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この報告書について

今号の「スポットライト」は、
私たちの目標像
「新たな局面 - ボッシュの持続可能性への
取り組み 2025」に沿って、報告年度のハイ
ライトをご紹介します。
ボッシュ・グループの持続可能性への取り組
みに関するデータ、非財務情報はすべてファ
クトブック（英語）に掲載されています。

また、ボッシュにおける持続可能性への取り
組みをご理解いただく手掛かりとして、記事、
画像、ビデオ資料などをオンラインで公開し
ています。
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ボッシュにおける持続可能性への取り組み

ボッシュにおける
持続可能性への取り組み
私たちの原動力は、
「Invented for life」を体現し、人々を魅了し、生活の質を向上
させ、天然資源の保護に貢献する製品を開発したいという思いです。それは、先を
見通し、次世代の未来を見据え、企業として持続可能性を一貫して追求することを
意味しています。

「私たちは社会と環境のため、賢明に責任を持って行動しま
す」この主張は、ボッシュのミッションステートメントにお
ける持続可能性と責任という価値観の拠り所となっています。
とりわけ根本的な変化が起きている時代には、人・環境・社
会に責任を持つことが重要です。そのため、2030 年を目途
に全世界で持続可能な開発を推進することを目指す国連の
持続可能な開発目標（SDGs）にも取り組んでいます。私た
ちは、社会的課題にソリューションを提供し、環境問題や社
会問題の解決策を見つける製品やサービスによって、これら
の目標の達成を支援しています。

コミットメント
ボッシュの持続可能性に対する幅広い理解に基づき、環境、
経済、社会的側面からの取り組みを行っています。広範囲に
わたりグローバルに事業を展開する企業である私たちは、ビ
ジネスパートナーや従業員、政策立案者、NGO などのステー
クホルダーの皆様からの実に多種多様な数多くの期待に直
面します。これらの期待からさまざまな分野で多様な持続可
能性要件が生まれ、私たちはそれらを分析して目標を設定し、
バリューチェーン全体の将来を見据えたアプローチを開発し
ます。

社会と環境のため、
賢明に責任を持って
行動します。
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 ボッシュにおける持続可能性への取り組み

バリューチェーン全体を通じた持続可能性
購買



生産と従業員



私たちは製品のライフサイクルの全段階において責任を負い、
持続可能性を追求します。まず、購買についてはサプライヤー
と緊密に連携し、明確な要件を定めています。これらの要件
は、気候と環境保護、資源の保全、公正な職場環境 と競争慣行、
人権の尊重を対象としています。

ライフサイクル分析に基づき、環境に配慮した製品づくりに努めま
す。同時に、社内のエネルギーと資源の消費量 の削減に努めており、
各拠点に環境マネジメントシステムを構築しました。世界各地の
工場や管理部門において従業員の労働安全衛生と職場環境を継続的
に改善するため、広範囲にわたる労働安全衛生管理を実施していま
す。また、すぐれた企業文化には異なる視点や考え方、個人のバッ
クグラウンドが大切であることを十分に認識しており、ダイバーシティ
（多様性）と機会均等を推進しています。

お客様と社会

ボッシュの強みのひとつとして、お客様に極めて高い品質と安全性を持つ製品をお約束す
ることが挙げられます。長期的には、資源を大切にし、社会に好影響を与える生活様式や
事業活動に移行することを第一に考えています。同時に、自身を社会の一員として捉え、
さまざまな活動を通じて社会に貢献しています。ブラジル、中国、インド、メキシコ、米国
で活動する公益団体は、貧困を減らし、人々が地域社会で教育を受ける機会が得られるよ
うにすることを目指しており、私たちの社会的責任 を実践する手段のひとつとなっていま
す。ボッシュは、2,000 万ユーロをはるかに超える金額を世界中の慈善活動に寄付してい
ます。
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目標像：
新たな局面
ボッシュは長年にわたる取り組みを尊重しながら社会的課題により重点を置き、持続
可能性に関する明確な目標を設定しました。私たちの目標像「新たな局面 - ボッシュ
の持続可能性への取り組み 2025」は、６つのメガトレンドに焦点を当てています。

複雑な要件と世界的に重要な持続可能性の問題の幅広さを
踏まえ、私たちは企業として持続可能な開発にどのように貢
献できるかを自問しました。
このことを念頭に置いて、
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
ドを分析し、さらに業界全体のベンチマーク調査を実施して、
ステークホルダーと踏み込んだ話し合いをしました。

重要課題
目標像「新たな局面」で掲げられた気候変動、
エネルギー、
水、
都市化、グローバリゼーション、健康という課題は、2018 年
のマテリアリティ（重要課題）分析から導き出されたもので、
持続的経営の要となっています。これらすべての課題につい
て、環境と人々を守るという観点から私たちが最も貢献でき
る側面に焦点を当てています。

「
 環境と社会に最も大きな
利益をもたらすあらゆる場で
行動していきたいと
考えています」
Torsten Kallweit
ボッシュの EHS およびサステナビリティ統括部長

 























  

 













 
















 


 


ボッシュの目標像
「新たな局面 - ボッシュの
持続可能性への取り組み 2025」
の詳細はこちらをご覧ください。
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 ボッシュにおける持続可能性への取り組み

エネルギー

側面 1： スコープ 1 および 2 の CO2 排出量
ボッシュは、パリ協定の 2 度目標（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 年か
らエネルギーの生産量と購入量（スコープ 1 およ
び 2）
の両面でクライメートニュートラル となります。
側面 2：スコープ 3 の CO2 排出量
「購 入した 物 品」
、
「物 流」
、
「販 売した 製 品 の 使
用」に伴うスコープ 3 カテゴリーの CO2 排出量を
2030 年までに 15％削減 します。

1 | Health + Safety
2 | Substances of concern

側面 1：労働安全衛生
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。

側面 2：再生可能エネルギー
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 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
E電力の購入を大幅に増やすことを計画しています。
n
1 | erg
2 | Ene y
10 ～ 13 ページを
Rエネルギーに関する詳細は
en rgy e
ew ff
ご覧ください。
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水

側面 1：水不足
2025 年までに水不足が問題となっている
61 カ所の拠点で、取水の絶対量を計画的に
25％削減します。

New Dimensions

Sustainability 2025

側面 2：水質
ボッシュは、廃水の質を継続的に向上させる
ことを目標に掲げています。

Health

側面 2：懸念物質
材料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 IT ベースの
コンプライアンスと持続可能性のためのマテ
リアルデータ管理システムを絶えず更新して
います。

