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とある毎に確認しており、創業当時からそのアップデートに全

まり「出会いからイノベーションを生み出す」というミッション

社員で取り組んでいます。例えば、
「全社カタチ議論 2022」で

にとことんこだわっているのです。誰もが出会いたい人、出会

は、
「各部署は何のために存在していて、何を実現しようとし

うべき人に出会える世界をつくるための手段として、名刺をは

ているのか。ミッションステートメントとして言語化せよ」とい

じめとしたさまざまな接点情報をトリガーとしたビジネスネッ

うテーマで議論をしました。それ以前は、現在掲げているバ

トワークの可視化を目指しています。それこそ人材採用につい

リューズは、本当に今後も大事にしなければならないものな

ても、現在提供しているサービスの先に私たちが見ている世

のか。
「バリューズを見つめ直し、不要だと思うものは削除し、

界に対し、共感してくれる人たちと出会うための仕事であると

これから先、重視しなければいけない価値観を追加・提案せ

私は思っています。

よ」といった命題を設定したこともあります。この「全社カタチ
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れない」と共感していただくことを第一義的に考えている。つ
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CHROメッセージ

議論」では、1,000名以上の社員が職種、部門、社歴等をミッ

事業成長の先にある、

重要なのは、ミッションドリブンな姿勢
大間 祐太

て議論し、何らかのアウトプットをします。そのアウトプットを

私たちにとって、プロダクトの進化は生命線ですが、それと

を行います。ここでも3 時間程度の議論を実施します。その後、

同時に、プロダクトの認知度を上げ、実際に利用していただけ

同じようにフェーズを区切って役職者での議論、経営会議で

るよう営業をしていかなければ、ビジネスシーンは変革に向け

の議論を経て、これらが「Sansanのカタチ」に採り入れられ

て動き出さない。エンジニアが進化（深化）をつくり出す人材で

ていくわけです。
「全社カタチ議論」の中心に社員1人ひとりが

あるとすれば、営業は広がり（面）をつくりだす人材だと言い

いて、自分たちのアウトプットが会社の骨格に含まれていくこ

換えることができます。常にエンジニアと営業の、その両輪が

とは、各社員にとって当社グループの世界観を自分事として

重要ですが、現在、当社のフェーズにおいては営業の人員数

捉えやすくなるというメリットがあると考えています。こうした

を拡大することが重要な局面だと考えています。その一方で、

体験自体が、ミッションドリブンな組織を作り上げているので

エンジニアに関しては、ハイグレード・ハイレイヤーの人材を採

す。直近では、新入社員は入社から5日間、人事預かりとなっ

用していきたい。そのために中途採用、ヘッドハンティング、リ

て研修を受けています。そこでは、会社のルール、業務上必

ファラル採用等、いくつかのアプローチを組み合わせていま

要最低限な知識、そして「Sansanのカタチ」について議論を

す。とは言え、どちらの人材であれ、ただ優秀であれば良いと

します。入社後3か月のタイミングでは、上長とカタチに対して

いうことではありません。そこはやはりミッションドリブンな姿

見えてきたものについて議論したり、CEOの寺田が「Sansan

勢というものがあることが前提です。

のカタチ」の変遷を話したり。半年後に振り返りの機会を設け
ることもしています。

ところで、優秀な人材とはどのような人のことを言うのか、

エンゲージメントを高める
「Sansanの全社カタチ議論」

その他の取り組みとして、毎月エンゲージメントスコアを測
るサーベイを社員に実施し、組 織の状態を分析・可視化して

2007年に5 名で創業したSansanは、15 年間でその240 倍

ということになります。これまでさまざまな局面でどのような

あまり、1,205 名（2022年 5月末時点）が働く場になりました。

意思決定をしてきたのか。その積み重ねは、自分なりの「あり

特に上場してからの3 年は、創業当初には想像できなかった

たい姿」というものを表しているでしょうし、それを実現してい

会社が成長、拡大するにしたがって、目の前のタスクとミッ

社員同士のつながりをつくる施策にも力を入れています。例え

世界が私たちの目の前に広がっています。
「Sansan」という

く意思は、会社や部署における判断や施策につながっていく

ションとの関係性は、どうしても見えにくくなってしまうもので

ば、
「Know Me（他部署を含む3 名での食事会に補助を出す

プロダクトでスタートし、
「Eight」が加わり、そこからまた新し

と考えているからです。 当社グループはそうした姿勢をとて

す。そこで、私たちは「Sansanのカタチ」という企業理念をこ

制度）」や、
「ななはち（新入社員1名と先輩社員 2名が 2on1を

いプロダクトが増えて、マルチプロダクト体制へと事業のあり

も重視しています。私たちが掲げるバリューズの中に「Lead

方が変わりました。投資戦略も加速し、グループ会社も生まれ

the customer」というものがあります。これは、当社グルー

ています。フェーズが変わろうとしている今、人材戦略、人材

プの姿勢を端的に表している言葉でもあります。私たちは顧客

に対する投資の方法も、未来を見据えて変えていかなければ

からの要望を探り当て、それに応えるだけの会社ではありませ

いけない。その最もホットな領域が採用の分野です。2022年

ん。自分たちが描く世界を提示し、
「確かにSansanがやって

5月期は、新卒・中途合わせて約340名が入社しましたが、今

いることには価値がありそうだ。Sansanのサービス、プロダ

後グローバルでの事業展開の加速を目指していく上ではさら

クトを使っていく中で、本当にそういう世界が実現するかもし

Sansan 株式会社
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に優秀な人材が必要です。
それを当社なりに表すと、
「意思と意図をもって判断できる人」

