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コネクテッド・カーがもたらす4つのデータに関する課題

コネクテッド・カーは、アプリケーション、モバイル接続、サ
ービスの選択肢を増やす、車とコネクテッド・コンシューマ
（つながる消費者）の新しいデジタル・ライフスタイルとの融
合と考えられます。コネクテッド・カーは自動車メーカーにと
ってのビジネス・チャンスです。新たなビジネス・モデルによ
って新規サービスを開発し、製品の価値とライフサイクルを
拡大するきっかけとなります。また、これらの中には、従来の
自動車業界の枠組みを超えるものもあります。

4 コネクテッド・カーのデータ戦略に関わる主な要素
6 まとめ

しかも、コネクテッド・カーはこれまで業界に縁のなかった企業
を、競争の激化している自動車業界へと引き寄せています。そのた
め、Gartner社がコネクテッド・カーを、自動車業界が現在直面す
る最も型破りなビジネスとテクノロジーのトレンドの1つと認めるの
も驚くには当たりません。  
自動車の技術革新を推し進め、保証と不具合を最小限に抑えると
ころから、カー・シェアリング構想の実現や交通渋滞の管理にいた
るまで、コネクテッド・カーから送られてくるデータには幅広い用途
があり、自動車メーカー、ユーザー、そして社会全体に大きなメリッ
トをもたらします。

コネクテッド・カーがもたらす4つのデータに関
する課題
コネクテッド・カーが車のモバイル接続から、車と車および車とイ
ンフラとの接続に進化していることからも明らかなように、これら
の通信経路を流れるデータは自動車メーカーとそのパートナーにと
って貴重です。しかし、解決すべき複雑な課題もあります。コネク
テッド・カーから適切なデータが得られれば、大きなビジネス・チ
ャンスを生み出す可能性がありますが、データの活用を誤れば、競
争によって市場から締め出されるリスクもあります。

ビッグデータと大量データの違いを理解する
故障診断システムと車両内のECU（Engine Control Units）を接
続するCAN（Controller Area Networks）の導入以来、車から
データを収集する機能が最重要となっています。90年代後半、大

数字で見るコネクテッド・カー
コネクテッド・カー市場の5年
間にわたる年平均成長率は
45% です。これは、自動車市
場全体よりも10倍高い成長率
です。
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価値あるデータがコネクテッド・カーにより生成される

手自動車メーカーは走行中の車両の走行品質と機能性を保証する

ます。さまざまなデータセットの価値を見極めるには、時間をかけ

ため、車両診断情報を継続的に収集する機能を実現しました。車

てデータを評価していくことが重要です。

で生成されるビッグデータそのものは、自動車業界にとって目新し
いものではありません。

コネクテッド・コンシューマ

しかしながら、コネクテッド・カーが生成するデータの量は、飛躍
的に増大することが予想されます。現在、自動車メーカーでは、サ
ービスの際に年1回、車1台から100～200キロバイトのデータをダ
ウンロードしています。コネクテッド・カーにより、メーカーは数キロ
バイトのデータをいつでもダウンロードできるようになります。さら
に、記録データのオンデマンドでのリモート診断機能もあり、必要
に応じて車両の異常を詳しく調べることができます。
路上を走行するコネクテッド・カーの台数が、2020年までに2億
5000万台に達する というGartner社の予測からも、自動車メーカ
ーのデータに関する課題の規模感は明らかです。各社は、データ

Tesla社などの自動車業界への新規参入企業は、顧客への直接販
売により、顧客との関係性ややり取りの方法を根本から変えまし
た。車はオンラインで購入でき、企業はアップグレード用ソフトウェ
アを車に直接送信するため、顧客がサービス・センターに車を運転
していく必要がありません。この革新的なアプローチが顧客の獲
得につながり、Tesla社は消費者レポート で顧客満足度第1位の
評価を受けました。
消費者は、メーカーとの直接的な関係性を高く評価しています。す
でに小売業界では実現されているように、コネクテッド・コンシュー
マは、ショー・ルーム、オンライン、コール・センター、ソーシャル・メ

