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Close Up

2017年度事業結果および
今後の取り組みについて
「Time Management（戦略的な時間管理）」を掲げて臨んだ、
Ｓｋｙ株式会社の2017年度を振り返り、
業績結果とプロモーション・採用の取り組みなどについてご報告します。また、2018年度に向けた新たな
事業計画についてもご紹介します。

たので、
当時から売上は2倍になっています。利益率について

2017年度の業績報告

は、
目標としていた5％を達成。事業所の増床や、新卒採用に
2017年度、
Ｓｋｙ株 式 会 社（ 以 下 、
Ｓｋｙ）は「 T i m e
Management 550↑」
をスローガンとして掲げ、
「戦略的な時
間管理」
「粉飾、
コンプライアンス違反NG」
「研修強化・OA
化強化」を基本方針として取り組んできました。

向けたプロモーション、社内研修などに積極的に投資したな
かでの目標達成でした。
事業部ごとに見ていくと、ICTソリューション事業部では売
上目標220億円を達成しました。
「SKYSEA Client View」

過去3年間の業績推移を振り返ってみると、2015年度は

のユーザー数の増加に伴って、
保守費の売上も毎年堅調に

売上目標365億円に対して実績402億円、2016年度は目標

伸びてきています。
また、SI（システムインテグレーター）事業や

440億円に対して実績が476億円でした。
そして今期は、
売上

物販による売上も、近畿圏、首都圏を中心に大きく増加してき

目標550億円に対して、実績542.7億円という結果になりまし

ており、今後はクライアント・システム開発事業部とも連動しな

た。5年前、2013年度のグループ全体の売上は259億円でし

がらSI事業の売上をさらに伸ばしていこうと考えています。
クライアント・システム開発事業部については、
目標としてい
た売上330億円には届かなかったものの、前期比111％と伸

売上推移
（億円）
600

（2018年3月期）

びており、特にカーエレクトロニクス事業が売上、利益の両面
で好調でした。

476.8

500

プロモーション強化と採用拡大への取り組み

401.9

400

300

542.7億円

258.9

302.0

2017年度もＳｋｙでは各種プロモーションを通して、
ブランド
力の向上に注力しました。

200

昨年11月には、
藤原竜也さんが出演されている
「SKYSEA

100

Client View」のTVCM第4弾を全国で放映したほか、
引き
0

2013

2014

2015

2016

2017（年度）

続き情報番組のスポンサーとしてCMを放映。新大阪駅や名
古屋駅、品川駅など7か所で掲出しているデジタルサイネージ
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△「SKYSEA Client View」広告
（第4弾）

広告や、東海道新幹線の駅構内のポスター広告、新幹線

△ ミュージカル「メリー・ポピンズ」
に特別協賛

今後の事業計画について

車両広告についても、新CMにあわせて内容を一新していま
す。
また、
Ｓｋｙのプロモーション強化に向けては、昨年12月に

そして、
2018年度のスローガンは「KAIZEN660↑」です。

第71回福岡国際マラソン選手権大会のスポンサーとして協

Ｓｋｙでは、以前から社風として改善の文化を掲げて取り組ん

力したほか、
ミュージカル「メリー・ポピンズ」への特別協賛を

できました。今年度は、
この改善の文化をさらに強化し、業務

実施するなど、
さまざまな施策を行いました。

改善を図っていくことで業績の向上につなげていきたいと考え

採用に関しては、新 卒 採用のさらなる強 化を目指して、

ています。
たくさんの改善が現場から出てくる風土を目指し、
上

Instagramによる情報配信を昨年10月より開始。
Ｓｋｙで働く

位の役職者だけでなく現場の多くの社員から改善意見をもら

社員や職場の雰囲気を身近に感じてもらえるよう取り組んでい

い、
それを必ず実行し、改善のPDCAを常に回し続けられるよ

ます。今年3月からの大型新卒フェアなどで、参加する学生の

うに取り組んでまいります。

皆さんにもご紹介しています。
キャリア採用では、人材紹介会

また、2018年度は売上目標を660億円以上、利益率目標

社様の転職サイトに、女性エンジニアの活躍がクローズアップ

を5％以上に定めました。ICTソリューション事業部は売上目

されたＳｋｙの特設サイトを作成いただくなど、
採用プロモーショ

標295億円以上、
クライアント・システム開発事業部について

ンに力を入れました。

は365億円以上を目指してまいります。
この目標に向けて、改

このような取り組みもあって、
これまでに行った19年卒向けのイ
ンターンシップでは、
エントリー数が昨年よりも1万人以上増え、

善を繰り返していくことで、
会社として新たな景色が見えてくると
考えています。

朝日新聞より発表された2019年新卒の就職人気企業ランキ
ングではＳｋｙが総合で35位を獲得することができました。
16年卒としては110人、
17年卒
積極的な採用活動のなか、

2018年度スローガン

が143人、
そして今年度18年卒については230人が4月に入社。
19年卒についても、
今年と同様に230人前後の採用を目指して
いく予定です。
引き続き、
新卒・キャリア採用ともに求職者にとって
魅力ある企業となれるように、
各種取り組み、
改善努力を重ねて
まいります。

Close Up
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デ ータで見るＳｋｙ
売上・従業員数の推移や役職者の内訳、資格取得者数など、Ｓｋｙのことがわかる、さまざまなデータを集めました。

01

02 従業員数の推移

売上高の推移

542.7億円

（億円）

600

（2018年 3月期）

2,585名

（人）

2,800

Sky株式会社 従業員数

（2018年4月1日現在）

グループ会社 従業員数
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03 社員定着率

2017（年度）

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018（年度）

※

平成30年3月期（34期）

97％
社員定着率

2016

在籍者

退職者

定着率

平成30年3月期（34期）

2,226名

70名

97%

平成29年3月期（33期）

1,950名

77名

96%

平成28年3月期（32期）

1,726名

73名

96%

平成27年3月期（31期）

1,540名

68名

96%

平成26年3月期（30期）

1,435名

88名

94%
※Ｓｋｙ株式会社のみ
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04 事業部別人員比較
その他（管理部・スタッフ）

13％

派遣・請負開発事業

67％
自社商品開発事業

20％
（2018年4月現在）

05 一般、役職、管理職、役員の内訳
11名

06 役員、管理職の新卒・中途内訳

176名

役員

管理職

一般

933名

新卒

37名

2,585名

187名

役職

1,465名

中途

（2018年4月現在）

150名

（2018年4月現在）

※役職は、管理職ではない（係長、技術係長クラス以下）役職者です。

07 定時退社日実施率

90％

“働き方改革”
推進の一環として、
毎週水曜日
（祝日の場合は火曜日）
を定時退社日としており、
17：30の終業後、速やかに退出することを推奨しています。

現在90％以上の実施率です。
（2018年3月現在）
※お客様先に常駐している社外勤務の社員は、
お客様先に合わせた定時退社日の設定になります。

Report

15

Report

08 男女内訳
2,118名

男性

09 現在育児休業中の人数

23

女性

467名

（2018年4月現在）

10 育児休業取得後に復帰した人数

31

名

名

（2018年4月現在）

（2018年4月現在就業中の方）

11 資格取得別データ
（2018年4月現在）

資格

情報処理
技術者試験

システムアーキテクト

4

プロジェクトマネージャ

12

ネットワークスペシャリスト※1

21

エンベデッドシステムスペシャリスト※2

21

情報セキュリティスペシャリスト※3

51

データベーススペシャリスト※4

21

情報処理安全確保支援士
情報セキュリティマネジメント

実用英語
技能検定

TOEIC

秘書検定

合格者数

準1級
2級
900点以上
800点以上～900点未満
1級
準1級

資格
知的財産
管理技能検定
JSTQBテスト
技術者資格認定

中小企業診断士

Cisco

UMLモデリング
技能認定試験

4
121

FireWall資格

6
22

Advanced

中小企業診断士

7
54

2級

マイクロソフト
認定技術者

合格者数
17
1
1

CCNP

4

CCNA

20

L3

1

L2

7

L1

31

CCSE

1

MCSE

8

MCSA

9

MCP

32

11

MCA

13

MOT

3

2

日商簿記検定

1級

3

ディジタル検定

1級

23

プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル（PMP）

77

※1 旧テクニカルエンジニア
【ネットワーク】試験を含む。 ※2 旧テクニカルエンジニア
【エンベデッドシステム】試験を含む。 ※3 旧テクニカルエンジニア
【情報セキュリティ】、情報セキュリティアドミニスト
レータ試験を含む。※4 旧テクニカルエンジニア
【データベース】試験を含む。
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「働き方 改 革 」
Ｓｋｙの 取り組み
近年、政府は「働き方改革」を提唱し、その実現に向けて推進しています。
Ｓｋｙでも、この政府方針に従い、
定時退社日を実施したり、女性の活躍を支援するといった、さまざまな取り組みを行っています。
「働き方改革」を目指したＳｋｙの取り組みをご紹介します。

