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概要 (1/2)

背景

出所: 巻末資料2

• 日本の産業は多様化し、鉄鋼や製紙から最先端技術に至るまで
様々な製品を創出している。特に自動車、ロボット、バイオテク
ノロジー、ナノテクノロジー、再生可能エネルギー等の分野で日
本は世界をリードしている1。

• これら各産業において日本企業は競争力維持・強化のためにAI、
ビッグデータ、IoT等の先端的テクノロジーを導入し、DX化を推
進することが求められている2。

• このような背景の中、経済産業省は日本の情報技術者不足が2030

年には中位シナリオで45万人に達すると予測しており3、日本の
テクノロジー企業の85%が将来の人材不足を懸念している4。

• 一方、Google、Microsoft、IBMをはじめとする多数の多国籍テク

ノロジー企業ではインドで初等〜大学教育を受けた同国出身の
CEOが活躍している5。これら多国籍企業の多くはインド国内に

も大規模研究開発拠点を有し、多数のインド高度人材を活用して
最先端の研究を行っている6。

• インドの理工系大学新卒者は毎年100万人以上にのぼるが7、日本

企業はインド人材の獲得において他国に遅れを取っているのが現
状である。今後は本報告書で先進事例として掲載する企業を皮切
りに、日本企業によるインド高度人材活用が進むことが期待され
る。

本調査の目的

• 日本の先進企業におけるインド高度人材採用および活躍支援の取
り組みについて把握する。

• 高い満足感をもって日本の企業・スタートアップで活躍するイン
ド高度人材の事例をケースストーリーとして収集する。

• これにより日本企業におけるインド高度人材採用を促進し、イン
ド人材の日本企業への関心を拡大させる。

調査手法

• インド高度人材の活用において日本をリードする企業・スタート
アップ計10社に対し、インド高度人材採用およびグローバル人材

の活躍を後押しするための取り組みについて事前アンケートと聞
き取りを行った。聞き取りにはCEO、技術責任者、人事責任者等
計17名にご協力いただいた（巻末資料1）。

• また、これら10社で活躍するインド高度人材各1名（計10名）に

対し、勤務先の日本企業におけるキャリアや日本での生活につい
て聞き取りを行った。

• 「女性エンジニアの視点から見た日本」をテーマに対談を実施し
た。
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概要 (2/2)

日本企業にとってのインド高度人材の魅力 インド高度人材にとっての日本/日本企業の魅力

• インドには特にエンジニアリング領域で優秀な人材が多く、成
長志向やハングリー精神、交渉力等が日本の先進企業でも高く
評価されている。

• 中堅・シニア層のインド高度人材は起業・社内起業の経験を有
するケースがある等、特に日本企業がインドで開発拠点および
ビジネス拠点を設立する際に重要な人的資源となる。

• インド高度人材は一般的に高いコミュニケーション能力と文化
的適応力を持っており、日本企業における活躍ポテンシャルは
高い。

• コロナ禍において日本企業に採用されたインド高度人材が日本
に渡航できない事例が生じているが、日印間の時差が3.5時間と

比較的緩やかなため、インドからのリモートワークが容易に実
現できている。

• 技術（特にハードウェア）先進国としての日本のブランドは健
在であり、日本で働くことで他の国には存在しない先進的な技
術に触れる機会があると広く認識されている。

• 西洋型の成果主義やトップダウン型経営に対比して、長期的思

考や従業員とコンセンサスを取りながら納得感のある意思決定
を行うアプローチに代表されるような日本の経営哲学は、新し
い環境でキャリアを積みたいと考えるインド高度人材を強く惹
きつけることがある。

• 日本人の普遍的な高品質へのコミットメントおよび細部へのこ
だわりは、多くのインド高度人材が敬意を抱く要素である。

• 日本の安全さ（特に女性にとって）、公共交通機関の利便性、
「クリーン＆グリーン」精神および日本人の親切さは、インド
高度人材に高い満足感をもたらす社会的要素である。

本調査においては、以下が浮き彫りとなった。
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日本企業によるインド高度人材の採用と定着の現状（1/2）
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日本企業によるインド高度人材の採用と定着の現状（2/2）
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対談：女性エンジニアの視点から見る日本
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対談者プロフィール

株式会社ウィズグループ代表取締役

一般社団法人ヘルス・アンド・ウェル
ビーイング・アライアンス 代表理事

奥田浩美さん

ムンバイ大学（在学時：インド国立ボンベイ大学）大学院社会福
祉課程修了。1991年にIT特化のカンファレンス事業を起業。2001

年に株式会社ウィズグループを設立。2008年よりスタートアップ

育成支援に乗り出し、スタートアップエコシステムビルダーとして
の活動を開始。2013年には過疎地に「株式会社たからのやま」を
創業。地域の社会課題xITで何が出来るかを検証する事業を開始。

地域の社会課題の現場に身を置くワークショップ「破壊の学校」と
いう活動も行っている。 2020年に一般社団法人ヘルス・アンド・
ウェルビーイング・アライアンス(HAWA)を設立し、ウェルビーイ
ングのビジネスインキュベータープログラムのWOMBを展開中。
情報処理推進機構(IPA)「IT人材白書」検討委員、「未踏IT人材発

掘・育成事業」審査委員、「医療系ベンチャー振興推進会議」委員
等を歴任。著書に「会社を辞めないという選択」（日経BP社）、

「人生は見切り発車でうまくいく」（総合法令出版）、「ワクワク
することだけ、やればいい!」（PHP出版）等がある。

Meghalee Goswamiさん

大手テクノロジー企業
ソフトウェアエンジニア

早稲田大学大学院コンピュータサイエンス研究科修士課程修了。大
学院では5G携帯電話通信システムにおけるナッシュ均衡、AI、機

械学習、ゲーム理論の応用について研究。研究期間中、日本学生支
援機構や文部科学省から複数の奨学金を受ける。また大学院在学中
よりトークやフォーラム、セッションなどを通じて教育現場にも積
極的に関わり、専門知識を多くの人に伝えてきた。現在大手テクノ
ロジー企業のソフトウェアエンジニアとして、CDN、GSLB、
DNS、リテールCDNの自動化を中心に担当。プロダクトマネー
ジャーおよびファンクショナル・アナリストを務めた経験もある。

女性エンジニアのコミュニティを構築し、テクノロジー、ベン
チャーキャピタルおよびSTEM教育におけるジェンダーギャップを
解消することを目的に活動するNPO、Women Who Code 東京支部
のディレクターも務めている。
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対談：女性エンジニアの視点から見る日本 (1)

奥田さん

メガリーさん、こんにちは。まずは日本に来たきっかけ
を教えてください。

メガリーさん

こんにちは、メガリーです。大手テクノロジー企業の東
京オフィスでソフトウェアエンジニアとして働いていま
す。

日本に来たきっかけですが、インドの学部生時代からコ
ンピューターサイエンスを学んでいました。卒業後は新
しい環境で研究を続けたいと思い、海外で修士号を取得
しようと奨学金を探していました。ちょうどその頃日本
人の方とお知り合いになり、その方から文部科学省の奨
学金と日本学生支援機構（JASSO）の奨学金に挑戦して
みるよう勧められたんです。

奨学金の申請プロセスは長くて大変でしたが幸運にも合
格し、私の関心ある分野で研究を行っていた早稲田大学
の教授にコンタクトを取ったところ、その研究室で勉強
させていただく機会を得ました。日本政府の留学生受け
入れの取り組みは本当に素晴らしいと感じ、感謝の気持
ちでいっぱいでした。

メガリーさん

インドでは日本の新幹線が有名で、新幹線の優れた技術
については本などで読んだことがありました。またイン
ドではトヨタの車も普及しています。それから、日本が
生理学、化学、物理学などの分野で多くのノーベル賞受
賞者を輩出している科学技術先進国であることも認識し
ていました。ポップカルチャー面では、私より7-8歳以
上若い世代には日本のアニメや漫画が大人気です。

実は、早稲田大学大学院に入学する数ヶ月前に一度日本
を訪れてみたんです。その時の経験が素晴らしかったの
で最終的な決心をし、日本に移住することにしました。

奥田さん

そういうイメージを持ってくださっていたことを本当に
嬉しく思います。日本の良いところを逆に教えていただ
いたような気持ちです。
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奥田さん

もともとインドでコンピューターサイエンスを勉強され
ていて、海外で学んでみたいと思っていらっしゃった時
にたまたま日本の奨学金が紹介されたんですね。

来日された際はどれくらい日本のことを知っていました
か？

2. 来日前の日本のイメージ1. 来日のきっかけ



対談：女性エンジニアの視点から見る日本 (2)

メガリーさん
早稲田大学での修士課程2年目に現在の会社で6ヶ月のイ

ンターンシップに参加したんです。とても素晴らしい経
験で、インターンシップ終了時にフルタイムオファーを
いただきました。優れた大企業でやりがいある仕事に取
り組む素晴らしい機会でしたので、入社を決めたのは自
然な流れでした。

また日本の安全性も理由の一つでした。夜中の2-3時で

あっても女性が安心して道を歩けることには本当に感謝
しています。私は日本で何度か財布を紛失したこともあ
ります。少し不注意なところがあるんです(笑)。でも毎

回必ず戻ってきました。どちらも他の国ではあり得ない
ことです。

奥田さん
確かに日本は安全ですよね。私は1987年から1989年ま

でインドのムンバイにいたのですが、そのときも日本は
安全だと再認識しました。

メガリーさん
4、5年前に仕事でサンフランシスコに行ったのですが、

その際、会う人全てがテック業界で働いていたんです。
ほぼテック業界の人しかいない環境というのは初めてで
驚きました。
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メガリーさん

難しい質問ですが、まず人口が多い点が挙げられます
ね。その中に様々な層に属する人たちがいます。そのう
ちの一つの層は、非常に教育熱心な家庭に生まれた、物
事の判断が得意な人たちです。大きな人口の中の多様性
が一因として挙げられるかもしれません。

奥田さん

多様性は大事なテーマですね。多様性に関して、海外と
比べて日本で感じることがあれば教えてください。

5. 日本の中の多様性

奥田さん

ところで、インドは今ものすごく伸びてきていますよ
ね。少し変わった質問かもしれませんが、世界中で今、
インド人経営者・CEOが活躍していらっしゃるのはなぜ
だと思われますか？

