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車両用各種流体の配管・コネクション技術

フォス オートモーティブ



私たちのお客様は将来について語りたがりません。今現在、目前の車両に必要とされるものにだ
け注目しがちです。それは当然かもしれません。今現在お使いの技術が妥当なものであるとしまし
ょう。時に、決め手となる点は目に見えないほど細かな箇所に隠れています。しかしその決め手と
なる小さな点を改良する為には、まずより大きな絵を描いておかなければなりません。

これこそがフォス オートモーティブが常にお客様のニーズ、計画、目標の一歩先に気を配ってい
る理由です。その結果：フォスは尿素SCR、空圧系、サーマルマネジメント、その他の配管・コネクタ
技術の分野において、お客様の要望に対し「No」と言わないスペシャリストとして認知されるよう
になりました。なぜならお客様は既製のありふれた解決策を求めているのではなく、個々のお客
様にあわせたアイディアを求めているからです。フォス オートモーティブではお客様に対するこの
姿勢をバイラル・パッション - 燃えうつる情熱 - と呼んでいます。

バイラル・パッション  燃えうつる情熱
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自動車業界のライフライン
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   システム設計   プリアセンブリ 
     モジュール

      配管技術         接続技術

                        SCR 排ガス浄化   

                        空圧系

                     サーマルマネジメント     

                        燃料系

                    油圧系



車両を構築するシステムにおいて未来志向のソリューションとは日々使用するお客様に利益をも
たらすものでなければなりません。個々の部品のみではなく、システム全体を考えることができる
ものだけが、生産時間を確実に短縮することが可能であり、また、メンテナンス頻度の極めて低い
配管レイアウトを考案することができます。お客様が持続的に日々の利益を実感できるよう、私た
ち、フォス オートモーティブはお客様のことを常に考え、行動しております。どんなときもお客様と
共にありたい、お客様の工場内の芝が育つ様子がわかるほど近くにありたいと考えています。この
姿勢がお客様のために何事にも前向きに取り組む情熱であると信じています 。

車両の内部に価値を見出し、お客様の期待に応えるデザインをします

フォス オートモーティブの技術、製品はお客様の車両内の目に見えないところでその価値を発揮
しています。配管・コネクタのメーカとしてフォス オートモーティブは商用車、オフロード、乗用車、
エンジンアセンブリ、あらゆる車種に情熱を持って取り組んでいます。正確さを追求し、細部にこだ
わる視点を持って、お客様と密に連携し最適な配管ソリューションを開発します。鋭い視点と最新
の技術、またデザインレビューをする段階においては業界トップのノウハウを持っており、各お客
様の車両内搭載スペース、特性について改善点を明らかにします。私たちの目標は、お客様それぞ
れにカスタマイズしたレイアウトを正確にデザインし、お客様の信頼性向上に寄与し、さらにはお
客様に真の生産時間短縮、重量削減を提供するために、小さなネジひとつさえも細部ま
でお客様の好みにあわせていくことです。

85年の経験、実績をベースに私たち、フォス オートモーティブは確信をもって約束します。私たち
の細部までのこだわりはより大きな視点で将来の画を描いていく情熱を持って、今後もますます力
強く大きくなっていきます。

細部にこだわる情熱が 
システム全体を生かす
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お客様は完璧を追い求めています。ではフォス オートモーティブはどのようにお客様の期待に応
えているのでしょうか?　それはフォス オートモーティブが組織として、お客様の要望を私たちの
新たなチャレンジとして捉えるところから始まります。どんな難題に対しても私たちは「できない」
と即答することはありません。私たちはこれをプロセス指向のプロジェクトマネジメントと呼んで
います。車両解析から量産製造に至るまでの実績・知見をフルに活用するこのプロセスは、自社
内のテスト・試作ワークショップから始まり、量産製品の品質管理ステージまで続いていきます。
グループとしてグローバルで標準化されたプロセスにより、より短納期での開発、お客様の求める

「完璧」を実現します。私たちフォス オートモーティブは、お客様の芝が育つのを見ているだけで
なく、さらにそれが緑色に輝くお手伝いをします。
 

「No」といわないことがさらに多くの「Yes」を生み出す

1931

水道管継手メーカとして
創業

1972-76

フランス、イタリア、スペン、
英国に拠点拡大

1953

チューブコネクタにて機械
分野、自動車業界に参入(商
用車のエアブレーキ用部品
で参入)

1975

商用車のエアブレーキ用クイック
コネクタ量産開始

1996

USAに拠点開設。ブラジル
工場量産開始(ナイロン 
チューブの押出成形)

