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ボッシュのインターンシップ
世界で活躍するエンジニアを育てる「グローバル
インターンシップ」、2019 年はインド、ベトナムで開催
インドでは IoT アプリケーションの開発を体験
 2019 年はベトナムに加えソフトウェア開発の本場・インドで開催
 世界を舞台に製品開発プロジェクトを体験
 ボッシュのシーズナルインターンシップが第二回「学生が選ぶインターンシップ
アワード」優秀賞を受賞

東京 － ボッシュ株式会社は、日本在住の大学生向けにボッシュの海外法人における
インターンシップの機会を提供する「グローバルインターンシップ」を 2019 年 8 月 21
日から実施します。これは、国籍を問わず日本の大学に在籍する理系専攻の大学生
が夏季休暇を利用して参加できるインターンシップで、今年で開催 4 年目を迎えます。
今年のグローバルインターンシップには、ベトナムで自動車部品の適合を体験するプロ
グラムとインドで IoT アプリケーションの開発を体験するプログラムがあります。
インドの現地従業員と協力して IoT アプリケーションの開発を体験
グローバルインターンシップは、事業のグローバル化が進む自動車業界で世界を舞台
に活躍できるエンジニアを育てたいという思いから 2016 年に始まりました。これまで、
タイとベトナムのボッシュで自動車部品の適合や試験を行うインターンシップが開催さ
れてきました。今年のグローバルインターンシップでは、ベトナムに加え、インドで IoT
アプリケーションの開発に携わるインターンシップが行われます。インドには、ボッシュ
のソフトウェア開発を担う Robert Bosch Engineering & Business Solutions Pvt. Ltd.
（以下 RBEI）があります。RBEI は、約 19,000 人の従業員を擁し、ドイツ国外ではボッ
シュ・グループ最大のソフトウェア開発拠点です。グローバルインターンシップに参加す
る学生は、RBEI の従業員の協力を仰ぎながら、製品の稼働状況をクラウドでモニタリ
ングするためのプログラミングや特定の IoT アプリケーションのテストを行うことになり
ます。どちらもソフトウェア開発において重要なプロセスで、ボッシュのインターンシップ
では実際の開発環境の中で IoT アプリケーションの開発を体験することができます。
一方ベトナムでは、エンジンソフトウェアの適合やトランスミッションの CAN 通信分析な
ど実際に行われている開発プロジェクトに携わってもらいます。2019 年は、上述のイン
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ドとベトナムでのインターンシップで計 20 名程度の学生を派遣する予定で、すでに募
集が始まっています。
学生と企業の相互理解を促進
グローバルインターンシップは、世界を舞台に活躍するエンジニアの育成と学生のボッ
シュに対する理解を深めてもらうことを目的として始まりました。2018 年のインターン
シップに参加し、その後就職活動を行った学生の約 9 割がボッシュの新卒採用の選考
に応募しました。グローバルインターンシップに参加し、その後ボッシュ株式会社に入
社した社員はそのメリットについて以下のように述べています。「インターンシップでの
体験により、海外拠点の従業員と協業するために必要なことを学ぶことができました。
英語に苦手意識がありましたが、会議、会話の中でお互いが理解していないことをそ
の場で解決することが重要だと学び、今では海外事業所とのコミュニケーションを円滑
にするために様々な工夫をしています。インターンシップを通じて、言語や考え方が異
なる人と共通の目標に向かって努力する楽しさを再認識し、グローバルな環境で仕事
ができるボッシュに入社したいと思いました」。
ボッシュ・ジャパンで体験できる様々なインターンシップ －シーズナルインターン
シップが「第 2 回学生が選ぶインターンシップアワード」優秀賞受賞
ボッシュでは、様々なインターンシップの機会を提供しています。グローバルインターン
シップに加え、夏期などの長期休暇を利用して参加できるシーズナルインターンシッ
プ、3 ヶ月以上にわたるスタンダードインターンシップ、さらに日本とドイツの両国で就業
体験ができるハイブリッドインターンシップがあります。各インターンシップについては、
こちらをご覧ください。5 月 13 日に行われた「第 2 回学生が選ぶインターンシップア
ワード」では、ボッシュのシーズナルインターンシップが優秀賞を受賞したことが発表さ
れました。ボッシュは、昨年のグローバルインターンシップで同賞を受賞しており、2 年
連続の受賞となりました。シーズナルインターンシップは各参加者の希望やスケジュー
ルに合わせて勤務することができます。また、個々の学生の関心に沿ったインターン
シップになるよう、個別に学生と受け入れ部署のマッチングを行っています。こうした柔
軟性のある受け入れ体制やオーダーメイドのプログラムが評価され、優秀賞を受賞し
ました。昨年は、製造部門における IoT アプリケーションの開発、農建機向け製品開発
における適用性の評価などの業務でシーズナルインターンシップが行われました。

グローバルインターンシップ 2019 募集要項

募集対象:
日本在住の理系専攻学生（学部生、院生）

応募期間:
5 月 7 日～6 月 11 日

インターンシップ実施期間: 8 月 21 日～9 月 11 日、11 月 4 日（最終報告会）

インターンシップの場所: ベトナムまたはインド（横浜研究開発センター・
渋谷本社にてオリエンテーション開催予定）

募集人数:
20 名程度

プログラム例:
IoT アプリケーションの開発、試験（インド）
エンジンソフトウェアの適合（ベトナム）
トランスミッションの CAN 通信分析（ベトナム）
自動パーキングブレーキの調査・テスト（ベトナム）
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グローバルインターンシップの詳細：
https://saiyo.boschjapan-brandtopics.jp/information/news/2019-04-22-post/
報道関係対応窓口：
角谷 清彦
松本 有可
電話：+81-3-5485-3393
日本のボッシュ・グループ概要
日本のボッシュはボッシュ㈱、ボッシュ・レックスロス㈱、ボッシュ パッケージングテクノロジー㈱その
他の関係会社から構成されます。ボッシュ㈱は自動車用パーツの開発、製造、販売そしてサービスの
業務を展開し、また自動車用補修パーツや電動工具も取り扱っています。ボッシュ・レックスロスは油
圧機器事業、FA モジュールコンポーネントやその他のシステムの開発と生産を行い、日本の産業機
器技術に貢献しています。ボッシュ パッケージングテクノロジーは包装機械メーカーおよびインスペク
ション・テクノロジーの開発を行う会社です。さらにボッシュセキュリティシステムズ株式会社は、人命
や建築物、財産などを守る製品とソリューションの提供を主要な事業としています。2017 年の日本の
ボッシュ・グループの第三者連結売上高は約 2,950 億円で、従業員数は約 6,600 人です。
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。2018 年の従業員数は約 41 万人（2018 年 12 月 31 日現在）、決算報告での売上高は
785 億ユーロ（約 10 兆円*）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・ビルディングテクノロジーの 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 440 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 125 の拠点で約 6 万 9,500 人の従業員が研
究開発に携わっています。
*2018 年の為替平均レート、1 ユーロ＝130.92534 円で計算

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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