ボッシュのサステナビリティレポート 2 0 1 8

スポットライト

More
facts
and
figures?
FACTBOOK
にアクセス

報告書
2019 年、ボッシュは初めて持続可能性関連活動に関す
る 2 つの刊行物を発行します。『スポットライト』は報
告年度のハイライトをご紹介します。幅広い内容を網羅
した『ファクトブック』は、国連グローバルコンパクト、
ドイツ持続可能開発会議、グローバル・レポーティング・
イニシアティブ（GRI）がそれぞれ定める基準に準拠し
ています。GRI 基準で規定されているように、刊行物
には非財務情報が含まれています。どちらの刊行物も
sustainability.bosch.com で PDF ファイル（ドイツ語
版および英語版）をダウンロードすることができます。
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持続可能性の向上につながる
スマートなアプローチ
ボッシュ・グループは、コーポレートスローガンである「Invented for life」を体現するテクノロジーによって、
社会が直面する課題の解決を支援することを目指しています。現在および将来の世代の暮らしを守るため、ボッ
シュはすべての事業分野で持続可能性の向上につながるスマートなアプローチをとっています。ボッシュは、ネッ
トワーク化された製品やサービスによって、天然資源を保護し世界中の人々の生活をより快適にすることができる
と考えています。同時に、社内活動や社会的責任に関連した活動においても、スマートで革新的なソリューション
を活用しています。この包括的なアプローチにより、ボッシュは生活、仕事、そしてモビリティをより持続可能な
ものにすることに貢献しています。
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「私たちは 2020 年までに
カーボンニュートラルを達成する
ことを目指しています」
今年度、ボッシュ・グループは持続可能性に関する新戦略を策定しました。ボッシュのフォル
クマル・デナー取締役会会長と、環境・労働安全衛生（EHS）および持続可能性統括部長の
Torsten Kallweit は、産業の責任、再生可能エネルギーの利用拡大における企業の役割、カー
ボンニュートラルなどの問題に取り組んでいます。

気候変動防止に向けた先見的な目標を追求：
フォルクマル・デナー取締役会会長（左）
、
Torsten Kallweit、
EHS および持続可能性統括部長

3
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デナーさん、Kallweit さん、気候変動を緩和するために企業
は何をすべきだとお考えですか？

今後は、付加価値に関連する CO2 排出量の相対的な削減だけ

デナー：より一層の努力が必要です。現時点の予測では、今世紀末

2018 年の電力消費量は 7.8 TWh（テラワット時）でした。
ボッシュが製造会社であることに変わりはありません。
具体的にどのようにしてカーボンニュートラルを達成する
お考えですか？

までの世界の平均気温の上昇幅は摂氏 3 度に達し、パリ協定で設定
された目標より 1 度高くなります。このため、気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）の最新報告書では、緊急対策を講じるよう求めて
います。2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにしなけ

でなく、排出量の絶対的な削減も実現したいと考えています。

ればなりません。この点に関して、企業は大きな役割を果たします。

デナー：私たちは 4 つのアプローチを組み合わせて取り組んで

産業活動が世界のエネルギー消費に占める割合は 24％と、道路交

います。まず、エネルギー効率の向上と、新しい発電プラントで

通を上回っています。したがって、私たちにはパリ協定の目標の達

生産される再生可能エネルギー、新クリーン電力（New Clean

成を支援する責任があると考えており、持続可能な製品を提供する

Power）のシェア拡大を目指します。また、クリーンエネルギー

ことを通じて、責任を果たしていくことを目指しています。気候変動、

の購入を増やし、CO2 排出量をオフセットします。2018 年には、

世界的なエネルギー消費の増加、資源不足によって、新たな解決策

世界の拠点で約 300 件のエネルギー効率向上プロジェクトを開

が求められています。こうした解決策を見つけることが、私たちの目

始することができました。膨大なデータを連続的に分析するネッ

標像「新たな局面 - ボッシュの持続可能性への取り組み 2025」の

トワーク化されたエネルギープラットフォームは、多くの拠点で

目的です。

重要な役割を果たしました。これにより、要求駆動方式の機械管

Kallweit: この目標像は、喫緊の社会的課題に取り組み、都市化、

このようなソリューションを開発し、工場やビルの効率化を進め

グローバリゼーション、健康、エネルギー、気候、水の各分野で測定

るため、
2030 年まで年間 1 億ユーロを投じる予定です。ボッシュ

可能な目標を設定します。たとえば、2025 年までに水資源に乏しい

は 2030 年までに、年間約 1.7 TWh の節電を実現することを目

地域にある拠点で絶対的な水の使用量を 25％削減することを目指し

指しています。この節電量はボッシュの現在の年間電力消費量

ています。

の 5 分の 1 以上にのぼります。

気候変動に関してはどのような目標を追求していますか？

エネルギー効率の向上以外の３つの方策、すなわち、
自家発電、グリーンエネルギーの購入、オフセットにつ
いてはいかがですか？

デナー：私たちは IPCC のカーボンニュートラルの実現を求める呼
びかけを非常に真剣に受け止め、徹底的に応えています。2020 年

理が可能になり、
機械を最大限効率的に運転することができます。

にはカーボンニュートラルを実現する見込みです。これにより、世界

Kallweit: 2030 年までに、社内で消費する電力の 40 パーセン

400 カ所以上に拠点を展開するボッシュは、この目標を達成する初

トを新クリーン電力、すなわち太陽光発電と風力発電でまかなう

の製造企業となります。現在、ボッシュ・グループではスコープ 1 と

ことになるでしょう。この目標を達成するため、ビダディとナシク

スコープ 2 を合わせたカーボンフットプリントが年間 330 万トンに達

の拠点の例に倣って、各地の拠点でソーラーパネルの増設を進

しています。ここには自社からの直接排出と購入したエネルギーの利

めています。長期的には、外部業者と独占契約を結び、新しい

用に伴う間接排出の両方が含まれており、これらの排出をゼロにする

再生可能エネルギー発電プラントを建設してもらうことを目指し

ことを目指します。当初は今後 10 年でこの目標を達成する考えでし

ます。こうした措置とは別に、当初は既存のプラントから再生可

たが、IPCC の特別報告書は迅速なアクションを求めており、ボッシュ

能エネルギーを調達する必要があるでしょう。さらに、開発途上

はこの点で先行する有利な立場にあります。ここ数年、私たちは目標

国や新興国では直接燃焼によるエネルギーが全体の 26％を占

を超える成果を上げています。付加価値に関連する CO2 排出量を

めていますが、オフセットプロジェクトを通じてこれを相殺してい

20％削減するという目標を、当初予定していた 2020 年から大幅に

ます。つまり、排出した CO2 とまったく同じ量の CO2 を別の場

前倒しして 2014 年に達成しました。これを受けて目標を引き上げ、

所で削減するのです。また、前述した措置を実行することが困

20 年までに 35％削減することを目指しています。現時点で温室効果

難な国々ではオフセットプロジェクトの支援も行っています。例と

ガスの排出量を 31％削減しており、再び目標達成に近づいています。

して、グリーンエネルギーを購入する場合などが挙げられます。
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これまでに伺ったのは 2030 年までの措置です。ボッシュ
はどのようにして 2020 年までにカーボンニュートラル
を実現しようとしているのですか？
デナー：CO2 の排出を回避することができない分野、たとえ
ば半導体ファウンドリなどに対しては、全く別の分野でカーボン
オフセットを実現する予定です。オフセットプロジェクトへの資
金提供と、グリーンエネルギーの購入によって、早くも来年には

プロセスを専門的な方法で実施するため、SBTi（科学的根拠に基
づく目標）への参加の申請を計画しています。

企業には、自社製品のカーボンフットプリントをコントロー
ルする力があります。この分野でも措置を講じるお考えで
すか？
Kallweit: 開発段階からボッシュの社内基準を適用し、持続可能

カーボンフットプリントを大幅に削減することができます。どち

な資源利用に細心の注意を払い、製品の継続的な改良に重点を置

らの措置においても質を重視しており、グリーンエネルギーは

きます。エネルギー効率と材料効率、排出量の削減、修理可能性

既存の太陽光および風力発電プラントから調達し、支援対象と

という基準に基づき、原則として開発段階から製品の最適化を図り

なるオフセットプロジェクトは厳しい基準をクリアしています。

ます。その際、調達から製造、使用、廃棄まで、製品のライフサイ

さらに、私たちはドイツ連邦経済協力開発省が主導する「開発

クル全体を考慮に入れます。私たちはすでにすべての主要製品グ

と気候のための同盟」のメンバーになりました。

ループでライフサイクル分析を実施しており、その範囲は売上高の

複雑なモデルですね。今後、どのように排出削減の進捗
状況を透明化していくお考えですか？
Kallweit: 特定の期間の目標と主要業績評価指標は、新しい
目標像に記載されています。これらの指標によって進捗状況を
測定し、毎年発行されるファクトブックで報告します。これに加

50％に及んでいます。

世界最大の自動車機器サプライヤーであり、依然として
ディーゼル技術と内燃機関に重点を置いている企業である
ボッシュは、どうしたら持続可能性に関して先導的役割を果
たせるようになるのでしょうか？

えて、私たちのアプローチは CDP（旧名称：カーボン・ディス

デナー：道路交通に起因する汚染物質の排出を低減する必要があ

クロージャー・プロジェクト）などの有力な格付けによって分析

ることに疑いの余地はありません。現在、道路交通は温室効果ガス

されます。私たちはグローバル・レポーティング・イニシアティ

の排出量の 18％を占めています。ただし、問題は自動車のエンジ

ブにも参加しています。

ンからの直接排出だけではありません。燃料生産や発電による排出

上流及び下流に位置するサプライチェーンからの排出
量、いわゆるスコープ 3 を含めずにカーボンニュートラ
ルを実現することはそもそも可能なのでしょうか？
デナー： 温室効果ガス（GHG）プロトコルによると、企業の

