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NTTデータ MSEは、松下電器産
業・松下通信工業のソフトウェア子
会社として誕生し、2000年代には
パナソニック携帯電話のソフトウェ
ア開発を一手に担うモバイル分野の
ソフトウェア企業であった。
2008年に NTTデータの資本参

加を受けた後、携帯電話事業の縮小
も重なり、事業転換の検討から注力
分野のひとつとなったのが自動車業
界である。
携帯電話の組込みソフトウェア開
発で培った技術と経験を活かし、事
業が軌道に乗り始めたころ、
デンソーがその技術に着目
し、2016年に資本参画。以
降オートモーティブ分野がメ
インビジネスとなっている。
ナビゲーション、オーディ

オ、スマートフォン接続など
の I V I （ I n - V e h i c l e 

Infotainment）、自動車とネッ
トワークをつなぐ通信ユニット
（ T C U ＝ T e l e m a t i c s 

Control Unit）、針から液晶
に変わったメータ、安全運転

を支援する AD/ADASなど、街を
走る自動車の多くに、当社で開発し
たソフトウェアが実装されている。

かつてメカニカルなものであった
自動車は、近年、電子制御によって
支えられている。高級車ともなると
1台あたり 100個にも及ぶ ECU

（Electronic Control Unit：電子制御ユ
ニット）が搭載され、走る・止まる
といった自動車の本来機能から、車
間距離制御や車線維持など高度運転
支援までをコントロールしている。
今後さらなる「CASE」（コネク

ティッド、自動運転、シェアリング、
電気自動車）シフトの加速が見込ま
れる中で、増え続ける ECUが個別
に開発され分散制御されている状態
では、開発費負担も大きく、ソフト
ウェアのアップデートもままなら
ず、多くの自動車メーカーが注力し

NTT データMSEは、パナソニックグループ時代に家電・携帯電話の組込みソフトウェア開発で培ったノウハウを活かし、
自動車業界で第２の成長期を迎えている。その自動車業界は、現在「100 年に一度の変革期」と言われており、自動車作
りの主役はハードウェア—からソフトウェアへ変化し、さらには、ネットワークに繋がった自動車が様々なモビリティサ
ービスを生みだそうとしている。この変革期に技術と信頼で貢献し、業界を支える企業成長にチャレンジし続ける。
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自動車業界の新時代に向けた
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携帯電話から
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従来型（分散制御） 業界の目指す姿（統合制御）
サービスとECUは個々に連携 統合ECUが頭脳となり、サービスとECUが協調
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図１　自動車の ECUアーキテクチャ変化
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ているのが、ECUの統合化である。
エンジン、ボディ、自動運転など
の機能群毎に ECU統合する事は、
部品数の削減、ソフトウェア開発の
効率化、コスト削減に繋がる。
また、ソフトウェアをハードウェアと
切り離し、車両の改良を待つことなく、
ソフトウェアで機能を高めていくため
の、標準プラットフォーム（Vehicle 

OS）の実現を目指している。
この自動車業界のトレンドは、か
つて携帯電話業界が経験したものと
同じだ。電話にメール、カメラ、テ
レビ、ゲームなどの機能が加わりソ
フトウェアが大規模化すると、標準
化しようという動きが生まれた。
そこで誕生したのが Googleの

Androidや Appleの iOS。ユーザが
使いやすいやすく、ソフトウェア開
発者にとっても作りやすい標準プ
ラットフォームが形作られたこと
で、アプリケーション開発の参入障
壁が下がり、多種多様なアプリケー
ションが市場に流通した。
安全性を重視し、法規制の厳しい
自動車業界では、開けた環境の到来
はまだまだ遠いが、　現在の自動車
業界は、携帯電話の変遷における、
フィーチャーフォンがスマートフォ
ンに変わり始めようとしたスタート
ラインにある。アプリケーションが
載せやすい環境が整えば、新たな可
能性が広がると期待している。

当社が得意とするのは、組込みソ
フトウェアのアーキテクト設計・製
品化開発・マネージメントにあり、
この技術は統合化や標準化で活かさ
れるノウハウである。

サービス化するなど、ビジネスモデ
ルも変わっていく。さらに、カーボ
ンニュートラル時代に向けたエネル
ギーシフトなど業界をとりまく構造
も変革を迫られている。
現在のモビリティ業界を俯瞰する
と、自動車がネットワークでサービ
スに繋がり、自動車からデータを収
集し分析を行い、それを活用した
様々なサービス（MaaS）が提供さ
れていくという構造になる。
モビリティは単なる移動手段では
なく、小売り、医療、エネルギー、
観光などの異業種と繋がり新たな価
値を提供するようになる、例えば、
過疎化対策や物流のラストワンマイ
ル問題など、新たな街づくりや社会
課題の解決に繋がる可能性は大きい。
自動車業界は他業種からの参入障
壁が高い業界であるが、我々が取り
組む次世代の自動車づくり環境が整
えば、モビリティサービスに乗り出
すプレーヤーが増加すると期待して
いる。当社はそのプレーヤーに対し
ても、自動車の技術を提供・支援す
る企業として自動車・モビリティ̶
業界の発展に貢献していきたい。

個別特化した技術の保有は少ない
が、特殊技術は調達が可能である。
むしろ、製品化においては、製品
仕様と技術を把握し、ハードウェア
特性を活かすソフトウェアのアーキ
テクト設計、使いやすさ・故障リカ
バリ・品質など製品化へ導く開発、
大規模化したソフトウェア開発を推
進するマネージメントが重要である。
これが携帯電話開発で培った経験
と製品メーカーから求められるノウ
ハウである。
当社は現在、デンソー社のソフト
ウェア開発部隊と一体となり、標準
プラットフォームや、ECU統合化
開発に取り組んでいる。デンソーグ
ループの一員でもある当社が技術に
磨きをかけ手の内化することで、変
革する自動車業界への貢献に繋がる
と考えている。

「CASE」シフトによって変化が
もたらされるのは、自動車の作り方、
だけではない。購入する人が減少す
る中で、売り切り型から、サブスク
リプション提供や移動そのものを
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図２　自動車・モビリティ業界俯瞰図

組込み技術で
次世代の自動車作りに貢献

技術・顧客・ビジネスを繋ぎ
シナジーを生み出す


