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Close Up

昨年度の事業結果と、今後の 事業の見通し
Ｓｋｙグループの社員数は、2016年10月末現在2,030名となりました。また、業績推移としては2014年度に売上高302億円を

達成、翌2015年度には約402億円に達しました。これもひとえに、優秀な人材の採用に尽力くださった、人材紹介会社の皆さまの

ご支援、ご協力の賜物です。誠にありがとうございます。

今後の事業計画について

採用活動における取り組み

自社パッケージ商品の開発や販売などを主な事業とす

るICTソリューション事業部では、事業部としての売上が

2014年度の約100億円から2015年度には約155億円

となりました。特に、自社パッケージ商品の中でも企業・団

体向けクライアント運用管理ソフトウェア「 SKYSEA 

Client View」では、俳優の藤原竜也さんを広告キャラク

ターに起用してプロモーションを展開。市場においてマイ

ナンバー対策が急がれるなか、標的型攻撃や情報漏洩事

件が相次いだことも後押しとなり、売上を伸ばすことができ

ました。

また、文教市場においては普通教室でタブレット端末を

活用する時代に入り、弊社のタブレット端末対応 授業支

援・学習支援ソフトウェア「SKYMENU Class」の売上も

伸びています。あわせてPCやタブレット端末といったハード

ウェアと、各種ソフトウェアやネットワーク環境構築などを総

合的に提案・導入するSI（システムインテグレーター）事業

にも本格的に取り組み始めました。

こうした背景のなか、紹介会社様からは開発や評価/検

証に携わる技術者をはじめ、営業やインストラクター、シス

テムサポートスタッフ、事務担当者など幅広い職種で多数

の人材をご紹介いただきました。

一方、ソフトウェアの設計・開発・評価/検証を主な事業

とするクライアント・システム開発事業部においては、2014

年度の事業部売上約201億円に対し、2015年度には約

245億円に達しました。2015年度の注力事業として業務

系システム分野、カーエレクトロニクス分野、ソフトウェア評

価/検証分野を挙げました。皆さまより優秀な技術者を多

数ご紹介いただき、さらに、技術者以外の営業や事務担当

者などを多数ご紹介いただいたことで、これら注力事業の

すべてで売上を伸ばすことができました。

はあえて“商売”という日本語にしました。商売という言葉に

はさまざま意味がありますが、弊社では「物を売り買いして

利益を得る」と定義しています。

しかし、弊社だけが利益を追求したのでは商売は成り立

ちません。人材の採用にご協力いただいている人材紹介

会社の皆さまの利益が欠かせません。そして、中途入社さ

れた社員の方 も々、Ｓｋｙでやりがいのある仕事や働きやす

い環境を得て、いきいきと活躍できるという利益も含めて、

Win-Win-Winの関係を作る「三方よし」の考えがあってこ

そ、商売は成り立つものだと考えています。弊社は、社員数

2,000名を超えました。2018年度には3,000名体制を目

指しています。そして、2020年度には1,000億円企業に

なるという目標を掲げています。

現在、ソフトウェア業界は深刻な人手不足が続いている

なか、売り手市場において各社からの求人案件も多いかと

存じますが、今一度、Ｓｋｙ株式会社にも目を向けていただき、

多くの転職希望者の方 を々ご紹介いただければ幸いです。

弊社の採用キーワードは「好働力（こうどうりょく）」。これ

は、働くことが好きな方に集まってもらいたいというメッセー

ジです。「好働力」という言葉に込めた思いに共感いただけ

る方や、Ｓｋｙ株式会社とともに成長したいと思ってもらえる

方を、今後も採用していきたいと考えています。

2014年度（2015年卒）には31名だった新卒入社数

は、2015年度に110名へと拡大し、本年度はさらに200

名を目標に採用活動を行っています。前述のとおり、弊社

は近年プロモーションにも注力しており、2016年度も継

続して取り組んでいます。商品プロモーションに加えて、

「好働力」をメッセージに掲げた採用広告を日経新聞に掲

載、関西圏では新卒採用のテレビCMも放映いたしました。

こうした取り組みもあり、2017年卒を対象としたマイナビ様

の「就職企業人気ランキング」では、理系総合部門で73

位、ソフトウェア・インターネット部門では4位を獲得すること

ができました。しかし、そのほかの調査における評価はそれ

ほど高いとは言えない状況です。引き続き、求職者にとって

魅力ある企業となれるように改善努力を積み重ねてまいり

ます。中途入社社員についても、2015年度には270名を

採用し、本年度も300名の採用計画を立てています。

2 0 1 6 年 度は、売 上 高 4 4 0 億 円 以 上を目標に、

「SHOBAI440↑（商売440以上）」というスローガンを掲

げています。一般的には「ビジネス」と言うところを、弊社で
広告キャラクターに俳優の藤原竜也さんを起用し、テレビＣＭや新聞広告をはじめ、多くの
媒体へ出稿。認知度・信頼度の向上に努めています。

2015年度（前年度）までの業績推移
2016年度採用計画
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山宮 健司 Key  Pe rson  I n te r v i ew

Key Person Interview

Key Person

Ｓｋｙが求める人物像とは
～現場面接官に聞く今後の展望～

キャリア採用で中途入社される方に対して、Ｓｋｙが求めるものとは。

ソフトウェアの受託開発および評価/検証を手がけるクライアント・システム開発事業部で、現場面接を主に担

当している3名の社員に対して、人材紹介会社各社のアドバイザーの方にインタビューをしていただきました。

事業部の現状と今後を踏まえて、技術者に求める人物像についてお伝えします。 ［2016年9月取材］

です。既存のお客様との関係を深めて業務の拡大を図ると

ともに、新規顧客の開拓も進めています。

　特に医療分野は、高齢化に向けてニーズが見込まれます

ので、弊社としても強化に取り組んでいます。また、内視鏡カ

メラの開発経験を生かして、そこで集めたデータを蓄積、分

析するサーバーの開発とサービス展開も進めています。デジ

タルカメラの開発業務のなかで培ってきた光学系、画像処

理関係の技術をお客様から評価いただいています。

ー所属されている事業部のグループ構成や規模、今後

の方針についてお聞かせください。

　クライアント・システム開発事業部（以下、CSD事業部）に

は現在、事業部全体で1,100名の社員がおり、パートナー様

を含めた技術者は2,700名にのぼります。そのなかで、組込

み系の技術者として1,300～1,500名が在籍しています。

　事業部は大きくグループ制を敷いており、MFPグルー

プ、デジカメグループ、カーエレクトロニクスグループ、ビジネ

スソリューショングループ、モバイルソリューショングループ、

メディカルグループ、評価/検証グループ、エネルギーグ

ループの8グループで構成されています。業界・分野として

は、車関係、複合機、デジタルカメラ、エネルギー、医療、モバ

イルエンタープライズと携帯端末関係があります。かつては

複合機やカーエレクトロニクス分野が強く、業務構成比とし

ても大きなシェアを占めていましたが、現在は弊社代表の方

針として、対応できる業界、業務の拡大を進めているところ

ー事業部の現在の業務状況についてお聞かせください。

　事業部全体としては、車関係の業務の受注が増えてき

ており、エリアとしては特に関東地域での受注が多くなって

きている状況です。

　弊社は以前からカーナビゲーションの開発に携わってお

り、自動車部品サプライヤー様とも長くおつきあいがありま

す。組込み機器の開発は弊社の得意分野で、車内の機器

制御の開発に関する引き合いも増えています。また、最近で

は自動車のシステムに占めるソフトウェアの割合も大きく

なってきて、自動運転制御の開発も増えてきています。この

ような成果が見えてきたのは、この3、4年、名古屋地域での

業務拡大に力を入れるなど、会社として取り組みを強化して

きた結果だと思っています。

ー事業部としての今後の取り組みについてお聞かせく

ださい。

　弊社では、自社商品の開発・販売を行っているICTソ

リューション事業部が、展示会などに商品の出展を行って

います。CSD事業部でも今後、同じように組込み系の展示

会などに出展し、自分たちの技術や、お客様にご提案して

いるアプリケーションなどをご紹介していければと考えてい

ます。まだ予定ではありますが、画像認識技術を応用したア

プリケーションなどをコンテンツとして用意し、知名度アップ

を図ろうと検討しています。

ー事業部の現状も踏まえて、求める人物像についてお聞

かせください。

　必要な技術としては、C＋＋、Javaのオブジェクト指向言

語がベースになると思います。人物的には元気でまじめであ

ること、かつチームとして仕事ができるかどうかを重視してい

ます。ソフトウェア業界は、技術者が1人で黙 と々作業をして

いるイメージを持たれがちですが、特に弊社では開発レ

ビューやミーティングなどの打ち合わせも多く、チームで話し

合う機会が多いです。プログラムはなかなか1人では作れま

せんから、3～4人から10人、場合によっては30～40人と

いったチームでの作業が多くなってきます。ですので、個人

志向が強い方、自分の技術を磨くことに重きを置いている

方では、難しいと思います。

　もちろん、基本は技術者ですので、技術を磨くことは大切

にしていただきたいですが、それに加えて技術をチームでどう

生かすかということを考えてほしいと思っています。私自身も

技術者でしたので、プログラミングや設計をするのは大好き

です。日ごろ、技術書を読むのも好奇心を持って取り組んで

います。ただ、実際に仕事をする上では、それを最優先に考

えるのか、チームとして生かそうとするのか、その違いは大き

いと感じます。

　面接をさせていただくときには、過去にどういうかたちで仕

事をされてきたのか、チームで働くときに何に重点を置かれ

ていたのか、ということを伺うことが多いです。チームの成果

物の品質アップに対して、どんな観点で取り組んできたか、

具体的なお話を聞かせていただいたり、場合によってはチー

ムで力を発揮しにくい状況に置かれることもあると思います

ので、そんな状況に対してどう感じられていたかも伺うように

しています。

　組込み系の業務は、弊社では創業当初から技術が培わ

れてきた分野です。組込みの魅力は、モノが動くこと、それを

間近で見られるところだと思いますので、1人でも多くの方

にＳｋｙを魅力的だと感じていただければと思いますね。

自分の技術を
チームでどう生かすかを
考えられる方が理想です。
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です。既存のお客様との関係を深めて業務の拡大を図ると