4.インド出身CEOのグローバルな活躍3.日本で就職した背景

奥田さん
今はインドもITが進んでいると思うのですが、早稲田大

学で修士号を取られた後、なぜインドではなく日本で就
職しようと思われたのですか？



対談：女性エンジニアの視点から見る日本 (3)

奥田さん

日本人と一緒に働く時と他の国の方と働く時で、何か違
いはありますか？
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メガリーさん

仕事でアメリカに行った時は、コミュニケーションが非
常にダイレクトだと感じました。15分のミーティングで
「AとBとCをやりましょう」というふうに物事をはっき

りさせます。欧州では、会話に少しアグレッシブさがあ
るようにも感じました。

これに対比して、日本の会議では空気や出席者の気持ち
を読みますよね。ビジネスをする上では相手が言葉にし
ないことも理解する必要がありますので、これも大事な
スキルだと思います。

インドではダイレクトな話し方をしますが、会議では遠
回しな議論が多いように感じます。

奥田さん

今インドにいらっしゃる方に対して、日本で働くとこん
なにいいことがあるよ、こんなに成長できるよ、といっ
たメッセージはありますか？

7. 外国籍エンジニアの就業機会

6. 各国でのコミュニケーションの相違

メガリーさん

セールス関連のチームで働いているのは日本人もしくは
日本語が話せる方ですが、私のいるエンジニア組織は外
国籍の方が多いですね。いつも英語で話します。

奥田さん

現在の職場環境ですが、日本人の方が多いんですか？そ
れとも他の国の方々も一緒に働いているんですか？

奥田さん

ものすごく面白い視点ですね。確かに趣味の広さも一種
の多様性と言えますね。

メガリーさん

それに比較して、日本には職業や趣味・関心の面で非常
に多様性があると思います。私は早稲田大学大学院在学
中に様々なアルバイトやインターンシップを経験したの
ですが、そのおかげで起業家、イラストレーター、家具
職人など多様な職業に就いている方達を知っています。

日本人の幅広い趣味にもインスパイアされます。好きな
アクティビティがあって、それによって毎日がハッピー
になるなんて素晴らしいと思います。それも多様性だと
思うんです。



対談：女性エンジニアの視点から見る日本 (4)
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奥田さん

メガリーさんも私も女性なわけですけれども、働く上で
今女性として感じていること、問題意識を持っているこ
とはありますか？

メガリーさん

私が来日した６年前は、日本ではテクノロジーやソフト
ウェア開発への人気があまりなかったんです。今でこそ
ソフトウェアエンジニアという職業の知名度が上がりま
したが、私が就職した当時は「ソフトウェアエンジニア
をしている」と周りの人に伝えても、それがどんな仕事
なのか理解してもらえない場合が殆どでした。

9. Women Who Code での活動

奥田さん

メガリーさんは今後のキャリアについてどう計画されて
いるんですか？

メガリーさん

今後はマネージメント職にシフトしたいので、現在マ
ネージメントやリーダーシップについて勉強していま
す。それと同時にプログラミングスキルも継続して磨い
ていきたいので、年に1つずつ新しいプログラミング言
語を身につけ、仕事でも実践するようにしています。

今年はマネージメントに特に重点をおいてスキルアップ
したいと思っています。

8.今後のキャリア展望

メガリーさん
日本は多くのエンジニアを必要としています。LinkedIn

や求人サイトを見ると、日本には本当に多くのエンジニ
ア求人があることがわかります。

「日本で働くには日本語が上手でなければならない」と
思われる方が多いかもしれませんが、少なくともエンジ
ニアに関してはそんなことはありません。もちろん日本
語ができれば200社くらいに応募できるところ、英語し
かできなければ50社にしか応募できないかもしれませ

ん。でも逆に言えば、日本語ができなくても候補者とし
て受け入れてくれる会社が十分にあるんです。

奥田さん

おっしゃる通り、日本には日本語ができないエンジニア
の就業機会もたくさんあると私も感じています。特に最
近は、大手IT企業ですと英語ができれば日本語は日常会

話程度でも活躍できる環境が整っていますね。日本を通
してグローバルな会社で職を得る機会があるというの
は、大事なポイントではないかと思います。



対談：女性エンジニアの視点から見る日本 (5)
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メガリーさん

インドもそうですが、日本はとてもユニークで豊かな文
化がある国です。そしてもうひとつ、あまり話題になら
ないのですが、日本の自然はとても美しいんです。私も
これまで日本の多くの場所を訪れましたが、まだまだ散
策してみたい場所がたくさんあります。特に素晴らしい
のは、首都圏から2時間車を走らせるだけでとても美し
い場所に行けることです。

奥田さん

ありがとうございました。これからどんどん、インドと
日本の間で交流が活発になるといいですね。

奥田さん
メガリーさんは日本のどんなところがお好きですか？

10. 日本の良いところ

奥田さん
Women Who Codeではどんな活動をされているんです
か？

メガリーさん

メンバーが自分の取り組みや目標についてシェアしあう
イベントを定期的に開催しています。興味深いのが、こ
こ2年の間にイベントがオンラインになったことで、
WWCodeに参加してプログラミングの勉強を始めるお母

さんたちが増えたことです。より多くの女性が真剣に
コーディングに取り組んでいることを嬉しく思います。

奥田さん

インドと日本を結ぶような活動には取り組まれていらっ
しゃいますか？

メガリーさん
WWCodeのバンガロール支部が盛り上がっていますの

で、連絡を取り合うことはあります。でも、より広い意
味でのインドのコミュニティにも何かお返しがしたいと
思っています。社会問題や経済問題は山ほどありますか
ら全てを解決することはできませんが、そのほんの一部
でも良いのでいつか解決の手助けができたらと思い、
色々と考えを巡らせています。

メガリーさん

私がエンジニアになるために何年も努力を重ねることが
できたのは、インドで私の周りにロールモデルとなる女
性たちがたくさんいたからです。お手本となる存在が身
近なところにいないと、仕事の内容もその道でのキャリ
アも想像できないのです。Women Who Code 

(WWCode: テクノロジー、STEM、ベンチャーキャピタ

ル、金融などの分野で働く女性たち、およびこれらの分
野を目指す女性たちのコミュニティを構築するNPO）に

参画したのはこういった背景からでした。現在は
WWCode東京支部のディレクターを務めています。



企業別インタビュー
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ご協力いただいたインド高度人材の皆様 (敬称略)

Mohan Bhatkar

Head of Engineering, 

Customer Reliability Platform

Zaheer Nanji

Senior Specialist,

Digital Technology Promotion

Kartik Naik

Software Engineer

Chevdumoi Ravanth 

Mohanaram

Chief Operating Officer

Sunil Gopinath

Rakuten India CEO

Harshit Jain

Mechatronics Engineer 

& App Developer

Deepak Keshwani

AI Research Scientist

Faizaan Mohammed

Mechanical Design Engineer
Mahima Dahekar

UI/UX Designer

Ani

Business Development



• 日本拠点でのグローバル人材採用にあたり、2011年よりHRス
タッフが世界各地の主要大学に足を運び採用活動を重ねてきた。

• 楽天インディアにおいてはハッカソンやプロダクトカンファレン
スを通して採用ブランディングを行っている。また、社員からの
リファラルを奨励するため紹介報酬制度を整備している。

• 楽天インディアの経験者採用においては、スキルに加え文化的
フィットおよび異文化に対する柔軟性を重視している。
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楽天グループ株式会社

インド高度人材採用を始めたきっかけ

グローバル高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後のインド高度人材採用の展望

▪ 概要
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▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点
▪ インド高度人材数
▪ ミッション

▪ 社内言語
▪ 特色
▪ ホームページ

インターネット、フィンテック、モバイル等
情報サービス
東京
1997年
ベンガルール（2015年設立）
インド国内:約3,000名 日本国内:約150名
「イノベーションを通じて人々と社会をエンパ
ワーする」
英語
行動指針「楽天主義」
https://corp.rakuten.co.jp/

楽天グループは世界をマーケットとしなくては生き残れないとの
危機感から2010年に全社で英語を公用語化。同時にインドを含む世
界各国からグローバル高度人材の採用を本格的に開始した。2022年
現在、日本国内在籍エンジニアの6割以上が外国籍となっている。
インドでは2015年に研究開発拠点をバンガロールに設立。当初は
少人数でスタートしたが、プロダクトの多様化を背景に2022年時点
で約1,800名の組織に成長している。楽天モバイルが2021年に買収

したイノアイ、アルティオスター両社のインド国内エンジニアを含
めると約3,000名が在籍しており、日本に次ぐ規模のテックハブと

なっている。インドに主要拠点があることで、日本で数年働いたイ
ンド人エンジニアが楽天インディアに異動するなど、ポジティブな
循環が起こっている。

• 楽天インディアを単なるオフショア開発拠点と捉えず、ビジネス
側のディスカッションや要件定義から巻き込むことでやりがいの
ある仕事を創出している。

• 世界中どの拠点に在籍していても他国プロジェクトに参画したり
グローバルプロジェクトをリードする機会がある。

• 新たな分野や他国オフィスへの社内公募など、高度人材が知的関
心を満たしながら長く在籍できる制度を整備している。

• リーダーシップポジションへの内部登用を重視。マネージメント
職を希望しないエンジニアに対しては、会社負担による資格取得
や提携教育機関での学位取得の機会を提供している。

• 日印両拠点において、キャリア展望を持って・やりがいを求めて
長く在籍する意思のある人材の採用を継続する。

• 楽天グループのプロダクトの拡大を受け、楽天インディアにおけ
る採用は今後更に加速する見込み。

調査ご協力: 白石翼様 (Vice Chairman, Rakuten India),  Ms. Nalini George (Chief People Officer, Rakuten India)



楽天グループ株式会社 Sunil Gopinathさんインタビュー

楽天インディアとの出会い

私はかつて14年ほどシリコンバレーに住んでおり、米国の大手通

信技術・半導体企業で長年働いていました。任天堂・ソニーなどの
日本企業クライアントを担当し日本を頻繁に訪れる中で、日本の文
化や技術、日本企業の品質へのこだわりを目の当たりにしました。
その後インドに帰りEコマース企業に勤務していましたが、当時の