の送受信と管理のコストを考慮し、取得できるデータをすべて収集

ディア、あるいは車載アプリケーションのいずれであれ、自分が選

することにビジネス上の意味があるかどうかを判断する必要があり

択したチャネルでメーカーとやり取りすることを望んでいます。

2億5000万
2020年までに推定2億5000万台、

道路を走行する車両の5台に1台が、何
らかの無線ネットワークを装備するよ
うになります 。

秒

車両内のテレマティクス機器は、秒の単位で
データレコードを生み出します 。サービスあた
り100～200キロバイトのデータを提供する
従来の車両と比べて、コネクテッド・カーで生
成されるデータは爆発的に増加しています。
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これは自動車業界にとって、新しいデータ・ソースからのデータの

コネクテッド・カーの位置データは、例えば、一番近いガソリン・ス

収集を意味します。どの消費者がオンライン上で理想の車を選択、

タンドの広告を表示するなど、ドライバーへのサービスの提供に利

構成した後、ショー・ルームに行って購入するかを追跡し、コール・
センターの音声記録を追跡し、ダッシュボードに搭載またはスマー
トフォン上のコネクテッド・カー用アプリの操作を追跡します。これ
らの新しいデータ・ソースは、自動車メーカーにあらゆる角度から
見た顧客の全体像を提供します。これは、顧客にシームレスなオム
ニチャネル体験を提供するために必要です。

されていること、消費者が許可した場合にのみ共有されることを
理解させる必要があります。
自動車メーカーは、データを顧客自身の資産と見なすアプローチ
することに対する顧客からの信頼を確立する必要があります。さら

McKinsey社の調査 によれば、アンケートに回答した消費者のう
ち、ドイツでは51%、アメリカでは45%が、データのプライバシーを
心配し、コネクテッド・カーのサービスの利用を躊躇していると答え
ました。自動車業界ではこの問題を解決すべく、自動車メーカー各
社や国際自動車工業協会(Association of Global Automakers)
との連携により、2014年11月に車両技術およびサービスのプライ
バシーに関する基本方針を提案しました 。  

に、メーカーがそのデータを収益化する場合、顧客にも何らかの
価値を見返りとして提供する必要があります。

ビジネスに対する価値
コネクテッド・カーは「巨大なデータ収集エンジン」 とも呼ばれて
おり、自動車メーカーはこのデータの収集、保管、そしてそのセキュ
リティに投資を行なっています。これは将来のビジネスに価値をも
たらす可能性があるからです。  

コネクテッド・カーのデータをどのように扱うかを決める前に、企業
はまずどのデータが個人情報に該当するのかを吟味する必要があ
ります。データによって送信される各車両の機能性と走行品質、ま
た運転行動は、自動車メーカーにとって価値あるものとなりえます。
これらのデータは、匿名の形式で収集、分析することが可能です。
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ーは消費者に対して、このような位置データはセキュリティが担保

をとる必要があります。銀行のように、このデータを保管し、共有

プライバシーと信頼
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用できます。コネクテッド・カーの真の成功のために、自動車メーカ

現在、自動車業界では、もはや差別化要因を生み出せないスピー
ドで製品の技術革新が進んでいます。今では、ユニークな新技術
もすぐに簡単にライバル会社にコピーされ、製品化されます。このよ
うに技術革新のコモディティ化が拡大したせいで、製品仕様はもは
や消費者がある車種を別の車種と比較、選択する特別な理由には
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統合されたデータによるサービス体験の拡大
車のクリーニングやコンディショニングなど、売り上げ拡大の

サービスは、かつては分かり易いものでした。しかし競争環境におい

チャンスがあるか、または所有者が使用するスマートフォン

ては、自動車メーカーはすべてのデータを自在に利用して、コネクテ

に適した新しいスマートフォン・ホルダーがあるか?

ッド・カーとその所有者を自社のサービスに誘う魅力的なパッケージ
を作る必要があります。そのために自動車会社が、要求の厳しい消費

車の所有者はこれらのサービスの実施を許可しているか?

者について答える必要がある質問を以下にいくつかご紹介します。

車の所有者はすでにサービスを予約しているか?また、以前

前回のサービスはいつで、どのようなサービスを実施したか?
車の所有者はどのような追加サービスを望んでいるのか?

