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 オンブズ・
オフィス 
報告書

イートンのオンブズ制度は、
社内における紛争を解決す
るための非公式なルートで
す。管理職や企業倫理オフィ
スのような公式なルートへの
連絡とは異なり、オンブズ・オ
フィスへの連絡は会社に通知
しなければならないこととは
考えられていません。
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オンブズ・オフィスの前回の報告書以
来、イートンでは活気ある18ヵ月が過ぎ
ました。数社の企業買収の結果、3万人
以上の従業員が新しくイートンに加わ
りました。これらの買収以来、オンブズ
制度が世界中90ヵ所以上の拠点でイー
トンの新従業員の多くに紹介されまし
た。ようこそオンブズ制度へ！
2013年1月～2014年6月までの18ヵ月
間に2,700人以上の従業員がオンブ
ズ・オフィスに連絡して来られました。
この報告書はそのような実例から収集
した活動データをまとめたものです。
また報告書には、オンブズ制度が導入
された新規6ヵ国の主な概要、オンブ
ズ・オフィスの本質的な活動のハイラ
イト、その役割と責任の説明と共に、オ
ンブズ・オフィスが扱った典型的な実例
が、いくつかのシナリオに分けて掲載さ
れています。この報告書で引用されて
いる内容を提供して下さった世界中の
従業員に感謝します。表紙の絵は、まも
なく世界中の事業所に配布される新し
いオンブズのポスターを基にしていま
す。
2002年以来、イートンの価値観および
理念をイートンの組織内で確実に実
行・実施するため、オンブズ・オフィスは
独自なルートを提供してきました。業務
に関して懸念がある場合に利用できる
オンブズ・オフィスは、機密が守られる
機関です。このオフィスには、イートン
の文化や価値観を理解し、あなたの状
況について耳を傾け、打開する手助け
をする経験有るオンブズ担当者が配置

されています。オンブズ・オフィスの業
務活動は、直属の上司、グローバル企
業倫理オフィスとコンプライアンスまた
は人事部門のようなイートンの公式ル
ートに取って代わったり、競争したりす
るものではなく、公式機関を補完する
ものです。
2014年5月、北米地域担当のエバン・ア
ロウスミスが退職しました。オンブズ・
オフィスへの彼の貢献は惜しまれるこ
とでしょう。彼の今後の幸運を願うとと
もに、長年の勤務を感謝します。
この報告書は、ただ情報を提供するた
めだけでなく、従業員コミュニティに接
触し、私たちの公約を再確認する機会
になります。公約とは、従業員が職場の
問題や懸念を話し合え、回答が早く、機
密が守られる、非公式、中立な環境とし
てオンブズ・オフィスが利用できること
です。皆さんの信頼に感謝します。

職場のどのような懸念や問題でも、安全かつ機密が
守られた状態で相談できる場所を従業員に提供する
目的で、12年以上も前にオンブズ・オフィスを設置し
ました。職場でジレンマや問題があると、従業員は多
くの場合上司や人事など公式機関を利用します。しか
しながら、公的機関ではなく、オンブズ・オフィスのよ
うな機密が守られ、中立を保ちつつ非公式な機関に
アクセスして、相談または指導を求めるルートも必要
だと、私たちは認識しています。
2002年にオンブズ制度が設立されて以来、1万6,000
人以上の人々が個人の懸念を持ってオンブズ・オフィ
スを訪れました。この実績から見て、問題を解決する
ための手段の1つ（代替策）として信頼されるようにな
ったことを証明しています。必要に応じて皆さんがこ
の重要なサービスの利用を検討するよう奨励しま
す。
オンブズ・オフィスは、極秘に問題を提起する機会を
従業員に提供するという点で、業務を正しく遂行する
というイートンの公約を実証するのに大きな役割を
果たしています。

Ilene Butensky 
オンブズ・オフィスディレクター

認定された組織内オンブズマン

Sandy Cutler, 
会長兼CEO

オンブズ・オフィス： 
独立した信用できる手段

オンブズ・オフィスディレクター
からのメッセージ
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活動状況報告書
過去18ヵ月に渡り、オンブズチームはオンブズ制度
をイートンの韓国、マレーシア、南アフリカ、トルコ、
サウジアラビア、日本の従業員に紹介してきまし
た。オンブズチームは、この制度を14ヵ国に渡る1万
9,000人の元クーパー社の従業員、および買収した
韓国のチェイル、チリのロレク、トルコのポリマーカ
ウチュクからの従業員にも展開しました。全体で、世
界172ヵ所にある施設で4万人の従業員を対象に現
地トレーニングが行われました。 

