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2015 年年次記者会見 
ボッシュ、日本で力強い成長を達成 
日本の自動車メーカーとの全世界における取引は 13％増 

 

 2014 年のボッシュ・グループの日本における第三者連結売上高は 9％増の

2,750 億円 

 日本におけるボッシュの純売上高合計は 7％増の 3,430 億円  

 ボッシュは自動車分野における電動化、自動化、コネクティビティを含むモビリティ

ソリューションのサプライヤーを志向 

 モビリティ以外の事業部門でも成長が継続 

 

 

 

東京 — 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      

カンパニーであるボッシュは、2014 年度の日本における第三者連結売上高が、力強

い成長を示す前年比 9％増の約 2,750 億円（20 億ユーロ）に達したことを発表しまし

た。非連結会社の売上高および子会社へのグループ内納入を含む 2014 年の売上高

合計は、年 7％の成長に相当する約 3,430 億円（25 億ユーロ）でした。  

 

「ボッシュにとって日本は従来どおり重要な国です。そして、昨年もここ日本でわれわれ

は日本市場全体の成長を上回る成長を記録しました。この成長は当社の予想値を  

上回る結果となりました」と、ボッシュ株式会社代表取締役社長ウド・ヴォルツは、東京

で開催された年次記者会見の席上で述べました。農建機用コモンレールシステム、 

四輪車および二輪車の ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）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）、CVT（自動無段変速機）ベルトなど

の売上が好調だったことが好結果をもたらしました。「われわれはこの好ましい展開に

満足しており、コーポレート スローガンである「Invented for life」を体現する革新的な

製品やソリューションに対する需要の伸びが期待されることから、2015 年はさらなる 

成長を見込んでいます」と ヴォルツは付け加えました。 

 
日本のボッシュ・グループの従業員数は 2015 年 4 月現在で約 6,700 人でした。この

数字には、2015 年 1 月にボッシュが完全子会社化したジョイントベンチャーの ZF 

Lenksysteme GmbH（現 Robert Bosch Automotive Steering GmbH）の従業員が 

含まれています。日本のボッシュの従業員数は 2015 年にわずかに増加する見込み 

です。 
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日本の自動車メーカーへの売上高は約 13％増加 

ボッシュ・グループの日本の自動車メーカーに対する全世界での売上は前年と比較し、

約 13％増加しました。日本の自動車メーカーは、グローバル市場ではおよそ 30％、 

新興の ASEAN 加盟諸国の市場では 90％のシェアを占めています。ボッシュは、

ASEAN 諸国において日本をはじめとする世界各国の顧客の拡大を支援するため、

2013 年から 2014 年にかけてタイとインドネシアで生産工場を設立しました。「日本の

自動車メーカーとの取引拡大は、ボッシュの成長をけん引する重要な要素です。   

私たちは日本の自動車メーカーへのサポートを今後より一層強化していく方針です」と、     

ヴォルツは記者会見で強調しました。 

 
モビリティにおけるトータルソリューションのサプライヤーへ 

ボッシュは現在、自動車だけでなくモビリティ全般において総合的なシステムを提供 

するソリューションサプライヤーになりつつあります。現在および将来のモビリティの 

あらゆる分野、すなわち自動化、電動化、ネットワーク化について、ボッシュと肩を  

並べる専門知識を持っている会社は他にありません。その専門知識をもって、日本市

場においても燃費の向上や安全システムの充実、快適性の向上などの市場ニーズに

取り組んでいます。 

 

成長著しい二輪車市場向けの事業部を横浜に新設 

2015 年 4 月、ボッシュは安全システム、パワートレイン テクノロジーおよびディスプレ

イ機器を含む二輪車関連事業を独立したビジネスユニット「モーターサイクル・パワー

スポーツ」として新設しました。このビジネスユニットは、ボッシュのモビリティ ソリュー 

ションズ セクターの一部として横浜に本拠地を構え、全世界の二輪車メーカーの個々

の要求に効率的に応え、製品群を拡充し、二輪システム ソリューションの専門知識を

強化することを目指しています。  

 