ともに、新規顧客の開拓も進めています。

　特に医療分野は、高齢化に向けてニーズが見込まれます

ので、弊社としても強化に取り組んでいます。また、内視鏡カ

メラの開発経験を生かして、そこで集めたデータを蓄積、分

析するサーバーの開発とサービス展開も進めています。デジ

タルカメラの開発業務のなかで培ってきた光学系、画像処

理関係の技術をお客様から評価いただいています。

ー所属されている事業部のグループ構成や規模、今後

の方針についてお聞かせください。

　クライアント・システム開発事業部（以下、CSD事業部）に

は現在、事業部全体で1,100名の社員がおり、パートナー様

を含めた技術者は2,700名にのぼります。そのなかで、組込

み系の技術者として1,300～1,500名が在籍しています。

　事業部は大きくグループ制を敷いており、MFPグルー

プ、デジカメグループ、カーエレクトロニクスグループ、ビジネ

スソリューショングループ、モバイルソリューショングループ、

メディカルグループ、評価/検証グループ、エネルギーグ

ループの8グループで構成されています。業界・分野として

は、車関係、複合機、デジタルカメラ、エネルギー、医療、モバ

イルエンタープライズと携帯端末関係があります。かつては

複合機やカーエレクトロニクス分野が強く、業務構成比とし
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針として、対応できる業界、業務の拡大を進めているところ
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　事業部全体としては、車関係の業務の受注が増えてき

ており、エリアとしては特に関東地域での受注が多くなって

きている状況です。

　弊社は以前からカーナビゲーションの開発に携わってお

り、自動車部品サプライヤー様とも長くおつきあいがありま

す。組込み機器の開発は弊社の得意分野で、車内の機器

制御の開発に関する引き合いも増えています。また、最近で

は自動車のシステムに占めるソフトウェアの割合も大きく

なってきて、自動運転制御の開発も増えてきています。この

ような成果が見えてきたのは、この3、4年、名古屋地域での

業務拡大に力を入れるなど、会社として取り組みを強化して

きた結果だと思っています。

ー事業部としての今後の取り組みについてお聞かせく

ださい。

　弊社では、自社商品の開発・販売を行っているICTソ

リューション事業部が、展示会などに商品の出展を行って

います。CSD事業部でも今後、同じように組込み系の展示

会などに出展し、自分たちの技術や、お客様にご提案して

いるアプリケーションなどをご紹介していければと考えてい

ます。まだ予定ではありますが、画像認識技術を応用したア

プリケーションなどをコンテンツとして用意し、知名度アップ

を図ろうと検討しています。

ー事業部の現状も踏まえて、求める人物像についてお聞

かせください。

　必要な技術としては、C＋＋、Javaのオブジェクト指向言

語がベースになると思います。人物的には元気でまじめであ

ること、かつチームとして仕事ができるかどうかを重視してい

ます。ソフトウェア業界は、技術者が1人で黙 と々作業をして

いるイメージを持たれがちですが、特に弊社では開発レ

ビューやミーティングなどの打ち合わせも多く、チームで話し

合う機会が多いです。プログラムはなかなか1人では作れま

せんから、3～4人から10人、場合によっては30～40人と

いったチームでの作業が多くなってきます。ですので、個人

志向が強い方、自分の技術を磨くことに重きを置いている

方では、難しいと思います。

　もちろん、基本は技術者ですので、技術を磨くことは大切

にしていただきたいですが、それに加えて技術をチームでどう

生かすかということを考えてほしいと思っています。私自身も

技術者でしたので、プログラミングや設計をするのは大好き

です。日ごろ、技術書を読むのも好奇心を持って取り組んで

います。ただ、実際に仕事をする上では、それを最優先に考

えるのか、チームとして生かそうとするのか、その違いは大き

いと感じます。

　面接をさせていただくときには、過去にどういうかたちで仕

事をされてきたのか、チームで働くときに何に重点を置かれ

ていたのか、ということを伺うことが多いです。チームの成果

物の品質アップに対して、どんな観点で取り組んできたか、

具体的なお話を聞かせていただいたり、場合によってはチー

ムで力を発揮しにくい状況に置かれることもあると思います

ので、そんな状況に対してどう感じられていたかも伺うように

しています。

　組込み系の業務は、弊社では創業当初から技術が培わ

れてきた分野です。組込みの魅力は、モノが動くこと、それを

間近で見られるところだと思いますので、1人でも多くの方

にＳｋｙを魅力的だと感じていただければと思いますね。

自分の技術を
チームでどう生かすかを
考えられる方が理想です。
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です。既存のお客様との関係を深めて業務の拡大を図ると

