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IoTカンファレンス 

「Bosch ConnectedWorld」がベルリンで開催 

ネットワーク化が空き駐車スペース探し、サービス作業の 

最適化、アスパラガスの生産量向上に貢献 

新しいアプリケーションの基盤となる「Bosch IoT Suite」 

 

 コネクテッドモビリティのためのソリューション 

 コネクテッドインダストリーのためのソリューション 

 コネクテッドホームのためのソリューション 

 

ベルリン／シュトゥットガルト（ドイツ） – ボッシュは、IoTサービス向けの自社開発クラ

ウドをドイツ国内のコンピューティングセンターでスタートさせました。この IoTアプリ

ケーションは、「Bosch IoT Suite」をベースに作られています。「Bosch IoT Suite」は、

デバイス、ユーザー、企業それぞれをつなぐために必要なすべての機能を提供でき、

現在 500万台以上の各種デバイス／機械が「Bosch IoT Suite」を介してその他のデ

バイスやユーザー、企業とつながっています。ここでは、ネットワーク化された世界に貢

献する新しいボッシュのソリューションや製品の例をいくつかご紹介します。 

 

1. コネクテッドモビリティのためのソリューション 

 

利用可能なパーク＆ライド*スペースをセンサーが検知 

最寄りの利用可能な空き駐車スペースはどこにあるか？という、すぐに対処しなくては

いけないこの疑問に対して、ボッシュの新しいシステムはひとつの解決法を提供してい

ます。シュトゥットガルトの通勤列車 S2および S3線の沿線にある 15カ所のパーク＆

ライド*施設では、設置されたセンサーが空き駐車スペースの有無を検知しています。

そのデータはインターネットを介して「Bosch IoT Cloud」に送られ、駐車可能なスペー

スの最新マップにインプットされます。ユーザーはこうした情報をアプリや VVS（シュ

トゥットガルト交通局）の HPで確認でき、利用者の時間節約につながることが、システ

ムの大きなメリットです。パーク＆ライド*施設に空きスペースがあると分かれば、より多

くのドライバーが自家用車を駐車して公共交通網を利用すると考えられ、結果的に交

通渋滞の減少にもつながります。このパイロットプロジェクトでは、最も小規模な駐車場

で 49のスペース、規模が最大の駐車場で 520を超えるスペースが提供されていま

す。センサーの設置は 2016年に始まり、プロジェクトは 2018年 6月まで続く予定で

す。 
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詳細：http://bit.ly/1RcZWcP（ドイツ語／英語） 

 *鉄道の駅やバス停近くに自家用車を駐車し、その後公共交通機関を使用する交通システム 

 

疲れたトラック運転手のために駐車スペースを用意 

高速道路沿いにあるトラック運転手向けの休憩エリアがかなり混雑していることは少な

くありません。この状態は、特に盗難のリスクが高まる夜間に深刻になっています。そ

こでボッシュは、物流管理会社、フリート運用者、個人営業のトラック運転手向けの駐

車場予約サービスの提供を開始します。このサービスを利用すると、トラック運転手は

安全な駐車スペースを事前に予約できるようになります。駐車できる休憩所を探したい

場合は、トラックからシステムに現在地の情報と駐車リクエストを送信すると、システム

が最寄りの駐車スペースを予約し、その詳細を直接トラックのナビゲーションシステム

に送ります。なお、この予約と料金の支払は自動的にキャッシュレスで行われます。同

システムは、2016年夏にスタートする「Bosch IoT Cloud」上で作動する予定です。 

 

安全な運転を心がけるドライバーに割引サービス 

ドイツの大手保険会社は、安全な運転を心がけるドライバーのために保険料割引サー

ビスを始めています。ボッシュのオートモーティブ アフターマーケット事業部は、この

サービスを実現するための技術をコネクティビティ コントロールユニット（CCU）という形

で提供しています。車両に組み込まれたこの CCUは、加速度、最高速度、コーナリン

グ速度のデータを収集するために車両の OBDインターフェースに接続されています。

CCUはこの情報を暗号化し、内蔵 SIMカードを使用して携帯電話のネットワークを経

由し、それをコンピューターシステムに送ります。保険会社はこの情報に基づいてドライ

バーのプロフィールを作成し、特に安全な運転を心がけているドライバーに割引サービ

スを提供します。 

 
 

2. コネクテッドインダストリーのためのソリューション 

 

