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あ ら ま し

ビッグデータを活用する時代の到来に伴い，国内や国外でテレマティクスサービスの

対象サービスの増加や対象地域の拡大が進んでいる。サービス形態は，サービスプロ

バイダーが提供するケースから，自動車メーカーが自社でサービスセンターを持ち，独

自でサービスを立ち上げるケースへ移行しつつある。富士通は，ビッグデータの活用例

として，欧州の自動車メーカー向けに，テレマティクスサービスの一つである交通情報

提供サービスの展開を企画した。本サービスの展開に向けては，サービスの入出力デー

タである交通情報のデータフォーマットの標準化が鍵を握ると判断し，TMC（Traffic 
Message Channel）データフォーマットを採用した。
本稿では，富士通の交通情報提供サービスのグローバル展開を紹介する。

Abstract

Along with the advent of the age of big data utilization, services and areas covered 
by telematics services are increasing in Japan and overseas.  The forms of services 
are undergoing a shift from those provided by service providers to those offered by 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers), which have their own service 
centers and launch services independently.  As an example of big data utilization, 
Fujitsu has planned the rollout of a service to provide traffic information, which is one 
of the telematics services, intended for automotive OEMs in Europe.  For the rollout of 
this service, we have adopted the Traffic Message Channel (TMC) data format based 
on our understanding that standardizing data formats of traffic information, which is 
input and output data of the service, will be key to the service’s success.  This paper 
describes the global rollout of Fujitsu’s service to provide traffic information.

● 原科直記
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サービスを提供する。
（2）テレマティクスサービスを提供する企業（TSP： 

Telematics Services Provider）のサービスをそ
のまま利用する。
TSPの例として，国内ではZENRINやNAVITIME，
海外ではTomTomやINRIXなどが有名である。
国内自動車メーカーと国外自動車メーカーで，
異なるサービス提供形態を用いている。国内自動
車メーカーは，トヨタ自動車のG-BOOKや日産自
動車のCARWINGS，本田技研工業のインターナビ
など，上記（1）の提供形態を採っている。一方で，
国外自動車メーカーは，上記（2）の提供形態が中
心である。サービス内容に応じて，複数TSPのサー
ビスを利用している場合がある。
近年，国外自動車メーカーにおいても，来たる
ビッグデータ活用の時代に備えるために，独自の
テレマティクスサービスを実現して他社との差別
化を図る，もしくは自社センターを持ち，車両走
行データを収集し，テレマティクスサービスを提
供する傾向がある。自動車メーカー各社は，自社
の車両走行データをビッグデータとして扱い，様々
なサービス品質の向上や他業界とのサービス連携，
製造部門へのフィードバックへの活用を試み始め
ている。
このように，テレマティクスサービスを取り巻
く環境は，ビッグデータを活用する時代の到来に
伴い，大きく変化している。

交通情報提供サービス

富士通では，ビッグデータを管理・活用したア
プリケーション基盤であるFUJITSU Intelligent 
Society Solution SPATIOWL（スペーシオウル），
およびSPATIOWLを用いたテレマティクスサービ
スを提供している（表-1）。

SPATIOWLの交通情報提供サービス（交通情報
生成，予測交通情報，VICS交通情報）は，冒頭で
挙げた自動車向けテレマティクスサービスの目的
「情報配信による利便性の向上」を実現するもので
ある。本サービスはTSPが提供する交通情報（注1）と，

（注1）　渋滞情報と同義であり，カーナビゲーションやスマート
フォンナビゲーションの画面上で赤・黄・緑といった色
の線で道路の渋滞状況を表示する際に必要となる情報。

交通情報提供サービス

ま　え　が　き

近年，国内外で自動車メーカーが提供するテレ
マティクスサービスの増加や対象地域の拡大が進
んでいる。テレマティクスサービスとは，スマート
フォンなどの端末を用いて自動車をインターネッ
トに接続し，ITS（Intelligent Transport System）
関連のサービスを受けるもので，以下三点の目的
を持っている。
（1）情報配信による利便性の向上（交通情報・電
子メール・天気予報など）

（2）安心・安全機能の実現（エアバッグ連動の自
動緊急通報・車両盗難時の追跡機能など）

（3）商用車に対するサービス提供（日次や月次で
の走行実績管理など）
富士通は，自社のITS技術とビッグデータ活用技
術を利用した交通情報提供サービスの展開を図っ
ている。そしてこの度，欧州の様々な国・地域で
共通に利用できるテレマティクスサービスのニー
ズに着目した。これらサービス展開を広く実現す
る上で重要なことは，地図データなどのサービス
入力時に必要なデータのフォーマットと，交通情
報データなどのサービス出力時に必要なデータの
フォーマットを標準化することである。特に多く
の国や自動車メーカーが存在する欧州でのサービ
スに適用するには，標準化への道を用意すること
が必須となる。この解決により，多くの自動車メー
カーに対して，容易なサービス提供が可能となる。
本稿では，富士通の欧州向け交通情報提供サー
ビスの取組みを紹介する。

