FUJITSU ファミリ会

2018 年度

海外セミナー(ドイツ)報告書
－於：ミュンヘン－

目

次

Ⅰ．日程表 ...................................................................................................... 1
Ⅱ．団長の挨拶 ................................................................................................ 2
Ⅲ．視察報告 ................................................................................................... 4
１．BMW ミュンヘン工場................................................................................ 4
2．Spaten-Franziskaner-Bräu ..................................................................... 8
3．Fujitsu Forum 2018 Munich ................................................................. 11
4．MAN(エム・アー・エヌ) .......................................................................... 14

2

Ⅰ．日程表
月日

1

11/05
（月）

発着地／滞在地

現地時間

摘

交通機関

要

東京(羽田)

10:00

羽田空港 国際線ターミナル集合

国際線ﾀｰﾐﾅﾙ集合

10:30

手続き終了後、10:30 より結団式

東京(羽田)発

12:45

ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ

食事

空路、ミュンヘンへ

715 便

【所要時間：11 時間 30 分】 機内

ミュンヘン着

機内

16:45

専用ﾊﾞｽ

着後、ホテルへ

19:30

夕食

＜夕 食＞

（ミュンヘン 泊）
ミュンヘン滞在

2

11/06

9:30

専用ﾊﾞｽ

視察１：『 BMW ミュンヘン工場 』

14:00

専用ﾊﾞｽ

視察２：『シュパーテン・フランツィス

（火）
19:30

朝食

カーナー醸造所

昼食

(ビール醸造メーカー)』

夕食

＜夕 食＞

（ミュンヘン 泊）
ミュンヘン滞在

9:15

専用ﾊﾞｽ

視察３：『Fujitsu Forum
2018 Munich 見学』
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14:30

11/07

専用ﾊﾞｽ

（水）

視察４：『MAN(エム・アー・エヌ)社

朝食

※ドイツ第２位のトラックメーカー、

昼食

（フォルクス・ワーゲングループ)』

18:00

夕

食：「富士通フォーラム 2018
Customer Dinner」
（ミュンヘン 泊）
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11/08

ミュンヘン滞在
19:00

（木）

夕

午前

専用ﾊﾞｽ

チェックアウト後、空港へ
ミュンヘン発

15:30

ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ

空路、帰国の途へ

714 便
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11/10 東京(羽田)着

夕食

帰国準備

11/09
（金）

朝食

食
（ミュンヘン 泊）

ミュンヘン滞在
5

現地事情視察

朝食
機内

【所要時間：11 時間 30 分】

10:30

羽田空港到着
到着後、通関手続を済ませ、解散

（土）

ホテル：EDEN HOTEL WOLFF (エデン・ホテル・ウォルフ）
Arnulfstraße 4, 80335 München
TEL:49 89 551150
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機内

