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Pro Glove

ウェアラブルなバーコードリーダー付きグローブ「Mark」

腕時計型のスマートフォンをはじめ、メガネ型や指輪やネックレスなどのアクセサリー型のもの、

また衣服やシューズに内蔵されたタイプなど、コンピュータを身につけて持ち歩くことができる、

ウェアラブルデバイスが身近な存在になっています。

アウディはドイツ・インゴルシュタット工場における発送業務に ProGlove（プログローブ）社の

ウェアラブルデバイスの導入を開始しました。それはスキャナー機能を備えた革新的なグローブで、

アウディでは「Mark」と名が付けられました。「Mark」を導入することにより、従来型のバーコード

スキャナーのように手に持ちかえる動作が必要なく、両手が自由に使えるようになり作業者の

移動距離も短縮され、自動車部品を世界各地へ送り届けるための作業負担をより軽減します。

「Mark」には、人差し指の部分に人間工学的に計算されたスタートボタンが設置されており、これを

親指で押すことでスキャナーが起動します。自然な手の動きと連動してスキャニングが行われる

仕組みで、バーコードに神経質になる必要はありません。光（LED ライト）と音（ブザー）と触感

（振動）によって、スキャンが正しく実行されたことが作業員に伝えられ、グローブと受信装置は

無線で通信を行います。バッテリーは 2 時間以内でフル充電が可能で、業務シフトの合間に完了

します。

「従業員にとって、スキャナー付きグローブは大きな手助けとなります。自由に動けて柔軟な作業が

可能となり、部品のパッケージを簡単に分別して包装できるようになります。複雑な配送業務の

プロセスをより効率的なものに変えていくことができます」と、CKD（コンプリートノックダウン※）

パッキング部門責任者のハートムート バートゥシュは話しています。

アウディは 4 週間にわたるテストを無事完了し、今回 CKD 包装の現場に初めて配備しました。

今後はさらに 5 つの作業場でこのグローブが使用されることになります。これを最初のステップと

して、アウディではウェアラブルデバイスを生産現場に幅広く導入していく取り組みが進められ

ています。

※CKD（コンプリートノックダウン）

自動車を構成する主要な部品の組み立てのほか、塗装や溶接、仕上げなどの工程を全て現地で行う製造技法

「Mark」を装着することで、両手が自由に使えて

作業負担が軽減される

装着されているバーコードスキャナーをかざす

だけでバーコードを読み取ることができる
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Audi e-tron quattro concept ではサイドミラー

