コネクテッド・カー
ソリューションが
ビジネスを加速

自動車産業と保険会社向けの
IoT / M2Mソリューション概要

The future is exciting.

Ready?
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輸送に関する既成概念を変革する
“欧州会議は、2018年4月

自動車産業は今、
新たな課題に直面しています。
自動車メーカーやディーラー、
保険会社や、
サービスプロバイダー各社は、
いずれも、
営業コストの管理や新たな規制への対応、
ドライブ
エクスペリエンンスの向上、
さらに新しい収益源の確保などの課題を解決するための方法を
模索しています。
このような状況の中、M2M通信接続が「コネクテッド・カー」
の生み出す
ビジネスチャンスをさらに拡大しています。

テクノロジーの搭載を義務

コネクテッド・カーの利用を加速する要因は何か？

eCallは欧州統一の救急番号

から全ての 新 車 にe C a l l
付ける規則を可決しました。
重大な事故が発生した場合、
112を自動ダイヤルします”

2018年までに、
新車の半数以上にコネクティビティ
（ネットワーク接続機能）
が実装されるようになり、
アフ
ターサービスのビジネスチャンスも拡大すると考えられています。
このソリューションが、
ナビゲーション
や車両診断などのビジネスにとって有益であるかどうか、
また４Gホットスポットやエンターテイメント
サービスのようにエンドユーザーをターゲットしているものであるかどうかはともかく、
パーソナライズ
された素晴らしいドライビング・エクスペリエンスを提供するものであることは確かです。

なる必要がある2ということ

現在および将来的なコネクテッド・カーの成長は、
次のような要素により拍車がかかると思われます：

です。

• 消費者ニーズ：アクセンチュア • 競争優位性：自動車メーカー • 規制と業界からのプレッシャー：
社の調査１によれば、
車両自体
の性能よりも車内で使われて
いるテクノロジーの良し悪しが、
車の購入の決め手として高い
ウエイトを占めていることが
分かります。
消費者は、
スマート
フォンと同 様に車にも安 全
性、効率性、優れた装備、
そし
て楽しさを求めており、心躍る
ようなユーザーエクスペリエ
ンスを提供するために、車は
コネクテッドになる必要があ
るのです。

は、
コネクテッド・カー向けの
サービスでお客 様を引き付
け、新たな収益源を創出する
ことができます。車内エンター
テインメントや予測的なカス
タマーサービスと収集した利
用情報とを組み合わせること
で、新しいサービスの提供機
会が生まれます。
コネクテッド・
カー向けサービスは、
リコール
を削減し、
ビジネス価値の高い
製品の開発を促進します。

安全性確保に向け、車両に対
してコネクト機能を組込むこと
を自動車メーカーに義務づけ
る国が増えています。各保険
会社は、契約者に対して車の
使用状況のモニタリングや盗
難に備え、
「ブラックボックス」
を装備するよう勧めています。
また車両管理責任者も、運転
時間規則の遵守などに向け、
ドライバーや車 両の状 態を
トラッキングできる必要性に
迫られています。

－つまり、EUで使用される
全ての新車がコネクテッドに
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サービス提供のための包括的な
ダッシュボード
40年にわたる専門性と経験を集約したVodafone Automotiveは、
自動車メーカーや
アフターサービスプロバイダーのための強力なソリューションです。
コネクテッド・カーに
より、皆様のビジネスは今まで以上に効率的になります。
ハードウェアの
設計とテスト

フルマネージド・ソリューション
ボーダフォンでは、長年にわたり複雑な自動車の製造段階や製造後に、デバイスやテレマティクスシステム
の組込みの経験を持っています。コネクテッド・カーに関しては、単に通信接続を提供するに留まらず、
以下のような幅広いソリューションや管理機能を提供しています：

•
•
•

テレマティクスユニット
Global Vodafone M2Mプラットフォーム

•

サーバーベースのテレマティクス・インフラ
ストラクチャー

ハードウェアの製造

欧州44ヶ国（ロシアを含む）、南アフリカ、
マレーシア、
シンガポール、米国およびカナダ
で展開するNational Service Providers
(NSP) およびSecure Operation Centres
(SOC)
ネットワークとIoT

