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アーバンモビリティに寄与するボッシュのソリューション 
 
 シェアリングサービスや駐車システム：ストレスフリーなモビリティを実現するため

のソリューション 
 ABS やロボキャブ：事故ゼロのモビリティを実現するためのソリューション 
 合繊燃料や電動スクーター：エミッションフリーのモビリティを実現するための 

ソリューション 
 
 
 
ストレスフリーなモビリティを実現するためのソリューション 
COUP：ボッシュはすでに大都市でモビリティサービスを提供しています。その 1 例が、

電動スクーターのシェアリングサービス「Coup」です。ベルリンで始まったこのサービス

が、このほどパリでもスタートしました。ボッシュは 1,600 台の電動スクーターを配備し

ていますが、その数はさらに増える予定です。 
 
Bosch Automotive Cloud Suite：コネクテッドモビリティの柱となるソフトウェアプラット

フォーム「 Bosch Automotive Cloud Suite」の運用が来年から始まります。今後はこ

のプラットフォームを介して、走行しながらオンラインパーキングやスマートホームにア

クセスできるようになります。 
 
インターモーダル：ボッシュは 2017 年 7 月に、リアルタイムデータをベースに既存のモ

ビリティサービスとシームレスにリンクし、市街地を最も効率良く移動する手段を探すモ

ビリティアシスタントのテストフェーズを開始しました。このアプリが実現すれば、利用者

はより効率的に目的地に到着できるようになるだけでなく、都市は交通密度を管理し、

モビリティプロバイダーは交通機関の利用率を向上できるようになります。 
 
コネクテッドパーキング：ボッシュのプロジェクトによって、駐車スペース探しでかかるス

トレスが着実に減りつつあります。現在は駐車スペースを探して走行する車が都市交

通の 3 分の 1 を占めていますが、コミュニティ ベース パーキング、アクティブ パーキン

グ ロット マネジメント、バレットパーキングなど、ネットワーク化と自動化が進んだ 
ボッシュの駐車向けのソリューションを通じて、時間と燃料の節約、さらにはイライラの

軽減にもつながる見込みです。 
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HD マップ：ボッシュは、レーダーセンサーから提供される測定値を含めた高精度デジタ

ルマップを 2020 年までに作成することを目指し、オランダの TomTom、中国のプロバ

イダーである AutoNavi、百度、NavInfo と協力してプロジェクトに取り組んでいます。 
 
物流管理のネットワーク化：ボッシュは数年後をめどに、貨物輸送のネットワーク化と

自動化も進めていこうとしています。集積マイクロメカニカルセンサーが貨物を監視す

るなど、今までにない物流管理サービスの開発を進めながら、コストの削減、物流効率

の改善、インフラにかかる負荷の軽減という目標に向かって進んでいます。 
 
コネクテッドカー：ネットワーク化は、今後 10 年間でクルマそのものの変革とともに進

展し、クルマは自宅や職場と並ぶ第 3 の生活空間となっていきます。将来的には、ネッ

トワークに対応したボッシュのショーカーが示しているように、走行しながら簡単なジェ

スチャーだけでオンラインショッピングをしたり、電動二輪車を予約できるようになる見

込みです。 
 
事故ゼロのモビリティを実現するためのソリューション 
ABS と ESC：電子制御式の安全システムである ABS（アンチロック ブレーキシステム）

と ESC はボッシュの先駆的な業績で、これらのシステムがブレーキやステアリングを

瞬時に自動制御し、いつ起こるかもしれない衝突から数百万人の人々の命を守ってき

ました。 
 
電動アシスト自転車用 ABS：今後は電動アシスト自転車もより安心して乗れるようにな

ります。ボッシュが、量産第一号となる電動アシスト自転車用 ABS を発表したからです。

この新開発の ABS は、前輪がロックし、後輪が浮き上がるのを防ぐため、制動距離が

短縮し、ハンドルを飛び越えたり、自転車から振り落とされる危険も最小限に抑えるこ

とができます。 
 
モーターサイクル用 ABS：ボッシュのモーターサイクル用 ABS10 は軽量で、サイズも

非常にコンパクトです。ボッシュのエンジニアは現行の ABS9 と比較して、ABS の重量

を約 30％、サイズを約 45％抑えることに成功しました。このサイズと重量の最適化に

加え、ボッシュはコストの削減にも取り組み、新興成長市場で人気のある排気量

250cc 以下の低価格帯の小型二輪車にも ABS を搭載しやすくしました。 
 
モーターサイクル用スタビリティ コントロール（MSC）：MSC は二輪車向けの ESC に

相当するシステムで、二輪車の傾斜角などのパラメーターを監視し、走行状況に合わ

せて瞬時にブレーキングと加速の介入を電子制御します。これにより MSC は、二輪車

事故の大部分が集中するコーナーで、ブレーキング時のローサイドやハイサイド転倒

の防止に貢献します。 
 
デジタルシールド：ボッシュの事故調査報告によると、二輪車と自動車が相互に通信で

きれば、二輪車事故の約 3 分の 1 を防ぐことができるとされています。半径数百メート

ルの範囲にいる車両が車種、速度、位置、進行方向に関する情報を 1 秒間に最高 10
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回交換するようになれば、二輪車が視界に入るよりもずっと前に、二輪車が接近してい