ともに、新規顧客の開拓も進めています。

　特に医療分野は、高齢化に向けてニーズが見込まれます

ので、弊社としても強化に取り組んでいます。また、内視鏡カ

メラの開発経験を生かして、そこで集めたデータを蓄積、分

析するサーバーの開発とサービス展開も進めています。デジ

タルカメラの開発業務のなかで培ってきた光学系、画像処

理関係の技術をお客様から評価いただいています。

ー所属されている事業部のグループ構成や規模、今後

の方針についてお聞かせください。

　クライアント・システム開発事業部（以下、CSD事業部）に

は現在、事業部全体で1,100名の社員がおり、パートナー様

を含めた技術者は2,700名にのぼります。そのなかで、組込

み系の技術者として1,300～1,500名が在籍しています。

　事業部は大きくグループ制を敷いており、MFPグルー

プ、デジカメグループ、カーエレクトロニクスグループ、ビジネ

スソリューショングループ、モバイルソリューショングループ、

メディカルグループ、評価/検証グループ、エネルギーグ

ループの8グループで構成されています。業界・分野として

は、車関係、複合機、デジタルカメラ、エネルギー、医療、モバ

イルエンタープライズと携帯端末関係があります。かつては

複合機やカーエレクトロニクス分野が強く、業務構成比とし

ても大きなシェアを占めていましたが、現在は弊社代表の方

針として、対応できる業界、業務の拡大を進めているところ

ー事業部の現在の業務状況についてお聞かせください。

　事業部全体としては、車関係の業務の受注が増えてき

ており、エリアとしては特に関東地域での受注が多くなって

きている状況です。

　弊社は以前からカーナビゲーションの開発に携わってお

り、自動車部品サプライヤー様とも長くおつきあいがありま

す。組込み機器の開発は弊社の得意分野で、車内の機器

制御の開発に関する引き合いも増えています。また、最近で

は自動車のシステムに占めるソフトウェアの割合も大きく

なってきて、自動運転制御の開発も増えてきています。この

ような成果が見えてきたのは、この3、4年、名古屋地域での

業務拡大に力を入れるなど、会社として取り組みを強化して

きた結果だと思っています。

ー事業部としての今後の取り組みについてお聞かせく

ださい。

　弊社では、自社商品の開発・販売を行っているICTソ

リューション事業部が、展示会などに商品の出展を行って

います。CSD事業部でも今後、同じように組込み系の展示

会などに出展し、自分たちの技術や、お客様にご提案して

いるアプリケーションなどをご紹介していければと考えてい

ます。まだ予定ではありますが、画像認識技術を応用したア

プリケーションなどをコンテンツとして用意し、知名度アップ

を図ろうと検討しています。

ー事業部の現状も踏まえて、求める人物像についてお聞

かせください。

　必要な技術としては、C＋＋、Javaのオブジェクト指向言

語がベースになると思います。人物的には元気でまじめであ

ること、かつチームとして仕事ができるかどうかを重視してい

ます。ソフトウェア業界は、技術者が1人で黙 と々作業をして

いるイメージを持たれがちですが、特に弊社では開発レ

ビューやミーティングなどの打ち合わせも多く、チームで話し

合う機会が多いです。プログラムはなかなか1人では作れま

せんから、3～4人から10人、場合によっては30～40人と

いったチームでの作業が多くなってきます。ですので、個人

志向が強い方、自分の技術を磨くことに重きを置いている

方では、難しいと思います。

　もちろん、基本は技術者ですので、技術を磨くことは大切

にしていただきたいですが、それに加えて技術をチームでどう

生かすかということを考えてほしいと思っています。私自身も

技術者でしたので、プログラミングや設計をするのは大好き

です。日ごろ、技術書を読むのも好奇心を持って取り組んで

います。ただ、実際に仕事をする上では、それを最優先に考

えるのか、チームとして生かそうとするのか、その違いは大き

いと感じます。

　面接をさせていただくときには、過去にどういうかたちで仕

事をされてきたのか、チームで働くときに何に重点を置かれ

ていたのか、ということを伺うことが多いです。チームの成果

物の品質アップに対して、どんな観点で取り組んできたか、

具体的なお話を聞かせていただいたり、場合によってはチー

ムで力を発揮しにくい状況に置かれることもあると思います

ので、そんな状況に対してどう感じられていたかも伺うように

しています。

　組込み系の業務は、弊社では創業当初から技術が培わ

れてきた分野です。組込みの魅力は、モノが動くこと、それを

間近で見られるところだと思いますので、1人でも多くの方

にＳｋｙを魅力的だと感じていただければと思いますね。

長谷川 博之 Key  Pe rson  I n te r v i ew

　開発を行っていく上で、技術力は絶対に必要なもので

す。ただ、そういった技術力をどう生かしていくのかを考えら

れないと、私どもの事業部で上にあがっていくのは難しい。

技術は手段だと思うので、それをどう顧客満足に結びつけ

ていくのか、そういう発想・マインドを持った方が理想だと思

います。

ー採用面接を担当される際に気をつけていることは？

　まずは先ほど申し上げたＳｋｙの社風にマッチするかどう

かは、お話させていただくなかで見ています。

　また、過去の経験も大事ですので、今までの開発業務

の経験年数であるとか、どのような経験を積んでこられたの

か技術的な質問もさせていただいています。

　あと、よくお伺いするのは転職の理由ですね。なぜ今働

かれている会社を辞めてまで転職を考えておられるのか、

今の会社でもご自身が希望する仕事ができるのではない

か、といった部分は確認するようにしています。そういった

履歴書などの書面には書かれていない本質的な理由であ

るとか、今の会社の現状などをお伺いして、それに対して

素直に答えていただける方かどうか、という点は見るように

しています。

　過去経験してきたプロジェクトで、どういう苦労をしてき

たのか、ということもよくお聞きします。仕事がよくできる方

のなかには、こういう苦しい経験をあまりされておらず、人の

痛みであるとか、できない人の気持ちを理解できない（しな

い）方、謙虚ではない方もいらっしゃると感じています。「問

題なくやってこられました」というのは要注意だと思ってい

ますので、そう感じた方に対しては、もう少し深掘りして質

問させていただいたり、何か困ったことがあったときに素直

に誰かに相談することができていたか、といったことも伺っ

たりします。

　今後の5か年計画においても、BSグループは弊社の中

でも勢いのあるグループの1つだと思っています。5年後の

売上目標140億円に向けて動いていくとなると、グループ

を現在の3倍以上の規模にしていく必要があります。その

なかで、これから入社される方々が活躍し、成長していける

フィールドは、ものすごくたくさんあるのではないかと感じて

います。 

ー今後の事業計画についてお聞かせください。

　2020年までの5か年計画というものがありまして、会社

全体としては今年度が売上440億円以上、東京オリン

ピックが開催される2020年度には売上1,000億円を目

指すという事業計画が立てられています。そのなかで、私

が所属するクライアント・システム開発事業部と、自社パッ

ケージ商品の開発を行っているICTソリューション事業部

でそれぞれ売上500億円を目指すことになります。

ービジネスソリューショングループの現在の状況につい

てお聞かせください。

　ビジネスソリューショングループ（以下、BSグループ）は、

今年の10月に現在のモバイルグループと分離し、独立し

たグループで、主に業務系 / Web系システムの受託開発

を行っています。

　今年度は、4月から新規のユーザーとして7社から受注を

いただくことができました。既存のユーザー様からの受注再

開をいただいたケースと合わせて、12社から新たにお仕事

をいただけたことは良かったと思います。ユーザー様の業

種でいうと、放送業界、重工業関係、あとは人材紹介会社

のお客様が増えたことが特徴だと思います。

　今後、将来に向けては、お客様からいただいたお仕事を

こなすだけでなく、SIerとしてお客様にご提案をさせていた

だけるような立場になっていかなければなりませんので、現

在はそのための準備を進めているところです。

自分たちだけでなく
お客様の利益も
考えられることが大切。
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クライアント・システム開発事業部 技術部　
ビジネスソリューショングループ 副事業部長

長谷川 博之 

業務系ビジネスシステム開発事業

　BSグループとしては、2020年度の売上計画が140億

円。今年度の目標が40億円以上なので、100億円の開

きがあります。これは、今のビジネスモデルだけでは実現で

きない数字です。そのためにも、グループとしてSIerを目指

していかなければならないと感じています。

　そこで、パッケージ商品の分野で深いおつきあいをさせ

ていただいている、マイクロソフト社の製品のソリューション

を手がけていこうとしています。具体的には、顧客管理や

行 動 管 理 、案 件 管 理などで利 用するM i c r o s o f t 

Dynamics CRMのパッケージや、クラウドではAzure

などです。これら分野について、社内の有識者を増やす

ために、資格を取得していくように会社として動いていっ

ています。

ーBSグループとして求められるスキルについてお聞か

せください。

　技術面で言えば、Java、C＃などはもちろんですが、最近

ではPHPや、今後AIによる機械学習などの開発でも取り

入れられてくるRubyやPythonなどのスクリプト言語も必

要になると思います。そのため、これら言語の有識者も採

用していけるように動いているところです。

　メインフレームでのアプリケーション開発で使われる

COBOLなどの言語についても、弊社が金融業界へのア

プローチに出遅れていたこともあり、今まではそれほど注力

していませんでした。ただ最近は、メインフレームのWeb化

というニーズもあり、ある程度COBOLの知識を持つ人員

も必要になってきています。COBOLの知識を持ちつつ、

Web化する際にJavaの知識を生かすことができるような

方についても、今後は採用の幅を広げていこうと考えてい

ます。

ー人物面で求められていることは？

　20代の若手を採用する際には、マネジメント能力などよ

りも、言語知識をしっかりと理解して、まずはプログラミング

ができる方、それほどバリバリできなくてもポテンシャルをお

持ちの方を採用しています。

　弊社では、「商売」「謙虚・素直・感謝・元気」というキー

ワードを大切にしていますので、この社風にマッチする人物

かどうかは、面接の際に確認するようにしていますね。あと

は、アウトプットが多くできる方かどうかも見ています。社内

外のキーマンを巻き込んで、業務をどんどん前に倒していく

のが、Sｋｙが求めている開発スタイルですので、アウトプッ

トができない方だと、このスタイルに合わなくなっていってし

まうと思います。

　開発職の場合、キャリアパスとしてはいわゆる「ゼネラリ

スト系」と「スペシャリスト系」の2つになってくると思うので

すが、私どもの事業部では、どちらかというとスペシャリスト

系よりも、ゼネラリスト系の社員が多いのが特徴ではない

かと感じています。

　スペシャリストというのは、自社商品やサービスを展開し

ていく際など、オリジナリティーが求められるような場面では

とても大事だと思います。ただ、私どものグループ、事業部

のビジネスモデルにおいては、スペシャリストではお客様の

満足を追求するのはかなり厳しいと思っています。私ども

が考える「商売」では、自分たちもしっかりと利益を生んで

商売していかなければなりませんが、同時にお客様にも勝

ち組になっていただかないといけない。このバランスをうまく

取れるゼネラリストでないと、弊社でマネージャーとして働く

のは難しいと思います。

株式会社マイナビ　
紹介事業本部 第3営業統括部 IT領域営業部 
営業1課 課長

長濱 啓太
Profile●SIerやソフトウェアベンダー、EC・情報
サイトなどIT業界の法人営業を担当。現在、課
員7名のマネジメントを行いつつ、自身でコンサ
ルティングファーム2社を受け持つ。
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いと感じます。

　面接をさせていただくときには、過去にどういうかたちで仕

事をされてきたのか、チームで働くときに何に重点を置かれ

ていたのか、ということを伺うことが多いです。チームの成果
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　開発を行っていく上で、技術力は絶対に必要なもので

す。ただ、そういった技術力をどう生かしていくのかを考えら

れないと、私どもの事業部で上にあがっていくのは難しい。

技術は手段だと思うので、それをどう顧客満足に結びつけ

ていくのか、そういう発想・マインドを持った方が理想だと思

います。

ー採用面接を担当される際に気をつけていることは？

　まずは先ほど申し上げたＳｋｙの社風にマッチするかどう

かは、お話させていただくなかで見ています。

　また、過去の経験も大事ですので、今までの開発業務

の経験年数であるとか、どのような経験を積んでこられたの

か技術的な質問もさせていただいています。

　あと、よくお伺いするのは転職の理由ですね。なぜ今働

かれている会社を辞めてまで転職を考えておられるのか、

今の会社でもご自身が希望する仕事ができるのではない
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の経験年数であるとか、どのような経験を積んでこられたの