の予約は果たされているか?
自動車メーカーにこれらの質問に対する答えがすでにある場

車の所有者は常に同じディーラーからサービスを受けている

合、ディーラー来店時のサービス売上げを増やすことができ、

か、それとも、サービス業者を変えているか?

車の所有者が最良の体験を得られるよう最適化をはかること

修理が必要な重要な問題があるか?所有者またはカスタマー・

データを統合することは、これらの質問の答えを得ることなの

コール・センターがその問題を認識しているか?その問題に基
づいて、サービスが実施されているか?

ができます。顧客、製品、サービスおよびコネクテッド・カーの
です。

その車両の構成またはソフトウェアのバージョンに既知の問題
があるか、ソフトウェアをアップグレードする必要があるか?

なりえません。コネクテッド・カーのデータは、このような場合に非

カーはあらゆる観点からビジネスを俯瞰的に見る必要があります。

常に貴重な情報源となります。自動車メーカーが顧客向けの新た

さまざまなデータベースやアプリケーションに保持され、さまざま

なサービスと体験を創出して、自社の車を差別化する方法を知る
のに役立つからです。

な部門で使用されているデータを組織全体で共有する必要がある
のです。こうしたデータには、財務データ、サプライ・チェーン・デー

車の所有者が、買い物の配達を車の中に安全に届けさせるなどの
新しいサービスの開始は、その一例です。さらに、車の所有形態が
変化しつつあるトレンドに従い、自動車メーカーは走行距離連動型
保険、カー・リース、カー・シェアリング方式などの選択肢を提供
することができます 。

タ、カー・センサー・データ、顧客記録などがあります。
自動車メーカーにとって、ビジネスはこれまで以上に競争が激化
し、複雑になってきているため、会社全体でさまざまなデータ・ソ
ースをまとめることは、組織がデータの結び付きと関係を理解する
ために役立ちます。また、組織内のデータが統合されると、個々の

コネクテッド・カーのデータ戦略に関わる主
な要素
ここで説明する取組みは、自動車メーカーがコネクテッド・カーか
らの大量データの取得に関する戦略を打ち出し、製品を差別化
し、コネクテッド・コンシューマに向けたサービスと経験を作る、デ
ータから価値への変換に差し迫った必要性があることを示していま
す。同時に、自動車メーカーは消費者の個人情報の安全な保管、

スタッフが様々なデータを何度でも照会することができ、現在の出
来事に至るまでの履歴から、現在の出来事の本当の影響を知るこ
とができます。

データのすべてが等価ではないことを受け入れる
組織全体のデータ・ソースを集約できる能力は重要ですが、デー
タを機密性や組織における価値に応じて処理する能力も同じよう
に重要です。例えば、消費者の信頼を育むために、自動車業界で
は個々の消費者を識別するデータをクラウド内ではなく、企業のフ

保護を保証するシステムとプロセスを導入する必要があります。

ァイアウォールの後ろに保存して、データのセキュリティを確保する

データを相互に共有する

位での詳細な運転データは、ファイアウォールの背後ではなく、ク

顧客を理解し、実行可能なサービスを調査し、オンライン販売の

ラウドに保管するのが最適かもしれません。このデータにはまた、

収益性を評価するなど、複数の課題に対応するため、自動車メー

データをサービスに利用する必要があるメーカーや保険会社など

必要があります。同様に、コストを抑えるために、位置ベース、秒単
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ライトタイムでの分析が、自動車メーカーにどれほど行動に結び付く洞察を生み出し、
不要なコストを削減するか:
1秒以下