元クーパー社の拠点

オンブズ・オフィスの利用者

2012年に買収以来、オンブ
ズ・オフィスは14ヵ国に渡る93
ヵ所の拠点の1万9,000人の元
クーパー社従業員にオンブズ
入門トレーニングを完了して
います。

2013年1月以来、取り扱った
全実例数のおよそ4分の1は
元クーパー社の事業所から
きました。

172
ヵ所の拠点でトレー 
ニング実施

6
ヵ国の新規メンバー国

確実に秘密を保持するた
め、オンブズ・オフィスでは
上位データの記録のみを
保管します。個人を特定で
きるような詳細な記録は
保持されません。

技術/専門職

20%
30%

マネジャー/スー
パーバイザー

16%
11%

事務職

5%
5%

外部からの連絡
または不明

8%

退職者/元従業員
2%

契約/臨時従業員
1%

46%
53%
工場2,710

件の合計実例数

30%
アジア-パシフィック

4%*
欧州、中東、アフリカ

北米
43%

中南米
23%

実例の地域別

*  オンブズ制度はEMEA地域の欧州諸国 
の大部分にはまだ導入されていません。

オンブズ制度は今までに
30ヵ国に導入され、イート
ン全従業員の80パーセン
トに展開されています。

オンブズへの連絡 イートン人口特性

シニアリーダー

2%
.05%
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日本
2014年6月、日本の大阪、京
都、東京における4 ヵ所の拠
点、また元クーパー社いくつか
の支店を含み、約300人の従業
員を対象にオンブズ制度が紹
介されました。

トルコ
2014年3月、オンブズチームは
トルコのイスタンブールにあ
る電機・油圧部門およびチェル
ケツコイにある100万平方フ
ットの油圧・工業用ホース工場
の2,000人以上の従業員にオ
ンブズ制度トレーニングを行
いました。

韓国
2013年5月、アイリーン・ボテンス
キーとソフィア・チャオが韓国を
訪れ、電機、車両、油圧事業ととも
に元クーパー社の従業員を含
め、500人以上の従業員に20セッ
ションのオンブズトレーニングを
行いました。トレーニングは釜
山、ソウル、華城、平沢で実施され
ました。

南アフリカ
2013年6月、オンブズチームは
南アフリカのウェードビル、ケ
ンプトンパーク、ウィットバン
ク、バンダービールパーク、ケー
プタウン、ダーバン、リチャーズ
ベイを訪れ、電機・油圧・車両事
業のおよそ500人の従業員にト
レーニングを行いました

サウジアラビア
2014年4月、サウジアラビアの
ダマンにあるイートン施設で
80人以上の従業員がオンブズ
チームよりトレーニングを受け
ました。

新規メンバー6ヵ国
マレーシア
2013年5月、オンブズ制度はマ
レーシアのクアラルンプール
およびペナンにある電機・油
圧事業の従業員に紹介されま
した。



8 9

IOA への参加と専門職活動
イートンのオンブズチームは地域社会におけ
るアウトリーチ活動や国際オンブズマン協会
（IOA）への加入を介しこの専門職を強化して
います。

2013年4月
アイリーン・ボテンスキーが国
際オンブズマン協会取締役会
のメンバーに任命され、現在財
務担当者として貢献していま
す。

2014年4月
フロリダ州マイアミで開かれた
米国弁護士協会の春の会議
で、アイリーン・ボテンスキーが
「オンブズ実施への入門」をテ
ーマとして講演しました。企業
環境における将来のオンブズ
の実施に重点をおいて話をし
ました。

2014年6月
ソフィア・チャオとアイリーン・ボテ
ンスキーが日本の東京アメリカン
クラブにおいて米国商工会議所
に講演しました。「組織内オンブズ
制度–その役割、価値、影響」を題
として話をしました。