輸送用ボックスを監視 

製造工程中の製品品質がほぼシームレスに監視される一方で、サプライチェーンの終

盤で何が起きているかわからないことはよくあります。これに対応するための解決策と

なるのが、ボッシュのインダストリー4.0ソリューションである「TraQ」（tracking and 

quality）です。この「TraQ」があると、顧客に届くまでのサプライチェーン全体にわたり

製品の品質を追跡できるようになります。輸送用のパッケージや製品本体に取り付け

られたセンサーが、温度や振動、明るさ、湿度のレベルといった品質に関連する情報を

記録し、これをクラウドに送信します。そして、クラウド上のソフトウェアがその測定値を

許容レベルと比較し、これらの数値のひとつでも許容レベルを超えた場合、顧客、サプ

ライヤー、サービスプロバイダーにリアルタイムで警告します。センサーから位置情報

も伝えられるため、予想到着時刻も算出できるようになり、輸送管理の最適化にもつな

がります。このサービスを利用すると、多くのメリットを期待できるでしょう。例えば、リア

ルタイム通知により、商品が破損した場合でも迅速に措置を講じることができ、生産停

止やその後にかかるコストを最小限に抑えることができます。また、製品本体に組み込

http://bit.ly/1RcZWcP
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まれたセンサーは、輸送中とエンドユーザーが使用しているときのどちらの場合でも損

傷の原因を特定するのに役立ちます。「TraQ」は目下、ボッシュがデジタルサプライ

チェーンのコストパフォーマンスの優れたインテリジェント管理を実現するために取り組

んでいるさまざまなソリューションのカギを握るコンポーネントとなっています。このセン

サーソリューションは、2017年の市場導入が予定されています。 

 

高品質なアスパラガスの生産に寄与するワイヤレスセンサー 

ボッシュは、ネットワーク化された無線センサーを利用して、大量生産されるアスパラガ

スの生産量を向上させようとしています。アスパラガスの生育適温は 18～22℃で、こ

の温度を保つために、片面が黒、もう片面が白の細長い両面ホイルで盛り土をカバー

しています。日光を利用して土壌の温度を上げる場合は、ホイルの黒い面が表向きに

なるように敷き、土壌温度が高くなり過ぎた場合には、それを下げるために白い面を表

向きにしてホイルを敷きます。こうした正確な温度維持をサポートするために、ボッシュ

のスタートアップ会社である Deepfield Roboticsは、地面のさまざまな深さに埋め込ん

だ複数のセンサーを使用して温度を測定するソリューションを開発しました。温度の測

定値はケーブル経由で小さなボックスに送られ、そこから無線でデータが「Bosch IoT 

Cloud」に送信され、アプリにより農家のスマートフォンにも転送されます。農業経営者

はこのデータをもとにアスパラガスの温度変化を詳細に追跡できるため、アスパラガス

の成長条件を最適に保つために迅速に行動できるようになります。 

詳細：http://bit.ly/1UGSLq4（ドイツ語／英語） 
 
 

3. コネクテッドホームのためのソリューション 

 

スマートホームにおける安全性と快適性 

Bosch Smart Home Systemは、単一のプラットフォームを介して家庭内の空調、照

明、火災警報器と家電製品をつなぎ、スマートフォンやタブレット端末で簡単に操作で

きるシステムを開発しました。このシステムの中核にあるのはコントローラーで、この住

宅用セントラル コントロール ユニットにより上記の各種機器がインターネットで相互接

続されます。その他のシステムエレメントには、インテリジェントなラジエーターサーモス

タットとセンサーベースのウィンドウコンタクトが含まれます。スマートホームで収集され

たデータは、すべてスマートホームコントローラーに保存されます。つまり、ユーザーは

自宅の全データを常にコントロールすることが可能になります。ユーザーが外出先で自

宅の温度をスマートフォンで呼び出した場合にのみ、インターネットを介してデータが送

信され、このデータは「Bosch IoT Cloud」上で送信される前に暗号化されます。将来

的には、窓やドアが開いたときに、システムがスマートフォンにメッセージを送れるよう

になる見込みで、これにより個別に警報システムを設置しなくても済むようになり、快適

性と安全性も向上します。 

詳細：http://bit.ly/1ORATbJ（ドイツ語） 

 
  

http://bit.ly/1UGSLq4
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1回の訪問で問題を解決するサーモテクノロジーのエンジニア：「HomeCom Pro」 