Ⅱ．団長の挨拶

JX アイティソリューション株式会社
代表取締役社長

内 田

悟

2018 年度のファミリ会海外セミナー（ドイツ・ミュンヘン）の団長を勤めさせていただき
ました。総勢 24 名（会員 21 名、事務局 2 名、添乗員 1 名）で羽田空港国際ターミナルに 11
月 5 日朝に集合して結団式を行った後、ルフトハンザ機にてドイツに向けて出発しました。定
刻より多少遅れてミュンヘン空港に到着しましたが、予想に反して現地は非常に暖かく、16℃
あまりの好天で、汗ばむような気候でした。せっかく持ってきたコートやマフラーはただの荷
物になっていました。到着後、バスでミュンヘン中央駅の前にあるホテルに向かい、早速チェ
ックインしました。
今回の視察は 4 泊 6 日ですが、宿泊地はミュンヘンだけですので、移動やパッキングの煩わ
しさがなく、落ち着いてドイツ、ミュンヘンを感じ取ることができました。ドイツも 11 月に
入ってクリスマスムードが徐々に盛り上がってきているようで、ミュンヘン駅構内のお店でも
色とりどりのお菓子や果物が見受けられました。
食べ物や飲み物は期待通りにジャンボサイズ
で、到着後に行ったビヤホールでは一人前の皿
に大きなウインナーが 6 本？載っていました。
ジャガイモやキャベツも大盛でした。ビール
も日本ではあまり見なくなった 1 リッター？の
大きくて重いジョッキが普通のようでした。あ
っという間にお腹がいっぱいになりました。
Fujitsu Forum 2018 Munich は例年通りの大
盛況で参加者数は 1 万 2 千人余り、初日の基調
講演には４千人を超える聴衆が集まり、多くの人が会場に入りきらずに外のモニターで聞くこ
とになったと聞きました。Forum の展示会場も大勢の参加者で溢れていました。富士通という
日本の IT 会社が欧州でこれだけの人たちや会社に興味を持たれているということに強い感動を
覚えました。 夜の懇親パーティーにも様々な国々から多くの人が集まっていて、ミュンヘンの
街は富士通関係者であふれ返っていたのではないでしょうか。
ドイツをはじめとする欧州・アフリカ・中東・ロシアなどの地区での富士通の活躍の様子を
見た時に、その総指揮を執る田中社長をはじめとする役員、幹部の皆さん、そして現地法人の
社員の皆さんの姿は、私たちファミリ会会員や会員企業にも大きな勇気と力を与えてくれるも
のであると強く感じました。
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BMW ミュンヘン工場、MAN 社工場を見学し、徹底的
な自動化をしている自動車の組み立てラインと、大部分
を手作りするトラックの組み立てラインが好対照である
ことが非常に興味深いものでした。それでいながら両者
に共通しているのは、モノづくりに対する自信とプライ
ドだとも感じました。これがすなわち「Industry4.0」
に対する取り組みの基礎なのだとも思いましたし、随所
に合理化、効率化の対する積極的な姿勢を感じました。
また、MAN 社に行った際にロビーに設置されていた
1898 年 MAN 社発足時のディーゼルエンジン（多分初
号機）に感動を覚えました。 内燃機関の勉強では必ず
教科書に載っている有名な写真で、まさか実物を見るこ
とができるとは思っていませんでした。
ドイツの代表的ビールメーカであるシュパーテン・フ
ランツィスカーナー醸造所を見学した際に、ドイツ人技

MAN 社のロビーに展示されて
いたディーゼルエンジン

術者の生真面目な説明に心を打たれました。ドイツの国民的飲み物であるビールに対する愛着と
その品質に関してのこだわり、プライドを感じました。無制限に近い試飲に大感激でした。
今回の海外セミナーに参加してくださったメンバ
ーが、それぞれの業務や職場に反映できそうな新た
な発見や気づきを一つ、個人としての心の中に驚き
や感動を一つ持って帰ることができればそれがセミ
ナー参加の最大の成果だと思います。
今後もファミリ会活動の中で会員各会社のグロー
バル人材育成の機会として、また、会員のグローバ
ル感覚の醸成の機会としてファミリ会海外セミナー
の企画を活用していただければ誠に幸いです。
末筆ではありますが、いつも企画を支えていただいていますファミリ会事務局と今回お世話に
なった近畿日本ツーリストの皆様に心から感謝申し上げます。また、視察の際にお世話になった
Fujitsu Forum 2018 Munich、BMW ミュンヘン工場、MAN 社、シュパーテン・フランツィス
カーナー醸造所の関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
2018 年 11 月
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Ⅳ．視察報告
１．BMW ミュンヘン工場
□日 時：2018 年 11 月 6 日(火) 9：30～12:00
□場 所：Am Olympiapark 2 80809 München
□企業概要：
ドイツのバイエルン州ミュンヘンに本社を置く世界的
な自動車メーカー。社名は Bayerische Motoren Werke
AG（バイエルン発動機製造株式会社）の頭文字で 1916
年に航空機エンジンメーカーとして設立。現在、英国の
ロールス・ロイスと MINI の 2 社を傘下に置く。
□視察内容＆質疑応答
「BMW Welt」という巨大なショールームを見学した
後に、ミーティングルームで注意事項の説明および約 5
分程度の紹介映像を視聴後、近接する工場へ歩いて移動
し、以下の視察を行った。
＜視察内容＞
① プレスショップ
・1 分あたり 17 回、9,000t の圧力をかけてパーツを製造。1 日 300t のメタルを加工して
いる。10,000 個パーツを製造したらツールを交換。（交換時間 3 分）
・環境に対する要求が強く、ガス、騒音、振動の発生を抑制している。
② ボディショップ
・ロボットによって 99%を自動化しており、従業員が少ない。ロボットは約 1,800 台稼働
しており、1 台 1 台プログラミングされて細かい動きが実現されている。
・ロボットが工作する部品は従業員がセットしている。 また、毎日 10:00～10:30 に実施
する機械の点検は自動化されておらず従業員が目視で行っている。
・従業員は 12 人で 1 グループをつくり、1 日同じ作業をするのではなく、グループの中で
ローテーションで作業を交代している。
□質疑応答
Q：溶接と接着剤を両方併用しているのか？
A：強度の強化と、密閉性を確保するため併用している。
Q：従業員の交代はどのように行っているか？
A：グループにはスプリンガーと呼ばれる交代要員が居て、休憩中はスプリンガーが対応する。
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③ 塗装工程
・設備は昨年に新築、一新され、塗装処理は自動化され、最終的な検査もカメラとセンサーに
より自動で行われている。
・車体についている IC チップの情報によって色を認識し、同じラインに各々色が異なる車体が
並んでいても塗装処理が可能。
□質疑応答
Q：塗料のリサイクルは色が混ざっていても可能なのか？
A：塗料のカラーについては固めて廃棄。コーティングについてはリサイクルしている。
Q：塗装工程における細かな塵はどうやって取り除いているのか？
A：ダチョウの羽を使って、静電気の力で取り除いている。
④ エンジン製造工程
・1 日に 2,000 台のエンジンを製造。
ミュンヘン工場では 4 種類（12・8
・4・3 気筒）のガソリンエンジンを
製造し、6 気筒エンジンやディーゼル
エンジンは別工場で製造している。
・部品の組合せは約 2 万通りで、共通部
品の多い 4 気筒・3 気筒エンジンは同
じラインで 40%、自動で製造、8 気筒

