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Decoding tomorrow - 明日を読み解く
私たちが最終的に目指しているのは、生活をより便利に、より良くする
テクノロジーを開発することです。ボッシュでは、これを「Invented for

life」というスローガンに集約しています。社会と環境をしっかりと見据
え、人々を魅了し、生活を便利にし、天然資源を保全する製品など、明
日へとつなぐ鍵となるソリューションを開発しています。この取り組みの
中で私たちは、知識欲、エンジニア魂、キーテクノロジーに関する専門
知識、そしてハードウェア、ソフトウェア、サービスにおける卓越した開発
力を拠り所としています。私たちはこうして“明日を読み解いて”います。
年次報告書に合わせて発行されるデジタルマガジンでは、
事例の一部をご紹介しています。

annual-report.bosch.com
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主要データ
単位：100万ユーロ 

2021

売上高
対前年比増減率（%）

単位：億円

単位：
百万ユーロ

78,748

102,282

71,494

減価償却に占める割合（%）

87,112

–8.0

80

79

6,110

対売上高比率（%）
資本支出（有形固定資産）

単位：億円

10.1

ドイツ国外の売上高比率（%）
研究開発費

2020

単位：
百万ユーロ

7,936
7.8

5,890

7,177

8.2

3,949

5,129

3,312

4,036

116

101

年間の平均従業員数

399,703

395,029

12月31日現在

402,614

395,034

従業員数（人）

総資産

97,723

126,928

91,369

111,329

自己資本

44,304

57,544

40,166

48,941

自己資本比率（%）

EBIT（利払前税引前利益）

45
2,815

対売上高比率（%）
税引後利益
ロバート・ボッシュGmbHの配当金
年間平均レート（ユーロ）

44
3,656

1,657

3.6

2,019
2.3

2,499

3,246

749

913

143

186

67

82

129.89円

121.85円
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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。従業員数は約 40万2,600人 （2021年12月31日現在）、2021年度の売上高は787億ユーロを
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、およびエネルギ
ー・ビルディングテクノロジーの 4 事業セクター制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリー
ディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0、コネクテッドモビリティに関する革新
的なソリューションを提供しています。また、サステイナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求してい
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、AI（ 人工知能）を搭載する、もしくは AIが開発・製造に関わった製
品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革
新的で人々を魅了する製品とサービスを通じて、全世界の人々の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440社、世界の約

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。ボッシュは

2020年の第1四半期に、世界 400 超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。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、 世界中の128の拠点で約7.61万人の従業員が研究開発に、
そのうち約 3.8万人以上がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。
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ボッシュ・グループ概要
ボッシュの起源は、1886年に創業者ロバート･ボッシュ（1861～1942）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しています。
「株主（利益配当）」と「経営（議決権）」が完全
に分離した企業形態によって、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94％は慈善団
体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッシュGmbHと創業家で
あるボッシュ家が所有する法人が保有しています。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います。
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産業機器テクノロジー
– ドライブ＆コントロール テクノロジー 2
その他の事業
– ボッシュ コネクテッドインダストリー
– Robert Bosch Manufacturing

Solutions GmbH

消費財
– 電動工具
– BSH Hausgeräte GmbH

モビリティ ソリューションズ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

パワートレイン ソリューション
シャシーシステム コントロール
エレクトリカル ドライヴス
クロスドメイン コンピューティング ソリューション
オートモーティブ エレクトロニクス
オートモーティブ アフターマーケット
オートモーティブ ステアリング
コネクテッドモビリティ ソリューションズ 1

Bosch eBike Systems
その他の事業
–
–
–
–

Bosch Engineering GmbH
ETAS GmbH
ITK Engineering GmbH

エネルギー・
ビルディングテクノロジー
– ビルディングテクノロジー
– サーモ テクノロジー
– ボッシュ グローバルサービスソリューションズ
その他の事業
– Robert Bosch Smart Home GmbH

モーターサイクル＆パワースポーツ

事業セクターに含まれない他の事業
– Bosch Healthcare Solutions GmbH
– Bosch.IO GmbH
– grow platform GmbH
– Robert Bosch Venture Capital GmbH

