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IoTカンファレンス 

「Bosch ConnectedWorld」がベルリンで開催 

インダストリー4.0を活用したボッシュの競争力 

世界中で 100を超えるプロジェクトを展開 

 

 データマイニングと RFID技術を取り入れ、ABS、ESCブレーキシステムの生産性

を 25%向上 

 データマイニングにより、油圧バルブの試験時間が 18％短縮 

 RFID技術により棚卸時間が 97％短縮 

 

 

ベルリン／シュトゥットガルト（ドイツ） – ボッシュは「コネクテッド・マニュファクチャリング

（ネットワーク化された製造）」を推進しており、世界ですでに 100を超えるプロジェクト

が順調に進んでいます。これにより、特に機械設備の稼働率が増大し、生産性と競争

力が向上するなど、多くの改善を実現しています。ここではその一部をご紹介します。 

 

ひとつの生産ラインで 200種類の油圧モジュールを製造 

ホンブルク（ドイツ）にあるボッシュのマルチ製品組立ラインでは、2,000種類以上のコ

ンポーネントから 200種類の油圧モジュールを生産することができます。この拠点は

ネットワーク化が進んでおり、各コンポーネントが自動的に適切なタイミングでオーダー

されます。これらのモジュールは、トラックの積載面を傾けたり、トラクターのプラウを昇

降するための油圧機器を駆動し、作業を制御するための装置になります。生産ライン

の 9つのステーションは、スマートなネットワークにより連結されています。ワークピー

スには RFIDチップが取り付けられ、どのように完成品を組み立てる必要があるのか、

またどのようなステップが必要なのかをステーションで把握できるため、小さなバッチサ

イズであっても効率的に生産できます。こうした柔軟性が特に重要なのは、モジュール

によって受注数が異なるためです。さらに、ボッシュでは異なる種類のモジュールをマ

ルチ製品ラインで受注と同時に製造することができ、これにより機械設備の作業停止

期間が短縮し、生産性も向上します。また、油圧コンポーネントの組立てに必要な作業

図面が自動的に呼び出され、写真や動画としてディスプレイに表示されます。ディスプ

レイに表示される情報は各従業員のトレーニングレベルに応じてカスタマイズされ、そ

れぞれの母国語で表示できるため、従業員の作業を最適な形でサポートすることがで

きます。ボッシュが、インダストリー4.0にとって重要な複数の要素をすでに実践に移す

ことに成功していることを示す例として、分散知能、迅速なネットワーク化、リアルタイム
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でのコンテクスト化、自律行動などが挙げられます。詳細：http://bit.ly/1QqPUiB（ドイツ

語） 

 

インダストリー4.0により ABS、ESCブレーキシステムの生産性が向上 

ボッシュにおける成功例：ボッシュは、世界中の自社の製造ネットワークを通じてインダ

ストリー4.0ソリューションを実践し、ABSと ESCブレーキシステムの生産性を 1年足

らずで約 25%向上させました。この成果が高く評価され、活動をリードしたブライヒャッ

ハ工場は 2015年に、栄誉あるインダストリー4.0アワードを受賞しました。これほど生

産性が向上した理由のひとつは、ボッシュが工場の生産ラインに沿って設置した無数

のセンサーからデータを収集していることにあります。これらのセンサーは、シリンダー

の動き、グリッパーのサイクル時間や製造工程での温度と圧力を測定しています。こう

した多くの情報は、明確な構造で、膨大なデータベースにインプットされます。さらに、

ブライヒャッハ工場は RFID（無線自動識別）技術を取り入れ、内部での製品の流れを

デジタルマップ化しています。実在の工場をコンピュータで生成した仮想表現、いわば

「デジタルツイン（Digital Twin）」を作り上げることで、バリューストリーム全体を通じて

透明性を確保し、この透明性によってさらに多くのインダストリー4.0ソリューションの実

現が可能になっています。  

 