2013年12月
中南米の地域マーシャル、ジェネ
ッテ ・トリパリは、ブラジルのレ
シェフェで行われたブラジルオ
ンブズマン協会の第16回ブラジ
ルオンブズマン大会において基
調演説者を務めました。ジェネッ
テはオンブズ・オフィスの設置、
トレンド、統計、コミュニケーショ
ン戦略などを含んで、イートンの
オンブズ・オフィスの管理に関す
る情報を紹介しました。この大会
にはブラジルの360人以上もの
オンブズマン専門家が参加しま
した。

実例の種別

その他
2%

対等者・仲間関係
4%

業務とキャリア
16%

6%
安全衛生

4%
管理とコンプライアンス

8%
リーダーシップコーチング

11%
給与

11%
福利厚生

10%
業績管理

23%
スーパーバイザー 
/従業員問題

社外接触
5%

コーチング
49%

促進
49%

却下
2%

サポートの種別

コーチング
オンブズが従業員に対し、問題を明確にし彼らに
は選択肢があること、または最善の解決策がある
という理解を助けるために、コーチングというシ
ステムがあります。全てのコーチングのセッショ
ンの3分の1以上は人事もしくは企業倫理オフィ
スのような公式な部門へ紹介されます。

促進とは
従業員がオンブズに彼らの問題を公式ルートへ
進めることを許可することです。

却下とは
問題が既に法的相談や公式苦情処理手順などの
公式ルートで対処されている場合は、却下の対象
となります。また、オンブズが従業員と再び連絡
ができなくなった場合も却下となります。
* あらゆる対応において、オンブズは中立で、どこにも属

することなく、偏りのない立場を保ち、公平な立場であ
り続けます。
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典型的なシナリオ
イートンのオンブズ・オフィスは設立以来1万6,000
人以上の人々と電話か実際に会うなどして、世界中
の事業所からさまざまな状況について聞き取りを行

APEXシナリオ
フランクはイートンのデザインエンジニアです。
去年、カールが彼の新しいスーパーバイザーに
なりました。カールは先任者とは異なった期待を
持っており、両者間の関係は初日からと言っても
良いほど険悪な状態だったとフランクが語りま
す。フランクは今年P2のAPEX評価を得ました
が、APEXは今まで常にP3かそれ以上の評価だっ
たので、これは彼を大きく動揺させました。フラン
クはカールの評価には根拠がなく不公平である
として、この評価に強く異議を唱えました。この事
態は両者間の緊張感をさらに高めるだけでし
た。フランクはAPEX評価に対して抗議できるかを
質問するために、また中立で事情に詳しい人か
らの意見を得るためにオンブズ・オフィスに連絡
しました。オンブズとフランクはP2評価の意味を
話し合い、オンブズはフランクに上司がコンピテ
ンシーに『2』の評価を与えた理由を明確に理解
しているかと問いました。フランクはこの理由に
ついて理解していませんでした。

評価に対する抗議に関して、他のマネジャー間で
の調整と二次レベルのマネジャーの署名を得て
最終APEX評価が決定されるので、抗議の手続き
は無いということをオンブズがフランクに説明し
ました。フランクはオンブズからコーチングを受
け、将来に焦点を当て、カールとの関係をなんと
か前進させるために前向きで建設的な方法につ
いて共に検討しました。進捗チェックをしてフラン
クの仕事ぶりをカールがどのように考えているか
を話し合うために、ミーティングを計画すること
に違和感があるかとオンブズがフランクに聞きま
した。フランクはこの方法を試してみることに同
意しました。オンブズが数週間後にフランクに再
度連絡したとき、カールとの仕事上の関係におい
ては、理想的ではないものの、確かに改善された
とフランクが語りました。フランクはコンピテンシ
ーに関してなぜカールが2の評価を与えたかに
ついてより明確になり、さらにこの評価を高める
ために何を改善すべきかを理解していると述べ
ました。

従業員関係
12年間の勤務年数を持つ工場作業員カルメンが
オンブズ・オフィスに電話してきました。カルメン
のチームリーダーが彼女や同僚に対して失礼な
態度をとるとカルメンは主張し、職業倫理に反す
る言葉で職を失うと脅かします。カルメンはこの
状況についてスーパーバイザーとすでに話を
し、しばらくは良い状態になりましたが、好ましく
ない行動がまた始まったと主張しています。スー
パーバイザーに再度この問題を持ちかけること
に気まずさを感じるので、オンブズ・オフィスに電
話することを決めました。