か技術的な質問もさせていただいています。

　あと、よくお伺いするのは転職の理由ですね。なぜ今働

かれている会社を辞めてまで転職を考えておられるのか、

今の会社でもご自身が希望する仕事ができるのではない

か、といった部分は確認するようにしています。そういった

履歴書などの書面には書かれていない本質的な理由であ

るとか、今の会社の現状などをお伺いして、それに対して

素直に答えていただける方かどうか、という点は見るように

しています。

　過去経験してきたプロジェクトで、どういう苦労をしてき

たのか、ということもよくお聞きします。仕事がよくできる方

のなかには、こういう苦しい経験をあまりされておらず、人の

痛みであるとか、できない人の気持ちを理解できない（しな

い）方、謙虚ではない方もいらっしゃると感じています。「問

題なくやってこられました」というのは要注意だと思ってい

ますので、そう感じた方に対しては、もう少し深掘りして質

問させていただいたり、何か困ったことがあったときに素直

に誰かに相談することができていたか、といったことも伺っ

たりします。

　今後の5か年計画においても、BSグループは弊社の中

でも勢いのあるグループの1つだと思っています。5年後の

売上目標140億円に向けて動いていくとなると、グループ

を現在の3倍以上の規模にしていく必要があります。その

なかで、これから入社される方々が活躍し、成長していける

フィールドは、ものすごくたくさんあるのではないかと感じて

います。 

ー今後の事業計画についてお聞かせください。

　2020年までの5か年計画というものがありまして、会社

全体としては今年度が売上440億円以上、東京オリン

ピックが開催される2020年度には売上1,000億円を目

指すという事業計画が立てられています。そのなかで、私

が所属するクライアント・システム開発事業部と、自社パッ

ケージ商品の開発を行っているICTソリューション事業部

でそれぞれ売上500億円を目指すことになります。

ービジネスソリューショングループの現在の状況につい

てお聞かせください。

　ビジネスソリューショングループ（以下、BSグループ）は、

今年の10月に現在のモバイルグループと分離し、独立し

たグループで、主に業務系 / Web系システムの受託開発

を行っています。

　今年度は、4月から新規のユーザーとして7社から受注を

いただくことができました。既存のユーザー様からの受注再

開をいただいたケースと合わせて、12社から新たにお仕事

をいただけたことは良かったと思います。ユーザー様の業

種でいうと、放送業界、重工業関係、あとは人材紹介会社

のお客様が増えたことが特徴だと思います。

　今後、将来に向けては、お客様からいただいたお仕事を

こなすだけでなく、SIerとしてお客様にご提案をさせていた

だけるような立場になっていかなければなりませんので、現

在はそのための準備を進めているところです。

　BSグループとしては、2020年度の売上計画が140億

円。今年度の目標が40億円以上なので、100億円の開

きがあります。これは、今のビジネスモデルだけでは実現で

きない数字です。そのためにも、グループとしてSIerを目指

していかなければならないと感じています。

　そこで、パッケージ商品の分野で深いおつきあいをさせ

ていただいている、マイクロソフト社の製品のソリューション

を手がけていこうとしています。具体的には、顧客管理や

行 動 管 理 、案 件 管 理などで利 用するM i c r o s o f t 

Dynamics CRMのパッケージや、クラウドではAzure

などです。これら分野について、社内の有識者を増やす

ために、資格を取得していくように会社として動いていっ

ています。

ーBSグループとして求められるスキルについてお聞か

せください。

　技術面で言えば、Java、C＃などはもちろんですが、最近

ではPHPや、今後AIによる機械学習などの開発でも取り

入れられてくるRubyやPythonなどのスクリプト言語も必

要になると思います。そのため、これら言語の有識者も採

用していけるように動いているところです。

　メインフレームでのアプリケーション開発で使われる

COBOLなどの言語についても、弊社が金融業界へのア

プローチに出遅れていたこともあり、今まではそれほど注力

していませんでした。ただ最近は、メインフレームのWeb化

というニーズもあり、ある程度COBOLの知識を持つ人員

も必要になってきています。COBOLの知識を持ちつつ、

Web化する際にJavaの知識を生かすことができるような

方についても、今後は採用の幅を広げていこうと考えてい

ます。

ー人物面で求められていることは？

　20代の若手を採用する際には、マネジメント能力などよ

りも、言語知識をしっかりと理解して、まずはプログラミング

ができる方、それほどバリバリできなくてもポテンシャルをお

持ちの方を採用しています。

　弊社では、「商売」「謙虚・素直・感謝・元気」というキー

ワードを大切にしていますので、この社風にマッチする人物

かどうかは、面接の際に確認するようにしていますね。あと

は、アウトプットが多くできる方かどうかも見ています。社内

外のキーマンを巻き込んで、業務をどんどん前に倒していく

のが、Sｋｙが求めている開発スタイルですので、アウトプッ

トができない方だと、このスタイルに合わなくなっていってし

まうと思います。

　開発職の場合、キャリアパスとしてはいわゆる「ゼネラリ

スト系」と「スペシャリスト系」の2つになってくると思うので

すが、私どもの事業部では、どちらかというとスペシャリスト

系よりも、ゼネラリスト系の社員が多いのが特徴ではない

かと感じています。

　スペシャリストというのは、自社商品やサービスを展開し

ていく際など、オリジナリティーが求められるような場面では

とても大事だと思います。ただ、私どものグループ、事業部

のビジネスモデルにおいては、スペシャリストではお客様の

満足を追求するのはかなり厳しいと思っています。私ども

が考える「商売」では、自分たちもしっかりと利益を生んで

商売していかなければなりませんが、同時にお客様にも勝

ち組になっていただかないといけない。このバランスをうまく

取れるゼネラリストでないと、弊社でマネージャーとして働く

のは難しいと思います。

長谷川 博之 Key  Pe rson  I n te r v i ew
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ーSｋｙの評価/検証グループで働くことの魅力、やりが