BMW 工場正門前

エンジンは 18%自動で製造され 12 気

(正門入場後は、出場するまで工場内の撮影は

筒エンジンは全て手作りしている。

一切禁止だった)

⑤ 組立工程
・手作業が主体であるが、最終的な検査は部品が正確にセットされているかカメラを使って自
動化されている。
・この工程では 10%が女性従業員。
□質疑応答
Q：ラインは需要に応じて車体を並べて流しているのか？
A：注文の順番に並べて製造している。顧客の要望に応じて 18 バリエーションある。

⑥ その他
・1 台の車が工場内で完成するまで 40 時間で、年間 20 万台を製造している。
・工場は夏と冬に 2 週間ずつ完全停止し、その間に機械のメンテナンスが行われる。また、
新モデルがでる際にもシステム変更のため停止する。
・従業員の労働時間は週 4 日 25 時間。有給休暇は年間最低 24 日。
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□質疑応答
Q：従業員の平均年収はどのくらいか？
A：高いほうである。(詳細な金額はノーコメント)ボーナスが年に 1 度支給される。労働
組合の力が強い。
□所 感
・まず工場へ向かう途中、BMW 本社は上部からピアノ線で４つのシリ
ンダを吊し上げる建築方法という紹介があり、実際に下部が地面に接
していないところに驚かされた。デザイン性、操縦性を重視すると言
われるドイツ人の車選びに対し、BMW 社のブランディングとして本
社もまたデザイン性のある建物であり、隣接する工場や博物館と共に
その存在感は際立っていた。
・ミュンヘン工場は、BMW 社で一番古い工場とのことであったが、ロ
ボット化／自動化が非常に進んでおり、各工程において、人間の手先
のような繊細な動きを行う多くのロボットにより製造されている光景
に目を見張った。イメージしていた人の流れ作業によるラインとは相
反しており、工場内の従業員もかなり少ないことが印象的であった。
・また、それぞれの作業ごとに割り当てられたスペースで多くのロボットが稼働していたが、その
配置等も極力無駄がなく設置されており、ロボットアームの稼働空間やタイミング等が緻密にプ
ログラミングされ、高いレベルで省スペースを実現していると感じた。これらは、BMW 社が幅
広いマーケットをカバーしており、特に大衆車市場では厳しい競争にさらされ、効率化の追求が
不可欠であることも大きく影響しているだろう。
・工場全体の効率性の観点から、様々な車種を必要な数（おそらく発注があった分だけ）、同じラ
インで連続的に組み立てていた。塗装に関しても、ボディシャーシの一部に塗装の色に関する情
報が付与されており、それを読み取ってロボットが指定の色を塗装していた。ここでも異なる色
の塗装を同じラインで連続的に実施していたのが印象的だった。これは、BMW 社の販社営業の
情報から、契約、部品調達、製造工程、輸送、納品、在庫管理、メンテナンスに至るまで、一連
のバリューチェーンを網羅してシステム化され、運用されていることが伺われた。
・一方、エンジン部門に関しては、高性能なものほど全て手作業で製造していると説明があり、そ
の製造工程は見学できず残念であったが、車の心臓部分に当たるエンジンを手作りしていること
は職人の国、ドイツを感じるところであり、非常に興味をそそられた。