も気候に影響を及ぼします。「Tank to Wheel（燃料タンクから車
輪まで）
」だけでなく、
「Well to Wheel（油井から車輪まで）
」の全
サイクルに注目することが必要です。ボッシュは、実走行条件にお
けるパワートレインシステムの窒素酸化物（NOx）排出量を、将来
導入される規制値をはるかに下回るレベルに抑える最新のディーゼ
ル技術を提供しています。私たちは、内燃機関から電動パワートレ

カーボンフットプリントの算定範囲にスコープ 3 の排出量を含

インへの技術移行に取り組んでいます。ただし、移行を成功させる

めるかどうかは任意とされています。私たちはまず自社からの

ためには、電気自動車に使用されるエネルギーが再生可能資源に

直接排出、いわゆるスコープ 1 と、第三者から供給されたエネ

由来するものでなければならず、内燃機関はより汚染物質の排出が

ルギーに起因する直接排出であるスコープ 2 でカーボンニュー

少ない燃料を使用する必要があります。

トラルを実現します。私たちの事業活動に関連するその他のす
べての排出については、まず分析を行う必要があります。この
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ベルリンの新しい IoT キャンパスでは、
生活の質の向上に貢献する、持続可能な新しい
コネクテッドソリューションが開発されています

6 つの行動分野と約 12 の新たな目標を設定し、業界におけ
る先駆者を目指そうとしていらっしゃるわけですが、ご自身
の戦略を実行できると確信できる理由はなんですか？
Kallweit: 新しい目標像は、行程表でもあり公約でもあります。
私たちは、世界中のボッシュの拠点で従業員の技術革新力を活か

デナー： 創業者であるロバート・ボッシュは、「テクノロジーと
経済の向上は、人々、そして国民にとっても有益なものでなくて
はならない」と信じていました。ロバート・ボッシュのこうした
信念は、後に私たちのコーポレートスローガンである「Invented
for life」に受け継がれました。これは画期的なことです。私た
ちの戦略基盤は変わっていません。ロバート・ボッシュが存命だっ

しています。たとえば、さまざまなプロジェクトを通じて、太陽光発

た時代と同じく、ボッシュ・バリューが日常のビジネスのやり方

電のシェアを 55 ギガワット時（GWh）に拡大することができました。

を決定します。これは、世界が現在直面している社会的課題を

2030 年までにこの数字を 400GWh に伸ばすことを目標としていま

解決するため、私たちが一丸となって取り組み、そして未来を

す。2019 年 1 月には、優れたプロジェクトに EHS 賞を授与しまし

見据えているということを意味します。その際、
ボッシュを際立っ

た。19 カ国から 100 件を超えるプロジェクトの応募がありました。

た存在にしている傑出した技術革新力、持続可能性の包括的な

エネルギー管理からインド自動車産業最大の太陽光発電設備まで、

定義、そして生活の質の向上への努力という資質に信頼を置い

幅広い分野にわたる革新的な取り組みが賞に輝きました。私たちは、

ています。私はこのアプローチが今後も威力を発揮すると確信

このような数多くの単一プロジェクトがカーボンニュートラルな企業

しています。

への道を形作ると確信しています。

ボッシュは再生可能エネルギー由来の電力の調達を増やすことを目指しています。
このため、たとえばインドのビダディにある拠点でソーラーパネルの増設を進めています
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持続可能性
ボッシュ・グループにおける取り組み
ボッシュ・グループは、長期的にビジネスで成功を収めるためには、社会的、生態学的なバランスがとれていることが必要であると確信
しています。こうした理由から、現在および将来の世代のために資源を保全するような形でビジネスの成功を確かなものにすることを目
指しています。新しい目標像によって、ボッシュは 2025 年までの達成を目指す意欲的な目標を設定し、社会が直面する諸課題を解決す
る活動に一層の力を注いでいます。
「Invented for life」を体現するテクノロジーを活用して、ボッ

インド、メキシコ、米国の企業財団に資金を提供し、教育を受ける機

シュは生態系と社会に関する問題に技術的な解決策を提供しま

会を広げています。この分野では、ロバート・ボッシュ財団も活躍し

す。ボッシュは暮らしにゆとりを生み、資源を保護することを可

ています。同財団はボッシュから受け取る配当を活動資金に充てて

能にするネットワーク化ソリューションに重点的に取り組んでい

おり、さまざまな慈善活動を支援しています。教育のほかにも、社会、

ます。現在、
モノのインターネット化（IoT）は、
ビルのエネルギー

ヘルスケア、国際理解の促進、科学の振興などの分野でプロジェク

効率を向上させ、Emission-free（排出ガスのない）
、交通事故

トに資金を提供しています。

のない（Accident-free）
、
ストレスのない（Stress-free）モビリティ
の実現に役立っています。将来、スマート製品は人々の暮らしや

経済的、生態学的、そして社会的な問題のバランスを図ろうと努力

仕事、移動のあり方を左右するようになるでしょう。

する中で、ボッシュは 6 つの目標を設定し、それらの実現に向けて
大きな進歩を遂げました。

持続可能な製品、省資源生産
ボッシュは体系的な「環境配慮設計（DfE）
」アプローチを採用
し、製品の環境性能の向上に取り組み続けています。エンジニア
はすでに開発段階で調達から製造、製品の使用、廃棄まで、製
品のライフサイクル全体を通して排出される CO2 を考慮します。
ボッシュにとって、環境に優しい製品を開発することは自社のエ
ネルギーおよび資源消費に目を光らせることも意味します。従業
員 100 人以上の生産拠点と開発拠点の 89％に、ISO 14001 に
基づく環境管理システムがすでに導入されています。現在までに、
232 カ所の拠点が外部認証を受けています。これは世界の生産
拠点の 78％に相当します。サプライチェーンマネジメントの枠組
みの中で、ボッシュはサプライヤーが国際労働機関（ILO）によっ
て設定された労働基準を遵守することを求めており、遵守状況を
監査によってチェックします。これまでに、862 回の環境および
労働安全に関する徹底的な監査が実施されています。さらに、約
550 社の優先サプライヤーは、認定された環境管理システムを
適用していることを証明しなければなりません。
社会的コミットメント

− 31.1

% CO2 排出量を削減（自社で算出した数値との比較）

（目標：2020 年までに 2007 年比で 35 % 削減）

− 3.5

% 廃棄物の量を削減（自社で算出した数値との比較）

（目標：2015 年比で – 6.9 % 削減）

− 6.3

% 水の使用量を削減（自社で算出した数値との比較）

（目標：2015 年比で – 6.9 % 削減）

862

回のサプライヤーの環境／労働安全監査

（目標：2010 年～ 2020 年に 1,000 回）

16.6

% 女性管理職の比率

（目標：中期的に 20％）
社会問題への取り組みは、持続可能性に関するボッシュの定義
のもう一つの側面です。ボッシュは 2 つの方向性で活動してい
ます。まず、新興成長市場と発展途上国におけるプレゼンスを
通じて、
地域経済の強化を支援しています。次に、
ブラジル、
中国、

2.2

件以下 100 万労働時間あたりの労災事故件数

（目標：2020 年までに 1.7 件以下）
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新しい目標像
ボッシュは持続可能性に関する新たな目標を設定し、2025 年までに達成することを目指します。これにより、社会的課題により一層力を
注ぎながら、持続可能性に対する責任を果たし続けます。これらの目標を設定するために、ボッシュの持続可能性に関するエキスパートは、
地球規模のメガトレンドと持続可能性の傾向を分析、先進企業をベンチマークし、そしてステークホルダーと議論しました。その成果が、
目標像「新たな局面 – ボッシュの持続可能性への取り組み 2025」です。
ボッシュは今後、気候変動、エネルギー、水、都市化、グローバリゼーション、健康という世界的に重要な 6 つの問題に注力していきます。
各分野には、2 つの重要な側面と中期目標があります。
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新目標像の詳細
気候変動
側面 1：CO2 スコープ 1 + 2
ボッシュは、気候変動対策とパリ協定の 2 度目標（注：世界の平均気温上昇を産業革命以前から 2℃未満に抑制す
るという目標）の実現に取り組んでいます。2020 年までに直接排出（スコープ 1）と購入したエネルギーの利用に
伴う間接排出（スコープ 2）の両方でカーボンニュートラルを達成することを目指しています。この目標を実現する
ため、各拠点でエネルギー効率改善対策と新クリーン電力（NCP）に力を入れています。これは、新しい発電プラン
トで生産されるグリーンエネルギーの独占的な長期供給契約を結ぶことを意味します。ボッシュはまた、再生可能エ
ネルギーを利用する既存施設から発電源証明が付いたグリーン電力を調達します。さらに、
「ゴールドスタンダード」
認証をはじめとする、高品質な CO2 認証を購入しています。
側面 2：CO2 スコープ 3
2019 年、ボッシュはその他の間接排出（スコープ 3）の分析を行う意向であり、科学的根拠に基づく目標への取り
組み（SBTi）に参加することを目指しています。CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）
、国連グロー
バルコンパクト（UN GC）
、世界資源研究所（WRI）
、世界自然保護基金（WWF）のメンバーによって設立されたこの
取り組みには、現在 500 社を超える企業が参加しています。SBTi は、CO2 排出量を削減するための民間部門の取
り組みにおいて、科学的根拠に基づく目標を活動基準とすることを目指しています。

