
サイボウズも実践する！

kintoneとGaroonを活用した働き方改革とは

渋 谷 雄 大

S h i b u y a Y u d a i



エバンジェリスト

渋 谷 雄 大
1986年生まれ。東京都の深川出身
3社複業 元鍼灸マッサージ師（国家資格所有）

・サイボウズ株式会社 ビジネスマーケティング本部 エバンジェリスト
年間140回を超えるセミナー・講演、コンテンツ制作を担当

・株式会社MOVED 代表取締役
プレゼンテーション研修、イベント支援、マーケティング支援

・ICTコミュニケーションズ株式会社 コンテンツ事業部長
ITツール全般のセミナー・研修、資格制度の立案・運用に携わる



4児のパパ
長男 7歳（小学 2年生）
長女 5歳（幼稚園年長）
次男 2歳
次女 11ヶ月

エバンジェリスト

渋 谷 雄 大

頑張って稼がないとだなー



名 称 サイボウズ株式会社（東証一部上場 4776）

事 業 内 容 「グループウェア」 の開発・販売・運用

創 業 1997年8月（愛媛県松山市にて3名で創業）

所 在 地 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

拠 点
東京, 大阪, 松山, 名古屋, 福岡, 仙台, 札幌, 那覇, 

上海, 深圳, 台北, ホーチミン, サンフランシスコ, シドニー(合弁)など

資 本 金 613百万円

業 績 連結売上 9,502百万円(経常利益 821百万円) ※2017年12月期

従 業 員 数
連結795名(派遣社員128名含む) 

平均年齢 34.6歳(本社正社員) ※2018年12月末



企業理念 (2019年版)

チームワークあふれる

「社会」を創る

チームワークあふれる

「会社」を創る

「優れたグループウェア」と

「チームワーク強化メソッド」の

開発と普及

理想への共感

多様な個性を重視

公明正大

自立と議論



グループウェアとは

スケジュール

商談

メール センサー(IoT)

