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はじめに
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採用・配属

定着(フォローアッ
プ)

人材開発(成
長)

外部環境の
変化

経営戦略の変
化

組織変化

採用計画

荏原製作所人材開発部では、
荏原グループの永続的発展のため、
「チャレンジ精神をもって創意工夫する多様な人材を世界中から獲得・育成し、実力が最大限発揮でき
る働きやすい職場環境を整える」
という人事・人材開発方針に基づき、人的資源の確保（優れた人材の確保と教育）を進めている。

≪優秀な社員を得るためにやるべきこと≫

「優秀な社員」とは、各事業部門（組織）が必要とす
る人材であると同時に将来にわたり会社の財産となる
人材である。

外部環境・経営戦略の変化に従って人材の採用計画・
育成方針の改革も行う。

役割等級制度の導入により、役割に求められる人材要
件定義を軸としたOJTおよびOFF-JTで必要とする人
材を育成する。



１．外国籍社員の採用
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外国籍社員を経営戦略として本社採用している目的は、以下の3点

•日本人採用者に比べて優秀（能力・意欲）

•グローバル化（日本人社員のグローバル化は急務）

•戦略的重点地域の出身者（例：精密C→韓国・台湾）

外国籍社員とは採用時に以下の点を確認

•採用条件は日本人採用者と同じである。

•将来活躍する場所は全世界である。必ずしも母国で活躍してもらうとは限らない。

なぜ外国籍社員は日本企業（荏原）を就職先に？

•終身雇用的な日本の企業風土

•社員育成制度（OJT）の充実

•処遇の高さ（出身国による違いはあるが、日本がBetter）



２．採用実績
（2011～2017）
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年度 外国籍
比率 種別 職種 中国 韓国 インド 米国 台湾 その他 小計 計 退職数

技術系 0
事務系 0
技術系 1 1
事務系 3 3
技術系 3 3
事務系 0
技術系 0
事務系 2 2 4
技術系 4 4 8
事務系 4 4
技術系 1 1
事務系 1 4 1 6
技術系 1 3 4 8
事務系 0
技術系 1 1
事務系 4 1 1 6
技術系 4 3 5 6 18
事務系 2 2
技術系 0
事務系 2 3 5
技術系 2 3 3 5 13
事務系 0
技術系 1 1
事務系 1 1 1 3
技術系 2 1 3 4 10
事務系 0
技術系 1 1
事務系 1 1 2
技術系 16 10 15 0 19 0 60
事務系 0 0 0 4 2 0 6
技術系 3 1 0 0 0 1 5
事務系 13 12 0 0 0 4 29

32 23 15 4 21 5

2011 17%
海外

4 2
留学生

2012 18%
海外

7 1
留学生

2013 48%
海外

19 6
留学生

2014 27%
海外

15 0
留学生

2015 37%
海外

25 2
留学生

2016 23%
海外

17 0
留学生

※その他の国籍：2013年、2016年→ウズベキスタン、2014年→ベトナム、2017年→ベトナム、フィリピン

計 29%
海外

100 11
留学生

うち女性23名

2017 17%
海外

13 0
留学生

外国籍採用は2011年から
スタートし、7年が経過。
以下の経営方針のもと現
在も進行中。

≪経営方針
～2020年に向けて～≫

• 多様性の確保が世界
市場における持続的
成長の前提条件であ
ると考え、多国籍人
材を確保するととも
に女性比率の増加に
努める。

• 日本人で且つ男性と
いう管理職の従来イ
メージを排して、多
国籍人材と女性の管
理職登用を推進する。

• 社員の一人一人が最
適なワークライフ・
バランスを実現でき
るよう配慮し、必要
な就業環境を整える。


採用実績 (2)

				年度 ネンド		外国籍比率 ガイコク セキ ヒ リツ		種別 シュベツ		職種 ショクシュ		中国 チュウゴク		韓国 カンコク		インド		米国 ベイコク		台湾 タイワン		その他 タ		小計 ショウケイ		計 ケイ		退職数 タイショク スウ

				2011		17%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ														0		4		2				24		← 総合職の人数（EEP、製造技術職、技能職、FS職除く） ソウゴウ ショク ニンズウ セイゾウ ギジュツ ショク ギノウ ショク ショク ノゾ

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		3												3

				2012		18%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		3												3		7		1				39

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

										事務系 ジムケイ		2		2										4

				2013		48%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		4				4								8		19		6				40

										事務系 ジムケイ								4						4

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ				1										1

										事務系 ジムケイ		1		4								1		6

				2014		27%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		1		3						4				8		15		0				55

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		4		1								1		6

				2015		37%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		4		3		5				6				18		25		2				68

										事務系 ジムケイ										2				2

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

										事務系 ジムケイ		2		3										5

				2016		23%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		2		3		3				5				13		17		0				73