Vodafone Automotiveは、当初から自社を技術面での優位性を持った中核的な存在と位置付け
ています。
各車両メーカーとの長期にわたる提携と、世界的なテレマティックス技術進化に繋がる卓越した
エンジニアの能力によって、最善の形で車両内でエレクトロニクスとテレマティックスソリューション
を統合できることが、Vodafone Automotiveのコアコンピタンスと言えます。

アプリケーション
ソフトウェアの開発

私達は、ハードウェア・ソフトウェア機器の統合開発を含むエンジニアリング段階から、車両アプリ
ケーション研究やシミレーションに至るまで一貫したコントロールを実施します。
Vodafone Automotiveは、最も厳しい標準に反応するために、今後も開発プログラムに注力し続
けます。
コールセンターを含む
アプリケーションと
サービスの提供

業界

機能

サービスカテゴリー

自動車産業

盗難車両の救出
事故アラート / 緊急コール
故障コール
モバイルアプリ

セキュリティ
安全
安全
管理

保険会社

正確な保険料
事故再現
事故アラート / 緊急コール
故障コール
モバイルアプリ / Webポータル

運転習慣
運転習慣
安全
安全
管理

フリート

資産の管理
サポートと診断
盗難車両のリカバリー
運転スタイル
緊急対応サービス

管理
管理
セキュリティ
運転習慣
安全

Vodafone Automotiveの
主要サービス
セキュリティ、安全性、管理性能を提供
するボーダフォンの広範なサービスは、
自動車産業や保険会社の要件やビジネス
ニーズ、そしてあらゆる企業の車両管理
におけるニーズに対応します。
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自動車産業向けのテレマティクス
完全に統合された車両セキュリティサービス
欧州委員会は、車の安全性と道路使用者の行動様
式を改善することで、2011年から2020 年迄の間
に、欧 州における道 路交 通事故 死者数を半減する
ための意欲的な道路安全プログラム (Road Safety
Programme) を取りまとめました 3 。
欧州の自動車産業界は、能動的および受動的な安全
対策のいずれについても、道路や車の安全性の継続
的な向上に対して大きな役割を果たしてきました。

高度なセキュリティや安全機能は、ボーダフォンの
テレマティクスサービスの中核を成すもので、Vodafone
Automotiveモバイルアプリケーションを通じて、盗
難車両のリカバリー、緊急および故障時のコール機
能、車両管理機能などを提供します。全てのサービス
が連携し、常に接続された状態を維持することで、
企業のビジネスコンプライアンスを遵守しながら、
ユーザーは安全な運転を楽しめることができます。

さらに改善を進めるためには、規制当局や公共企業
体、道路使用者、自動車メーカー、保険会社など全て
の関係者を巻き込んだ総合的なアプローチが必要に
なります。

地域を超えた盗難車両リカバリーサービス
車両盗難は、どこの国のお客様や企業にとっても頭
の痛い問題です。
ボーダフォンが提供するSecure Operation Centres
(SOC)のネットワークを通じて「車両とリアルタイムに
リモート接続し、警察当局と直接やり取りしながら

欧州全体で盗難に遭った車両をリカバリーする」と
いったセキュリティサービスを開発・提供することで、
ユーザーに対して安心感を与えることができます。

Vodafone Automotiveの特長：
• 安全で目立たない形での設置が可能
• 24時間365日のサポート対応
• GPSを使用したピンポイントなトラッキング
• 世界をGMS/GPRSでカバー
• お客様のプライバシーを最優先
• 警察に直接連絡が可能（警察側に特別なハードウェアは不要）
• SOCに自動的にアラートを送信する高度なセキュリティサービス

