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Case Study

パイオニア株式会社様
「支援型 」から「喚起型 」のカーナビへ。
第三世代カーナビのコンセプトを具現化した
「スマートループドットログ 」
カーナビは、私たちのカーライフを大きく変えた。
ドライブ中のちょっとした
寄り道や、目的地の変更なども簡単にでき、
ドライブはより気軽なものになった。
これまでドライバーの行動を「支援」する情報を提供してきたカーナビが、
今、
ドライバーの行動を「喚起」するメディアへと、変わろうとしている。
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評価することができるので、有益な情報を見

内山 ： 確かにそうですね。BBSやブログと

パソコンソフト
「ナビスタジオVer.2.1」
を使っ

分けるのに活用できるでしょう。

いうものに対しては警戒心がある一方で、

てサイバーナビに転送し、実際のドライブで

̶̶ 今 後 、
「ドットログ」を含め、スマート

常にお客さまのほうを向いて進めていきた

利用できるのが特徴ですが、実際にこの機

ループ構想はどのような方向に進んでいく

いという気風もありましたので、
ブログの可

能を使って、
ドライブした感想なども
「ドットロ

のでしょうか？

能性に期待感ももっていました。

グ」上に多数アップされています。

矢野 ： ユーザ間の情報共有、
すなわち 知の

戸田 ： 最終的に「ドットログ」導入を決めら

戸田：ドットログを通してユーザ同士が少し

共有 という概念を持ちこんだのは、
今年発売

れた理由は何ですか？

ずつ繋がっていっているようで嬉しいです

された最新モデルからです。
しかし、
まだ
「情報

矢野 ： 戸田さんたちの熱意です（笑）。
この

ね。実際私もドットログで見つけた情報をも

共有するとこんなにすごい世界がある」
というこ
有をさらにスタンダードなところにまで持っていき

パイオニア株式会社
モーバイルエンタテインメントビジネスグループ
事業企画部 ナビゲーション企画部 企画二課
（写真左）
副参事 矢野 健一郎 氏
（写真右）
主事 内山 和之 氏

しています。
さらに今回NTTデータに依頼

課長代理

人たちなら信用できると思いました。NTT
データはブログを使ったコミュニティ構築を

とを示しきれていないと感じています。知の共

サイバーナビの開発を長年担当している

ITSビジネス企画室

戸田：私はサイバーナビを使っていく中で
「他のナビユーザといろいろな情報を共有でき

ライフへの意識や関わり方までも変えてい

もらったことが、NTTデータにドットログの開

同 戸田暢彦に「スマートループドットログ」導

く。
スマートループ構想は、
カーナビにおける

発を依頼する大きな決め手になりました。

入の経緯や今後の展開について話を聞いた。

Web2.0といえるのです。

戸田 ： 私自身、
サイバーナビを長年愛用し

たいという思いがありますね。
それからドライブの楽しみをもっと広げて
いきたいです。車に乗って出かけた後が楽し
いのは当たり前のこと。
それだけでなく、車に
乗って出かける前の楽しみ、つまりどんどん
出かけて行きたくなるようなツールや機能を
付加していければと思っています。
この部
分において「ドットログ」ができる可能性はと
ても大きいはず。
そのためにも
「ドットログ」を
使った新しい提案をどんどんしていきたいと
考えています。

ていたので、
いちユーザとして、
「こういう機

ハードディスク内に眠るプローブ
情報を、ネットワークで活用する
̶̶スマートループ構想はどのような経
緯で始まったのですか？

「 サイバ ーナビ 」のコン セプトを
熟知していたNTTデータ

能があればいいな」という提案をさせてい
ただきました。
それがユーザ視点という面で
役に立ったのなら嬉しいです。

戸田 ：ブログを用いた情報共有という形を

矢野 ： 逆に戸田さんはどのようなきっかけで

思いつかれたのはいつごろだったのですか？

「ドッ
トログ」
のアイデアを発想されたんですか？

ビジネスイノベーション本部 ビジネス推進部 Ｉ
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