こうしたソリューションのひとつが、機械設備の保守にも活かされています。ここでは、

ソフトウェアが機械設備の性能を解析し、あるべき状態から逸脱した場合それを特定し

て、保守の必要性を適切な時期に伝えます。システムは修理方法についても指示を出

し、従業員が行う不具合の検知と対処をサポートします。たとえば、従業員は各自のタ

ブレットに部品交換方法の動画を見ることができるほか、問題をすぐに解決できない場

合、ワイヤレスのビデオ通話を使ってエキスパートと話し合い、問題を解決するために

遠隔操作でサポートを受けることができます。こうした措置により、予期せぬダウンタイ

ムを減少し、生産性を向上させ、競争力をいっそう高めることも可能になります。 

 

データマイニングにより油圧バルブの試験にかかる時間を短縮 

ホンブルク（ドイツ）にあるボッシュの工場は、工場設備の生産工程データを評価するこ

とで、油圧バルブの検査時間を 18％短縮することに成功しました。現代の製造では高

度な最適化が頻繁に行われていることを踏まえると、これほど著しい短縮は非常に大

きな前進となります。年間製造個数を 4万個とした場合、1年間で最大 14日間を短縮

できる計算になるからです。この省力化に大きく貢献したのは、完成したバルブ 3万個

の生産データの解析でした。それまでの数工程の検査結果が良ければ、その後の検

査工程を省略しても問題がないことが分かったのです。つまり、既往の検査工程の結

果を解析すれば、その後の検査工程の結果を的確に予測できるということです。ここで

紹介した例は比較的単純で、実際にはこれよりもはるかに複雑な状況が一般的です

が、こうした相関性が分かれば、時間とコストを節約できるようになります。部品生産量

が数百万個のオーダーに達するケースでは、たとえ部品 1個あたりに節約できた時間

が数秒でしかなかったとしても、それが積み重なり数日となり、節約できたコストは数セ

ントが数百万ユーロになります。新しい相関性を追求する（データマイニングと呼ばれ

http://bit.ly/1QqPUiB
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るプロセス）ためには、企業は長期にわたり自社が生成するデータを収集し、適切に評

価しなくてはなりませんが、ボッシュは長年これに取り組んでいます。 

詳細：http://bit.ly/1Gs46E0（ドイツ語／英語） 

 

工作機械の予測保守 

ボッシュがシュトゥットガルトのフォイヤバッハ工場（ドイツ）とイフラバ工場（チェコ）で生

産している製品のひとつに、燃料噴射システム用の高圧ポンプがあります。このアルミ

ニウムハウジングの製造工程の一部に、精密な穿孔やその他部品のフライス加工が

あります。この工程では大型の工作機械を用いており、その電動駆動装置は「スピンド

ル」と呼ばれています。ひとつのスピンドルの重量は約 50～70 kgで、回転速度は 3

～4万 rpmに達します。スピンドルの作動時の振動はセンサーによって測定され、ソフ

トウェアがデータを保存・評価します。その振動値が設定された限度値を上回ったこと

が検知された場合、担当のサービス技術者に知らされます。それをもとに、スピンドル

を交換するかどうか、またその時期を決定することができるため、保守計画を立てやす

くなり、機械の稼働率と生産性が向上します。こうしたスピンドルなどの機械部品の継

続的なモニタリングは「コンディションモニタリング（状態監視）」とも呼ばれ、このように

計画してサービスを行うことを「予測保守」と呼んでいます。 

 

品質を保証する超音波グローブ  

ロイトリンゲン工場は、他の事業分野以上に eモビリティに力を入れています。パワー

エレクトロニクス関連の製造には、多くの手作業が欠かせません。これらの作業に携わ

る従業員をサポートするために、ボッシュは従業員の手の動きを記録するシステムを

導入しました。このシステムは、従業員が着用する特殊なグローブをベースにしていま

す。グローブの位置特定に超音波技術を利用し、従業員の作業が適切化、またどの作

業段階を実施しているかをいつでも把握することができます。こうした作業プロセス全

体をステップ バイ ステップで完了するまで画面に表示できるため、品質の確保につな

がります。 

 