2001

テスト･試作ワークショップ
開設

2004

ポーランド工場にて配管
アセンブリの量産開始 
排ガス中のNOxを削減す
るSCR(選択式還元触媒)
用配管の開発開始

2006-08

中国工場(フォスの子会社)、 
インドでJV立ち上げ、 
エアブレーキ用部品の量 
産開始 
日本に拠点開設
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優れた品質と耐久性は偶然に生まれるものではない

お客様の生産に価値をもたらすこと。これが私たちフォス オートモーティブが毎朝工場を稼動させる際に考えることです。
お客様に価値を提供することを目標にし、それが私たちの情熱のベースとなります。フォス オートモーティブでは何事も
偶然に何かが産まれるとは考えていません。これが、フォス オートモーティブがお客様から高い評価を受けている理由です。

•    最新の開発ツール、技術を用いた、お客様それぞれにカスタマイズされるソリューションを開発
•    フォス オートモーティブの経験豊かなプロフェッショナルチームがお客様と密な連携を実現
•   集中購買により、お客様にとって最適かつ包括的なソリューションを、より短納期、低コストで供給

乗用車向けにクイック
コネクタ203量産開始

2010-11

燃料電池車の研究開発開始
メキシコ工場立ち上げ、量産
開始

2013

押出成形、射出成形等のプラ
スチック技術を担うプラスチッ
ク技術開発センタ開設

2016

インドのJVを子会社化

2020

新製品、新マーケットでお客様
とともにさらなる成長
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現在、そして未来もSCR(選択式還元触媒)技術なくして、ディーゼルエンジンの排ガス中に含まれる
窒素酸化物（NOX）の厳しい規制値を満たすことはできません。車種ごとに異なる規制値に対応す
るためにSCRシステムはあらゆる車種に搭載されなければなりません。したがってどのような条件
下でもNOXを効率よく削減することを保証しなければなりません。

尿素SCRの解凍性能と搭載スペースの効率化を両立する未来志向のソリューションによって、フォス 
オートモーティブはこの技術の黎明期からオンロード、オフロード問わず、グローバルで展開するあ
らゆるお客様のパートナーであり続けています。

フォスは加熱機能のない配管、電気ヒータによる加熱式、クーラントによる加熱式、あるいはこれら
を組み合わせ、お客様に要求に沿って配管をカスタマイズすることにより、お客様の製品の効率性
を、環境に対する付加価値を提供します。

SCR配管・コネクタのマーケットリーダーとしてフォス オートモーティブは開発、プロジェクトマネジ
メント、試作品作製、量産、物流までの各ステージにおいて、お客様それぞれの要求にあった信頼性
の高いソリューションを提供します。

•  解凍性能と省電力化のバランス
•  搭載スペース最適化
•  耐霜、耐熱性
•  質量削減、組付時間短縮
•  開発、搭載検討、評価をサポート

SCR – お客様と環境のために
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企業としては、さらに大きくなることを目指す
しかし製品は、さらに小さくすることを目指す
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私たちフォス オートモーティブは1953年 Graubremse 社にブレーキ用部品の供給を開始すること
から、自動車業界でのキャリアをスタートさせました。それからわずか5年で、私たちはチューブ接続
コネクタの売上げを約20倍に伸ばし、それ以降進化し続けるお客様の要求に対し、配管1本1本から
細部の詳細ひとつひとつまで繰り返し検証を重ね、常にお客様の要求を満足してきました。

1975年は私たちにとってエポックメイキングな年となります。この年、フォス オートモーティブは
商用車のエアブレーキ用にクイックコネクタの量産を開始。これがお客様にとって、またフォス オ
ートモーティブにとって大きな前進となりました。以降フォスオートモーティブは、ヨーロッパの商
用車用エアブレーキと乗用車用エアサスペンションの市場において、マーケットリーダーとしての
役割を確固たるものにしました 。

フォスはこの成功事例を組織的に横展開し、これからもお客様の要求に応え続けます。

•  要求性能に応じて最適な材料を選定(樹脂、真鍮…)
•  要求性能に応じて最適な製造方法を選択(鋳物、プレス加工材、異型押出成形、押出成形、 
 射出成形、摩擦溶接、レーザ溶接…)
•   車両スペース最適化、例：配管搭載スペース、コネクタ搭載スペース、センサ統合

空圧系 – あなたを守るエキスパート
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抑えきれない情熱がブレーキの 
制動距離を抑えます

