
モビリティの未来を開く
自動車産業の変革を 
支援
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自動車産業は、歴史的に非常に大きな破壊的イ
ノベーションに直面しています。メーカーの成
功を実現するには、消費者のニーズに応えなが
ら、オートモーティブテクノロジー、IT（情報
テクノロジー）、および OT（オペレーショナル
テクノロジー）をカバーする必要があり、速や
かな対応が求められています。

デジタルトランスフォーメーションにより、デー
タの役割、広範な接続性、そしてサイバーセキュ
リティが向上します。実際、これらの 3つの要
因は、自動車産業全体の進化における重要な起
爆剤になっています。迅速に行動する企業は、
チャンスを掴み競争優位性を確立し、ブランド
ロイヤルティを高め、新しい顧客を引き付ける
ことで、確実に成功しています。

顧客は差別化された顧客体験、運転体験、継続
的なサービス体験を求めています。デジタルト
ランスフォーメーションは、技術的な融合と強
力なソフトウェアエコシステムによって支えら
れており、これらの要求に対応するだけでなく、
新たなビジネスチャンスを創出し、車両の保証
に関連するコストを低減することができます。

この課題は、お客様自身で取り組めると思うか
もしれません。その考えは正しく、おそらく
可能です。しかしながら、お客様の継続的な成
功に対して利害関係を持つ主要なテクノロジー
パートナーと提携し、彼らの専門知識を活用す
ることで、単独で行うより迅速に、はるかに良
いポジションを得ることができます。

「提携により、 
単独で行うより迅速に、 
はるかに良いポジションを
得ることができます。」

automotive@fortinet.com
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デジタル化： 
単なる大きな目標ではなく必須

「製造プロセス」と「顧客体験」という 2つの主要テーマへ
の取り組みが、今日の変革に向けた新たな焦点になってい
ます。これには自動車の設計方法、サプライチェーンによ
るスマート製造、自動車販売における購買体験の個別化と
デジタル化が含まれます。

しかし、これは第一歩に過ぎません。顧客は、完全自動運
転（レベル 5）、新しいモビリティ消費サービス（従量課金
オプションなど）、およびスマートで環境に優しいイノベー
ションが標準装備されることを期待しています。

モビリティが進化しても、顧客とブランドの 1番の接点は
自動車です。お客様の自動車が提供する顧客体験は、ブラン
ドロイヤリティや将来のビジネスチャンスにとって非常に
重要です。

成功を実現するには、自動車に対するニーズの複雑さを軽
減する必要があります。ドメインに依存しない車載コン
ピュータ内には、数百のコンポーネントや制御ユニットが
仮想化されています。また、最適な顧客体験を提供し、収
益源を確保するには、信頼性とセキュリティの高いクラウ
ドへの接続が必須になっています。

持続可能性を通して 
お客様のブランドを差別化

世界は電気自動車に移行しています。すべてのメーカーは、
最先端のリーダーとなって時代を先取りする必要があり、
さもなければ取り残されるリスクがあることを知っていま
す。

各国政府はすでに、ガソリン車やディーゼル車の使用を抑
制する計画を発表しています。

フランスでは、2040年以降、ガソリン車とディーゼル
車の新車販売が禁止されます。

イギリスでは、2035年以降、ガソリン車とディーゼル
車の新車販売が禁止されます。

他の複数のベンダーも、パワートレインの選択肢として
「ガソリンまたはディーゼル」を削除することを約束して
います。

これまでに、世界 14ヵ国 20以上の都市が同様の計画を
発表しており、こうした数字は今後増加すると予想されて
います 1。

今こそ、競争の差別化要素として環境の持続可能性を取り
入れ、管理された移行を通して、市場の進化に合わせてお
客様のリーダーシップを拡大するべきです。

automotive@fortinet.com
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1 「Phase-out of fossil fuel vehicles」、2020年
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市場の新たな牽引役

     

データとソフトウェア： 
新たな差別化要素

自動車産業の競合他社は一丸となって、新たな規模の経済
を模索しながら、イノベーション能力を加速させています。

従来の大手テクノロジー企業の Appleや Googleなどは、
車内体験の勝者を目指して取り組んでいます。

自動車メーカーは、顧客体験への取り組み不足により、新
たな成長機会を逃すことになります。車内のデジタル体験
が同じように感じられる場合、お客様の自動車のセールス
ポイントは何でしょうか ?  同質なものがあふれる中、プレ
ミアム化とはどういう意味を成すのでしょうか ?