長時間労働の抑制
全体的な残業時間の削減を目的に、各部門で一人ひとりの業務量や月間
の残業時間見込みを把握し、
チーム内で負荷分散を図るなどの取り組みを
行っています。
また、社内勤務の社員は毎週水曜日に、
お客様先に常駐す

長時間残業削減施策

水曜日は
定時退社日

る社外勤務の社員は、現場状況に応じた曜日で「定時退社日（ノー残業
デー）」
を実施。無駄をなくす時間管理や業務量調整などに取り組みながら、

90%以上の高い実施率（2018年3月現在）となっています。

定時後の会議を禁止
会議を開催するときは「参加者全員の時間を使っている」ことを意識し、
Ｓｋｙでは定時（17：30）以降の会議を禁止して
います。報告が主な議題になる定例会議などでは、会議終了時刻の宣言、
Ｓｋｙなう
（社内ツイッター）
の活用など、全員が
スピーディな議事進行に努めることで、勤務時間の有効活用を心掛けています。

女性活躍推進に向けた取り組み
Ｓｋｙは、女性社員が生き生きと活躍できる会社を目指し、女性の採用強化
や管理職登用などに積極的に取り組んでいます。
また、女性が働きやすい職
場づくりに向け、女性専用ブログを活用して意見交換を行ったり、相談窓口
を各拠点に設けるなどして、女性社員をサポートしています。

仕事と育児の両立支援
Ｓｋｙでは部門や職種、役職を問わず、多くの女性社員が産前産後の休暇制度を利用しています。産休・育休後の復
職率も高く、時短勤務制度なども活用しながら仕事と育児の両立を図り、継続してキャリアを積んでいます。

Point
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エンジニアにとってＳｋｙでの仕事には
どんな魅力があるのか
クライアント・システム開発事業部では、メーカー様の新製品開発や企業・団体が運用している各種業務系システムの開
発を支援しています。幅広い領域での30年にわたる実績が裏づけるＳｋｙのソフトウェア開発の強みや、エンジニアにとっ
ての仕事の魅力について、クライアント・システム開発事業部の責任者である西川光雄 執行役員に伺いました。

幅 広 い 領 域 の 開 発 案 件 に 携 わ れるので 、

自 分 が 持 つ 技 術 要 素 を 生 か し 、広 げ て い け ま す

－競合企業と比べて、
Ｓｋｙの強みはどこにあると考えてい

すということです。
ソフトハウスの立場ながらも、
お客様と同じ

ますか？

目線で「モノづくり」に携われることが大きな特長だと考えて

私たちは30年間、お客様であるメーカー様とともに製品

18

います。

開発に携わってきました。
そのなかで、単に「要求仕様どおり

こうしたスタンスで仕事ができるようになったのには、創業

に成果物ができればいい」という考え方では通用しない場

から30年間の歩みのなかで培ってきた経験が背景にありま

面も数 多く経 験してきました。
ですからＳｋｙでは、お客 様に

す。言われたとおりに作るだけではなく、
自分たちなりに「市

対して「現在の市 場では、お客様の製品はこうあるべきで

場では、
どんな商 品がウケてきたのか」
「どういった商 品を

はないか」という仕様に関する部分にも踏み込んで提案す

求めているのか」を分析・研究を繰り返してノウハウを蓄積

ることが少なくありません。上流工程からお客様と一緒に仕

してきました。

様を詰めさせていただいた上で、
お客様に満足していただ

そして、
お客様が考えている新製品の開発には、
どういっ

ける仕事を目指しています。
それは、売れる商品づくりを目指

た技 術が必 要になるのかを把 握し、東 名 阪を中心にした

Key Person Interview

Key Perso n Inter view

クライアント・システム開発事業部
営業部 執行役員

西川 光雄

Key Pe rs o n
クライアント・システム開発事業部 営業部
執行役員

西川 光雄
1988年5月入社

現在、
Ｓｋｙにはパー
「ＡＬＬ Ｓｋｙ」の開発体制で対応します。

カーナビゲーションシステムから始まり、現在では先進運転

トナー企業のメンバーを含めて3,000名以上の技術者がいま

支援システム
（ADAS）などにも携わるようになりました。
さら

す。一人ひとりの技術者が持つスキルはさまざまですから、
この

に、
そのために必要なECUなどのエンジン関連の開発や、

体制をベースにさまざまなチーム編成を行い、技術力、知識

自動車業界が電気自動車にシフトしているなかでEV開発

力、提案力を駆使してお客様のご要望に総合的に応えてい

にも取り組むようになるなど、携わる領域は着実に広がって

きます。
また、
それを実現するために社内のコミュニケーションイ

います。

ンフラを活用しています。
それによって分散開発や技術者の異

また、
Ｓｋｙは事 業の主 軸として、
フィーチャーフォンやス

動も含めた提案がタイムリーに行えます。
このスピード感は、他

マートフォンなどモバイル関連製品の開発に関わってきた実

社にはないＳｋｙの強みだと思っています。

績があり、
それが業務系システム開発のベースになりました。
現在の業務系システムの多くはモバイル機器などの情報端

－その強みを生かすことで、事 業 領 域を広げてきたので

末と密接につながっているので、情報端末の開発を手掛け

しょうか？

てきた経験がそのまま生かせます。
さらに、高齢化社会にお

例えば、
Ｓｋｙは長年OA機器を中心にしたデジタル複合

いて軽 視できない医 療 分 野でも、
これまで蓄 積してきた技

機（MFP）の開発に携わってきました。
そして、
その複合機

術やノウハウを基に、医療機器や医療システムなどの開発

開発で培った光学要素を用いてデジタルカメラの開発にも

にも携わるようになっています。

関わっています。
また車載分野で言えば、
カーオーディオや

加えて、各 種 製 品やシステムを評 価する第 三 者 検 証も

Key Person Interview

19

これ ま で の キャリア で 培 った 力 を 発 揮 して 、

新 た な 提 案 に つ な げ るような 活 躍 を 期 待 して い ま す

行います。
さまざまな分野において、
その上流工程から品質

－転職を考えている技術者にとって、
Ｓｋｙの魅力はどんな

保証に至るまで総合的に取り組んでいる。
この幅広さは、
こ

ところでしょう？

れまで専門的な経験を積んできた技術者にとって、活躍で

キャリア採用を経て中途入社される方には、二次請けや

きる舞 台が数 多くあるという意 味で、大きな魅力だと言える

三 次 請け、四 次 請けで働いてこられた方も多くいて、お客

のではないでしょうか。

様が何を望んでいるのかがつかめないまま仕事をしてきたと

さらにＳｋｙは、技術者のスキルを固定的には考えません。
時代の変遷によって、求められる業種・業態も異なります。
ひ

をしっかり理解した上で仕事に取り組めます。一方で、
メー

と昔前なら、携帯電話の開発が市場を牽引していました。
し

カーで勤 務されている方の中には、自分が直 接「モノづく

かし近年は、
ソフトウェア開発の多くは車載分野にシフトして

り」をする機会が減ってしまい、
自身の技術力が失われてい

いると言われています。
Ｓｋｙは、
そうした時代の流れに合わせ

く感覚をお持ちの方もいます。
そうした方にとって、常に最新

て、長年培ってきた技術要素をさまざまな分野に展開してき

技術に触れながらスキルを向上させていけることが、魅力と

ました。
ですからSkyで働く技術者も、
その動きのなかで幅広

言えるのではないでしょうか。

い分野の開発に携わることができます。
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いう方も少なくありません。
しかし、
Ｓｋｙではお客様のニーズ

