IBM Cloud お客様事例

データ・テック

IBM
IBM Cloud

事故防止につながる情報を提供するセイフティレコーダ ®の稼働基盤
としてIBM Cloudを採用し、
より効率的なシステム利用環境を実現
株式会社データ・テック
（以下、
データ・テック）
は実際の運転状況をドライブレコーダーで客観的に記録し、
収集デー
®
タの解析結果から安全な運転を行うための情報を提供する「セイフティレコーダ 」のクラウド版を開発。その稼働
基盤として IBM Cloud を採用しました。アプリケーションの特性に応じて仮想サーバー、
ベア・メタル・サーバー
（物
理サーバー）を組み合わせ、ロード・バランサーも導入することで、より可用性が高く、パフォーマンスに優れたシス
テム環境から高品質なサービスを提供しています。アクセスが集中する時間帯には負荷分散が機能して、スムーズ
で確実性の高いシステム運用を実現し、安全・安心の車社会実現に大きく貢献しています。

[ 導入製品 ] IBM Cloud インフラストラクチャー

仮想サーバー、ベア・メタル・サーバー（物理サーバー）、ロード・バランサー、オブジェクト・ストレージ
課題
●
モ
 バイル通信とクラウド環境でサービス提供する仕組みが必要
●
性
 能や価格情報に加えて、実際の請求費用が想定でき、事業計画の立てやすいク
ラウドの検討
ソリューション
●
セイフティレコーダ ® の稼働基盤に IBM Cloud を採用
●
仮想サーバー、ベア・メタル・サーバーを組み合わせ、ロード・バランサーも導入
することで可用性とパフォーマンスを向上
●
データの長期保存にオブジェクト・ストレージを活用
効果
●
ユ
 ーザーがデータを取り込む手間を削減
●
全
 車の運転状況を本社で一括管理しやすい仕組みを構築
●
ユ
 ーザー企業における事故率の削減、運転技術の向上、燃料費の削減などを実現

[ お客様課題 ]

セイフティレコーダ ® の機能性、効率性を高めるためにクラウド版を開発
1983年に創業したデータ・テックは、FA（Factory Automation）分野で活用される制
御部の受託開発を中心にビジネスを推進。そこで蓄積した技術力をベースに、1993年か
ら自社製品開発を本格化させました。特に物や人の挙動を図るジャイロセンサーを活用
した製品開発力に優れ、画期的な製品を次々と開発してきました。1998年には世界で
初のドライブレコーダーとなる「セイフティレコーダ ® SRI」のサンプル出荷を開始。こ
のセイフティレコーダ ® は現在データ・テックの主力製品・サービスとなっています。
セイフティレコーダ ® について、データ・テック 代表取締役 田野 通保氏は「セイフティ
レコーダ ® はジャイロセンサー、加速度計、GPS などを駆使して車の挙動を解析する仕
組みで、ユーザーはその結果からどのように運転を改善すれば事故防止につながるかを
知ることができます。無事故と安全の実現は、
すべての人を幸せにします。これまで大手
運送会社、保険会社、リース会社をはじめとした数々のお客様に採用いただき、現在では
約11万台で活用されるほどに普及しています」と説明します。

日本 IBM に相 談した
ところ、単にインフラ
をクラウド・サービス
として提供するだけで
はなく、その後のシス
テム構築についても具
体的なアドバイスをい
ただけました。