モジュール方式を採用するボーダフォンのサービスは、特定の市場ニーズに応じてカスタマイズすることが可能です。
これによって、Thatcham,、Kiwa-SCM、Incert、Pimotなど主な欧州の認証機関による規制にも柔軟に対応すること
ができます。ボーダフォンのサービスは、自動車メーカーによるテストおよび承認済みであり、さらに主要な保険会社に
も認定されています。
当社のサービスを、Aston Martin、Audi、Bentley、Ducati、Ferrari、Gruppo Piaggio、Infiniti、Lamborghini、Maserati、
McLaren、Mercedes Benz Trucks、Nissan、Porsche、Renault、Rolls-Royce、Tesla、Volkswagenなど、複数の
欧州のメーカーがOEMとして採用しています。
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一番必要な時に必要なサポートを提供
事故や緊急事態が発生した場合、助けを求めようと
しても、ドライバー自身が伝えるべき正確な場所を
把握できなかったり、問題となっている状況を説明
できないケースが多々あります。
車両に故障コールシステム (BreakdownCallSystem)
が搭載されていれば、車両の診断データや車両の位
置を収 集し、S e cu re Operating Centre (SOC)
に送信することができます。事故が発生するとテレ
マティクスユニットは、アラートとして自動的に車両
の位置と状態を発 信します。SOCは必要に応じて
直ちに緊急対応手順を実行し、認定レスキューサー

ビスに連絡を行います。本サービスを介して車両の
正確な位置を特定することで、SO Cはより迅 速な
故障対応や代車の手配が可能になります。
Vodafone Automotiveは、シンプルかつ手頃な
ソリューションとしてドライバーの方々の安全と安心
感を提供します。

モバイルアプリケーションによる容易な車両管理
貴社やそのお客様が真に「コネクテッド」な車を手に
入れることができるようボーダフォンは支援します。
ボーダフォンが開発したスマートフォンアプリケーション
であるMy Connected Carを使って、車両のリアル
タイムな位置情報、進行方向、保険契約内容やユーザー
データに簡単にアクセスすることができます。

お客様は、My Connected Car アプリケーションを
使ってリモートから車にアクセスし、様々なセキュリティ
や安全に関する内容を管理することができます。
Vodafone Automotiveが楽しみに満ちたユーザーエク
スペリエンスを提供することで、ユーザーは、いつも車と
コネクテッドな状態でありたいと感じるようになります。
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保険会社向けのテレマティクス
一般のお客様は、より安い保険料で多くの保証を得たいと考えています。一方、保険会社は、リスクをカバーできるだけ
の収益を確保しながら、手頃な付加価値サービスによって魅力的な契約内容を提示する必要に迫られています。

最適化のソリューション
Vodafone Automotiveによって各保険会社は、世界クラスの保険サービスおよび自動車サービスとIoT/M2M分野
のリーダーと認められたボーダフォンのソリューションを組み合わせて、独自の利用ベース保険 (UBI – Usage
Based Insurance) を提供できるようになります。ボーダフォンのソリューションによって、リスクを軽減し、請
求保険金を減らし、詐欺行為対策の改善を行うことで全体的なコストを低減することができます。さらに、盗難
防止対策の向上や画期的な追加サービス、そしてオーダーメードの商品によって契約者に確実なセキュリティや
安全性を提供することができます。

動的なプライシング保険契約
従来のように統計情報や過去のデータを基に保険料を試算するのではなく、テレマティクステクノロジーを駆使
して車載デバイスから詳細かつ動的にデータを取得し、該当ドライバーの運転習慣に基づいた保険料を設定する
ことが可能なため、競争の厳しい市場にあっても、保険会社は。UBIを活用してより魅力的なソリューションを設
計することができます。

緊急時および故障時の支援
ドライバーは、自分の運転状況が監視され、それに応じて保険料が変化することを認識しているため、結果として
UBIが運転習慣にプラスの影響を与え、事故回数や重大な事故の削減につながります。
お客様は、自分に合った支援や路上救援サービス、そして重大事故発生時の緊急対応サービスなど付加価値の
高いUBIサービスを選択することで、いつでも接続されている状態という意識や高い安全性を実感することがで
きます。
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保険会社や保険契約者へのメリット
利用ベース保険の導入は、保険会社と保険契約者の両方にメリットを提供します。

