東南アジアの
車社会に安全･安心
を提供する

日本ユニシスグループの運行管理支援サービス
ANZEN FleetView™

The future is exciting.

Ready?

Nihon Unisys Group case study

日本ユニシスグループが
東南アジア向けに開発した安全運転プログラムを
ボーダフォンが強力にサポート
- カメラ付き携帯通信型運行管理支援サービス ANZEN FleetView™ -

日本ユニシスグループは、コンピュータ黎明期の1958年に創立され、ICTの先駆者として、金融、
製造、
流通、
エネルギー、
社会公共などあらゆる分野にわたり課題の分析から解決に至る一貫したサー
ビスを提供してきました。国内でのビジネスを中心に活躍してきた同社ですが、2016年より本格的
な海外展開をスタート。その第一弾としてインドネシアに展開したのが、カメラ付き携帯通信型の
運行管理支援サービス
「ANZEN FleetView™」で、ボーダフォンのグローバルIoT通信の技術によっ
て強力に支えられています。

The challenge

ボーダフォンのフレキシブルな通信環
境がサービスを充実させる
東南アジアでは、経済成長の加速につれて、
自動車の車両台数も目覚ましく伸びています。
その一方で交通ルールの徹底や安全対策など
は遅れ気味で、大型車両やバス乗車中の事故
も少なくないのが現状です。
そこで、日本ユニシスグループでは 2009年
より日本国内の事業者向けに提供し好評を得
ているカメラ付き携帯通信型の運行管理支援
サービス
「無事故プログラムDR （ドライブレ
Ⓡ

コーダー）
」を東南アジア市場に向けにリモデ
ルしました。
「ANZEN FleetView™」という
製品･サービス名のもと、安全運転を支援する
画期的なツールとして、2016年10月よりイン
ドネシアでサービスの提供を開始しました。
日本ユニシスグループ グローバルビジネス部
の中村みゆき氏は今回のプロジェクトについ
て次のように語ります。
「保険制度や安全対策が十分に確立されな
いまま急速に発展した車社会の中で、車両事
故や物損事故が企業に与えるダメージは日に
日に大きくなっています。日本ユニシスグルー
プ独自のサービスを展開することで、これら

“

海外の事業展開を考えた時に
ボーダフォンがパートナーであ
ることが安心につながります。
SIMの仕様、多数のローミング
キャリアなど、すべてがグロー
バルベースの通信環境が必要
だからです。
日本ユニシスグループ
グローバルビジネス部
大平伸一郎 氏

”

転の分析をしたり、あるいは運転日報や運行
経路を表示しながら時間ごとの運転状態をグ
ラフ化したりすることが可能です。漠然としか
把握できなかった運転状況をより早くより正
確に可視化することで、事故を未然に防ぎな
がら、ドライバーの運転技術の向上を図り、
事業者の輸送品質を高めることができます。
こうした 新 たなコンセプトを持 つANZEN
FleetView™では、リアルタイムな状 況把
握が大きなメリットの一つであり、通信環境
は様々なメニューを実行するための要と言え
ます。東南アジアでサービスを展開する際、

の課題解決にあたり、今後の海外展開の布石
にしたいと考えました。
」
日本国内における
「無事故プログラムDRⓇ」は
既に 900社、35,000ユーザーに導入されて
います
（2018年1月現在）
。この実績を受けて
開発されたANZEN FleetView™の特徴は、
映像の記録や位置情報の把握だけにとどまら
ずに、安全運転に向けた様々なメニューを複
合的に提供している点にあります。通信を用
いてリアルタイムでドライバーの運転挙動をと
らえることで危険運転を察知したり、蓄積さ
れた運転履歴データからドライバーの安全運

まず課題となったのは通信網のカバレッジで
した。
グローバルビジネス部の大平伸一郎氏は言い
ます。
「東南アジアの通信状況はまだ発展途上で
す。インドネシアにおいては、1社だけの通信
キャリアではカバレッジが狭すぎるため、運
転挙動の感知や映像撮影を行うOBU（Onboard Unit：カメラ付き携帯通信型車載器）
がきちんと機能するためにはローミングが不
可欠です。
」
現地の通信状況や稼働後のフレキシビリティ
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“

今回のプロジェクトでボーダフォンは常に細やかで柔

軟な対応を心がけてくれました。IoTがますます拡大す
る状況下にあって、ボーダフォンIoTの専任チームの幅

広い経験と見識が当社のグローバルビジネスの支えと

”