同僚が数名、当時設立されたばかりだった楽天インディアに転職し
ました。彼らから楽天が長期のスパンで戦略を考え事業に投資する
会社であることを知り、私も従業員として、またリーダーとして、
真に意義あるプロダクトを年月をかけて創らせてくれる会社で働き
たいと考えるようになり、楽天インディアに移籍しました。

楽天インディアでのキャリア

5年半前に私が入社した当時、楽天インディアはまだ社員数が100

名程度の小さな会社でした。それが今では2,000名（買収企業の社員

を除く）の組織になろうとしています。この急激な成長の背景に
は、楽天グループが提供するサービスの大幅な拡大があります。
楽天インディアは楽天グループの主要研究開発拠点として、Eコ

マース、フィンテック、バンキング、クレジットカード、メディ
ア、ストリーミング、モバイルメッセージングをはじめとする多彩
な事業を支えています。これだけ幅広い事業に携われる機会はなか
なか得られるものではなく、非常にエキサイティングな日々です。

楽天インディアにおける今後のビジョン

楽天グループの事業が世界中で拡大していく中、楽天の研究開発拠
点は今後各地に増えていくことになると思います。その中で、楽天イ
ンディアをAI・データサイエンス・フィンテックなどの分野で専門性
を持つ最先端の研究開発拠点に成長させることが私の目標です。

最近では楽天メディカルのがん光免疫治療事業を支える主な研究拠
点として、AIやデータサイエンスを用いた最先端のソリューションを
提供しています。
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楽天インディアCEO

Photo Credit: Mr. Sunil Gopinath



楽天グループ株式会社 Sunil Gopinathさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Sunilさんの略歴 リーダーとしてのSunilさん

日本は色鮮やかな自然溢れる美しい国です。日本人は親切で外国人
を常に歓迎してくれますし、困ったことがあれば助けてくれます。西
洋・東洋の良いところを双方吸収したいのであれば、ぜひ日本企業に
就職してみると良いと思います。

プロフェッショナル面でも日本企業に学ベることは多いと思ってい
ます。今では世界中の企業が気軽に高品質を謳いますが、日本では品
質へのこだわりが全ての働く人のDNAに組み込まれています。それば

かりでなく、日本企業の長期を見据えた考え方や、組織内で縦・横の
合意を得ながら関係者全員のオーナーシップを高めつつ行う意思決定
法、上司を問題解決に巻き込む「報・連・相」の実践など、マネージ
メント面でも多くを学ぶことができます。

私はこれまで数々の多国籍企業で働いてきましたが、Sunilさんは私

の知る最も優れたリーダーの一人です。彼は全ての人に協力的で、い
つ相談を持ちかけてもすぐに助けを差し伸べてくれます。彼のリーダ
ーシップのおかげで、楽天インディアのマネージメントチームは何年
にも渡り団結して仕事をすることができています。

Sunilさんはプロダクトとイノベーション、楽天グループの成長に強

い情熱を持っており、その情熱を彼の元で働く全ての人に伝播させる
力を持っています。私も彼に影響を受けた一人です。

Ms. Nalini George (Chief People Officer)

2017年
2016年
2014年

2013年

2011年
2002年

楽天インディアCEOに任命
楽天インディアにシニア・バイス・プレジデントとして入社
インドEコマース企業にてプロダクトマネジメント&デザイ
ン部門シニアディレクター
米国大手Eコマース企業にてプロダクトマネジメント&

デザイン部門ディレクター
米国大手テクノロジー企業のモバイル部門ディレクター
米国大手通信技術・半導体企業でエンジニア・アーキテクト
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Source: Rakuten India Official Twitter

楽天インディアCEO



• 主にリファラル（紹介・推薦）により候補者を獲得している。

• できるだけ大きな母集団を形成することにより、適切な人材に出
会える可能性を最大化することを重要視している。

• 試用期間を通してストレスなく一緒に働ける人材の採用を重視し
ており、試用期間中に問題が起こる場合は契約の継続はしない。

• 採用に当たっては指導教授、元上司、元同僚等のレファレンスを
厳しくチェック。技術面ではプログラムのバグを見つける、改善
案を書く、コーディングを実際に行うなどのテストを行いスキル
を具体的に確認している。
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サグリ株式会社
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衛星データ解析および機械学習による事業創出
情報サービス
兵庫
2018年
ベンガルール(2019年設立)

1

「衛星データと地上データを活用し、地球上に
暮らす人類の営みを最適化する」
英語（インド拠点）
インドのアグリテック企業とのパートナーシッ
プによる事業創出
https://Sagri.tokyo/

サグリ株式会社は人工衛星データ、農業ビッグデータを活用し

て農地情報を可視化し営農指導に役立てるデータ基盤ビジネスを元
に創業。数億人の農業人口を抱えるインドで衛星農地データを用い
て収穫見込みを定量化し金融機関から融資を引き出す可能性に着目
し、2019年にインド法人（Sagri Bengaluru Private Limited）を設
立。インド法人設立に際しては、JETRO（経済産業省）がインド
のベンガルールで推進する「日印スタートアップハブ」第1号案件
として採択された。
インド法人では、日本人責任者1名、COOを務めるインド高度人
材1名、インド人エンジニア（契約）3-4名を中心とする体制でマイ
クロファイナンス支援事業、営農データ基盤事業を展開している。

• 十分な報酬、権限、昇格機会を準備することを心がけている。

• 各エンジニアに対し期待されるアウトプットを明確に示し、評価
時に達成できている項目・できていない項目を明示的に示す。

• 特にインターン生にとってはインターン先から好意的な推薦状を
得ることが重要であるため、推薦状のリクエストには柔軟に応じ
る。

• 事業の拡大に伴い今後のインドでの採用は増える見込み。人材に
求める経験・スキルはプロジェクトの特性により異なる。

• 新卒採用を行う場合はIITカラグプール校、IISc等、インド法人が

独自のコネクションを持つ大学から母集団形成を行う可能性が高
い。

調査ご協力：永田賢様 (Chief Strategy Officer, Sagri Bengaluru Private Limited



サグリ株式会社 Chevdumoi Ravanth Mohanaramさんインタビュー

サグリとの出会い

サグリでのキャリア

サグリ入社時は人工衛星技術についての知識を持っていなかっ
たため、これまで人工衛星および人工衛星からのデータを農業や
農業従事者の生活に役立てる方法について勉強を重ねてきまし
た。現在はインド法人COOとして総務、金融機関へのマーケティ

ング、およびアグリテック事業を推進するパートナー企業との技
術的なコミュニケーションを担当しています。私は一つの仕事に
特化するよりも様々な業務の責任を同時に負うのが性に合ってお
りますので、日々やりがいのある仕事をさせていただいていると
感じています。私の目標は、サグリを小規模農家支援のベストカ
ンパニーに成長させることです。また、長期的にはサグリをアジ
アで最も偉大な会社に育てることに貢献したいと思っています。

Photo credit: Ms. Chevdumoi RM

Sagri Bengaluru Private Limited

最高執行責任者(COO)
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サグリで勤務を始める前の約8年間、私は化学製品を扱う日系企

業のベンガルール支社で総務・ロジスティクス・顧客へのテック
サポート等に従事していました。サグリの永田さん(インドChief 

Strategy Officer)は以前からの知り合いで、永田さんから2018年に
サグリCEOの坪井さんをご紹介頂きました。坪井さんの想いに触

れて農業分野に関与したいと思うようになり、また苦しい立場に
置かれているインドの農家の人たちを助けたいと考え、サグリの
インド法人への参画を決めました。

Chevdumoiさんの略歴

2019年4月

2014年1月
2006年11月
2002年8月
2000年1月

Sagri Bengaluru Private Limitedに最高執行責任者(Chief 

Operating Officer)として参画
化学製品販売および受託製造を行う日系企業に就職
日本の電子機器メーカーに就職
シュリ・ヴィディヤニケタン工科大学で助教授に就任
MVJ工科大学にて講師



サグリ株式会社 Chevdumoi Ravanth Mohanaramさんインタビュー

日本・日本のスタートアップの魅力

企業から見たChevdumoiさんの強み

私は2006年から2012年まで神奈川県大和市に住み、電子機器

メーカーで品質管理に従事していました。日本生活では、日本の
低犯罪率・安全さ、サービスの良さ、公共交通システムの効率の
良さや優れたインフラがとても気に入っていました。日本人が自
分の住む地域を進んで清潔で緑あふれる環境に保とうとする姿勢
や、エスカレーターで自主的に片側に寄って立ち、他方の側を歩
く人のために空けておく習慣も素晴らしいと思いました。

プロフェッショナル面でも日本企業勤務が気に入っています。
日本企業のチームワークを大事にするところや、仕事の成果だけ
ではなくプロセスも評価してくれるところ、知識やキャリアの
アップグレードを常に応援してくれるところは本当に素晴らしい
と感じます。
現在Sagri Bengaluru Private Limitedの最高執行責任者(COO)

として坪井さん(CEO)や永田さん(インドCSO)のような日本のス

タートアップをリードする若くて才能ある方々と仕事をさせてい
ただいておりますが、毎日が楽しくストレスフリーです。日々が
学びです。

日本のワークカルチャーに柔軟に適応する意欲のあるインドの
若者には、ぜひ日本の企業・スタートアップでの業務を体験して
いただきたいと思います。
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Chevdumoiさんは以前からの知り合いで、事業立ち上げ経験もお

持ちでしたので安心して採用に至りました。インド市場や市場調
査法を熟知していらっしゃり新しい技術について学ぶことに貪欲
なだけでなく、日本企業での豊富な勤務経験もお持ちの優秀な適
任者です。 永田賢様 (Chief Strategy Officer)

Photo credit: Ms. Chevdumoi RM

Sagri Bengaluru Private Limited

最高執行責任者(COO)



• NTTデータの日本国内拠点においては35名程度のインド高度人材
が活躍している。

• 国内で活躍するインド高度人材の多くは日印間の橋渡し業務のた
めにプネから日本に異動した社員であるが、インド拠点から出向
中の人材、およびインドの大学からインターンシップ経由で採用
された人材も若干名活躍している。