Water

健康

気候変動に関する詳細は 6 ～ 9 ページを
+2
ご覧ください。
e1
e
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側面 1：エネルギー効率
2030 年までにエネルギー効率改善策を通じて
1,700 ギガワット時（GWh）を節約することを目
指しています。
この目標を実現するため、総額 10 億ユーロ以上
の投資を行います。

1 | Water scarcity
2 | Water quality

気候変動

健康に関する詳細は 26 ～ 29 ページを
ご覧ください。

水に関する詳細は 14 ～ 17 ページを
ご覧ください。

Gl

1 | oba
2 | Res lizat
Su pon ion
pp
ly sibil
ch ity
ain

グローバリゼーション
側面 1：責任
世界全体で約 39 万 8,200 人の従業員を擁する
ボッシュは、持続可能性を追求する責任を負い、
グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）
が定める基準が意味するところの透明性 を生み出
しています。
側面 2：サプライチェーン
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。
2020 年は、特に人権に重点を置きます。
グローバリゼーションに関する詳細は
22 ～ 25 ページをご覧ください。

ts
en

sm
on sses ste
i
t
a
a
a

niz cle + W
ba fe cy rces
r
U Li
u
o

1 | Res
2|

都市化

側面 1：製品ライフサイクル
ボッシュは循環型経済を強化するため、2020 年に
各事業部門の取り組みを統合し、包括的な枠組み
を提供する戦略的プロジェクトを立ち上げる予定
です。
側面 2：資源と廃棄物
資源に関しては、ボッシュは廃棄物の発生を回避
する（Zero Waste to Landfill（埋立廃棄物をゼ
ロに）
）こと、そして有害廃棄物の削減に重点を置
いています。
都市化に関する詳細は 18 ～ 21 ページを
ご覧ください。
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気候変動

先見の明を持って前進する：
企業の枠を越えた
クライメートアクション
気候変動には早急な対応が求められます。ボッシュは責任を自覚し、2020 年には
400 カ所以上の拠点をカーボンニュートラルにしています。しかし、それだけではあり
ません。私たちはクライメートアクションを形作り、製品、購入した物品、および物流
管理プロセスのカーボンフットプリントに目を光らせたいと考えています。

ボッシュをはじめとする製造企業は、クライメートニュートラ
ルな世界を実現するための取り組みに大きな役割を果たして
います。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の CO2
排出量の約 19% を産業部門が占めています。2020 年には
400 カ所を超える拠点でクライメートニュートラルを実現す
るという明確な目標に加え、さらに一歩踏み込んで、企業の
枠を超えてカーボンフットプリントを削減するため、間接排出
量を削減するという意欲的な目標を設定しました。



バリューチェーン
全体にわたる
クライメートアクション
気候変動対策をさらに強化するため、私たちは購入した商
品やサービス、出張、製品の輸送や使用などに伴う間接的
な CO2 排出量も重視しており、2030 年までに間接排出量
を 15％削減するという意欲的な目標を掲げています。この
ようにして、バリューチェーン全体を通じたクライメートアク
ション目標を設定し、科学的根拠に基づく目標イニシアチブ
（SBTi）の認定を受けました。SBTi は、科学的根拠に基づ
いたベストプラクティスを参考に、企業の排出量削減目標を
独立して評価します。

CO2 削減の取り組みに関する詳細は
『ファクトブック 2019』をご覧ください。

ボッシュの気候変動対策目標
購入した物品と物流管理

生産・購入したエネルギー量

クライメート
ニュートラル
2020 年に導入

– 15%
2030 年までに

販売した製品の使用
科学的根拠に基づく
イニシアチブ（(SBTi）
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大気環境の改善に向け
技術中立性を重視
モビリティは気候変動対策に大きく影響します。運輸部門
は現在、世界の温室効果ガス排出量の 24％を占めており、
2 番目に大きな排出源となっています。さらに、運輸部門
は都市部の大気の質にも影響を及ぼします。政策立案者が
設定した気候目標を達成するためには、世界の交通からの
CO2 排出量を今後 40 年間で 50％削減しなければならず、
先進国では少なくとも 85％削減しなければなりません。
世界最大級の自動車機器サプライヤーとして、ボッシュは
今日すでに低排出モビリティに貢献しています。今後も、新
しいパワートレイン技術の開発や合成燃料の利用などにより、
モビリティ分野での CO2 排出量をさらに削減していくことを
固く決意しています。私たちのビジョンは明確です。未来の
モビリティは Emission-free（排出ガスのない）になります。
そのため、特定のタイプのパワートレインに限定することなく、
技術中立的な開発を追求しています。むしろ、さまざまな選
択肢がある中で、それぞれの強みを活かしていきたいと考え
ています。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、天然ガ
スエンジン、電気駆動装置のいずれであっても、私たちはパ
ワートレインシステムの改良に徹底的に取り組んでいます。

内燃機関から電気駆動装置、
燃料電池まで、ボッシュの革新的な
パワートレインシステムについての
詳細はこちらをご覧ください。

気候変動

ボッシュのパワートレインミックス
燃料電池

バッテリー





配送





郊外

市街地

パワー
トレイン
ミックス




通勤


内燃機関

合成燃料

ハイブリッド

「ボッシュは先入観にとらわれる
ことなく未来のパワートレイン
テクノロジーに取り組んで
います」

シュテファン・ハルトゥング
取締役会メンバーおよびモビリティ ソリューションズ事業部門長
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進むべき道 – 拠点



変化の形成を促す
現在、多くの企業が新しいモビリティソリューションの独創的
なアイデアに取り組んでいます。2019 年初頭に設立された
プログレッシブ・モビリティ・プレイヤーズ（PMP）ビジネス
ユニットは、ボッシュの各事業部の有能なパートナーであり、
中心的なインターフェースとしての役割を果たしています。
PMP のトップ、Stefan Seiberth への 3 つの質問
PMP を設立しようと思ったきっかけを教えてください。
モビリティはこれまでにないスピードで変化しており、市場で
は新たなプレーヤーがモビリティの変化によってもたらされ
るチャンスを掴んでいます。小規模で革新的な企業が、型
にはまらない方法や新鮮なアイデアで e モビリティ市場に参
入したり、先進的な交通機関向けの新しいサービスを提供し
たりするケースが増えてきています。これらのお客様は有能
なパートナーを必要としており、そこで PMP の出番となりま
す。PMP は、新しいモビリティ市場のトレンドを探り、お客様
のビジネスモデルを分析し、エキサイティングなイノベーショ
ンを各事業部にもたらし、レベルアップさせます。