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		1		1								1		3

				2017		17%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		2		1		3				4				10		13		0				75

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ												1		1

										事務系 ジムケイ				1								1		2

				計 ケイ		29%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		16		10		15		0		19		0		60		100		11

										事務系 ジムケイ		0		0		0		4		2		0		6

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		3		1		0		0		0		1		5

										事務系 ジムケイ		13		12		0		0		0		4		29

												32		23		15		4		21		5		うち女性23名								299

				※その他の国籍：2013年、2016年→ウズベキスタン、2014年→ベトナム、2017年→ベトナム、フィリピン タ コクセキ ネン ネン ネン ネン







採用実績



				年度 ネンド		外国籍比率 ガイコク セキ ヒ リツ		種別 シュベツ		職種 ショクシュ		中国 チュウゴク		韓国 カンコク		インド		米国 ベイコク		台湾 タイワン		その他 タ		小計 ショウケイ		計 ケイ		退職数 タイショク スウ

				2011		17%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ														0		4		2				24		← 総合職の人数（EEP、製造技術職、技能職、FS職除く） ソウゴウ ショク ニンズウ セイゾウ ギジュツ ショク ギノウ ショク ショク ノゾ

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		3												3

				2012		18%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		3												3		7		0				39

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

										事務系 ジムケイ		2		2										4

				2013		48%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		4				4								8		19		4				40

										事務系 ジムケイ								4						4

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ				1										1

										事務系 ジムケイ		1		4								1		6

				2014		27%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		1		3						4				8		15		0				55

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		4		1								1		6

				2015		37%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		4		3		5				6				18		25		1				68

										事務系 ジムケイ										2				2

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

										事務系 ジムケイ		2		3										5

				2016		23%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		2		3		3				5				13		17		0				73

										事務系 ジムケイ														0

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

										事務系 ジムケイ		1		1								1		3

				計 ケイ		29%		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		14		9		12		0		15		0		50		87		7

										事務系 ジムケイ		0		0		0		4		2		0		6

								留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		3		1		0		0		0		0		4

										事務系 ジムケイ		13		11		0		0		0		3		27

												30		21		12		4		17		3										299

				※その他の国籍：2013年度、2016年度→ウズベキスタン、2014年度→ベトナム タ コクセキ ネン ド ネンド ネンド







所属



				部門 ブモン		種別 シュベツ		職種 ショクシュ		中国 チュウゴク		韓国 カンコク		インド		米国 ベイコク		台湾 タイワン		その他 タ		小計 ショウケイ		計 ケイ				2016年度分　追記していない ネンド ブン ツイキ

				風水力　　　　　　　　　　　　　　　　（カスタムポンプ） フウスイ リョク		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		2		3		4				1				10		17

								事務系 ジムケイ														0

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

								事務系 ジムケイ		1		4.5								1.5		7

				風水力　　　　　　　　　　　　　　（標準ポンプ） フウスイ リョク ヒョウジュン		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		2		2		2				1				7		8

								事務系 ジムケイ														0

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

								事務系 ジムケイ				0.5								0.5		1

				風水力　　　　　　　　　　　　　　　　（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ﾀｰﾋﾞﾝ） フウスイ リョク		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		5				3				2				10		13

								事務系 ジムケイ														0

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1												1

								事務系 ジムケイ		1		1										2

				風水力　　　　　　　　　　　　　　（冷熱） フウスイ リョク レイネツ		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ														0		1

								事務系 ジムケイ														0

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

								事務系 ジムケイ		1												1

				精密 セイミツ		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		3		1						6				10		16

								事務系 ジムケイ										2				2

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ														0

								事務系 ジムケイ		2		2										4

				コーポレート		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ														0		12

								事務系 ジムケイ								3						3

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ				1										1

								事務系 ジムケイ		7		1										8

				計 ケイ		海外 カイガイ		技術系 ギジュツケイ		12		6		9		0		10		0		37		67

								事務系 ジムケイ		0		0		0		3		2		0		5

						留学生 リュウガクセイ		技術系 ギジュツケイ		1		1		0		0		0		0		2

								事務系 ジムケイ		12		9		0		0		0		2		23

										25		16		9		3		12		2

				※2014.12現在　※その他の国籍：２名→ウズベキスタン、ベトナム　※0.5人工は風水力C企画部門（カスタム・標準共に業務範囲） ゲンザイ タ コクセキ メイ ニン コウ フウ スイリョク キカク ブモン ヒョウジュン トモ ギョウム ハンイ







外国籍入社一覧

		年度 ネンド		人事管理ＩＤ		国籍コード［＊］		社員名称		社員カナ名称		部門 ブモン		種別 シュベツ		職種 ショクシュ		所属名称（正式）

		2011		0122875		中国		沈　培瀾		ﾁﾝ ﾊﾞｲﾗﾝ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）経営監査室業務監査グループ