いについてお聞かせください

　評価/検証では、業務を行う対象のプロジェクトはお客

様のものですし、評価/検証項目もお客様が決められたも

のに従って行われることが多いと思います。そのため、業

務の内容としては、他社の評価/検証とあまり変わらない

かもしれません。

　そんななかで、弊社が競合他社と圧倒的に違うと感じて

いるのは、入社後、どのように成長していっていただくか、と

いうキャリアパスの部分です。

　中途入社の方に対しては、入社後にまず「教科書」を読

んでいただいています。かなりボリュームのあるもので、弊

社の評価/検証業務を行う上で必要な知識が集約された

冊子になっています。まずは商売の進め方や拠点・チーム

のまとめ方から始まり、パートナー企業様とのかかわり方、

検証技術に関する知識など、さまざまな情報を網羅的に記

載しています。この教科書は、既存の中途入社社員やそ

のほかの現場の社員たちが毎週ミーティングを行いながら

ブラッシュアップして作成しています。

　競合他社におけるテスターとは違い、弊社では中途入

社された方に、まずは最低でも5名以上のメンバーをまと

めなければならないリーダーとして業務をスタートしていた

だきます。社員比率を見ていただければわかりますが、社

員約200名に対してパートナー企業の方が650名在籍し

ていますので、社員1名がパートナーの方4、5名をまとめ

ながら仕事をしていることになります。新卒の方について

も、入社2、3年後には同じような立場を目指してもらって

います。

　入社してすぐにマネージャーの役割を担う必要がありま

すので、競合他社ではすぐには携わらないような、原価の

計算であったり、パートナー企業様との交渉などについて

も指導させていただいています。中途入社の方については

前職での経験によって一概には言えませんが、他社で課

長・部長クラスでお仕事をされていた方であれば、これら業

務をすぐにこなすことは可能かもしれません。新卒の場合

でも、2、3年くらいでこの職務をマスターしているので、テス

ターとしての仕事しかされていなかった中途入社の方も2、

3年あればマネージャーとしての職務がマスターいただける

と思います。

ーどのような方が、Skyの評価/検証グループで力を発

揮していただきやすいでしょうか。

　チームをまとめていくためには、技術的なこともそうですが、

やはり人間的な部分での能力が重要になってくるのではな

いかと思います。弊社の評価/検証チームのメンバーは、例

えば50歳でプログラミングの業務は難しい方や、最近学校

を卒業されたまだまだ経験の浅い方まで、本当に千差万別

です。そういう方々が10～20名集まったチームをまとめて、

テスト作業をしていかなければいけません。時にはご年配で

具合の悪そうな方に声を掛けて体調を気遣ってあげたり。同

年代、同種の人たちをとりまとめていくわけではないので、難

易度がすごく高い。そういったなかでも、チームをまとめていけ

る能力がある方を採用していきたいと思っています。

　このような理由から、評価/検証グループの面接では、ほ

かの開発グループの面接よりも人間性を重要視していま

す。30代半ばくらいの経験者も欲しいし、20代で経験は

少ないがこれから伸びていく可能性がある素直な人も欲し

い。でも一番は、素直に仕事を頑張って自分が成長して、

会社に貢献して評価されたい、と考えてくださる方に入社

していただきたいですね。

ー評価/検証グループの現在の状況についてお聞かせ

ください。

　弊社の評価/検証ビジネスは、2年前は売上25億円

だったところが、現在は50億円まで伸びてきています。社

員数も当時は150名でしたが、中途入社・新卒あわせて

230名が入社、パートナー企業様の社員も400名から

670名に増えたことから、現在は約950名の体制にまで

大きくなりました。

ーグループとしての今後の事業展開についてお聞かせ

ください。

　弊社が評価/検証業務を受注しているお客様は、業種

で言うと8、9割が製造業になります。ただ、今後は金融、

医療、電力といった業界も含めて、国が力を入れていく産

業、これから伸びていく産業に対して、どれだけアプローチ

をかけていけるかが重要だと考えています。

　中でも、特に拡大を狙いたいのが、金融業界。証券、保

険、銀行などの分野に対して開発業務も含めて営業をかけ

ていきたいと考えています。もともと金融はセキュリティに対

する認識が厳しく、スマートフォンなどの持ち出しが可能な端

末にシステムを入れることに懸念を持たれることも多く、クラ

ウドサービスの導入などもってのほか、という感じの業界でし

た。それがようやく変化してきて、今後はソフトウェアサービス

を活用されることも増えてくると感じています。

明確なキャリアパスと
成長の早さが
Ｓｋｙの強みです。

Key Person

クライアント・システム開発事業部 技術部　
モバイルソリューショングループ 副事業部長 

貴田 久善 

ソフトウェア評価/検証事業

貴田 久善 Key  Pe rson  I n te r v i ew
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介サービス担当部署に所属。エンジニア向けの
キャリアアドバイザーとしての経験が長く、現在
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ーSｋｙの評価/検証グループで働くことの魅力、やりが

いについてお聞かせください

　評価/検証では、業務を行う対象のプロジェクトはお客

様のものですし、評価/検証項目もお客様が決められたも

のに従って行われることが多いと思います。そのため、業

務の内容としては、他社の評価/検証とあまり変わらない

かもしれません。

　そんななかで、弊社が競合他社と圧倒的に違うと感じて

いるのは、入社後、どのように成長していっていただくか、と

いうキャリアパスの部分です。

　中途入社の方に対しては、入社後にまず「教科書」を読

んでいただいています。かなりボリュームのあるもので、弊

社の評価/検証業務を行う上で必要な知識が集約された

冊子になっています。まずは商売の進め方や拠点・チーム

のまとめ方から始まり、パートナー企業様とのかかわり方、

検証技術に関する知識など、さまざまな情報を網羅的に記

載しています。この教科書は、既存の中途入社社員やそ

のほかの現場の社員たちが毎週ミーティングを行いながら

ブラッシュアップして作成しています。

　競合他社におけるテスターとは違い、弊社では中途入

社された方に、まずは最低でも5名以上のメンバーをまと

めなければならないリーダーとして業務をスタートしていた

だきます。社員比率を見ていただければわかりますが、社

員約200名に対してパートナー企業の方が650名在籍し

ていますので、社員1名がパートナーの方4、5名をまとめ

ながら仕事をしていることになります。新卒の方について

も、入社2、3年後には同じような立場を目指してもらって

います。

　入社してすぐにマネージャーの役割を担う必要がありま

すので、競合他社ではすぐには携わらないような、原価の

計算であったり、パートナー企業様との交渉などについて

も指導させていただいています。中途入社の方については

前職での経験によって一概には言えませんが、他社で課

長・部長クラスでお仕事をされていた方であれば、これら業

務をすぐにこなすことは可能かもしれません。新卒の場合

でも、2、3年くらいでこの職務をマスターしているので、テス

ターとしての仕事しかされていなかった中途入社の方も2、

3年あればマネージャーとしての職務がマスターいただける

と思います。

ーどのような方が、Skyの評価/検証グループで力を発

揮していただきやすいでしょうか。

　チームをまとめていくためには、技術的なこともそうですが、

やはり人間的な部分での能力が重要になってくるのではな

いかと思います。弊社の評価/検証チームのメンバーは、例

えば50歳でプログラミングの業務は難しい方や、最近学校

を卒業されたまだまだ経験の浅い方まで、本当に千差万別

です。そういう方々が10～20名集まったチームをまとめて、

テスト作業をしていかなければいけません。時にはご年配で

具合の悪そうな方に声を掛けて体調を気遣ってあげたり。同

年代、同種の人たちをとりまとめていくわけではないので、難

易度がすごく高い。そういったなかでも、チームをまとめていけ

る能力がある方を採用していきたいと思っています。

　このような理由から、評価/検証グループの面接では、ほ

かの開発グループの面接よりも人間性を重要視していま

す。30代半ばくらいの経験者も欲しいし、20代で経験は

少ないがこれから伸びていく可能性がある素直な人も欲し

い。でも一番は、素直に仕事を頑張って自分が成長して、

会社に貢献して評価されたい、と考えてくださる方に入社

していただきたいですね。

ー評価/検証グループの現在の状況についてお聞かせ

ください。

　弊社の評価/検証ビジネスは、2年前は売上25億円

だったところが、現在は50億円まで伸びてきています。社

員数も当時は150名でしたが、中途入社・新卒あわせて

230名が入社、パートナー企業様の社員も400名から

670名に増えたことから、現在は約950名の体制にまで

大きくなりました。

ーグループとしての今後の事業展開についてお聞かせ

ください。

　弊社が評価/検証業務を受注しているお客様は、業種

で言うと8、9割が製造業になります。ただ、今後は金融、

医療、電力といった業界も含めて、国が力を入れていく産

業、これから伸びていく産業に対して、どれだけアプローチ

をかけていけるかが重要だと考えています。

　中でも、特に拡大を狙いたいのが、金融業界。証券、保

険、銀行などの分野に対して開発業務も含めて営業をかけ

ていきたいと考えています。もともと金融はセキュリティに対

する認識が厳しく、スマートフォンなどの持ち出しが可能な端

末にシステムを入れることに懸念を持たれることも多く、クラ

ウドサービスの導入などもってのほか、という感じの業界でし

た。それがようやく変化してきて、今後はソフトウェアサービス

を活用されることも増えてくると感じています。

明確なキャリアパスと
成長の早さが
Ｓｋｙの強みです。
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まずお二人の簡単なプロフィールをお聞かせく
ださい。