1. 2021年 12 月31日まで
2. Bosch Rexroth AG
(ボッシュ持株比率 100 %)
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持続可能性
私たちは、経済的、環境的、社会的に責任ある行動を通じて人々の生活の質の向上に貢献し、
現在と将来の世代の暮らしを守りたいと考えています。
気候変動対策
1 | CO2排出量の削減
2 | エネルギー効率と再生可能エネルギー

水

ボッシュは気候 変動対 策のパイオニアであり、再生
可能 エネルギーの 拡 大を推 進し 、エネルギー 効 率
の向上に継続的に取り組んでいます。

ボッシュにとって、水はとても大切な資源です。
水が不足している地域には特別な関心を払います。

健康
1 | 労働安全衛生
2 | 環境負荷物質
ボッシュは革新的な製品とサービスを提供し、生産
プロセスにおいて人々や環境に危害が及ばないよう
にすることで、人々の健康に貢献しています。

1 | 水不足
2 | 水質

新たな 局面
ボッシュの
持続可能性への
取り組み

2025

循環型経済
1 | 資源効率
2 | 二次利用
ボッシュは、エコロジカルフットプリントを削減し、社会的利
益を生み出すことに努めています。この取り組みにおいて、
ボッシュは循環型経済の原則をもとに推進しています。

人権
1 | 責任
2 | 透明性

多様性
1 | 公平性
2 | 包括性（多様性の受け入れ）

ボッシュは、バリューチェーン全体で
責任を負い、人権を尊重しています。

ボッシュの多様性、公平性そして包括性（多様性の受け入れ）
は、ビジネスにおける長期的な成功のカギとなります。また、
ボッシュは近隣地域の公益にも貢献しています。

ボッシュの持続可能性への取り組みについての
詳しい情報はこちらでご覧ください。

sustainability.bosch.com
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グループに関する基本情報
グループ
ボッシュ・グループはテクノロジーとサービスのグローバル サプライヤ



ロバート・ボッシュGmbHの株主
出資比率

1%

ーであり、売上のほぼ半分を欧州以外で生み出しています。グループ

ロバート・ボッシュGmbH

は約 440 社の完全連結対象子会社と世界の 60カ国以上にある現地

5%
ERBO II GmbH /
ボッシュ家

法人で構成されています。親会社はドイツのシュトゥットガルトに本社
を置くロバート・ボッシュGmbHです。その始まりは、1886 年にロバ
ート･ボッシュ（1861〜1942 ）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」です。ロバート・ボッシュ財団は、1964 年か
らロバート・ボッシュGmbHの株式の大半を保有しています。
非営利組織であるロバート・ボッシュ財団は、現在ロバート・ボッシュ

GmbHの株式資本の94％を保有していますが、ボッシュ・グループの

94%

ロバート・ボッシュ
財団

戦略や事業の方向性に影響を及ぼすことはありません。残りの約 5％
の株式資本は、非営利法人ERBO II GmbHを通じて創業家であるボ
ッシュ家が保有しています。議決権の 93％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います。ロバート・
ボッシュ工業信託合資会社自体は、株式資本の 0.01％を保有してい

ロバート・ボッシュGmbHの株主

ます。残りの7 ％の議決権は創業家であるボッシュ家が保有していま

議決権

す。この株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証

7%

しています。

ボッシュ家

93%

ロバート・ボッシュ
工業信託
合資会社
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取締役会

取締役会

DR.
MARKUS
HEYN

FILIZ
ALBRECHT
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マルクス・ハイン

フィリズ・アルブレヒト

DR. STEFAN
HARTUNG
シュテファン・ハルトゥング

DR. MARKUS
FORSCHNER
マルクス・フォーシュナー

ROLF
NAJORK
ロルフ・ナヨルク

DR.
CHRISTIAN
FISCHER
クリスティアン・フィッシャー
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ロバート・ボッシュ財団