オンブズはカルメンの問題を聞き、幾つかの選択
肢を提示し、それぞれについて長所と短所を検討
しました。カルメンは報復処置を心配して匿名で
人事にこの問題を伝えるようオンブズに依頼しま
した。報復処置はイートンの倫理規定に反するこ
とを注意した上で、オンブズは彼女の代わりに人
事のマネジャーに連絡することに同意しました。
人事のマネジャーが調査した結果、カルメンの申
し立てが確認されました。この後で、人事がチー
ムリーダーと部門のスーパーバイザーの両者に
話をし、チームリーダーの役割とその権限範囲お
よび求められる行動を明確に説明しました。ま
た、スーパーバイザーがチームリーダーにコーチ
ングを行い、毎月人事に進捗状況をフィードバッ
クし、さらにイートン大学の適切なコンピテンシ
ートレーニングをチームリーダーに受講させるこ
とを要請しました。上記の期間中、カルメンがこ
の問題を明るみに出したことは誰にも公表され
ませんでした。

いました。全ての状況は独特なものですが、ある話題は他 
の話題より多く見られます。オンブズが扱う典型的な状況 
を表した4件の事例（フィクションシナリオ）を次に挙げます。

• 問題を次の段階へと進める
上で、どこに連絡するか、ま
たはその方法か分からない 

• 会社の方針や業務方法に精
通した人と、内密に非公式
な話し合いをしたい 

• 選択肢を明らかにし、評価
することを助けるために中
立な相談役が必要である 

• 何かについて情報を得るた
め、または明確にすることが
必要である

• すでに公式なルートを試し
てみた

『オンブズ・オフィスは
有益な手段です－イー
トン文化における有意
義なセーフティネットで
す。』
－イートン従業員

『オンブズは仕事関連
の問題をタイムリーに
解決するために効果的
な促進者です。』
－イートン従業員

『オンブス・オフィスは、
従業員にとって優れた中
立な機関です。従業員の
幸福や健康状態に貢献
し、信頼できます』
－イートン従業員

オンブズはあなたの状況につい
てヒアリングを行い、さらにその
状況を十分に理解するために調
査を行います。その後オンブズと
一緒に妥当な選択肢のリストを
作成し、それぞれの長所と短所を
検討します。選択肢の種類には次
が含まれます。オンブズから別の
手段へのアプローチ方法につい
てコーチングを受ける。問題を解
決する助けとなる情報を取得す
る。オンブズに公式ルートの担当
者と話してもらう、または他の種
類の処置をとる。あなたにとって
最適と思われる選択肢をオンブ
ズではなく、あなたが決めます。

オンブズ・オフィスに連絡す
ると期待できることは？

従業員がオンブズ・オフ
ィスに連絡する理由は？
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倫理的ジレンマ
セーラは、イートンの新しい工場長ミッシェルが
率いる部門の事務アシスタントの仕事を引き受
けました。ミッシェルは在職してまもなく優れた成
果をもたらし、同僚や上級管理職から広く尊敬さ
れていました。

ミッシェルは月次経費報告書の作成のためにセ
ーラに領収書を渡しました。セーラは、今まで他
人の経費報告書を作成した経験はありませんで
したが、会社の経費では許可されていないと思
われる項目の領収書に気付きました。セーラは、
直接ミッシェルに聞こうとも思いましたが、その
経費が正当であった場合、ミッシェルとの職場関
係を危うくすることを恐れ、直接ミッシェルに聞く
ことを躊躇しました。

