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大都市のモビリティ：ボッシュの考える未来は 

「スマートシティ」  

ボッシュ モビリティエクスペリエンス 2017 − #BoschME 

 

 都市の生活の向上に寄与するソリューション 

 アーバンモビリティ（都市交通）に関するボッシュのビジョン：ゼロエミッション、ゼロ

ストレス、ゼロアクシデント 

 スマートシティに関連した 14のビーコンプロジェクトを世界中で展開 

 モビリティ ソリューションズの事業セクターが市場よりも 3倍早いペースで成長 

 

ボックスベルク（ドイツ） – ボッシュは、現在大都市圏で必要とされるモビリティサービス

のプロバイダーになりつつあり、将来的にはネットワー化されたスマートシティのための

モビリティサービスの提供に注力していきます。都市環境のためのスマートモビリティ

のコンセプトに対する需要は世界的に急激に増加しています。世界中のメガシティと呼

ばれる大都市における現在のモビリティのコンセプトは破綻しつつあり、多くの都市が

解消困難なほどの交通渋滞のリスクを抱えています。現在、都市部への人口集中がす

でに起きており、2050年までには、メガシティに居住する人口は現在の 2倍にあたる

60億人に達すると予想されています。また、それにともない交通量は現在の 3倍にな

るとされています。2050年までに、全人口の約 2/3が都市部に居住することになり、

都市部でさらに多くの問題が起こると予想されています。 

 

都市部という限られたスペースにより多くの人が集まることが意味するのは、さらなる

交通量の増加、つまりさらなる環境汚染と騒音、そして交通渋滞のせいで無駄にする

時間の増加です。「ボッシュの技術的な解決策により、大都市での生活の質を改善で

きると考えています。その方法は、排出ガスゼロ、ストレスゼロ、そして事故ゼロのモビ

リティの実現です」とボッシュの取締役会のメンバーで、モビリティ ソリューションズの事

業セクターのトップであるロルフ・ブーランダーは述べています。ビジネスの観点からみ

ると、スマートシティは技術的な解決策やサービスのサプライヤーにとって、成長が著

しい分野でもあります。2020年までだけでも、スマートシティのマーケットは毎年 19%

ずつ成長し、総額 7,000億ユーロに達すると見込まれています。ボッシュはすでにス

マートシティ向けソリューションのプロジェクトで、過去 2年で売上を 2倍に伸ばしてい

ます。 

 

現在：交通渋滞と大気汚染 
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長年の間、都市部では駐車スペース探し、非効率的なラスト・ワンマイルの配送、自家

用車でびっしりと詰まった道路に悩まされてきました。「都市部に住む人々にとって、こ

れらは昔からあるいつもの問題で、解決の兆しがありませんでした。しかし、ネットワー

ク化により、都市交通の問題が解決できる可能性が高まっています」とブーランダーは

述べています。将来的には、ネットワーク化されたスマートな、そして新しい交通コンセ

プトを持たないメガシティは、都市として機能できなくなるでしょう。ブーランダーはさらに

「私たちのモビリティコンセプトは、自家用車を中心にすえたものから、スマートでマル

チモーダルなコンセプトへと移行しつつあります」と加えました。 

 

未来：排出ガスゼロ、ストレスゼロ、事故ゼロのモビリティ 

ボックスベルクで開催する「ボッシュ モビリティ エクスペリエンス」では、ボッシュが形作

ろうとしているアーバンモビリティの姿を紹介しています。「ゼロエミッション、ゼロストレ

ス、ゼロアクシデントを実現する都市環境の構築を支援する私たちの取り組みは、3つ

の技術開発（自動化、電動化、ネットワーク化）に結びついています」とブーランダーは

述べています。ボッシュが考えるモビリティは、ある地点からある地点へストレスなく移

動できるもので、交通が激しい大都市でもこれを実現するには、公共交通機関、乗用

車、自動運転タイプのカーシェアリング、業務用運送車両、その他の輸送手段などが

シームレスに互いにリンクする、つまり、都市におけるすべての交通手段が相互にネッ

トワークでつながる必要があります。ユーザーが数回クリックするだけで予約・手配が

できるようなマルチモーダルなモビリティサービスが、渋滞の解消において大きな役割

を担います。 

 

都市交通の自動化は、安全性の向上と事故の減少につながります。現在においても、

ボッシュの二輪車向けスタビリティ コントロール（MSC: Motorcycle Stability Control）

は、二輪車にとっての横滑り防止装置の役割を果たしており、最近発表された電動自

転車向けの ABSも安全性に大きく貢献しています。四輪車、二輪車、そして他の道路

利用者をネットワークでつなげることは、事故の減少につながり、そしてより多くの命を

助けることにつながります。特に新興国では、二輪車の利用者は大きなリスクにさらさ

れています。この問題に対するボッシュの解決策のひとつは、二輪車向けの自動緊急

通報サービスで、これがより多くのライダーの命を守ることに貢献します。 

 