会議室予約

タスク

ファイル掲示板 位置情報など

顧客 社員 採用 契約

受発注日報

あらゆる情報を
共有

グループウェア

多様な個性を
活かした

チームワークの実現

チームワークあふれる社会



なぜグループウェアが必要なのか



4種類のグループウェア 国内外850万名以上のお客様

中小企業向けグループウェア 業務アプリ作成プラットフォーム

大規模・中堅企業向けグループウェア メール共有システム

60,000社 12,000社

7,000社4,800社



進むグローバル展開
中国

1,000社

US

250社

東南アジア

370社



サイボウズといえば「ホワイト」企業





でも、最初からそうだったわけではない



昔のサイボウズは違った・・・

▌前の日どんなに飲んだとしても翌朝9時には出社しろ

▌副業はダメ 本業に集中するべし

▌出張は日帰り タクシーはNG

▌経費削減のため使わない文房具を集めよう

▌突如「明日までに検索広告キーワード案を1000個考えて来い」

→徹夜・・

▌昼休みにみんなでラジオ体操をしよう

社会人ってこういうものじゃないの？



サイボウズも10年前はザ・ブラック

18時以降の打ち合わせも当たり前

19:10〜21:00 20名召集

2008年当時

・18時以降の全体会議
・有給とりづらい雰囲気
・早く帰りづらい雰囲気
・22時頃まで会社で仕事
・土日もたまに出社
・毎日9時から朝礼絶対参加！



そこへ訪れる危機の予兆

売上が40億円前後で横ばいに
（従業員は増えたのに、売上が伸びない・・）

離職率が28％！
（1年で4人に1人は退職していく。毎月が送別会・・）

離職率28%



人がバンバン辞めて困ること

▌中小企業は人が採れない。

▌新人を教育するには教育コストがかかる。

▌スキルある人が定着しやすい、戻ってきやすい環境を整備する必要性。

⚫文化的になじめない人が、辞めるのはしょうがない。

⚫続けたいけど続けられない、という人は何としても残ってもらいたい。

とにかく、実現できそうな制度は片っ端から実現していきました。



なぜ変われないのか？

本気で困ってないから

現状維持が人間の本能だよね



とにかく、戻ってきてくれた社員が
定着して仕事を続けられるよう、様々な制度が作られました。



2006年、サイボウズがまず取り組んだこと

▌育児休暇を最大６年間 取得可能に

⚫小学校に上がるまでのイメージ

▌男性・女性を問わない

▌妊娠したことがわかったら、いつでも産休をスタートできる

▌ポイントはお題目ではなく「経営課題に直結」

出産が理由で辞める社員が0名に



2007年 選択型人事制度開始

PS2 （時間に関係なく働くワーク重視型）

開発や企画系

PS （少し残業して働くワークライフバランス型）

サポート業務

DS （定時・短時間で働くライフ重視型）

育児中社員

女性社員比率が４割まで上昇

PS2

PS

DS



人事制度が9分類から選べる仕組みに進化

人生のイベントに合わせて働き方をいつでも変更できる



そして出来上がった人事制度の方針

「100人いれば、100通りの人事制度があってよい」

従業員一人ひとりの個性が違うことを前提に、
それぞれが望む働き方や報酬が実現されればよいという考え方。

人事制度は変えるものではなく足すもの。
公平性よりも個性を重んじることで、一人ひとりの幸福を追求する。

「一人一人がベストなパフォーマンスを出せる環境を作ることが、結局本人も周りも最も幸せ」



そして出来上がった人事制度の方針



サイボウズの人事制度

1 . 働き方の選択（残業なし、短時間、週3日、在宅勤務）

2 . 突発的に働く場所と時間帯を選べるウルトラワーク

3 . 最大6年の育児/介護休暇

4 . 退社しても再入社できる育自分休暇

5 . 副業(複業)の自由化（誰でも会社に断りなく副業可）

6 . マイキャリ制度

7 . 大人の体験入部



ウルトラワーク

2012年 好きな時に、場所も時間も自由に勤務できる制度

-【単発】の定義は総労働時間のうち10％程度
-1ヶ月を超えて【頻発】する場合には、ベースの働き方自体を変更する

働き方宣言で宣言した時間、場所と異なる働き方を
単発で行う時に利用



台風が来ても会社から指示はなく、自分で考えてリモート勤務



人事制度で取り上げられるサイボウズ