日本のボッシュ・グループ

お問い合わせ先

ロバート・ボッシュ財団
1964 年に発足したロバート・ボッシュ財団は、創業者が行って
きた公共福祉活動を引き継ぎ、社会的課題に対する解決策を円
滑に進めることができるよう支援しています。支援の形態には、
独自のプロジェクト、パートナーシップ、第三者の施策への助成

単位：100万ユーロ

2021年の助成金総額

76.43
23.87

地球規模の課題（総計）

などがあります。財団は、ロバート・ボッシュGmbHの株主とし

13.38

て受け取る配当金を活動資金としています。

研究所および
ロバート・ボッシュ病院での研究

9.66
教育

財団は、昨年の基本戦略策定を経て、現在はヘルスケア、教育、地球規
模の課題という3 つの支援分野に焦点を当てています。同時に、支援
内容も大きく変わり、財団のリソースや専門性を集結し、より効果的な
活動を行うための協働型のアプローチに重点が置かれています。

8.61
戦略的パートナーシップおよび
ロバート・ボッシュ・アカデミー

5.57
ロバート・ボッシュ病院への資本支出

3.57
ヘルスケア

1.73
ロバート・ボッシュ・カレッジ UWC GmbH

1.59
国際学友センターgGmbH

8.45
その他の助成
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日本のボッシュ・グループ概要
ボッシュは、1911年（明治 44 年）に日本で事業を開始し、2022 年で111年目を迎えました。事業を開始して以来、ボッシュ・グループ
は 4 つの事業領域（モビリティソリューションズ、産業機 器テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、消費財）において、
強固な基盤を築き上げ、日本のお客さまのニーズに応じたサービスや製品を提 供してきました。これらの事業領域でボッシュ・グルー
プのコーポレートスローガンである「 Invented for life」を体 現する革新的なソリューションを提 供し、ボッシュ・グループは日本社会
の生活の質の向上に取り組んでいます。

Bosch in Japan
2021年12月31日現在

●日本進出

1911年

●従業員数

6,350人

● 第三者売上高

2,950億円

●投

48億円

資

額

● グループ会社数

14社

ボッシュ・グループ概要 2022

日本のボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループ

ロバート・ボッシュ財団

日本のボッシュ・グループ

お問い合わせ先

13

日本のボッシュ・グループの主要拠点
会社名
ボッシュ株式会社

女 満 別
女満別

那須塩原
栃

木

土

浦

ボッシュ・レックスロス株式会社

東 松 山
寄

居

苅

田

日本インジェクタ株式会社
イータス株式会社

ボッシュセキュリティシステムズ株式会社

東松山

寄居
むさし
小田原

苅田

栃木／那須塩原
土浦

東京
横浜

むさし
横

浜

小田原
東 京

ITKエンジニアリングジャパン株式会社
株式会社 Advanced Driver Information Technology

事業所名
本社（東京）
女満別テクニカルセンター
栃木工場
塩原試験場（テストコース）
宇都宮事務所
東松山工場
寄居工場
むさし工場
千代田事務所
横浜事務所
横浜第三事務所
横浜第四事務所
浜松事務所
豊田事務所
大阪事務所
広島事務所
苅田事業所
本社（東京）
土浦工場 /土浦工場サービス部
ヘグランド営業部 /横浜サービスセンター
名古屋営業所/名古屋 FAサービスセンター
大阪営業所
九州営業所
本社（小田原）
本社（横浜）
宇都宮オフィス
名古屋オフィス
本社（東京）
馬込リペアセンター
本社（東京）
本社（愛知）

ボッシュ株式会社 連結小会社および関連会社（国内）
株式会社フジアイタック
群馬精機株式会社
株式会社エフエイニイガタ
関東精圧工業株式会社
ボッシュエンジニアリング株式会社
ボッシュサービスソリューションズ株式会社
ボッシュグローバルソフトウエアテクノロジーズ株式会社
ボッシュ株式会社 子会社（海外）
ボッシュオートモーティブタイランド

本社

事務所

営業拠点

研究開発拠点

モビリティソリューションズ
エネルギー・ビルディングテクノロジー

製造拠点
産業機器テクノロジー
消費材
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日本のボッシュ・グループ事業分野
ボッシュは日本においても、モビリティ ソリューションズ、産業機器テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、
消費財の4つの事業セクターで活発に事業を展開しています。