PMP は未来の気候にやさしいモビリティにどのように貢献す
るのしょうか？
自由に移動したいという人は増えており、交通量も着実に増
えてきています。私たちが暮らす都市が成長を続ける中で、
オンデマンドのライドヘイリング（配車）サービスやライドシェ
アリングサービスなど、さまざまな選択肢を組み合わせて自
家用車を補完する新しいモビリティのコンセプトが必要とさ
お客様とのお仕事はどのようなものですか？
れています。消費者は自分に合った交通手段の組み合わせ
私たちが対象とするのは、多くの場合速いペースで事業を運
を選択できるようになるべきであり、持続可能性もますます
営している新しいスタートアップ企業であり、これまでとは異
大きな関心を集めるようになっています。これを受けて、今
なるアプローチをとっています。彼らは自分たちが達成した
日すでに多くの自動車が都心部への乗り入れを禁止されてい
いことや製品のあるべき姿がはっきりと分かっています。意
ます。こうした状況は 2 つの大きな変化をもたらしています。
思決定のスピードを上げるだけでなく、新しい包括的な技術
すなわち、一方では内燃機関に代わるものとして排出ガスを
ソリューションを私たちに期待しているのです。PMP はお客
出さない電気駆動装置が確立され、他方では私たちの日常
様との緊密な連携のもと、e モビリティとモビリティサービス
の移動手段が変化しつつあるのです。私たちは、ひとつの
の市場に革命をもたらす革新的な技術ソリューションに力を
移動手段に焦点を当てた単独型モビリティから、多くの新し
入れています。お客様が直面している課題を把握し、将来を
い移動手段の選択肢を備えたマルチモーダルモビリティへと
見据えたビジネスモデルに取り組んでいます。お客様がボッ
シフトしつつあります。PMP は、モビリティ技術をより効率的
シュをこれほどまでに魅力的に感じる理由は、ボッシュに匹
且つ持続可能性があり、魅力的なものにするための新境地
敵する幅広い製品ポートフォリオをアフターマーケットサー
を開拓しています。お客様と力を合わせ、より効果的なクラ
ビスを含めて提供できる企業は他にはほとんどないからです。 イメートアクションに向けて自動運転、
電気自動車、
車両のネッ
e モビリティ分野では 50 社のお客様に重点を置き、
モビリティ トワーク化の実現に取り組んでいます。
サービスのプロバイダー 10 社にサービスを提供しています。

9


進むべき道 – 製品



合成燃料：
可能性を秘めた燃料




H₂

合成燃料

CO₂

 

2050 年までに
合成燃料を計画的に
使用することで、世界で
最大 2.8 ギガトンの CO2
を削減することが
できます。




H₂O

代替駆動装置だけで気候目標を達成することは不可能であり、
航空機、船舶、トラックは今後何年にもわたって内燃機関に頼り
続けることになります。シンフューエルと呼ばれる新しい合成燃
料は、再生可能エネルギーのみを利用して生成され、地球温暖
化の抑制に大きく貢献することができます。現在すでに合成燃料
を使用して内燃機関をクライメートニュートラルな形で動作させ、
理論上は従来の燃料を完全に代替することも可能になっていま
す。これは自動車は別として、今後も主として内燃機関で駆動さ
れるであろう船舶や航空機、貨物輸送の一部などの輸送手段を
改造する必要はないということを意味します。このように、合成
燃料で動作するカーボンニュートラルな内燃機関は、Emissionfree（排出ガスのない）なモビリティへの非常に有望な道です。

気候変動

CO₂



今後は？
明確な目標、効果的な対策

ボッシュではっきりしているのは、自動車部門だけでなく、製
品ラインナップ全体で製品をより持続可能なものにしていき
たいということです。そのため、私たちは製品についても意
欲的な目標を掲げています。目標を実現するため、2020 年

には製品の分析をさらに掘り下げ、世界の気候変動対策に貢
献できるよう製品を開発していきたいと考えています。また、
2020 年からはカーボンオフセットを活用して、飛行機による
出張をカーボンニュートラルにします。
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エネルギー

私たちは本気です：
2020 年にクライメート
ニュートラルを実現
世界気候会議、学生のデモ、そして国連による呼びかけは、すべて同じ事実を指
摘しています。それは、CO2 排出量の増加は現代の地球が抱える課題だというこ
とです。CO2 の排出を減らすためには、クリーンなエネルギー源が決め手となり
ます。私たちは迅速に行動しなければなりません。2020 年には世界中の 400 カ所
を超えるボッシュの拠点がカーボンニュートラルになります。これを達成するた
め、エネルギー効率、新クリーンエネルギー、グリーン電力の購入、カーボンオ
フセットの 4 つの方策を講じています。

地球温暖化は、長い間、抽象的な概念でした。しかし、それ
は水不足と異常気象という目に見える形で現れています。津
波、ハリケーン、そして熱波は、地球温暖化が自然、社会、
経済に広範囲に及ぶ影響を及ぼしていることを如実に物語っ
ています。
パリ協定では、このテーマが中心に据えられました。協定は、
世界の平均気温の上昇を 2030 年までに 2 度未満、可能で
あれば 1.5 度に抑えることを目標に掲げています。
「私たち
は全力をあげてこの取り組みを支援します」と Urs Ruth は
述べています。

物 理 学 の 博 士 号を持 つ Urs Ruth は、ボッシュの 気
候変動とエネルギー資源に関するエキスパートです。
彼は気候学者として、気候変動の理由やメカニズム、
影響などを科学的な視点から分析しながら考察します。

「私たちは責任を自覚しています。
早くも 2020 年に生産、研究、

管理の各部門が全世界で

  





クライメートニュートラルを
 
  


















 実現します」








 

 


 

























Urs Ruth、ボッシュの気候研究者
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カーボンフットプリントを
ゼロに削減
エネルギーは、気候変動の効果的な緩和策に関する議論で
中心となる要素です。
「気候変動は、CO2 を筆頭とする温
室効果ガスの濃度が上昇することによって引き起こされます。
濃度レベルの上昇は、明らかに人類の化石資源の使用に起
因しています」と気候のエキスパートである Ruth は言いま
す。
「地球温暖化を抑制するためには、エネルギーを効率的
に使用し、クリーンなエネルギー源に転換する必要がありま
す。それもできる限り早くです」

