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Press Release 
 
 
インダストリー4.0 の力となる研究プロジェクト  
インテリジェントなセンサーを活用したマシンモニタリング 
操業コストの最大 30％減が目標 
 
 ボッシュが指導的役割を果たすプロジェクト「AMELI 4.0」で、各パートナーが未来

の産業用センサーを開発中 
 改良型の MEMS センサーが機械の騒音を測定し、稼働状態を監視 
 稼働のために外部のエネルギー源を必要とせず、ダウンタイムを防ぎ、保守を向上

させるシステムを構想  
 
シュトゥットガルト – コネクテッド・マニュファクチャリング（インダストリー4.0）向けの未来

のセンサーシステムを開発するプロジェクト「AMELI 4.0」では、ボッシュがリーダー役を

務め、ボッシュ以外にも 7 つのパートナーが参加しています。このプロジェクトは、機械

類をモニターし、正常な稼働状態からの逸脱を即座に検知できるシステムの開発を目

的としており、このシステムが完成すれば、工場は機械類の予期しないダウンタイムの

防止に向けて大きく前進することになります。固定の保守間隔にとらわれることなく、必

要なその時にだけ機器の保守を行えば済むようになるので、機械類の保守／点検／修

理のコストを最大 30％削減できると考えられています。この「AMELI 4.0」はインダスト

リー4.0 に関わるドイツ企業の市場地位向上を目指した研究プロジェクトで、ドイツ連邦

教育研究省（BMBF）が「IKT 2020 – 革新に向けた研究」プログラムの一環として 384
万ユーロを拠出しています。 
 
センサーに課されるさまざまな要求 
インダストリー4.0 では、センサーは機械とワークピースの人工的な「目と耳」として主要

な役割を果たし、機械とワークピースの状態や性能に関する情報を集めます。製造分

野のインテリジェントな管理とネットワーク化を促進するために、センサーは大量のデー

タをリアルタイムで収集・処理できなくてはならないほか、可能な限りエネルギー効率に

優れ、複雑な製造システムにも容易に組み込める必要があります。現在、産業用セン

サーは広く利用されていますが、インダストリー4.0 向けのものとしては一部しか利用す
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ることができません。多くの用途の場合、インテリジェント性能や柔軟性に欠けていた

り、エネルギーの消費量が大きすぎたり、価格が高すぎるといった問題があるためで

す。  
 
産業用の MEMS センサー 
プロジェクト「AMELI 4.0」の目標に向けて、研究者たちは現在、コネクテッドワールドの

主要な技術の 1 つである MEMS センサーに取り組んでいます（MEMS は「Micro 
Electro Mechanical System」の略）。MEMS センサーは、すでに自動車や家電製品と

は切り離せないほど重要な存在になっています。MEMS センサーはたとえば、横滑り

防止システム（ESC）の主要コンポーネントとして、またスマートフォンを傾けたときに画

面が回転できるようにするためにも用いられています。従来の産業用センサーと比べ

て、この MEMS センサーは小型かつスマートで、エネルギー効率と経済性も優れてい

ます。ただ、その多くは産業環境の要件を満たせるほど十分なロバスト性やパワフルさ

を備えていません。すなわち、製造システムにコンディションモニタリングを導入する可

能性の一端が未開拓となっています。そのため、「AMELI 4.0」の研究チームは MEMS
センサーの継続開発を進め、産業用途に適したものにしたいと考えています。ここでカ

ギを握るのはエネルギー供給で、電源ケーブルやバッテリーも要らないシステムにする

のが目標です。そのため、電力を完全に自給自足できるよう、機械の振動から必要な

電力を自分で生成する設計を取り入れています（環境発電）。  
 
違いは音にあり 
機械類をモニターするために、新しいセンサーシステムは 2 種類の音、つまり固体伝搬

（機械内の振動）と音響伝搬（機械から放射される音）を測定します。機械が設計通りに

作動しない場合には正常作動時とは異なる振動と雑音を発するため、このシステムは

測定された信号と保存されているプロフィールを比較し、学習を続けながら、信号の変

化によって故障や損傷が示唆された場合にのみ反応します。その結果、将来的には、

センサーシステムは機械の保守や修理が必要な時期を検知できるようになります。さら

に複雑なシステムの場合には、このスマートな評価を、センサーにデータを送るゲート

ウェイ（ルーターとも呼ばれる）や製造工場のコンピュータネットワークで処理することも

可能になります。 
 
ネットワークで結ぶ研究 
プロジェクト「AMELI 4.0」には各分野（センサー技術、システム／機械工学、機械のコ

ンディションモニタリング、エネルギー変換、マイクロ技術）のグローバルリーダーである

研究所や産業パートナーが参加し、革新技術を生み出すために尽力しています。

MEMS センサーのマーケットリーダーであるロバート・ボッシュ GmbH が同プロジェクト

を指揮し、パートナーとして Siemens AG、Hahn Schickard Gesellschaft、フラウン

ホーファー生産システム・デザイン技術研究所（IPK）、Binder-Elektronik GmbH、

Schaudt Mikrosa GmbH、Stackforce GmbH などが名を連ねています。また、
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「AMELI 4.0」という名称は、「インダストリー4.0 におけるコンディションモニタリング用の

MEMS」を意味しています。2015 年 12 月に始動したこのプロジェクトは、2018 年末に

終了する予定です。 
 
報道用画像：1-BST-20778 
 
 
研究パートナー： 
Robert Bosch GmbH 
Siemens AG 
Hahn-Schickard-Gesellschaft 
Fraunhofer IPK 
Binder-Elektronik GmbH 
Schaudt Mikrosa GmbH 
Stackforce GmbH 
 
報道関係対応窓口：  
Manuel Thomä 
電話: +49 711 811-6268 
 
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 37 万 5,000 人（2015 年 12 月 31 日現在）、2015 年の売上高は
706 億ユーロを計上しています。現在、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 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／サービスパートナーを含む世界的な製造・販売ネットワークは約 150 カ国を
網羅しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界約 118 の拠点で 5
万 5,800 人の従業員が研究開発に携わっています。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な目標に定め、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通
じて生活の質の向上に貢献します。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） 

http://www.bosch.com/de/com/home/index.php
http://www.bosch.com/de/com/home/index.php
http://www.siemens.com/
http://www.hahn-schickard.de/
https://www.ipk.fraunhofer.de/
http://www.binder-elektronik.de/
http://www.schaudtmikrosa.com/
http://www.stackforce.de/
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
http://www.bosch.co.jp/
https://twitter.com/Boschjapan
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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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