モビリティ ソリューションズ

消費財

産業機器テクノロジー

エネルギー・ビルディングテクノロジー
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日本でもモビリティ ソリューションズは、4 つの事業セクターの中で最大の売り
上げを占めています。
「PACE：Personalized（パーソナライズ化）、Automated
（自動化）、Connected（ネットワーク化）、Electrified（電動化）」を軸に、安全、
サステイナブルかつ魅力的な新時代のモビリティの実現に向けた革新的で幅広
いソリューションやサービスを提供しています。

モーターサイクル＆
パワースポーツ
小型二輪車から高性能な二輪車、パワースポーツ全般まで広くカバー
し、アシスタンスシステム、パワートレインシステムと電動 化 、ネット
ワーク化システムの各分野にわたる包括的なソリューションを提 供し
ています。
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ロバート・ボッシュ財団

日本のボッシュ・グループ
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日本のボッシュ・グループ事業分野
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モビリティのパーソナライズ化
 個々のニーズに合わせたサービス
ボッシュは革新技術を通して、都市、環境にかかる負荷を軽減しながら、個々
のニーズに応じたサービスを提供しています。バッテリーの性能向上や寿命延
長をもたらし、自動車の航 続距離の延長をも可能にするバッテリー管理のク
ラウドサービス「バッテリー・イン・ザ・クラウド」もそのひとつです。日本でも
現在、カーメーカーやモビリティサービスプロバイダーに、サービス導入の提
案を始めています。

モビリティの自動化
 交通事故のないモビリティの実現に向けたソリューション
ボッシュは、交通事故のないモビリティの実現を目指し、ドライバーアシスタンスシステ
ムや自動運転・駐車技術などの自動化技術を開発しています。日本では2019年から、
自動運転用高精度3Dマップに統合可能なマップ用データ作成のため、関東近郊の高
速道路でのデータの取得に取り組んでいます。また日本政府が推進する自動運転の開
発プログラム「戦略的イノベーション創造プログラム・自動走行システム（SIP-adus）」
に加わり、実証実験に参加することで日本における自動運転の実用化に貢献し、さら
にそこで得た結果を自社の自動運転開発にも活かしています。

ボッシュ・グループ

ロバート・ボッシュ財団

日本のボッシュ・グループ

お問い合わせ先

日本のボッシュ・グループ事業分野

モビリティ ソリューションズ
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モビリティのネットワーク化
 モビリティのシームレスなネットワーク化に貢献するソリューション
ハードウェア、センサー、ソフトウェア、サービス、A Iなど IoT領域において、経験と専門的
知識を持ったボッシュが提供する技術により、道路利用者の生活が快適になるとともに、
安全性、利便性、運転時に感じるワクワク感が高まります。スマートフォンと車両が通信
し、鍵なしでドアの開閉とエンジンの始動を可能にするパーフェクトリーキーレスも代表的
な技術です。スマートフォンで鍵の受け渡しができるという利便性を持ちながら、従来の
キーレスエントリーシステムでは達成できなかった安全性も担保します。

モビリティの電動化
 環境に優しいモビリティに向けたソリューション
ボッシュは、地 球 温 暖 化や 大 気 環 境 に大きな影 響 をおよぼさないモビリティソ
リューションの開発にも注力しています。

eモビリティ領域においては、自転車から大型商用車等幅広い用途に向け、48 V マイ
ルドハイブリッドから完全電動パワートレイン、さらには燃料電池システムといった
多様な技術に対応しています。
なおボッシュの高電圧ハイブリッド、電気自動車向け電動パワートレイン製品が日
本のカーメーカーにも採用されています。