が無く、ディスプレイで車両後方の映像を写す

ことを想定している

曲げることが可能なOLEDディスプレイを

用いたAudi e-tron quattro conceptの未来的な

インターフェイス

The Interior room

アウディの考える“これからのクルマのインテリア”とは？

近年、クルマのインテリアに関心を持つユーザーが増えています。ドライバーが多くの時間を過ごす

車内を快適にするために、アウディはこれまで以上にインテリアデザインの開発に注力しています。

「完璧であること、そして革新的であること」というアウディの理念はもちろんインテリアにも通

じるものです。

アウディのインテリアを特徴づけているのは、精緻なデザインとクオリティの高さです。さらに、

容易にアクセスでき直感的に扱えるエルゴノミクス（人間工学）に優れた操作性を求め、開発者

たちはアウディバーチャルコックピットやシフトレバー、スイッチ類ひとつに至るまで入念に配置

を検討します。

アウディは近々発売するモデルのインテリアに、新しい技術を導入します。そのひとつが、OLED

「。すでイレプスィデたっ使を）ドーオイダ光発機有（ OLED はディスプレイを曲げて使うことも可能

です。インテリアのカーブにぴったりと沿う形で設置することもできます。またコンセプトカーの

Audi e-tron quattro concept で披露したルームミラーの代わりにディスプレイに車両後方の映像

を映すことも容易になるでしょう」と、ディスプレイ及びナイトデザイン開発者のベルンハルト 
セナーは話します。

アウディは今後インフォテイメントシステムの操作にも、新しいアプローチを導入します。それは

アナログタイプのボタンやキーをタッチスクリーンに切り替えていくことです。そのために、

アナログボタンのような操作感覚（触感と音）を、タッチスクリーンで再現します。「目を閉じて

いても、触感を頼りにキーを発見できるようにしたいと思っています。画面に触れると短い振動と

いう形で確実なクリック感覚が得られ、場所によってはアナログボタンのような感触も提供します。

そうすれば操作をするのにドライバーは画面を凝視する必要がなく、運転の妨げになりません」と、

触感開発担当者のウルリッヒ ミューラーは語ります。

現時点では、完全な自動運転車のインテリアがどのようなものになるのかは、誰も正確に予想でき

ませんし、アウディの開発者のあいだでも未来のクルマのインテリアの全貌はまだ明らかになって

いません。しかしながら、アウディが発表するコンセプトモデルには、すでに将来のアウディの

インテリアの一端が示唆されています。

ドライバーが運転に注力する必要がなくなれば、インテリアも様々な形で革新される （写真はコンセプトモデル「Audi prologue allroad」）

インフォテインメントの世界においてタッチ
スクリーンに触覚を生み出すための新しい
技術を導入しようとしている
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12 月に納車を開始した Audi RS 3 LMS。

2017 年 1 月 12 日～ 14 日にドバイで初開催

される TCR Middle East 24 時間レースが初戦

となる予定

FIA GT World Cup でドライバーズタイトルを

獲得したローレンス ファントール（ベルギー）

最終戦のバーレーン大会において劇的な 1-2
フィニッシュで有終の美を飾った WEC

ADAC GT マスターズでチャンピオンとなった

Montaplast by Land-Motorsport。
アウディの支援するカスタマーチームは世界中で

20 以上のタイトル獲得を果たした

SUPER GT 第 3 戦もてぎでは

Audi Team Hitotsuyama が念願の初優勝を

果たし、チームランキング、ドライバーランキング

共にFIA GT3 勢では最上位となる 3 位となった

Audi Sport

2016 年の Audi Sport レース総括 – 世界中で数多くのタイトル獲得を果たす

モータースポーツを「走る実験室」と位置づけるアウディは創業以来、様々なカテゴリーに挑み、

独自の 4WD システム、quattro をはじめとした技術革新を行ってきました。そして 2016 年シーズン

も Audi Sport にとって素晴らしい１年となりました。

FIA 世界耐久選手権（WEC）では、ハイブリッドレーシングカー Audi R18 でルマン プロトタイプ

カテゴリー（LMP）に参戦。スパ・フランコルシャン（ベルギー）での優勝をはじめ、ルマン 24 時間

レースで 3 位、最終戦のバーレーン大会では劇的な 1-2 フィニッシュを飾りました。アウディは

今シーズンのマニュファクチャラーズとドライバーズの両方で、シーズン 2 位のタイトルを獲得

しました。

一方で近年 Audi Sport はカスタマーレーシング活動にも注力しています。その一環として、日本

国内でも SUPER GT の GT300 クラスに挑戦するカスタマー（プライベート）チームを支援して

います。今シーズンは新型 Audi R8 LMS の導入を機に、2012 年より Audi R8 LMS で GT300 クラス

に挑戦を続ける Audi Team Hitotsuyama（アウディ チーム ヒトツヤマ）に加え、新たに Team 

TAISAN SARD（チームタイサン サード）がエントリーし、シーズンを通して 2 台の Audi R8 の勇姿

を見ることができました。中でも Audi Team Hitotsuyama は 11 月にツインリンクもてぎで開催

された「MOTEGI GT 250km RACE」で念願の初優勝を遂げ、年間シリーズでチーム、ドライバー

ランキング共に 3 位となりました。これは FIA GT3 勢としてはトップとなる好成績です。

そして、世界中でもカスタマーチームが活躍を果たしました。11 月に開催された FIA GT ワールド

カップで勝利し、アウディとして初勝利を飾ると共にマニュファクチャラーズタイトルも獲得。

その他にさまざまなレースで勝利を重ね、ドライバーとチームで 20 以上のタイトルを獲得した

だけでなく、耐久レースでもセパン 12 時間など 3 大会で総合優勝を飾りました。

「今年は新しい Audi R8 LMS を導入した最初のシーズンでしたが、プロとアマチュアの両方の

ドライバーが見事に乗りこなしてくれました。オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、北米、そして