キャリアを積んできた技術者の方は、単なる技術力だけで

例えば、
メーカーに勤務して年次を重ねると、上流工程に

はなく進捗管理などを含めたマネジメント力が高い方が多いで

おける設計や外注業者のマネジメントが主業務になり、
いわ

す。
ですから、業務系システム開発などＳｋｙにとって経験が浅

ゆる「モノづくり」から離れざるを得ないことも少なくありません。

い領域で、
その力を発揮してもらいたいと思います。
ひと口に業

われわれのようなソフトハウスで働く魅力は、
モノづくりの上流

務系と言っても金融や医療、
流通など幅広い業種・業態があ

から下 流までのあらゆるフェーズに関われることです。
メー

ります。
私たちがまだ、
持ち合わせていない業種・業態に関する

カーの中ではできない部分に関わり続けられることも、技術者

知識を活用して、
新たな仕事に結びつけるといったように、
これ

にとっての魅力ではないかと思います。

までの経験を最大限に生かして活躍してもらいたいです。

Key Person Interview

Key Perso n Inter view

クライアント・システム開発事業部
営業部 執行役員

西川 光雄

開発の最前線に立って現場で働く技術者は、
Ｓｋｙにとっ
て大きな財産です。
Ｓｋｙでは定期的にミーティングを行って
自社チームの現状を確認することはもちろん、
あわせて他社
の動きやお客様の動向などもヒアリングします。
そして、お客
様のお困りごとの解決に自分たちの力が役立てられないか
を考え、会社として新たな提案をすることで次の商売につな
げていきます。
これを私たちは「リプレースミーティング」
と呼ん
でいます。

－現場でも常に新たな提案をしていくということでしょうか？
お客様も、
お客様の知識の中でしか語れません。
しかし、
お客 様が持っていない知 識や経 験をＳｋｙが持っていると

投げにはしません。部 下の失 敗は、上司の失 敗だという意

いうことも往々にしてあります。例えば、
「このO Sがいいです

識が根づいているからこそ、素直に部下の成功を喜べるし、

よ」
「このフレームワークの方が今の時代に合っています」

部下を立てることにもつながるのだと思います。
そうすれば、一

「このデータベースの方がメンテナンス性が高いです」と

人ひとりが自然と仕事に対して責任感を持つようになり、
その

いった、お客様の業界内では知り得なかった知識や技術

結果として「仕事が好き」だと言ってくれるようになると考えて

を用いた提案ができるのは、幅広い業種・業態のソフトウェ

います。

ア開 発に携わってきた実 績を持つＳｋｙだからこそできる提

Ｓｋｙには「社内ブログ」や「Ｓｋｙなう
（社内ツイッター）」
と

案だと思います。
ですから、現場で感じたお客様のお困りご

いったコミュニケーションインフラが整備されています。
しかし、

とをミーティングのなかで共有することで、
その糸口を見つけ

そんな仕組みがあれば自動的に風通しがいい会社になると

る。
そして、会社として「ＡＬＬＳｋｙ」で新たな提案をしていく

いうわけではありません。仮に、同じインフラを他社が導入し

わけです。

たとしても、
それがうまく機能するとは限りません。
Ｓｋｙが大切

もちろん、
「言われたことをやる」
という仕事があるのも事実

にしている「Ｓｋｙスタイル」という言葉は、
インフラとしての仕

です。
しかし、単に与えられた作業を淡々とこなしていても、決

組みだけを指す言 葉ではなく、人と人のつながりを大 切に

して仕事は面白くなりません。
だからこそ、
Ｓｋｙは風通しのい

し、上司や先輩が部下を育成しようとするなかで、
どんな仕

い社風を大切にしています。部下が自分の考えを上司に言

事も常に改善していく社風そのものだと言えます。
そして、
それ

えて、上司や先輩も聞く耳を持つ。
これはどれだけ会社が大

こそがＳｋｙという会社で働く、一番の魅力だと感じてもらえれ

きくなっても守り続けたいＳｋｙの企業文化です。

ばうれしいです。

だから、
Ｓｋｙでは責任を持たせて仕事を任せます。
でも丸

Key Person Interview
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対談

各グループのKey Personに聞く

Ｓｋｙの開 発 職に求めるものとは
キャリア採用で開発職として入社される方に、Ｓｋｙの現場が求めることとは。
ソフトウェアの受託開発を手掛けるクライアント・システム開発事業部で長年活躍してきた、
業務系システム開発、モバイル開発の2グループの採用責任者に話を聞きました。
鍵を握るのは「社風」― 。
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対談

クライアント・システム開発事業部 技術部

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

モバイル
ソリューショングループ

国内主要メーカー様の製品および連携システ
ムの開発で培った実績をベースに、
お客様ごと
のニーズに合わせたビジネスシステムの設計・開
発を行っています。

スマートフォンやフィーチャーフォンの開発で豊
富な経験・実績があり、Android開発においては
OSバージョン間の差異、各端末メーカー様の仕
様差異に応じた幅広い対応が可能です。

