パワーデバイス・モジュール ハンドブック 2022

パッケージ／モジュールの試作・解析に強み
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山梨事業所の全景
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世界最大のティア1

ロバート・ボッシュ
4億ユーロ超投資で

eAxle第2世代は「モジュラータイプ」

半導体生産を拡充

車メーカーが最終を担う場合には個別
モジュール品（中身のみ提供）
、システ

最先端技術で世界をリードし続ける

ム全体を網羅し車体まで含めた開発ま

独ロバート・ボッシュ（独シュツッ

ボッシュ。eAxle においても中長期を

で一貫で担うケースなど、自動車向け

トガルト）は、2022年に4億ユーロ以上

見据えたあらゆるシナリオを描き、い

の幅広い知見と技術的蓄積を要する展

を投資し、独ドレスデン工場ならびに

かなるニーズにも最適な eAxle 製品群

開になってきていることを実感してい

ロイトリンゲン工場を拡充するととも

の提供を可能にすべく、開発を推進し

る」。

に、マレーシアのペナンに半導体テス

ている。
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同社日本法人で、eAxle を含むパワ

スのモーター＋ギアボックスにインバ
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ートレイン事業を率いるパワートレイ

ーターをセットにした eAxle 第 1 世代

工場の 300mm 製造ラインの増強に充

ンソリューション事業部電動パワート

品を2017年に市場投入済みだ。同年に

てられる。

レイン事業室電動パワートレインコン

独ポスト DHL 社「StreetScooter」の前

一方、ロイトリンゲン工場ではク

ポーネント開発部ゼネラル・マネージ

輪駆動部分に採用され、1 万～ 2 万台を

リーンルーム（CR）の増設を図る予

ャーの清田茂之氏は、同社 eAxle 製品

供給。日本でもヤマト運輸の宅配に特

展開において、顧客の要求レベルは多

化した小型商用 EV トラック 500 台に

岐にわたるとして、こう語る。

20 年 1 月からこの第 1 世代品が搭載さ

2

定。計 3 万 5000m の CR に、2 段階に
2

分けて 4000m を超えるスペースを追

「機電一体型の eAxle は、小型・軽量

れており、
30年までには約5000台まで

1000m 広げて計1万1500m にする第1

化を求める EV を筆頭とする電動車向

搭載車拡大が見込まれている。ちなみ

段階の工事はすでに完了。この工事で

けにニーズが高まっていることは事実

に、EV では eAxle を前輪に、PHV では

は、数カ月かけてオフィス部分をCRに

だ。ただし、そのニーズの角度はお客

後輪に搭載する手法が一般的だという。

改装し、橋を渡して既存のウエハー製

様に合わせ多様化してきた。たとえば、

造工場とつなげる作業も行われた。新

中国 EV 向けにはフルインテグレーシ

工場でのウエハー製造は21年9月から

ョン品、車両デザインに合わせて自動

加する計画だが、200mm 製造エリアを
2

2

こうした実績を元に、
eAxle 第 2 世代
品の開発も加速する。
「第 1 世代品ではインバーターは別

スタートしている。
拡張の第 2 段階では、23 年末までに
CR スペースがさらに 3000m2 拡張さ
れる予定で、同社では 22 ～ 23 年に約
5000 万ユーロをこの拡張に充てる。
また、同社はマレーシア ペナン州本
土の商業地域に 10 万 m2 を超える用地
を確保しており、段階的に開発を進め
ていく。半導体テストセンターの延べ
床面積は約1万4000m2。新センターの
造成工事は 20 年末から、建屋の建設は
21 年 5 月から始まっており、操業開始
は 23 年となる。
ボッシュの eAxle
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