9通りから、ついに「100人100通り」へ

社員一人ひとりが、希望する
働き方を自由記述で宣言する

新・働き方宣言制度

さらにアップデート（2018年5月〜）



ツール(kintone)で宣言し、全社に自分の働き方を共有



とあるチームの働き方

月 火 水 木 金 その他

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

出張OK、残業OK
土日OK、深夜OK

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

出張OK、残業OK
土日OK、深夜OK

→家族と相談
9:30
18:00

9:30
18:00

9:30
18:00

9:30
18:00

9:30
18:00

出張、残業
土日、深夜

10:00
19:00

10:00
19:00

10:00
19:00

出張OK、残業OK
土日OK、深夜OK

週１在宅希望

通勤ラッシュを避けるため

9:30
17:30

9:30
17:30

9:30
17:30

9:30
17:30

9:30
17:30

残業月20時間ほど
土日、深夜は家族と調整

週１在宅希望

休
10:00
16:30

10:00
16:30

9:30
17:30

9:30
17:30

出張NG、残業NG
在宅⇔自宅の振替可能

和

週１在宅希望

休
10:00
19:00

来年の上期は
週４にします。

来年はもう少し
残業できそう。

来年は週３出社に
します。



社長だけど育休3回取得 時短勤務

青野：社長



介護離職することなく、地元岡山で技術者SEとして活躍！

・中途でサイボウズ東京本社に入社

・スキルが高いSEとして大活躍

・両親の介護のため、岡山の実家へ帰省がしなければならない状況に。

・サイボウズ拠点はなく一度は退職も考えたが実家で在宅を社長が提案。

・月に数日関西拠点への出社で現在もSEとして活躍中。

松森：介護のため実家の岡山で完全在宅勤務



新潟在住複業社員・2拠点で理想の暮らしを実現

・サイボウズは複業OK。NPO法人運営との複業採用で入社。

・「地方が軸で東京は拠点」を実現。地元新潟の地域活性化
の思いも強く、新しい働き方にチャレンジ。

・サイボウズの仕事は週2日東京本社に出社し、プロモーショ
ンの仕事をしている。

竹内：複業社員



元学生トップテニスプレイヤーの経験を活かしテニス動画の人気者へ

・どこか自分を出し切れていないと感じていた
・社会人3年目のモヤモヤを複業で解消！？
・好きなことを発信するだけで価値になる

権：テニスYouTuber



育「自分」休暇でボツワナへ スキルをあげてサイボウズに復帰！

・入社後3年は製品プロモーションへ所属

・青年海外協力隊の参加を希望し「育自分休暇制度」を取得

・3年ボツワナで経験をつみ、さらに強力な人財となって
サイボウズに復帰。

長山：出戻り社員



男性、女性よりも「個性」

多様性を受け入れる
インクルージョン（包摂性）が重要

100人いれば100通りの人事制度

「我が社には多様性がない」と考えるダイバーシティ経営ではなく、

「すでに十分多様なメンバーが集まっている」と考える

ひとりひとり違うのが普通だよね



制度は変えるのではなく、「増やす」

働き方改革ではなく、働き方「開拓」

「多様な個性を尊重する」原則に従えば、
今まで通りの働き方も許容されなければいけない

今やるべきは、
その働き方ができない人たちのために、
他の働き方も認めていくこと



働き方改革の本質は「画一性」から「多様性」

100人100通りの働き方を「受け入れる」

Point：自分以外の働き方に文句を言わないことが大切

（サイボウズでも当初は文句が出ていた）

目指すべきはホワイト一色ではなく、カラフルなんだね



サイボウズでは
「公平性」を捨てました

代表取締役社長 青野



公平から個性へ

機会の公平より、結果の公平



機会の公平より、結果の公平

私、午前中打ち合わせ入れられてもいないのでw

13時（ごろ）出社

イベントチームリーダー

極端な例だけどね

Cybozu Days 幕張メッセ 4,700名以上来場



離職率は4%台へ
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100名 300名 400名 500名