ビジネスチャンスを得るには、車内体験をお客様の管理下
に置き、コネクテッドカーとそのデータを保護し、安全な
オートモーティブクラウドで自動車データやテレメトリ
データを活用して収益化し、差別化されたプレミアムな車
内体験を提供することです。

automotive@fortinet.com
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ビジネスチャンス
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スマートでアジャイルな 
製造を実現

デジタルトランスフォーメーションは、OT（オペレーショ
ナルテクノロジー）システムと IT（情報テクノロジー）を
融合し、プライベートWi-Fiや 5Gなどのセルラー技術によ
るモビリティや自動化をもたらすことで、製造プロセスや
サプライチェーンの効率化を推進しています。

従来の OTのオペレーティングシステムは、計り知れない
ほどの多くの問題を抱えています。常時オンライン接続さ
れている必要があるため、定期的なパッチは適用されてい
ません。アーキテクチャも複雑なため、セキュリティの可
視性が不十分です。また、企業のセキュリティポリシーの
導入やガバナンスに一貫性がなく、負担の増加につながっ
ています。

一方で、デジタルファーストのサプライチェーンは、顧客
の期待を上回る深いカスタマイズを可能にし、変化する 
トレンドや要件に市場よりも早く対応することを可能にし
ます。

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、製造環境、
ITシステム、およびサプライヤチェーンのプロバイダーを
つなげると同時に、これらのセキュリティを保護し、エコ
システム全体を可視化することができます。また、迅速に
対応できるだけでなく、保護、検知、対応の複雑さを取り
除くことができます。

成長を推進する 
オートモーティブクラウドを構築

自動車の利用状況を真に把握し、新しいインサイト情報や
プレミアムな顧客体験を提供する唯一の方法は、データを
活用することです。自動車メーカーが成功するには、デー
タを収集、処理、プロビジョニングするための独自のクラ
ウドプラットフォームを構築する必要があります。

自動車の完全自動化の実現前であっても、コネクテッドカー
から送信される大量のテレメトリデータを処理する必要が
あります。また、これらは機密データであるため、セキュ
リティや安全な接続に対する重要性が高まっており、オー
トモーティブクラウドの構築を検討する際の重要な要素と
なっています。

主な課題として、適切なテクノロジーパートナーの選択、
お客様のプライバシー要件や法的要件を満たすセキュリ
ティレベルの構築、およびグローバル規模でオペレーション
コストを効果的に管理することが挙げられます。

 

フォーティネットを採用することで、データを生成する車
両、そのデータを処理するクラウド、およびそれらを活用
するアプリケーションのホスティング環境を強固に連携さ
せ、統合することができます。自動化と可視性を備えたオー
プンな統合型プラットフォームにより、主要なパブリック
クラウドやプライベートクラウドのすべてのプロバイダー
やテクノロジーに対して、必要な俊敏性を提供します。 
つまり、ベンダーに縛られずに、ご利用のテクノロジーか
ら必要なものを得ることができるため、お客様のビジネス
ニーズの変化に応じて、テクノロジー戦略を継続的に進化
させることができます。

automotive@fortinet.com
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シームレスな販売体験および 
顧客体験を実現

モータースポーツでは、摩擦はプラスになる場合もありま
すが、販売体験を成功させる場合、摩擦はマイナスになり
ます。

お客様の要望は刻々と変化し、現在では自動車をリモート
で購入する動きも見られます。直接のやりとりが必要な場
合や、お客様が望む場合、すべてのタッチポイントで体験
をパーソナライズ化することで、顧客体験を最高のものに
することができます。近年の新型コロナウイルスの流行に
より、完全に非接触の取引に対するニーズも高まっていま
す。これは「ニューノーマル」であり、業界では、各個人
に合わせて適切な接触レベルを採用する必要があります。

この成功を実現する秘訣は、複数のクラウド上にホストさ
れた各販売アプリケーション、および販売代理店や販売店
舗間を深く統合することです。このような非常にシームレ
スな顧客体験を実現した企業は、消費者から一目置かれ、
支持されることになります。

フォーティネットはマルチクラウド接続、セキュリティ、
およびソフトウェア制御をシームレスに統合できる唯一の
パートナーです。

「モータースポーツでは、摩擦はプラスになる 
場合もありますが、販売体験を成功させる場合、 
摩擦はマイナスになります。」

automotive@fortinet.com
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ビジネスチャンス