保険会社のメリット

保険契約者へのメリット

以下に示すような内容により、保険会社は経費
を節減し、業務処理での非効率な対応を排除
し、売上を拡大しながらお客様との関係強化を
図ることができます：

保 険 契 約 者は 、運 転 習慣や安 全 運 転への心
がけ、そして安全標準の向上を促す保険商品や
サービスから得られるメリットによって、次のよ
うな恩恵を受けることができます：

•
•
•
•
•

お客様の契約乗換えを低減
収益性の向上
保険金請求処理の合理化
データ中心型の収益機会向上
付加価値サービスの提供

•
•
•
•
•
•

適正な保険料
効率的な保険金請求サービスや支払
路上救援および修理
サービスの向上
盗難車両の救出
適正な補償範囲と各種サービス

経費削減

コスト削減

付加価値サービスの提供

一番必要な時に必要なサポートを提供

業務効率の改善

安心感
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フリート向けのテレマティクス
大きなビジネスチャンス
管理車両のより優れた運用を目指すのがフリート管
理です。GPSベースのテレマティクスなどのテクノロ
ジーを活用するインテリジェントなフリート管理によ
って、車両管理者の運用効率が大幅に向上します。
世界の車両保有台数は、新興国の大幅な増加が寄
与して増加の一途を辿っており、フリート産業にも
良い影響を与えています。これは特に企業保有車両
やレンタルサービスで顕著で16％もの伸びを示して
います。

テレマティクスソリューションによって、車の効率や
燃費を改善し、運転の信頼性や安全性を高め、整備
計画やドライバーの配置計画の立案が容易になり、
さらに、ナビゲーションや運転経路の最適化などが
図られます。

フルマネージド・フリート
Vodafone Fleet Telematicsは、各車両に搭載
されたテレマティクスとボーダフォンのM2M通信接
続、そしてVodafone Automotiveのマネージメント
プラットフォームを組み合わせた総合的なソリュー
ションです。
Fleet Telematicsは、コスト効果の高いモジュラー
型 のソリューション で、商 用 車 の 診 断 情 報 や 運
用 情 報を収 集するよう設 計されています。F l e e t
Telematicsは、車の位置やドライバーの運転習慣な
どを送 信すると共に、整 備に関わる問 題をモニタ

リングしています。また、事故や故障が発生したり盗
難に遭った場合には、車両管理者にアラートを送信
します。
ボーダフォンでは、ドライバーの安全性を向上し、燃
料を節約して炭素排出量を削減する方法を見出せる
ようにすることで、お客様企業が他社との差別化を
図り競争優位性を維持できるようにします。
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Vodafone Automotiveフリート管理プラットフォーム
ユーザーは、当社のプラットフォームから簡単にフリートにアクセスして情報を取得できます。例えば、ドライバーの
運転習慣、燃料消費、運転経路などフリートを有効活用するために必要となる全ての情報を得ることができます。

効率的な
アカウント管理

燃料や
エコの管理

資産管理の
最適化

緊急
アシスタンス

ドライバーの運転
習慣に関わるKPI

物流地理
情報サービス
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Vodafone Automotiveが選ばれる理由
生活やビジネスの変革
Vodafone Automotiveは、Vodafone IoTビジネス
ユニットの中で、主に自動車産業向けスペシャリスト
になっています。
M2Mは、マシンやデバイス、そしてモノをインター
ネットに接続する「モノのインターネット(IoT )」を
促 進し、世 界 各地 に存 在 するI T 資 産を 通 信 可 能
で「インテリジェント」なものに変 換します。I oT/
M2Mソリューションは、業務の進め方や拡 大の在
り方、そしてお客様の満足度を維持するための新し

い手段の提供など、ビジネスにおける新たな可能性
を広げます。
ボーダフォンでは、世界最大のモバイルネットワーク
と卓越したカスタマーエクスペリエンス、そして長年
成功を収めてきた経験などを組み合わせ、他社では
真似のできない機能を提供します。ボーダフォンの
お 客 様 は 、そ の 実 績 豊 富 な 技 術 によって確 実 に
「コネクティドの状態」を維持でき、優れたサービスや
メリットを享受することができるのです。