・視察中、近隣の住宅が目と鼻の先に見えた。そのような市街地化した工場周辺環境に配慮して、
防音や粉塵が漏れないようにしていることや、様々な材料等をリサイクルしていること、運搬交
通量削減を考慮した部品製造拠点の配置など、周辺だけでなく地球全体に至るまで環境保全に配
慮している部分を垣間見ることができ、世界の BMW 社であることを再認識させられた。
・従業員に対しても、製造工程でただ効率化と品質向上を求めるだけでなく、部品を吊り下げて作
業したり、機械が反転して車体を作業場所まで移動させたりと、従業員が作業をしやすいように
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考えられてラインが築かれていることや、人為的なミスを減らすことを考慮した部品構造を採用
するなど、従業員の心身の健康に配慮し徹底した従業員志向の職場環境が整えられており素晴ら
しいと感じた。
・工場内の従業員は、日本の工場でよく見かける作業着、ヘルメット姿ではなく、私服で働く従業
員ばかりであったことにも驚かされた。「作業に飽きること」から来るミスを未然に防ぐ交代制
や、平均的な日本の労働に比べると短い労働時間、夏冬それぞれの長期休暇、有給休暇を最低で
も年間 24 日全員が取得するなど、日本社会との違いを感じさせられ、従業員にとってもモチベ
ーションが高く、生産性の高い働き方だと感じた。
・最新の IT 技術を用いた自動運転については、視察したミュンヘン工場ではなく、近郊の開発セ
ンターにて研究しているということだった。翌日訪問した富士通フォーラムでも自動運転に関し
てブース展示していたが、ミュンヘンという都市全体、実は自動運転システム及びスマートシテ
ィ等のソリューションがはまりやすく恩恵を受けやすい典型ではないかとも思った。というのも、
周囲にアウトバーンが整備されているものの、時間的な渋滞によって市民全体の生産性や消費動
向に大きなマイナスが生じていると思ったからである。今回は大量生産する工場の視察のみだっ
たが、研究開発部門等の視察も可能であれば、ぜひ参加してみたい。