セイフティレコーダ ® は車に搭載された装置が取得したアクセル、ブレーキ、ハンドルの
操作情報を基に、運転の安全度を評価。評価が悪かった場合は、どの地点の運転が、どの
ように危険であったのかを具体的に確認することができます。運転情報は車載カメラで
撮影された映像情報や地図情報などと連動しているため、危険と判断された場合、その
際の運転状況を動画で再生することも可能です。
車載機にはジャイロセンサー、加速度計、GPS を活用したセンサーなどが備えられてい
ます。ジャイロセンサーは交差点などで旋回する速度など、車の挙動を把握するための
装置、加速度計はアクセルやブレーキの使用状況、あるいは横方向に掛かる遠心力を計
測するための装置です。また GPS から取得した位置情報の差分と時刻を分析すること
で速度を算出することができ、進行方向についても GPS 情報で把握可能になります。こ
れらの数値を分析すれば詳細な運転状況を確認でき、あらかじめ策定されている安全運
転基準値と照らし合わせることで安全度を評価します。
車載機から取得した情報は専用のソフトウェア「安全の達人 II」で分析しますが、以前は
この分析をローカル環境で行っていたため、1日の運転が終わった時点で SD カードか
ら「安全の達人 II」のインストールされた PC に情報を読み込ませる必要がありました。
この方法は手動で SD カードを操作する手間がかかり、場合によってはデータの取り込
みを忘れてしまう可能性もあります。また、読み取り機や「安全の達人 II」を使える PC の
台数が少なければ、一斉に運転手が帰ってきた際、順番待ちに時間がかかってしまうこ
とになります。
この課題を解決するため、データ・テックはクラウド環境で分析ソフトウェアが稼働す
る「SR-WEB 解析システム」および新しい車載機「SR Connect®」を開発。ユーザーの運
転状況は10分ごとに SIM カードを使って自動的にクラウドに送信されます。また危険
な状況が発生した場合は、時間にかかわらずクラウドに送信され、本社の管理担当者に
も通知が届き、状況を写真で確認することができます。クラウド版のシステムであれば、
ユーザーが運転情報を手動で PC に取り込む手間が省け、管理者は刻々と変化する運転
状況を動態管理機能で一括管理することが可能になります。さらには、SR Connect の
障害情報の通知や機器のソフトウェア更新などもネットワークを通じて行われるため、
メンテナンスの効率が大幅に向上します。

[ソリューション]

アクセスのピーク時間帯に特徴のある「SR-WEB 解析システム」の
稼働基盤にパフォーマンスに優れた IBM Cloud を採用
データ・テックは、SR-WEB 解析システムの稼働基盤について複数社のパブリック・ク
ラウドを比較検討。その結果として IBM Cloud が採用されることになりました。
「日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日本 IBM）に相談したところ、単にインフラをクラ

株式会社データ・テック
代表取締役

田野 通保 氏

ウド・サービスとして提供するだけではなく、その後のシステム構築についても具体的
なアドバイスをいただけました。他社のクラウドも検討しましたが、明快な回答をしよ
うとする姿勢に違いがあったことから IBM Cloud の採用を決定しました」
（田野氏）。

日本 IBM 以外のベン
ダーのクラウドは仕様
や期待される性能と
想定される実際の費
用との関係が分かりに
くかったため、利用実
績と想定費用について
も明確な IBM Cloud
を継続して増強してい
くことにしました。

そのほかにも、クラウド環境を制御する API が豊富に用意されている点、パフォーマン
スと拠点間の通信品質に優れる点、クラウド・サーバーの性能と価格が明示されている
点なども評価されました。
その後、クラウドで稼働できるように改修した「安全の達人 II」を IBM Cloud 上に移植
するなど環境を整え、2015年9月からサービスの提供を開始しました。SR-WEB 解析シ
ステムは多数のユーザーが活用することが予想されたため、データ・テックはピーク時
に5,000台がアクセスすることを想定して環境を整備しました。その対策について同社
技術本部 ソフトグループ 課長 佐藤 重敬氏は次のように語ります。
「午前中の8:00～12:00と13:00～19:00付近の時間帯は車が走行中で、常時データが
蓄積されています。その後、16:00～20:00付近の時間帯は車が会社に戻るタイミングで、
クラウドに蓄積された情報の閲覧が集中します。こうした時間帯については負荷分散が
機能して、お客様にご迷惑を掛けないようにサービス品質の維持に配慮しています。開
発当初は5,000台のアクセスを想定していましたが、その後増えた利用者数に対応する
ためにインフラを増強し、現在では約6,000台が利用している状況にあります」
当初、IBM Cloud では仮想サーバーのみを活用していましたが、可用性を高めるために
ベア・メタル・サーバーも併せて活用することの検討を2016年から開始しました。
「仮想サーバーは緊急のセキュリティー対応などでメンテナンスが施されることがあり
ましたが、
その影響を避け、自社で完全にコントロールするためにベア・メタル・サーバー
を検討しました。またベア・メタル・サーバーの方がパフォーマンス全体の向上につなが
ると期待し、データベース・サーバーはベア・メタル・サーバーに移行、そのほかのアプリ
ケーションは仮想サーバーに残すという構成を計画していました」
（佐藤氏）。

株式会社データ・テック
技術本部
ソフトグループ 課長

さらに佐藤氏はベア・メタル・サーバーの提供ベンダー選定の経緯について次のように
説明します。

佐藤 重敬 氏

「日本 IBM 以外のベンダーからもクラウドの提案を受けましたが、仕様や期待できる性
能と想定される実際の費用との関係が分かりにくく、何度問い合わせても明確な回答を
得ることができませんでした。結局、それまでの利用実績があり、想定費用についても明
確であることを考慮して IBM Cloud を継続して増強していくことにしました」