「モーターサイクル・パワースポーツのビジネスユニットを新たに横浜に設けたことは、

日本の従業員たちが持つプロフェッショナルなノウハウと日本市場の長期にわたる  

潜在的成長の可能性に対してわれわれが持っている確信を物語っています。日本の

ボッシュは、グローバルのボッシュ・グループ内でテクノロジーを強力に牽引しており、

その役割をさらに強化することを目指しています」とヴォルツは述べています。調査機

関の発表では、世界の二輪車生産が 2021 年までに現在の約 1.3 倍にあたる年間   

1 億 6,000 万台を超え、その大半がアジアで生産されると予測されています。二輪車の

安全性に対する懸念の世界的な高まりを受け、新しいビジネスユニットでは ABS や 

その他の安全システムの受注が好調です。そして、ボッシュはモーターサイクル安全 

システム市場のマーケットリーダーです。 

  
モビリティ以外の事業セクターも堅調に成長 

2014 年、ボッシュはモビリティ ソリューションズ以外の事業セクターでも力強い成長を

遂げました。ボッシュ・レックスロスは、建設機械用油圧機器、産業用駆動・制御    

ソリューションなどの製品の開発と生産を手がけています。日本の事業部では、アキシ

アルピストンポンプ、油圧ユニット、アルミフレームに対する需要が増大したことから、  
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2 桁成長を実現しました。また、加工・包装テクノロジーの世界有数のサプライヤーで

あるボッシュ パッケージング テクノロジー事業部では、ボッシュ インスペクション テクノ

ロジー ファーマ ジャパンの責任下で、2015 年に 3 種類の新しい医薬製品用検査機

器が発売される予定です。 

 

2015 年のボッシュ・グループの事業見通し 

ボッシュ・グループでは、為替レート調整後の 2015 年のグローバル売上高成長率を  

3～5％と見込んでいます。ボッシュの CEO フォルクマル・デナーは、ドイツで最近開催

された年次記者会見でこう述べています。「私たちの既存の事業領域における経済力

と技術力により、ボッシュは新たな市場セグメントを切り開くことができるでしょう。」イン  

ターネットに接続できる製品とインターネットを ベースにしたサービスは今後、ボッシュ

の将来の成長に関わる大きなポイントとなっていきます。「私たちは当社のすべての 

事業セクターにおいてネットワーク化を推進し、各分野においてネットワーク化を具現

化するための積極的な役割を担っています。」とデナーは補足しました。2014 年に   

ボッシュは、スマート ヒーティング システムおよびスマート ヒーティング ビルディング用、

あるいはコネクテッド インダストリー向け、コネクテッド モビリティ向けのソフトウェア   

ソリューションなど、さまざまな新製品とコネクテッド ソリューションを発表しました。

BSH Hausgeräte GmbH および Robert Bosch Automotive Steering GmbH の完全

子会社化により、ボッシュはスマートホームおよび自動運転の分野における地位を   

強化しました。 

 

 
報道関係対応窓口： 

舟田 直美 

松本 有可 

電話：+81-3-5485-3393 

 
日本のボッシュ・グループ概要 
日本のボッシュはボッシュ㈱、ボッシュ・レックスロス㈱、ボッシュ パッケージングテクノ
ロジー㈱その他の関係会社から構成されます。ボッシュ㈱は自動車用パーツの開発、製造、販
売そしてサービスの業務を展開し、また自動車用補修パーツや電動工具も取り扱っています。
ボッシュ・レックスロスは油圧機器事業、FAモジュールコンポーネントやその他のシステムの
開発と生産を行い、日本の産業機器技術に貢献しています。ボッシュ パッケージングテクノ
ロジーは包装機械メーカーおよびインスペクション・テクノロジーの開発を行う会社です。さ
らにボッシュセキュリティシステムズ株式会社は、人命や建築物、財産などを守る製品とソ
リューションの提供を主要な事業としています。 
2014年の日本のボッシュ・グループの売上は約3,430億円で、従業員数は約7,200人です。 

 
世界のボッシュ・グループ概要 
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。 2014年の従業員数は約360,000人（2015年4月1日現在）、売上高は
490億ユーロ*を計上しています。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・グループは、ロ バート・ボッシュGmbHとその子会社約440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、サービス代理店のネットワークを加 えると、
世界の約150カ国で事業展開しています。この開発、製造、販売のグローバル・ネットワーク
が、ボッシュのさらなる成長の基盤です。2014年に ボッシュは全世界で約4,600件の国際特許
の基礎特許（第一国出願）を出願しています。私たちボッシュ・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目標に定め、革新的で人々を魅了する全製品と
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サービスを通じ、人々の生活の質を向上します。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。 
 
*公表された2014年の売上高には、現在では完全子会社化されたかつての折半出資の合弁会社
であるBSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH（現在はBSH Hausgeräte GmbHに社名変更）お
よびZF Lenksysteme GmbH（現在はRobert Bosch Automotive Steering GmbHに社名変更）は含
まれていません。 

 
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（英文） 
www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス（英文） 
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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