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トヨタメディアサービス株式会社
IBM WebSphere Cast Iron Liveが持つ
豊富なコネクターを使い、人とクルマをつなぐ
SNS「トヨタフレンド」を短期間でスタート
お客様情報
トヨタメディアサービス株式会社

（以下、SNS ）が登場し、
スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービス
その
利用ユーザーが急増することで、
サービスやビジネスの形が大きく変化し始めてい

ます。
これまで個別に提供されていたサービスが組み合わされ、常に利用者に寄
り添うきめ細かなものに変わっています 。
また、ユーザーの行動パターンに合わせ
たサービスも提供されてきています。
トヨタ自動車株式会社（以下、
トヨタ）のプラグインハイブリッド車「プリウスPHV 」の
オーナーが利用できる会員サービスPHV Drive Supportの5つのサービスのう
ちの1つがSNS「トヨタフレンド」です。
トヨタフレンドは、
スマートフォン上でつぶやく
ことで、人と人だけでなく人とクルマもつながる、双方向のコミュニケーションが 楽
●本社所在地
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-11-11
名古屋インターシティ14階
http://www.toyota-ms.co.jp/
トヨタメディアサービス株式会社は、個人、企業、
社会のそれぞれが抱く想いを伝えるために最適なメ
ディアを提供していくことが重要な役割の1つだと
考えています。同社は、Webマーケティング、テレ
マティクス、ディーラーインテグレーション、ディスト
リビューターサポートなどの事業を営んでいます。

しめる近未来のモビリティー社会を実現します 。
トヨタフレンドでは、
クラウドシステ
ム上のアプリケーションやコラボレーションツールがIBM WebSphere Cast Iron

Liveを介して連携され、1つのサービスとして提供されています。
このトヨタフレンドのサービスを提供しているのが、
トヨタメディアサービス株式会社
（以下、
トヨタメディアサービス）
です。

クラウド・アプリケーションを短期間で相互接続しサービス
を開始
2012年3月にサービスが開始されたトヨタフレンドでは、電池残量などの充電情報、
前月の燃費情報、工具の収納場所といったクルマに関する情報や、現在地や目的
地の天気、
おすすめスポットといったクルマの利用状況に応じた情報が、
クルマの
「つぶやき」
としてオーナーのスマートフォンに送られます。
また、
クルマのオーナー
同士がつぶやきを通して交流することもできます。
これまでクルマに搭載されている

センサーからの情報は、
メーターなどに数字やラン
プで表示されるだけでした。
トヨタフレンドでは、あ
たかもクルマが人格を持っているかのようにスマー
トフォンを通して語りかけてきます 。
また、
クルマの
オーナーは、
トヨタフレンドを介してディーラーとも柔
軟にコミュニケーションできます。

トヨタの顧客向けIT 事業会社であるトヨタメディア
サービスで専務取締役を務め、
トヨタフレンドの実
現と運用に携わっている藤原靖久氏は、
トヨタフレ

ンドのシステム概要について次 のように説明しま
「ディーラーの業務システムやクルマの情報を
す。

トヨタメディアサービス株式会社
専務取締役

藤原

靖久 氏
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集めるテレマティクスの基盤は、すでに出来上 がっていました。
これら

フェース）
に対応したコネクターが用意されていることと、すでにさまざ

『 Windows Azure 』
に加えて、
マイクロソフトのクラウド・プラットフォーム

まなユーザーが 使用している実績 があることを重視しました。他の製

をベースとしたエネルギー・マネジメント・システム、
セールスフォース・
ドッ

品は接続の実績が乏しいものばかりでした。IBM WebSphere Cast

トコム のSNS『 Chatter 』、
イナゴ株式会社の自動応答プラットフォーム

Iron は、利用実績と必要なコネクターをどちらも備えていました」。こ

『 NetPeople 』
といったサービスの機能を相互につないでトヨタフレンド

うして、
トヨタメディアサービスは、
クラウド・サービスとして提供されてい

を実現しています」。

「できる限り初
るIBM WebSphere Cast Iron Liveを導入しました。

しかし、
トヨタフレンドを実現するためには、
それぞれのサービスの機能

期の投資額を下げて、
スモールスタートすることを目指しました。
また、

を具体的にどのようにつなぐかという課題がありました。
また、
トヨタフレ

サービス開始後の状況変化に応じて能力を適切に増強していくため、

ンドのコンセプトを決定し、
プリウスPHVの市販が開始される1 年後に

企業内に導入 する製品でなくクラウド・サービスとして提供されている

はサービスを開始するという限られた状況での開発となりました。

製品を選びました」
（藤原氏）。

豊 富 なコネクタ ー と 利 用 実 績 の 多 さから I B M
WebSphere Cast Iron Liveを選定

コネクターを利用し、新たな機能追加を極力抑える
ことで、短期間でサービスを開始

トヨタメディアサービスは、
トヨタフレンドを構成する各サービスの機能を

トヨタフレンドの開発は、
プリウスPHVの市販開始に合わせるため、1

つなぐためにいくつかの製品を検討し、IBM WebSphere Cast Iron

年弱の短期間で進められました。
「IBM WebSphere Cast Ironがな

「セール
を選定しました。藤原氏は選定理由を次 のように話します 。

ければ、
トヨタフレンドを予定どおりに開始できませんでした。ディーラー

スフォース・
ドットコムのAPI（アプリケーション・プログラミング・インター

とどのような会話をするのか 。
クルマが出すさまざまな信号に対して、

IBM WebSphere Cast Iron Live を使ったトヨタフレンドのシステム概要
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株式会社トヨタデジタルクルーズ
コミュニケーションシステム部
システム 1G グループリーダー