世界の様々な地域でタイトルを獲得できたことを嬉しく思います。我々が確立したサポート 

ネットワークも、各チームから高い評価をいただいており、Audi R8 LMS が、様々なサーキットや

走行距離に対応できることも証明できました」と Audi Sport カスタマーレーシング責任者の

クリス ランケは述べています。

アウディは 2016 年シーズンをもって 18 年間継続してきた WEC への参戦を終了し、2017 年

からは FIA フォーミュラ E へワークスチームとしての参戦を開始します。ルマン 24 時間レースで

13 度の勝利をはじめ、計 106 回の優勝、80 回のポールポジション、94 回のファステストラップ

を記録するなど数々の金字塔を打ち立てましたが、その経験を FIA フォーミュラ E に活かして

いきます。

ドイツツーリングカー選手権（DTM）への参戦においてはこれまで通り継続し、2017 年シーズンは

Audi RS 5 DTM の後継モデルを投入する予定です。

なお Audi Sport は、2017 年 1 月 1 日付でモータースポーツ部門の責任者にディーター ガスが

就任することを発表。ディーター ガスは 2012 年より 5 年間、前任の Dr. ウォルフガング ウルリッヒ

と共にチームの舵取りを行ってきた経験をもとに、今後はフォーミュラ E と DTM からなるアウディ

のワークスチームのモータースポーツ活動を取り仕切ります。 そして 23 年間そのポジションを

務めた Dr. ウォルフガング ウルリッヒは、アドバイザーとして 2017 年末までアウディに

残る予定です。

さらに Audi Sport カスタマーレーシングでは、Audi R8 LMS に加えて新たな TCR カテゴリーに

向けたレースカーの Audi RS3 LMS を発表、日本でも受注を開始しています。

こうして新たなモデルも加わり、Audi Sport によるモータースポーツ活動は、2017 年シーズン

においてかつてない広がりを見せることになるはずです。
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2016 年シーズンの主な戦績

■WEC
第 2 戦スパ フランコルシャン 優勝（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

第 3 戦ルマン 3 位（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

第 4 戦ニュルブルクリンク 2 位（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

 3 位（ファスラー / ロッテラー）

第 5 戦メキシコ 2 位（ファスラー / ロッテラー）

第 6 戦オースティン 2 位（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

第 7 戦富士 2 位（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

第 9 戦バーレーン 優勝（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

 2 位（ファスラー / ロッテラー / トレルイエ）

マニュファクチャラーズランキング：2 位（ディ グラッシ / デュバル / ジャービス）

ドライバーズランキング：2 位

■SUPER GT 300
第 5 戦富士 2 位 Audi Team Hitotsuyama（リチャード ライアン / 藤井 誠暢）

第 3 戦もてぎ 優勝 Audi Team Hitotsuyama（リチャード ライアン / 藤井 誠暢）

チームランキング：3 位 Audi Team Hitotsuyama

ドライバーランキング：3 位 Audi Team Hitotsuyama（リチャード ライアン / 藤井 誠暢）

■FIA タイトル

FIA GT ワールドカップ ドライバーズタイトル：ローレンス ファントール（ベルギー）

FIA GT ワールドカップ マニュファクチャラーズタイトル：アウディ

■シリーズタイトルを獲得したドライバー

ADAC GT マスターズ：クリストファー ミエス / コノー デ フィリッピ（ドイツ / アメリカ）

ブランパン GT シリーズ スプリントカップ：エンツォ イデ（ベルギー）

DMV GTC：ファビアン プレンツ（ドイツ）

DMV GTC ダンロップ 60：ファビアン プレンツ / トミー トュルペ（ドイツ）

ダンロップ耐久選手権：フィル ハンソン / ナイジェル ムーア（共にイギリス）

インターコンチネンタル GT チャレンジ：ローレンス ファントール（ベルギー）

ノースアイランド耐久シリーズ 3 時間：ニール フォスター / ジョニー レイド（共にニュージーランド）

ヴィクトリア州サーキット レース選手権スポーツカー：スティーブン マクローラン（オーストラリア）

■耐久レースにおける総合優勝

ドバイ 24 時間：アレイン フェルテ / スチュワート レオナルド / マイケル メドース / ローレンス ファントール（フランス / イギリス / イギリス / ベルギー）

サンダーヒル 25 時間：マイク ヘッドルンド / ダレン ロー / ディオン フォン モルトケ / ヨハネス ファン オーバービーク（共にアメリカ）

セパン 12 時間：ローレンス ファントール / クリストファー ハッセ / ロビン フラインス（ベルギー / ドイツ / オランダ）

■耐久レースにおけるクラス優勝およびトロフィー

デイトナ 24 時間 GTD：アンディ ラリー / ジョン ポッター / レネ ラスト / マルコ ゼーフリート（アメリカ / アメリカ / ドイツ / ドイツ）

スパ 24 時間 Coupe du Roi：アウディ