[ 効果 / 将来の展望 ]

クラウド版のセイフティレコーダ ® で事故
率の低減、運転技術の向上に貢献
データ・テックはこれまで IBM Cloud 上で SRWEB 解析システムの運用を継続してきましたが、
サービス品質を維持するために、パフォーマン
スの低下防止には特に注意を払っています。

セイフティレコーダ®（SR Connect）
のサービス

①通信モジュールは本体に付属
②NFC
（Near Field Communication）
により、運転者を識別可能
③位置情報や運転結果はインターネット接続環境からいつでも確認
④作業端末を使用し、現場の要請に合った機能を提供

データ・テックが
管理・運営

運転者識別用NFCカード

SR-WEB解析システム

SR Connect

インターネット
経由で運用

【営業所】
カードリーダー

解析用PC

動態管理
異常検知

営業所の
集計データ参照

本社・
管理部門

LOCK

「CPU の負荷が30% を超えないように監視し、
この閾値を頻繁に超えるようであれば、リソー
スを増強するという方針で運用を継続していま
す。その際、オート・スケール（Auto Scale）機能
を活用してリソースの増減を自動化すれば、
トー
タル・コストを最適化できますので、現在テスト
を重ねて準備を進めています。またお客様が蓄
積された各種データは種類によって利用可能期
間を定めています。さらに、SR Connect の機器
情報や各種設定情報も IBM Cloud 上で管理し
ていますので、機器メンテナンスの観点でもサー
ビス品質は向上しています」
（佐藤氏）。

SR-WEB 解析システムとSR Connectによるクラウド版のセイフティレコーダ ®

映像データ

日々の業務に忙殺されチェックすべき業務の
漏れが生じる心配から解放！

チェック漏れなどの支援
指導対象のアシスト・カバーなど
勤務時間の超過の防止

勤務時間や
運転時間の限度
営業所の留意すべき
状況を把握

データ・テックが提供するセイフティレコーダ ® はユーザー企業に大きな成果をもたら
しています。例えば、ある引越し会社の場合、セイフティレコーダ ® 導入後11年間で事故
率が4分の1に激減しました。また大手コンビニエンスストアでは、ドライバーの運転技
術の向上、燃料費の削減など画期的な成果につながっています。さらに SR-WEB 解析シ
ステムがクラウド環境から提供されることも大きなメリットを生み出しています。
「PC を活用したローカル・システムの時代から利用されているお客様でも、以前は各営
業所の PC に取り込んだ情報を本社に転送し、そこで集中管理していたというケースが
ありましたが、クラウド化されたことでそうした手間が省け、簡単に本社で一括管理で
きるようになっています。今では新規契約を結ぶお客様のほとんどがクラウド版を選ば
れています」
（田野氏）。
®
またデータ・テックでは新しい取り組みとして「IoVehicle（Internet
of Vehicle）」とい
うサービスを提供しています。

「ドライブレコーダーだけでなく車載機器と各種通信を組み合わせてデータ取得と一次
解析を行い、その結果をクラウド上の高度な運転データ分析基盤に送信することで、安
全運転につながる情報を得ることができるとともに、データ蓄積としてのビッグデータ
分析による活用を踏まえた『IoVehicle』という仕組みを提供しています。専用の車載機
だけでなく、身近な機器を活用する仕組みを開発できれば、手軽に事故防止に生かすこ
とができるようになります。また IBM Watson に代表される人工知能などの最先端の
技術にも注目しており、それらを生かすことで安全・安心な車社会の実現に貢献できる
ようにチャレンジを続けていきたいと考えています」
（田野氏）。
データ・テックは、今後もさまざまな技術を活用した画期的な製品・サービスを開発し、人々
の豊かな暮らしの実現に向けた取り組みを推進していきます。

株式会社データ・テック

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目37番10号グリーンプレイス蒲田11階
http://www.datatec.co.jp/
1983年に創業した株式会社データ・テックは、1993年から自社製品開発を
本格化。1998年には世界で初のドライブレコーダーとなる
「セイフティレコー
ダ ® SRI」のサンプル出荷を開始しました。このセイフティレコーダ ® を主力
製品・サービスに据え、よりハイレベルな技術に対するチャレンジを継続し
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