小田

俊彦 氏

オーナーにどのような言葉をつぶやく

るかが短期間のサービス開発では重要です 」。
また、内藤氏は、IBM

のか。
オーナーが言ってきたことにどの

WebSphere Cast Ironが多くのクラウド・サービスのAPIをサポート

ように返事をするのか。
こういったサー

し、細 かな所でも柔軟に対応できる点 が 今回の開発で重要であった

ビス要 件と機 能を整 理し終えたのが

「トヨタフレンドでは、
と話を続けます。
クルマや人とのコミュニケーション

サービス開始 5カ月前の2011 年 10月で

が行われます 。そのときには、
リアルタイム性が重視されるものや、少し

（藤原氏）。
した」

緩やかなタイミングでコミュニケーションしてもよいものなど、
どのタイミン

トヨタフレンドでの IBM WebSphere

グで何を返すかが大切です。
このようなサービスのコントロールをIBM

Cast Iron の 実装に携わった、
トヨタ

WebSphere Cast Ironで実装しています 。
さまざまな場面に柔軟に

のイントラネット構築・運用を手 がけて

対応できるのも、Cast Iron のメリットと感じました。」。

いる株式会社トヨタデジタルクルーズ
（以下、
トヨタデジタルクルーズ）
コミュ

ニケーションシステム部 システム1 G
グループリーダー

他の車種への展開、異業種とのコラボレーションに
大きな期待

小田俊彦氏は、短期間でサービスを開始できた

理由を次のように話します 。
「 IBM WebSphere Cast Ironは、
トヨタ

2012 年 3月にサービスを開始したトヨタフレンドの将来の展望について

フレンドで利用 するサービスのAPIを標準でサポートしていました。
ま

藤原氏は次のように話します 。
「今後、
より多くのディーラーとつながる

た、行いたい通信のコネクターも用意されていました。
このため、それ

ようになれば、
クルマが 故障 する前に予防保全したり、定期検査など

らに関してあらためて調査し検討 する必要はありませんでした。品質

の点検に関して連絡したりといったコミュニケーションも取りやすくなり

のよいものをスピーディーに提供 するため、IBM WebSphere Cast

ます。
また、
トヨタの開発部門からも、実際のお客様の使われ方や要望

Ironでテスト済みのものを使って素早く作業していきました。
この点が

は『宝』であり、それらを集めて今後の開発に生かしたいとの意見をも

IBM WebSphere Cast Ironを採用して最もよかった点です 。IBM

らっています。
しかし現在のトヨタフレンドは、仕組みや仕掛けができ、
プ

WebSphere Cast Ironでなければ、納期を守ることは難しかったと感

リウスPHV 向けにスタートしたばかりの状態です。今後は、
まず対象を

じています」。

他の車種に拡大していきたいと考えています」。

また、
トヨタメディアサービスは、
トヨタフレンドのサービス開始に遅れが

また、
トヨタメディアサービスは、異業種とのサービス連携にもトヨタフレ

生じないよう、IBM WebSphere Cast Ironでの機能追加をできるだ

ンドを生かしていこうとも考えています。
トヨタフレンドを通してユーザー

「 IBM WebSphere Cast Ironに機能を追
け抑えるようにしました。

の行動パターンを知ることで、
さまざまなサービスを提案したり、新たな

加していくと、開発全体のコストが上昇し納期が遅れる要因ともなりま

サービスを提供したりすることができます 。
さらに、海外市場 への展開

す。実際にサービス要件や機能を整理している段階では、手間がかか

「ビジネスモデルやサービスモデルを日本国内
も視野に入れています。

る要件や機能をIBM WebSphere Cast Ironで何とか対応してほし

で完成させ 、それを海外に展開していきます 。
まだ始めたばかりです

いという要望もありました。
しかし、IBM WebSphere Cast Ironでは、

が、
これは自動車ビジネスの新しい形です」
と藤原氏はトヨタフレンドの

基本的に各サービスのAPI同士をつなぐことだけに徹することにしまし

将来に大きな期待を寄せています。

（藤原氏）。
た」

トヨタデジタルクルーズとともにIBM WebSphere Cast Ironの実装に
携わった、
日本情報通信株式会社 SI

サービス事業部 インフォメーションマ
ネージメント テクノロジーセンター セン
ター長 内藤剛氏は、次のように話しま
「 IBM WebSphere Cast Ironは
す。
各サービス間の中間に位置 するため、
例えば 接続 する双方 のサービスに存
在しない業務仕様を担うべきかといっ

た議論も繰り返されました。単純に接
日本情報通信株式会社
SI サービス事業部
IM テクノロジーセンター
センター長

内藤

剛氏

続 する役割にとどまらず 、
アーキテクト

やクラウドインテグレーションの 点 で 、
この 部 分をどのようにコントロールす
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日本情報通信株式会社
（本社所在地）〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 15階
URL: http://www.niandc.co.jp/
日本情報通信株式会社は、システム開発、製品やサービス、ネットワークサー
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導入製品

• IBM WebSphere Cast Iron Live
■用語の説明
「テレマティクス」
「テレコミュニケーション
（ Telecommunication= 通
テレマティクスは、
信）」
「インフォマティクス
（ Informatics= 情報工学）」を組み合わせ
と

た造語で、
カーナビやGPSなどの車載機と移動体通信システムを利用
して、
さまざまな情報やサービスを提供します。

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
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