7

2．Spaten-Franziskaner-Bräu
□日 時：2018 年 11 月６日(火) 14:00～16:30
□住 所：Marsstraße 46-48, 80335 München
□企業概要：
ドイツでのビールシェア No.1 企業、創
業は 14 世紀 (右記年表参照)
ミュンヘンで最も人気を集めるビールブ
ランドとして知られる。
ミュンヘン中心部、レジデンツ通り 9 番
地に、ザイデル・ファーターシュテッター
という名の醸造者によって設立された。
醸造所はフランシスコ会修道院のすぐそ
ばにあったので、Braustatt bay den Fra
nziskanern (フランシスコ修道院そばの醸
造所）と呼ばれ、1861 年にシュパーテン
の醸造者であるガブリエル・セドルマイヤ
ーの 2 世の兄弟、ヨセフ・セドルマイヤー
がフランシスコ会修道院を所有した。
1922 年、ガブリエル 2 世の孫とヨセフ・セドルマイヤーーの息子が、醸造所の合併を行
い、今日のシュパーテン・フランツィスカーナー醸造工場となり、その伝統はフランツィス
カーナー・ヴァイスビアという特性品をもって引き継がれている。
また、ビールといえばドイツというくらいドイツビールは有名であるが Spaten も
Franziskaner も銘柄として認識していなかった。しかしながら今回の視察で、14 世紀以来
の歴史ある醸造所であることを知り、大変驚いた。日本でも酒の歴史は随分古いとは思うが、
銘柄として継続している点で（また他の醸造所も同様の歴史があるとのことで）ドイツの方
々がビールという伝統をきちんと守り受け継いできたことを改めて理解することができた。
□視察内容
・Spaten、Franziskaner、LowenBrau の歴史と概要
（ビデオ視聴：10 分程度）
・工場見学（醸造工程の説明、瓶のリサイクル施設見学）
・ビール試飲
□視察概要
ミーティングルームで視察時の注意点などの説明後、約 2 時間、工場の視察を行った。
伝統的なイメージを残した醸造の機械の見学と、様々な工程で厳密に管理された麦芽・ホッ
プ・水・酵母を使用したビールの製造工程を以下の通り順に説明いただいた。
なお工場内にはラボもあり、自社製品の品質チェックや自社の酵母を作っているとのこと。
製造工程の説明後、製造・瓶詰めされている工場内を見学した。
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①糖 化：麦芽を破砕しお湯に入れ、酵素の力
でデンプンを糖分に変える工程
・麦を破砕し、釜に入れ６０℃で「かくはん」
し成分を取り出す。
・６２～７２℃に上げて糖分を抽出。
・糖分とカスを分ける。
（こす）
※カスは飼料、バイオガスになる。
②香り付け：①にホップを濃縮して入れ煮沸し、
殺菌やバター臭除去、ビールの味
付け(苦み)の工程
・ホップを濃縮して入れる。
糖分がアルコールに変わる。糖分の量を加減することでアルコール度数が変わり、度数
に応じて税金が変わる。
・クッキング。
（いやなにおいをとる）
③発 酵：②をタンクに移し、８～１１℃に冷却し、
酵母を入れて４~7 日間発酵（上面発酵、
下面発酵で異なる）
④貯 蔵：Co2 を投入し発酵を促進し、６~８週間貯蔵
⑤醸 成：④をさらに２、3 週間寝かせ、二酸化炭素を
溶解し飲める状態にする工程
※下面発酵では③の後、酵母はタンクの底に溜まるため、それを除いて④を行うが、
上面発酵では酵母をそのまま残す（白ビール等濁っているビールはこの方式）
⑥フィルター(ろ過)：フィルターを行わないビールは白ビールとなる。
⑦瓶詰め：瓶やケースをリサイクル（洗浄）し、瓶詰する工程
⑧容器清掃（見学）
：回収したびんの状態（ひび・欠け等）をチェック、ラベルはがし、清掃す
る工程
ビール製造は、それまで醸造所ごとに独自の製法で行っ
ていたが、1516 年 4 月 23 日にバイエルン公国にてヴィ
ルヘルム 4 世が制定したビール純粋令で「ビールは、麦芽
・ホップ・水・酵母のみを原料とする」を定めた。現在も
ビール純粋令の内容によりドイツビールの品質が保たれ
ているとのこと。
ビールを飲みすぎて二日酔いになることはない。二日酔
いになるビールは、フレーバー工程でバター酸が混入している影響が考えられ、その場合「飲
むビールメーカーを変えたほうがよい」というアドバイスがガイドの方からあった。確かに、
飲み放題付飲み会の翌日は頭が痛くなることが多く、なんとなく納得する。ちなみに、ドイツ
で飲んだビールで二日酔いになることはなかった。
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日本では、ビールといえば缶に入れられているが、ドイツビールはほとんどが、瓶詰めされて
いる。買い物の際も袋は用意されず、エコバックにて買ったものを持って帰る人が多数。エコ大
国のドイツでは、工場内での瓶の洗浄も、瓶の中にタバコやゴミが混入していることも考慮し、
念入りに洗浄する機械も装備している。
そして、
様々な工程で完璧に洗浄された後 1 時間に 1000
本ほどのペースで瓶にビールが注入される。工場内は作業員の姿が少なく、人の手でチェックを
行わなければならない部分を除き、すべての工程が機械によってほぼ自動化されている。
□質疑応答
Q：ドイツにノンアルコールビールはあるか？
Ａ：ある。
Q：白ビールの賞味期限はあるか？
Ａ：暗いところなら大丈夫。
（古くなるとお
いしくない）
Q：ドイツに缶ビールはあるか？
Ａ：当社でないがあることはある。但し当
社では製造していない。
Q：製造量は？
Ａ：年間３３０万リットル。
□所感
はじめに、ドイツではビールに関する法律（
「ビール純粋令」があり、原料は「麦芽・ホップ・
水」のみ使用。後に酵母もつかってよいことになった）があることに驚いた。
上記の法律により日本のビール（原料は「麦芽・ホップ・水」に米、コンスターチ等の副原料
が含まれている）とは違うことを知った。
視察（見学）は容器（びん）の清掃工程のみでビールの製造工程は視察（見学）できず、仕込
みタンク展示室でのビール仕込み方法・内容、発酵方法・期間、貯蔵方法・期間についての説明
を受けた。１８７５年以前は夏の醸造ができず１０月～３月までしか醸造できなかったが、クー
リングシステムができたことにより１年間製造できるようになったとのこと。製造工程について
は詳しくなかったので、初めて知ることが多くとても興味深く拝聴した。
また、シュパーテン・フランツィスカーナー醸造所で缶ビールを造らないのかの質問に当社で
は作らないの一言でドイツ人のマイスター気質を垣間見えた。
ビール工場に限らず、
「エコ」が進んでいる国だという感想をもった。瓶、買い物袋、これは日
本も大いに学ぶべき事で、如何に無駄なゴミがでているか、日頃から考える必要があると感じ、
まずは日常生活の中で、買い物した際のエコバッグを持参は徹底しようと思った。
ものづくりに関して、勤勉で日本人の考え方に通じるものがあり、車社会にしても同じく、特
に親近感を持った。他の視察先でもそうだったが、人に対しての優しさを感じることが多く、働
きやすい職場環境が多く、日本の職場環境のような堅苦しさを感じることが少なく、こちらの環
境ももう少し改善できる点があるのではと、考えることが多かった。
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3．Fujitsu Forum 2018 Munich
□日 時：2018 年 11 月 7 日(水) 9:15～12:00
□場 所：Internationales Congress CentreMünchen
(Messegelaende, D-81823 Muenchen, Germany)
□概 要：
＜展示＞
① Wide Learning「高精度学習 AI」
現在の主流である Deep Learning では、素材
としての大量データが必要／分析結果が答えのみ
しか提示されない等の課題が挙げられるが、Wide
Learning では少ない情報から大量の仮説プロセス
を定義することで答えを導くことが可能になる。

