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ボッシュがシュトゥットガルト=フォイヤバッハに 
IT キャンパスをオープン 
デジタルビジネスモデル開発の中心ハブ 
 
 IT キャンパスは、ボッシュのグローバルな IT 活動の新しい本部 
 成長の牽引役：IT がコスト要因からコアコンピテンスへ 
 キャンパスは IT とソフトウェアのエキスパートに魅力的な作業環境を提供 
 ボッシュ取締役会副会長アーセンケルシュバウマー：「新しいキャンパスは、シュ

トゥットガルトを技術拠点とすることへの私たちの決意の表れです」 
 
 
 
シュトゥットガルト（ドイツ） – ボッシュ・グループはシュトゥットガルト=フォイヤバッハに新

しい IT キャンパスをオープンしました。キャンパスはボッシュのグローバルな IT 活動を

束ねるコンピテンスセンターと位置付けられています。ボッシュの IT 部門の従業員

7,500 人中、2,000 人あまりが働く最新設備を備えたキャンパスは、ボッシュがモノのイ

ンターネット化（IoT）企業へと変身するのを牽引、加速する役目を担います。「ウェブ接

続が可能な製品とデータに基づいたサービスが、当社の成長にこれまで以上に力強く

寄与するようになりました。それに伴い、IT が果たす役割も変わりつつあります。過

去、IT 部門の活動の重点はグループのグローバルな IT インフラの拡張、ユーザーの

サポート、そして PC とモニター装置の支給に置かれてきました。しかし今日、同部門

の活動は、IT とソフトウェアのソリューションの開発促進へと重点が移りつつありま

す」。ロバート・ボッシュ GmbH の取締役会副会長で、IT 部門を担当するシュテファン・

アーセンケルシュバウマーはこのように述べ、さらに「キャンパスは、デジタルビジネス

モデル開発の新しい中心ハブです。二つの世界の最善のものをひとつに統合します。

その二つの世界とは、何十年もの間、揺るぎない地位を維持してきた技術会社の製品

と経験、そして若い IT 企業のダイナミズムです。新しいキャンパスはまた、シュトゥット

ガルトの拠点に対する私たちのコミットメントの明確な表れでもあります」 
 
ボッシュの IT 活動が変わる：プロジェクトのスピードアップ、市場導入までのリードタイ

ムの短縮 
「ボッシュでは IT がコスト要因からコアコンピテンスへと変貌しつつあります。製品の一

部に、そして製品の付随サービスになりつつあります」。こう語るのは、ロバート・ボッ

シュ GmbH の最高情報責任者として IT 部門を率いる Elmar Pritsch です。ボッシュは
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2020 年までに、自社のすべての新しい電子製品をネットワークに対応させ、かつ関連

サービスを開発することを目標として掲げています。この目標の達成を容易にするため

に、ボッシュは将来、最高デジタル責任者のポストを設けます。最高デジタル責任者は

すべての事業セクターのデジタル活動を掌握するとともに、IT 部門と協力して新しい技

術革新プロジェクトを提案、それをグローバルなネットワークチームが実現に移すこと

になっています。IT 部門とスペシャリスト部門の緊密な関係がビッグデータをベースと

するビジネスモデルの開発を加速し、市場導入までのリードタイムを短縮すると期待さ

れています。 
 
キャンパスのモットー：カスタマー、チーム、そして従業員に焦点 
IT キャンパスの建物の構造と設備機材から、カスタマー、チーム、そして従業員に焦点

を当てる方針がはっきり見て取れます。「お客様にとって最善のソリューションを開発す

ることを目標に、万全の態勢で臨みます。そのためには、キャンパスで働く従業員の士

気を鼓舞する作業環境、IT 特有の設備と方法論、そして最新のハードウェアとソフト

ウェアを用意する必要があります」。Pritsch はこのように述べ、さらに「キャンパスは新

たに加わった仲間にも非常に魅力的な作業環境を提供します。私が率いる部門では、

ここ数カ月中に 500 人ほどを追加採用しましたが、その多くが新しいコンピテンスセン

ターで勤務しています」と語りました。 
 
成功への扉を開く第一のカギ：士気を高める作業環境 
湾曲したガラスをあしらった、人目を惹くファサードを持つ 5 階建ての建物は、ボッ

シュ・グループの別の拠点ですでに効果を確認済みの「Inspiring Working Conditions
（IWC）」コンセプトに従って設計されています。つまり、キャンパスはオープンプラン型

