
概 要
ドイツに本社を置くさまざまな製品の製造、およびシステム・ソリューション事業を幅広 

く手がける複合企業である Siemens のアンベルク工場では、製造工程の 75% がオート 

メーションで行われています。すべての製品を生産工程の全段階で追跡し、データを収集 

するため、プロセスの改善に役立つデータを豊富に蓄積することができます。これにより 

生産性と品質を大幅に向上させ、納期の短縮と製品の多様化を実現しました。重要なのは、 

Siemens では製造現場と製品やプロセス設計との間で情報をやり取りし、継続的改善を 

実現していることです。

品質管理
1848 年、ヨーロッパ初の長距離電信線がベルリンとフランクフルト・アム・マインの間に 
敷設されました。長距離間で情報を迅速に送信できるようになったことは、商取引や 
メディアに大きな影響を及ぼし、今日と同様に変化への大きな推進力となりました。

創業者の 1人にちなんで Siemens と名付けられた、この電信線を敷設した新興企業は、 
165 年以上が経過した今も、電力供給、オートメーション、デジタル化を中心に世界 200 カ
国以上において事業を展開し続けています。2016 会計年度の国際収益は 7,960 億ユーロ
で、世界中で 351,000 人の従業員を擁しています。Siemens は現在も、データ通信を
利用して、自社の製造工程を含む業界全体を変革しています。

Siemens はオペレーション・テクノロジーをリードする企業の1つであり、世界トップクラスの
IT 企業であるインテルとともにITと OT を融合した「インダストリー 4.0」と呼ばれる、未来に
向けた創出に取り組んでいます。Siemens のアンベルク工場では、オートメーションとデー
タを利用して、この 10 年間で平均故障間隔が 20% 延長され、不具合をシックス・シグ
マ・レベルまで削減しました。

この工場では、主に工場、エネルギー・アプリケーション、客船でのオートメーション管理で
使用される、プログラマブル・ロジック・コントローラー （PLC） の Simatic* を製造しています。
実際に、Simatic PLC の生産ラインでは、インテル® プロセッサーを搭載したさまざまな
管理ソリューションやコンピューティング・ソリューションを使用してプロセスを制御し
ています。アンベルク工場では平均で 1 秒あたり 1 台のコントロール・ユニットを生産し、 
年間で合計 1,200 万台を生産しています。

製造と産業

Siemens の成功の秘訣はデータです。 同社のスマート・ファクトリーは、フルデジタ 
ルのワークフローによって 99.9991% の品質を実現しています。

スマート・ファクトリーで
継続的改善を実現

ソリューション概要
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生産フローの自動化
アンベルク工場では 300 人が交代制で勤務し、最初のプロセス 
としてプリント基板 （PCB） を生産ラインに置いたり、機械への部品
リールの挿入、検査場での品質管理の監督、調整が必要な箇所の 
判断などの作業を行っています。一部のプロセスは半自動化され 
ており、最終組立や梱包は作業員による手作業で行われています。
チームメンバーは、Siemens の創造力の源でもあります。

しかし、製造における定型作業の大部分は自動化されており、バリュ
ーチェーンの 4 分の 3 はコンピューターと機械によって作業が 
進められ、それらの間にはベルトコンベヤーが配置されています。 
PCB が組立ラインを流れ始めたら、もう手作業の必要はありません。

作業は次のような工程で進められます。

• 自動搬送システムで回路基板の素材を倉庫から機械へ運搬

• PCB のトレイをシステムに送る

• フォトリソグラフィー・プリンターで、鉛フリーのはんだペースト 
 を回路基板に塗る

• 配置ヘッドでレジスター、コンデンサー、マイクロチップなどの 
 電子部品を基板に取り付け

• 部品が正確な位置についているかをカメラで確認

• X 線装置ではんだ付けされた部分の品質を確認

• 基板をシャーシに取り付け

• 再度品質テストを実行

• ニュルンベルクの配送センターに送る

各回路基板には、識別用バーコードが付けられており、機械はこ 
のバーコードから、基板の生産要件や次の製造手順を確認します。
これにより、設計が異なる製品を数多く製造することが可能となっ
ています。アンベルク工場では数千種類の Simatic 製品を製造し
ており、フロントパネルをお客様固有の設計にカスタマイズするこ
ともできます。また、Siemens は単一ユニットでの製造能力につい
てもトレードショーで実証し、将来的に各製品を顧客の要件に合
わせて製造できる可能性を示しました。

機械は PROFINET スタンダードを使用して相互に通信し、産業用
のイーサネットを介してリアルタイムでデータを送信したり、機械に
よる生産調整を行うことも可能です。たとえば、ベルトコンベヤーと
組立ロボットは、シャーシの追加時に情報を通信しあい、ロボット
と製品の位置を正しく合わせることができます。穴開けのよう
な作業では、基板の間違った場所に穴を開けると損害が発生す
るため、このリアルタイム・コミュニケーションが特に重要になります。

データ収集
データは日々、製造サイクル全体に合計五千万箇所あるプロセス 
情報ポイントから収集されます。データはこれらのポイントにある
装置から、 PROFINET による有線接続でアンベルクのデータセン
ターに設置された、インテル® Xeon® プロセッサー搭載のサーバー
を使用した管理実行システム（MES） に送信されます。