副事業部長

副事業部長

長 谷川 博之

貴田 久 善

1999年4月入社

1999年4月入社

（写真左）

（写真右）

技 術に優れたスペシャリストより、
チームで仕 事を進められる方が 理 想
で、
コミュニケーション能力はもっとも重要
お二人が所属するグループについて

開発職の方を面接するときに、

な要素になってくると思います。
コミュニ

教えてください

特に重視しているポイントは？

ケーションをしっかりとって周りのメンバーと
連動して開発を進めていくことが肝になっ

私たちが所属するクライアント・

面接のなかで特に意識してい

てきます。技術力ももちろん重要なんです

システム開発事業部には、
主に組込み系

るのは、
「Ｓｋｙの社風に共感していただ

が、
ほとんどの仕 事で1 0～2 0 名のメン

の開発を行うグループと、
業務系システム

けるか」
というところだと思います。
どの会

バーとともに働きますから、
そういう環境で

の開発を行うグループ、
そしてソフトウェア

社にも社風というものはあると思いますが、

「会話ができない」
というのは、
「仕事がで

の評価/検証を行うグループがあります。

まずはＳｋｙという会社の社風に合わなけ

きない」
ということにつながってしまいます。

私はそのうちの業務系システム開発を受

れば、
せっかく入社していただいても長く

明るく元気で、
前向きにハキハキとお話し

け持つビジネスソリューショングループ
（以

働いていただけない可能性があります。

いただける方が向いていると思います。

下、
BSグループ）
を担当しています。

ですので、
これはすべての方に対して共

長谷川

通して重視するポイントです。

力があれば、
それでいい」
というところもあ

長谷川

貴田

私は主に、
タブレット端末やスマー

長谷川

企業によっては、
「個人の技術

トフォンを活用したサービス、
ソリューション

貴田

具 体 的に言うと、
まずは「 A L L

ると思いますが、
Ｓｋｙは違います。
Ｓｋｙの社

などの開発を行うモバイルソリューション

ですね。
Ｓｋｙ」の社風に合うかどうか、

員にはそういったスペシャリストよりも、
周りと

グループ（以下、MSグループ）
を担当し
ています。

Ｓｋｙでは一人で仕事をするのではなく、
チームで業務を進めていくことが多いの

のコミュニケーションも含めてバランス良く
動いていけるゼネラリストが多いですね。

対談
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対談

各グループのKey Personに聞く Ｓｋｙの開発職に求めるものとは

お客様のニーズをどれだけ引き出し、
成 果物に反映していけるか
社員それぞれの強み、弱みを互いに補

く気を遣っています。
そもそもソフトウェアと

でいるかもしれない。
そうなったときに、
どう

完し合いながら、最後までみんなで考え

いうのは目には見えないものですから、
お

いう機能をお客様が必要としているのか

抜いて仕事を進めていくというのが、
Ｓｋｙ

客様とその成果物についてどれだけ意

をしっかりとお伺いし、理解して業務を進

のスタイルなのだと思います。

識を合わせていけるかが重要になってき

めていく力が重要になってきます。

お客様とやりとりするなかで、
コミュニケーション能力は
どのように生きてくるのですか？

対談

あとは、
いただいた業務をチームで進

けではないので、
お客様のニーズをどれ

めてもらうために、
お客様からのご要望や

だけ引き出して、成果物に反映していけ

目的などをしっかりとメンバーに落とし込ん

るかが一番大事です。

で理解してもらわないといけません。
お客

例えば、
お客様から
「電卓」の開発を

様の思いを読み取るコミュニケーション能

依頼されたとします。
自分の頭の中では、

力と、
メンバーにしっかりと要望を伝えるコ

電卓と言えば足し算、
引き算、
かけ算、
割

ミュニケーション能力の両方が必要なん

私たち開発の仕事は、人と人と

り算ができれば問題ないと考えるかもしれ

です。
ですので、
Ｓｋｙで活躍しているリー

のつながりがとても大切ですので、
お客様

ませんが、
お客様は四則演算だけでな

ダークラス以上の社員は特に話すのが

とSkyの担当リーダーとの相性にはすご

く、
ルートとか累乗も計算できるものを望ん

上手な人が多いです。

貴田
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ます。仕様書にすべてが書かれているわ

クライアント・システム開発事業部 技術部

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

モバイル
ソリューショングループ

副事業部長

副事業部長

長谷川 博之

貴田 久善

選考でのポイント

ほかにどのようなＳｋｙの社風が
選考のなかで重要に

・「ALL Ｓｋｙ」の社風に合致するか

人物面

なってくるのでしょうか？

・ コミュニケーション能力をお持ちか
・ 向上心をお持ちか
・「商売」の意識
・ マネジメント能力（30代以降の場合）

長谷川 Ｓｋｙは「商売」
というものを非常
に大事にしている会社なんです。顧客満
足はもちろん重要ですし、
自分たちが一番

技術面

・ Java、C#などの開発言語知識
・ データベースに関する知識
（BSグループの場合）

求めていかなければならないことだと思っ
ています。
ただ、
企業である以上はしっかり
と
「商売」を意識して、
利益を追求してい
かなければなりません。
大切なのはそれが
「適切な利益」であるということです。
お客
様にも利益を得ていただいて、
お互いが

活用したのか、
シェアを拡大するためにど

にも、
面接では、
応募者の方がこれまでに

「Win-Win」の関係を続けていくためには

ういうアプローチをしたのか、
といったプロ

お客様や競合他社の情報、
業界全体と

どうすればいいのか、
それを考えられるのが

セスにも目を向けるようにしています。

しての情報などを自発的に収集されてき

Ｓｋｙの社員なんだと思います。

新しいお客様を見つけ、仕事を新規

たかどうかもお聞きしています。

「商売」の基本は、
どれだけ多くの情

開拓していくのは営業担当の役割かもし

報を集めて周りに共有し、
チームで対策

れません。
ただ、
すでにお仕事を依頼い

を考えるかだと思っています。
私が所属す

ただいているお客様に対して、
さらに多く

る部 署では2か月に一 度 、
「リプレース

の業務をいただけるように働きかけていく

どのような性格の方が

ミーティング」
という会議で営業担当や現

役割は、
開発を担当する現場のエンジニ

Ｓｋｙで活躍していただけそうですか？

場の社員たちが集まって、
自分たちの業

アが担っていかなければなりません。
私た

務をどのように拡大していくかを話し合っ

ちはこれを「現場営業」
と呼んでいるので

貴田 「向上心」は重要だと思います。

ています。
お客様にどうやって競合他社

すが、
そのためには情報収集を行ったり、

面接でも向上心をお持ちかどうか、
という

からＳｋｙに乗り換えてもらうか、
シェアを獲

先ほど貴田さんが言われたように、
お客

部分は見ていますね。年齢によって見る

得していくかについて計画を立て、
期日を

様とどうやって親密な関係を築いていくか

ポイントは違うのですが、
「自分自身がどう

設けた上で実際に行動していきます。
そこ

がとても重要です。

いうエンジニアになりたいのか」
という考え

で実績が出ればもちろん良いのですが、
結果だけでなくそのためにどんなツールを

ですので、
そういったＳｋｙの「商売」に
ついての考え方に合致するかを見るため

を明確にお持ちの方は、優先的に採用
させていただいています。

対談

25

対談

各グループのKey Personに聞く Ｓｋｙの開発職に求めるものとは

常に新しいことに興 味を持ち、
最新の技術を追求する向 上 心が重 要
今までやってきた仕事を振り返ってみ

ら自分の希望が実現できると思い、応募

し、MSグループで30歳を迎えた社員の

て、
今後どのように自分が変化していきた

しました」
と言われたら、
「この人と仕事が

場 合 、1 0～2 0 名 規 模のチームのリー

いのか。
そこが語れる上で、
「やりたいで

したい」
とこちらも思いますね。年代別で

ダーとして働いている人もいます。
ですの

す」
という気持ちだけではなく、
「やりたい

言うと、20代の方に対しては、現状お持

で、30代でプログラマーの経験しかない

ので今もこういう努力を続けています」
と

ちの技術力についてはそれほど期待はし

となると難しいかもしれません。
ただ、
これま

いう意識を持っていることが重要だと思

ていません。
それよりも、
こういった向上心

での環境が恵まれていなかっただけで、

います。

や、
これからどこまで成長していただける

面接でお話しさせていただいて可能性

かといった部分を見ています。

を感じる方だった場合には、採用させて

例えば応募者の方に、
「今まではシス
テムのこの部分しか開発に携われなかっ

ただこれが30代になると、
求めるものが

いただくケースはあります。長谷川さんは

たけれども、
自分はこのシステムの基盤部

少し違ってきます。
組織としてのバランスも

どうですか？

分を作る仕事がしたいと思ってきました。

意識していきたいので、
チームを束ねる

長谷川 そうですね。
マネジメント能力に

家でPCを購入して独学で勉強して、
そ

リーダーとして活躍できるマネジメント能

ついては私も重視していて、
プロセス・マ

れを会社にもアピールしました。
それでも

力をお持ちか、
という視点でも見ていくこと

ネジメントとプロジェクト・マネジメントの２

挑戦させてもらえなかったので、
Ｓｋｙでな

になります。大学を卒業してＳｋｙに入社

つができるかどうかは、面接でお話しする
なかでも見ています。
プロセス・マネジメン
トについては、
システム開発のさまざまな
プロセスのなかで必要なインプット、
アウト
プットは何なのか、成果物の定義はどの
ように進めてきたのかといったことを伺うよ
うにしています。
プロジェクト
・マネジメントに関しては、
プ
ロジェクトを成功させるための工程・工数
管理や、
リスク・課題管理、品質管理と
いったところをこれまでどういう手法で行っ
てきたのかを伺います。
あとはPDCAを回
してどのように改善活動を行ってきたかも
聞きます。
どういう課題を見つけて、
どういう
ゴールを設定して、
改善の結果どういう成
果が出たのか。
目標や結果を数値で話し
ていただけると、
とても納得しますね。
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対談