ここまで来るのに10年以上かかった

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

働き方のコース
（時間）選択可能に

在宅勤務導入

働き方のコース
（時間×場所）選択可能に

ウルトラワークも

事業戦略 事業整理 クラウド事業本格化

企業文化の変革（社内研修）

育児休暇
最長６年

積極的M&A

社員数

人事制度

社長交代時、離職率28%

副業解禁



わたしは・・・？



実ははじめは、ぬるいなって思ってました

和気あいあいとしている。

時短の方も多い。

数値目標もなく、危機感もない。



多様性。

会社に染まっていない。

金太郎アメは誰もいない。

個性が溢れ、尊重し合い、助け合い、化学反応を起こす現場



自分で仕事をしている感覚

正直、待ってても何も起こらない。

全然緩くない。正解が提示されず、逆に厳しいセカイ。

みんなの個性に埋もれてしまう。

会社に出社すれば給与をもらえる。では居られない。



「働き方改革って儲かるんですかね？」という話

働き方改革やれば売上上がるの？
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売上

離職率

百万円

28%

変革と業績はリンクしない 効果は遅れてやって来る

価値観の変化は時間がかかるね



この時期、サイボウズがやっていたこと

サイボウズ史上最多の製品がリリースされ、
またクローズされた時期でした。

実は、売上が横ばいだった時期、
「大公開時代」というスローガンのもと、



この時期に発売された製品

2007年

ドットセールス発売（終了製品）

EasyLearning for ガルーン２発売

（ほぼ終了）

Office 7 発売（新バージョン）

サイボウズ弁公系統開始（終了製品）

上海

2008年

サイボウズブログ２発売（終了製品）

2009年

Office 8、デヂエ 8 発売（新バージョン）

ApporovalFlow発売（終了製品）

ガルーンSaaS発売（終了製品）

メールワイズ4発売（新バージョン）

SI事業開始（サイボウズ総研）

→サイボウズ自社へ移転

2010年

かんたんSaaS開始（終了製品）

KUNAI発売

SP Apps発売（ほぼ終了）

Live開始



いくつもの製品をリリースして、クローズした結果

わずかな製品が生き残りましたが、
その一つが

「クラウドサービス」

2010年、社長の青野は、「クラウド一点突破」の
スローガンを掲げ、そこからサイボウズの新しい時代が

始まりました。



※3期(99)は半年決算。15期(11)より連結での業績。16期(12)は11カ月決算。

百万円

売上の推移



売上UPの要因は「働き方」だけではない

販売戦略

製品のリリース

そして、多様な働き方



多様過ぎるある日の部員のワークスタイル

「在宅で朝7時から」

「午前中在宅で
午後から出社
途中、副業で抜けます」

「新潟で在宅」

「子供を病院に連れて行くので
午前お休み」

「午前中在宅で
午後から出社」



サイボウズだけが変わってるのか？



多くの企業は価値観の変化の過渡期

■ある企業での「男性社員向け育休制度」導入のはなし

→導入してから1年経って若手が申請 →却下

→却下理由が「前例が無い」

→「○X部のマネージャーも制度を使わなかったのに、なんで君が?」

▌結局取得したが、激しく嫌味を言われ、戻ってきた後も

「彼は変人」と呼ばれることに



この違いは、なぜ起きる？



なぜサイボウズは働き方改革に成功したのか？



働き方改革に必要な3つの要素

「ほんとにみんなやってるの？」
という疑心暗鬼



特に目に見えにくいのが「風土」



無意識的に共有されている価値観

風土
（理想への共感、多様な個性を尊重、自立と議論、公明正大）

サイボウズも最初から今の風土があったわけじゃないんだね

無意識的にメンバー間で共有されている価値観



サイボウズに「風土」が生まれた理由

グループウェアで何でもシェアする無意識の価値観が浸透していた

他部署の個人も丸見え 他部署のPJも丸見え社長の予定も丸見え

他部署まで見えるから安心して取り組める風土が根付いたんだね



日ごろ使っているツール（環境）が安心の風土をつくる

個人個人にメール管理
→自然に「組織の壁」が生まれる

グループウェア上で公開された
場所でコミュニケーション

自然とチームワークが生まれる



オフィスはオープンに、でも情報は仕切られたまま・・・

メールが組織変革を阻害していたかも？

？

場所

情報共有



組織改革には順序がある

＝「制度」
多様な働き方と評価

SYSTEM

＝「文化」
多様な個性を認める / 公明正大 / 自立と議論

CULTURE

＝「風土」
とりあえずシェア

CLIMATE

＝「ツール」

オープンな情報共有の仕組み

TOOL



われわれには、すでにツールがあった



ツールが変革の土台となる

＝「ツール」

オープンな情報共有の仕組み

TOOL



サイボウズの柔軟な働き方にも対応



社長秘書はグループウェア



正直に情報を公開できないような風土の会社が、

果たして働き方を変えられるのだろうか？



組織改革には順序がある

＝「制度」
多様な働き方と評価

SYSTEM

＝「文化」
多様な個性を認める / 公明正大 / 自立と議論

CULTURE

＝「風土」
とりあえずシェア

CLIMATE

＝「ツール」

オープンな情報共有の仕組み

TOOL



制度から導入してもダメ

自社の風土を作り、働く人たちの理想へと近づける制度を独自に創造する

画一的な残業削減
リモートワーク導入
作っただけの育休制度



ワークスタイル変革のための要件

変化が根付く風土づくりから始めよう

オープンなITインフラが、安心して発言できる風土から制度、文化を生む



安心の風土があるから、改革にチャレンジできる

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48137



全体性を取り戻すには「安心安全のための空間」が必要

Wholeness 全体性：自分らしく、ありのままでいる状態

「メンバー全員の能力が存分に発揮されていることや、
個人的な不安やメンバーとの関係性の上での気になること等に組織として寄り添うこと」



なぜ、心理的安全性が重要なのか？

▌知識労働でいちばん大事な「学習」に大きな影響を与えるから

▌心理的安全性が確保されなければ、ひとは失敗できない

→失敗できなければ、貴重な学習の機会は永遠にやってこない



サイボウズは働き方実験場

自社の風土を作り、働く人たちの理想へと近づける制度を独自に創造する





たとえばサイボウズの営業チーム

https://cybozu.co.jp/sp/workstyle/workstyle03.html

販売店様担当



メールによる属人化

個人メールで受信すると

他の人がわからない

仕事が引き継ぎにくい
長時間労働

１対１でメール対応（属人化）

迅速に対応する必要があるので優先度が高い
（他業務の優先度が落ちる）

休むとメールが溜まって翌日が地獄

対応の抜け漏れが発生してクレーム

長時間労働の温床



例えばメールを共有する

メールを

1箇所で管理

“sales@cybozu.co.jp”