ボッシュ・グループ

ロバート・ボッシュ財団

日本のボッシュ・グループ

お問い合わせ先
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産業機器テクノロジー

消費財

ボッシュグループ内の産業機器テクノロジーを担うボッシュ・レックスロス株式会社

ボッシュは電動工具の技術革新をリードし

は、油圧機器、FAモジュールコンポーネント、電動サーボドライブとコントローラー

てきた世界 的なパイオニアです。1928 年

製品の販売、及びそれらのサービスを、日本の産業分野に幅広く展開しています。

に世界で初めてモーター内 蔵 式手 持ち型

販 売する製 品・ソリューションは、高 効 率 の電 動 機 器・コントローラーと、ハイパ

電動工具を発売しました。以来、世界初の

ワーの油圧の特性を活かし、産業界の多彩なニーズに的確に対応すると共に、建

破 つりハ ン マー 、ハ ン マードリル 、ジグ

設機械の省エネルギーや排気ガスのクリーン化、産業機械の安全性に配慮した製

ソー、近年では世界で初めてリチウムイオ

品の展開も進めています。

ン電池を搭載したバッテリー工具を開発し

またIoT 対応の製品展開を行うことにより、従来からの製品群と併せて建設機械、

ました 。さらに、最 新 のテクノロジーを搭

一般 産業機械、ファクトリーオートメーションなど幅広い分野で積極的に貢献、数

載したメジャーリングツールは、レーザー

多くの採用実績を上げています。

距離計等の新たな市場を創造しています。
日本においてもボッシュはその歴史に恥じない高品質・高性能かつ優れたデザイン性をもった
トップブランドとして圧倒的な評価を確立しています。そして、プロフェッショナル用途からDI Y
用途まで、幅広いユーザーニーズに合った製品開発をモットーに、安全で品質の高い製品をお届
けしています。

エネルギー・ビルディングテクノロジー
1981年に設立されたボッシュセキュリティシステムズ株式会社は、音響・通信と
セキュリティに関わるボッシュならびにグループ全ブランドの製品、サービスを提
供しています。ポートフォリオは多岐にわたり、スタジアムや劇場向けのサウンド
システム、通信社や消防・警察に求められる信頼性の高い音声連絡設備、国際
サミットなど多言語で行われる会議システム、ネットワークカメラなどのセキュリ
ティシステムが含まれます。こうした製品、サービスを通じ、お客さまのニーズに
マッチしたシステムソリューションをワンストップで提供します。
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雇用主としてのボッシュの魅力
ボッシュの企業文化
コミュニケーションを促進させる
ワーキングスペース

「経営（議決権）」と「株主（利益配当）」を分離した
世界でも珍しい独自の経営体制
安定経営と長期的な視野に立った研究開発に取り組めるほか、再投資以外の利益

変化が激しい時代に対応すべく働く環境から意識を変えるワークスタイル
の変革を行っています。

はロバート・ボッシュ財団を通じて、すべて社会に還元されています。また独自性

一人ひとりの従業員がリーダーシップをもち、新たな社内のコラボーレーシ

は、製品開発の領域でも保たれており、特定のメーカー系列に属さないため、革新

ョンを生み出すオフィス設計が評価され、渋谷本社が第 32回日経ニューオ

的なアイデアを実現しやすい環境が整っています。

フィス賞を受賞しました。

ダイバーシティに富んだグローバルな環境
世界150ヵ国でグローバルに事業 展開するボッシュに
おいて、ダイバーシティ（多様性）は重要な経営戦略の
ひとつです。ダイバーシティの推進は、企業の社会的責
任であると同時に、多様な顧客・マーケットニーズに対
応し、イノベーションを生み出すために不可欠です。ボ
ッシュでは長年ダイバーシティの推進活動に取り組んで
おり、人種、性別、年齢、国籍、出身地、宗教、信条、障

採用／インターシップ HP：

がい、性的指向、性自認などに関わらず、従業員同士が

https://corporate.bosch.co.jp/careers/

オープンで対等なコミュニケーションができる企業文化
が根付いています。
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ワークライフバランスへの取り組み
創業者の理念
「私は1906 年というきわめて早い時期に、8 時間労働制を施行しました。
私はその導入が会社にとって最も経済効果の高い施策であり、労働者の生産効率を保持するのに最適な方法であると確信していたからです。」
（ロバート・ボッシュ、1941年）
日本のボッシュは、各従業員のニーズに応じた柔軟な働き方の実現を促進しています。