クライアント・システム開発事業部 技術部

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

モバイル
ソリューショングループ

副事業部長

長谷川 博之

副事業部長

貴田 久善

のではと思われるかもしれませんが、実際

常に新しいことに興味を持ち、最新の技

それぞれのグループで

に必要な技術領域はBSグループで求

術に触れていきたいという向上心をお持

必要とされる技術は

められるものに近いです。BSグループで

ちの方を求めています。変 化することを

どのようなものなのでしょうか？

はサーバーで動作するアプリケーション

「大変だ」ではなく、
「おもしろい」
と捉えら

が中心で、MSグループの場合はそれに

れる方が活躍できると思います。

BSグループではCOBOLのよ

スマートフォン上のアプリケーションも組み

いずれにしても、
グループに関係なく共

うな基幹系のメインフレームに注力するつ

合わせていくことになりますが、技術要素

通した選考基準としては、
これまでにお伝

もりはあまりなくて、
それよりもオープン系、

はかなり類似しています。

えしたようなＳｋｙの社風に応募者の方が

長谷川

Web系と言われる技術領域が主になり

開発言語にしても、
あまり特殊なものは

合致するかどうか、
共感していただけるか

ます。開発言語で言えばJavaやC#に

使いません。Java、C++ができないとだ

どうかが、
もっとも重要だと考えています。
そ

なってくるので、少なくともそういった言語

め、
ということもありません。
ただ、
そういった

の部分で問題ないと判断した場合には、

の仕様をきっちり理解されているか、
これ

言語を新たにマスターする意欲と素養は

BSグループ、
MSグループ双方で協議し

らを使った開発経験があるかを面接でも

必要だと思います。
ソフトウェア業界は日

て、
その方の希望やスキルを生かすかた

お聞きするようにしています。
オブジェクト

進月歩で技術が変化していきますので、

ちで配属を決めていくこともありますね。

指向言語なので、例えばクラス設計でど
ういうふうにやってきたのか、
というところも
見ています。
業務系システム開発が組込み開発と
違うのは、
Javaの知識だけでなく、
データ
ベースに関する知識も必要だというところ
です。
それに、
フロントエンドのJavaScript
についても理 解していないといけない。
データベースなら普通にSQLが書けるの
か、
もう少し突っ込んでデータベースの論
理設計ができるレベルなのか。
そのあたり
の技術的な質問をさせてもらって、確認
するようにしています。
貴田

MSグループでは、
モバイル端末

に関する開発が中心になりますので、独
自の技術領域についての経験が必要な

対談
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解 説「 S kyスタイル 」

情報共有を加速 「Ｓｋｙなう」
「Ｓｋｙなう」とは？
「Ｓｋｙなう」は、全社員が発信者となってリアルタイムに情報共有
するためのツールです。常にユーザーである社員の意見を反映
し、機能追加・改善を積み重ねて進化を続けています。
ここでは、社内の情報共有を加速する「Ｓｋｙなう」が実際にはどの
ように活用されているかをご紹介します。
※写真、イラストはすべてイメージです。