11

乗用車用エアサスペンション配管



フォスは電気自動車のサーマルマネジメントにおいて妥協することはありません。バッテリーの
冷却、加温は?　理想の車両搭載を実現し、かつ圧力損失を最小限に抑えることは?　バッテリー
の航続距離延長と消費エネルギー効率化を両立することは?　フォスはあらゆるすべてのニーズ
に対し、即導入可能なソリューションを提供します。

フォスの提供する包括的な製品ポートフォリオ - コネクタ、チューブ、ホース、センサ統合、マニフォ
ールド – はお客様それぞれのシステムに最適な配管・コネクト技術を提供します。フォスはお客様
の要求仕様への新たな開発に喜んでチャレンジします。

電気自動車の温度管理に安心を提供するフォスのシステム

•    搭載スペースを最適化するマニフォールドモジュール
•   圧力損失を最小化
•   クーラントラインを連続して接続
•   温度センサ統合による搭載スペース最適化
•  自己消化性材料をオプション設定

サーマルマネジメント – もっと遠くへ
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カスタマイズされたバッテリー温度管理
ソリューションを提供
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VOSSコントロールバルブ
サーマルマネジメントシステムを円滑化する 
最適なソリューション



すべての分野において最高の品質マネジメント、環境マネジメントを愚直に遂行していくことこそが
大切です。優れた、そして環境にやさしい技術はこれを実現するソリューションにすぎません。経験豊
かで責任感があり、そしてモチベーションの高い世界中のフォスの従業員がお客様、そして地球環境
をサポートしています。

私たちにとって、世界中でお客様のすぐ近くにいること、共同開発、持続可能なサービス、包括的なサ
ポート、これらはただの空虚な言葉ではありません。私たちにとってこれらはお客様のニーズに対し
毎日、情熱を持ってコミットしていくことを示します。過去の成功を踏まえ、未来に向かってさらに成功
していくことを楽しみにしています。フォス オートモーティブは小さいバルブが重要な役割を果たし
ていたころから変わらずにお客様にコミットしてきました。マーケットリーダーとして、お客様が強固
な信頼に基づくパートナーとして私たちを信頼できるよう、地にしっかりと足をつけて地道に日々、精
進していきます。フォス オートモーティブは独立した一企業としてこれからもお客様に利益をもたら
します。

真に持続可能な技術、製品の導入こそが
未来への確かな足跡を残します
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½ 億個
クイックコネクタ230の量産開始から販売したエアブ
レーキ用コネクタの累計

約  300 のお客様の工場に製品を供給

21,500 時間
2015年に実施したVOSS従業員教育の総時間

約 2,500 人 
フォス オートモーティブのコアスタッフとして働く従業員数

6.5 百万本
販売したSCR配管の累計



欧州

ドイツ ヴィッパーフュルトに拠点を構え、本社機能のほか、研究・開発の中核
を担っています。
この本社を中心に70年代に入り、拠点を拡大してきました。
980名以上の従業員を有するポーランド工場をマザー工場とし、製造プロセ
ス、ノウハウをメキシコ、中国の工場に横展開してきました。

アジア

2007年中国、済南に工場、開発拠点、上海に営業拠点を開設しま
した。これらの拠点をベースにすべての製品領域を扱っています
が、現在は中でもSCR配管技術を中心に扱っています。
日本に営業、技術サポートを担う拠点を開設しています。
インドではフォスのエアブレーキ配管・コネクタが標準となっ
ています。2016年9月よりインドのプネに本社を構えるVOSS 
Exotech Automotive Pvt. Ltd.、VOSS Automotive India Pvt. Ltd. 
の2社によりお客様をサポートしています。

北米

1996年 フォートウェイン、シア
トルに拠点開設
2011年 メキシコ サルティヨに
工場開設
開発、技術サポートに加え、配
管アセンブリ、特に商用車、オ
フロード車用SCR配管を生産

南米

ブラジルサンパウロに位置
する工場がナイロンチューブ
押出成形の中核を担ってい
ます。
2つの工場で空圧、燃料、SCR
配管アセンブリ・コネクタを生
産しています。
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VOSS Automotive GmbH
P.O. Box 15 40
51679 Wipperfürth
Leiersmühle 2-6
51688 Wipperfürth
Germany
Phone:  +49 2267 63-0 
Fax: +49 2267 63-5982
automotive@voss.net
www.voss.net
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フォス  ジャパン株式会社 
〒141-0022 
東京都品川区 
東五反田 2-20-4 
NMF高輪ビル 
電話 	+81-3-5789-0401

Fax   +81-3-5489-0402

automotive@voss.net
www.voss.net