コネクテッドカーと自動運転車の 
提供を実現

将来の自動車アーキテクチャでは、IPとイーサネットが新
たな標準になります。実質的にすべてのコンポーネントが
車載ネットワークに接続され、データが公開されます。運
転はリアルタイムであるため、運転データのコンピュー
ティングはエッジとクラウドの両方で行われます。自動車
メーカーは運転データを活用したアプリケーションを通し
て、従量制のオプションや保険、オンデマンド型の車内エン
ターテイメントまで、新たな収益源を得ることが可能です。

自動車とそのデータを保護するだけでなく、同時に自動車
とクラウド間で信頼性と安全性の高い接続を提供すること
が重要になります。信頼できるセキュリティと接続性が欠
けている場合、お客様のブランドは大きな風評リスクにさ
らされ、最終的には、顧客は最終的に生命の危険に脅かさ
れることになりかねません。

フォーティネットは、セキュリティと接続性の両面で、お
客様の重要なパートナーになることができます。当社は、
世界トップクラスのテクノロジーを通して、お客様の自動
車の安全を守り、比類のないネットワークを構築しており、
これら両方を実現し、すべて適切なフォームファクターを
提供している唯一のテクノロジープロバイダーです。

「実質的にすべてのコンポーネントが自動車に接続され、 
データが公開されます。自動車とそのデータを保護する 
だけでなく、同時に自動車とクラウド間で信頼性と 
安全性の高い接続を提供することが重要になります。」

automotive@fortinet.com
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セクション 3

フォーティネットの 
価値
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フォーティネットの価値

モビリティの未来に対応する 
フォーティネット

未来のモビリティを実現するには、接続性、セキュリティ、
コンプライアンスに対する革新的なアプローチが必要です。
自動車セクターで、デジタル化、ソフトウェア、携帯電話
技術、データ、エッジコンピューティングおよびクラウド
コンピュータの導入が進む中、フォーティネットは過去に
同じ工程を経験しており、大手のブランド各社に、ITや
OTのデジタル化目標の実現をサポートします。

お客様の進む道は同じです。

フォーティネットは独自の立場で、将来の差別化に向けた
お客様の工程の推進をサポートします。当社は、お客様の
セキュリティと接続性のニーズに幅広く対応しており、次
の項目に対する提供能力を実現し、推進するための基盤と
なります。

• コネクテッドカーおよび自動運転車

• シームレスなデジタル販売体験

• オートモーティブクラウド

• スマート製造およびアジャイル製造

 

フォーティネット セキュリティ ファブリックはインテリ
ジェントに設計されており、一元管理によって、セキュリ
ティと接続性を提供します。当社は、複雑さを最小限に抑
えながら、新サービスのプロビジョニングの自動化、非常
に高度な脅威に対する軽減および対応、自動車メーカーの
イノベーションの実現をサポートし、最高クラスの顧客サー
ビスとプレミアムなユーザー体験を提供します。

フォーティネットはエネルギー効率を重視しており、新た
に接続された組織全体の電力需要を削減し、持続可能性の
課題も解決することができます。

お客様は、セキュリティとコネクティビティで 
フォーティネットとパートナーシップを結ぶことで、 
次のことが可能になります

• 企業の ITインフラストラクチャと製造現場の OTインフ
ラストラクチャを変革します。

• テクノロジー投資による価値創造を保護し、デジタルイ
ノベーションを実現します。

• お客様のコネクテッドカーに対して、5G、インフォテ
インメント、テレマティクス、OTA更新など、柔軟性と
安全性を提供します。

• データやサービスのエッジおよびクラウドコンピュー
ティングを常駐させ、お客様に提供することができます。

• セキュリティと接続性を自動化し、真に統合された効率
的な販売ソリューションを構築します。また、クラウド
ベースのアプリケーションと実店舗の支店との接続や
Wi-Fiインフラストラクチャを連携させることで、差別
化されたプレミアムな顧客体験を実現します。

• 工場のデジタル化に必要なセキュリティと接続性を提供
し、顧客体験を向上させる新しいアプリケーションを生
み出すことで、スマート製造を実現します。今こそ、競
争の差別化要素として環境の持続可能性を取り入れ、段
階的なアプローチを通して、市場の進化に合わせてお客
様のリーダーシップを拡大するときです。

「当社は、お客様のセキュリティ
と接続性のニーズに幅広く対応
しており、次の項目に対する提
供能力を実現し、推進するた
めの基盤となります。」

automotive@fortinet.com
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フォーティネットは、セキュリティと接続性に対する実績と独自の
アプローチを通して、このエキサイティングな自動車産業の変革に
向けたお客様の取り組みの推進をサポートします。自動車産業に 
おけるフォーティネットの統合ネットワークおよびセキュリティ 
戦略をぜひご確認ください。
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