私たちは地球温暖化を食い止めるため、2020 年には世界の
400 カ所を超えるボッシュの拠点でカーボンニュートラルを
達成するという、非常に野心的な目標を掲げています。これ
は野心的な目標ではありますが、明確なロードマップと着実
な変化によって、私たちは物事を動かすことできるのです。

ボッシュでは責任を自覚しています。工場や機械の運転に必
要な電力、冷暖房や空調に必要な熱エネルギー、鋳造炉の
運転に必要な燃料など、私たちもまたエネルギーを消費して
います。

クライメートニュートラル
への道

1
2

エネルギー

エネルギー効率の向上
CO2 排出量を削減するためには、電気や熱の効
率的な利用が欠かせません。

新クリーン電力の比率を高める
長期調達契約を締結することで、新たなクリーン
電力施設の建設に貢献します。また、自社拠点の
再生可能エネルギーによる発電量を増やします。

20 億ユーロ：
ボッシュが 2030 年までに
カーボンニュートラルに
投資する金額。

3
4

グリーン電力の購入を増やす
既存の発電プラントから調達するグリーン電力
の量を大幅に拡大します。

CO2 排出量のオフセット
カーボンオフセットを利用します。これは、具体
的には「ゴールド・スタンダード」や「ベリファ
イドカーボンスタンダード（VCS）
」などの国際
的に認められた認証を意味します。ただし、将
来的には、排出を回避できない場合にのみ利用
する予定です。


ボッシュのクライメートニュートラルへの取り組み
の詳細は『ファクトブック 2019』をご覧ください。
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進むべき道 – 製品

「Quartierstrom」プロジェクト
エネルギー供給の未来？
スイスのヴァレンシュタットという町で、2018 年 9 月から地域で発電された電気
エネルギーの取引が行われています。太陽光発電を行っている家庭は、発電し
た電気のうち余剰分を地元の電力市場で近隣住民に直接売却します。これは、電
気を主に発電された地域で消費しようという考え方です。電気は、Bosch IoT
Lab が主に開発を担当したブロックチェーン技術を使って取引されています。
冷蔵庫がスマートになる ― スマート冷蔵庫を地域の電力網に接続すると、ネット
ワーク化された家電製品が持続可能なエネルギー供給において重要な役割を果
たすことが分かります。冷蔵庫は地域の電力市場と通信し、現在の地域の状況に
合わせてエネルギー消費量を調整します。たとえば、再生可能
なエネルギー源が手頃な価格で入手できる場合には優先
的に使用したり、後で使用できるようバッテリーを充電し
て電気を蓄えることができます。

ブロックチェーン
技術は、自動化された
電力取引を可能にします。

先進的な地域電力
プロジェクトの詳細は
こちらでご覧ください。
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進むべき道 – 拠点

エネルギープラットフォームで
すべてのエネルギー消費データを
ひと目で把握

エネルギー
プラットフォームは
エネルギー消費の
最適化に役立ちます。

エネルギー消費の透明性を実現することが、効率化への第一歩です。ボッシュ
の IoT ソリューション「エネルギープラットフォーム」は、エネルギー関連の
消費データを記録し、異常を報告し、具体的な推奨措置を導き出します。こうして、
エネルギープラットフォームはエネルギー効率の向上を手助けします。記録された
データによって個々の機械のエネルギー消費量を把握し、効率的に管理することが
可能になります。

米国のチャールストン工場では、2016 年からエネルギープラットフォームが導入されて
います。メーター、センサー、生産設備が相互に接続され、熱、電力、圧縮空気の消費デー
タを記録しています。データの可視化は、消費量の分析と最適化に役立ちます。これによ
り、エネルギーコーディネーターは、圧縮空気システムに漏れが発生した場合、たとえば
システムのスイッチを切った後も圧縮空気が消費され続けている場合などに、すぐに気づ
くことができます。



ボッシュの
ネットワーク化
されたエネルギー
管理の可能性に
ついてはこちらを
ご覧ください。

今後は？
継続的に品質向上を図り、
最大限のクライメートアクションを実現

私たちの最初の一歩は明確です。2020 年時点でクライメー
トニュートラルを達成することです。しかし、これで終わりで
はありません。方策の質を高めるため努力を重ねています。
私たちはクライメートアクションにできる限り貢献したいと考
えています。

1
1.7 テラワット時（TWh）の
エネルギーを 2030 年までに
節約します。
この節電量はボッシュの現在の
年間電力消費量の
5 分の 1 以上に相当します。

2

2030 年までに、
1 エネルギー効率および
2 新クリーンエネルギーという 2 つの方策を徹底的に最適化し、
洗練させることでエネルギー転換に貢献します。


400 ギガワット時（GWh）を発電する
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 400GWh に
増やします。これは、サッカーグラウンド
約 300 面分の規模の太陽光発電
システムの発電量に相当します。
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水

一滴一滴が大切：
貴重な資源を
どう保護するか

水はすべての生命の拠り所です。ボッシュでも、日々の仕事にこの貴重な資源
を必要としています。そのため、水不足にさらされている地域にある拠点を中
心に、革新的な製品を提供することによって水を守り、節約し、慎重な使用を
促すことが私たちの責任であると考えています。

水不足地域での組織的な
取り組み
飲料水として、または調理のため、エネルギー源として、衛
生のために、あるいは原料として、水は人間と動植物にとっ
て生命の拠り所となっています。世界経済フォーラムは、水
危機を主要なグローバルリスクと位置づけています。現在、
世界人口の 4 分の 1 が深刻な水不足の脅威にさらされてお
り、その割合は増加する傾向にあります。このため、この重
要な資源を責任を持って管理する必要があります。
現行の気候変動シナリオとその関連予測は、水不足と水
質 悪 化に関 連 するリスクが 一 段と深 刻さを増 すことを示
して おり、2050 年 ま で に、世 界 の 水 需 要 は 20 ～ 30 ％
増加すると予測されています。その理由は、特に産業や
一般世帯の需要増加にあります。



  




  
























 
 


 



























 




水資源の有効利用に関する
アプローチや措置については、
『ファクトブック 2019』 に詳し
く掲載されています。

ボッシュも、日々の業務の中で資源としての水に依存してい
ます。私たちは冷却システムや衛生設備のため、そしてテク
ニカルプロセスの一環として水を必要としています。このた
め、節水に努める特別な責任を負っています。私たちはこの
ことを念頭に置き、人や環境にとって対策が最も有益な地域、
すなわち水不足のリスクが高まっている地域に重点を置いて
対策を講じています。ボッシュは、インド、米国、メキシコなど、
水不足が問題となっている地域に計 61 カ所の拠点を設けて
います。