		2011		0122873		中国		郭　暁磊		ｶｸ ｷﾞﾖｳﾗｲ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）企業リスク管理統括部リスクマネジメント室内部統制グループ

		2011		0122874		中国		楊　暁青		ﾖｳ ｷﾞﾖｳｾｲ		精密 セイミツ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		精密・電子事業カンパニー管理統括部関連企業管理グループ

		2011				中国 チュウゴク		董　博宇 トウ		トウ　ハクウ		精密 セイミツ		留学生 リュウガクセイ		技術 ギジュツ		精密 セイミツ

		2012		0122936		中国		黄　金シン		ｺｳ ｷﾝｼﾝ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）企業リスク管理統括部リスクマネジメント室内部統制グループ

		2012		0122942		韓国		金　景煥		ｷﾑ ｷﾖﾝﾌｱﾝ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニー企画管理統括企画統括部製品開発企画室製品企画グループ

		2012		0122935		中国		姜　文		ｷﾖｳ ﾌﾞﾝ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニー企画管理統括管理統括部内部統制室海外支援グループ

		2012		0122944		韓国		玄　和俊		ｹﾞﾝ ｶｽﾞﾄｼ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニー企画管理統括管理統括部人事室人事グループ

		2012		0122932		中国		蒋　偉		ｼﾞﾔﾝ ｳｴｲ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括富津工場海外エンジニアリング室肥料グループ

		2012		0122931		中国		姜　世ゴ		ｷﾖｳ ｾｲｺﾞ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括開発設計統括部水力技術開発室ハイドロ開発グループ

		2012		0122934		中国		凌　子涵		ﾘﾖｳ ｼｶﾝ		エリオット		海外		技術		生産統括生産技術部生産技術課

		2013		0124008		アメリカ		デブロー　メイゲン		ﾃﾞﾌﾞﾛｰ ﾒｲｹﾞﾝ		コーポ		海外		事務 ジム		（コーポレート）人事・法務・広報統括部広報室広報グループ

		2013		0123997		中国		賈　小娜		ｶ ｼﾖｳﾅ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）経理財務統括部経理室管理会計グループ

		2013		0123974		韓国		安　炳辰		ｱﾝ ﾋﾞﾖﾝｼﾞﾝ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		技術		（コーポレート）技術・研究開発統括部解析・分析技術室数値解析グループ

		2013		0123969		インド		スワラヅ　パンダレ		ｽﾜﾗﾂﾞ ﾊﾟﾝﾀﾞﾚ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		風水力機械カンパニー技術生産統括調達統括部富津工場調達室技術グループ

		2013		0124006		韓国		柳　雄善		ﾘﾕ ｳﾝｿﾝ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括グローバルサービス事業統括部GS営業室GS営業第一グループ

		2013		0123998		その他 タ		ルスタモフ　ソイブジ		ﾙｽﾀﾓﾌ ｿｲﾌﾞｼﾞﾖﾝ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括グローバルサービス事業統括部GS営業室GS営業第四グループ

		2013		0123966		インド		アルジュン　デサイ		ｱﾙｼﾞﾕﾝ ﾃﾞｻｲ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括富津工場海外エンジニアリング室オイル＆ガスグループ

		2013		0123971		中国		王　昊		ｵｳ ｺｳ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括富津工場詳細設計室高圧グループ

		2013		0123999		韓国		呉　梁圭		ｵ ﾔﾝｷﾞﾕｳ		精密 セイミツ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		精密・電子事業カンパニー管理統括部関連企業管理グループ

		2013		0124004		韓国		韓　相俊		ﾊﾝ ｻﾝｼﾞﾕﾝ		精密 セイミツ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		精密・電子事業カンパニー営業統括部装置営業推進室第二グループ

		2013		0123970		中国		焦　美玲		ｼﾖｳ ﾐﾚｲ		精密 セイミツ		海外		技術		精密・電子事業カンパニー精密機器事業部精密機器技術室ES技術グループ

		2013		0124005		韓国		裵　石棕		ﾍﾞｰ ｿｸｿﾞﾝ		エリオット		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		アジアパシフィック統括アジアパシフィック営業部

		2013		0123991		中国		董　一舟		ﾄｳ ｲﾂｼﾕｳ		エリオット		海外		技術		アジアパシフィック統括アジアパシフィック技術計画部

		2013		0123967		インド		ケシャヴ　シャストリ		ｹｼﾔｳﾞ ｼﾔｽﾄﾘ		エリオット		海外		技術		プロジェクト統括プロジェクトエンジニアリング部エグゼキューション第二課