多様で柔軟な働き方
・有給休暇取得率

100 ％前後を継続

・週一回の No 残業 Day（1983 ～）
・フレックス勤務制度（1990 ～）

育児、介護、傷病などとの両立支援制度
・多くの制度において法定要件を上回る設計
・制度を利用しやすい職場環境づくり
例：男性育児休職取得率（2020）

・在宅勤務制度（2011～）

非管理職：31.2%

・時短勤務制度（1994～）

管理職：18.5%

・短時間正社員制度（2022～） など

認定・受賞
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CSR活動
ボッシュは、創業者ロバート・ボッシュの「社会奉仕」の精神に基づき、
社会との調和を図り、様々な分野で社会貢献活動を実施しています。

社会貢献活動
各事業所においては、地域との共存共栄をめざし、交通安全や清掃運動などの地域貢献
活動のほか、工場見学会やお祭り等の地域行事への参加・協賛などの交流活動を積極的
に行っています。

森林保全活動

café 1886 at Bosch
ボッシュは 2015 年 9月に、
世 界 の ボッシュ・グル ープ
で初となる一般のお客様向
けのブランドコミュニケー
ション拠点「café 1886 at

Bosch（カフェ・イチハチハ
チロク・アット・ボッシュ）」
を東 京・渋谷にある日本 本

ボッシュ株式会社は、2007年 11月4日に埼玉県およ

社 1 階 に オープ ン させ まし

び 東松山市と「埼玉県森林（もり）づくり協定 」を結

た。このカフェでもCSR 活動の一環として、使い捨てプラスチック削減への取り組み

び、東松山市内の「市民 の 森 」を活 動の場 所とする

（ストローやスプーン等をプラスチック製から代替素材に変更）や、TABLE FOR TWO

森林保全活動を実施しています。ボッシュは、この市

対象メニューの提供などを行っています。

民 の 森 の 一 部について保 全 業 務 委 託 契 約を結んで
保 全費 用を負担するとともに、森林を学び 親しむた
めの 体験学習「名称：ボッシュ森林ふれあいクラブ
（略称：ボッシュりん）」を定期的に開催しています。

新研究開発施設 in横浜市都筑区
ボッシュは横 浜市都 筑区に、新た

地域貢献活動
ボッシュと渋谷区は、協働して地 域 社 会の諸課題を
解決することを目的とした「シブヤ・ソーシャル・アク
ションパートナー協定（S-SAP 協定）」を2017年 5月
に外資系企業として初めて締結しました。2021年か
らは、渋谷区神南ネウボラ子育て支援センター内のア
トリエに、日本のボッシュ・グループの製 造現場で発
生する廃材をアート素材として提供し、地域コミュニ
ティの活性化や次世代教育機会に貢献しています。

TABLE FOR TWO

な研 究 開 発 施 設 および 都 筑 区 民
文化センター（仮 称）の 建 設 を 進
めており、2024 年 9 月竣工を予定
しています。ボッシュが自 社 の 拠
点と 地 域 の 施 設 を 一 体 として 建
設 する公民 連 携プロジェクトに参
画し、地 域のにぎわい創出を担う
ことは、グローバルでも今回が初めての試みです。
新社屋には、ボッシュが現在開発を進めている定置用燃料電池システム（SOFC：
固体酸化物形燃料電池）を、アジア太平洋地 域の拠点として初めてパイロット導
入する予定です。一 般 的な火 力発電 所 から提 供される電 力と比 較して、横 浜に
て都市ガスで 稼 働させた場 合、CO 2 排出量 や電気代はそれぞれ 20% 程 度削減