テレマティクスサービス形態

最近の国内外のテレマティクスサービスに関する
トピックスとして，国内自動車メーカーは，中国や
中近東でもテレマティクスサービスの提供を開始し
た。また，国外自動車メーカーは，特に欧州におい
て2015年からe-Call（緊急通報）サービスの全車標
準搭載が義務付けられている背景を受けて，テレマ
ティクスサービスの整備を進めている。
テレマティクスサービスの提供形態としては下
記の二つが存在している。
（1）自社でサービスプログラムと車両データ格納
用のセンターを保持し，独自のテレマティクス

ま　え　が　き

テレマティクスサービス形態
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として自社のプローブデータを活用できるので，
自社の車ならではの特徴ある情報サービスが可能
になる。また，自社の車両が走行していないエリ
アについては，TSP交通情報データを使用するこ
とで，広範囲にわたる交通情報を提供できる。
富士通では，テレマティクスサービスのグロー
バル展開を目指す上で，以下のメリットを生かし，
交通情報提供サービスをビッグデータ活用サービ
スの一例として欧州向けに展開することとした。
（1）ビッグデータ活用に向けたデータ収集に有効
交通情報生成には，一定台数（実際の走行台数
の3％以上）のプローブデータが必要となる。この
ため，数台レベルのプローブデータでは交通情報
は生成されない。交通情報の精度の観点から考え
ると，収集するプローブデータが多ければ多いほ
ど生成される交通情報の精度は向上する。結果と
して，自動車メーカーはビッグデータ活用に有効
な多くのプローブデータを得ることができる。
（2）国内実績のノウハウを生かしたサービス提供
交通情報提供サービスは，日本国内の自動車メー
カーに対して既に提供済である。交通情報サービ
ス未提供の自動車メーカーにとっては，提供時に
開発した基本機能が使えるので，その開発が不要

車両のプローブ情報（以下，プローブデータ）（注2）

の二つの入力情報を基に道路を走行する車両の平
均速度に応じて道路ごとに3段階の交通情報を出
力・提供する。
プローブデータと地図データ（道路ネットワー
ク）からプローブ交通情報データを作成する。車
両が通過した道路ごとにプローブデータを集計，
分析し，交通情報を道路ごとに5分間隔で生成する。
また，TSPから提供される交通情報データをその
ままTSP交通情報データとして提供したり，過去
の交通情報データを基に予測交通情報データを作
成・提供したりすることが可能である（図-1）。更に，
本サービスの特長として，プローブ交通情報デー
タとTSP交通情報データを道路単位でマージする
ことが可能である。マージの効果として，高精度
の交通情報の提供が可能となる。
以上より，交通情報提供サービスは，ビッグデー
タである車両のプローブ情報を分析・活用するデー
タ活用サービスの一つであると言える。
国内外の自動車メーカーにとっては，入力情報

（注2）　自動車に搭載されているセンサーから取得できる情報。
車両の位置情報や車速，走行距離情報や残燃料情報など
が挙げられる。

表-1　SPATIOWL機能一覧（2013年10月時点）
機能名 内容

基
本 位置情報基盤

・利用者の認証と管理
・端末とデバイスの管理
・システム運用状態の管理，監視
・位置情報を持つデータの時空間管理
・データレイヤーに登録された情報の開示
・移動体の位置，状態の管理/施設情報（POI）の管理
・スマートフォンでもアプリケーション開発を容易にするライブラリ群（モバイルパック）

オ
プ
シ
ョ
ン

交通情報生成 ・お客様の所有するプローブデータ（タクシーなど）から交通情報を生成

予測交通情報 ・蓄積データから交通情報を予測

VICS交通情報 ・VICS交通情報
タクシープローブ交通情報 ・タクシープローブ交通情報を提供

経路探索 ・2地点間の経路探索，交通情報考慮
音声合成 ・テキストデータを音声データに変換，音声データの形式変換

音声認識 ・音声データから発話内容（単語，フレーズ）を認識

音声対話処理 ・音声対話でデータ検索を行う機能

音声診断 ・音声データからストレス状態などを検出

走行データ分析 ・走行時の画像，数値データから運転状況を分析

時空間データ分析 ・エリア分析，経路分析

テレマティクス ・テレマティクスサービスを実現するための機能部品

都市情報管理 ・都市情報管理サービスを実現するための機能部品



FUJITSU. 65, 4 （07, 2014） 75

テレマティクスサービスのグローバル展開

トに関して，欧州では様々なフォーマットが存在す
る。地図データフォーマットには，TMC（Traffi c 
Message Channel），PostGIS（Geographic 
Information System），DRM（Digital Road Map）
などがある。また，交通情報データフォーマットに
は，TMC，OpenLR（Open, Compact and Royalty-
free Dynamic Location Referencing），VICS（Vehicle 
Information and Communication System），TPEG
（Transport Protocol Experts Group）などがある。
国内におけるサービスイン中の多くのナビゲー
ションシステムや交通情報表示システムでは，主
要幹線道路の交通情報をVICSの提供データを使用
して表示しているので，VICSデータフォーマット
が交通情報データフォーマットの主流である。富
士通もVICSデータフォーマットで交通情報を提供
すれば，市場に対する影響力の向上が見込まれる。
上記の国内での仮説と同様に，特に欧州にお
いて業界標準となっているTMC交通情報データ
フォーマットの適用が，欧州に交通情報を展開す
る際の必須ポイントかつ，競争力アップに向けた
ポイントであると判断した。