活用事例

1

リアルタイムに情報共有

2

基本的な使い方

会議を進めながら発信

作業進捗や疑問点など仕事に関することをタイムライン

会議の参加者は、会議中の発言や決定事項、次のアク

につぶやきます。つぶやきに「タグ」
を付けて、何に関係

ションアイテムなどをつぶやきます。そのとき会議名でタ

する情報なのかを分類できるほか、
「 宛先」
を設定するこ

グ付けしておけば、後から日付を確認するだけで、会議の

とで、相 手のタイムライン上に表 示させることができま

内容が確認できる議事録代わりにも。また、参加者以外

す。
「Ｓｋｙなう」なら空いた時間に手早く確認でき、お互

のメンバーでも、
「Ｓｋｙなう」上で会議内容をリアルタイム

いがどこにいてもコミュニケーションが図れます。

に知れるので、
メンバー間の共通理解が深まります。

タグ
⾃分宛のツイート
空川 広志

宛先

タグ（会議名）
# 報告会 タグのツイート

メニュー ▼

空川 広志

03/08 09:50

打ち合わせのため、10:30 から離席します。# 報告
空川 広志

@ ⼤⽥ 花⼦

⼤⽥ 花⼦

03/07 17:00

空川 広志

⻘空 太郎

03/07 09:05

03/07 09:00

トップ
会話

@ ⼤⽥ 花⼦ 本⽇午前中は外出しております。午後に帰社予定です。

解説「Skyスタイル」

# 報告会

会話

投稿

# 報告会

03/05 14:12

A チームより案件報告。新規案件 8 件
⻘空 太郎

# 報告会

03/05 14:13

B チームより案件報告。新規案件 12 件
⻘空 太郎

@ ⻘空 太郎 承知しました。
⻘空 太郎

03/05 14:15

□□社から△× の件で問い合わせがありました。

会話

# 出⽋確認 @ ⼤⽥ 花⼦ @ 空川 広志 明⽇の定例会議の出⽋をコメントしてください。
⼤⽥ 花⼦

# 報告会

03/05 14:16

@ 空川 広志 会議終了後、対応いたします。

03/07 16:58

03/07 16:50

03/05 14:16

⼤⽥ 花⼦

# 出⽋確認 @ ⻘空 太郎 出席できます。
⻘空 太郎

メニュー ▼

先⽉⽬標：108%。達成。すばらしいです！

# 出⽋確認 @ ⻘空 太郎 システム動作テストのため⽋席します。
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会議の内容もすぐに共有

活用事例

# 報告会

03/05 14:06

本⽇の会議終了予定時刻は 15:00 です

# 報告会

トップ
投稿

部門を越えて知恵が集まる

活用事例

3

機能連動ですぐに予定を確認

活用事例

疑問・質問を投げかける

技術的な疑問や仕事の確認事項があるときは「#質問」

4

スケジュールを管理する

「Ｓｋｙなう」にはスケジュール管理機能があり、
自分の予

をタグ付けすると、つぶやきにQアイコンが表示されま

定を登録したり、会議室や備品使用の予約もできます。

す。このアイコンがあると宛先のメンバーはもちろん、部

予定を登録すると自動的に参加者に通知されます。予

門を越えていろいろなメンバーが知恵を貸してくれること

定時間になると本人に通知した上で、アバターの近くに

も。疑問が解決したときにはチェックマークが付くので、

現在の予定が表示されるので、連絡を取りたい相手が

未解決の質問かどうかがひと目でわかります。

今何をしているのかがすぐに確認できます。

Q ←未解決

Q

←解決済

⻘空 太郎

あなたの予定
＜

# 質問 タグのツイート

Q

⼤⽥ 花⼦

今⽉

14:25

＜

⽇

2/25

メニュー ▼

会議中

メニュー ▼

＋ 2/26

⽉

⽕

＋ 2/27

＋ 2/28

⽔

03/09 16:35

⽊

＋ 1

14:00~15:00
定例会議

＋ 2

15:00~17:00
外出

16:0
打ち

# 質問 @ 空川 広志 ○△○△の対応 OS をお教えいただけますでしょうか。
⻘空 太郎

03/07 09:42

空川 広志

＋ 5

4

# 回答 @ 空川 広志 上⼿くいきました。ありがとうございます！

＋ 6

14:00~15:00
定例会議

03/07 09:13

本⽇

13:00~15:00
企画会議

Q

3

03/07 09:10

# 回答 @ ⻘空 太郎 10% くらいは余裕があった⽅がいいみたいです @ 空川 広志
⻘空 太郎

03/07 09:05

5

TODOを管理・共有する

＋ 14

＋ 9

2

1

＋ 15

9:30~11:00
説明会参加

16:00~17:00
打ち合わせ

投稿

Time Managementを効率よく

＋ 13

14:00~15:00
定例会議

トップ

会話

# 質問 @ ⼤⽥ 花⼦ @ 空川 広志 ○○の設定、最⼤値を 100 にするとエラーに
なるのですが、どなたかわかりませんか？

活用事例

＋ 12

11

＋ 8

10:00~11:00
打ち合わせ
13:00~14:00
△△社○○様来社

# 回答 @ ⻘空 太郎 最⼩値も下げすぎないよう注意してください。 @ ⼤⽥ 花⼦
⼤⽥ 花⼦

＋ 7

＋ 16

終⽇
出張：東京

1

終⽇
出張

2

社内イベント時には「特設版」に

活用事例

6

社員同士の交流を深める

「 #TODO 」
をタグ付けすれば、自分のやることリストが

社内の式典や納会などのイベント時には「Ｓｋｙなう」の

作成できます。つぶやくだけで自分が「いつまでに、何を

特設ページが開設されます。式典で表彰や昇格結果が

するのか」をリスト化でき、手 軽にタスク管 理ができま

発表されると、対象メンバーに多くのお祝いコメントが寄

す。
さらに、宛先に入れたメンバーにもTODOが設定で

せられます。
また懇親会では、社員がスマートフォンなどで

きるので、協力して進める作業や依頼した仕事の進捗

撮影した写真が投稿できるバージョンに衣替え。イベン

状況も全員で共有できます。

⾃分の TODO

依頼した TODO
TODO 内容

完了
完了

メールチェック

トの様子が写真で映し出されます。

# 式典 タグのツイート

グループの TODO
投稿者

⻘空 太郎

【チェック依頼】棚卸しの
⼤⽥ 花⼦
ご確認をお願いいたします。

空川 広志

メニュー ▼

09/30 11:06

# 式典 # お祝い

期限

03/05 15:00
03/06 17:00

完了

スケジュール確認

⻘空 太郎

03/09 12:00

完了

会議資料作成

⻘空 太郎

03/12 15:30

完了

展⽰会準備

⻘空 太郎

03/20 17:30トップ

⼤⽥ 花⼦

# 式典 # お祝い
⻘空 太郎

@ ⼤⽥ 花⼦

09/30 11:05

ありがとうございます

09/30 11:00

@ ⻘空 太郎

会話

# 式典 # お祝い @ ⼤⽥ 花⼦ 昇格おめでとうございます。

トップ
投稿

投稿
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特集

自社開発商品のご紹介

お客様のニーズを追求する
商品・ツール開発への取り組み
Ｓｋｙが展開する事業の中で大きな役割を担っているのが、自社パッケージ商品の開発事業です。
企業・団体や、教育機関、医療機関に向けて開発・販売を行っている各種商品に加えて、自社で開発して
いるソフトウェア検証用ツールについて、それぞれの特長をご紹介します。

企業・団体向け
パッケージ商 品

医療 機 関 向け
パッケージ商 品

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
スカイシー クライアント ビュー

医療機関向け I T機器管理システム

SKYMEC IT Manager
スカイメック アイティー マネージャー

学習活動ソフトウェア

SKYMENU Pro
スカイメニュー プロ

学校・教 育 機 関 向け
パッケージ商 品

学習活動ソフトウェア

SKYMENU Class
スカイメニュー クラス

ソフトウェア評価/検証 テスト自動化ツール

テスト自動化ツール

SATT（Sky Automation Testing Tool）
サット
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特集

企業・団体向けパッケージ商品

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
スカイシー クライアント ビュー

組織のPCに対する情報漏洩対策と、IT資産管理を支援するソフトウェア

組織の大切な情報を、漏洩リスクから守る

初めてでも「使いやすい」を考慮した設計

「SKYSEA Client View」は、
企業や団体で扱われている

Ｓｋｙが「SKYSEA Client View」をリリースした当時、
市

PCの運用管理を支援するソフトウェアとして、
2006年にリリース

場にはすでに多数の競合するセキュリティ製品があり、
トップ企

されました。
PCの操作履歴をログとして記録して状況把握に役

業の製品とは10年以上の経験の差がありました。
そのような

立てる
「ログ管理」機能や、
USBメモリなどの外部記憶媒体の

状況で競合製品との差を埋めるために、
Ｓｋｙでは商品の

使用制限や棚卸が行える
「デバイス管理」機能といった情報

「使いやすさ」にこだわった設計を心掛け、
開発を進めました。

漏洩対策機能のほか、
PCのハードウェア情報や、
インストールさ

組織の情報システム担当者は常に多忙であり、人事異動な

れているソフトウェア情報を自動収集してIT資産の活用状況を

どで担当が変わった際にはソフトウェアの使い方を一から学ぶ

把握する
「IT資産管理」機能などを搭載しています。

必要があります。
このような状況で求められるのは、導入してす

また、
近年問題となっているサイバー攻撃への対策をサポー

ぐに使い始められるわかりやすさだと考え、ユーザーインタ

トする機能や、
働き方改革のための労働時間の把握を支援す

フェースなどを設計。初めてでも操作できる「使いやすさ」は、

る機能なども用意し、
常にお客様の課題に真摯に向き合いなが

「SKYSEA Client View」の開発を進めていく上で大きな

ら毎年定期的なバージョンアップを行い、
進化を続けています。

ポイントとなっています。

▼「使いやすさ」
を考えた管理画面
組織の安全なIT運用を
支援する各種機能

IT 資産管理

ログ管理

ソフトウェア資産管理

セキュリティ管理

メンテナンス

デバイス管理

サーバー監査

レポート

モバイル機器管理

（SAM）

（MDM）

特集
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他社製品との連携で対応力を強化

また、
導入ユーザー様が増えていくなかで、
他社メーカー様
から製品連携のお話をいただく機会も増えてきました。UTM

「SKYSEA Client View」は、
これまでに10,000社を超

製品やウイルス対策ソフトウェアなどと連携してサイバー攻撃

えるユーザー様にご利用いただき、
企業だけでなく多くの中央

対策を強化したり、勤怠管理システムと連携して過重労働対

官庁にも導入いただいています。
また、
日経コンピュータ様が

策への取り組みを支援するソリューションを提供することができ

毎年実施されている「顧客満足度調査」において、
6年連続

るようになってきたことで、商品としての対応力の強化につな

で部門1位を獲得するなど、
ご好評をいただいています。

がっています。

医療機関向けパッケージ商品

医療機関向け IT機器管理システム

SKYMEC IT Manager
スカイメック アイティー マネージャー

24時間稼働し続ける医療現場のPCを、情報漏洩や機器障害から守る

医療現場のI Tに関する課題解決をサポート

いるため、
情報漏洩リスクへの適切な対策も必要です。
「SKYMEC IT Manager」は、
病院や診療所などの医療

電子カルテの導入や、医療機器のIT化が進むなか、病院

機関に向けて開発されたIT機器管理システムです。
実際に病

などの医療機関で使用されるPCも年々増加しています。
これ

院にITに関するお困りごとをヒアリングし、
各種機能の開発を進

らPCの多くは院内で24時間稼働しており、PCの故障などで

めてきました。
PCのバッテリーや冷却ファンの温度変化を監視し

診療が止まってしまわないよう、適切な管理が求められていま

て異常を検知する機能や、
電子カルテシステムと連携してログイ

す。
また、
これらPCでは患者様の機微な医療情報が扱われて

ンユーザーのPC操作をログで記録する機能、
システム管理者
が不在でもPCの故障などの問い合わせが素早く行えるヘルプ
デスク機能など、
PCの安定運用をサポートし、
病院の管理担当

医療機関向け専用機能

IT 機器障害管理支援

電子カルテシステム連携

ログオフし忘れ防止

端末機異常通知

PC 定期再起動

端末機故障時入替

システム稼働監視

フロアレイアウト表示

業務端末利用履歴管理〈搭載予定〉

情報漏洩対策機能 ※

サポートサービス

者様の負荷を軽減していただくための機能を搭載しています。
ま
た、
情報漏洩対策については、
「SKYSEA Client View」
と同
等の対策機能を多数用意しています。
導入いただいた製品を安心してご利用いただくために、管
理担当者様の異動などに伴う引き継ぎ支援として、
Ｓｋｙのイン
ストラクターが新しい担当者様に研修を実施させていただく

※「SKYSEA Client View」
と同等の対策機能を搭載しています。
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特集

サービスなども提供しています。

特集

自社開発商品のご紹介

学校・教育機関向けパッケージ商品

学習活動ソフトウェア

SKYMENU Pro
スカイメニュー プロ

新学習指導要領に沿って、コンピュータ教室での学習活動をサポート

20年の実績を持つ学習活動ソフトウェア
「SKYMENU Pro」は小・中・高等学校のコンピュータ教

合的にサポートします。
また、
使い方に応じて操作パネルを切り
替えられるなど、
より多くの先生方にお使いいただけるよう、使
いやすさにも配慮しています。

室で、ICTを活用した学習活動をサポートするソフトウェアで
す。従来、高価な専用ハードウェアを使用して行われていた
学習者用コンピュータの制御を、
ソフトウェアで実現するために