日本のボッシュ・グループでは、社員食堂でヘルシーなメニューを提 供し、

できる見込みです。

その売り上げの 一 部 を開 発 途 上 国 の 学 校 給 食として寄 付 する「TA B LE

また、年 間 50 MWh のグリーンエネルギーを 生 成 可能 な 太 陽 光 パ ネル の 設 置

FOR TWO」を2010 年より実施しています。これは、開発途上国の飢餓と

や、太陽 光からの日射量を 50% 削減可能なルーバーの設置、ボッシュ製センサ

先 進国の肥満や生活習慣病の解消に同時に取り組む 活動で、食堂で栄養

ーを活用した自動 換 気システム、雨水の再 利用など、環 境に配 慮した 施 設とな

バランスのとれた低カロリーなメニューを選ぶと、食事代金の一 部が寄 付

る予定です。

されるプログラムです。
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2008
ボッシュ
（株）がボッシュ・グループの
100%出資子会社となる

ボッシュが日本へ進出。
代理店を通じて、製品の販売および
修理を開始
1939

2010

ディーゼルエンジン用燃料噴射ポンプの
国産化を目的に、ボッシュライセンスのも
と、エンジンメーカーの出資によりヂーゼ
ル機器（株）が誕生

ボッシュ
（株）横浜開発センター拡張
工事竣工、および女満別テストコース
の拡張工事終了

1972
ボッシュ100%出資の日本法人として、
ロバート・ボッシュ・ジャパン
（株）設立
（1985年、ボッシュ
（株）に社名変更）

2011
日本のボッシュ・グループが日本で始動して
から創業100周年

2019
二輪車向け安全運転支援システムの
公道試験を開始

ボッシュ・グループ創業125周年

1990

創業者ロバート・ボッシュ生誕150年

ヂーゼル機器（株）が社名を
（株）ゼクセルに変更

2001
1992
横浜に研究開発拠点である
テクニカルセンターを設立

1997
ボッシュが（株）ゼクセルへの出資率を引き上げ
（13.9%→30.1%）
、筆頭株主となる

ドイツ・ボッシュの Mannesmann Rexroth AG
買収により、日本ではレックスロスオートメーショ
ン（株）と内田油圧機器工業（株）がグループに加入

2002
（株）ボッシュ オートモーティブ システム、
ボッシュ ブレーキ システム（株）、ボッシュ
エレクトロニクス（株）の3社が合併

2000

2005

ボッシュ
（株）の自動車関連直納（OEM）事業を
（株）
ゼクセルへ移管統合、
（株）ゼクセルは（株）ボッシュ
オートモーティブ システムへ社名変更

ボッシュ株式会社（Bosch K.K.）
と
（株）ボッシュ
オートモーティブ システムが合併し、新会社の社
名を「ボッシュ株式会社」へ変更

2015
二輪車向け事業を独立させた事業部門「モータ
ーサイクル＆パワースポーツ」を新設、本部を
横浜に設置
ショールームを併設した「café 1886 at Bosch」
を渋谷本社にオープン
日本で自動運転の公道試験を開始

2021
2016
ボッシュサービスソリューションズ株式会社を設立
ボッシュeCall（緊急通報）サービスを提供開始

ボッシュ株式会社内にクロスドメインコンピューティ
ングソリューション事業部を設立
車両アーキテクチャ向けソフトウェア集約型システム
をワンストップで提供
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お問い合わせ先
報道関係対応窓口
corporate department Communications and Governmental Affairs.
［コーポレート コミュニケーションおよび政府関係］
ボッシュ メディアサービス：
www.bosch-press.com

ボッシュ・グループ本社（ドイツ）の 住所および電話番号

ボッシュ・グループの求人情報についての窓口
corporate department Human Resources
［コーポレート人事部］
www.bosch-career.com

Phone +49 711 811-0
contact@bosch.com
www.bosch.com

ボッシュ・グループとの取引を希望される企業さまとの窓口
corporate sector Global Business Services
［コーポレートグローバルビジネスサービス］
www.purchasing.bosch.com

sustainability.bosch.com

年次報告書のウェブバージョン：
annual-report.bosch.com

日本のボッシュ・グループに関するお問い合わせ先
電話番号：080-888-4000
（フリーコール、
日本国内のみ可能）
03-3400-1551（有料）

contact@jp.bosch.com
www.bosch.co.jp

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart, Germany

ボッシュ・グループのサステナビリティ レポート：

ボッシュ・グループ概要 2022

お問い合わせ先

