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Industry 4.0 – The Roadmap to Digitalization & Smart Manufacturing at HAWE 
インダストリー4.0 – HAWEデジタル化および自動化への道

07.11.2018 



2© HAWE Hydraulik SE | 06.11.2018 2

5 The steps to Smart Manufacturing自動化生産システムを実現化するためのステップ

Fundamentals of the HAWE Business Model HAWEビジネスモデルの基礎2

Agenda アジェンダ

Company Profile 会社概要1

7 Production machine Industry 4.0 インダストリー4.0の生産機械

8 Assembly of the future 将来のアセンブリ

9 RFID and Big Data RFIDとビックデータ

11 Timeline for Smart Manufacturing 2025 2025年の完全自動計画

12 Strategic targets and tracking of potential benefits 戦略的な目標と潜在的な利益

13 Conclusion and outlook 概要と見通し

Agenda アジェンダ

Theoretical Background 理論的な背景3

4 Why will HAWE Hydraulik digitize itself? なぜHAWE Hydraulikはデジタル化を進めるのか？



3© HAWE Hydraulik SE | 06.11.2018 3

Company Profile 会社概要

310 Mio. Euro 2060 16 Subsidiaries

America

10% APACEMEA

31% 

59% Annual turnover of the HAWE Group (in Mio. Euro)

HAWEグループ年間売上高 (単位:百万ユーロ）

従業員数 関連会社数百万ユーロ

油圧ポンプ

油圧ユニット

バルブ エレクトロニクス

油圧アクセサリー システム機器

アジア地区
アメリカ

ヨーロッパ地区
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Fundamentals of the HAWE Business Model/HAWEビジネスモデルの基礎

Short lead 
times
短納期

High Variant 
Spectrum
製品の多様性

Quality
品質

Innovation
技術革新
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Form a production line to Smart Manufacturing
スマートマニュファクチャリングへの生産ライン化

Tayloristic production

Division of labour and specialisation

CIM

Automation technology – Eliminate the human as a source

of mistakes and raise quality, gain productivity

LEAN

Undisturbed, Flow,

Rhythm, Pull

Smart Manufacturing

The product navigates itself

through the production

... from

reproducible

to productive

... from productive

to convertible

... from convertible to

responsive

Effect Historical background

• Reproducibility of a product

• Controllable product quality

• Reproducibility of a product

• Controllable product quality

• Less inventory

• Shorter lead time

• More flexibility

• Higher productivity

• Customized products to the costs of

mass production

• Highest productivity– Humans are the

most expensive resource

• Nearly no waste

• Mass production gives access to

mass markets

• Availability of low-skilled workers

• Productivity must rise to fulfil the market

demand

• Low variant variety

• Emerging pressure on the manufactoring

costs

• Rising number of variations

• Automated systems become more difficult to

handle

• Competitiveness high-wage vs. low-wage 

countries

• Explosion of complexity in companies

• Customization of the products

• The digital-age

• Lack of skilled labor

Production system

1900 1970 1990 2010 2030

生産システム 効果 歴史的背景

テイロスティック生産
労働と専門化部門

• 製品の再現性
• 制御可能な製品品質

•大量生産による一般市場への対応が可能
•未経験労働者の可能性

..再現性から生産性へ

...生産から転換へ

...転換から応答へ

•製品の再現性
•制御可能な製品品質

•在庫の削減
•リードタイムの短縮
•柔軟性の向上
•高い生産性

•大量生産コストに対する製品のカスタマイズ化
•最高の生産性 - 人間が最も高価なリソース
•無駄がない

•市場の需要を満たすための高い生産性化
•種類の少ない品種
•製造コストに対する新たな圧力

•種類の増加
•自動化システムの操作が難しくなる
•高賃金対低賃金の国の競争力

•複雑な企業に対応できない
•製品のカスタマイズ
•デジタル時代
•熟練労働者が不足

LEAN

妨げられない、流れ、
リズム、引き

スマートマニュファクチャリング
製品は生産を通じて移動

オートメーション技術 - 人間を間違いの原因を排除し、品質を高め、
生産性を向上させる
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Output

low production costs

Quality

Volume flexibility

Variant spectrum

Time-To-Market requirements

The Smart Manufacturing is not the solution for all requirements
スマートマニュファクチャリングがすべての解決策ではありません。

Classic LEAN

organisation

Smart Manufacturing

出力

品質

量の柔軟性

低コスト生産

バリアントスペクトル

市場に出るまでの時間条件

Tayloristic,

automated

production

スマートマニュファクチャリング

クラッシックな
LEAN組織

テイロステック,
自動精算
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Why will HAWE Hydraulik digitize itself? /なぜHAWE Hydraulikはデジタル化を進めるのか？

High Variant 
Spectrum
製品の多様性

Quality
品質

Short lead times
短納期

Innovation
技術革新

Output

low production costs

Quality

Volume flexibility

Variant spectrum

Time-To-Market
requirements

Smart Manufacturing

出力

品質

量の柔軟性

低コスト生産

バリアントスペクトル

市場に出るまでの時間条件

スマートマニュファクチャリング
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I. Input II. Methodic analysis III. Result