校内コンピュータの運用効率化も支援

開発した「SKYMENU Pro」をリリースしたのは1998年。
20年

学習活動をサポートするだけではなく、先生方や子どもたち

にわたる歴史のなかで信頼を積み重ねてきたことで、
2018年1月

のユーザIDやパスワードなどのユーザ情報の登録・変更・削

現在、
約31,288校（SKYMENU Pro / SKYMENU Class

除も簡単に行えるように設計。新入生の一括登録や進級時

合計）
に導入されています。

の処理などを効率化して運用の手間を軽減します。
また、職

最新版となる
「SKYMENU Pro 2018」は、2020年から

員室や普通教室、
特別教室など、
校内ネットワーク内のさまざ

始まる新学習指導要領の実施に向けて、
コンピュータ教室の

まな場所に設置されたコンピュータの状態を離れた場所から

高速で安定したネットワークを利用し、子どもたちの主体的・

確認し、電源操作や各種設定が行えるなど、校内コンピュー

対話的な学習活動や情報活用能力を育む活動をサポート

タを安心して活用するための機能も搭載しています。

します。
また、先生方や子どもたちのユーザ情報や入学から卒
業までのデータを管理したり、
日常的なコンピュータ運用管理

▼使い方に応じて切り替えられる操作パネル

を支援する機能も搭載し、
コンピュータ教室での学習活動を
トータルにサポートします。

コンピュータ教室での学習活動をサポート
教員機から操作して学習者機へ画面を転送したり、学習
者機の操作をロックしたりといったコントロールができるほか、
動
画の比較表示や自動採点が可能な小テスト機能などを搭載
し、
コンピュータ教室においてICTを活用した学習活動を総

特集
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学校・教育機関向けパッケージ商品

学習活動ソフトウェア

SKYMENU Class
スカイメニュー クラス

「主体的・対話的で深い学び」に向けて、タブレット端末を活用した学習活動に

タブレット端末を活用した学習活動をサポート
コンピュータ教室だけではなく、
普通教室をはじめ校内のさ

序・分岐・繰り返しを整理して考えをまとめることで、
プログラミン
グ的思考の育成を支援する機能も搭載し、
さまざまな場面で
子どもたちの学習活動をサポートします。

まざまな場所での学習活動において、
タブレット端末の活用が
進んでいます。
「SKYMENU Class」は、
「SKYMENU Pro」
の各種機能の開発で培ってきたノウハウを基盤にして、
タブレッ

子どもたち同士が意見を出し合い気づきを共有

ト端末に対応した学習活動ソフトウェアとして2013年にリリー

ほかの人の作品と自分の作品を並べて見比べたり、気づ

スされました。子どもたちがタブレット端末を操作しやすいように

いたことを書き込んで評価し合ったりすることで、
自分だけでは

直感的でわかりやすいツールバーを用意し、
さまざまな学習活

気づかなかった視点を得ることにつながる「みんなの作品」機

動に活用できる
「思考ツール」
も搭載しています。

能を搭載。
また、
複数の子どもの画面を並べて比較し、
考え方

最新版となる
「SKYMENU Class 2018」は、
2020年から

の違いを共有したり、
書き込んだ内容を一つのページとして重

順次実施される新学習指導要領に示されている「主体的・

ね合わせて一人ひとりの考えや結果を集約して解を導き出す

対話的で深い学び」を目指し、
子どもたちが試行錯誤しながら

機能など、
「主体的・対話的で深い学び」を目指した活動に

考えを深めていく学習活動をサポートします。
また、
プログラミン

お役立ていただける機能を搭載しています。

グ的思考の育成に役立てられる機能を追加するなど、学習
活動で使える
「思考ツール」を充実させました。
▼子どもたちの考えを可視化する
「思考ツール」
が充実

試行錯誤しながら考えを広げ、深める活動に
紙のワークシートやノートに手書きする場合とは違い、
タブ
レット端末を使うことで、子どもたちは何度でもやり直しながら、
自分の考えを深めていくことができます。
「SKYMENU
C l a s s 」の発表ノートには、考えを可視化して発想を広げる
マッピングや、
関連する言葉を分類して思考を深めるグルーピ
ングなどの「思考ツール」を搭載しています。
また、物事の順
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自社開発商品のご紹介

特集

テスト自動化ツール

ソフトウェア評価/検証 テスト自動化ツール

SATT（Sky Automation Testing Tool）
サット

多様な自動テストの実績をベースに、顧客ニーズに合った最適なテストをご提案

これまでのノウハウを生かした自社開発のテストツール
ソフトウェアの品質管理は、
ソフトウェア開発において重要な
課題となっています。
Ｓｋｙはこれまで、
お客様の制御システム、
組

いただくことも可能です。

テスト結果が視覚的に確認できる仕組みも用意

込みソフトウェアなどの検証業務を行うなかで、
お客様のご要

テストでNGが出た場合には、発生した状態をスクリーン

望に合わせて多くのテスト自動化業務を行ってきました。
これら

ショットで保存する機能も搭載しています。NGの発生状況を

のノウハウを生かして、
自社開発したのがテスト自動化ツール

後から確認でき、夜間のテスト自動実行時などに役立ててい

「SATT」です。
ツールを活用いただくことで、
お客様のソフト
ウェア検証の自動化、
作業の効率化を支援します。

ただけます。
また、画像認識を行う機能も搭載しており、
テスト対象の画
面を、事前に準備した画像と比較し、SATTがテストの合否

プログラミング言語なしでテストコードを自動生成
「SATT」をご利用いただくことで、
試験書から自動でテスト

を判断します。
テスト結果がNGだった場合には、NGの箇所を
検知し、比較画像とどこが一致していないかを視覚的に明示
してくれます。
Ｓｋｙではこのようなテスト自動化ツールを用いて、

コードを作成・実行でき、
テスト自動化ツールの課題であるテス

お客様のニーズに合わせた最適な自動テストをご提案してい

トコードの作成を簡易化できます。一般的に、
自動テストを作

ます。

成するためには専門的なプログラミング知識が必要ですが、
「SATT」ではテストしたいアクションを選ぶだけで、面倒なテ

〈

ストコードの生成は自動的に行ってくれます。
そのため、
プログ
ラミング経験がない方、
テスト作業が初めての方でも、簡単に
自動テストを作成することができます。

⾼画質モード

で、
ボタン一つでテストの実行結果とテスト項目をまとめて出力
することもできます。出力したファイルには、表紙やテストの実施

画⾯設定

⾼画質モード

OFF

⼿ぶくろモード

⼿ぶくろモード

画⾯の明るさ

画⾯の明るさ

ホワイトバランス

ホワイトバランス

画⾯回転

画⾯回転

スリープ

スリープ

スクリーンセーバー

スクリーンセーバー

⼿ぶくろをしたままでも操作が出来ます

画⾯上のホワイトバランスを調整します

スクリーンセーバー
画⾯回転の設定をします
スライドショー

〈

High quality mode

High quality mode 画⾯の明るさを調整します

作成したテストコードに基づいてテストを実行すると、操作が
自動で行われます。
テスト結果はExcel形式で出力が可能

画⾯設定

⾼画質モード

無操作状態で15分後に画⾯消灯します

スライドショー

NG

⼿ぶくろをしたままでも操作が出来ます

⾼画質モード
OFF

画⾯の明るさを調整します

画⾯上のホワイトバランスを調整します

スクリーンセーバー

画⾯回転の設定をします

OFF

無操作状態で15分後に画⾯消灯します

OFF

NG

率なども含まれているため、
そのまま提出用の資料としてご利用

特集
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Focus

魅力ある企業をめざして
Skyの各種プロモーション施策のご紹介

Ｓｋｙ株 式 会 社は、優 秀な人 材にとって魅力ある企 業となれるように、
多 方 面にわたってプロモーション施 策を展 開し、幅 広い層に向けてアピールしています。
引き続きコーポレートとプロダクトの両 面から、認 知 度 、評 価を高めていくため、
各 種プロモーション施 策を継 続してまいります。