徹底した節水
ボッシュは、2025 年までに、水不足が問題となっている地
域にある 61 カ所の拠点の絶対取水量を 25％削減したいと
考えています。これを達成するにはどうすればよいのでしょ
うか？水不足の地域では、すでに可能な限り再生水を使用し
ています。つまり、水は循環サイクルの中で何度か再利用さ
れているということです。この措置をさらに拡大していきます。
さらに、私たちの水コーディネーターは、現場でどの程度
節水が可能かを定期的にチェックし、拠点専用の措置を策定
しています。こうしたアプローチの一例として、インドのジャ
イプルとアフマダバードの拠点における雨水利用が挙げられ
ます。
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進むべき道 – 拠点

ジャイプルとアフマダバードに
おける雨水貯留
アフマダバードとジャイプルにあるインドの 2 つの拠点は、水不足が深刻な地
域に位置しています。今後 5 年間で取水量を 25％削減するために、両拠点
とも 100 点以上の測定点を参考に水使用量を評価し、的を絞った措置を導き
出しています。
ジャイプルでは、主に衛生設備と冷却システムによる使用量が多くなって
います。冷却システムの最適化や雨水の利用などにより、取水量を前年比
10％削減することを可能にしました。アフマダバードの拠点では、モンスー
ンによる豪雨時に雨水が利用されずに流出するのを防ぐために、容量 1 万
8,000 立方メートルの貯水池を建設しました。合計 23 本の排水シャフトによっ
て雨水が地下水に流れ込むようにすることで洪水を防ぎ、地下水位を回復さ
せています。

アフマダバード工場では、
毎年約 8,100 万リットル
の雨水を地下水に
送り込んでいます。

「ボッシュは水不足のリスクが高まっている
地域に合計 61 カ所の拠点があり、
組織的に対応して参ります」

Andreas Siegle、ボッシュの水エキスパート

水

16
ボッシュのサステナビリティレポート 2019 | スポットライト



進むべき道 – 製品

スマートかんがいで
節水
私たちは組織の枠を超えて、革新的な製品で節水に貢献するとともに、持続
可能な水利用のための意識向上を図っています。
スペイン南部のアンダルシア地方にあるオリーブ農園では、葉の一枚一枚に
取り付けられたボッシュのセンサーが、オリーブの木のかんがい状況を常に
監視しています。センサーが葉の細胞液の圧力変化を測定し、樹木に十分
な水分があるかどうかを判断します。ボッシュのスマートかんがいシステム
は、灌漑を最適化し、水の消費量を削減するのに役立ちます。農園を管理す
る Jose Antonio Fernandez Angulo は、技術サポートに感激しています。
この手法により、彼はオリーブの木に最適なかんがいを行うと同時に、農園で
使用する水の量を約 20％削減することができました。

センサーのおかげで、かんがいを最適に
調整することができ、オリーブの木に
適切な量の水を与えることが
できるようになりました。

ボッシュのネットワーク化された
農業に関する詳細については
こちらをご覧ください。
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今後は？
節水のための
3 つの方策

私たちの目標を達成し、水不足の地域での取水量を
大幅に削減するため、ボッシュは 2025 年まで年間
1,000 万ユーロの予算を用意しています。水不足に
悩む地域にあるボッシュの拠点は、プロジェクト提案
書を提出することができます。
「水予算」として提出された申請内容に基づき、私た
ちの拠点に特に大きく貢献する以下の 3 つの方策を
特定することができました。

循環の
改善 …
… 使用した水を
再利用するため



メヒカリ（メキシコ）
冷却塔の冷却水の循環回数を 3 回から 150
回に増やすことで、年間の水使用量を 14％
削減することができました。

1

2

3



プロセスの
改善 …
… 必要とされる水の量を
削減するため

無錫（中国）
合計 6 つの個別対策により、年間取水量を
20％削減し、同時にプロセスケミカルの使
用量を削減することができました。



雨水の
利用 …
… 真水の代わりに






今後もこの 3 つの
方策を活用して、
拠点における取水量を
さらに削減していきたいと
考えています。

ジャイプル（インド）
雨水を利用することで、2019 年だけでも
3,500 立方メートルの真水を節約することが
できました。

水

18
ボッシュのサステナビリティレポート 2019 | スポットライト

都市化

未来の都市：
都市環境で
持続可能な生活を送る

2050 年までには、世界人口のおよそ 3 分の 2 が都市に集中すると予想され
ています。都市化の進行に伴い、解決しなければならない課題も増えてい
ます。人口の増加は天然資源の需要に拍車をかけます。革新的なアイデアが、
環境を保護し、人々の生活の質を向上させるのに役立ちます。

都市環境に
役立つ製品
私たちの資源を守ることがいかに重要であるかは、米国に
本部がある NGO グローバル・フットプリント・ネットワーク
が毎年発表している「アース・オーバーシュート・デー」で
も強調されています。これは、人類による天然資源の消費量
が、一定期間に再生産できる資源の量を超えた日を指しま
す。2019 年のアース・オーバーシュート・デーは 7 月末で
した。そしてこの日は年を追うごとに早まっています。
国連は、都市圏の拡大と消費の増加を踏まえ、世界の廃棄
物量が 20 億トン弱（2016 年）から 2050 年には約 40 億ト
ンに倍増すると予測しています。その主な要因のひとつは台
頭する中間層の消費行動であり、これが世界の資源消費と廃
棄物の発生に大きな影響を与えています。

 
  





















  



















 



 

 














 








 






















  


  


 

私たちは生産、使用、または使用終了時にエコロジカルフッ
トプリントを伴う製品を日々数多く使用しています。このこと
は、ボッシュのさまざまな製品にも当てはまります。こうした
理由から、製品のライフサイクル全体を視野に入れて、天然
資源の保全に役立つ製品を開発することを重要視しています。
このため、すべての主要製品についてライフサイクル分析を
実施しています。製品が市場に出てから廃棄されるまでの
環境への影響を評価することで、改善点を洗い出します。こ
れにより、すでにひとつの主要テーマを特定することができ、
使用する材料のリサイクル可能性に焦点を絞りました。