標準提供データフォーマット（TMC）

本章では，TMCデータフォーマットの概要と，

標準提供データフォーマット（TMC）

であり，短期間でのサービス提供が可能になる。
また，交通情報サービス提供済の自動車メーカー
にとっても，自社車両のプローブ情報から生成す
る交通情報とTSPの交通情報を利用した高品質の
サービスを広地域に対して，短期間で展開するこ
とが可能となる。

グローバル展開のポイント

本サービスの欧州展開に向けては，前述したと
おり，三つの入力データ｛プローブデータ，地図デー
タ（道路ネットワーク），交通情報データ｝を変換
するフォーマットの標準化が鍵を握る。本章では，
国内でのフォーマット適用の考え方を基に欧州対
応の可能性について述べる。
プローブデータフォーマットは，各自動車メー
カー専用に対応する必要がある。プローブデータ
には位置情報や車速度といった共通的な情報に加
えて，メーカー特有の情報も含まれる。このため，
フォーマットの共通化を図ることが困難と考える。
したがって，欧州では，各自動車メーカーのフォー
マットを，富士通が定義するフォーマットに変換
するための各自動車メーカー専用ツールを個別開
発する必要がある。
地図データ，および交通情報データフォーマッ

グローバル展開のポイント

図-1　交通情報提供サービス

プローブデータ処理 予測交通情報生成・配信
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時にあらかじめ入力しておく必要がある。
欧州向けの地図データ提供メーカー数社に関し
て調査した結果，TMC Tableを作成している，も
しくはTMC IDを地図データ内の各道路に入力して
いることが判明した。参考までに，国内のケース
では，地図データ提供メーカー各社は，VICSを特
定するID情報を自社の地図データ内の各道路に入
力して提供している。つまり，国内の対応と同様
に富士通が提供する交通情報データフォーマット
をTMCデータフォーマットとすることで，欧州に
おいても多くの地図に対応できる見込みが高いと
判断できる。

む　　す　　び

本稿では，テレマティクスサービスの中で交通
情報提供サービスに対する富士通のグローバル展
開を紹介した。TMCデータフォーマットでの提供
を完了した次のステップとして，欧州標準フォー
マットへの対応を拡大していくことを計画してい
る。具体的には，TMCデータフォーマットの拡張
版であるTPEGへの対応を目指す。TPEGデータ
フォーマットは，TMCデータフォーマットに比べ，
単位データあたりのデータ大容量化を実現してい
る。交通情報だけでなく駐車場情報，気象情報な
どもTSPやコンテンツプロバイダーと連携して，
交通情報と合わせて提供するサービスの実現を目
指し，欧州における富士通のテレマティクスサー
ビスのシェア拡大につなげていく。

む　　す　　び

富士通が採用した理由を述べる。
TMCデータフォーマットは，単位データの中に，
交通事象の内容，発生時刻，発生場所などの情報
を含んでいる。ただし，交通情報を表すTMCデー
タ内の発生場所には，緯度経度情報が含まれてお
らず，道路情報と交通情報を提供させることがで
きない。そのため，場所を特定するには，緯度経
度情報を持つ地図データ（道路ネットワークデー
タ）と，TMCデータをひも付ける（マッチングさ
せる）情報が必要となる。これら2種類のデータを
ひも付ける方法として，下記二つの手段を挙げる。
（1）TMC Tableを使用する

TMC Tableと呼ばれるマッチングテーブルには
TMCデータを特定するIDと，道路を特定するID
と始終点および経由地点の座標値などが含まれる。
TMCデータ内の渋滞情報に，TMC Tableを使用し
てマッチングした対象道路IDに含まれる緯度経度
情報を付与することによって，ナビゲーションな
どのアプリケーションの地図画面上に表示させる
ことができる。
（2）地図データに特定IDを埋め込む
ナビゲーションの交通情報表示アプリケーショ
ンに，ロジック例（地図データ内の対象道路IDに
付与されているTMC IDをキーとして，該当する
IDの交通情報を検索・抽出する）を実装すること
で表示させることができる。
（1），（2）いずれの方法を用いる場合にも，地図
データを提供するメーカーは，TMC Table，もし
くは地図データの各道路に対応するTMC IDを提供

原科直記（はらしな　なおき）

イノベーションビジネス本部テレマ
ティクスサービス統括部 所属
現在，SPATIOWLサービスの拡販活動
に従事。

 著 者 紹 介