エネルギー
側面 1：エネルギー効率
エネルギー効率は、気候目標を達成するカギとなります。ボッシュは、2030 年までに 1.7 テラワット時（T Wh）の
エネルギーを節約するという目標を設定しました。今後 11 年間で 10 億ユーロの投資を行い、革新的なエネルギー
効率改善策の推進を目指しています。
側面 2：再生可能エネルギー
同時に、ボッシュは、2030 年までに自社拠点の再生可能エネルギーによる発電量を 55 ギガワット時（GWh）から
400GWh に増やすとともに、新しい発電プラントで生産されるグリーン電力の消費量を総エネルギー消費の 40％ま
で増やすことを目標に掲げています（いわゆる新クリーン電力）
。この目標を達成するため、ボッシュは長期供給契
約を結び、これにより再生可能エネルギー発電所の建設を促進します。

水
側面 1：水不足
気候シナリオによると、現在の水リスクは水不足と水質悪化によって今後さらに高まると予想されます。これを受けて、
ボッシュは相対目標に代わって絶対目標を設定しました。2025 年までに水不足が問題となっている 61 カ所の拠点
で、使用する水の絶対量を 25％削減します。水リスクを評価し、適切に対処するため、ボッシュは WWF（世界自然
保護基金）が開発した評価ツール「水リスクフィルター」を利用しています。ボッシュは年間 1,000 万ユーロを投資
してこのプロジェクトを支援し、速やかに改善を行って設定した目標を達成しようとしています。
側面 2：水質
2019 年に実施するプロジェクトを通じて、ボッシュは水質と廃水管理の分野における透明性の向上も目指しています。
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都市化
側面 1：ライフサイクルアセスメント
都市化が急速に進む世界において日々使用される製品は、その生産、使用、廃棄を通じてエコロジカルフットプリン
トを残しています。このフットプリントをできる限り小さくするため、ボッシュはすでに主要な製品グループでライフサ
イクルアセスメントを実施しており、その割合は売上高の約 50％に達しています。ボッシュはこれらの分析の結果か
ら自社製品が環境や社会に与える影響を軽減する可能性を特定します。この場合に重要な意味を持つのが、閉ルー
プまたは循環型経済の概念です。
側面 2：資源と廃棄物
生産の際に発生する廃棄物は、都市化に関連する活動の第 2 のポイントです。ボッシュは従来の目標に代わり、有害
廃棄物の削減と材料リサイクル率の向上という、2 つの新しい取り組み項目を策定しました。

グローバリゼーション
側面 1：責任
460 社にのぼる子会社と現地法人を展開し、41 万人の従業員を擁するグローバル企業であるボッシュは、社会と環
境に対する責任を負っています。このため、事業活動が環境、社会、経済に与える影響を透明化し、持続可能性の
観点から業績を向上させることを目指しています。この目標に向け、ボッシュは国際基準に従って報告態勢を改善し
続け、その進捗状況を毎年公表しています。2018 年報告年度からは、GRI 基準の「中核（コア）
」オプションに準
拠したファクトブックが発行されます。
側面 2：サプライチェーン
責任あるビジネスを行う会社として、ボッシュはグローバルな物資の流れとの関連においてサプライチェーンの上流
（サプライヤーのサプライヤー）に注目するようになっています。2019 年から、ボッシュはサプライヤーネットワー
クの生態的リスクと社会的リスクをより明確に特定し、これに基づいて既存の対策をさらに発展させることを目指して
います。

健康
側面 1：健康と安全
ボッシュは、人々と環境を保護することに全力を注いでいます。2020 年までに 100 万労働時間あたりの労災事故件
数を 1.7 件以下にすることを目標に掲げています。事故の大半は人間の行動によって引き起こされるため、2019 年
はヒヤリ・ハット事例を年間を通して徹底的に分析する考えです。その目的は、従業員の労災事故や健康に関するリ
スクを認識し、早い段階で適切な予防措置を導入することにあります。
側面 2：懸念物質
禁止物質が使用されていないことを確認し、有害物質の使用を減らすことは、人々と環境を保護する上で極めて重要
です。このことは、製造工程と製品自体のどちらにも当てはまります 。特に製品に関する化学物質の規制や禁止を
効率的に管理するため、ボッシュはコンプライアンスと持続可能性（MaCS）のためのマテリアルデータ管理システ
ムを強化しています。拡張性の高い IT システムによって、製品に使用されている材料のリストを自動的にチェックし、
規制の遵守を確保することができます。このシステムはすでに複数の事業部で導入され、成功を収めています。
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スマート
コネクティビティ
AI – INVENTED FOR LIFE
AI センター（BCAI: Center for
Artificial Intelligence）所長、
Christoph Peylo への 3 つの質問

Peylo さん、人工知能はなぜ必要なのですか ?
ボッシュは、暮らしにゆとりを生むテクノロジーの開発を目指しており、
人工知能はこの目標の実現に大きく貢献します。現代世界では、技術
の進歩とデジタル化によって多くのことがあまりにも複雑になり、扱いが
難しいと感じることがしばしばあります。AI はこうした複雑さを軽減し、
意思決定を容易にします。AI は人間に取って代わるものではありません。
いわば人間のサポート役です。
AI に関して、ボッシュでは 2018 年にどのような進展がありましたか？
そして、現在はどのようなことに取り組んでいますか？
すでに 150 件を超える AI プロジェクトが始動しています。現在、生産
プロセスを最適化するための製造分析システムに集中的に取り組んでい
ます。生産プロセスにおけるエラーをより素早く特定し、是正することが、
このシステムの目標です。これを実現するため、担当の従業員に関連情
報を提供し、彼らが判断を下すのに役立つ、インテリジェントなデータに
基づく意思決定支援システムを開発しています。別のプロジェクトでは、
インテリジェントな制御システムを使って車両の排出ガスへの影響を把握
し、排出ガスを削減しています。この例が示しているのは、環境に配慮し
た技術システムの設計という、AI のもうひとつの重要な活用分野です。
知能を持った機械はある程度独立して動作します。これは、機械が間違っ
た判断を下す可能性があることを意味します。どのようにこのリスクを低
減することができますか？そして、どのように責任を持って AI を利用する
ことができますか？
AI の利用には明確なルールが必要です。知能を持つ物体は、自主的に動
作することができます。私たちの社会的価値観の理解によれば、行動に
は責任が伴います。つまり、いかなる行動も社会のルールや価値観に沿っ
たものでなくてはならず、それらの規則や価値観に従って判断されること
を意味します。しかし、機械は自身の動作がこの要件を満たしているかど
うかを判断できません。人間が必要とされるのはこのためです。機械の動
作を決定するルールを作らなければなりません。
インタビューの全文はこちらでご覧いただけます。
sustainability.bosch.com
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ネットワーク化された
ドライバーレスシャトルは
未来の都市におけるモビリティの
持続可能性を高めます

これらの活動は、以下の持続可能な開発の
ための目標を支援します：
SDG 3、SDG 9、SDG 11
2020 年までに全世界で約 2 億 5,000 万台
の車両がネットワーク接続され、インター
ネットおよびその環境と絶え間なく情報を
交換するようになるでしょう。このネット
ワーク化に向けたトレンドは、車両の自動
化・電 動 化とともに未 来 の モビリティを
可能な限り Accident-free（交通事故の
ない）
、Stress-free（ストレスのない）
、
Emission-free（排出ガスのない）なもの
にするのに役立ちます。生活の他の場面
でも、モノのインターネット化（IoT）は、
気候変動や都市化などの地球規模の課題への取り組みに貢献する

ドライバーレスで安全走行

ことができます。たとえば、スマートソリューションによって食料
生産の効率と持続可能性を向上させることが可能です。ボッシュ・

正確な位置特定は自動運転車の安全を確保するために欠かせ

グループは、デジタルコネクティビティが持つポテンシャルを活用して、

ません。数センチメートルの範囲で正確性が求められます。ボッ

世界中の人々にゆとりある暮らしを提供する革新的な製品とサービス

シュは、自動運転車両の自車位置を正確に把握する車両ポジ

を開発しています。

ション＆モーションセンサー（VPMS）を開発しました。この新
しいセンサーには、全球測位衛星システム（GNSS）の信号を

将来的には、ネットワーク化された自動運転電動シャトルを市街で当

受け取る高性能な受信機が組み込まれています。衛星データは

たり前のように目にするようになるでしょう。2025 年までに、欧州、

地上に到達するまでに、雲の層を通過しなくてはならず、これ

米国、中国だけで約 250 万台のオンデマンドで旅客を輸送するシャ

が誤差につながります。この問題に対応するため、ボッシュはさ

トルバスが走行するようになる見込みです。ボッシュは電気モーター

まざまなプロバイダーから供給される補正データを活用してい

から 360 度サラウンドセンサーシステム、ネットワーク化ソリューショ

ます。パートナーと協力し、ボッシュは合弁会社 Sapcorda を

ンとサービスまで、未来のシャトルに必要なコンポーネントとシステ

設立しました。正確な位置情報を持つ地上の基準局のネットワー

ムを提供します。ボッシュは将来的に、ドライバーレスの輸送手段を

クを補完役として借り、GNSS の位置情報の誤りを補正できるよ

日常的な利用に適したものにすることを目的としたデジタルモビリ

うになりました。補正されたデータはクラウドや静止衛星を介し

ティサービスを組み合わせて、スマートでシームレスに接続可能な

て車両に送られます。さらに、VPMS には人間の内耳に相当す

エコシステムを作り上げる考えです。これらのスマートサービスは、

る慣性センサーが組み込まれています。人間が触覚とバランス

ドライバーが走行スタイルを天候や交通状況に応じて調整するのに

感覚のおかげで動き回ることができるように、センサーは車両

役立つ情報を提供します。デジタルアシスタントは、必要に応じて

が進んでいる方向を正確に把握することができます。

乗客が移動している間に同時に予約を行います。
コネクテッドドライビングは、車両が他の車両や周囲と通信する
ボッシュとダイムラーは現在、市街地での交通の流れを改善し、路上