秒～分単位

時単位

車両前面のレーダーは車の正面にある物

ホイールのスリップを検知するトラクショ

車両が路上を走行している間、車両の品

体に対して、ステアリング・ホイールの後ろ

ン・コントロール・システムが、その地点に

の運転席にいる人よりもすばやく反応しま

近づいて来る他の車両にデータを送り、危

質問題を検知したり、コネクテッド・カー
の所有者に的を絞ったサービスを提供し

険な状況を警告します。

ます。

数秒の余裕をもって衝突を防ぐことがで

分単位

日単位  

きます。

エントリー・モードまたは所在から車両の

利用パターンや行動に基づいて、走行距

す。車両のインフラへの接続により、コー
ナーの周辺や他の車を捉えることができ、

盗難が疑われる場合、盗難防止装置を通
じて、所有者に警告を送信します。

離連動型保険の加入者やカー・シェアリ
ング・プログラムの参加者に助言や提案を
行います。

のビジネス・パートナーがアクセスできます。このデータは価値を生

単位で分析することで、行動に結び付く洞察を得られるケースがし

み出すまで保管した後、削除されます。

ばしば見受けられます。

同様に、すべてのデータが必ずしも組織に価値をもたらすわけではあ

リアルタイム(real time)ではなくライトタイム(right time)でデータ

りません。価値に関係なくすべてのデータを均等に扱えば、コストは
すぐに跳ね上がります。従来からデータ・ストレージの単位あたりのコ
ストは低いので、多くの組織ではアクセス頻度が低い、または価値が
証明されていないビッグデータのデータセットを、比較的低コストのス
トレージで保管するベスト・プラクティスをすでに採用しています。

の分析を実行するこのアプローチは、自動車メーカーにとって重要
な意味を持ちます。これにより、企業は戦略的なレベルや中間管
理層のレベルにとどまらず、従業員がデータを照会する機会をもた
らします。つまり、従業員は経営レベルの意思決定につながる洞察
をタイムリーに入手できるのです。また、コール・センターのオペレ
ータ、ショー・ルームの営業スタッフ、サービス・センターの修理エ

リアルタイム分析とライトタイム分析
自動車メーカーにとって、データから価値を生み出すことは、必ず
しもデータのリアルタイム分析を実施する必要があることにはなり

ンジニアの場合、特定の消費者と組織との接点や会話の内容を知
ることができます。これらのスタッフは顧客にインテリジェントに対

ません。むしろ、データの使い方やデータのもたらすメリットを判断

応でき、長期的には顧客の満足度とロイヤリティが向上し、収益性

することの方が重要です。組織では、データの収集後、分、時、日

が最大化され、事業効率が向上します。

エンジン故障の解明につながるデータに重点を置く
エンジンの稼働により、エンジンECUに接続されたセンサーの
複雑なネットワークを通して、ドライバーのアクセル操作、ブレー
キ操作、路上走行を検知する時系列データが生成されます。不
具合事象の発生時には、すでにエンジニアがフリーズ・フレーム
を使用して詳細な時系列センサー・データを収集しています。

ーは不具合事象で収集されたフリーズ・フレームとパターンを比
較することができます。車両装備にまつわるその他のデータ、市
場データ、サービス・データ、およびエンジンのソフトウェア・バ
ージョンと組み合わせることにより、メーカーは問題の根本的な
原因だけでなく、同様の問題が発生する可能性のある車両の台
数も把握することができます。このため、この分析を継続的に実

エンジンに故障がない場合でも、このデータは自動車メーカー
にとって貴重な宝の山となる可能性があります。エンジン試験
や通常の認証サイクルのデータを保存することによって、メーカ
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施すべきか、是正措置が行なわれるまで限定的に実施すべき
か否か、同時に現在製造中または開発中のエンジンに対してさ
らに試験が必要か否かを決めることができます。
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月単位
設計チームに利用情報をフィードバック
し、利用状況に即した仕様変更を実施で
きるようにします。例えば、特定のモデル
で後部ドアがそれほど頻繁に開閉されな
い場合、設計チームはそのモデルでは5ド
ア・バージョンの代わりに、3ドア・バージ
ョンのみを製造する判断を下すことがで
きます。

参考資料

まとめ
景気や経営状況が変化する状況下では、自動車メーカーには新旧
の競合企業からの挑戦に対峙し、コネクテッド・カーに基づくサー
ビスで製品を増強し、車の所有者やドライバーすべてにユニークな
体験を提供し、車両のライフサイクル全体を通じて企業に価値を
生み出すような対策を実行できる洞察が必要となります。コネクテ
ッド・カーのデータを、適切な技術でその他のデータと適宜組み合

i 	「コネクテッド・カー」
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2020年までに2億5000万台のコネクテッド・カーが新たな車内サービスや自動化さ
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