ることをドライバーに警告でき、より安全なドライビングを実現できます。 
  
ドライバー アシスタンス システム：交通の流れが単調になったり、混雑して操作を頻繁

に行わなくてはならなくなった時などに、ドライバー アシスタンス システムはドライバー

をサポートしてくれます。これらのシステムは、レーダーセンサー、ビデオセンサーや超

音波センサーを使って車両の周囲をモニターし、駐車する時、車線を変更する時や渋

滞に巻き込まれた時に車両を制御して減速・操舵を行います。ドライバー アシスタンス 
システムは、事故を防ぐことができるだけでなく、自動運転につながる重要な要素にも

なっています。 
 
自動運転：ボッシュはダイムラーと協力し、2020 年までに市街地での完全自動運転

（SAE レベル 4）とドライバーレスモビリティ（SAE レベル 5）を実現したいと考えており、

「ロボキャブ」用の自動走行システムの開発と量産開始も目指しています。 
 
モーターサイクル用 eCall：インテリジェントなクラッシュアルゴリズムをベースに、ライ

ダーが事故に巻き込まれたことを検知すると、eCall は自動的に緊急通報を行い、最

寄りの救急サービスに車両のタイプと位置について伝えます。 
 
エミッションフリーのモビリティを実現するためのソリューション 
RDE：今年は、実際の走行条件（RDE）に基づく EURO6 排出ガス規制に準拠した

ディーゼルモデルが初めて認証を受ける予定です。ボッシュは現在、顧客と協力して約

300 件の RDE 関連プロジェクトを進めており、ディーゼル車から排出される窒素酸化

物を基準値よりさらに削減することを目指す自動車メーカーをサポートしたいと考えて

います。そして、これが可能であることを、ボッシュは市街地での走行試験ですでに証

明しています。 
 
パティキュレートフィルター：ヨーロッパにおいて、ボッシュはパティキュレートフィルター

を装着していないガソリンエンジンに関するエンジニアリング業務をこれ以上は行いま

せん。パティキュレートフィルターが導入されて以来、ディーゼルエンジンは粒子状物質

の問題から解放されたからです。そこで、ボッシュはガソリンエンジンでも同じ結果を達

成することを目指すことにしました。 
 
48V テクノロジー：48V の車載ネットワークは、エントリーレベルのハイブリッドパワート

レインに適しています。この分野でも、ボッシュはシステムサプライヤーとして、電動

モーターからバッテリーまで幅広く提供しています。この事業は順調で、例えば 2016
年は中国だけで 48V バッテリー技術関連の大型受注を 5 件獲得しました。 
 

手軽な e モビリティ：完全電動式の 48V パワートレインシステムは、都市型パーソナル

モビリティに対応した、非常にコンパクトで軽量な新型車両において威力を発揮します。

そして、ボッシュは二輪車の「E-Schwalbe」や四輪車の「e.Go」といった新型車両にも

装備を提供しています。 
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電動アクスル：大型車でも電動化を実現するために、ボッシュは高電圧システムの開

発を進めています。その 1 例が、モーター、パワーエレクトロニクス、トランスミッション

を 1 つのハウジングに統合した電動アクスルで、簡単に標準化できるだけでなく、効率

も向上しています。 
 
ファイナルマイル：ボッシュの e モビリティは、ドイツの市街地を走行する配送車の分野

ですでに存在感を示しています。ボッシュは Deusche Post（ドイツ郵便）の

「Streetscooter」向けにパワートレインシステムを提供しており、このモデルはヨーロッ

パで最大の規模となる電気自動フリート車両となる見込みです。 
 
合成燃料：再生可能エネルギーを利用して製造された合成燃料で動作する場合、内燃

機関そのものが代替パワートレインとなる可能性があり、これによって資源保護とカー

ボンニュートラルが実現します。エミッションフリーなモビリティにつながる道はさまざま

ですが、ボッシュはそれらすべてを探究し続けています。 
 
 

 
報道関係対応窓口： 
Inga Ehret,    
電話: +49 711 811-16476    
 
 
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
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。 
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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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