ことができる場合に限り安全が確保されます。前方の交通渋滞

での安全性を高めることを目的として、高度・完全自動運転（SAE

や、事故や滑りやすい道路などその他の危険性について、車両

レベル 4/5）のドライビングシステムの共同開発を計画しています。

同士が警告することができます。現在、
「車両とモノの通信
（V2X）
」

2019 年に、両社はシリコンバレーのサンノゼ市のパイロットプロジェ

としても知られるこのようなデータ交換については、世界的に

クトで自動運転のライドシェアサービスのテストを実施します。

標準化された技術的基礎は存在しません。そこで、ボッシュは
スマート車両で利用される、あらゆる伝送規格を用いて通信で
きるコネクティビティユニットを開発しました。
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ACC や速度制御などの革新的な
アシスタンスシステムにより、
二輪車走行の安全性が向上し、
ストレスが軽減されます

逆走車による交通死亡事故をなくすため、ボッシュは警告を発

未来の貨物輸送

するソリューションを活用しています。ドイツだけで高速道路
の逆走車に関する交通情報が年間約 2,000 件報告されており、

スマートテクノロジーは、未来の貨物輸送における事故、ストレス、

逆走による交通事故で 1 年に約 20 人の命が失われています。

そして排出ガスを可能な限り低減します。これによりコストが削減さ

逆走車の 3 分の 1 が平均しておよそ 500 m 走行したところで

れ、
物流チェーンが最適化され、
走行しやすくなります。たとえば、
ボッ

停止しています。警告を発するような場面では、事態は一刻を

シュは制動時にエネルギーを回生するため、トレーラーのアクスル

争います。
ボッシュは道路を逆走しているドライバーのみならず、

の電動化を進めています。回生されたエネルギーはトラックトレー

危険にさらされる他の道路利用者に 10 秒以内に警告を発する

ラーに電力を供給するために使用されます。ボッシュはこれまでの

クラウドベースのソリューションを開発しました。アプリケーショ

アクスルを単に自在に回転させる手法に代わって、トレーラーのア

ンはすでに欧州 13 カ国でラジオやカーナビゲーションなど 15

クスルに電動装置を組み込みました。このエネルギーを冷凍トレー

種類のアプリに組み込まれています。ドイツでは、逆走車警告

ラーの冷却ユニットに利用することで、年間で最大 9,000 リッター

機能は Antenne Bayern が提供するラジオアプリに搭載されて

のディーゼル燃料を削減できます。

います。
電気モーターとパワーエレクトロニクスをひとつのユニットにまとめ
二輪車ライダーをスマートに守る

た小型商用車向けのモジュラー式パワートレイン設計は、都市部の
配送車両をよりクリーンで効率的なものにしています。将来的には、

レーダーベースのアシスタンスシステムが、二輪車の安全性を
高めます。アシスタンスシステムを支えるテクノロジーは、レー
ダーセンサー、ブレーキシステム、エンジンマネジメント、ヒュー
マンマシンインターフェースを組み合わせています。たとえば、
ボッシュのアダプティブ クルーズ コントロール（ACC）システ
ムは、交通の流れに合わせて車速を調整し、二輪車とその前方
の車両との距離を自動的に設定します。その結果、よりスムー
ズで効率的な走行が可能になります。さらに、ボッシュは世界で
初めて量産仕様の電動二輪車向けアンチロックブレーキシステム
（ABS）を開発しました。前輪が横滑りしたり、急ブレーキをか
けた時に後輪が地面から浮き上がる可能性を低減します。この
システムを搭載することで、電動二輪車の事故の 4 分の 1 を防
ぐことができます。この ABS は 2018 年から一部の電動二輪車
モデルに装備されています。この技術を搭載した約 150 台の電
動二輪車が、フリート事業者のもとでテストされました。

ボッシュは道路を逆走しているドライバーのみならず、
危険にさらされる他の道路利用者に 10 秒以内に警告を
発するクラウドベースのソリューションを開発しました
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その他のプロジェクト
長距離大型トラックに高効率の燃料電池パワー

ネットワーク化された農業

トレインが搭載される予定です。ボッシュは、
パートナーである米国の Nikola Motors と中

国際連合食糧農業機関（FAO）の予測では、世

国の Weichai Power と共同でこの開発プロ

界人口を養うためには、2050 年までに食料生

ジェクトを進めています。すべてのパワートレ

産量を 50％増やす必要があるとされています。

インコンポーネントをインテリジェントに繋げる

このため、農業にはスマートな技術革新が必要

燃料電池システムは、2021 年に生産を開始

とされています。日本での「Plantect（プラン

する予定です。

テクト）
」プロジェクトは、こうした技術革新の
一例です。これまで農家は、農薬を散布する最

ネットワーク化サービスは、貨物の輸送中もド

適なタイミングが分からずに、多くの作物を失っ

ライバーと物流管理担当者をサポートします。

ていました。プランテクトは、
人工知能のサポー

荷物が損傷を受けることなく確実に目的地に到

トによって温室栽培を最適化します。センサー

着するよう、データロガー（センサー内蔵の小

が湿度、温度、日照など重要な環境パラメー

さなボックス）が温度、湿度、振動率などを測

ターを測定します。Bosch IoT Cloud はデータ

定することによって荷物の状態を監視します。

を分析し、結果をアプリに表示します。これに

さらに、ボッシュのドライバー アシスタンス シ

より、農薬をより的確に散布することができま

ステムは、商用車をよりリラックスして安全に運

す。このアプローチは成功を収めました。実地

転できるようにします。こうしたシステムのひと

試験では、
植物病害のリスクは 3 分の 1 に削減、

つが、レーダー誘導式の旋回時警告システム

農薬の使用量は 30 パーセント削減されました。

や死角検知で、行く手を横切る他の道路利用者
を検知し、早期に警告します。トラックの前方
にある物体との衝突が差し迫っていると思われ
る場合は、衝突予知緊急ブレーキシステムが
自動的にブレーキをかけます。車線逸脱警報シ
ステムは、緩やかにステアリングに介入し、車
両を車線内に維持します。

マドリッドで Coup がスタート
ボッシュが開発した電動スクーターシェ
アリングサービス「Coup」が、ベルリ
ン、パリに続いて 9 月からマドリッドで
サービスを開始しました。アプリを使っ
て 850 台ある電動スクーターを探し、
市内の至る所で借りることができます。
現在、3,500 台の電動スクーターが欧
州全土で利用されています。このサー
ビスは、排出ガスを出さずにほぼ無音
で観光を楽しむことを可能にします。
広角ミラーより見やすく
ボッシュとパートナーのメクラ・ラン
グは、ダイムラー・ミラーカムシステム
（Daimler Mirror Cam System）を開
発しました。このエクステリアミラーシ
ステムは、従来のメインミラーと広角
ミラーの代わりに、キャブ内部にビデ
オセンサーを装備しています。カメラ
から送られた画像は、2 つの高解像度
ディスプレイにリアルタイムで表示され
ます。さらに、空気抵抗を低減する構
造によって、
燃費を最大 2％改善します。
2018 年には、メルセデスの新型トラッ
ク「アクトロス」に初めてミラーカムが
標準装備されました。
カーボンニュートラルへの道
ボッシュはドイツ国内 3 カ所の自社ガソ
リンスタンドで、従来の燃料に代わって
「R33 ブルーディーゼル」を導入しま
した。ブルーディーゼルには 33％の再
生可能物質が含まれているため、CO2
排出量を 20％削減することが可能で
す。それだけではありません。ボッシュ
の 取 締 役 会メン バ ー の 送 迎 車 両 は、
2018 年 11 月から完全に再生可能な
ディーゼル燃料で走行しています。

プランテクトの
スマートセンサーシステムは、
トマトの温室栽培を最適化します
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スマート
マニュファクチャリング
インテリジェントな技術革新
環境に配慮した行動と安全な職場は、ボッシュの持続可能
性の定義において重要な位置を占めています。ボッシュはこ
うした分野における革新的なプロジェクトやアプローチに環
境・労働安全衛生（EHS）賞を授与しています。2018 年に
は、
エネルギー効率、
安全性に加えて資源効率性がカテゴリー
に加わりました。反響は大きく、19 カ国から 105 件のプロ
ジェクトの応募がありました。これは、賞が発足した 2017 年
の 2 倍です。ナシク工場は、組織的エネルギー管理の 3 本
柱モデルと太陽光発電システムが評価され、賞に輝きました。
同工場は、2016 年から 2018 年の間だけで 1 万 8,700MWh
の節減を達成しました。
EHS 賞に関する詳細は、こちらでご覧いただけます。
sustainability.bosch.com
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これらの活動は、以下の持続可能な開発のための目標を支援します：