各基板はバーコードで一意に識別されており、あらゆる製品を工場内
におけるすべての製造工程をさかのぼって調べることができるため、
不具合の特定や軽減を行うことができます。たとえば、テストによっ
て部品が基板に確実に取り付けられていないことが判明した場合、
その部品をはんだ付けした機械を追跡したり、その部品の製造プロ
セスを追跡したりすることができます。プロセスは全体としてクロー
ズドループのようになっており、製品やプロセスの設計に必要
なフィードバックを行って、迅速に改善し、今後の生産で同様の不備
が発生することを防ぎます。

Siemens は部品レベルで不具合を監視するため、サプライヤーに
求められる高い品質基準を確実に満たすことができます。

さらに重要なのは、Siemens にはすべての製造現場における経験
が蓄積された巨大なデータベースがあることです。このデータを
インテル® アーキテクチャーが採用されたデータセンターで分析す
ることにより、全体的な品質と生産性をさらに向上させるために
何をすれば良いのかを特定できます。

柔軟性の高い工場
プロセスはソフトウェアで制御されているため、これまでのように
何時間もかけることなく、数分で設計やプロセスを設定しなおすこ
とができます。製品のデジタルモデルを作成する製品ライフサイク
ル管理 （PLM）ソフトウェアは、プロセスのデジタルモデルを作成
する際にも使用できます。

この「デジタルの双子」をテストやシミュレーションで使用すると、
製造現場で実際にプロセスを作成する前に問題を排除できます。
製品やプロセスのデジタルによる最適化は、市場投入までの時間
を短縮し、品質や効率を最新のコンピューティング・テクノロジー
でサポートし向上させます。
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このようなデジタルモデルを使用すると、工場全体のワークフロー
を制御できます。新たに基板を開発したり、既存の基板について異 
なるバリエーションを製造するなど、新しいプロセスが必要になる
場面は数多くあります。また、部品が製品寿命に近づくと製品自体
の設計も変更する必要があり、これは1年に 5,000 件近くある作業
計画変更のうち 5 分の 1 を占めています。

Teamcenter* ソフトウェアは、バリューチェーン全体のデータ・バッ
クボーンを形成するコラボレーション・プラットフォームです。この
ソフトウェアには、工場で使用される製造方法の基礎となるデジ
タルモデルが組み込まれており、製造プロセスを管理する数値制
御システムと連動します。 Siemens はインテル® プロセッサー搭載
のコンピューターで実行されるデジタルプロセスを使用して、数値
制御システムのプログラミングにかかる時間を 2 時間から 1 分に
削減しました。

機械内部の部品の変更には人の手が必要になることがありますが、
生産フローの設定を自動で迅速に実行し、製品設定を変更する際
のダウンタイムを最小化できます。アンベルク工場では 1 日あたり
120 種類の製品を製造しており、この場合 1日で約 350 回の変更
が必要となります。

成果の実現
Siemens はスマート・ファクトリーによって、99.9991% の生産品質 
を実現しています。

プロセスの改善と組立ラインや物流設備の改良など、インフラスト
ラクチャーへの投資を同時に行うことによって、Siemens は1989 年
の初頭と比較して、同じ1万 ｍ2 の床面積と従業員数で、生産性を
10 倍向上させることを達成しています。

経験から学ぶ
Siemensはアンベルクで学んだことを、以下のようなスマート・
ファクトリー向けの製品に活かしています。

• デジタル・エンタープライズ・スイート*：バリューチェーン全体 
 でデジタルの双子を作成して活用できます。

• 産業用 PC、IoT ゲートウェイ、モーション・コントローラーの 
 Simatic ラインナップ：これらの製品の大部分にはインテル®  
 プロセッサーが搭載されており、製造現場で最適なワーク 
 フローを実現できるパフォーマンスを発揮します。

まとめ
Siemens が実証するように、スマート・ファクトリーによって製造に
おける明確なビジネス成果を実現できます。利益率や納期など、
カスタマー・エクスペリエンスに直接影響を及ぼす主な項目の数値
は大幅に改善され、顧客満足度を向上するとともに、ビジネスの成
長機会を創出できます。さらに、廃棄物の削減や、同じスペースと従
業員数で生産量を増加させて、内部指標を最適化することがで
きます。

インテルは、アンベルク工場がデジタル化への移行を実現す
るための処理能力を提供しています。インテル® テクノロジーを
搭載した Siemens デバイスと Siemens のデジタル・エンタープラ
イズ・スイートが、さまざまな業界を支える製造業者において
インダストリー 4.0 の実現をサポートします。

さらに、インテルと Siemens は、その能力、ノウハウ、経験を結集し、
ヘルスケア分野やモビリティー分野などに産業のデジタル化を
超える新しいソリューションも提供します。

組織に最適なソリューションをご確認ください。インテル担当者に
問い合わせるか、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/
industrial-automation/overview.html を参照してください。

または、www.siemens.com/digitalization （英語） を参照してくだ
さい。
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性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコン
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の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをおすすめします。

インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたはウェブサイトについて管理や監査を行っていません。本資料で参照しているウェブサイトにアクセスし、参照データが正しい 
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