		2013		0123972		中国		滕　海龍		ﾄｳ ｶｲﾘﾕｳ		エリオット		海外		技術		エンジニアリング統括設計第一部詳細設計課

		2013		0123968		インド		サンケット　レンベー		ｻﾝｹﾂﾄ ﾚﾝﾍﾞｰ		エリオット		海外		技術		エンジニアリング統括設計第一部詳細設計課

		2013		0124009		アメリカ		トフ　ウィレン		ﾄﾌ ｳｨﾚﾝ		コーポ		海外		事務 ジム		（コーポレート）人事・法務・広報統括部人事室海外人事グループ

		2013		0124010		アメリカ		プア　ダスティン		ﾌﾟｱ ﾀﾞｽﾃｨﾝ		コーポ		海外		事務 ジム		（コーポレート）経営監査室リスク監査グループ

		2013				アメリカ		シモミチ		シモミチ		コーポ		海外		事務 ジム		経理 ケイリ

		2014		0124029		中国		姚　超		ﾖｳ　ﾁﾖｳ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）人事・法務・広報統括部広報室広報グループ

		2014		0124026		韓国		許　碩		ﾎ ｿｸ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括富津工場詳細設計室高圧グループ

		2014		0124025		韓国		金　會川		ｷﾑ ﾌｴﾁﾖﾝ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括開発設計統括部標準ポンプ開発設計室産業ポンプグループ

		2014		0124028		中国		徐　海洋		ｼﾞﾖ　ｶｲﾖｳ		精密 セイミツ		海外		技術		精密・電子事業カンパニーCMP事業部CMP設計室洗浄設計グループ

		2014		0124027		韓国		尹　淨鏞		ﾕﾝ ｼﾞﾖﾝﾖﾝ		精密 セイミツ		海外		技術		精密・電子事業カンパニーCMP事業部CMP制御システム室装置開発グループ

		2014		0124024		台湾		杜　峯杰		ﾄ ﾎｳｹﾂ		精密 セイミツ		海外		技術		精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部ベベル研磨装置事業室開発グループ

		2014		0124023		台湾		陳　思詠		ﾁﾝ ｽﾖﾝ		エリオット		海外		技術		エンジニアリング統括設計第二部詳細設計課

		2014		0124041		台湾		黄　呂翔		ｺｳ ﾛｼﾖｳ		精密 セイミツ		海外		技術		精密・電子事業カンパニー精密機器事業部精密機器技術室HD技術グループ

		2014		0124042		台湾		許　書毓		ｷﾖ ｼﾖｲｸ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括開発設計統括部標準ポンプ開発設計室標準ポンプグループ

		2014		0124093		中国		李　毅方		ﾘ ｷﾎｳ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）経営監査室業務支援グループ

		2014		0124073		中国		張　紅燕		ﾁﾖｳ ｺｳｴﾝ		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		（コーポレート）人事・法務・広報統括部人事室海外人事グループ

		2014		0124074		その他 タ		ディン　ティハンアン		ﾃﾞｲﾝ ﾃｲﾊﾝｱﾝ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニー企画管理統括企画統括部製品開発企画室製品企画グループ

		2014		0124090		韓国		閔　舜基		ﾐﾝ ｽﾝｷ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水力機械カンパニー技術生産統括調達統括部産業機器システム調達室駆動機・装置調達グループ

		2014		0124088		中国		馬　儲侖		ﾏ ﾁﾖﾛﾝ		精密 セイミツ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		精密・電子事業カンパニー管理統括部管理室管理グループ

		2014		0124056		中国		周　俊涛		ｼﾕｳ ｼﾕﾝﾄｳ		エリオット		留学生 リュウガクセイ		技術		アジアパシフィック統括アジアパシフィック技術計画部

		2015		0124149		インド		CHAVAN VEDANT		チャワン　ウェダント		風水カスタム フウスイ		海外		技術		技術生産統括　開発統括部　機械・材料技術室　機械技術グループ トウカツ

		2015		0124160		韓国 カンコク		金　成夏 ナ ナツ		キム　ソンハ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		技術生産統括　開発統括部　機械・材料技術室　材料技術グループ トウカツ

		2015		0124150		インド		DEVIKAR  AKSHAY 		デヴィカル　アクシャイ 		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　生産プロセス技術室　生産革新推進グループ

		2015		0124153		中国 チュウゴク		郝　剣明		カク　ケンメイ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　開発設計統括部　水中ポンプ開発設計室　水中ポンプ開発グループ

		2015		0124161		韓国 カンコク		石　加琳 イシ カ リン		ソク　ガリム		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　開発設計統括部　標準ポンプ開発設計室　産業ポンプグループ

		2015		0124146		インド		NINAVE PRATEEK		ニナウェ　プラティック		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　開発設計統括部　モータ開発設計室　モータ技術グループ

		2015		0124147		インド		PRIYANSHU ARYAN		プリヤンシュ　アルヤン		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　藤沢工場　生産技術室　製造技術グループ