• コロナ禍前、日本の採用チームが毎年マハラーシュトラ工科大
学、ヴィシュワカルマ工科大学、プネ工科大学、プネコンピュー
ター技術大学などを訪問の上インターンを採用し、インターン期
間中の評価に基づきフルタイム採用も行っていた。
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株式会社 NTTデータ
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システムインテグレーション
情報サービス
東京
1988年
プネ、ベンガルール、ハイデラバード、グルグラ
ム他、計10都市に開発拠点
インド国内:約25,000名 日本国内:約35名
「情報技術で、新しいしくみや価値を創造し、
より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する」
日本語
M&Aにより世界中に開発拠点を保有
https://www.nttdata.com/jp/ja/

NTTデータは30年以上の歴史と知見を持ち、国内に約100拠点、
海外には約300拠点のネットワークを抱えるシステムインテグレー

ターである。同社はこの広大なネットワークを活用し、数多くのグ
ローバルプロジェクトを受注・デリバーしている。
インドにおいてはM&Aにより10都市に開発拠点が設立されてお
り、合計約25,000名ものインド人エンジニアが活躍している。特に
プネ拠点は前身会社Vertexが元来日本クライアント向けに業務を

行っていた背景から、日本文化を深く理解し日本語を流暢に話すこ
とのできる多くのインド高度人材を雇用している。またプネ拠点の
一部門が日本に移籍し、日本のクライアントとインドの開発組織の
橋渡し業務を担当している。

• 社員の国際異動を支える専門チームがグローバル人材の日本での生
活を支援している。

• 外国人社員の相互サポートグループがあり、困った時にメンバーに
相談したりお互いの助けを得ることができる場を提供している。

• デジタル案件の増加に伴い、インド国内でエンジニア人材を更に
大幅に増やす必要が生じている。

• 一例として、NTTデータのプネ拠点は現在約300名の組織である
が、2025年までにこれを数千人規模の開発組織に成長させること
が目標となっている。

調査ご協力：崎山直洋様(技術革新統括本部デジタル＆グローバル推進部シニア・スペシャリスト)

Zaheer Nanji 様 (システム技術本部デジタルテクノロジー推進室シニア・スペシャリスト)



株式会社 NTTデータ Zaheer Nanjiさんインタビュー

NTTデータとの出会い

NTTデータに入社する前は、ITサービス企業のプネ支社で金融関連
製品の開発をしていました。その後NTTデータ・プネ拠点の前身であ
るVertex社に入社しました。会社との相互の同意に基づき2020年2月
から東京に出向しています。

NTTデータでのキャリア

NTTデータは私がエンジニアとして常に成長し、数年ごとに責任範
囲を広げる機会を与えてくれました。Vertex社がNTTデータに社名を

変えた頃、私はテクニカル・アーキテクトとして、ソフトウェア開
発やソフトウェアアプリケーション設計を行う一つの開発チームを
リードしていました。その後、徐々に複数のチームをマネージする
ようになりました。

2020年からの2年間は日本の本社で仕事をする素晴らしい機会を得
て、プリセールス業務（ITの専門知識を活用した営業組織へのサポー
ト業務）および先進技術のグローバル展開に力を入れています。

本社のエキサイティングなところは、インドにいた時よりも多様
な技術・製品にアクセスできる点です。東京にいると本社や世界中
のグループ会社が何をしているのかが見えてきます。また、現在は
国際的な仕事をしていますので、イギリス、ドイツ、イタリアな
ど、NTTデータの拠点があるほぼすべての国々と毎日話をします。
非常にやりがいのある仕事です。

Photo credit: Mr. Zaheer Nanji

NTTデータで達成したいこと

NTTデータグループ内で自分が推進するソリューションや先進技

術のポートフォリオを拡大し、責任の幅を広げて行きたいと思って
います。今はまだ特定の目標があるわけではありませんが、日本本
社に属しつつ、世界各国のより多くのチームと協業し、NTTデータの

ソリューションを世界中の事業会社へ普及させるお手伝いをできた
らと考えています。
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システム技術本部
デジタルテクノロジー推進室
シニア・スペシャリスト



株式会社 NTTデータ Zaheer Nanjiさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Zaheerさんの略歴
企業から見たZaheerさんの強み

Vertex社(NTTデータ・プネ拠点の前身)に入社する前から、何度か

日本を訪れ、日本のお客様と仕事をする機会がありました。初めて日
本を訪れた際、最も強く印象に残ったのはインフラの素晴らしさでし
た。アメリカ、イギリス、およびアジア太平洋地域の他の国にも行っ
たことがありましたが、東京の素晴らしいインフラと清潔さは、それ
までに行ったことのあったどの都市よりも優れていました。このイン
フラを利用して、コロナ前は富士山や箱根など多くの場所に足を運び
ました。
日本企業の特色の一つに、比較的緩いJob Descriptionが挙げられま

す。キャリアの中で様々なことに取り組む機会がありますので、これ
を前向きに捉え、役割の変化に柔軟に対応すると良いと思います。ま
た、日本企業で働いたり日本人の顧客や同僚と一緒に働くことを経験
すると、細部へのこだわりが要求され身に付くようになります。

Zaheerさんは日本の文化を完全に理解されていて、私は彼をインド

人ではなく日本人の友人であるかのように認識しています。彼は議論
を常に建設的にリードし、決して否定的な態度で対話に臨みません。
チームを成功に導くために課題を解決し続ける姿勢にはいつも感謝し
ています。また、Zaheerさんは指示や命令がなくてもいつも積極的に

行動し、私たちがどう動くべきか、自分の考えを伝えてくださいま
す。 崎山直洋様

(技術革新統括本部デジタル＆グローバル推進部シニア・スペシャリスト）

2009年12月

2003年 6月

2000年 12月
1999年 6月

Vertex社(NTTデータプネ拠点前身）にディレクターとして
入社
米国ITサービス企業のプネ支社にソリューション・アーキ
テクトとして入社
インドIT企業にソフトウェアコンサルタントとして入社
MHサブーシディク工科大学卒業

Photo credit: Mr. Zaheer Nanji
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デジタルテクノロジー推進室
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• 2017年よりインドをはじめとする各国最難関大学と独自のコネク
ションを作り、外国籍エンジニアの新卒採用を進めてきた。

• グローバルエンジニア人材採用の拡大にあたり、HR部門において
も英語で業務遂行可能な人材の登用を進めた。

• 外国籍エンジニアの増加を受け、現在は組織のグローバル化、特
にマネージメント層の国際化に取り組んでいる。
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株式会社メルカリ

インド高度人材採用を始めたきっかけ

グローバル高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後のインド高度人材採用の展望

▪ 概要
▪ 業種
▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点
▪ インド高度人材数
▪ ミッション

▪ 社内言語
▪ 特色

▪ ホームページ

Eコマース
情報サービス
東京
2013年
無
非公開
「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプ
レイスを創る」
日・英
企業バリュー「Go Bold, All for One, Be a Pro」
へのコミットメント
https://about.mercari.com/

メルカリは誰もがモノの売り買いをできる新たな価値を生みだす
世界的なマーケットプレイスを創るというミッションのもと、ス
マートフォンを主なターゲットとしたC2Cフリマサービスを提供し

ている。「グローバルなサービスを提供するためには創る側もグロ
ーバルでなくてはならない」との認識から外国籍エンジニアの採用
を始めた。
採用ブランディング向上の取り組みとして2017年にインドトッ

プ大学の学生を対象にハッカソンを開催し、同年インド工科大学
(IIT)において新卒採用も開始。2018年秋に29名のIIT卒エンジニア
が入社した。2022年現在、東京オフィスに在籍するエンジニアの
半数以上が外国籍となっており、最も多い出身国がインドである。

• Job Description、評価制度、各種プロセスの明確化など、日本人

エンジニア、外国籍エンジニア双方が平等に活躍できる環境を整
えている。

• 多様性とインクルージョン、平易な英語を用いた具体的かつ明快
なコミュニケーション等のテーマにおいて、すべてのメンバーへ
の手厚いトレーニングを行っている。

• マネージメント層を目指さない多国籍エンジニアも多いことを受
け、スキル向上により昇格するためのキャリアパス（メルカリエ
ンジニアリングラダー）を整備した。

• インド人材のパフォーマンスは社内でも高く評価されており、今
後も積極的に採用を進める見込みである。

• マネージメント層のグローバル化を実現するため、今後のグロー
バル採用においては重点を新卒者から経験者に移行する。

• Eコマース分野で豊富な経験を積み、マネージメントを担えるグ
ローバル中途人材は特に望ましいと考えている。

調査ご協力：若狭建様 (CTO)



株式会社メルカリ Mohan Bhatkarさんインタビュー

メルカリとの出会い

メルカリで働き始める前は日本の大手情報サービス企業で8年間、

主に旅行サイトを担当していました。大企業で経験を積み、そろそ
ろ自分のコンフォートゾーンから飛び出して変化のより多いスター
トアップでチャレンジしてみたいと考えていた頃、メルカリでのお
話をいただきました。当時のメルカリはメルペイをローンチする頃
で、スタートアップから次のステージに移行しようとしている時で
した。エンジニアリングマネージャーとして大変面白いチャレンジ
ができる環境だと考え、メルカリへの入社を決めました。

メルカリでのキャリア

私は入社時からメルカリユーザーの安心感・安全感を担保する顧
客信頼性プラットフォームのマネージャーをしています。また、メ
ルカリのエンジニアリング組織は複数のスクラムチームから成る
「Camp」で構成され、これをCamp体制と呼んでいますが、私もこ
の体制の中の一つのCampでエンジニアリングヘッドを勤めていま

す。更に並行して、メルカリにおける障害管理プロセスの仕組み化
を個別プロジェクトとしてリードしてきました。
メルカリは常に変化している組織で、私が3年前に入社した当時と

今では環境がかなり異なります。私自身も常に変化・適応しなけれ
ばいけませんし、人材もグローバル化してきているため四半期ごと
に組織として新たな課題が出てきます。

Photo credit: Mr. Mohan Bhatkar

そのような環境で、短期的・長期的な施策を組織全体を巻き込ん
で作っていくチャレンジに大きなやりがいを感じています。

メルカリで達成したいこと

私のマネージャーとしての仕事は、私がいなくてもチームが自ら
考え、動き、成長していける環境を作ることだと思っています。ま
た現在メルカリは人員・ビジネスともにスケールしているところ
で、これから多様性の観点から組織として改善しなければならない
点が増えてくると思います。組織づくり、環境づくりを通して、会
社の成長に貢献していければと思っています。