代表メールアドレス

個人メールで受信すると

他の人がわからない

仕事が引き継ぎにくい
長時間労働



処理状況 担当者

コメント



メールワイズを導入

二重対応や属人化がなくなった！



サイボウズ営業部での変化

チームの風土に変化

メールの属人化をやめてチームで共有、対応

1ヶ月間
有給&自費でフィリピン英語留学

×

早く
帰れる

ちゃんと
休める

アウトプットも
変わる

働き方が変わる 「プライベートの充実、複業」

「おせっかい文化」



営業チーム

店舗チーム

人事総務チーム

管理チーム

サポートチーム

総務チーム

調達管理

問合せ管理

旅費管理

作業管理

店舗販促

社員情報 採用面接管理

販売管理

顧客管理 案件管理

売上報告 休暇申請

チームワークで鍵となるツールがkintone

業務改善のアイディアを自分でカタチに



多様な働き方の実現には人事総務にITが不可欠

社員名簿（公開）

全アプリのキー

社員名簿（個人）

休暇申請

タイムカード

働き方選択

休日出勤申請

深夜勤務申請

面談報告

慶弔登録

所属する部活

社員名簿（個人）

変更管理

やくわリスト

Action5等振返り

Myキャリ

社員証管理

カードマスタ

支給控除管理

配属（履歴）管理

(派遣)契約管理

マネジメントフォロー

研修DB

人事評価

採用申請（新卒）

採用申請（中途）

勤怠
キャリア

お金

マスタ 採用

マネジメント

契約台帳

研修

副業申請

休職申請

退職申請

関連レコード表示

BOSSキャリ

海外研修希望者

この人事総務業務、ぜんぶkintoneなんだね



人事マネージャーは、しみじみつぶやく



パパは、IT系会社員の共働き

ご両親は遠方（和歌山/北海道）

（A3） （A2）
PS2

（A1）

（B3） （B2）
PS

（B1）

（C3） （C2）
DS

（C1）

▼産前：バリバリの営業ウーマン（A1）

▼産後：営業事務の内勤。時短勤務で復帰

（9時~16時）（C1）

▼去年：時短勤務の現場営業ワーママ。

（9時~17時）（C1）

▼現在：第二子出産で育休中！

時短でも営業事務より
現場営業を任せたい。
制限があっても、環境
が整えば一番活躍でき
る業務を任せられる。

使い方例：時短勤務のワーママ



子供が突然インフルエンザに！

急な事態で外出不可！でもその日既に予定が

才田ママはウルトラワークとツールを活用



メンバーに
予定を共有

内容もメモ上
で共有

対応依頼はコ
メントで

どうしてもその日
に打合せがした

い！

メンバーで対応した後は

そんな時はチームでワーク！



サイボウズの営業は個人戦ではなくチーム戦

打ち合わせ内容をすぐに共有



大阪の営業

東京の営業

東京の営業

なんでも共有、チーム全体生産性も上がる

チームでノウハウ共有



東京の企業じゃないし難しい。
うちは無理だよ。

そんなことないです。



老舗でも変われる 創業100年の京屋染物店（岩手県一関市）

http://logmi.jp/250876
https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/kyoya.html

創業100年の染物屋。社員数14名。

染物屋は14,000社→300社に減少。
一関市の人口の減少率は全国2位。

７年前に社長を引き継ぎ、
情報システムによる業務改善にトライ。

現場の意思を反映させた持続的なシステム改善に
よって、ブラックな働き方を脱し、創業以来最高
の売上を達成。

「業務時間もずいぶん短縮できて、以前は夜中の
12時過ぎまで残って仕事をしていたこともあった
くらいだったのですが、今ではどの部署の従業員
もほとんど17時には終業していますね。」（蜂谷
社長）