		2015		0124148		インド		PATIL AMAR		パティル　アマル		エリオット		海外		技術		荏原エリオット　エンジニアードプロダクツ　エンジニアリング統括　設計第一部 エバラ トウカツ セッケイ ダイイチ ブ

		2015		0124154		中国 チュウゴク		郭　诗宇		カク　シウ		エリオット		海外		技術		荏原エリオット　エンジニアードプロダクツ　プロジェクト統括　プロジェクトエンジニアリング部

		2015		0124152		中国 チュウゴク		林　福財		リン　フクザイ		エリオット		海外		技術		荏原エリオット　エンジニアードプロダクツ　アジアパシフィック統括　アジアパシフィック技術計画部

		2015		0124158		台湾 タイワン		許　德勝		キョ　トクショウ		エリオット		海外		技術		荏原エリオット　エンジニアードプロダクツ　エンジニアリング統括　設計第一部 エバラ トウカツ セッケイ ダイイチ ブ

		2015		0124155		台湾 タイワン		陳　柏翰		チェン　ポハン		精密 セイミツ		海外		技術		ＣＭＰ事業部　ＣＭＰ設計室　研磨設計グループ　　　

		2015		0124151		中国 チュウゴク		温　中新		オン　チュウシン		精密 セイミツ		海外		技術		ＣＭＰ事業部　ＣＭＰ設計室　要素開発グループ

		2015		0124159		台湾 タイワン		辛　豊達		シン　フォンダ		精密 セイミツ		海外		事務 ジム		営業統括部　コンポーネント営業推進室　第二グループ

		2015		0124156		台湾 タイワン		蔡　沛吾		ツァイ　ペイウー		精密 セイミツ		海外		技術		精密機器事業部　精密機器技術室　ＨＤ技術グループ

		2015		0124157		台湾 タイワン		陳　曼寧		チン　マンネイ		精密 セイミツ		海外		技術		事業推進制御システム室 めっき制御システム開発グループ

		2015		0124175		台湾 タイワン		張 紹華		チョウ ショウカ		精密 セイミツ		海外		技術		新事業推進統括部 めっき装置事業室 設計グループ シンジギョウ スイシン トウカツ ブ ソウチ ジギョウ シツ セッケイ

		2015		0124163		韓国 カンコク		宋　基東 ソウ キトウ		ソン　ギドン		風水カスタム フウスイ		海外		技術		技術生産統括　調達統括部　富津工場調達室　技術グループ

		2015				台湾 タイワン		張 桓豪		チョウ カンゴウ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　計画設計室　国内EPCグループ ジギョウ トウカツ フッツコウジョウ ケイカク セッケイシツ コクナイ

		2015		0124162		台湾 タイワン		馬　沂均		バ　ギキン		精密 セイミツ		海外		事務 ジム		保留（管理統括部　　関連企業管理グループ） ホリュウ

		2015				韓国 カンコク		金　帥顥 キン ソチ シロ		キム　スホ		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水カスタム フウスイ

		2015				韓国 カンコク		朴　真文 パク シン ブン		パク　ジンムン		風水カスタム フウスイ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水カスタム フウスイ

		2015				韓国 カンコク		朴　成珉 パク ナ ミン		パク　ソンミン		コーポ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		コーポ

		2015				中国 チュウゴク		鄭　媛 テイ ヒメ		テイ　エン		エリオット		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		エリオット

		2015				中国 チュウゴク		黎　丹		レイ　タン		風水冷熱 フウスイ レイネツ		留学生 リュウガクセイ		事務 ジム		風水冷熱 フウスイ レイネツ

		2016		0124299		中国 チュウゴク		包　建松 		ホウ　ケンショウ		コーポ		海外		技術		生産プロセス革新統括部　ＩＥ推進室　ＭＥＳ連携グループ

		2016		0124300		インド		スィング　グルマン		スィング　グルマン		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　産業機器システム技術室　装置技術グループ

		2016		0124346		中国		王　志鵬		オウ　シホウ		風水カスタム フウスイ		留学生		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　技術計画室　オイル＆ガス第二グループ　　　

		2016		0124298		中国 チュウゴク		于　浩		ウ　コウ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　立型ポンプ設計室　製缶ポンプグループ

		2016		0124304		台湾 タイワン		蘇　琮文		ス　ソウブン		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　立型ポンプ設計室　プロセスポンプグループ

		2016		0124305		台湾 タイワン		楊　國政		ヨウ　コクセイ		風水カスタム フウスイ		海外		技術		カスタムポンプ事業統括　富津工場　生産技術室　素形材技術グループ

		2016		0124342		韓国 カンコク		黃　秀彬		ファン　スビン		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　企画管理統括部　事業企画室　製品企画グループ ヒョウジュン ジギョウ トウカツ キカク カンリ トウカツ ブ ジギョウ キカク シツ セイヒン キカク