私たちは循環型経済の原理を
追求しています。
つまり、一方通行から循環する
システムへと移行しているのです。
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進むべき道 – 拠点



明確な条件：
有害廃棄物の再生処理
有害廃棄物を削減するため、さまざまな再生処理手法を採用しています。
こうして、冷却用潤滑剤などのエマルジョンから発生する有害廃棄物の割合
を半減させることができました。また、水性溶剤や油との混合物を減らすため、
真空蒸留法を利用しています。これは、水分が蒸発するまで加熱することを
意味します。油などの沸点の高い物質はすべて残渣として残ります。したがっ
て、発生する蒸気には汚染物質がほとんど含まれていません。
この方法により、水から物質を分離し、その後再利用するこ
とができます。

リサイクルを通じて
廃棄物を削減

効率的な
再生処理によって
有害廃棄物を
最大 50％
削減します。

埋立処分される廃棄物の量を減らしてゼロにすること、
それが私たちの「埋立廃棄物ゼロ」キャンペーンの目的
です。廃棄物を埋立処分してしまうとリサイクルすることがで
きず、貴重な資源が失われることになります。私たちが使用する材料
や物質を後から再利用できるようにしたいと考えています。ブラジルのカン
ピーナス工場では、工場から出た廃棄物は、リサイクルできるように分別し
ているため、埋立処分する必要がありません。この処理方法のおかげで、カ
ンピーナス工場では 2017 年以降廃棄物を埋立処分しておらず、過去 2 年
間で合計 4,500トンの廃棄物がリサイクルされました。

有害廃棄物に重点
ボッシュは特に冷却用潤滑剤、洗浄水、油、燃料など、工程
で発生する有害廃棄物に重点を置いています。これらの廃
棄物を削減することは、社会や環境に大きなメリットをもたら
すことにつながるため、特に積極的に取り組んでいます。


有害廃棄物管理に関する詳細は
『ファクトブック 2019』をご覧
ください。

都市化

20
ボッシュのサステナビリティレポート 2019 | スポットライト



仕組み – 製品

循環型経済の実現に向けた
リースコンセプト
私たちは循環型経済に貢献するサービスや製品を生み出しています。現在、
ボッシュの子会社である BSH Hausgeräte GmbH は、資源効率の高い冷蔵
庫、洗濯機、乾燥機を簡単にリースできるサービス「Blue Movement」を
オランダで試験的に行っています。このサービスには、お客様と企業の両方
にとってメリットがあります。お客様は、家電製品の修理も含めたさまざまな
サブスクリプションプランを選択することができます。リース期間が終了する
と家電製品は私たちのもとに返却され、再利用のために再生されたり、耐用
年数の終了時にリサイクルされたりします。
もうひとつのアプローチは、
ベルギーのパイロットプロジェクト「Papillon」
（同
じくBSH）で試みられています。このプロジェクトでは、リサイクルだけでな
くエネルギー貧困対策にも力を入れています。NGO と協力して、資源効率
の高い家電製品を恵まれない家庭にレンタルしています。より効率の優れた
家電製品を使用することで、家庭の光熱費や水道代を抑えることができます。

ベルギーの
レンタルプロジェクト
「Papillon」に関する
詳しい情報は
こちらでご覧ください。

「寿命を迎えた製品は
ゴミとして捨てられるのではなく、
私たちの元に戻ってきます」

Volker Korten
BSH の環境保護、資源及び労働安全衛生担当者
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一方通行から
循環するシステムへ
私たちは循環型経済の基本理念に従って行動しています。
廃棄物の量を減らすため、可能な限り物質循環を実現したい
と考えています。そうすることで、貴重な資源を節約す
ると同時に廃棄物を削減することができます。こうし
て、従来の生産、使用、廃棄という線形型価値
創造から脱却し、長期的には循環サイクルへと
移行することを目指してます。





回収
材料

生産






購買

リユース

リサイクル

製品ライフサイクルの
延長

使用

再生





回収





今後は？
廃棄物を継続的に削減

2019

2020

2019

20%

洗浄水
2020 年に使用量を 20％
削減することを目指します。

約50%

10%

冷却潤滑剤
2020 年に使用量をさらに 10％
削減することを目指します。

約50%

今後も引き続き有害廃棄物の削減
をしていきたいと考えています。こ
のため、取り組むべき課題を特定し
ました。

2020
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グローバリゼーション

未来の世界：
デジタルネットワーク化、
責任ある管理

インターネットの普及によって世界の距離は一段と縮まり、グローバルなマー
ケットプレイスとなっています。ボッシュにおいても同じです。デジタル化の
進展が市場を変化させ、国際分業を一層拡大させていることを実感しています。
未来のチャンスは、パートナーシップ、知識の共有、そして個人が責任を受け
入れることにあります。

世界的な規模感で責任を担う
グローバル化によって市場の結びつきは深まり、競争圧力が
高まっています。その結果、国際分業がもたらす可能性がよ
り徹底して活用されるようになっています。このことは、サプ
ライチェーンの透明性の確保と人権の尊重に関して大きな課
題をもたらします。ボッシュは世界 50 カ国でサプライヤー
と取引しており、各国で持続可能性基準の遵守を目指してい
ます。


  






 

 













 












  



















 







   



 
 


サプライチェーンにおける
責任についての詳細は
『ファクトブック 2019』を
ご覧ください。

世界に約 440 社にのぼる現地法人を展開し、39 万 8,200
人の従業員を擁するボッシュは、社会と環境に対して国境を
越えた責任を負っています。目標を達成するため、私たちは
自身とサプライヤーの持続可能性に関するパフォーマンスを
向上させたいと考えています。製品を引き渡した時点で責任
を果たしたとは考えていません。責任はサプライチェーン全
体に及ぶのです。
私たちのあらゆる行動は、
「ボッシュにおける社会的責任
の基本原則」に基づいています。この中で、人権、機会均
等、公正で安全な職場環境を尊重することを約束し、サプラ
イチェーン全体のビジネスパートナーにも同様の行動を期待
しています。私たちのビジネスパートナー行動規範は、社会
的・環境的要件を定めています。value balancing alliance
e.V. の創立メンバーとして、ボッシュは企業の環境・社会貢
献を測定可能かつ比較可能なものにするよう努めています。
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グローバリゼーション