② ネットワークマネジメントサービス「FMNOS」
ネットワークルータやスイッチ、無線 AP など
をマルチベンダーで統合管理する SDN Controller
ソリューション。
CISCO や Aruba など複数のベンダ機器からト
ラフィック量やレイテンシーを包括的に可視化し
て、通信のボトルネックや最適なルーティングを
構築できる。
③ 動画圧縮技術「Image Data Lightning」
車の走行動画を圧縮し、クラウド上に転送する
技術。
従来のデータをおよそ 1/80 に圧縮し、圧縮前
と遜色ない動画を提供できる。
周囲のオブジェクトを映すだけであれば、1/1000
に圧縮転送も可能。今後車が IoT 化されるうえで、
実用機会が増えるだろう。
④ サイバーセキュリティ 「Threat Map」
世界各地の拠点に設置したハニーポットから情
報を集約したログ解析ソリューション。
各国のログを解析し、世界地図形式でどの国か
ら攻撃が多発しているかを俯瞰できる。
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⑤ ロボット、AI
各種サービスを提供する上での「認証」につい
て、無機質なセンサーではなく、愛らしい形状を
したロボットを認証のインターフェイスとするソ
リューションの展示。
ロボットはクラウド上で稼働する AI システム
と繋がっており、
「顔認証」で認識したユーザに
関する情報から、対象のユーザと様々なコミュニ
ケーションを取ることが可能。(ユーザの嗜好にあ
った商品の紹介等のセールスや各種案内を想定し
ている)
⑥ クラウド Native サービス
「Zero Servers,100% Uptime」
仮想化基盤や、仮想コンテナの技術が簡易に表
示されたダッシュボードは「プロセス」の組み合
わせにより「サービス」提供を行うだけとなる構
造であった。
「Devops」のワードもあったので、
表示され