なることは間違いないでしょう
日本ユニシスグループ
グローバルビジネス部
中村みゆき 氏

を検討していった後に、日本ユニシスグループ

ボーダフォンが提供するIoTサービスのグロー

グローバルビジネス部の中村みゆき氏は、小

がパートナーとして選択したのはボーダフォン

バルカバレッジとグローバルSIMは強い味方に

さな波動が大きな意識改革へつながる予感を

です。

なります。短期的にも長期的にもボーダフォン

感じています。

「ローミングキャリアの数やカバレッジの面

は私たちのビジネスに欠かせないパートナーに

「新興国に対して、先進国と同様の運転モラ

で、一番信頼が持てたのがボーダフォンです。

なり得ると思っています。
」

ルを期待するのはまだ無理かもしれません。

さらに、ボーダフォンのIoT通信管理プラット

日 本 ユ ニ シ ス グ ル ー プ は ANZEN

しかし、近い将来、新興国においても安全運

フォームが提供するグローバルSIMのプロビ

FleetView™の導入のメリットを以下のように

転への意識が高まり、交通に関する法制度も

ジョニング機能により、合理的で無駄のない

アピールします。

厳しくなることが予想されます。常にリアル

運用ができる点も魅力です。
（大平氏）
」
インドネシアのANZEN FleetView™サービス

■■

とにより、運転技術の改善、輸送品質の

の提供においては、ボーダフォンが一括して
キャリアを管理し、複数の通信キャリアを利
用することでインドネシア全域にわたるデータ

向上、事故率の低減を図ることができる
■■

経済発展にともない増加する自動車を
安全に走行させるために
日本ユニシスグループではインドネシアでのビ
ジネスを皮切りに東南アジアで広く事業を展
開していく予定であり、大平氏はボーダフォン
とのパートナーシップについて次のように語り
ます。
「東南アジアでのビジネス拡張を考えた時に、

GPSによる各車両の位置情報管理によっ
て、ドライバーの不正行為を防止し、配

通信が可能となりました。

The solution

ドライバーによる運転実績を可視化するこ

送業務を効率化させることができる
■■

危険運転の検知によって、事故発生時に
迅速かつ適切な対応が可能になる

■■

危険運転の動画を利用してドライバーへ
教育することが可能になり、安全性が向
上する

インドネシアで実際にANZEN FleetView™
を導入した企業からは、安全運転とドライバー
の運転スキルの向上に役立っているという高
評価を得ています。

タイムでデータを収集できるシステムである
ANZEN FleetView™は、間違いなく有用な
ツールであると考えています。現地の交通安
全意識の転換にANZEN FleetView™が貢献
できればと思います。
」
リアルタイムでデータを収集できるからこそ、
ANZEN FleetView™の特異性が生きるので
あり、それをボーダフォンのサービスが下支
えしているのは言うまでもありません。

The Future

運転挙動を見える化し意識化を図るこ
とで、事故を未然に防止
新 し い コ ン セ プ ト を 持 つ ANZEN
FleetView™。その独創性を象徴するのが加
速度センサーです。独自に開発されたアルゴ
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The bottom line
リズムにより、センサーが感知した振動が運

に役立てていただけるサービスなのです。
」と

転挙動によるものか、偶発的なノイズによる

中村氏。

ものかを判断し、自動的に分類することがで

日本ユニシスグループでは海外事業をさらに

きます。さらには振動の衝撃の強さを 6段階

拡大していく戦略を立てており、ボーダフォン

に振り分け、危険な衝撃である1、2レベルと

とのパートナーシップにより、グローバルベー

判断された場合は、直ちに顧客の運行管理者

スでの広い通信カバレッジ、IoT通信管理プ

へ自動的に伝えられます。これはドライブレ

ラットフォーム及びIoT専用のグローバルSIM

コーダーの機能としては非常に画期的なこと

を今後も活用していく予定です。大平氏は言

です

います。

「ANZEN FleetView™は、今までのドライブ

「私たちはこれからも独創的な技術で新たな

レコーダーの概念を変えるものだと思っていま

市場開拓をし、海外での事業拡大に努めてい

す。事故の映像を記録する、GPSで位置情報

きます。規模の拡大や技術の深化が競われる

をつかむ、といった単一の機能だけではなく、

現代のビジネス展開においては、サービスの

データを活用することで各種の分析やレポー

競争力を高めてくれる有能なパートナーの存

ト作成を行い、運転挙動を見える化できると

在が不可欠であり、その筆頭がボーダフォン

いう多面的なサービスを提供できるからです。

であることは間違いありません。
」

事故が起きた場合の対策を万全にできるとい

ボーダフォンは自社の能力をさらに高めなが

うメリットを一歩進め、事故を未然に防ぐこと

ら、今後も日本ユニシスグループのビジネス

ANZEN FleetView™における
ボーダフォンの導入効果
⁃⁃

グローバルベースで最も広いカバレッジ
を持つため、車載器に搭載しても安定的
な通信状況が確保できる

⁃⁃

顧客サイドでSIMをプロビジョニングでき
るため、通信の無駄を省き、効率的な運
用が可能になる

⁃⁃

今後、他地域へのサービス拡大においても、
効果的なパートナー関係が期待できる

日本ユニシスグループについて
⁃⁃

日本ユニシス株式会社は、日本国内にて
製品およびサービスを提供している。

⁃⁃

コンピュータ黎明期より、様々なサービ
スやソリューションを展開し、顧客のニー
ズに応えてきた実績を持っている

⁃⁃

コ ー ポ レ ー トス テ ー トメ ント として
“Foresight in sight” を掲げ、積極的に
ビジネス連携の幅を広げることで未来へ
向けた新しいサービスの創出を目指して
いる

⁃⁃

www.unisys.co.jp

に積極的に貢献していきます。

vodafone.com/iot
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