Sky は多方面へのプロモーション施策を展開しています

36
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コーポレート

リクルーティング

プロダクト

ブランディング

プロモーション

プロモーション

テレビ番 組 提 供スポンサー

人材紹介会社様との信頼関

主力商品である「SKYSEA

やスポーツイベントの特別協

係構築を目指しながら、キャ

Client View」
を中心に、
さま

賛（冠スポンサー）
となること

リア採 用・新 卒 採 用の両 面

ざまなメディアへの露出を強

で、企業としての認知度向上

から採用力強化に取り組ん

化。幅広い層への浸透を目

を図っています。

でいます。

指しています。

Focus

魅力ある企業をめざして
Skyの各種プロモーション施策のご紹介

コーポレートブランディング

Skyレディース ABC杯

Ｓｋｙが特別協賛したLPGA ステップ・アップ・ツアー「Ｓｋｙレディー
ス ABC杯」が、
2017年6月に初開催されました。2018年の第2回大
会（6月27日～6月29日）
では、
開催期間を2日間から3日間に拡大し、
さらに規模を広げて開催する予定です。

ミュージカル「メリー・ポピンズ」
Ｓｋｙは、株式会社ホリプロおよび東宝株式会社、株式会社TBSテ
レビ、
株式会社梅田芸術劇場が主催し、
企画製作するミュージカル
「メリー・ポピンズ」
（主演：濱田めぐみ、平原綾香、大貫勇輔、柿澤
勇人 / 東京および大阪にて公演）
に特別協賛しています。

第71回 福岡国際マラソン選手権大会
Ｓｋｙが協力した福岡国際マラソン選手権大会が2017年12月3日
（日）
に開催されました。2020年の東京オリンピックを目指す選手に
とって、
マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）
の出場権をかけた
レースとなり、
熱い優勝争いが繰り広げられました。

ナマ虎スタジアム 阪神タイガース VS 広島東洋カープ
阪神タイガースの2018年シーズンのホーム開幕となる対広島東洋カープ戦が、2018年4月10日に阪神甲子園球場で開催されました。
この試
合、
テレビ大阪はプロ野球中継「ナマ虎スタジアム」を放送。
Ｓｋｙ株式会社は、
昨シーズンに引き続き番組スポンサーとなりました。

Focus
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リクルーティングプロモーション
キャリア採用
●

事業説明会を開催

キャリア採用の要となる人材紹介会社のご担当者様にご参加いた
だき
「Ｓｋｙ株式会社 事業説明会」を開催。
各事業の現状および今
後の方針をご紹介するとともに、
懇親会での情報交換を通じて、
求め
る人材像を直接お伝えする機会とさせていただいています。

●

各求人サイトにＳｋｙの特設サイトを開設

人材紹介会社様にご協力いただき、
各社求人サイトにてＳｋｙの特設サイトを開設。
人材紹介会社様の営業、
アドバイザー、
コンサルタントの皆さ
まの視点で「リアルなＳｋｙ」を伝えてくださっています。

△ DODA

△ マイナビ転職

△ type転職エージェント

新卒採用
●

就職イベントへの積極参加

●

Instagram

新卒採用にも注力しており、
2018年のマイナビ様主催の就職イベン

採用活動の一環として、
リアルな

トにおいては、
通常の4～8倍規模のブースを出展することで来場者

職場の風景やSky主催のイベント

の注目を集め、
1日の着席数が1,500名を超える会場もありました。

写真などを毎日更新しています。

Sky株式会社
Instagram

ID : sky_recruit
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Focus

魅力ある企業をめざして
Skyの各種プロモーション施策のご紹介

プロダクトプロモーション
各種広告
「SKYSEA Client View」のプロモーション

●

2 0 1 5 年から俳 優の藤 原 竜 也さんを、主 力 商 品の一つである
「SKYSEA Client View」の広告キャラクターに起用。テレビ
CMや新幹線などの交通広告をはじめ、幅広いメディアへの露出を
増やし、
「Ｓｋｙ株式会社」
という企業ブランドの認知度の向上、
ブラ
ンドイメージの向上に努めています。

△ 第4弾広告

△ 第1弾広告

△ 第2弾広告

テレビCM
・全国放送局にてテレビスポットCMを放映

△ 第3弾広告

交通広告
・新幹線車両内 ポスター広告
北海道・東北・上越・北陸・東海道・山陽・九州・秋田・山形

新聞・雑誌広告
・日本経済新聞 ＜全国版＞ 朝刊
・日経コンピュータ

各新幹線車両内
・在来線コンコースおよび駅自由通路デジタルサイネージなど
東京駅・品川駅・名古屋駅・新大阪駅・京都駅など

・日経ビジネス
・週刊ダイヤモンド

情報誌
●

専門情報誌を自社制作・発行

教育の情報化に関する情報誌「学校とICT」
と、情報セキュリティやIT
運用管理に特化した「SKYSEA Client View NEWS」を発行。
自社
商品だけではなく、
お客様にお役立ていただける幅広い情報を掲載して
定期的にお届けすることで、継続的な信頼性の向上につなげています。

△ 学校とICT
（発行部数：5.0万部）

△ SKYSEA Client View NEWS
（発行部数：2.6万部）

Focus
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Dat a

Ｓｋｙの良いところ、
さらに改善したいところ
Q1

Ｓｋｙに入社して感じた1番良いところは？
その他

キャリア採用を経て入社してか
ら、現在までの経験のなかで感
じた他社にはないＳｋｙの良いと

優秀な人材

3％

評価制度

3％

スピード感

6％

ころを挙げてもらいました。

社内インフラの充実

16％

9％

改善文化

社内でさまざまな改善が進むな
か、これからさらに注力して改
善されることを期待したいと思

社内で発信される
情報が多すぎる

4％

評価制度の基準が
部門により差がある

4％

教育体制が弱い

6％

う部分を回答してもらいました。

グループ間、拠点間の
つながりが弱い

19％
勤怠関連の
ＯＡ化が弱い

49％

18％

入社してから、Ｓｋｙの変化でもっとも印象的だったことは？
商売意識が浸透した

入社してから現在までで、Ｓｋｙ
がもっとも変わった（改善され
た）と感じる部分はどこかを聞
きました。

Time Managementが
徹底された
太陽社風になった

Data

5％

改善のスピードが
上がった

5％

研修制度が充実した

5％

社員の増加

40

15％

9％

さらに改善してもらいたいと感じる部分は？
その他

Q3

17％

チームワークの良さ

Ｓｋ
ｙなうの活用

Q2

風通しの良さ

22％

13％

3％

5％

その他

3％

知名度が上がった

36％

社内インフラの整備が
さらに良くなった

25％

nformation

アンケート実施中
「 Skyスタイル Magazine Vol.4 」へのご意見をお寄せください !

アンケートにご回答いただいた方に もれなく

「Skyスタイル Magazine Vol.4」をご覧いただきありが
とうございます。今後とも皆さまのお役に立てる情報を

QUOカード

1,000 円分

お届けできるよう、下記Webページにて本誌に関するア

プレゼント

ンケートを実施しております。ぜひ皆さまの率直なご意
見・ご感想をお聞かせください。

※本アンケートへのご回答は、弊社より本誌をご送付いたしました
人材紹介会社の方に限らせていただきます。

全4問のかんたんなアンケートです。ぜひご回答ください。
Q1

今回の内容で良かった記事を教えてください。

Q2

今回の内容でわかりにくかったところ、不明な点はありましたか？

Q3

今後取り上げてほしい内容をお聞かせください。

Q4

その他、
ご意見ご感想などございましたらお聞かせください。

アンケートへのご回答はこちらから

https://www.sky-career.jp/recruit/

Information
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Ｓｋｙ株式会社
札幌支社

仙台支社

https: // www.skygroup.jp /

品川オフィス 品川分室

東京本社

〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー15F

大阪本社
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神戸支社

広島支社
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