ているプロセスが運用面も組合された

ものであると認識した。

□講演:Fujitsu Forum Munich 2018 オープニング基調講演
◇講演者：富士通㈱ 代表取締役社長 田中 達也
・講演内容
田中社長からは「Co-Creation for Success」をテ
ーマに、顧客・パートナー・富士通の共同作業や競合
他社間・異業種
連携を”共創”ととらえ、互いの専門性に耳を傾けなが
ら一枚岩となって新しい創造を興していくメッセージ
が発表された。
特に印象的だったのは、デジタルアニーラ（量子コ
ンピュータ技術）が、実際に Volkswagen や National Westminster Bank などドイツの現地
企業に利用されていた点だ。既存コンピュータの約 300 倍のスピードで高速処理する量子コン
ピュータの新しい技術により、例えば、従来は数日かかっていた銀行の投資ポートフォリオの
分析が数秒で可能になった、など具体的な成果として理解できた。
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◇講演者：富士通㈱ 取締役執行役員専務 Duncan, Tait(ダンカン テイト)
・講演内容
続いてダンカンテイト専務の発表では、
『世界の
GDP は既存企業から新企業に移っており、成功の
要因は「創造性」
「機動性」
「信頼」である』と発表
された。 同時に、現在大きな変換期を迎えていると
強調。2019 年から先の未来を見据え、デジタルトラ
ンスフォーメーションには、「創造力」「協調力」
「判
断(即決)力」のある人材が重要だと述べていた。
□夕食会「Customer Dinner」(会場:Hofbrauhaus)
富士通主催の夕食会では、欧州や日本、アフリカ諸国
など、全 14 エリアから富士通関係者が参加。グローバ
ルに事業を展開する同社の規模をあらためて感じた。
また、田中社長はじめ富士通の錚々たる役員の方々と、
実業の問題点や未来への事業軸など、深く情報交換をさ
せて頂けたことは、我々にとって大きな成果となった。
□所 感
技術が日々急速に進歩していく IT 業界では、システム全体を
自前で準備していると熾烈な競争に出遅れてしまう。グローバ
ルな戦いに勝ち抜いていくためには、競合企業との合従連衡、
既存パッケージの組み合わせなどで『共創』を繰り返していく
ことが重要だと実感できた。
展示ブースでは、富士通欧州が独自に製作したシステムソリ
ューションが複数存在していることに驚きを覚え、同時に日本
国内にそれを取り込みきれていない、つまり「宝の山」が無数
にある実態に大いに胸を躍らせることができた。
なかでも最大の成果は、講演の事例発表にも表現される通り
Fujitsu Technology Solutions などの富士通欧州拠点が現地企
業にも SI ビジネスを精力的に行っており、導入実績も豊富にあるという事実を認識できたこと
だ。日本人として大変誇らしく、また「やはり富士通には日本経済を背負う
感じた。富士通のグローバルマーケットでの更なる活躍を今後も期待したい。
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重責があるな」と