信頼を高める：
Digital Trust Forum
モノのインターネット化（IoT）はモビリティを根底から変え、
住宅をスマート化し、工場の生産性を高めています。IoT は
私たちの暮らし方、働き方、移動方法に影響を与えています。
ボッシュはデジタル製品の信頼性の構築に取り組んでいま
す。このことを踏まえ、私たちは Digital Trust Forum を設
立し、主要な国際組織や団体に属する専門家間の開かれた
対話を促進していきたいと考えています。2019 年に開催さ
れた初会合では、デジタルシステムの信頼性をどのように構
築し、守るかということがメインテーマとなりました。ボッシュ
が IoT に関する基本原則を定めたのは、2015 年のことでし
た。IoT 事業に関する基本原則は、お客様やパートナーとの
デジタルトラストの構築に貢献しています。
また、
人工知能
（AI）
倫理指針に基づき、2020 年初頭には AI の取り扱いに関す
る社内ガイドラインをまとめました。AI の倫理方針は、以下
の原則に基づいています。AI を用いた意思決定においては、
いかなる場合も人間が最終判断を下さなくてはならない。

「Digital Trust Forum の目的は、インターネットが
提起する信頼性に関わる問題について話し合うための
専門家間の開かれた対話を始めることです」

ミヒャエル・ボレ
取締役会メンバー、チーフデジタルオフィサー（CDO）兼チーフテクノロジーオフィサー（CTO）

概要：
AI 倫理指針のガイドライン
ボッシュの全ての AI 製品は、社会的責任を持っ
て技術革新を追求する「Invented for life」の精
神を反映したものでなくてはならない。
人々に影響を及ぼす AI の意思決定に関しては、人
間が最終判断を下さなくてはならない。むしろ AI
は人々のための道具として用いられるべきである。
ボッシュは、安全かつロバストで説明可能な AI 製
品の開発を目指す。
信頼はボッシュの基本的なバリューのひとつであ
る。ボッシュは信頼できる AI 製品の実現を図る。
AI 製品を開発する際は、法的要件および倫理規
範に準拠する。
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ボッシュでは、製品を
引き渡した時点で責任を
果たしたとは考えません。
サプライチェーン全体を
視野に入れています。

進むべき道 – 拠点

ネットワーク化された世界に対応する
ネットワーク化されたアクション
グローバリゼーションと同時にデジタル革命が進んでいます。
私たちはこの状況がもたらすチャンスをはっきりと認識して
おり、その形成に積極的な役割を果たしたいと考えています。
ボッシュでは、世界で 3 万人を超えるのソフトウェアエキス
パートがネットワーク化された世界に対応する新しいソリュー
ションの開発に日々取り組んでいます。たとえば、運転、産
業、生活用アプリケーションなど、今日ではオープンソース
の Bosch IoT Suite を使ってさまざまなメーカーの 1,000
万台以上のデバイスを接続しています。



デジタルサプライチェーンによる
CO2 とコストの削減
デジタルサプライチェーンは、ネットワーク社会においてお客様の個別のニー
ズに速やかに応える上で、これまで以上に競争優位性をもたらします。同時
に、
購買や輸送管理の様々な機能から収集されたデータをより正確にモニター
し、リンクすることが可能になるなど、コストと効率の面でも大きなメリットが
あります。
私たちはサプライヤーと協力して、自社拠点での検収業務を
すべてデジタル化しています。今後のもうひとつの目
標は、全世界の生産ニーズをリアルタイムで確認で
きるようにすることです。これにより、AI を活用し
てボトルネックを早期に発見し、輸送ネットワー
クを最適化し、CO2 排出量を削減することが
2021 年までに、クラウドと
できます。

プラットフォームソリューションを
利用して、世界購買量の 85％以上を
処理したいと考えています。
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進むべき道 – 製品

グローバリゼーション



IoT で世界を変える
IoT に 関 す る 最 大 の 国 際 産 業 会 議 の ひ とつ で あ る Bosch
ConnectedWorld には、毎年世界中からコネクテッドテクノロ
ジーのエキスパートが参加します。さまざまな業界から経営幹部、
意思決定者、デジタルトランスフォーマー、イノベーター、開発者、
企業家、IoT 愛好家など約 5,000 人が 2 日間にわたり一堂に会し、
知識を共有し、新たな発想を生み出します。
3 日間にわたって行われるハッカソンでは、開発者がチームを組
んで革新的なソリューションを考案します。2019 年のアジェン
ダには、初めてソーシャルインパクトに関する課題が取り上げら
れました。5 つのチームが、アフリカの飢餓状況の緩和から安全
な水へのアクセスの提供、インドネシアでの森林再生への取り組
みまで、4 つの NGO と国連世界食糧計画が社会的・環境的課
題を克服する取り組みを支援する方法を模索しました。30 時間
後、各チームは素晴らしい成果を発表しました。優勝に輝いた
Insectus は高タンパク質の昆虫の繁殖方法を検討し、インキュ
ベーター内の温度、CO2 レベル、湿度を測定するセンサーベー
スのソリューションを考え出しました。



善意をハックする –
Bosch ConnectedWorld 2019 の
Social Impact Challenge の詳細は
こちらをご覧ください。

今後は？
未来の仕事に対応する

私たちの新しいテクノロジーへのアプローチは、企業の社会
的責任と連携し、未来の工場を作り上げたいと考えています。
そして、このミッションに従業員を巻き込み、未来の仕事に
対応できるようにします。このため、今後 2 年間で AI に精通
した従業員を 2 万人に拡大することを目指し、充実したトレー
ニングプログラムを計画しています。


 

 




  
  

2 万人の従業員を
AI に対応できるよう
養成しています。
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健康

個人を重視：
健康と安全に
協力して取り組む
グローバルに事業を展開する企業として、従業員と社会に対して特別な
責任を負っています。そこには当然、社内外における健康と安全も含ま
れます。私たちの目標は、長期的に人々の健康を促進し、安全な職場環
境と生活環境に貢献することです。

全世界で約 39 万 8,200 人の従業員を雇用しているボッシュ
では、従業員の健康を増進することが企業文化の確固たる
要素になっており、この点では従業員と会社の両方が共同で
責任を負っています。これに関して重要な要素としては、全
世界で充実した健康関連サービスを提供し、職場の安全に
対する従業員の意識を高めることが挙げられます。
ボッシュの労働安全衛生管理は、予防医療、心身の健康、メ
ンタルヘルスからオフィスデザイン、健康的な食生活のアド
バイスまで、幅広い分野に及んでいます。ボッシュは 1917
年にドイツで社内ソーシャルサービスをいちはやく導入した
企業のひとつでした。メンタルヘルスに関する活動をさらに
発展させるため、現在、ウルム大学と共同で 3 つの研究プロ
ジェクトを実施しています。重点のひとつは、スタートアップ
文化における心理的ストレスの研究です。