森山 私は現在、クライアント・システム開発事業部のカー

エレクトロニクスグループに所属し、名古屋拠点のプロ

ジェクトマネージャーとして働いています。Ｓｋｙへは中途採

用での入社です。Ｓｋｙのグループ会社（株式会社エッグ）

からの転籍となりまして、Ｓｋｙへ入社したのは、1999年で

すね。

窪田 私も中途採用での入社です。2016年3月に入社し

ましたので、まだ社歴は半年ほどです（本稿執筆時）。現在

はカーエレクトロニクスグループに配属となり、森山さんは

直属の上長です。

現在携わられているプロジェクトは、どういったも
のでしょうか。

森山 自動車のメーターや、エンジンの運転制御を行う車

載ECUの開発など、自動車関連のさまざまなプロジェクト

に携わっています。規模で言いますと、現在、窪田さんが携

わっているプロジェクトのメンバーは約40名。お客様の元

に数名が常駐し、大半のメンバーは名古屋支社で開発を

行っています。ほかにも、10名ほどの小規模なプロジェクト

がたくさんあります。

窪田さんはＳｋｙへ入社されて半年とのことです
が、Skyへ転職を決めた理由は？

窪田 以前勤めていた会社の評価制度に疑問を感じた

ためです。私は前職で、組込み系の開発に約8年携わっ

ていましたが、責任ある仕事に取り組む機会が多かった

反面、その実績が評価されないという現実がありました。

その点Ｓｋｙは、学歴や社歴よりも実力を重視して評価し

てもらえます。

　また、メンバーとの協力が不可欠なシステム開発におい

て、社員同士が切磋琢磨し、強い結束力を持っていると感

じたのがＳｋｙでした。

Ｓｋｙの評価制度の特徴をお聞かせください。

森山 実力主義という話がありましたがそのとおりで、学歴

や勤続年数、年齢は、基本的に評価に加味しません。弊

社では年2回、目標設定という場を設け、社員それぞれが

自身のスキルアップに向けた目標を設定しています。

　また、同じように年2回、その目標が達成されたのか

どうかを確認する場があり、スキルアップの結果と半期

の実績と行動を評価します。

　目標を達成できたのかどうか、自己の判断に加え、直

属のリーダーや上長、班や部署をまとめるさらに上の上

長などが集まってすりあわせを行い、評価が決められて

いきます。

目標はどのように設定されるのですか？

森山 上長と部下で一緒に目標を考えていくことが多いで

すね。例えば、単純に、プロジェクトの納期を守るなどの目

標を立ててしまうと、納期に間に合ったかそうでないかだけ

が判断され、当人のスキルがその業務を通じて上がったの

かが測りづらい。

　そうではなく、担当外のプロジェクトに寄与することでも

いいし、プロジェクトに関係なく取り組んだ活動での成果で

もいいので、当人のスキルが一段階上がった、と自他とも

に結果として言える目標とは何かを議論しながら、目標を設

定しています。

　あくまで当人のポテンシャルを引き出すことを目的に、目

標達成を通じて1つ上、2つ上の新たな役割を渡していき

たいと考えています。

数字だけでなく行動も評価していくんですね。

森山 数字だけで言うと、担当プロジェクトの内容によって

ラッキー、またはアンラッキーが出てきてしまいます。数字も

大事ではありますが、それだけではありません。実力主義と

は言え、結果に至るまでの行動なども含めた評価というこ

とですね。

部下を育てていくために、何か心掛けていること
はありますか？

森山 積極性の強い方に対しては、どんどん裁量を与え、

前へ出てもらっています。

　窪田さんの場合は、入社3か月後には一つのチームを

任せて、部下を率いてお客様との窓口を担っていただきま

した。窪田さんのポテンシャルや前へ出る姿勢などを鑑み

て、そういった役割を任せた方が彼自身が成長すると感じ

ましたし、そのチームが携わるプロジェクトの成功にもつな

がると確信したからです。少しむちゃだった気もしますが。

窪田さんは現状をどう感じていますか？

窪田 責任ある役割を与えていただいたことに、喜びを感

じています。これまでマネジメントなどの経験がなく、一人の

技術者として与えられた業務をこなしてきました。

　チームを任せていただいたと同時に、マネジメント能力を

つけて、チームをまとめられるように、という目標もいただい

ていますので、その達成に向けて取り組むのみです。

上司と部下が語るＳｋｙの強み、育成のスタイル
ケーススタディで知る
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技術部 カーエレクトロニクスグループ リーダー
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年功序列ではなく実力主義
成長できる機会が多い環境

[2016年9月取材]

日ごろから、同じ開発現場で働く上司とその部下。

年齢や経験などまったく異なるお二人に、Ｓｋｙに対する思いをそれぞれの目線で語っていただきました。

社内の雰囲気や仕事のやりがい、評価制度や人材育成についてなど、現場の生の声をお伝えします。
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で、なにか問題が発生したときなどは、このタグ検索を活用