事実、チームワーク化した企業は利益が増えている

H28 規模別・業種別の中小企業の経営課題に関する調査
公益財団法人全国中小企業取引振興協会実施



IT化1.0は「個人ワーク」のIT化

ホワイトボード（行先予定）
計算機
OHP
手書き書類
電話、FAX
カメラ

スケジューラー
Excel
PowerPoint
一太郎、Word
Eメール、Skype
デジカメ

個人のアナログツールがデジタル化



IT化2.0は「チームワーク」のIT化

スケジューラー
Excel
PowerPoint
一太郎、Word
Eメール
デジカメ

「シェア」
を前提に開発されたツールを使っていますか？

シェア



サイボウズの新卒は言う

社内の業務でEメールを使わないから実現できるの？



掲示板 メッセージ 電話メモ

社員同士の連絡、社内お知らせの配信

社員同士のメールを廃止 No Mail 



スマートフォン対応

サイボウズKUNAI サイボウズ Office 新着通知

新着通知
を

キャッチ

アプリで
さくさく確認

スマート
フォン
に合った
画面表示

モバイル表示



これからの働き方はどう変わるのか？



多様性というキーワード

働き方改革 = 生産性向上

働き方改革 = 多様性向上

社員一人ひとりが幸せになる働き方を受け入れること

→情報量が増大する
→それはITを活用しないと実現できない



生産性 vs 多様性
生産性（企業軸）

多様性（社員軸）

時代遅れ

ぬるま湯搾取

幸せな働き方



多様性が高まると、生産性も高まる

▌幸福度を高めるには、多様な個別ニーズに応える必要がある。

▌働き方の多様化が進み、個人ワークからチームワークへ移行

▌そのため、情報共有とタスクの見える化が進む。

▌すると、業務とスキルの標準化、役割分担の見直し、

業務フローの改善、スキル教育などが進む。

属人的な仕事を廃し、
業務が全体最適化

多様な意見が集まり、
クリエイティブな活動が増加



働き方 ＝ 売上 ではない

意識の変化 自立と議論 チームワーク

営業活動も効率的・円滑になる

マーケティング活動の攻めの施策が光る

開発スピードも急加速する

優秀な人材が急激に増える

結果として売上にも影響



「わがまま」を引き出すから、競争力がつくんです―チームワーク経営塾にかける想いをサイボウズ青野に聞いてみた(2) | サイボウズの企業研修プログラム
https://teamwork.cybozu.co.jp/blog/post-10.html

今までの価値観の経営者からすると、会社にきて、
仕事をして結果を出すのに、「自分らしさって、
なんだよ」って、「意味がわからん」っていうこ
とだと思うんですよ。

その価値観を「わがままでいい」にしたいと思っ
ています。

一人ひとりの「わがまま」を引き出して、いかに
「人が定着する会社」を創るか――答えを言って
しまうと、これが、サイボウズがやってきたこと
なんです。



Gross National Product Gross National Happiness

例えると

国民総幸福量国民総生産

GNP GNH



従業員の同意がない転勤を禁止してほしいです──サイボウズ青野慶久、連合の会長に働き方について意見してみた | サイボウズ式
https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001463.html

学校や家庭では「我慢できる子はいい子だ」
なんて教えて育てようとしますが、
これが多くの企業組織の停滞を生んでいる
んじゃないかと。

今は多様性の時代で、それぞれが主張しな
ければいけない。

我慢で勝てた時代も、マジメに働くだけで
勝てる時代も、終わっているんです。



組織改革には順序がある

＝「制度」
多様な働き方と評価

SYSTEM

＝「文化」
多様な個性を認める / 公明正大 / 自立と議論

CULTURE

＝「風土」
とりあえずシェア

CLIMATE

＝「ツール」

オープンな情報共有の仕組み

TOOL



①働き方改革の本質は「画一化」をやめること

改革ではなく働き方「開拓」 多様な個性を受け入れよう
個人ワークからチームワークへ価値観を切り替えよう

②変化が根付く風土作りから始めよう

オープンなITインフラが、安心して発言できる風土から制度、文化を生む

③具体的にどうしたら？の答えは100社100通り

本当に困っていますか？お題目ではなく、何が必要なのか話そう
その答えは、社員の方々がきっと持っています