Corporate strategy

Functional strategies

Implemented
processes, 
Technologies and
systems

Targeted ideal 
state
• Standards
• Processes
• Benefits

New Skills
• Skills 2025
• Transparency
• Operational 

Excellence

Existing skills
• Lean 

Assessment
• Industry 4.0-

Assessment

Targeted state
• Gap-Analysis
• Continual

activities
• Target system

Strategy roadmap
• Qualification
• Lean Roadmap
• Digitalization
• Autonomization

Roll-Out and migration path

Production 2025

The steps to Smart Manufacturing/スマートマニュファクチャリングへのステップ

入力 結果方法論的分析

企業戦略

機能戦略

理想的な目標
・標準化
・プロセス化
・利益化

既存スキル
・Lean
アセスメント（評価）
・インダストリー4.0
評価

ターゲット状態
• ギャップ分析
•継続的な活動
•ターゲットシステム

新しい技術
•スキル2025

•透明性
• オペレーショナルエ
クセレンス

戦略ロードマップ
•資格
•リーンロードマップ
•デジタル化
•自律化

水平展開および移行への道筋

実装プロセス,技術およびシステム

生産
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• Sensitization / training
トレーニング

• Standardization 標準化

• CIP
• Process automation 

and balancingプロセス
の自動化と平準化

• Buffer layout レイアウ
トバッファー

• Production smoothing 
and leveling バランスの
取れた生産

• Connection OT to IT 
OTからITへ接続

• Feedback system
フィードバックシステム

• Big Data and BI-
Tools ビッグデータおよ
びビジネスインテリジェ
ンスツール

• Value Factoring 
(„Sense & Act“) 価値要
因 (意識と行動)

• Decision support 
systems 意思決定支援
システム

• Automations 
solutions in assembly, 
production and 
logistics 組立、生産、物
流のためのオートメー
ションソリューション

• Versatile production 
systems 多機能生産シ
ステム

• Data quality
データ品質

• Reporting-, monitoring-, 
controlling system 
報告、監視、原価管理システム

Target system known

既知のターゲットシステム

Minimized wastage 
無駄を最小限化

Digital twin
双方向デジタル

Agile and
self-regulating systems 

integrated
柔軟かつ自立調整システムの統合

Data quality 
データ品質

Performance 
mappable

パフォーマンスを表示可能にする

Production 
structure
生産構造

• Depth and breadth 
of value creation 価
値創造の幅

• Value creation 価値
創造

Operational 
excellence
優れた運用

Digitalization
デジタル化

Smart 
Manufacturing

スマートマニュファクチャ

The steps to Smart Manufacturing/スマートマニュファクチャリングへのステップ
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Production machine Industry 4.0 インダストリー 4.0の生産機械

 Digital twin 双方向デジタル
• Display feedback of process and status data プロセスおよび進捗状況のフィードバックを表示

• Gaining OEE metrics OEE（グローバルデバイス効率）の取得

• Transparent cost presentation per work piece ワークピース毎のコスト透明化

 Communicating machine 通信可能な機械
• Conclusions from system states / predictive maintenance システム状態からの結果/予知保全

• Display actual consumption 実消費量の表示

 Data model for HAWE power pack Industry 4.0 HAWEパワーパックインダスト
リー4.0のデータモデル

• Which influences affect the System and how システムに与える要因とその影響

 How must the machine of the future be ordered 将来どのようにマシンを注文する
必要がありますか？

• Which sensors are needed どのような種類のセンサーが必要ですか？

• Which interfaces are needed どのようなインタフェースが必要ですか？

Goals test field Industry 4.0 インダストリー 4.0の目標テスト分野
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Assembly of the future 将来のアセンブリ

 Control complexity 複雑な制御
• Tailored depiction of assembly instructions カスタマイズされた組立要領書の説明

• Reducing stocks and work in process 在庫と仕掛品の削減

• Feedback of quality-critical assembly data and times (Torque, … ) 

品質に影響ある組立データと時間のフィードバック（トルク,･･･）

 Increase efficiency 高効率化
• Human-robot collaboration 人間とロボットのコラボレーション

• Shortening of assembly times by guided assembly 適切な組立指示による組立時間の短縮

• Reducing instruction and training times トレーニング時間と指示の短縮

 Paperless assembly concept ペーパレスアセンブリーコンセプト
• Display the released engineering drawings and documents belonging to the order

リリースされた技術図面、すべての注文書類等の電子表示

• Link and feedback to assembly orders in SAP
SAPの組み立て指図へのリンクとフィードバック

Goals assembly of the future 将来の製品アセンブリの目標
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RFID and BigData RFIDとビックデータ

• RFID Tag on each measuring device 各測定装置のRFIDタグ

• Recording of the true actual operating time of measurement equipment 
測定装置の実際の動作時間の記録