し、ほかの拠点や部署などのやりとりから、有益な解決策

や情報を得ています。

森山 また、社内ツールを通じて社長や幹部からの情報も

チェックできますし、逆に社員一人ひとりが発信した情報も

上層部へすぐに届くため、業務の効率化にもつながって

います。

普段から、他拠点にいる社員に対しても、コミュニ
ケーションを取っているとお聞きしましたが。

森山「Ｓｋｙなう」の活用ももちろんですし、テレビ会議を

通じてもコミュニケーションを頻繁に取るようにしていま

す。一つのプロジェクトに対して、そのノウハウを持つチー

ムや社員というのは、自身の拠点内にいるとは限りません

から。

　例えば、名古屋で取り組んでいるプロジェクトに対して、

関西拠点に所属する社員のノウハウや知見をいただきな

がら仕事を進めなければいけない、という場合もあります。

そんなときは「Ｓｋｙなう」やテレビ会議を通じて議論しなが

ら、取り組んでいますね。

社風として「チームの一体感」がありますが、その
良さを実感したエピソードをお聞かせください。

窪田 業務に取り組むなかで、なにか困ったことが起きた

り、進捗が遅れていたりすると、周りの社員の皆さんが「大

丈夫か？」「手伝えることはないか？」と積極的に声を掛け

てくれます。もちろん、自分の周りが大変なときは私も声を

掛けます。

　Ｓｋｙでは、「Ｓｋｙなう」などの社内ツールに加え、こうした

実際の業務を通じても、社員同士が一つのチームとしてつ

ながっていると実感します。

森山さんはマネージャーという仕事にどのような
やりがいを感じられていますか？

森山 組織作りの難しさと、部下の成長過程が見えること

に面白さを感じますね。

　マネージャーとして複数のプロジェクトを同時に担当す

るようになって、私一人ですべてを処理することができな

くなりました。例えば、あるプロジェクトに課題や問題点が

あったときに、自分一人でそれらすべてをさばくことは到

底できません。そのような状況に陥ったとしても、おのずと

プロジェクトが前へ進んでいけるような組織を作ること。こ

れが非常に難しく、同時にやりがいを感じます。

　それに伴い、もともと一担当者だった部下のメンバーが、

リーダーになり、そしてプロジェクトリーダーになり、私の役

割を少しずつ任せていくなかで、その成長過程を見られる

というのも、マネージャーならではの面白さですね。

「チームの一体感」という社風があるからこそ、成
長も共有できるのでしょうか。 

森山 そうですね。普段から、直属の部下だけでなく担当範

囲外のメンバーや社員に対してもコミュニケーションを取る

機会が多いですから、そんなメンバーが昇格したり、新しい

役割を担っていく姿を見られるのは、私にとってすごく頼も

しいし、うれしいことでもあります。

　Ｓｋｙという会社は、横のつながりが強いと思いますので、

そういう意味では、社員同士で喜びを分かち合いやすい環

境だと思います。

まずお二人の簡単なプロフィールをお聞かせく
ださい。

森山 私は現在、クライアント・システム開発事業部のカー

エレクトロニクスグループに所属し、名古屋拠点のプロ

ジェクトマネージャーとして働いています。Ｓｋｙへは中途採

用での入社です。Ｓｋｙのグループ会社（株式会社エッグ）

からの転籍となりまして、Ｓｋｙへ入社したのは、1999年で

すね。

窪田 私も中途採用での入社です。2016年3月に入社し

ましたので、まだ社歴は半年ほどです（本稿執筆時）。現在

はカーエレクトロニクスグループに配属となり、森山さんは

直属の上長です。

現在携わられているプロジェクトは、どういったも
のでしょうか。

森山 自動車のメーターや、エンジンの運転制御を行う車

載ECUの開発など、自動車関連のさまざまなプロジェクト

に携わっています。規模で言いますと、現在、窪田さんが携

わっているプロジェクトのメンバーは約40名。お客様の元

に数名が常駐し、大半のメンバーは名古屋支社で開発を

行っています。ほかにも、10名ほどの小規模なプロジェクト

がたくさんあります。

窪田さんはＳｋｙへ入社されて半年とのことです
が、Skyへ転職を決めた理由は？

窪田 以前勤めていた会社の評価制度に疑問を感じた

ためです。私は前職で、組込み系の開発に約8年携わっ

ていましたが、責任ある仕事に取り組む機会が多かった

反面、その実績が評価されないという現実がありました。

その点Ｓｋｙは、学歴や社歴よりも実力を重視して評価し

てもらえます。

　また、メンバーとの協力が不可欠なシステム開発におい

て、社員同士が切磋琢磨し、強い結束力を持っていると感

じたのがＳｋｙでした。

Ｓｋｙの評価制度の特徴をお聞かせください。

森山 実力主義という話がありましたがそのとおりで、学歴

や勤続年数、年齢は、基本的に評価に加味しません。弊

社では年2回、目標設定という場を設け、社員それぞれが

自身のスキルアップに向けた目標を設定しています。

　また、同じように年2回、その目標が達成されたのか

どうかを確認する場があり、スキルアップの結果と半期

の実績と行動を評価します。

　目標を達成できたのかどうか、自己の判断に加え、直

属のリーダーや上長、班や部署をまとめるさらに上の上

長などが集まってすりあわせを行い、評価が決められて

いきます。

目標はどのように設定されるのですか？

森山 上長と部下で一緒に目標を考えていくことが多いで

すね。例えば、単純に、プロジェクトの納期を守るなどの目

標を立ててしまうと、納期に間に合ったかそうでないかだけ

が判断され、当人のスキルがその業務を通じて上がったの

かが測りづらい。

　そうではなく、担当外のプロジェクトに寄与することでも

いいし、プロジェクトに関係なく取り組んだ活動での成果で

もいいので、当人のスキルが一段階上がった、と自他とも

に結果として言える目標とは何かを議論しながら、目標を設

定しています。

　あくまで当人のポテンシャルを引き出すことを目的に、目

標達成を通じて1つ上、2つ上の新たな役割を渡していき

たいと考えています。

数字だけでなく行動も評価していくんですね。

森山 数字だけで言うと、担当プロジェクトの内容によって

ラッキー、またはアンラッキーが出てきてしまいます。数字も

大事ではありますが、それだけではありません。実力主義と

は言え、結果に至るまでの行動なども含めた評価というこ

とですね。

部下を育てていくために、何か心掛けていること
はありますか？

森山 積極性の強い方に対しては、どんどん裁量を与え、

前へ出てもらっています。

　窪田さんの場合は、入社3か月後には一つのチームを

任せて、部下を率いてお客様との窓口を担っていただきま

した。窪田さんのポテンシャルや前へ出る姿勢などを鑑み

て、そういった役割を任せた方が彼自身が成長すると感じ

ましたし、そのチームが携わるプロジェクトの成功にもつな

がると確信したからです。少しむちゃだった気もしますが。

窪田さんは現状をどう感じていますか？

窪田 責任ある役割を与えていただいたことに、喜びを感

じています。これまでマネジメントなどの経験がなく、一人の

技術者として与えられた業務をこなしてきました。

　チームを任せていただいたと同時に、マネジメント能力を

つけて、チームをまとめられるように、という目標もいただい

ていますので、その達成に向けて取り組むのみです。

スピーディーな情報共有と
チームワークの良さがSkyの強み

社内ツイッター「Ｓｋｙなう」や社内ブログといった
社内ツールは、どのように活用されていますか？

森山 全社員がその日の予定や課題などを、「Ｓｋｙなう」で

投稿するようにしています。これにより上長と部下、所属部

署と他部署などの隔たりを感じず、全社員の情報共有がリ

アルタイムで行えています。

　また、業務のなかで問題や改善すべき課題が生まれた

ときには、その内容を「Ｓｋｙなう」に発信することで、チーム

内のメンバーや直属の上長、あるいは異なるチームのメン

バーが、それに対する解決策を返信してくれるため、解決ま

でのスピードが速まるといったメリットがあります。

　あと、メールの利用も大幅に減りました。１つ１つのやり

とりに時間がかかるメールに比べて、手軽にコミュニケー

ションが図れる「Ｓｋｙなう」の利用は、業務の効率化にもつ

ながっています。

　また、「Ｓｋｙなう」にはツイッターと同じように文字数制限

があるため、少ない文字数で端的に物事を伝える、というと

ころも訓練されてきているように感じています。

窪田さんはこのような社内ツールを初めて使わ
れたとき、どのような印象を受けましたか？

窪田 これまで電子媒体を利用したコミュニケーションとい

えばメールのみで、しかもお客様や自社のメンバーなど、限

られた相手とのやりとりしか行っていませんでした。「Ｓｋｙな

う」では、全社員が常につながっているような感覚で、規模

の大きさを実感しています。

社内ツールを活用して良かったこと、エピソードな
どはありますか？

窪田「Ｓｋｙなう」には、ツイッターと同じようなタグ機能が

あり、全社員がタグを使ってさまざまな情報をつぶやいて

います。

　例えば「#改善変更」のタグが含まれているメッセージに

は、こんな改善を行った、こういう改善をした方がいいので

は、といった内容が盛り込まれています。タグでメッセージを

検索して絞り込むことも可能です。お客様とやりとりする上
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で、なにか問題が発生したときなどは、このタグ検索を活用

し、ほかの拠点や部署などのやりとりから、有益な解決策

や情報を得ています。

森山 また、社内ツールを通じて社長や幹部からの情報も

チェックできますし、逆に社員一人ひとりが発信した情報も

上層部へすぐに届くため、業務の効率化にもつながって

います。

普段から、他拠点にいる社員に対しても、コミュニ
ケーションを取っているとお聞きしましたが。

森山「Ｓｋｙなう」の活用ももちろんですし、テレビ会議を

通じてもコミュニケーションを頻繁に取るようにしていま

す。一つのプロジェクトに対して、そのノウハウを持つチー

ムや社員というのは、自身の拠点内にいるとは限りません

から。

　例えば、名古屋で取り組んでいるプロジェクトに対して、

関西拠点に所属する社員のノウハウや知見をいただきな

がら仕事を進めなければいけない、という場合もあります。

そんなときは「Ｓｋｙなう」やテレビ会議を通じて議論しなが

ら、取り組んでいますね。

社風として「チームの一体感」がありますが、その
良さを実感したエピソードをお聞かせください。

窪田 業務に取り組むなかで、なにか困ったことが起きた

り、進捗が遅れていたりすると、周りの社員の皆さんが「大

丈夫か？」「手伝えることはないか？」と積極的に声を掛け

てくれます。もちろん、自分の周りが大変なときは私も声を

掛けます。

　Ｓｋｙでは、「Ｓｋｙなう」などの社内ツールに加え、こうした

実際の業務を通じても、社員同士が一つのチームとしてつ

ながっていると実感します。

森山さんはマネージャーという仕事にどのような
やりがいを感じられていますか？

森山 組織作りの難しさと、部下の成長過程が見えること

に面白さを感じますね。

　マネージャーとして複数のプロジェクトを同時に担当す

るようになって、私一人ですべてを処理することができな

くなりました。例えば、あるプロジェクトに課題や問題点が

あったときに、自分一人でそれらすべてをさばくことは到

底できません。そのような状況に陥ったとしても、おのずと

プロジェクトが前へ進んでいけるような組織を作ること。こ

れが非常に難しく、同時にやりがいを感じます。

　それに伴い、もともと一担当者だった部下のメンバーが、

リーダーになり、そしてプロジェクトリーダーになり、私の役

割を少しずつ任せていくなかで、その成長過程を見られる

というのも、マネージャーならではの面白さですね。

「チームの一体感」という社風があるからこそ、成
長も共有できるのでしょうか。 

森山 そうですね。普段から、直属の部下だけでなく担当範

囲外のメンバーや社員に対してもコミュニケーションを取る

機会が多いですから、そんなメンバーが昇格したり、新しい

役割を担っていく姿を見られるのは、私にとってすごく頼も

しいし、うれしいことでもあります。

　Ｓｋｙという会社は、横のつながりが強いと思いますので、

そういう意味では、社員同士で喜びを分かち合いやすい環

境だと思います。

学歴や経歴よりも人物重視
果敢に挑戦する新しい力を歓迎

社内の雰囲気や社員の人柄についてお聞かせく
ださい。

窪田 周りの先輩たちは、論理的に考えて物事を進める方

が多いように感じます。あと、後輩の面倒見がいい。基本

的に放置はされませんし、何かあったら相談に乗ってもらえ

ます。むしろ先輩方から聞きに来てくださるくらいです。本当

に優しい方が多いという印象です。

森山 もしチームの雰囲気が暗かったり、メンバーがしんど

そうだったりしたときは、いかにこの状況を笑いに変えてい

くかを、日々考えながら過ごしています（笑）みんなの笑顔が

チームに良い雰囲気をもたらしますし、自分自身のモチ

ベーションも上がりますから。

そんなSkyで活躍できるのはどういった人材で
しょうか？

森山 一つは、素直で吸収力のある方。この業界で必要と

される技術は、めまぐるしく変化していきますので、それに柔

軟に適応いただける方でしょうか。前向きに物事を進めて

いただける方や、受け身でない方、論理的に物事を考えて

対応できる方もＳｋｙにマッチすると思います。

　あと、お客様や上長などへの説明をしっかりとしていただ

ける方も歓迎します。ソフトウェアの開発を行うなかで、プロ

グラムに落とし込んだり、資料としてまとめたりすることを通

じて、あらゆる場面でお客様や他社の方、チームのメン

バーへ説明する機会がありますので。

　逆に、学歴や業務経歴で判断することはさほどありませ

ん。それよりも地頭の良さや物事に対する考え方を重要視

することが多いです。

　実際に面接を行うときは、志望者に今までに担当したプ

ロジェクトや経歴について説明をしていただきますが、技術

的なことよりも、その方自身がプロジェクトのなかでどのよう

な課題を感じたか、それに対してどう考えて取り組んできた

かを、注意して聞くようにしています。それによって、その方

の本質や仕事に対する姿勢が見えてくると思います。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

森山 名古屋支社がJPタワーに移ってきて、まだ3か月経

たないぐらい。事務所のスペースは以前より広がりました。

その環境を十分に生かせるように、名古屋支社が人員で

埋まるくらいの業務を獲得し拡大していきたい、というのが

一つです。

　あと、中部地区の自動車関連の市場は年々広がってい

るのですが、業界におけるＳｋｙのシェアはというとまだまだ

これからだと思います。何とかシェアNo.1を達成できるよう

に、取り組みを進めていきます。

社内ツイッター「Ｓｋｙなう」や社内ブログといった
社内ツールは、どのように活用されていますか？

森山 全社員がその日の予定や課題などを、「Ｓｋｙなう」で

投稿するようにしています。これにより上長と部下、所属部

署と他部署などの隔たりを感じず、全社員の情報共有がリ

アルタイムで行えています。

　また、業務のなかで問題や改善すべき課題が生まれた

ときには、その内容を「Ｓｋｙなう」に発信することで、チーム

内のメンバーや直属の上長、あるいは異なるチームのメン

バーが、それに対する解決策を返信してくれるため、解決ま

でのスピードが速まるといったメリットがあります。

　あと、メールの利用も大幅に減りました。１つ１つのやり

とりに時間がかかるメールに比べて、手軽にコミュニケー

ションが図れる「Ｓｋｙなう」の利用は、業務の効率化にもつ

ながっています。

　また、「Ｓｋｙなう」にはツイッターと同じように文字数制限

があるため、少ない文字数で端的に物事を伝える、というと

ころも訓練されてきているように感じています。

窪田さんはこのような社内ツールを初めて使わ
れたとき、どのような印象を受けましたか？

窪田 これまで電子媒体を利用したコミュニケーションとい

えばメールのみで、しかもお客様や自社のメンバーなど、限

られた相手とのやりとりしか行っていませんでした。「Ｓｋｙな

う」では、全社員が常につながっているような感覚で、規模

の大きさを実感しています。

社内ツールを活用して良かったこと、エピソードな
どはありますか？

窪田「Ｓｋｙなう」には、ツイッターと同じようなタグ機能が

あり、全社員がタグを使ってさまざまな情報をつぶやいて

います。

　例えば「#改善変更」のタグが含まれているメッセージに

は、こんな改善を行った、こういう改善をした方がいいので

は、といった内容が盛り込まれています。タグでメッセージを

検索して絞り込むことも可能です。お客様とやりとりする上
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D a t a  R e p o r t