		2016		0124341		韓国 カンコク		金　東旻		キム　ドンミン		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　開発設計統括部　標準ポンプ開発設計第二室　開発設計グループ ヒョウジュン ジギョウ トウカツ カイハツ セッケイ トウカツ ブ ヒョウジュン カイハツ セッケイ ダイ ２ シツ カイハツ セッケイ

		2016		0124302		インド		ラナデ　シュルナリ		ラナデ　シュルナリ		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		海外		技術		標準ポンプ事業統括　開発設計統括部　水中ポンプ開発設計室　水中ポンプ開発グループ ヒョウジュン ジギョウ トウカツ カイハツ セッケイ トウカツ ブ スイチュウ カイハツ セッケイシツ スイチュウ カイハツ

		2016		0124301		インド		シンピ　チャルダッタ		シンピ　チャルダッタ		エリオット		海外		技術		㈱荏原エリオット　プロジェクト統括　プロジェクトエンジニアリング部　エグゼキューション第一課 トウカツ ブ ダイ イチ カ

		2016		0124307		韓国 カンコク		朴　俊碩		パク　ジュンソク		エリオット		海外		技術		㈱荏原エリオット　エンジニアリング統括　コンプレッサー設計部　詳細設計課 トウカツ セッケイ ブ ショウサイ セッケイ カ

		2016		0124340		台湾 タイワン		鄭　廉穎		テイ　レンイン		精密 セイミツ		海外		技術		CMP事業部　CMP設計室　洗浄設計グループ

		2016		0124306		台湾 タイワン		林　介元		リン　カイゲン		精密 セイミツ		海外		技術		精密機器事業部　精密機器技術室　制御技術グループ

		2016		0124303		台湾 タイワン		葉　倩雯		ヨウ　セイブン		精密 セイミツ		海外		技術		総合製品保証統括部　精密・藤沢工場　生産計画第一グループ

		2016		0124402		中国		許　寅玲		キョ　インレイ		コーポ		留学生		事務		内部統制・リスク管理統括部　ＣＳＲ推進室　ＣＳＲコミュニケーショングループ

		2016		0124308		その他 タ		ババクロフ　ジュラベック		ババクロフ　ジュラベック		風水標準 フウスイ ヒョウジュン		留学生		事務		企画管理技術統括　製品・技術開発企画統括部　標準ポンプ開発企画室　標準ポンプマーケティンググループ キカク カンリ ギジュツ トウカツ セイヒン ギジュツ カイハツ キカク トウカツ ブ ヒョウジュン カイハツ キカクシツ ヒョウジュン

		2016		0124394		韓国		任　桐賢		イム　ドンヒョン		風水カスタム フウスイ		留学生		事務		カスタムポンプ事業統括　グローバルサービス事業統括部　グローバルサービス営業室　中東地域営業グループ　　　