セーラは、オンブズと極秘に話し合いをすること
を決めました。オンブズと状況や経費の方針を見
直すと共に、グローバル企業倫理オフィスとコン
プライアンスへの連絡など、さまざまな選択肢の
長所と短所を再検討しました。オンブズはグロー
バル企業倫理オフィスに連絡する際、セーラが匿
名を希望した場合、身元を明かす必要がないこ
とを保証しました。オンブズとの話し合いの後、セ
ーラは問題となっている経費はボーダーライン
ぎりぎりだと考えて、彼女自身の不安を取り除く
ために倫理ヘルプラインに電話し倫理オフィス
の解釈を求めました。セーラの電話の結果、倫理
オフィスは彼女の部門のコントローラーに連絡し
ました。コントローラーは報告書の経費を調べ、
その経費が確かに正当でありイートンの方針に
従っていると判断しました。このことは、セーラが
その後電話でフォローした際に彼女に伝えられ
ました。セーラは倫理オフィスの担当者から提供
された援助のおかげでこのジレンマを解決し、心
の平和を取り戻すことができたと感謝していま
す。

時間外勤務のストレス
ターニャが、働いている工場で要求されている時
間外勤務についてオンブズ・オフィスに電話をか
けてきました。多くの従業員が数ヵ月続けて週７
日間働いているとオンブズに話しました。同僚の
多くは疲れていると言い、家族との時間が持てな
いとも言っています。資材が予定通りに調達され
ないか、または週末に使い切ってしまうので、月
曜日には十分な仕事量が無いことが多々ある
と、ターニャが説明しました。この件について、タ
ーニャは数回スーパーバイザーに話をしました
が、状況は調べている、注文の残りへの対応と人
員制約の為であると回答されました。ターニャは
何か他にできることを調べるために、オンブズ・
オフィスに電話することを決心しました。

利用できる選択肢を話し合った後で、ターニャは
匿名でオンブズに工場の人事マネジャーに話す
ことを依頼しました。オンブズはこの問題につい
て人事マネジャーと話し合いました。人事マネジ
ャーは工場の受注残のために時間外勤務が必要
であると説明しましたが、従業員にタイムオフが
必要であることを認め、指導者にこの件について
再度検討してもらうことに同意しました。人事
は、できるだけ多くの時間外勤務を望む従業員が
多数いることも指摘しました。工場のスタッフ
は、月曜日に滞りなく生産作業を進めることがで
きるよう、チームを編成し資材のフロー状況を調
べることを決めました。またこのチームは従業員
が必要とするタイムオフがとれる方法についても
意見を出し合いました。

『オンブズ・オフィスに
初めて連絡した時、私
の問題に耳を傾け問題
解決のために適切な人
へと導いてくれまし
た。』
－イートン従業員

『オンブズとの接触で受けた
コーチング手法、指導、忍耐強
い対応によって、正義感を覚え
るとともに、誠実さを保つため
にオンブズ制度が効果的であ
ることを目撃しました。』
－イートン従業員

『オンブズ・オフィスによって、恐
怖心や報復処置の心配なく問題
を話し合うことができます。オン
ブズ・オフィスへの連絡は容易
で、次の段階へと進むために助
けとなりました。』
－イートン従業員

オンブズはイートンに雇
われている従業員である
なら、中立が維持され守
秘義務が守られているか
を知るには？

イートンがオンブズ・オフィ
スを12年以上も前に立ち上
げたのは、従業員が問題を
提起し、対処するための機
密が守られる安全な場所を
提供するためです。オンブ
ズ・オフィスが守秘義務の公
約を守ることができないの
であるならば、イートンとそ
の従業員はオンブズ・オフィ
スの存在を必要としませ
ん。オンブズ・オフィスは管
理職ではなく、いかなる事
業機能の一部でも無いとい
う点で中立である為、どのよ
うな結果になろうとも利害
関係が絡まないので、公平
な立場を維持することがで
きます。

オンブズ・オフィスを利
用できるのは？

全ての現・元従業員、退職者、
請負業者、臨時・緊急時・パー
トタイムの従業員と実習生
が、仕事関連の問題や疑問を
話し合うためにオンブズ・オフ
ィスを利用できます。
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守秘義務
オンブズマンは、援助を求める従業員との間の
全てのコミュニケーションを機密に取り扱い、
開示が許可されない限り内密のコミュニケーシ
ョンを開示しません。守秘義務の特権の例外
は、差し迫った深刻な害がある場合のみです。