• Demand-oriented calibration 需要指向の校正

• Acquisition of readings and order-related archiving of measurement data 
測定データの読み取りと注文関連のアーカイブの取得

Quality - RFID on measurement equipment 品質検査 - 測定装置上のRFID技術

• Capture of actual data of hydraulic components 油圧コンポーネントの実際のデータの取得

• Individual evaluations regarding test conditions, product combinations, etc. 
試験条件、製品の組み合わせなどの個別評価

• Providing the test data on a customer portal (for example for teaching customer

applications) 顧客のプラットフォームでテストデータを提供する（例：顧客向けのアプリケーショントレーニング）

• Evaluating tolerance fluctuations within the good quantities 一定数内の許容誤差変動の評価

• Conclusions about pre-process fluctuations or development 早期過程の変動または開発に関する結論

• Digital preservation デジタル保存

Big Data - Evaluation of test bench data ビッグデータ ｰテストベンチデータの評価

BILD
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Overall progress 全体の進捗

Data quality
データ品質

Production structure
生産構造

Operational 
Excellence 
優れた運用

Digitalization 
デジタル化

Smart 
Manufacturing

• Data quality データ品質

• Reporting-, monitoring-, 
controlling system 報告、
監視、原価管理システム

Performance 
mappable

パフォーマンスを表示可能にする

Target system known
既知のターゲットシステム

• Depth and 
breadth of value 
creation 価値創造の
幅

• Value creation 価
値創造

• Sensitization / training トレー
ニング

• Standardization 標準化

• CIP
• Process automation and 

balancing
プロセスの自動化と平準化

• Buffer layout レイアウトバッ
ファー

• Production smoothing and 
leveling バランスの取れた生産

Minimized wastage 
無駄を最小限化

• Connection OT to IT 
OTからITへ接続

• Feedback system
フィードバックシステム

• Big Data and BI-
Tools ビッグデータおよ
びビジネスインテリジェ
ンスツール

Digital twin
双方向デジタル

• Value Factoring 
(„Sense & Act“) 価値要
因 (意識と行動)

• Decision support 
systems 意思決定支援
システム

• Automations 
solutions in assembly, 
production und 
logistics 組立、生産、物
流のためのオートメー
ションソリューション

• Versatile production
systems 多機能生産シ
ステム

Agile and
self-regulating systems 

integrated
柔軟かつ自立調整システムの統合

Timeline and status of HAWE’s Smart Manufacturing 2025
HAWEスマートマニュファクチャリング2025のタイムラインとステータス
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Strategic targets and tracking of potential benefits 戦略的な目標と潜在的な利益

Cost コスト Effect I4.0 and OE インダストリ4.0とOEの効果
Potential savings 

潜在的な節約

Production- and Logistics cost

生産および物流コスト

• Improvement OEE グローバルデバイス効率の向上
• Process feed back system プロセスフィードバックシステム
• Improvement of staff flexibility スタッフの柔軟性の向上
• Increase throughput スループットの向上
• Increase input efficiency 入力効率の向上

• Increase of automation degree (e.g. men less transportation, picking systems) 
自動化の改善（無人輸送、ピッキングシステムなど）

-10% to -20%

Complexity cost

複雑なコスト

• Extension of span of control (number of employees per manager) 

管理期間の延長 (マネージャー1人当たりの従業員数)

• Reduction trouble shooting トラブルシューティングの削減
-60% to -70%

Inventory cost

在庫コスト

• Decrease of safety stock 安全在庫の削減
• Prevention bullwhip effect

• Lowering on consumption-oriented stock 消耗品在庫の削減
-30% to -40 %

Maintenance cost

維持費
• State-oriented maintenance 状態維持
• Dynamic prioritization 動的なプライオリティ

-20% to -30%

Quality cost

品質コスト
• Real-time based quality control リアルタイムなクオリティコントロール -10% to -20%
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Conclusion and outlook 概要と見通し

 We accept the challenge of digitalization デジタル化の課題を受け入れる

 We started with our homework オリジナルの作業から始める

 Own team in industrial engineering with focus on the smart manufacturing and competences in 
スマートな工場と能力を重視した産業エンジニアリングチーム

• Production strategy 生産戦略

• IT and digitalization ITとデジタﾙ化

• LEAN 精巧な作り

• Production controlling 生産管理

 Interdisciplinary networking via a cross-departmental „Digital Lab“ to implement the company-wide digitalization 

strategy 全社的なデジタル化戦略を実施するために、部門間の ”デジタルラボ“を介した学際的なネットワーキング
Corporate development and innovation management 
企業の発展とイノベーションマネジメント

• IT 情報技術

• Strategic sales and marketing セールス、マーケティング戦略

• Product application services 製品アプリケーションサービス

Smart Product
スマート製品

Smart Manufacturing 
スマートファクトリー

HAWE digitalization 
strategy HAWEデジタル化戦略

Digital Lab Team デジタルラボチーム

IE 産業工学 R&D 研究開発
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Thank you for your attention!