信頼のあるデータセキュリティ
Vodafone Automotiveは、サービス提供のための
プラットフォームとして高度なデータ保護基準やシス
テム信頼性要件に応えることができます。該当デー
タセンターはUNI ISO/IEC 27001の認定を取得済み
で、情報セキュリティ管理システム (ISM) の設計、構
築、管理に求められる全ての要件を満たしています。

また、Tier III 信頼性レベル（99.982%の稼動率）を
保証し、スイスにある12のネットワークキャリアに接
続され、3系統の冗長電源構成を取っています。
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安全性、
セキュリティ、車両管理機能の向上
Vodafone Automotiveは、バリューチェーン全体を管理し、コネクテッド・カーエクスペリエンス
をお客様に提供します。この総合的なソリューションには、以下のような特長があります：

•
•
•

•

•

導入が容易：トラッキングデバイスは独立して車に装備することも、保険サービスのための
GPSや加速度計と共にフロントガラスに取り付けることもできます。
価値あるデータをセキュアに提供：対象データは、ボーダフォンのネットワークを経由し、
フル・ホステッド/マネージドな車両データ管理プラットフォームへセキュアな形で送信され
ます。
ドライバーの運転習慣をモニター：高度な分析テクノロジーを使ってドライバーの運転習慣を
明らかにすることで、保険会社による革新的な商品設計を支援すると共に、エンドユーザーの
コスト削減にも貢献します。さらに車両管理担当者は、ドライバーに安全運転の習慣を身に着
けさせることで燃料の節約に寄与することができます。
オンラインアクセスが可能：エンドユーザーは、オンラインのWebポータルから保険のための
スコア情報を容易に管理および確認することができます。保険会社は、プラットフォームを
使用して正確なリスクスコアを計算したり、詳細な事故再現報告を提供することができます。
フリート管理者、運用担当者、そしてドライバーも関連する車両やフリートデータに容易に
アクセスすることができます。
不可欠なサポートの提供：盗難や事故アラートの管理によって、Secure Operating Centres
と迅速なやり取りが可能となり、さらに欧州の場合には警察当局と直接連絡を取ることも
できます。

Vodafone Automotiveが誇る圧倒的な実績

世界の自動車市場における豊富な実績
ボーダフォンは、世界トップクラスの自動車メーカーと
協業しています。OEMあるいはパートナーとして欧州
全 体で50％以 上の車と関わりを持っています。実
際にボーダフォンは、欧州およびアジアの自動車、
トラック、バイクメーカーのT ier I のパートナーとな
っています。

盗難防止機能や駐車場案内、そしてテレマティクス
システムなどのカスタムソリューションをメーカー
オプションまたはディーラーオプションとして組込む
ことで、ボーダフォンは、業務の効率化を図るだけで
なく、市場をリードする製品を提供するための役割の
一部を担うことになります。

さあ始めましょう：
Vodafone Automotiveは、競争相手との差別化を図るための革新的なサービスを構築し、
カスタマーエクスペリエ
ンスを向上するための特別な役割を担います。Vodafone Automotiveの提供ソリューション詳細については、最寄
りの担当営業までお問い合わせいただくか、iot.japan@vodafone.com宛にEmailをお送りください。
また、詳しく
はautomotive.vodafone.comもご覧下さい。
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Strategy Analytics
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://ec.europa.eu/transport/road_safety

2018年ボーダフォングループ
本書はボーダフォンが機密文書として発行するもので、事前にボーダフォンの書面による許可を得ずにその一部または全部を
複製することは禁止されます。
ボーダフォンのブランド名及びロゴはボーダフォングループの登録商標です。本文中に述べられて
いるその他の製品名及び社名は、個々の所有者の登録商標です。本書中に含まれる情報は、印刷時点で適正なものです。
この情報
はボーダフォンによって予告なく変更され、
サービス内容が修正、補足、削除されることがあります。全てのサービスは契約条件の
対象となります。
サービス契約書の写しは請求によって取得できます。