年度別ピボット

		データの個数 / 職種		列ラベル

		行ラベル		アメリカ		インド		その他		韓国		台湾		中国		総計

		2011												4		4

		留学生												4		4

		技術												1		1

		事務												3		3

		2012								2				5		7

		海外												3		3

		技術												3		3

		留学生								2				2		4

		事務								2				2		4

		2013		4		4		1		5				5		19

		海外		4		4								4		12

		技術				4								4		8

		事務		4												4

		留学生						1		5				1		7

		技術								1						1

		事務						1		4				1		6

		2014						1		4		4		6		15

		海外								3		4		1		8

		技術								3		4		1		8

		留学生						1		1				5		7

		技術												1		1

		事務						1		1				4		6

		2015				5				6		8		6		25

		海外				5				3		8		4		20

		技術				5				3		6		4		18

		事務										2				2

		留学生								3				2		5

		事務								3				2		5

		2016				3		1		4		5		4		17

		海外				3				3		5		2		13

		技術				3				3		5		2		13

		留学生						1		1				2		4

		技術												1		1

		事務						1		1				1		3

		総計		4		12		3		21		17		30		87





部門別ピボット

		データの個数 / 職種		列ラベル

		行ラベル		アメリカ		インド		その他		韓国		台湾		中国		総計

		風水カスタム				5		1		9		3		5		23

		技術				5				3		3		4		15

		海外				5				3		3		3		14

		留学生												1		1

		事務						1		6				1		8

		留学生						1		6				1		8

		風水標準				3		2		5		1		2		13

		技術				3				4		1		2		10

		海外				3				4		1		2		10

		事務						2		1						3

		留学生						2		1						3

		エリオット				4				2		2		7		15

		技術				4				1		2		6		13

		海外				4				1		2		5		12

		留学生												1		1

		事務								1				1		2

		留学生								1				1		2

		風水冷熱												1		1

		事務												1		1

		留学生												1		1

		精密								3		11		6		20

		技術								1		9		4		14

		海外								1		9		3		13

		留学生												1		1

		事務								2		2		2		6

		海外										2				2

		留学生								2				2		4

		コーポ		4						2				9		15

		技術								1				1		2

		海外												1		1

		留学生								1						1

		事務		4						1				8		13

		海外		4												4

		留学生								1				8		9

		総計		4		12		3		21		17		30		87







• 生活用品の買い物同行

• 市役所への届け出同行

• 銀行口座の開設同行

• 携帯電話の契約同行 等

来日時、生活準備フォロー

• 母国帰省の際の交通費補助制度を2013年より導入
（権利年1回）

• 新卒入社した5年目以内の総合職外国籍社員が対象

母国帰省の交通費補助

• 人材開発部女性スタッフが、仕事や生活の様々な悩み
など相談窓口となりアドバイス

気軽に相談できる窓口

３．定着施策①（生活へのソフトランディング）
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３．定着施策②（仕事へのソフトランディング）

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved6

• 生活や仕事に慣れるため、入社半年前から配属
予定部門でｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを実施（6カ月間／有給）

• 日本語でのWeeklyレポートを提出（人材開発部
ｽﾀｯﾌが添削し返却）

• 日本語でのMonthlyﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実施（配属部門
と人材開発部ｽﾀｯﾌが聴講し、Q&Aとﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
を行う）

• 日本語教師による日本語学習提供（週２～３
日）

入社前インターンシップ

• 来日前、母国の日本語学校で日本語学習を提
供

• 来日後、日本語検定１級(N1)取得まで日本語
学習を提供

日本語学習

• 社外の母国人インタビュアーが母国語でイン
タビュー

• 本音を聞き出し不安を解消

• 年１回実施

第三者インタビュー



３．定着施策③（仕事へのソフトランディング）
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• 外国籍社員配属部門の上司同僚向けｶﾞ
ｲﾀﾞﾝｽ（年１回）

• 第三者ｲﾝﾀﾋﾞｭｰで得た外国籍社員の本
音をﾍﾞｰｽに構成

• 外国籍社員ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾎﾟｲﾝﾄ、外国籍社
員の不安などを学習

外国籍社員配属部門ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

• 外国籍社員（新人）のOJTﾘｰﾀﾞｰを教育

• 育成のﾎﾟｲﾝﾄを学習

ＯＪＴﾘｰﾀﾞｰ研修

• 外国籍社員（新人）の上司（課長）に人
材開発部または人事部がﾋｱﾘﾝｸﾞ

• 育成の悩みを聞く

上司ヒアリング



３．定着施策④（外国籍社員の将来キャリアについて）

外国籍社員インタビュー 一覧表

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved8

入社 形式 目的 ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ
1年目 インタビュー（母国語） 日常の不安解消・会社への要望 外部業者

2年目 インタビュー（母国語） 日常の不安解消・会社への要望 外部業者

3年目 キャリアインタビュー キャリアプランの作成 人事部門

4年目～ キャリアインタビュー キャリアプランの進捗確認 人事部門

＜入社１・２年目のインタビューがきっかけで導入された施策＞

• 母国帰省の交通費補助（年1回、入社5年目以内の外国籍社員総合職）

• 有給休暇の改善（1年目の有休拠出、奨励日を公休扱いとする。5日→10日）

• 寮の改善（辻堂寮の水圧改善）

• キャリアマネジメントプログラムの導入（キャリアインタビューの実施）

• 日本語で実施している昇格試験の使用言語の配慮



2017.4～

2015.12
 効率的な業務執行組織を実現して、「競争し挑戦する企業風土」の確立を目指
す。

 社員の待遇については、成長と企業価値の向上を前提として、業界最高水準を
めざし継続的な改善を行う

４．新人事制度の導入

①制度改定の目的（経営方針の具現化に向けて）

2017.3
人事制度・組織・働き方改革を含む、企業風土改革を実行する。

成長への
飽くなき挑戦

• 年功制の排除による人材活用の活性化、
実力主義・成果主義の徹底

• 組織の大型化・フラット化実行による
組織数半減、組織運営の効率化

• 新しい役割等級制度の導入

• 新組織体制に移行
組織数は前期比4割減

2020年に
向けて

競争し、挑戦する
企業風土

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved9



４．新人事制度の導入

②人事制度改定の方針（ありたい姿）

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved10

制度改定の目的を踏まえ、以下のとおり人事制度改定の方針を定め、その実現に努
めていきます。

1. 年齢や性別、国籍等に関わらず、全ての意欲・実力を有
する社員が、自らのキャリアを考え、より大きな役割に挑
戦し、その能力を延ばすことができる就業環境を整備しま
す。