 
  



 
















 















  
 












  












 
 



労働安全衛生の詳細については
『ファクトブック 2019』を
ご覧ください。

安全性向上のための 6 つの原則
6 つの明確な原則に基づいた「安全の基本」の取り組み
は、ボッシュの安全文化の基盤を形成しています。日々
の業務の中でお互いに目を配り、事故を起こさないよう
に、従業員や管理職をサポートすることを目的としてい
ます。

1

安全はあらゆる行動の基本である

2

リーダーは部下の安全に注意を払う

3

全員に安全な職場環境を確保する

4

お互いの安全に気を配る

5

安全性について率直に語る

6

いかなる過失も許さない

日々の活動の基盤となるものだからこそ、さまざまなコ
ミュニケーション手段を駆使してこの原則に注目するよ
う繰り返し促しています。
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健康

重要目標：
労災事故の防止





   
  

  



責任を重く受け止め、従業員が極力危険にさらされないよう
にしなければなりません。私たちは、
2020 年末までにボッシュ
の労災事故率を 100 万労働時間当たり 1.7 件にまで低下さ
せるという意欲的な目標を掲げています。この目標に向けて
前進するにつれ、過去数年間の努力が実を結んでいること
が明らかになってきています。

2011

2012

2013

2014

2015

2.7

3.2

3.1

3.6

4.2

4.0
2010

2016

2017

2018

1.9

2009

2.2

2008

目標：1.7

2.3

2007

4.9

4.7

5.8

6.9

事故発生率の推移
100 万労働時間あたりの労災事故件数



2019

2020

事故が発生する前に危険な状況に気づくことが、成功のカギです。
そこで、職場での事故を未然に防ぐため、
研修や啓発活動に力を入れています。
革新的なコンセプトと新しいテクノロジーを駆使して、
魅力的で変化に富んだプログラムを従業員に提供しています。
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進むべき道 – 拠点



ヘッドセットを装着して準備完了 –
安全トレーニング 4.0
床が水で濡れている、ケーブルが損傷している、消火器の置き場所が間違っ
ている ...。ボッシュの従業員は、このような危険な状況でどう対処すべきかを、
バーチャルな安全トレーニングで学びます。トレーニング参加者は AR（拡張
現実）ヘッドセットを装着することで、知覚する現実環境をテクノロジーを利
用して拡張することができます。たとえば、ユーザーはオフィスや生産現場
などを再現したトレーニングルームに入り、さまざまな作業を行うことで安全
に関するトレーニングができます。バーチャル演習では労働安全を楽しみや
好奇心と結びつけ、日常業務における危険な状況へのルーチン化された対処
をトレーニングすることを目指しています。
ハイルブロン大学と共同で開発された安全トレーニング講座は、2019 年
4 月からシャシーシステム コントロール事業部で開設されています。

「AR（拡張現実）と遊びの要素を取り入れた
体験を提供することで、労働安全を前向きに
捉えられるようにしたいと考えています」


Thomas Ritzenfeldt
シャシーシステム コントロール事業部で労働安全および環境保護を担当
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進むべき道 – 製品

健康



道路交通に AI を活用
ボッシュは社外の健康と安全にも力を入れており、製品を通じて人々の生
活の質を向上させ、交通の安全性を高めることを目指しています。日々、
Accident-free（交通事故のない）なモビリティというビジョンを追求してい
ます。交通事故の多くは人間の行動によって引き起こされることから、自動
運転などの技術開発に力を入れています。こうして、新しい、そして何よりも
安全なモビリティの時代の到来を告げたいと願っています。自動運転用の
新型カメラによって、ボッシュは新たな重要な一歩を踏み出しました。AI を
搭載しているため、物体をより一層確実に検出することができます。このカ
メラは定評あるドライバー アシスタンスシステムを改善し、その適用範囲を
広げます。
物体認識用 AI の詳細については
こちらをご覧ください。

爆発が命を救う
電気自動車の普及が進むにつれて、多くのドライバーが衝突事故の際の対処方法が分からず、不安を感
じるようになっています。また、救急隊員も新たな問題に直面しています。要するに、電気自動車
も従来の車両と同様に具体的な安全対策が求められているのです。そこで、事故発生後の感電
のリスクを排除するために開発されたのが「パイロヒューズ」です。たとえば、
特殊なマイクロチッ
プが小さな爆発を起こしてバッテリーへの接続部分を吹き飛ばし、車両の電源を瞬時に確実に
オフにします。このようにして、救急サービスはより安全に作業することができ、車両の乗員
は火災や感電から保護されます。

電気自動車が
事故を起こした場合、
パイロヒューズは
素早く確実に
回路を遮断します。



今後は？
安全に未来へ向かう
労働安全を継続的に改善させていくためには、危
険を早期に認識し、正しく評価することが重要です。
これが適切な対策を導入し、事故を未然に防ぐ唯一
の方法です。
「安全の基本」の取り組みの一環として、
2020 年はこのテーマへの取り組みを強化していま

す。従業員と共に、日常業務における安全措置の必
要性について対話を進めていきたいと考えています。
トレーニングでは一貫してこのテーマに注目し、緊
急時の対応やサービスプロバイダーへの対応につい
て話し合います。焦点となるのは、
各個人の責任です。
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ボッシュの概要
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 39 万 8,200 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 440 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、2019 年度の売上
高は 777 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。その重
点はコーポレートスローガンである「Invented for life」の
精神です。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を向上させており、ネッ
トワーク化された世界に対応するソリューションの創出を戦
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
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、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。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 125 の拠点で約 7 万 2,600 人の従業
員が研究開発に携わっています。
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 の株式の 92％は、公益法人であ
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。株主の事業機能はこの信託が担っています。残りの
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。

ロバート・ボッシュ財団と
財団が手掛けるプロジェクトに
関する詳細はこちらをご覧くだ
さい。
www.bosch-stiftung.de/en.

ボッシュ・グループ

2019 年度の事業セクター別売上高
468 億ユーロ（60%）

178 億ユーロ（23%）

モビリティ ソリューションズ

消費財

777

億ユーロ

75 億ユーロ（10%）
産業機器テクノロジー

56 億ユーロ（7%）

エネルギー・ビルディング
テクノロジー
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