持続可能性：グループの取り組み

SDG 9、SDG 12、SDG 13
エネルギーの効率的な利用は、ボッシュにとって環境保護に対する
健全な環境と資源の可用性は、力強い経済と現在および未来の世

責任と経済的責任の問題であり、持続可能性に関する戦略的優先

代の暮らしを支える前提条件です。こうした理由から、気候変動や

事項です。ボッシュは、気候変動対策を単なる企業の責任ではな

資源不足などの課題に対する実行可能な解決策を模索することは、

く、ひとりひとりの努力が求められる社会的責任であると考えていま

差し迫った社会的課題であると言えます。国連環境計画（UNEP）の

す。この問題に対する従業員の意識を高め、部門や拠点の枠を超え

「温室効果ガス排出ギャップ報告書」によると、2018 年に世界の

て持続可能な形で行動するよう促すこと。それが、ブラジルのクリチ

CO2 排出量は過去最高の 53.5 ギガトンに達しました。これにより、

バの拠点で開催された「2018 年エネルギー効率向上週間（Energy

パリ協定の気候目標はさらに達成が困難になります。ボッシュ・グルー

Efficiency Week）
」の主な狙いでした。従業員は 5 日間にわたって

プはメーカーとして、特に大きな責任を負っていると考えています。

さまざまなイベントに参加し、エネルギー効率の向上に関する講演

積極的にクライメートアクションを形作り、環境への悪影響を軽減す

に耳を傾けました。さらに、20 人の従業員が４つのプロジェクトチー

るため、ボッシュは直接的および間接的な CO2 排出量を積極的に削

ムに分かれて省エネに関する独自のアイディア創出に取り組み、最

減し、環境に優しいテクノロジーを活用し、自社拠点のエネルギー

終日に各チームが成果を発表しました。現在、デザイン思考などの

効率を高め、責任ある資源利用を心がけます。

創造的手法を用いてこれらのアイディアの実現可能性の評価が進め
られています。優勝したチームのプロジェクトだけで、拠点で消費さ

気候、エネルギー、水は、ボッシュが目標像「新たな局面 – ボッシュ

れるエネルギーを年間 8 万 5,000 kWh 削減できる可能性がありま

の持続可能性への取り組み 2025」で掲げる地球的規模の課題の

す。エネルギー効率向上週間では、上記以外に 200 件もの提案が

一部です。これらの課題、そしてその他の課題に関して、ボッシュは

寄せられ、
新たに CO2 削減アンバサダーが任命されました。こうして、

中期目標を設定しました。各拠点で CO2 排出量を削減することが、

将来においてもエネルギー効率と気候変動に関する問題に効果的に

持続可能性関連活動における重点のひとつです。2020 年には、直接

対処するための強固な基盤が築かれました。

影響を及ぼすことができる排出量（スコープ 1 および 2）をゼロに
することを目指しています（P.8 を参照）
。2018 年は、2007 年の

ライフサイクル全体を視野に入れる

基準年と比較して 31.1％の付加価値に関連する排出量を削減しま
した。世界中のボッシュの拠点における何千ものプロジェクトと個別

環境保護の取り組みにおいては、一般的に製品の生産、使用、廃棄

の対策が、この削減に貢献しました。

に焦点が当てられますが、その他の要素も考慮に入れる必要があり
ます。たとえば、製品の生産時に使用される原材料や補助材料、燃

他の拠点の模範となる

料の生産も、環境に影響を及ぼします。ライフサイクルアセスメント
（LCA）を実施することで、製品やサービスのライフサイクル全体を

インドのカルナータカ州ビダディにあるボッシュの拠点は、カーボン

通して、体系的かつ包括的に環境への影響を評価することが可能に

ニュートラルの実現に一貫して取り組み、CO2 排出量を最小限に抑

なります。現在、ボッシュのさまざまな部門や拠点に設置されたチー

えることに力を注いでいます。2018 年度の社内 EHS 賞で 3 位を獲

ムは、LCA の手法を使って製品使用に関連する資源消費と CO2 排

得した、4 つの柱をベースとする戦略的な取り組みは、CO2 排出削

出量の分析を基に地球温暖化への影響を評価し、適切な改善策を導

減のお手本を示します。今後 4 年間で CO2 排出量を大幅に削減す

き出しています。LCA は、ボッシュの主要な製品グループすべてで

るため、ビダディの拠点は再生可能エネルギーの利用を進め、ボッ

実施されています。

シュ独自のエネルギープラットフォームを使ってエネルギー消費を分
析しています。これに加えて、暖房に使用する燃料に、ディーゼルや

ブラジルの 6 人の従業員による活動は、LCA の手法がどのように利

メタンよりも液化天然ガスを積極的に利用することで、温室効果ガス

用されたかを示す良い例です。2018 年 10 月、彼らはサンパウロで

の排出削減につなげています。さらに、工場の敷地内で植樹したり、

開催された全国自動車部品産業協会「第 14 回持続可能性フォーラム

野菜やハーブ類を栽培するなど、地域での取り組みを支援してきま

（XIVFórumde Sustentabilidade）
」において、『ライフサイクルア

した。

セスメント - 持続可能な製品開発』」と題したプレゼンテーションを
行いました。このイベントでは、産学の代表者が製品ライフサイクル

ビダティの拠点は、主にソーラーエネルギーを活用することで、CO2

のコンセプトとその可能性、将来の展望について議論を交わしました。

を削減することを目指しています。今後数年間で、
現在の 4.7 メガワッ

ボッシュ・チームの活動は、フォーラムで受賞した 3 つのプロジェク

トピーク（MWp）から 15 MWp に段階的に発電容量を増やすことを

トのうちのひとつでした。

目標に掲げ、ソーラーパネルの増設を計画しています。最終的には、
拠点の総エネルギー需要の 43％を再生可能なエネルギー源に由来
するエネルギーでまかなうことを目指しています。エネルギー利用を
常に監視することは、まだ活用されていない効率向上のポテンシャル
を特定し、継続的にプロセスを改善し、さらなる CO2 排出量の削減
に役立ちます。ビダディの拠点が総合的なアプローチによって正しい
道を進んでいることは、データから明らかになっています。プロジェ
クトが開始された 2016 年半ばから 2018 年半ばまでの間に、CO2 排
出量は 37％削減され、カーボンニュートラルという目標の実現に近
づいています。
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その他のプロジェクト
エネルギー効率を定額で
古い家電製品はしばしば不必要に大量
のエネルギーを消費します。そして、
正しく処分されていません。ボッシュは
オランダで、どちらの課題に対しても
持続可能なソリューションを提供してい
ます。
「Blue Movement」という取り
組みの一環として、
消費者はエネルギー
効率の高い洗濯機と乾燥機を月額料金
でレンタルすることができます。修理
費用が発生した場合はボッシュが負担
し、廃棄された家電製品のリサイクルと
再処理も行います。
インドの世界環境デー
2018 年 6 月、
ボッシュ・インディアは「プ
ラスチック汚染をなくそう」をテーマに
世界環境デーを開催し、従業員の環境
意識を高めました。従業員はプラスチッ
クの代替品を模索したり、自宅で雨水
を貯める方法を検討することなどに取
り組みました。
ブライヒャッハの拠点が
エネルギー管理賞を受賞
ドイツの ブライヒャッハ 工 場も、ボッ
シュ EHS 賞を受賞しました。同工場で
は、オンラインベースのソフトウェアソ
リューションを使って機械のエネルギー
消費量を監視し、改善に向けた提案を
行っています。パイロットプロジェクト
では、19 台の機械で CO2 排出量を約
120トン削減することができました。

日本では、ボッシュが主導する開発チームが日

工業用水として利用するため貯留池を作りまし

本自動車部品工業会（JAPIA）と共同で、自動

た。これらの対策の結果、カンピーナスの拠点

車分野におけるライフサイクルアセスメントに

では水道水の使用量が 90％削減しました。対

関連する問題に取り組みました。エキスパート

策実施前は、年間約 36 万立方メートルの水道

たちは協力して車両の生産と利用における生態

水を消費し、そのうち 3 分の 1 は廃水として下

学的リスクを推定、評価することを可能にする

水道に流されていました。残り 3 分の 1 は製造

技術を開発しました。
2018 年の LCA 日本フォー

過程で蒸発していました。現在、ボッシュは主

ラム表彰で経済産業省産業技術環境局長賞を

に独自の雨水貯水池を工業用水と処理水に使

受賞したこの画期的な算定手法は簡便で、製

用しています。その結果、拠点の水使用量が

品の技術データとシンプルなツールだけで環

減るだけでなく、廃水量も 43％減少しました。

境に与える影響を評価することができます。
インドのアフマダバード拠点でも、ボッシュは
持続可能な水管理

水使用量を削減し、貴重な天然資源をできる限
り責任を持って使用するため、いくつかの対策

ボッシュはすべての拠点で責任ある水利用に努

を実施しています。同拠点は、貯水池に設けら

めており、水使用量の削減に常に取り組んでい

れた 23 の排水孔を通じて毎年 8 万 1,000 立

ます。中でも、ブラジルやインドなど水不足が

方メートルの雨水を自然の水循環に戻していま

大きな問題となっている地域に力を入れていま

す。さらに、全長が 3.7 キロメートル以上にお

す。ボッシュは 2025 年までに 60 カ所以上の

よぶ水道管によって、地下水ではなく地表水を

拠点で使用する水の絶対量を 25％削減するこ

利用することが可能になります。また、アフマ

とを目標に掲げています。

ダバードの拠点は、敷地内の緑地の灌水に処

ブラジルのカンピーナス工場は、どうしたら

ツールを使って全体的な水の消費量を監視し

この目標を達成できるのかを教示しています。

ています。これらの対策によって、2017 年に

理水のみを使用しています。同拠点では、測定

1960 年に開設されたこの拠点は、ここ数年で

は約 1 万 400 立方メートルの節水が実現しま

水管理体制を抜本的に見直しました。さらに、

した。これは、水使用量全体の約 18％に相当

飲料水と工業用水の処理施設を設置し、雨水を

します。

ドイツ、ブライヒャッハにある
ボッシュの拠点は、スマート
エネルギー管理を活用しています
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スマート
コミットメント