入社後、この3年のＳｋｙの変化をどう感じているか？Q

入社後半年のモチベーションと現場の雰囲気は？Q

入社後の1年間を振り返った感想は？Q

D a t a  R e p o r t

中途入社社員の傾向
データで見る

中途入社された方々は、入社後Sｋｙに対してどのような感想や意見を持っているのでしょうか。中途入社されて3年以内

の方を対象に行ったアンケート結果の中から、現場で働く生の声をご紹介します。

入社１ヶ月目のモチベーション

入社１か月目に感じた現場の雰囲気

入社6か月後のモチベーション

入社6か月目に感じた現場の雰囲気

結果として、充実した１年だったという感想

が多く集まりました。また、この1年を通じて

自身の成長を感じられたり、入社した際より

も責任ある仕事を任される機会が増えた

り、といった感想も目立っています。加えて、

日々改善を繰り返し業務のスピードを加速

させていく、というＳｋｙの文化に慣れてきた

方も多いようです。

先輩が丁寧に対応してくれる

活気がある

チームワークが良い

居心地が良い

普通

静か・和やかな雰囲気

年功序列を感じる

多い日では、10万件ほどのつぶやきが飛

び交う「Ｓｋｙなう」の進化に、もっとも多くの

意見が集まりました。また、テレビCMが放

送され始めたことで、認知度が高くなって

きたという意見も。社内の改善文化や、今

期のスローガンである「SHOBAI」も多くの

方から認識されているようです。

入社後6か月を迎えた中途社員の中で、仕事に対するモチ

ベーションが下がっているという方はほぼおらず、上がってい

る方が多い結果となりました。その要因として、良好な現場

の雰囲気が挙げられるかもしれません。入社1か月目に感じ

られた現場の雰囲気は、メンバーと話しやすい、先輩が丁寧

に対応してくれるといった声が多く、入社6か月後には、居心

地が良いといった声が多くなっています。このことから、入社

6か月を過ぎた頃には、チームに溶け込めているといえます。
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D a t a  R e p o r t
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D a t a  R e p o r t
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D a t a  R e p o r t

Skyの社風をどう感じたか？Q

Skyに入社して気になっていることや、改善要望は？Q

前職にて、転職を考えた理由は？Q

ＳｋｙをＰＲするならどこ？Q

組織における風通しの良さと、それを実現さ

せている「Ｓｋｙなう」や社内ブログなどの情

報共有ツールを、Ｓｋｙの強みだと感じられ

ている方が多いようです。また、それらの

ツールやテレビ会議システムなどを駆使し

て、リアルタイムに次々と情報が共有され

ていくスピード感も、PRできる強みとして多

く挙げられました。

社内OA化が進んでいないという点を、多

くの方が気にされており、改善要望が挙げ

られています。このような声を受けて、現在

Ｓｋｙでは社内OA化に注力をしているとこ

ろです。ほかにも、人不足や研修体制に

関する改善要望なども挙がっており、これ

らについても会社をあげて人材の積極的

な採用、および研修体制の強化を推し進

めているところです。

「Ｓｋｙなう」や社内ブログ、テレビ会議シス

テムを多用していることから、情報共有に

よる風通しの良さを、Ｓｋｙの社風として答

えた方が多いです。また、同様に多かった

のが、チームでの助け合いによって仕事を

進めるというSｋｙのスタイル。このスタイル

を社内では「ALL Sky」と呼んでおり、多く

の方が体感されている結果となりました。

給与面の不満や、自身をスキルアップさせ

るため、ということよりも、チームで仕事がし

たい、よりお客様（ユーザー）に近い立場で

責任のある仕事がしたい、といった理由が

多い結果となりました。エンジニアの転職

者が多いことも、この調査結果に影響して

いると考えられます。客先に常駐するワー

クスタイル自体に不満があったというわけで

はなく、常駐先でのチーム体制、お客様と

の関わりの深さなど、業務の中身について

検討した結果、転職を決断した方が多いよ

うです。

助け合いの文化

給与が良い

労務管理・
コンプライアンスが
しっかりしている

女性が働きやすい

合同式典

情報共有ツール
（インフラ）
風通しの良さ

38%

2%4%

4%

2%

14%

スピードがある

方針が明確・
オープン

商売意識が高い

向上心が高い

クリーンな社風 改善文化

Skyの社風は？ 転職理由は？

Ｓｋｙの自慢できる点は？

改善要望・気になる点は？
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人が不足している

研修体制が不十分

教育体制が弱い

通勤費が最安値経路

他グループとの関わりが薄い

チームごとで文化が異なるケースがある

トップダウンが強すぎる

社内業務が多い

有給休暇が取りにくい

残業が多い

マネージャー不足

通勤時間がかかる

サイト閲覧権限が厳しい
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通勤時間が長かった

地元へ帰りたかった

5 10 15 200 25 （%）

26%
16%

10%

10%

10%

6%

6%

4%

4%

4%

4%

16%

8%

6%

6%

4%4%

中途入社社員５０名への意識調査 中途入社社員５０名への意識調査

中途入社社員５０名への意識調査

中途入社社員５０名への意識調査

改善文化

16%

上流（顧客折衝）、
ユーザーにより近い位置で仕事がしたかった

勢い・スピード感
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Sｋｙ株式会社では、他社にはない独自の働き方「Sｋｙスタイル」を追求しています。

社内ツイッター「Sｋｙなう」や社内ブログを活用し、リアルタイムの情報交換・共有によって生産性の向上を図ったり、

常時接続されたテレビ会議システムで全国の拠点をつないで距離を縮めたりと、既存のかたちにとらわれない、

Ｓｋｙ株式会社ならではのワークスタイルの変革を目指しています。

人がつながり、行動が加速する、
Ｓｋｙ株式会社ならではの働き方の追求。

社員の働きやすさを追求している「Ｓｋｙスタイル」とは？
解説「Skyスタイル」

会社の「今」が把握できる
「Ｓｋｙなう」
全社員が「つぶやき」を投稿できるコミュニケーション

ツールです。例えば、業務中に技術的な疑問が生まれ

たときに、質問をつぶやくと経験者が回答してくれたり、

会議中にも参加者が積極的につぶやくことで、参加者

以外の社員も会議内容をタイムリーに把握できます。つ

ぶやいた一言から「Ｓｋｙなう」上で意見交換が始まり、

新たなアイデアに発展していくなど、社員一人ひとりが

リアルタイムでつながることで、さまざまな相乗効果が生

まれています。

情報共有の活性化にかかせない
「社内ブログ」
Ｓｋｙの社内ブログでは、社長や各部門長の考えをはじ

め、会社の最新の業績情報や各種お知らせ、業務上の

問題点の指摘や改善提案、相談事項、自己啓発のた

めの情報収集やサークル活動の呼びかけなど、さまざま

な情報が展開されています。会社から一方的に情報を

受けるだけではなく、社員が自ら情報を発信したり、意見

を求めたりすることができる仕組みを活用し、離れた拠

点の社員同士も活発に情報共有、意見交換を行って

います。

業務の合間に情報収集
「社内サイネージ」
各拠点のオフィスには、天吊りの大型モニターを複数台

設置し、業務中に社内の最新情報を確認できるようにし

ています。例えば、事業部ごとのトピックスを速報形式で

流したり、自社商品のCM映像、商品発表会や式典など

のイベントの模様をダイジェスト映像で上映するほか、入

社された方や昇格・表彰された方を紹介するなど、会社

の状況をタイムリーに把握できる環境を用意。さらに情

報共有を強化するために、今年末までにモニターを増や

し、全拠点で計197台になる予定です。

拠点間のつながりを深める
「テレビ会議システム」
全国に開発拠点が点在するＳｋｙでは、まるで隣に座って

いるような感覚で他拠点と話ができる大型画面のテレビ

会議システムを設置し、常時接続しています。離れた拠

点同士でもお互いの顔を見ながら、仕事の相談などが

気軽に行え、知識の共有やアイデアの発掘に役立てて

います。また、会議室にも大型ディスプレイを用意。各拠

点と接続してディスプレイに会議資料を掲示し、直接書

き込みながら行う会議スタイルは、活発な議論につな

がっています。

解説「Skyスタイル」22 解説「Skyスタイル」 23
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流したり、自社商品のCM映像、商品発表会や式典など

のイベントの模様をダイジェスト映像で上映するほか、入

社された方や昇格・表彰された方を紹介するなど、会社

の状況をタイムリーに把握できる環境を用意。さらに情

報共有を強化するために、今年末までにモニターを増や

し、全拠点で計197台になる予定です。

拠点間のつながりを深める
「テレビ会議システム」
全国に開発拠点が点在するＳｋｙでは、まるで隣に座って

いるような感覚で他拠点と話ができる大型画面のテレビ

会議システムを設置し、常時接続しています。離れた拠

点同士でもお互いの顔を見ながら、仕事の相談などが

気軽に行え、知識の共有やアイデアの発掘に役立てて

います。また、会議室にも大型ディスプレイを用意。各拠

点と接続してディスプレイに会議資料を掲示し、直接書

き込みながら行う会議スタイルは、活発な議論につな

がっています。
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