大気環境の改善につながる eモビリティと内燃機関 

特に大都市圏では、大気の質が重要な課題となっています。そのため、ボッシュは

「ローエミッショントラフィック（低排出交通）」という目標を追求しています。「未来の都市

では、eモビリティと内燃機関のどちらもソリューションの一部を形成することになるで

しょう」とブーランダーは説明します。現在すでに、ボッシュの電気自転車は、マーケット

リーダーとして大きな成功を収めています。そして、中国だけでも 2億台以上出回って

いる電動スクーターの分野においても、ボッシュのパワートレインソリューションは大き

な役割を担っています。ボッシュは、パワートレイン全体を将来に適応させるために多

額の投資をしています。ボッシュは、コンパクトな電気駆動の二輪車、三輪車、四輪車

向けのパワートレインシステムを開発しており、実際に電気駆動の二輪車 e-Schwalbe

や小型四輪車の e.Goがこのシステムで駆動しています。さらに、大都市の配送の電
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動化は、急激に進んでいます。ドイツの配送会社、DHLはすでにボッシュのパワートレ

イン向けコンポーネントが採用されている Streetscooterにより、配送の電動化への道

筋を立てました。現在も研究開発予算の半分を環境保全と資源保護のために費やして

おり、その額は総額約 35億ユーロに上ります。電動化の促進の一方で、ボッシュは内

燃機関のさらなる改善にも注力しています。 

 

スマートシティ向けソリューション 

ボッシュは現在、シンガポール、サンフランシスコ、ベルリン、ハンブルクなどで、スマー

トシティに関連した 14のビーコンプロジェクトを展開しています。そして 7つのプロジェ

クトに、コネクテッドパーキング、フリート管理、eモビリティ、マルチモーダルといった

アーバンモビリティ向けソリューションが組み込まれています。ボッシュは最近この分野

で中国の天津市と業務提携を交わし、天津をスマートシティに変貌させるという目標を

掲げています。 

 

市場よりも 3倍早いペースで成長 

ボッシュはアーバンモビリティのプロバイダーとしての足場を固めるために、世界屈指

の自動車機器サプライヤーがもつ専門知識と安定した経済力を活用しています。ボッ

シュのモビリティ ソリューションズの事業セクターは 2016年時点で約 22万 7,000人

の従業員を擁し、約 439億ユーロの売上高を達成しました。今年の売上高は約 7％の

成長を見込んでおり、この数字は世界の自動車生産高の約 3倍に相当します。これに

ついてブーランダーは、「私たちは市場よりも早いペースで成長し、車載システムのサ

プライヤーとして、自動車業界の力強く革新的なパートナーであり続けたいと考えてい

ます。また、すべての道路利用者のためにサービスを提供するプロバイダーになるた

めに進化を続けています」と述べています。ボッシュはそのためにモビリティ ソリュー

ションズのセクターの研究開発に今年も力を入れる予定で、2017年末までに同セク

ターの研究開発に携わる従業員の数を、年始時点よりも約 4,000人多い約 4万

8,000人に増やしたいと考えています。 

 

 

その他のインフォメーション： 

A smart city in China: Bosch to make Tianjin intelligent 

Good start to the year: Bosch improves sales in all business sectors and regions 

 

報道関係対応窓口： 

Florian Flaig,     

電話: +49 711 811-6282 

@FlorianFlaig 

 

 
世界のボッシュ・グループ概要 
モビリティ ソリューションズは、ボッシュ・グループ最大の事業セクターです。2016年の売上高は439

億ユーロで、総売上高の60％を占めています。モビリティ ソリューションズの売上により、ボッシュ・グ
ループはリーディングサプライヤーの地位を確立しています。モビリティ ソリューションズは、自動化、
電動化、ネットワーク化の3つの領域においてグループの専門知識を統合させ、お客様にトータルソ

http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/smart-city-in-china-bosch-macht-tianjin-schlau-111680.html
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/guter-start-ins-jahr-bosch-steigert-umsatz-in-allen-bereichen-und-regionen-102784.html
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リューションを提供します。その事業領域は主に、内燃機関の燃料噴射テクノロジー／パワートレイン
周辺機器、パワートレイン電動化のさまざまなソリューション、車載向け安全システム、ドライバー ア
シスタンス システム／自動化機能、ユーザーフレンドリーなインフォテインメントやVehicle-to-Vehicle

（車車間）およびVehicle-to-Infrastructure（路車間）通信、オートモーティブ アフターマーケット向けの
リペアショップコンセプト／テクノロジー／サービスなどです。さらにボッシュは、電気駆動マネジメント
や横滑り防止装置ESC（エレクトロニック スタビリティ コントロール）、ディーゼル用コモンテールシス
テムなどの自動車の重要な革新技術を生み出してきました。 

 
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。2016年の従業員数は約 39万人（2016年 12月 31日現在）、売上高は 731億ユーロ
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。ボッシュは IoTテクノロジーの
リーディングカンパニーとして、スマートホーム、スマートシティ、コネクテッドモビリティ、さらにコネク
テッドインダストリーに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュはセンサー技術、ソフ
トウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたが
るネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。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・グ
ループは、ロバート・ボッシュ GmbHとその子会社 450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グローバルな製造・エンジニアリング・販売
ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。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 120の拠点で約 5万 9,000人の従業員が研究開発に携わっています。 

 

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。 

 
 

 
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） 
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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