ボッシュで学ぶ
将来、全職業の約 4 分の 3 で、STEM（科学、技術、工学、数学）分野の専門知識が必要とされるようになるでしょう。
一方で、これらの科目の履修者は、多くの国で減少しています。早い段階で STEM 科目への興味を掻き立てるため、
ボッシュはオーストラリアで Learn @ Bosch を立ち上げました。このプロジェクトでは、6 年生の生徒たちをクレイト
ンにあるボッシュの拠点に招待し、従業員と交流しながら拡張現実や 3D プリンティングからロボット工学まで、最先
端のテクノロジーがどのように機能するかを学びます。2018 年は、17 校から 1,000 人を超える生徒がこのプログ
ラムに参加しました。この取り組みはオーストラリア国内で唯一の試みであり、ビクトリア州の教育ネットワークに取り
入れられています。2019 年には、Learn @ Bosch は他の拠点でも実施される予定です。
Learn@Bosch に関する詳細は sustainability.bosch.com でご覧いただけます。
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「Bosch Jugendhilfe」は、ドイツの従業員の
子どもたちを経済面で支援するだけでなく、
さまざまなトピックに関するワークショップを
定期的に開催しています。

社会的結束を促進する
これらの活動は、以下の持続可能な開発のための目標を支援します：SDG 1、SDG 3、SDG 4
教育は、自立した生活と社会参加の基盤を形成します。こうした理由から、ボッシュ・グループは、世界のほぼすべての拠点で子ども
や若者を支援することを目的とした従業員の主導による取り組みやプロジェクトをサポートしています。長期的に支援を提供するため、
ボッシュはブラジル、中国、インド、メキシコ、米国で教育プロジェクトや社会プロジェクトを実施する企業財団を設立しました。2018 年、
これらの財団は 980 万ユーロを現地でのプロジェクトに供与しました。ボッシュはまた、災害支援にも力を注いでいます。現地の従業員が
復興や緊急援助に貢献している間、ボッシュが物資と金銭を寄付することによって世界の危機的状況に対応します。ボッシュ・グループは、
2018 年に総額 2,450 万ユーロを慈善活動に提供しました。

国連が発表した分析によると、15 ～ 24 才の若者の失業者は

関する説明会を実施し、公立学校の生徒たちの健康増進に取り組ん

全世界で 7,040 万人にのぼっています。若年失業者の多くはイ

でいます。BRIDGE プログラムは 2013 年の発足以来、300 校の公

ンドに集中しています。インドは若者の人口が最も多い国です。

立学校から約 7 万人の生徒が参加しています。

インドの失業者の 56％は中途退学者です。彼らは貧困のため、
あるいは教育を受ける機会に恵まれなかったり、労働市場に関

中国の都市の子どもたちを支援

する知識が不足しているため仕事を見つけることができません。
ボッシュ・インディア財団は、BRIDGE（
「Bosch’ s response

中国では農村部から都市部への人口流出が進んでいます。現在、より

to India’ s development and growth through employability

良い生活を求めて都市部に移住してきた労働者は約 2 億 8,600 万人

enhancement（雇用性向上によるインドの発展と成長へのボッ

にのぼっています。その結果、約 3,400 万人の子どもたちが都市に

シュの対応）
」の頭字語）プログラムを通じて、さまざまな分野で

移住し、
多くの思いがけない困難に直面しています。
2018 年 10 月以来、

仕事を見つけるために必要な初歩的なスキルを習得する機会を

ボッシュ・チャイナは移住者の子どもたちの社会的統合を促進するこ

失業中の若者に提供します。2018 年には 7,000 人の参加者が

とを目的に上海で設立された「青少年才能啓発センター
（CYTE）
」によっ

インドの 250 カ所の BRIDGE センターで提供された研修プログ

て運営されている「Voices of New Citizens」プロジェクトに資金を

ラムに参加し、就職を果たしました。

提供してきました。農村地域の子どもたちのニーズに合わせたプログ

学習効果を上げるためには、健康であることが重要です。この

ラムでは、大都市で生活する術を身につけることができます。プログ

ため、ボッシュ・インディアは、定期健康診断や衛生の重要性に

ラムは、たとえばデジタルスキルとソフトスキルを教えることによって、
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子どもの教育におけるギャップを埋めることを目

児童生徒や学生たちは、必要に応じて留学や

的としています。プログラムが 2012 年に開始

特別指導のための資金援助を受けたり、さまざ

されて以来、2,000 人のボランティアが約 3 万

まなワークショップに参加したり、書籍を購入

人の移住者の子どもたちと協力し、彼らが社会

するため手当を受け取ることができます。ボッ

に溶け込みやすくなるよう支援しました。

シュの従業員は指導者としても積極的な役割
を果たし、子どもたちのロールモデルやよき相

さらに、ボッシュ・チャイナは都市移住者の子

談相手になります。
「Bosch Jugendhilfe」は

どもたちの支援を目的とする「Voice for Love」

2018 年に 80 周年を迎え、ドイツの大学生 89

という支援もサポートしました。実験に基づくカ

人と児童生徒 57 人を支援しました。

リキュラムによって、子どもたちは自分の意見を
述べ、個人的なスキルや仕事に関連したスキル

現地で迅速に対応

を磨きます。プロジェクトが 2018 年 10 月に開
始されて以来、特別な訓練を受けたボランティ

自然災害が発生した場合、被災者にとっては

アが 117 人の移住者の子どもたちを支援してき

緊急援助と長期的な復興努力の両方が非常

ました。

に 重 要 で す。2018 年 9 月、ハリケ ーン「フ
ローレンス」 が 米 国 の 東 海 岸に甚 大 な 被 害

ボッシュの拠点周辺のコミュニティに貢献する

をもたらし、ボッシュの 10 カ所 の 拠 点に勤
務 する 5,500 人 以 上 の 従 業 員 が 被 災しまし

ボッシュは財団の活動に加えて、世界各地で拠

た。ボッシュはボッシュ・コミュニティファン

点周辺のコミュニティで実施されている地域プ

ドを通じて 20 万 米ドルをさまざまな 支 援 団

ロジェクトを支援しています。ブエノスアイレス

体に寄付し、被災者が食料や宿泊施設、医療

にある若年失業者のためのカアクペ・カトリック

サービス、衣類などの形で緊急援助を受けら

職業訓練センターはその一例です。同センター

れるようにしました。さらに、赤十字と協力し

は、市内最大のスラム街で失業や暴力、薬物

て従業員が義援金を直接寄付できるようにし

中毒などの問題に直面している住民に手を差し

ました。ボッシュは、個人による寄付金額を

伸べ、さまざまな講座や個別のサポートを通じ

2 万 5,000 ユーロに積み増し、復興支援に投じ

て彼らの職探しを手助けしています。2018 年、

る考えです。

ボッシュ・アルゼンチンは機械修理工場の建設
に資金を提供し、自動車修理の授業で実地体
験ができるようにしました。さらに、ボッシュ・
アルゼンチンの従業員は、ボランティアで電気
計測の方法や自動車市場などのテーマに関す
る講義を行いました。毎年、地元出身の 1,600
人がカアクペ・センターの職業訓練に参加して
います。プログラムの修了生は、2019 年から
ボッシュ カーサービスのネットワークに採用さ
れる予定です。
ドイツでは、子どもの教育の成功は両親の教育
水準によって大きく左右されます。こうした現
状を変えるため、
「Bosch Jugendhilfe」は、
職業訓練を修了した従業員の子供たちが、両
親よりも高いレベルの教育を受けることを奨
励しています。経済的に厳しい状況にある従
業員の子どもたちは、奨学金を受けられます。

マイクロクレジットは貧しい人々に
太陽熱温水器の購入資金を提供します

その他のプロジェクト
端数募金
ドイツではボッシュの従業員の 70％以
上が「端数募金（Cents for Help）
」を
通じて、給与から 1 ユーロ未満の端数
の金額を慈善事業に寄付しています。
そ の 後、会 社 が 寄 せられ た 寄 付と同
額を上乗せします。2018 年には合計
110 万ユーロが集まりました。
従業員は、
ドイツ国内外で資金の行き先となるプ
ロジェクトを提案するよう求められてい
ます。昨年は、合計 210 件のプロジェ
クトに 300 ～ 5 万ユーロの資金が提供
されました。
Missione Ambiente が 10 周年
2018 年、イタリアの環境教育プロジェ
クト「Missione Ambiente 」が発足か
ら 10 周年を迎え、
「クリーンエア」コ
ンクールが開催されました。コンテスト
は環境保護に役立つ日々の活動に関し
て、児童生徒の意識を高めました。同
プロジェクトには、開始以来約 125 万
人の児童生徒が参加しています。
マイクロペイメントで熱いシャワー
ボ ッ シ ュ の 従 業 員 で あ る Sara
Car valho は、ペルーで休暇を過ごし
た後、貧しい人たちが安価にお湯を入
手できるようにするためのビジネスモ
デルを開発しました。貧しい人たちは、
マイクロクレジット（少額貸付）機関か
ら太陽熱温水器の購入資金の貸付を受
け、携帯電話を使って分割返済します。
ヒーターは遠隔制御されており、返済
が滞ると電源が切られます。
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求む：水平思考の持ち主
ボッシュのレニンゲン研究開発・先端エンジニアリングセン
ターのプラットフォーム 12 は、従来の構造を見直し、新しい
洞察の獲得、構想を練るために人々が集う空間を提供するこ
とを目的として設けられました。この創造的な空間は、オフィ
スや研究室の従来の作業空間とは対照的なデザインとなって
います。芸術的要素が、
内省と視点の変化を促します。プラッ
トフォーム 12 にはアーティストが常駐し、このコンセプトを
独特なものにしています。シュトゥットガルトのシュロス・ソリ
テュード・アカデミーの協力のもと、招へいアーティストは
3 カ月の給付金を受け取り、ボッシュの研究者と共同で新し
いプロジェクトを開発します。
ボッシュのトライボロジーおよび未来の技術革新担当シニア
エキスパートである Klaus Meyer は、プラットフォーム 12
で建築家の Isabel Zintl と共にいくつかのプロジェクトに取り
組み、未来の都市における新しい持続可能なオープンスペー
スのデザインなどに焦点を当てました。
詳細は下記のサイトでご覧いただけます。
sustainability.bosch.com
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これらの活動は、以下の持続可能な開発のための目標を支援します：