顧客信頼性プラットフォーム技術責任者
エンジニアリングマネージャー
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株式会社メルカリ Mohan Bhatkarさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Mohanさんの略歴 企業から見たMohanさんの強み

日本は全ての人を歓迎してくれる国だと思います。日本人は優しく
て色々手伝ってくれますし、私が日本で新卒として働き始めた際は会
社の方達が日本の文化や慣習を熱心に紹介・説明してくれました。と
ても勉強になりましたし、そのおかげで来日して間もない頃から日本
で良い生活ができていると思います。

日本人のプロフェッショナリズムからは学ぶところが多いと思いま
す。またマネージメントをする上では日本特有の全てを言葉で表現し
ない文化で働くことは良い経験になると思っています。私が最初に来
日した11年前と比べ、メルカリをはじめ一部の先進企業では英語で仕

事ができる環境も整ってきました。インド人は適応力が高いので、
チャンスがあればぜひ日本での仕事に挑戦してほしいと思います。

ハードスキルとソフトスキルを兼ね備えているところがMohanさん

の強みです。彼は日本生活が長く、グローバルな職場に必要なシンプ
ルかつ明示的なコミュニケーション法だけでなく、日本ならではの
全てを言葉にしないコミュニケーションも深く理解しています。ま
た、エンジニアとしてEコマース業界のプロダクトやテクノロジーに
精通していらっしゃいます。

若狭建様 (CTO)

2020年4月
2019年4月
2017年1月
2015年1月
2011年1月

2010年5月

顧客信頼性プラットフォーム技術責任者に昇進
メルカリに入社（エンジニアリングマネージャー）
大手情報サービス企業でグループマネージャーに昇進
大手情報サービス企業でチームマネージャーに昇進

日本の大手情報サービス企業に入社（アプリケーション
エンジニア)

ビールマータ・ジジャーバーイー工科大学 (VJTI)ムンバ
イ校卒業 (電気・電子工学専攻)

Photo credit: Mr. Mohan Bhatkar

顧客信頼性プラットフォーム技術責任者
エンジニアリングマネージャー
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• グローバル人材の採用にあたっては、インターンシップを通じ
たフルタイムオファーを行うことでミスマッチを防ぐアプロー
チを試みている。

• 富士フイルムはJICA事業である日印産学研究ネットワーク構築
支援（FRIENDSHIP）に参画している。これを通して国内の大

学・大学院に在籍中のインド高度人材（若干名）をインターン
として受け入れている。

• グループ内の事業横断的ソフトウェア開発会社・富士フイルム
ソフトウェアにおいては、コロナ禍以前はインターンシッププ
ログラムを通してインド工科大学の学生を受け入れていた。
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富士フイルム株式会社

富士フイルムのグローバル・インド高度人材採用

インド高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後のグローバル高度人材採用の展望

▪ 概要
▪ 業種
▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点

▪ インド高度人材数
▪ 企業理念

写真システム、医薬品、医療機器、化粧品等
電気機器製造業
東京
1946年
ニューデリー(1995年駐在員事務所として設立、
2008年に現地法人化)

3
「わたしたちは、先進・独自の技術をもって、最高品質
の商品やサービスを提供する事により、社会の文化・科
学・技術・産業の発展、健康増進、環境保持に貢献し、
人々の生活の質のさらなる向上に寄与します。」

日本語
自社技術を活かしたメディカル事業への注力
https://www.fujifilm.com/jp/ja

世界各国に支店・現地法人を持つ富士フイルムは、現地で外国

籍人材を多数採用している。また、比較的少数ではあるが国内拠点
（主に首都圏内）においても外国籍高度人材を起用している。その
多くは日本の大学・大学院への留学経験があり、一定の日本語能力
を持つアジア圏の人材である。
富士フイルムは近年メディカル事業に注力しており、2021年に
はインドのベンガルールにAI健康診断センター「NURA」をオープ
ンした。この事業を支える日本国内のAI開発研究員約100名のう
ち、3名がインド高度人材である。

• 富士フイルムの国内グローバル人材採用においては高度な日本
語は求められず、面接の自己紹介等は基礎的な日本語で、技術
審査は英語で行われる。

• グローバル人材も日本人と同様の評価制度・キャリアパスを通
じて成長できるよう配慮している。

• AI健康診断センターのインド展開および今後予定される世界展開

を踏まえ、現地事情を理解するグローバル高度人材の国内採用が
今後加速する可能性は高い。

調査ご協力：上月忠司様 (人事部),  山崎直也様(ヘルスケア事業推進室）

▪ 社内言語
▪ 特色
▪ ホームページ



富士フイルム株式会社 Deepak Keshwaniさんインタビュー

富士フイルムとの出会い

インド情報技術大学4年生の時、滋賀県にある機械メーカーで6ヶ

月のインターンシップに参加し機械設計に従事しました。その後イ
ンドに戻り大学卒業後の修士留学先を探していたのですが、文部科
学省奨学金に挑戦したところ幸運にも合格し、日本に戻って東京大
学大学院でコンピューターグラフィックスを研究することになりま
した。

大学院では定期的に企業主催のディナーやセミナーがあり、そこ
に富士フイルムも参加していました。当時私はコンピューター断層
撮影（CT）で機械や自動車部品をスキャン・分析していたので、同
じCT技術やMRI、X線等を使って人体をスキャンし診断に用いる富士
フイルムのメディカル事業に関心を持ちました。

富士フイルムでのキャリア

富士フイルムに入社した時からAIリサーチサイエンティストとして
働いています。X線、CT、MRIなどの医療画像から異常を認識するAI

アルゴリズムを開発することで、医師の支援や誤診の低減に取り組
んでいます。入社当初は特定のアルゴリズムを担当していました
が、徐々に役割が広がってきました。現在は、富士フイルムがイン
ドに設立したAI健診センターの技術開発業務のリーダーを務めていま

す。今でも必要に応じてアルゴリズムを書くことはありますが、日
本とインドの橋渡し役としてインドの健診センターの要件を理解
し、日本側のAI開発業務をマネージすることもあります。

Photo credit: Mr. Deepak Keshwani

富士フイルムで達成したいこと

多くの人々の命を救う可能性を持つヘルスケアAIの仕事に大変やり
がいを感じています。当面はAI健康診断をインドをはじめとする発展

途上国や中進国に普及させるため、今の仕事に集中したいと思って
います。長期的には、人々のライフスタイルを改善し生活習慣病の
予防に寄与するような技術もインドのような国で展開できたらと思
います。

AIリサーチサイエンティスト
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富士フイルム株式会社 Deepak Keshwaniさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Deepakさんの略歴 企業から見たDeepakさんの強み

粘り強さ、謙虚さ、落ち着き、周りの人の気持ちを考えて話をする
ところなど、私が心から尊敬する日本人の気質はいくつもあります。
インドをはじめとする他国から日本に来る人たちは多くを学べると思
います。
最初に粘り強さですが、インドや他の国では、困難な状況下では諦

めてしまったり不平を言ったりする人も見受けられます。しかし日本
人はどんな状況でもベストを尽くし最後までやり遂げようとします。
また、日本人にはどんな状況でも攻撃的にならず、冷静沈着で思いや
りのある態度をとれる人が多いように感じます。視野を広げてより良
い自分を開拓したい人には、是非日本に来てほしいと思います。
また、日本の良さは電車に1時間乗れば自然の中をハイキングでき

ることです。私も週末や連休は友人たちと旅行やハイキングを楽しん
でいます。

Deepakさんは日本の良さを知り日本への愛着を持ってくださって

いる方です。彼が学生時代の出会った当初から、日本語で一生懸命自
分の意見を伝えようとしてくださりました。真面目な好青年の印象で
す。入社後も企業の土壌を使い、スキルを磨きながら成長し、富士フ
イルムのメディカルAI分野で高い成果を上げてくださっております。

上月忠司様 (人事）

2016年10月

2016年9月

富士フイルムにAIリサーチサイエンティストとして入社

東京大学工学部大学院修士課程修了（コンピューターグ
ラフィックス専攻）

30

Photo credit: Mr. Deepak Keshwani

AIリサーチサイエンティスト



• 国籍を問わず、高度なスキルと叶えたい夢の双方を持ち併せる優
秀な人材を採用する方針を取っている。

• 2020年よりIITインターンシッププラットフォームおよびJETRO

のJapan Dayを通して採用活動を行う。
• 現在7名のIIT卒高度人材がリモート勤務インターンとして活躍し

ている。渡航制限が解消され次第日本に移り、国内開発拠点での
勤務を開始する予定。
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株式会社 DG TAKANO

インド高度人材採用を始めたきっかけ

グローバル高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後のインド高度人材採用の展望

▪ 概要

▪ 業種
▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点
▪ インド高度人材数
▪ ミッション
▪ 社内言語
▪ 特色

▪ ホームページ

節水関連製品の開発、製造、販売および新規事
業開発
金属製品製造業
東京
2010

無
7

「世界を節水する」
日・英
国籍にとらわれずに優秀な人材を起用するグロ
ーバル組織
https://www.dgtakano.co.jp/

DG TAKANOは世界の水問題を解決するため、節水洗浄ノズル
「Bubble90」をはじめとする節水関連製品の開発に取り組む。世界

の課題に立ち向かうため、当初より社員を日本人に限定せず優秀な
グローバル人材を積極的に採用してきた。同社における近年の高度
外国籍人材の割合は50%~70%の間を推移している。

絶対的規模が大きいだけでなく将来の成長ポテンシャルも高いイ
ンド市場に注目しており、同国での事業展開に向けて現地機関と共
同研究を進めている。インドの水問題を解決するためだけでなく、
グローバル戦略の一環としてもインドの優秀な人材を起用すること
は重要と考えており、2019年は独自で、2020年からはIITインター
ンシッププラットフォームやJapan Day(JETRO)を活用して、イン
ド工科大学(IIT)での新卒採用に取り組んできた。