ボッシュのオンラインポータル「HomeCom Pro」は、サービスエンジニアと顧客の空調

システムを直接リンクさせ、空調システムの状態とすでに実施済みのサービス作業が

一目で分かるように表示させることができます。そして故障が発生した場合、エンジニ

アはシステムの支援を受けながら問題の原因を探り、それにもとづいて修理内容を提

案できます。システムは空調システムの重要な全情報をサービス会社の PC、ノート

PC、タブレット端末などのデバイスに送信可能です。これにより、サーモテクノロジーの

サービスエンジニアは実施すべき措置を事前に把握することができ、初回の訪問時に

適切な交換部品を持参し、その場で修理できるようになります。なお、このソリューショ

ンも「Bosch IoT Cloud」上で作動します。 

詳細：http://bit.ly/1T2jkZc、http://bit.ly/1Kd06i3、http://bit.ly/1RP3h1K（ドイツ語／英

語） 
 
 

「TrackMyTools」：私のドリルはどこ？ 

作業員が自分のコードレスドライバーを探し回る必要がなくなるでしょう。ボッシュの

「TrackMyTools」があれば、どこに工具があるかをいつでも確認できるからです。これ

により、ワークフローがスムーズになり、時間の節約と生産性の向上につながります。

この「TrackMyTools」は、工具に小型の Bluetoothモジュールを取り付けることにより

機能します。同モジュールは、「TrackMyTools」アプリを起動しているスマートフォンや

タブレット端末が半径 30 m以内で受信できる信号を 8秒毎に送信します。この情報が

モバイル機器から、当該機器に関する時間、ユーザー、最新の位置データといった詳

細情報とともにクラウドに伝えられます。もうひとつの利点は、ドリルやコードレスドライ

バーの所有者が、どこに自分の工具があり、どのように使用されているかというデータ

にウェブ上でいつでもアクセスできるということです。また、所有者が作業員に個々の

工具や機器をフレキシブルに割り当てることもできます。2015年に発売されたこのシス

テムは、2016年に「Bosch IoT Cloud」に移行される予定です。 

詳細：http://bit.ly/1UsPIDb（ドイツ語／英語） 

 

 

報道用画像：1-BBM-21502_1、1-BBE-21804、1-BBE-21802_1、1-BBE-21871、 

1-CR-21570_1 

 

報道関係対応窓口： 

Thilo Resenhoeft、 

電話：+49 711 811-7088 

 
  

http://bit.ly/1T2jkZc
http://bit.ly/1Kd06i3
http://bit.ly/1RP3h1K
http://bit.ly/1UsPIDb
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世界のボッシュ・グループ概要 
ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディ
ングカンパニーです。2015年の従業員数は約375,000人（2015年12月31日現在）、暫定決算報
告での売上高は700億ユーロ（約9.4兆円*）となっています。事業はモビリティ ソリューショ
ンズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・建築関連テクノロジーの4事業セクター
体制で運営しています。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHとその子会社約440
社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売／サービス代理店の
ネットワークを加えると、世界の約150カ国で事業を展開しています。この開発・製造・販売
のグローバルネットワークが、ボッシュのさらなる成長の基盤となっています。2015年に 
ボッシュは全世界で約5,400件の国際特許の基礎特許（第一国出願）を出願しています。私た
ちボッシュ・グループはコネクテッドライフに向けたイノベーションの提供を戦略的目標に定
め、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて人々の生活の質を向上します。つま
り、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新
のテクノロジーを生み出していきます。 
 
ボッシュの起源は、1886年にロバート･ボッシュ（1861～1942年）がシュトゥットガルトに設
立した「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュGmbHの独自の株主構造
は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視
野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができま
す。ロバート・ボッシュGmbHの株式資本の92％は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保
有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機
能を担っており、残りの株式は創業家であるボッシュ家とロバート・ボッシュGmbHが保有して
います。 
 
*2015年の平均為替レート（1EURO=134.3円）で換算 
 
さらに詳しい情報は 以下を参照してください。 
www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト （英語） 
www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス （英語） 
https://twitter.com/BoschPresse ボッシュ・メディア 公式ツイッター （ドイツ語） 
www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト （日本語） 
https://twitter.com/Boschjapan ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター （日本語） 
https://www.facebook.com/bosch.co.jp ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック （日本語） 
https://www.youtube.com/boschjp ボッシュ・ジャパン 公式 YouTube （日本語） 
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