通常は半日をかけて行われるこれらの非公式の学習イベントでは、

SDG 3、SDG 5、SDG 8、SDG 9

10 人ほどの同僚が集まって、学際的な知識や経験を交換します。学

ボッシュ・グループは、IoT テクノロジーのリーディングカンパニー

トを、トレーナーやプログラムなしで開催します。

習者は関心のあるテーマや重要だと思われるテーマに関するイベン
への道を着実に歩んでおり、ロボット工学、自動化、人工知能の分野
で革新を推進しています。このことは社内で必要とされる職種にも反

さらに、昨年から「ブレインスナック」プログラムが始まりました。

映されており、現在のオープンポジションの半分がソフトウェアまた

年 4 回、社外から専門家を招き、すべての階層レベルの従業員が社

は IT に関連しています。ボッシュは 2021 年までに自社の IT エキス

会やテクノロジーに関する注目の話題について討論します。プログ

パートの数を 1,000 人から 4,000 人に増員することを計画しています。

ラム初年度は、ドイツ国内の 5 カ所の拠点で「自動車業界のメガトレ

従業員が変化する要求に対応できるようにするため、2 億 8000 万

ンド」や「未来の企業文化」などをテーマにブレインスナックが開催

ユーロをかけて研修を行いました。デジタル時代には、健康や労働

されました。

衛生を見直すことも求められます。ボッシュは昨年、労働安全と企業
の健康管理に対する革新的なアプローチにも焦点を当てました。
無意識の偏見を理解する
ボッシュは「学習機敏性（learnagility）
」という概念を用いて、従業
員に将来に向けて準備を整えて欲しいと考えています。学習機敏性

技術革新力は、トレーニングの機会と誰もが専門的なスキルを評価

は、より早く、より効果的、より効率的に知識を身につける能力と定

される職場環境によって育まれます。こうした環境を実現するために

義されます。2016 年にスタートした「ボッシュ ラーニングカンパニー」

は、偏見やステレオタイプの克服に積極的に取り組む必要があります。

で、ボッシュはこのために必要な枠組みを構築しました。この包括的

2018 年、ボッシュはダイバーシティ（多様性）マネジメントプログ

なアプローチは、新しいコンテンツ、IT ツールとメソッド、最新の学

ラムの一環として、無意識の思考パターン（無意識の偏見（アンコン

習文化という 3 つの構成要素をベースとしています。2018 年に、取

シャスバイアス；UB）とも呼ばれる）にますます注目するようになり

り組みの内容が大幅に拡充されました。構成要素 1 のデジタル革命

ました。2015 年以来、ボッシュはドイツの 37 カ所の拠点で約 4,000

に関連したトレーニングプログラムは、欧州、北米、アジア太平洋地

人の従業員を対象に約 180 件のワークショップを実施してきました。

域の管理職向けコースが新たに設定され、デジタル革命の基本的な

さらに、世界 20 カ国以上で数多くのワークショップを開催し、あらゆ

理解をチームに伝えるためのツールが提供されました。構成要素 2

る分野と階層レベルで無意識の偏見に対する従業員の意識を高めま

のデジタルラーニングでは、ボッシュは「ボッシュ ラーニングポー

した。

タル」などを利用してインフラを拡張しました。従業員はこのイント
ラネットの中央プラットフォーム上で、自分用の個別プログラムを作

2018 年からは、人事のスペシャリストや管理職向けの特別セミナー

成することができます。厳選されたオンライン大学や e ラーニング

も実施しています。優秀な人材を選ぶ際には、客観性が特に重要で

サービス事業者と新たに提携を結んだことで、従業員は基礎レベル

す。インタラクティブなグループエクササイズでは、参加者は自分

から大学レベルまでの学習機会を利用することができるようになりま

の偏見を分析し、日常業務に関する助言を受け、自分が持つ知識を

した。さらに、
12 月から「Bosch Tube」のライブ配信が始まりました。

利用して求人広告を評価します。初の試験的なトレーニングセッショ
ンは、2018 年春にシュトゥットガルト - フォイヤバッハで開催されま

従業員はこの社内ビデオチャンネルで、
教育ビデオ、
プレゼンテーショ

した。その後、セミナーはドイツ全国で開催され、2019 年には世界

ンからプロジェクトのハイライトまで、自身の学習コンテンツを提供

各地で開催される予定です。無意識の偏見は、2018 年 4 月 26 日

することができます。開始から 1 カ月で、すでに 8000 本のビデオ

に世界約 200 か所のボッシュの拠点で開催された「ダイバーシティ

が公開されました。来年には「Bosch Tube」のアプリが登場する予

デー」でもメインテーマとなりました。

定です。構成要素 3 の学習機敏性ツールボックスで、ボッシュは非
公式の学習サービスのポートフォリオを拡大しました。2018 年には、
世界各地で自主的に組織された学習フォーラムが開催されました。
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ブラジルのインクルージョントレーニング
プログラムのアンバサダーたちは、
障がいを持って生活する感覚を学びます

拠点では、障がい者の退職を防止するための対策を講じています。
精神障がいを持つ 19 人の従業員一人ひとりに指導員が付いてフィー
ドバックを提供し、個人目標を達成する手助けをします。同時に、前者
はインターンのサポートも担当しており、自身も責任を負っています。
職場の安全衛生
ダイバーシティの実践

ボッシュはまた、健康と労働安全の分野で新たな境地を開いていま
す。ドイツのアプシュタットの拠点に、ソーシャルサービス、産業医、

従業員同士が偏見を抱かずに交流できるようにするためには、障が

理学療法、健康管理、フィットネスエリアなど、さまざまなサービスを

いを持つ人々もチームに欠くことのできない存在として受け入れ、彼

ワンストップで提供する初のヘルスセンターを開設しました。すべて

らの限界よりも能力に注目する必要があります。たとえば、ブラジル

が近くにあることで、異なる分野が相互に連携することが可能になり、

のカンピーナスの拠点では、従業員はインクルージョン（包摂）に

従業員の健康と福祉を増進することができます。アプシュタットの拠

関連した取り組みに積極的に参加しています。
「Ambassadors of

点は、その包括的なアプローチによってボッシュ・グループにおける

Inclusion」プロジェクトでは、300 人以上の訓練を受けたアンバサ

先駆者となり、将来的に他の拠点のロールモデルとしての役割を果

ダーが、障がいを持つ同僚が抱える不安や悩みに対処しています。

たすことが期待されています。

アンバサダーたちは、約 200 人の障がいを持つ同僚の日常業務の
可視化を進め、バリアフリーなインフラの改善に向けたプロジェクト

ボッシュでは、労働安全はさまざまな形を取ります。トルコのブルサ

を推進します。さらに、たとえば手話セミナーへの参加を通じて、障

の拠点では、安全のエキスパートが人間行動に起因する事故に重点

がいを持つ同僚との交流の障壁を積極的に取り除くよう従業員に働き

的に取り組んでいます。安全な行動を促すため、次のような 4 つの

かけています。この取り組みに対して、2018 年にサンパウロ州障が

措置が導入されました。まず第一に、現場打ち合わせや従業員の提

い者権利庁から「障がい者雇用のグッドプラクティス」賞が授与され

案システムで労働安全を必ず取り上げるようにすることで、危険に対

ました。

する意識を高めています。第ニに、ブルサの拠点は毎月、最も優れ
た安全成績を記録した部門に賞を授与するとともに、労働安全に関

東松山、渋谷、そして横浜にある日本の拠点でも、障がいのある同

する素晴らしいアイディアを表彰します。第三に、社員を対象とした

僚を支援するよう従業員に奨励しています。2017 年と 2018 年に

トレーニングビデオで、部署固有の問題点を取り上げます。そして第

は、精神障がいのある従業員のニーズに対応した 3 つのビジネスサ

四に、ポスターキャンペーンは安全に対する意識を高めました。この

ポートセンターが開設されました。統計によると、日本では、精神障

アプローチは成果を上げ、ブルサの拠点では 2016 年から 2018 年

がいを持つ人々の半数がわずか 1 年で退職しています。ボッシュの

までに 100 万労働時間における労災事故の発生率は 52％も低下し
ました。予防措置を導入した結果、
事故になっていてもおかしくない
危険な状況の報告件数は 37％増
加し、労働安全に関連する提案の
件数は 112％増加しました。こうし
た安全性向上への取り組みが評価
され、ブルサの拠点は 2018 年に
ボッシュ EHS 賞の安全性部門賞を
受賞しました。

ボッシュの東松山、渋谷、横浜の拠点では、
精神障がいを持つ 19 人の従業員ひとり
ひとりにサポート役となる指導員が
付いています
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その他のプロジェクト