オフィスです。チーム作業用ゾーンと一人で仕事に取り組むゾーンがあり、クリエイティ

ブにデザインされたワークショップルーム（ジャングルやビーチ、山岳地などの環境をシ

ミュレート）、柔軟に使用できるグループ作業テーブル、伝統的なミーティングルーム、

会議室があります。集中を必要とする作業のために、雑音の入らないスペース、電話

スペースなどが設けられています。デスクも置かれていますが、特定の個人専用では

なく、空いていれば誰でも使用できます。交流とリラックスのためのゾーンも IWC コン

セプトの重要な要素です。キャンパスにはラウンジや、静かなエリア、明るく風通しの良

い、厨房付きカフェテリアも設けられました。 
 
成功への扉を開く第二のカギ：IT 特有の設備と方法論 
キャンパスのロビーを見れば、ここが IT 技術開発の場であることがはっきりわかりま

す。ボッシュ IT 部門の活動のデータと数字を映し出す大画面のディスプレイがあれ

ば、その周囲には対話型操作のミニスクリーン 128 台が配置されています。ここでは

IT とソフトウェアのエキスパートが各事業セクターの仲間と力を合わせ、革新的なソ

リューションの開発に取り組んでいます。従業員は自身のプロジェクトのためにユー

ザーエクスペリエンス（UX）スタジオを使用することもできます。エキスパートはシンプ

ルなプロトタイプを使ってプロジェクトの非常に初期段階から顧客やユーザーと一緒に

作業し、目前のソリューションが目指す方向に向けての正しい一歩なのかを、デザイン

思考イノベーションメソッドを用いて評価します。これは IT の世界で広く用いられている
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評価法で、クリエイティブかつ構造化されたプロセスによって顧客のニーズを理解し、

多数のアイデアを短時間で生み出し、将来のユーザーの協力を得てそれを直接テスト

することができます。 
 
成功への扉を開く第三のカギ：最新のハードウェアとソフトウェア 
新しい IT キャンパスでは、ボッシュはワークステーションの装備に多額の投資をし、ハ

イエンドのノート PC とスマートフォン、Skype for Business などの会議およびデスク

シェアリングツール、国境やタイムゾーン、事業部などの垣根を越えたチームワークを

ユーザーフレンドリーにサポートする完全な通信インフラなど、最先端の機器を導入し

ました。従業員は IT スペースでハードウェアとソフトウェアの総合的レンジを概観し、エ

キスパートのアドバイスを受けることができます。 
 
報道用画像：  
#336959, #693288, #1243984, #1243985, #1243986, #1243987, #1243988, 
#1243989, #1243990, #1243991, #1243992, #1243993, #1243994, #1243995, 
#1243996 
 
ビデオ資料： 
#940093, #949778, #940090, #1148209, #1148200 
 
ファクト・シート：  
PI 9840, PI 9841 
 
報道関係対応窓口： 
Nicole Neuer 
電話: +49 711 811-11390 
 
 
世界のボッシュ・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。2016 年の従業員数は約 39 万人（2016 年 12 月 31 日現在）、暫定決算報告での売上
高は 731 億ユーロを計上しています。現在、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、エネルギー・建築関連テクノロジーの 4 事業セクター体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カンパニーとして、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インダストリーに関する革新的なソリューションを提供しています。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・グループはコネクテッドライフに向けたイノベーションの提供を戦略的な目標に定め、革新的
で人々を魅了する全製品とサービスを通じて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 450 社、世界約 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。ボッシュの未来の成
長のための基盤は技術革新力であり、世界 120 の拠点で約 5 万 9,000 人の従業員が研究開発に
携わっています。 
 
ボッシュの起源は、1886 年にロバート･ボッシュ（1861～1942 年）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、
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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 92％は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しています。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おり、残りの株式は創業家で
あるボッシュ家とロバート・ボッシュ GmbH が保有しています。 
 
 
 
さらに詳しい情報は 以下を参照してください。 
www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト （英語） 
www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス （英語） 
https://twitter.com/BoschPresse ボッシュ・メディア 公式ツイッター （ドイツ語） 
www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト （日本語） 
https://twitter.com/Boschjapan ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター （日本語） 
https://www.facebook.com/bosch.co.jp ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック （日本語） 
https://www.youtube.com/boschjp ボッシュ・ジャパン 公式 YouTube （日本語） 
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