無線信号により製品の流れの透明性を確保 

世界中の 250を超えるボッシュの工場では、部品と完成品を社内で運搬する樹脂製

ボックスに RFID（無線自動識別）タグを取り付けています。さらに、製造ショップに通じ

るすべてのドアに RFIDリーダーを設置し、運搬カートが他のショップに移動すると、物

理的に接触しなくても自動的にリーダーがタグを記録するようにしました。これをもとに

工場内での製品の流れを示すデジタルマップが作成され、いつ頃部品が生産ラインに

到着するのか、いつどれくらいの量の完成品を梱包する必要があるのか、特定の部品

がどこにあるのか、在庫水準はどれくらいなのかをいつでも把握することができます。

その他にも、どれくらいの量の梱包用の箱が必要なのかを把握し、必要に応じて再発

注できるようになります。この RFID技術を導入すると、製品の流れの透明性を確保で

きるだけでなく、手作業の手間を省き、在庫水準を低く保つことができると同時に、レス

ポンススピードと生産性が向上します。ボッシュはこのようにして、より無駄の少ない物

流管理プロセスを実現しています。この RFID技術を活用することで、ボッシュはホン

http://bit.ly/1Gs46E0
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ブルク工場内の物流の生産性を約 10％向上し、製品の在庫を約 3分の 1削減するこ

とに成功しました。 

 

中国：RFID技術により棚卸時間を 97％短縮  

中国の蘇州にあるボッシュの工場では、毎年行う機械の棚卸は大変な労力を要する作

業でした。第 1工場には 4つの製造エリアがあり、各エリアに最大 2,500台の機械、

テストベンチ、測定機器が置かれています。ABSの製造用だけでも、棚卸は場合に

よっては最大 1カ月を要し、各従業員が紙で出力されたリストをもち、棚卸を手作業で

記録することもありました。しかし、現在はネットワーク化が進み、棚卸はわずか 4時間

で終わるようになりました。すべての機械／設備アイテムに RFID（無線自動識別）トラ

ンスポンダーを装着し、物理的に接触せずに物を特定できるようになったからです。こ

れにより、従業員はノート PCとアンテナを装備した RFID トロリーを押して製造ショップ

内を歩くだけで済むようになりました。移動するにつれて、トロリーは RFID技術を駆使

し、自動的に機械と装置を特定できるため、棚卸にかかる時間が 97％、つまり 440時

間削減しました。 

 

群知能を備えたトランスポーター 

ボッシュのニュルンベルク工場のエンジニアは、群知能を装備した自動ナビゲーション

式無人運搬システム「AutoBod」を開発し、その試験をクリアしました。二輪タイプの

「AutoBod」はさらに 4つの補助輪を装備しており、事前オーダーされた生産材料を自

動的にタイミングよくピックアップし、これらの材料を生産ラインに運びます。システムは

レーザーセンサーを用いて、初回走行中に作成したマップに従って AutoBodをナビ

ゲートし、障害物を認識した場合にはそれを回避させ、さらに障害物に関する情報を他

の AutoBodにも無線で送ります。こうした集団的行動の基礎となっているのは、各

Autobodの位置、電気駆動装置の充電レベルと保守状態に関するデータです。これら

をもとに、ピックアップ地点に最も近く、他の作業をしていない、バッテリーが十分充電

されている AutoBodに指令が送られます。こうした知性を備えた AutoBodは、プログ

ラミングされたルートから逸脱できない他の無人運搬システムとは一線を画していま

す。従来の無人運搬システムとは異なり、この AutoBodのために工場内に大がかりな

インフラを設置する必要はありません。手間は AutoBodを配備するだけなので、運搬

にかかる時間と労力を節減できるだけでなく、省スペースで済み、棚卸を著しく省力化

できます。 

 

報道用画像：1-RB-21936 1-RB-21910、1-RB-21911、1-RB-21913、1-RB-21915、

1-RB-21916、1-RB-20864-d、1-RB-20863-d、1-RB-20994、1-RB-20995、 

1-RB-19624、1-CR-21639 

 

報道関係対応窓口： 

Thilo Resenhoeft 

電話：+49 711 811-7088 

  



 

 

   

 

   

5 / 5ページ 

 
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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