中国の「Safe Hands」キャンペーンは、従業員の職場での
安全リスクへの意識を高めます

ボッシュの LGBT ネットワークが表彰

ボッシュのイタリアと韓国の拠点でも、
ヒヤリ・ハッ

これらのコンセプトはボッシュの労災事故発生

ト事例は 2018 年の中心テーマでした。こうし

率をさらに引き下げるのに役立ちました。2018

た事例は事故に至らなくても、適切な安全対策

年の労働時間 100 万時間当たりの労災事故件

をとることができるようにきちんと文書化してお

数は、前年の 2.3 件からから 2.2 件に減少しま

くことが大切です。ミラノとテジョンの拠点では

した。その結果、労働時間 100 万時間当たり

先ごろ、
従来の報告システムに代わって QR コー

の労災事故件数を 2020 年までに 1.7 件以下

ドシステムが導入されました。QR コードは給湯

に抑えるという最終目標に一段と近づきました。

室のようなよく利用される場所や床などに配置
され、危険な状況を報告しやすくします。コード
が業務用携帯電話でスキャンされると、異常が
速やかに記録され、安全担当者に転送されます。
中国の安全エキスパートは、
「Safe Hands」キャ
ンペーンを開始しました。第一段階では、安全
リスクについての意識を高め、労働安全に関連
する責任を明確に伝えることが目標でした。この
目標は EHS 週間で達成されました。このテーマ
は、1 週間にわたっていくつもの通信媒体やワー
クショップで大きく取り上げられました。さらに、
21 カ所の拠点で地域活動が行われ、そのハイ
ライトは WeChat（微信）のグループを通じて
スムーズに共有されました。全体として、キャン
ペーンには 1 万人の従業員が参加しました。

ドイツの Prout at Work 財団は、
「Big
Impact Initiative Award 2018」で、
ボッシュの LGBT（レズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランスジェンダー）
ネットワーク RBg を表彰しました。こ
の賞は、職場における機会均等に関す
る公の議論を促進する効果的な広報活
動、ソーシャルメディアキャンペーン、
ネットワーキングの取り組みを称えるも
のです。
アルゼンチンでトップ・エンプロイヤーに
選出
ボッシュは有力ビジネス誌『Apertura』
の雇用者ランキングで 2 位となりまし
た。このランキングは、アルゼンチン
の大手企業の人事部門の調査に基づ
き、給与、職場の雰囲気、昇進の機会
などの側面を考慮して決定されます。
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06

2018年
の回顧

01

6月

スイス

電動カーゴバイクで日常生活を手助け

1月

ドイツ

新 IoT キャンパスのクリエイティブな
職場環境

ベルリンの新 IoT キャンパスでは、250 人を超え
るボッシュの従業員がインダストリー 4.0、モビリ
ティ、スマートシティ、スマートホームなどの分
野でコネクテッドソリューションを開発しています。
エキスパートたちは、技術革新につながるデザイ
ン思考のアプローチに基づいて作業に取り組んで
おり、ワークショップで UX プロトタイプを迅速に
開発し、顧客と一緒にテストすることができます。

03

宅配サービス業者の Collectors は、ボッシュの
「Performance Line」ドライブ ユ ニットを搭 載
した電動カーゴバイクで購入された商品を配達
したり、リサイクル品を回収したり、洗濯物をコイ
ンランドリーに運びます。スイスのゾロトゥルンで
2 年前に始まったこの社会・環境プロジェクトは、
大きな成功を収めています。Collectors に所属
する 8 人のドライバーは現在、150 人を超える
登録利用者を抱え、年間約 8,000 件の配達をこ
なしています。

3月

中国

デジタルプロセスチェーンで
ペーパーレス化を達成

環境に優しく効率的：中国、武進のエレクトロニ
クス工場は、ボッシュの拠点として初めてほぼ完
全なペーパーレス化を実現しました。同工場で
は紙の代わりに設備、機械、システムを一元化
されたデータモデルで相互に接続するさまざま
なデジタルアシスタントを活用しています。武進
工場は、このデジタルアプローチによって年間
1 万 7,500 時間の労働時間、20 万ユーロのコス
ト、20 万枚の紙を節約しています。
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07
10月

中国

港珠澳大橋に最高水準のセキュリティ

2018 年 10 月末、世界最長の海上橋である「港
珠澳大橋」が開通し、香港、マカオ、珠海が初
めて直接結ばれました。このインフラプロジェ
クトには最高水準のセキュリティが求められまし
た。ボッシュは、デジタル場内放送システムと
緊急避難システムに接続された 5,700 個のラウ
ドスピーカーを設置しました。さらに、2,000 個
のボッシュ製 HD カメラが税関事務所などの重
要エリアを常に監視しました。

7月

ドイツ

自作ソーラーボートのコンテスト

ドイツの若者に技術職に関心を持ってもらうこと
を目的に、ローアの屋外プールで「第 4 回ソー
ラーボートカップ」 が開催されました。Bosch
Rexroth AG の実習生と協力して、ローア、ゲミュ
ンデン、カールシュタットのギムナジウムの 9 年
生が 1 週間を費やしてモデルボートを製作しまし
た。プロジェクトの最終段階で、5 つのチームが
太陽電池式のリモコンボートを発表し、テストレー
スを行いました。

8月

インド

チェンナイで水冷式冷却システムを導入

インドのチェンナイでは夏は非常に暑くなります。
3 段階水冷式のエネルギー効率に優れた冷却シ
ステムを導入することで、チェンナイのボッシュ
工場は室内温度を 28℃に下げ、相対湿度を 15％
下げることに成功しました。さらに、この冷却シス
テムは年間の CO2 排出量を 60％削減します。

10
08

環境

基準年
2007

2016

2017

2018

CO2 排出量 (1)
単位：1,000トン

2,586
0 %*

3,131
–30.6 %*

3,225
–32.8 %*

3,259
–31.1 %*

総エネルギー消費
単位：GWh

6,707
0 %*

7,602
–35.1 %*

7,803
–37.2 %*

7,844
–37.3 %*

4,538

5,317

5,510

5,554

1,234

1,513

1,517

1,512

199

211

195

199

13.9

15.2

14.9

16.3

2015

2016

2017

2018

廃棄物
単位：1,000トン

675.4
0 %*

692.5
–1.5 %*

717.4
–4.1 %*

711.4
–3.5*

取水
単位：100万立方メートル

19.34
0 %*

19.36
–3.9 %*

19.25
–10.1 %*

19.80
–6.3*

電気

(2)

天然ガス

(3)

地域熱供給(4)
廃水
単位：100万立方メートル
基準年

* 付加価値に対する改善

主要データ
会社

2018

売上高
単位：100万ユーロ

78,465

研究開発費
単位：100万ユーロ

5,963

環境保護投資
単位：100万ユーロ

76.2

環境保護費
単位：100万ユーロ

133.4

製品

2018

特許出願

5,996

主要材料
単位：1,000トン

2,285

スチール

1,695

アルミニウム

292

プラスチック

298

サプライヤー監査
クイックスキャンアセスメント

2,145

社会

2018

慈善活動への寄付
単位：100万ユーロ

24.5

ロバート・ボッシュ財団
単位：100万ユーロ

153

地域貢献
単位：100万ユーロ

従業員

Bosch Community Fund （ファーミントンヒルズ、米国）

4.4

Bosch China Charity Center （上海、中国）

2.5

Instituto Robert Bosch （カンピーナス、ブラジル）

0.9

Bosch India Foundation （バンガロール、インド）

1.7

Fundación Robert Bosch México（メキシコシティ、メキシコ）

0.3

2016

2017

2018

383,917

402,619

409,881

従業員総数

26.2

26.9

27

管理職

15.4

16.1

16.6

734,000

671,000

680,000

250

260

280

従業員総数
女性の比率
％

研修日数
研修費
単位：100万ユーロ

スコープ 1 + 2、
GHG プロトコル
	購入した電力、
マイナス再販電力
および自家発電の余剰電力の販売
(3)
標準化
(4)
標準化
(1)
(2)

労災事故
100万労働時間あたり
労災事故
労働損失日数

2.7

2.3

2.2

1,849

1,649

1,567

28,992

27,941

31,449
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ボッシュ・グループ
の概要
ボッシュ・グループは、
グローバル規模で革新的なテクノロジーを提供するリーディングカンパニーです。従業員数は約 41 万人を数えます。
ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュ GmbH とその子会社 460 社、そして世界の約 60 の国々にあるドイツ国外の現地法人で構成
されており、2018 年度の売上高は 785 億ユーロでした。
ボッシュ・グループは、モビリティ ソリューションズ、産業機器

社会的責任に取り組む

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。最優先の目標は、

ボッシュの株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性

コーポレートスローガンである「Invented for life」を体現する

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

テクノロジーを開発することです。ボッシュは革新的で人々を魅

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

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を向

きます。ロバート・ボッシュ GmbH の株式の 92％は、公益法人で

上させており、コネクテッドライフに向けたソリューションの提供

あるロバート・ボッシュ財団が保有し、議決権の大部分は工業信託

を戦略的な目標に定めています。ボッシュは IoT テクノロジーの

であるロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有しています。残り

リーディングカンパニーとして、センサー技術、ソフトウェア、サー

の株式は、ボッシュ家とロバートボッシュ GmbH が保有しています。

ビスにおける専門知識を駆使し、スマートホーム、スマートシティ、

ロバート・ボッシュ財団は株主として受け取る配当金を利用して、社

コネクテッドモビリティ、さらにコネクテッドマニュファクチャリン

会、健康、異文化間理解、科学の分野で幅広い慈善活動を支援して

グに関する画期的なインスピレーションを提供しています。

います。

ボッシュの未来の成長に必要な基盤は技術革新力であり、世界
中の 130 の拠点で約 6 万 8,700 人の従業員が研究開発に携わっ
ています。2021 年までに、ボッシュは社内の AI エキスパートを
1,000 人から 4,000 人に増やす予定です。

56 億ユーロ (7%) エネルギー・ビルディングテクノロジー
74 億ユーロ (9%) 産業機器テクノロジー

売上高

785
億ユーロ

476 億ユーロ (61%) モビリティ ソリューションズ
179 億ユーロ (23%) 消費財
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