3. 役割を果たした社員には相応しい報酬で報い、
より高い役割を付与する等、年功序列的な配置を排
除した新陳代謝の高いメリハリある組織とし、効率
性を維持・向上していきます。

2. 果たした役割や達成した成果
に対し、実力主義に資する公正な
評価を行います。

4. 組織のフラット化・大型化をすすめ、次世代経営者を育成するため、マ
ネジャーが修羅場や大規模組織牽引などの多様な経験を積極的に積ませられ
る組織運営をします。

5. グローバル競争に対応してスピード感をもって自ら変革できる組織とし
ます。



５．これからの課題

子供の教育

• 既に日本国内での結婚・出産を経験。育児を行う上で、インターナショナルスクールな
ど教育面での負担が増大。

配偶者への語学教育、地域社会との共生

• 本人以外の配偶者、両親など日本での同居家族へのケアをどうするか。語学、就労
面など。

両親の介護

• 日本と同様に両親の介護は、今後の課題。本国での就労に対する処遇面での整備など。

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved11



６．参考資料（Global Mobilityの現状）

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved12

①日本⇒海外（海外勤務者）
90人（1997年） ⇒ 200人（2017年） ⇒うち、外国籍社員 13人

②海外⇒日本（転籍、出向受入）
1）海外ローカル社員のグループオフィサー就任

中国EMC社長⇒日本子会社ERS社長
2）出向受入（研修・即戦力）

直近6年間（2012～現在）で36人を受入
（中国、ベトナム、タイ、韓国、フィリピンの5カ国より）

3）研修
日本でのビジネスリーダーA研修に中国人1名(2016)、韓国人1名（2017）が参加

③海外⇒海外（海外ローカル社員の異動/登用）
1）国内異動

伊A社役員 ⇒ 伊B社社長就任（転籍登用）
伯C社役員 ⇒ 伯D社(M&A)役員就任（兼務登用）

2）国外異動
米E⇒（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとして独立）⇒UAE-F社長就任（母国外雇用）
伊G社員⇒Russia、Porland、South Africa各子会社役員就任（母国外出向）



６．参考資料（グローバル展開概観＜国内×海外売上高＞）

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved13

（単位：億円）
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６．参考資料（グローバル展開概観＜国内×海外従業員数＞）
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６．参考資料（グローバル展開概観＜海外勤務者×地域別＞）

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved15

2017年8月：合計200名（うち外国籍社員13名）
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海外グループ社名 赴任地 社員（国籍）
ETI USA アメリカ合衆国
EPE Italy インド

EVPC Vietnam インド
ETI USA 台湾（中華民国）

EPMEF UAE 大韓民国
EPMK 韓国 大韓民国
EPE Italy 中華人民共和国

EPMEF UAE 中華人民共和国
ETCI USA 中華人民共和国
EMC 中国 中華人民共和国
SEPM 中国 中華人民共和国
EMZ 中国 中華人民共和国
EDQ 中国 中華人民共和国

9


Sheet1

		略称 リャクショウ		人事管理ID ジンジ カンリ		氏　名 シ メイ		国 クニ		国籍 コクセキ		在職／退職 ザイ タイショク

		ETI		0120448		サチン・パラドカール		USA		アメリカ合衆国		在職

		EPE		0123966		アルジュン　デサイ		Italy		インド		在職		G人材 ジンザイ

		EVPC		0123969		スワラヅ　パンダレ		Vietnam		インド		在職		G人材 ジンザイ

		ETI		0124041		黄　呂翔 キ ロ ショウ		USA		台湾（中華民国）		在職

		EPMEF		0124006		柳　雄善 リュウ ウン ソン		UAE		大韓民国		在職		G人材 ジンザイ

		EPMK		0107799		李　承鏞		韓国 カンコク		大韓民国		在職

		EPE		0122931		姜　世ゴ		Italy		中華人民共和国		在職		G人材 ジンザイ

		EPMEF		0122932		蒋　偉		UAE		中華人民共和国		在職		G人材 ジンザイ

		ETCI		0123997		賈　小娜		USA		中華人民共和国		在職		G人材 ジンザイ

		EMC		0122935		姜　文		中国 チュウゴク		中華人民共和国		在職

		SEPM		0123970		焦　美怜 アセ ミ レイ		中国 チュウゴク		中華人民共和国		在職

		EMZ		0122117		秦　偉 シン イサム		中国 チュウゴク		中華人民共和国		在職

		EDQ		0902306		許　有志		中国 チュウゴク		中華人民共和国		在職

																		海外グループ社名 カイガイ シャ メイ		赴任地 フニン チ		社員（国籍） シャイン コクセキ









６．参考資料（グローバル展開概観＜外国籍社員/新入社員＞）
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ありがとうございました。
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