独立性
オンブズマンは組織において構造、機能、存在
は可能な限り最高度に独立しています。

中立性
オンブズマンはどこにも属さず公平を維持しま
す。オンブズマンはいかなる場合にも利害関係
の衝突を発生させるようなことに従事しませ
ん。

非公式
オンブズマンは、持ち込まれた懸念に関して、
非公式な機関である立場として、いかなる公式
な判定手続きまたは事務手続きにも関与しま
せん。オンブズへの連絡は会社に通知しなけれ
ばならないこととは考えられていません。
IOAの倫理規定および実務基準につい 
てもっと詳しくお知りになりたい方は
www.ombudsassociation.org  
にアクセスしてください。

オンブズチーム
左からSophia Qiao、地域オンブズ、アジア-パシフィック担当； 
Terry Boudreau、地域オンブズ、北米担当；Gennette Tripari、 
地域オンブズ、中南米担当；Ilene Butensky、オンブズディレクター； 
Crystal Bahr、準オンブズ、Devyani Singh、地域オンブズ、インド、 
東南アジア、中東、アフリカ、トルコ担当。

IOA実務基準
イートンは国際オンブズマン協会 (IOA) の活発な
メンバーです。イートン従業員のための独立した
機関として、私たちはIOAの組織内オンブズの実
務基準に従っています。



職場の問題に関して
助けを求める
仕事関連の問題についてアドバイスを求める、報告する、対処するための4つの方法。

内密なフリーダイヤル番号
イートンの電話ラインから分離しているので安全です。フリーダイヤル番号をおかけにな
るか、またはAT&Tアクセスコードをかけてからフリーダイヤル番号にてご連絡ください。

アルゼンチン 
0-800-288-5288 + 866-296-6283
オーストラリア 
1800-755-056
カナダ 
1-866-296-6283
ブラジル
0800-8888-288 + 866-296-6283
チリ 
800-360-312 + 866-296-6283
コロンビア 
01-800-911+0010 + 866-296-6283
コスタリカ 
0-800-011-4114 + 866-296-6283
中国 – 本土 
8008-2008-91 (固定電話)   
4008-2008-91 (携帯電話)

ドミニカ共和国 
1-866-296-6283
香港 
800-968-331

インド 
1800-200-3866
アイルランド 
1800-946-348 
インドネシア 
007-803-321-8017
日本 
0034-800-10-0485  
マレーシア 
1800-81-6205
メキシコ 
01-800-112-2020 + 866-296-6283
ニュージーランド 
0800-990-074
フィリピン 
1800-1110-1846 
プエルトリコ 
1-866-296-6283
サウジアラビア 
800-814-2820 
(STC固定と携帯電話ネットワーク)
800-850-0205 
(モビリティ携帯、ザイン携帯、 
アシーブネットワーク) 

シンガポール 
800-321-1121
南アフリカ 
0800-99-9983 
韓国 
080-520-0786 
スイス 
0800-835575
台湾 
0800-088-658
タイ 
001- 800-32-029
トルコ 
00-800-1420-78374 (固定電話ユーザー) 
+90 212 331 4650 (市内通話)   

アラブ首長国連邦 
8000-3570-2896 
英国 
0808-234-5918
米国 
866-296-6283
ベネズエラ 
0-800-552-6288 + 866-296-6283

詳細は www.eaton.com/ombuds 
にアクセスするかまたは  
ombuds@eaton.com  
にEメールをご送信ください。
www.eaton.com/ombuds
オンブズ・オフィスへの連絡は、イー
トンに通知しなければならないこと
とは考えられていません。

上司と話す 人事部門に 
聞く

倫理オフィス
に連絡する

オンブズに 
聞く

上司はあなた自身およ
びあなたの職責ならび
に、安全性、業務評価、
給与またはハラスメン
トなど日常の問題にも
っとも精通している。

あなたの上司が助け
ることができない場
合、または雇用の機
会、昇進、福利厚生な
どについて質問がある
場合、人事部門に連絡
する。

賄賂の授受や窃盗あ
るいは利益の衝突の
ような法的・道徳的な
懸念を報告または相
談する。
国別電話番号はJOEに
あるグローバル企業倫
理オフィスとコンプラ
イアンスのウェブサイ
トに掲載されている。

仕事関連の問題の取
り扱い方や問題を解
決する方法について
中立の立場を保つオ
ンブズパーソンと極
秘に話し合う。
イートンの電話ライ
ンから分離している
ので安全。