• 自社を日本の会社ではなく「地球の会社」として捉え、各社員の
出身国文化を尊重する。また、各国の優れたプラクティスは積極
的に社内でも採用している。

• 各社員の興味・関心・やりたいことを積極的に支援する。特に社
員が起業した場合はDG TAKANOの関連会社として連携・支援す
るなど、起業家精神を強く奨励している。

• 社内の会話は日本語・英語双方で行われ、会議では必要に応じて
両言語を話せる人材が通訳に入る。外国籍人材の日本語学習は必
須ではないが、オプションで日本語レッスンを提供している。

• 2019年からの採用経験を通してIIT卒の人材は経験値・興味関心・

個人としてのビジョンなどの面で飛び抜けてクオリティが高いと
認識している。

• 今後のインド高度人材採用活動についてもIITを中心に取り組んで
いく予定である。

調査ご協力：高野雅彰様 (CEO), Aleksandar Naydenov 様 (マーケティング＆ブランディングご担当)



DG TAKANO Faizaan Mohammedさんインタビュー

DG TAKANOとの出会い

2021年にIITハイデラバード校で行われたJETROのJapan DayでDG 

TAKANOについて知り、強い関心を持ちました。イベント後に自分な

りに調べたところ。日本だけではなく世界中の国々で水問題への持続
可能なソリューションを提供している、将来への強いビジョンを持つ
会社であることが分かり、この会社でならイノベーションスキルや創
造的に問題解決を行うスキルを磨くことができると考え、応募を決め
ました。4ヶ月のインターン期間を経てパフォーマンスを評価してい
ただき、フルタイムのオファーをいただきました。

DG TAKANO でのキャリア

メカニカルデザインエンジニアとして、DG TAKANOが開発中の節
水関連製品の3Dモデリング、CADデザイン、内部メカニズムの設計、

外面デザイン等に従事しています。また、必要に応じて製品シミュ
レーションにも参画しています。

DG TAKANOはキャリアのスタート地点として最適な選択だったと

思います。最もやりがいを感じるのは、メンターをはじめとする社内
の方々の協力を得ながら課題を克服するプロセスです。職場環境は柔
軟かつグローバルで、勤務開始時から居心地が良くすんなり馴染むこ
とができました。これまでの業務を通して技術・コミュニケーション
能力の双方を大きく向上させることができたと感じています。

Photo credit: Mr. Faizaan Mohammed

DG TAKANO で達成したいこと

メカニカルデザインエンジニアリングという一つの領域に拘らず
に他の様々な領域でも貪欲に経験を積むことがDG TAKANOでの私の
目標の一つです。DG TAKANOのスタートアップ文化の中では大いに

可能だと考えています。より長期的には、最も関心ある分野を選ん
で修士号を取ったり、自分のアイディアを元に起業することも視野
に入れています。

日本への移住後は数多くのプロフェッショナルと交流し、将来の
キャリアの助けとなる幅広い人材ネットワークを構築したいと思い
ます。

メカニカルデザインエンジニア
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DG TAKANO Faizaan Mohammedさんインタビュー

日本・日本のスタートアップの魅力

Faizaanさんの略歴 企業から見たFaizaanさんの強み

学生時代から日本は高い技術力の国というイメージを持っており、
就職活動中も日本で働くことは様々なテクノロジーに幅広く触れる機
会に繋がると考えていました。その期待通り、DG TAKANOでは実際
に様々な技術領域について学ぶ機会を得ています。また、DG 

TAKANOはスタートアップ企業ですので、社内の多様なチームと直接

の接点を持てることも魅力です。ブレインストーミング時などに自分
の意見が尊重され、採用していただけることも嬉しく思っています。

日本のスタートアップで働いてみたいと考えている皆様には、ぜひ
技術だけでなくコミュニケーションスキルも磨いておくことをお勧め
します。複雑な問題を、どのようなバックグラウンドを持つ人でも分
かるように噛み砕いて説明するスキルはアセットになると思います。

Faizaanさんは優れた技術を持っているだけでなく、多様な分野へ

の好奇心が旺盛で、コミュニケーション能力も優れています。短い間
に日本語も少しずつ上手になり、今では通訳なしで日本人スタッフと
のミーティングに参加することもあります。

Aleksandar Naydenov 様(マーケティング＆ブランディングご担当）

2021年7月

2021年7月

DG TAKANOでメカニカルデザインエンジニアとして勤
務開始

インド工科大学(IIT)ハイデラバード校卒業
(機械工学専攻）

Photo credit: Mr. Faizaan Mohammed
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• インド工科大学（IIT)には世界トップのAIの知見があるため、IITに
フォーカスした採用を行なっている。

• 現在IBY社に勤務するインド高度人材9名のうち8名はIIT（複数
キャンパス）からの新卒採用。残り1名はIIT卒の中途人材。

• 新卒採用にあたり、2020年にIITでサマーインターンシップを実
施。IBY社のビジョンに共感した730名が応募、うち50名がイン
ターンシップに参加。最終的に8名がフルタイムオファーを得た。
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株式会社 I’mbesideyou(IBY)

インド高度人材採用を始めたきっかけ

インド高度人材採用のアプローチ

インド高度人材活躍のための取り組み

今後のインド高度人材採用の展望

▪ 概要
▪ 業種
▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点
▪ インド高度人材数
▪ ミッション
▪ 社内言語
▪ 特色
▪ ホームページ

動画解析AIサービス
情報サービス
東京
2020年
ハイデラバード (2021年設立)

9名（インド国内）
「世界全体を学校にする」
日・英
世界中どこでも好きな場所で勤務可能
https://www.imbesideyou.com/

I’mbesideyou社(以下、IBY社)は個人の特性に合わせたオンライ

ンコミュニケーションを可能にするため、教育、人事、メンタルヘ
ルスなど幅広い分野でAI動画解析のB2Bサービスを提供している。

オンラインコミュニケーションに焦点を当てたサービスの特性に
基づき、設立当時よりグローバルな事業展開を想定。大規模で魅力
的な市場、高度デジタル人材の多さ、また英語圏への進出拠点とし
ての可能性から、早期にインドに注目した。

知名度がまだ低いスタートアップ企業が現地で信頼を得るために
は拠点設置が必須と判断し、2021年に親日感情が根強いハイデラ
バードにインド拠点を設立、インド高度デジタル人材を9名採用。
9名はインドに在住し、日本側の技術責任者と密にコミュニケー
ションをとりながらAI動画解析サービスの開発を行っている。

• 採用活動の際にIBY社のビジョンやプロダクトに強く共感する人材

を選定することが、同社で長く勤務できる人材を確保するために
重要と考えている。

• インド人メンバーが関わる場ではコミュニケーションは英語で行
う。社内資料は日英両方で準備している。

• 社員全員がリモート勤務の形態を取るため、各人の取り組みにつ
いて詳細なコミュニケーションをとるよう心がけている。

• 市場展開速度に合わせてインド高度人材数も増やす予定。
• IIT新卒人材が業務遂行に十分なスキルを持っていることを把握し
たため、引き続きIITで新卒採用をメインに行っていく予定。

• 現在、インド経営大学（IIM)をターゲットにインド拠点責任者の
求人も行なっている。

調査ご協力：能勢康宏様(CTO), 菊池あみ様(人事ご担当）



株式会社 I’mbesideyou(IBY) Mahima Dahekarさんインタビュー

IBYとの出会い

IITハイデラバード校の修士課程でデザインを専攻している時にIBYに出会い
ました。個人をユニークな存在として捉えるIBYの考え方、教育やメンタルヘ
ルスをAIを使って改善するIBYのビジョンに強く惹かれ、2020年5月からUI/UX

インターンとして参画しました。現在は2022年5月の修士課程修了に向けて学
業を続けながら、IBYでのインターンを継続しています。卒業後、引き続きIBY

にてフルタイム勤務予定です。

IBYでのキャリアとこれから

インターンとはいえ単にデザイナーの補助業務を行うのではなく、一連の動
画分析サービスのUI/UXデザインを１から任せてもらっています。社会的に意

義のある事業に貢献できるところや、幅広く業務を経験できるところに非常に
やりがいを感じます。

IBYには各スタッフが好きな場所で働くというポリシーがありますが、渉三
さん（CEO）・能勢さん（CTO）が作り上げた、充実したオンラインサポー

ト環境がありますので、いつでも安心して相談したり意見を言ったりフィード
バックを受けることができます。メンバーが働きすぎていないか、疲れていな
いかも気にかけてくださり、その都度休みを取るよう促してくれます。
卒業後は、友人の多くが住んでいるバンガロールに家を借りIBYでの仕事を
続ける予定です。IBYで多くのスキルを磨き、IBYのシニアUI/UXデザイナーと
してチームをまとめる立場に就くのが目標です。

Photo credit: Ms. Mahima Dahekar

UX/UIデザイナー
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株式会社 I’mbesideyou(IBY) Mahima Dahekarさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Mahimaさんの略歴

企業から見たMahimaさんの強み

小さい頃から日本のマンガやアニメに親しんでいたこともあり、日
本の文化や美意識、テクノロジーに憧れ、いつか日本に行ってみたい
と考えていました。IBY社と初めてコンタクトを取った際、日本語で

「こんにちは」と声をかけていただいて心が躍ったのを今でも覚えて
います。 IBY社とのご縁は私の夢への第一歩です。

IITハイデラバード校の私の周りには、ぜひ日本企業で働いてみたい

と考えている学生がたくさんいます。仕事を通して異文化と繋がり学
ぶことは有意義な経験なので、インドの若手人材には是非積極的に日
本企業での就業機会にチャレンジしてみて欲しいと感じます。

スキルや新しい知識を吸収する力だけはなく、常に笑顔で穏やかな
お人柄、弊社のビジョンやプロダクトに非常に強く共感してくれてい
る点、弊社メンバーとのフィットなどがMahimaさんの強みです。