4．MAN(エム・アー・エヌ)
□日 時：2018 年 11 月 7 日(水) 14:30～
□場 所：dachauer straße 667 münchen
□企業概要：
MAN 社は、1898 年にアウクスブルク機械工業とニ
ュルンベルク機械工学が合併し発足。
※1897 年にディーゼルエンジンを開発したルドルフ
・ディーゼルも在籍していた。
1924 年に MAN 社製のディーゼルエンジンを完成す
るも、当初トラックはスイスのザオラー社に開発を委託。
1955 年、元々（戦前）BMW 社が飛行機エンジンを製造していたミュンヘン工場をアメリカ
より 2300 万ドイツマルクにて買取り、バスの製造を自社ミュンヘン工場にて開始する。
2011 年には、フォルクス・ワーゲングループとなる。
現在、従業員数は全世界 53,000 人でドイツでのトラック市場にて 2 位の実績を誇る企業で
ある。
□視察内容
・工場視察：組み立て工程～完成まで
（エンジン・ハウスの製作は別の場所
のため未実施）
・説明ガイド：スルタン・スルタン 氏
□視察内容
ミーティングルームで MAＮ社の成り立ちについての
映像を鑑賞後、工場エリアに MAN 社製バスで移動し、
最終組立工場の視察を行った。
① スーパーマーケット
ボルト・ナット・各種小型パーツなどを集め台車に乗せる場所。
台車は車軸の後ろに紐で括りつけ、車軸と共に製造ラインをついて行かせながら、整備時
に必要なパーツを取り出して使用する。
② 車軸整備
1Km のラインで車軸本体に操舵軸や必要なパーツをボルト・ナットで固定していく。
数人掛かりで手作業にて行う。作業は複数のセクションに分かれており、セクション毎に制
限時間が設けられており、その時間内で作業を行う仕組みになっている。
③ クオリティコントロール１
車軸本体に適切にパーツが固定されているかを手作業で確認する場所。
④ 塗 装
150m のライン上でスプレーピストルをもって 3.5 時間から 4 時間かけて手作業で塗装を
行う。95％が黒色。赤色や白色も可能だが費用が掛かる。
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⑤ タイヤ・運転台（ハウス）装着
ハウスは別の場所で作成されたものがワイヤーに吊るされて自動的に作業場所に届く。
届いたハウスは手作業で車軸に固定していく。ハウス内に設置するベッドにはこだわりがあ
るとの事だった。
⑥ 油圧・空圧・電圧系装着
この工程は細かな作業のため従業員の人数が多く、手作業で行っている。
580ℓのガソリンタンクなども装着されていた。
⑦ クオリティコントロール２
エンジンがかかるか、ハンドルが真っすぐか等を目で見て確認する。その後、エンジンのパ
ワーが出るか等をローラーのついたシャーシダイナモに載せて確認する。
⑧ 走行テスト（見学未実施）
工場外のテストコースで走行テストを実施する。
1 つの生産ラインで車種、仕様の違いにより 78 種のトラックを製造しており、間違えて部品
を取り付けないように、各作業工程を通して以下のような工夫がされている。
・ジャストインシーケンス
各ユニットがバーコードで管理され、
かつ、現在位置を画面上に表示すること
で車台（フレーム）に組み付けるものが
どこにあり、タイミングよく取り付けら
れるのか作業者が分かるようにしている。
各車両が順調に生産できているか作業者
だけでなく生産管理部門が生産状況をリ
アルタイムで把握できる。
・作業ナビゲーション
大型画面にその作業工程で取り付ける部品、ボルトなどの位置を画像で表示する作業ナビ
ゲーションシステムを導入することで、不慣れな作業者でも、どこに何をどのタイミングで
取り付けるかがわかりやすくなっており、多車種の生産が１ラインで流せるようになってい
る。生産ラインの中間検査でも、現在のフレームに合わせて点検項目が画像付きで表示され、
作業間違いを抑止している。
・コンポーネント
車種固有の部品をまとめてコンポーネント（台車）に載せ、トラックの車台（フレーム）
と一緒に牽引する形で運搬することで、組付作業者が自分で置き場所に部品を取りに行くこ
とや、部品の取り付け間違いを抑止している。
ボルトなど汎用部品は、各作業工程に配置されており、定期的に補充されている。
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□質疑応答
Ｑ：注文から納車までの期間はどれくらいか？
Ａ：おおよそ 4～6 ヶ月となっている。
Ｑ：工場の稼働状況はどうなっているか？
Ａ：月曜日から金曜日まで稼働し、土曜日と日曜日
はメンテナンス日となっている。
1 日 2 交代で 200 台分の生産を行っている。

□所感
MAN 社の受付フロアには世界初のディーゼルエンジンと現在のディーゼルエンジンが展示され
ており、約 120 年の歴史を感じることができた。また、大型トラックのエンジンは乗用車の６倍
程度の大きさがありそのボリューム感に圧倒された。
トラックの受注から納品まで 4～6 ヶ月かかるということで、乗用車の納期と比較するとかなり
の違いがあることに驚いた。
日本の工場では作業者が帽子やヘルメットを着用するのが一般的だが、MAN 社の作業者はこれ
らを着用しておらず、安全性に対する考え方がだいぶ違うようだ。
大きさも仕様も異なるトラックが同じラインで製造されているため、ロボットで自動化している
工程が「ガラスのはめ込み」
「トラックの運転席（ハウス）の天井部分の接着」など非常に限られた
工程でしか使用されていないのが、BMW の工場と対象的だった。
ただ、トラックは乗用車と比較して大きく、重量があるため、ロボットでの自動加工が難しいと
思われるため、可能なところから着手し、生産性を高めていこうとしているようだ。
BMW が Industrie 4.0 の先頭を走っているのと対照的に、MAN 社では Industrie 4.0 を始めて
間もなく、標準化、見える化、自動化を進めている最中で生産性改善を模索しているという印象を
受けた。
以 上
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