菊池あみ様（人事ご担当）

2022年5月

2020年5月

2019年5月

IITハイデラバード校修士課程（デザイン専攻) 修了見込

IBY社でUI/UXインターンとして勤務開始

カルニヤ工科大学(KITS)コインバトール校卒業（テクノ
ロジー、電子工学、メディア工学専攻）

後方左から能勢CTO ・神谷CEO（ご訪印中）、Mahimaさんのご両親

UX/UIデザイナー

36Photo credit: Ms. Mahima Dahekar



• 当初はアジア専門の人材紹介会社を利用。
• 2020年、2021年にリモートでIITの新卒採用に参加。
• IITで複数の新卒採用内定者が出たことによりIITネットワーク内で
マネーフォワードの知名度が向上。LinkedInを経由してインド高
度人材が直接求人に応募する事例も出てきている。
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株式会社マネーフォワード
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PFMサービス及びクラウドサービスの開発・提供
情報サービス
東京
2012年
無
非公開
「お金を前へ。人生をもっと前へ。」
日・英
各社員へのきめ細やかな1-on-1コーチング
https://corp.moneyforward.com/

マネーフォワードは、日本国内の個人・法人に向けてお金の課題
を解決するサービスを多数展開している。ベトナムでのオフショア
開発を機に、2016年にハノイ工科大学における新卒採用に参加。
初の外国籍エンジニアとして日本勤務のベトナム人社員を5名採用

した。優秀な人材の採用が実現したことから、ベトナムに加え中
国、韓国、台湾、インドネシア、マレーシアなど主にアジアの国々
で新卒採用を行うようになった。

2022年1月現在、国内で働くエンジニア人材の1~2割が外国籍と
なっており、約20カ国出身の高度人材が活躍している。特に近年

の新卒エンジニア採用においては日本人採用よりもグローバル人材
採用が多い。エンジニア組織における英語公用語化の動きを受け、
2019年からインドでも本格的に採用を開始した。

• エンジニア組織において段階的に英語の公用語化を進めている。
• 外国籍人材の増加を受け、Job Descriptionやオーナーシップの明
確化など、情報やプロセスの明示的な言語化を推進している。

• 人事部門内に組織のグローバル化を促進するチームを設置。通
訳・翻訳、外国籍人材への各種支援、異文化理解の推進、日本語
教育などに取り組む。

• 外国籍人材が他部門の日本人社員と1対1で交流しながら日本語を
身につけることを目的とする「TERAKOYA」プログラムを実施。

• 今後はマネージメント層に外国籍人材を登用することでグローバ
ル高度人材が将来への展望を持って活躍できる環境を作ることを
目指している。

• インド人エンジニア採用は積極的に増やす見込み。
• 2016年よりアジア各国から新卒エンジニア採用を継続して行って

きたことを背景に、現在はマネージメントを担えるグローバル高
度人材へのニーズが生まれている。今後は経験者採用にも力を入
れてグローバル人材採用を行う予定。

調査ご協力：中出匠哉様 (CTO)



株式会社マネーフォワード Kartik Naikさんインタビュー

マネーフォワードとの出会い

インド工科大学(IIT)グワハティ校の新卒採用でマネーフォワードを知りまし
た。私のIITでの専攻はバイオテクノロジーでしたが、プログラミングには昔か
ら関心がありました。バイオテクノロジー学部でもDNAやRNAの分析で多少

コードを書く機会があったのですがそれだけでは満足できず、コンピューター
サイエンス学部に在籍する友人たちから話を聞いたり、オンラインコースを取
るなどしてプログラミングの訓練を重ねていました。

プログラミングに加えて私はファイナンスにも強い関心がありましたので、
金融系のサービスを提供しているマネーフォワードに強く惹かれました。マ
ネーフォワードで働けばプログラミングスキルを磨きながらファイナンスにつ
いても深く学べるのではないかと考えて応募し、幸運にも内定を得ることがで
きました。

Photo credit: Mr. Kartik Naik

ソフトウェアエンジニア
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Kartikさんの略歴

2021年7月

2020年5-7月

2019年2-9月

インド工科大学グワハティ校卒業（バイオテクノロジー専攻）

AWS (クラウドコンピューティング)でインターン

Data Taleにてデータサイエンスインターンとして勤務



株式会社マネーフォワード Kartik Naikさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

10年生の頃たまたま手に取った雑誌で日本企業が映画「トランスフォー

マー」そっくりの自動車を製造したという記事を読み、日本の技術に関心を持
つようになりました。大きいものでは新幹線から小さいものではトイレのオー
トメーションまで、日本には他の国にない様々なテクノロジーがあると知り、
日本は世界の10年先を行っているのではないかと思いました。そこからあっと

いう間に日本のファンになってしまい、いつか日本に行くことが私の夢になり
ました。就職活動ではシンガポールの企業からも内定をいただいたのですが、
マネーフォワードの事業への関心と日本という国自体の魅力から、マネーフォ
ワードに進むことを選びました。
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マネーフォワードでのこれから

入社後は多国籍メンバーから成る国際的なチームでGo言語を使ってクラウ

ド会計のマイクロサービス化に従事する予定です。既に日本語の勉強を始めた
のですが、社内の日本人スタッフの方との交流を通して日本語を学ぶ機会もあ
るとのことで、そちらも心から楽しみにしています。将来的には、ファイナン
スの知識とプログラミングのスキル双方を深めながら数年以内に複数のプロ
ジェクトを同時にリードする立場に就くのが目標です。

無事ビザが降り日本に移住した後は、余暇に様々な観光地を訪れたり、ヤマ
ハのバイクで各地を周ってみたいと思っています。

Photo credit: Mr. Kartik Naik

ソフトウェアエンジニア



• 数年前から外国籍エンジニア専門の人材紹介会社を利用。

• 一次面接で技術面のスクリーニングを行い、二次面接ではビジョ
ンフィットを評価する。

• 2021年にIITインターンシッププラットフォームを利用し1名を採
用。インターンシップ後にフルタイム採用を決定した。
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インスタリム株式会社

インド高度人材採用を始めたきっかけ

グローバル・インド高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後のインド高度人材採用の展望
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3Dプリント義肢装具の開発、製造、販売
医療福祉
東京
2017年
デリーにて設立登記中(2022年1月現在)

2名（日本国内1名、インド国内1名）
「必要とするすべての人が、義肢装具を手に入
れられる世界をつくる」
英語
原則フルリモート (特殊設備利用時を除く）
https://ja.instalimb.com/

インスタリムは3D CAD、3Dプリンター、AI等の技術を駆使して

高品質かつ安価な義肢装具の開発・製造・販売に取り組んでいる。
マーケタビリティ実証の場としてこれまで主にフィリピンで義肢の
製造と販売を行ってきたが、人口および義肢装具への需要が大き
く、かつ一人当たりGDPがフィリピンと類似するインドで事業展
開することを決定し、現在現地法人設立の準備を進めている。

英語を話せる日本人エンジニアを見つけることの難しさから、も
ともと日本の開発チームにおいても国籍にとらわれないエンジニア
採用を行っていた。インドで事業を展開するには現地出身の高度人
材が必須との認識から、2021年にIITインターンシッププラット
フォームを利用し採用を行った。

• タスク管理ツールを用いて期待するアウトプットと納期を明示
的・具体的に共有する。一方で仕事の進め方については各エンジ
ニアの判断に任せるマネージメントスタイルを取っている。

• 頻繁な報告を求めず、シンプルにアウトプットをもって評価する
システムがリモートエンジニアの働きやすさにつながっている。

• パフォーマンス評価においても、国籍にかかわらず定量的な指標
を定め「見える化」された客観的なアプローチを取る。

• エンジニアの業務は基本的に英語で行っている。

• ソフトウェア開発・ハードウェア開発双方の社内マニュアルを日
英両語で整備している。新たに入社する人材にはこれらのマニュ
アルを提供するほか、2人1組のOJT体制でメンタリングを行う。

• インド拠点設立に伴い、R&Dに携わるインド人エンジニア5名程
度の採用を予定。主に3-4年の実務経験がある中途人材を想定して
いる。

調査ご協力：今信一郎様(CTO)



インスタリム株式会社 Harshit Jainさんインタビュー

インスタリムとの出会い

インド工科大学(IIT)ダンバッド校在学中、インターンシップに参
加するためIITインターンシッププラットフォームに登録しました。

もともとスタートアップに興味があったのですが、プラットフォー
ム上には各分野で本当に面白い取り組みを進めている日本のスター
トアップ企業が並んでいました。

もちろん大企業でインターンシップを経験することもできたと思
いますが、大企業ではインターンはごく限られた業務しか経験させ
てもらえず、クリエイティビティを発揮する場もないのではと考え
ました。社会的に意義ある事業に携わりながら、様々な業務を体験
し幅広くスキルを身につけたいという思いからインスタリムでのイ
ンターンシップに応募しました。

フルタイム採用のオファーを頂いた後も、学業の合間に引き続き
1日1時間程度インスタリムでの業務を行っています。

インスタリムでのインターンシップ経験

フルタイムでインターンシップに参加した3ヶ月間は大変素晴ら

しい経験を積ませていただきました。当初私はメカトロニクスエン
ジニアとして採用され加速度センサーを用いてユーザーの動きを分
析し義肢装具のフィットを評価するシステムを開発していました
が、過去に身につけたアプリ開発のスキルも実践してみたいと今
（こん）さん(CTO)に相談したところ、連動するアプリケーション
の開発も任せていただけることになりました。

メカトロニクスエンジニア 兼
アプリ開発エンジニア

今さんが私のメンターなのですが、分からないこと・困ったこと
があるとすぐに相談に応じて十分な時間をかけて説明してくださる
ので、リモート勤務でも安心して仕事を進めることができました。
更に、インターンである私のアイディアや意見も聞き入れてくださ
り、実践させてもらうことができました。
インスタリムでは基本的にミーティングが週に1度設定されてお

り、各週に取り組んだ業務の検証結果や成果をそのミーティングで
伝える仕組みになっています。エンジニアリング業務では報告すべ
き成果が出ない日もありますので、この仕組みは合理的だと感じて
います。
現在は卒業後の入社に向け、インドでの義肢装具販売に向けた市

場調査などビジネス側の業務もお手伝いしています。

Photo credit: Mr. Harshit Jain
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インスタリム株式会社 Harshit Jainさんインタビュー

日本・日本のスタートアップの魅力

Harshitさんの略歴 企業から見たHarshitさんの強み

日本の文化に愛着を持っています。日本人が時間を正確に守るとこ
ろは素晴らしいと思いますし、相手の名前に「さん」を付けて敬意と
愛情を込めて呼ぶところも大好きです。インスタリムの仕事は英語で
できますが、別の日本企業に内定した友人と一緒に日本語の勉強も始
めました。異文化で働いてみたいなら、自信を持って日本をおすすめ
します。

インスタリムに関して言えば、仕事を通して社会貢献できるところ
が1番の魅力です。私の故郷では友人が障がい者支援のNGOを経営し

ており、私もそこを何度も訪れて障がい者の苦しみを見てきました。
従来の方法で生産された義肢は殆どの人たちにとって高価で手が出ま
せん。インスタリムの技術は世界中の大勢の障がい者を助けるポテン
シャルを持っています。将来はインスタリムでマネージメント職に就
き、高品質で安価な義肢装具をインドのみならず他の国々にも広めた
いと思っています。

Harshitさんはまだ学生ですが、計画・実行・評価のサイクルを自

分でスピーディに繰り返すことができ、全ての検証を自分で終えた上
で次のステップの提案までしてくださるので、当初より大変高く評価
しています。 今信一郎様 (CTO)

2022年5月
2021年5月
2018年8月

IITダンバッド校卒業予定（電気・電子・通信工学専攻）
インスタリムでインターンシップ開始
IITダンバッド校に入学

メカトロニクスエンジニア 兼
アプリ開発エンジニア
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• 採用プロセスにおいては、スキルに加えチャレンジ精神、他者へ
の共感性、企業のコアバリューへのフィットを重視している。

• インド国内では基本的にベンガルール拠点勤務の人材のみを採用
する方針を取っている。例外的にロボティクス分野に突出した強
みを持つインド高度人材を日本側で採用することがある。
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Rapyuta Robotics株式会社 (RR)

インド高度人材採用を始めたきっかけ

グローバル高度人材採用のアプローチ

グローバル高度人材活躍のための取り組み

今後の高度人材採用の展望

▪ 概要
▪ 業種
▪ 本社所在地
▪ 設立年
▪ インド拠点
▪ インド高度人材数
▪ ミッション

▪ 社内言語
▪ 特色
▪ ホームページ

クラウドロボティクス
IT /ロボティクス
東京
2014年
ベンガルール（2016年設立）
インド国内: 40~50名前後、日本国内:10名
「マシンとマシンを繋げ、人々の生活を豊かに
する」
英語
世界をリードするクラウドロボティクス技術
https://www.rapyuta-robotics.com/ja/

Rapyuta Robotics社(以下、RR社)は様々なロボットを統合・管理

するためのクラウドロボティクス・プラットフォームを開発してい
る。RR社の最先端技術は現在、大手日本企業の物流倉庫、工場等に
導入されている。
現CEOがチューリッヒ工科大学博士課程在籍中に同社を設立し

2014年に日本に拠点を移した背景から、設立当初よりスイス時代か

ら在籍する外国籍エンジニアが多く活躍していた。現在、国内で働く
エンジニアの80%程度が外国籍である。クラウドに強いエンジニアを
採用しやすいインドにも早くから注目し、2016年にはベンガルール
にクラウドソフトウェアの開発拠点を設立した。
現在RR社の東京拠点ではビジネス関連業務及びロボティクス関連

の開発を、ベンガルール拠点ではクラウド関連の開発を進めている。

• フラットでオープンな企業文化とロボティクス分野の先進技術に
加え、英語で仕事を進められる環境が数多くの外国籍エンジニア
を惹きつけている。

• 多様性に富む組織を一つにまとめるために、社員それぞれに企業
のコアバリューへのコミットを求める。

• 360度フィードバック、メンター制度、シニア人材に対するコー
チング等を通して人材のキャリア構築を支援している。

• 日本国内拠点においては日本人社員の英語授業費用、外国籍社員
の日本語授業費用のそれぞれ80%を支援する。

• 同じく日本拠点では社員食堂で昼食を無料で提供しており、ベジ
タリアンにも対応している。

• 現在日印拠点合計で150名前後のエンジニアリング組織を、今後1

〜2年の間に2倍程度に成長させる目標を掲げている。この流れを
受けインド拠点でも求人が発生する可能性は高い。

• 日本拠点においては、現在ロボティクスに強い日本人エンジニア
数を増やす動きがある。この努力は当面続く見込みである。

調査ご協力：Mr. Gajan Mohanarajah (共同創業者兼CEO) 



Rapyuta Robotics株式会社 (RR) Aniさんインタビュー

RRとの出会い

もともと起業やテクノロジーに強い関心があり、大学1年生の頃か

らベンチャー企業やベンチャーを支援する会社でインターンシップ
の経験を積んでいました。

RR社はモバイルでいうアンドロイドのような、ロボット分野の共

通プラットフォームを作る会社です。現時点では自由度があまり高
くないロボットの世界に自由をもたらし、将来的に様々なことを可
能にするというビジョンに共感し、大学４年生の時にインターンと
して入社しました。卒業後に正社員として勤務を開始しました。

RRでのキャリア

事業開発・営業担当として、主に物流業界・製造業界のお客様の
元に足を運び、現場を見せていただきながらRR社のソリューション

を提案しています。製品をお客様のニーズに合わせてカスタマイズ
し導入する場合もありますし、既存製品を導入し、現場のオペレー
ションをお客様と一緒にカスタマイズすることもあります。

RR社では幅広くビジネス経験を積む機会をいただいています。お

客様にアプローチする前段階からプロダクトチームやエンジニアリ
ングチームと密に連携して製品を改善しより多くのお客様に届ける
方法について試行錯誤を重ねますし、成約後は製品の現場への導入
もプロマネとしてサポートしますので、ビジネスの一連のプロセス
を学ぶことができています。

Photo credit: Mr. Ani

RRで達成したいこと

RR社はこれまで日本でのみビジネスを展開してきましたが、将来

的には北米や欧州での展開も視野に入れています。これを踏まえ、
まずはRR社の企業としての地盤を固める作業に貢献していければと
考えています。

事業開発・営業
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RR社は他のどの企業もまだ扱っていないような最先端の製品を

作っていますから、成約に漕ぎつけるまでのプロセスは大変やりが
いがあり、またチャレンジングです。RR社で営業ができれば、どん
な製品でも売れるのではないかと思います。



Rapyuta Robotics株式会社 (RR) Aniさんインタビュー

日本・日本企業の魅力

Aniさんの略歴

企業から見たAniさんの強み

日本の多くのベンチャー企業には、海外から来る方など様々な背景
を持った人達が活躍しやすい土壌があると感じています。またRR社
のように、海外色が非常に強い企業も存在します。

日本の文化にはインドの文化と共通する点も多いと感じています。
一方で、日本ならではの非常にユニークな文化もあります。海外から
来日し日本ならではの文化を自分のものにできれば、それはその方の
大きな功績になると思います。日本は非常に良いところですので、イ
ンドの若手人材にはぜひ来て、日本語学習や日本文化の理解などにも
前向きにチャレンジして欲しいと思います。
また私はベジタリアンなのですが、実は日本で不便に感じたことが

ありません。相手に歩み寄る形でお願いすれば、日本人は外国人にか
なりの融通を効かせてくれることが多いと感じています。

Aniさんは新卒で入社し、ロボット製造企業にRRの技術を提供する

というチャレンジの多い事業を担当してくださっています。まだ若い
のに営業だけではなく、案件が取れた際の導入サポートまで担当して
くださりありがたく思っています。また、Aniさんはとてもポジティ

ブです。何があっても笑って仕事に取り組んでくれる前向きな姿勢に
いつも感謝しています。

Gajan Mohanarajah さん(共同創業者兼CEO)

2019年7月
2019年6月
2018年9月

Rapyuta Robotics社に正式入社
テンプル大学（日本）卒業（政治学専攻、ビジネス副専攻）
Rapyuta Robotics社でインターン開始
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事業開発・営業
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巻末資料
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巻末資料１：ご協力者様一覧

企業名 ご協力者ご氏名 現役職

1 DG TAKANO

高野雅彰氏
Mr. Aleksandar Naydenov

Mr. Faizaan Mohammed

代表取締役
Marketing & Business Development Manager

Mechanical Design Engineer

2 富士フィルム株式会社

山崎直也氏
北村嘉郎氏
守田正治氏
上月忠司氏
Mr. Deepak Keshwani

ヘルスケア事業推進室
首席AI研究員
メディカルシステム事業部
人事部
AI Research Scientist

3 株式会社I'mbesideyou

能勢康宏氏
菊池あみ氏
Ms. Mahima Dahekar

最高技術責任者
人事
UX/UI Designer

4 Instalimb株式会社
今信一郎氏
Mr. Harshit Jain

最高技術責任者
Mechatronics Engineer & App Developer

5 株式会社メルカリ
若狭建氏
Mr. Mohan Bhatkar

執行役員 CTO

Head of Engineering, Customer Reliability Platform

6 株式会社マネーフォワード
中出匠哉氏
Mr. Kartik Naik

取締役執行委員 D&I 担当CTO

Software Engineer

7 株式会社NTTデータ
雨宮俊一氏
崎山直洋氏
Mr. Zaheer Nanji

技術開発本部長
技術革新統括本部デジタル＆グローバル推進部シニア・スペシャリスト
システム技術本部デジタルテクノロジー推進室シニア・スペシャリスト

8 楽天グループ株式会社
白石翼氏
Mr. Sunil Gopinath

Mr. Nalini George

楽天India Vice Chairman

楽天India CEO

楽天India Chief People Officer

9 Rapyuta Robotics株式会社
Mr. Gajan Mohanarajah

Mr. Ani

共同創業者兼CEO

事業開発・営業

10 サグリ株式会社
永田賢氏
Ms. Chevdumoi RM

Sagri Bengaluru 最高戦略責任者
Sagri Bengaluru 最高執行責任者
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Tech Japan Hub参加企業募集中

Tech Japan Inc. 

https://portal.techjapan.work/

2021年実績
・約1,000名のインド工科大学の学生が登録
・登録の多い学部は機械工学、電子工学、コンピーターサイエンス
・約50名の学生が日本企業でのインターン実施
・全てオンラインで実施 (コロナウィルス感染症の状況次第ではオフラインも可能)

インド工科大学インターン・採用プログラム
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