42

ハイレベルなエンジニアリング人材

事業別戦略
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それが私たちの求める人材

クスした100を超えるチームに分かれ、延べ 3 時間以上かけ
今度は所属部門に持ち帰って議論し、部署毎のアウトプット

新しい世界を誰とつくっていくのか。

意思と意図をもって判断できる

営業人員数の拡大と

おり、課題に対してアクションを取るよう努めています。また、
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籍メンバー全員を、2022年 6月に日本で行った全社会議に招

しいアイデアの創出や仕事上の円滑なコミュニケーションの醸

致して日本人社員との交流を図る等、異文化コミュニケーショ

成をアシストする制度があります。さらに中長期的には、マネ

ンによって新たな気付きを得られる取り組みを行いましたが、

ジメント層が増加してきているため、各階層別のマネジメント

そうした仕掛けを意図的に増やしてく予定です。逆に国内のエ

ポリシー等をもっと明確に固めていこうとしているところです。

ンジニアが海外拠点に赴く等、グローバルでのプロダクトに携

人材育成は特にアクセルを踏まなければいけない領域です。

わるメンバーが多様性を受け入れながら、ミッションを実現し

この点については、内在化された知見だけではなく、外部の

ていく文化をつくり出そうと考えています。
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する制度）」等、部門横断でのつながりを支援することで、新

ユニークな社内制度
優秀な人材がもっている優れた知見を組 織が吸収

重要であると認識しています。当社では、コミュニケー

し、さらなる成長を実現していくためには、1人ひとりの

ションの活性化や知識習得、多様な働き方の実現に向

人材が高い意欲をもって働ける環境を整備することが

けたさまざまな制度を設けています。

専門家の力も借りながら、加速度的に進めていきたいと考え

優秀な人材とともに

会社理解や社内コミュニケーションの活性化

成長を追い求め続ける

全社カタチ議論

プロとしてフェアに向き合う
ダイバーシティ＆インクルージョン

Know Me
異なる業 務に携 わっている社 員同士

私が CEOの寺田と初めて会ったのは、創業間もない2007

企 業理 念について全社 員が 議 論 する

相 互 評 価・賞 賛 の た め の サ ー ビ ス

年で、採用を請け負う外部会社の担当者としてでした。やが

機会を設けています。会社の価値観や

「Unipos」を通じて、ささやかなチップ

文化に全員で向き合うことは、社員の

とともに社員同士が称賛を送り合い、

費を補助する制度を設けています。社

成長や生 産 性向上といった観 点で重

バリューズを体現する社員を表彰する

内交流を活 性化し、各 社 員の業務の

要な機会となっています。

制度・機会を設けています。

質を高めることに寄与しています。

が 3人1 組で 食事をする場 合に、飲 食

て自分が入社することになるのですが、その時、
「今は誇れる

す。以前、バリューズとして「フェアに正しい判断をする」とい

ものは何もないけれど、つくりたい世界観とそれに共感してく

う価値観を掲げていましたが、新卒、中途、ジェンダー、あ

れている素晴らしい仲間がいる。だから彼らに一度会ってく

るいは国籍といった属性で判断するのではなく、むしろ区別

れ」と寺田に言われ、結局、営業、エンジニア、役員とそれぞ

知識習得と技術向上

しないということに重きをおいて判断するよう努め、1人のプロ

れ食事に行ったことがありました。そういう場で、営業と話す

コーチャ

Geek Seek

OCEAN

フェッショナルとしてフェアに向き合いたいと考えています。と

と「才能あふれるエンジニアがつくったプロダクトだから、営

個人の可能 性から成 長のための課 題

サービスの品質向上を目的に、エンジ

海外の事業展開や外国籍社員の採用

は言え、人事部門として、女性社員の比率を上げていきたい

業としてその価値をマーケットに伝えないといけない」と言う。

を発見し、行動の後押しをすることを

ニア職や研究職、デザイナー職向けに

を背景に、英語または日本語の学習を

と考えています。現在、3 割ほどの女性比率を4割程度に引き

一方、エンジニアには「営業に恥ずかしいプロダクトを持たせ

目的に、ビジネスコーチの専門資格を

知識習得や業務 効率向上に必要な書

支援する目的で、スクール講師とのレッ

持つ社員から、1 対 1でのコーチングが

籍、ツールの購入やイベント参加費用

スン代、参 考書購入代等の費 用を補

上げていきたい。と同時に、女性役職者比率も女性社員の割

るわけにはいかない。新機能を実装したプロダクトを持たせ

受講可能な制度を設けています。

等を補助する制度を設けています。

助する制度を設けています。

合を反映する程度に引き上げていくことが目標です。また、グ

たら、きっと何か起こしてくれる」と聞かされました。外部の人

ローバル採用については、国内で本社に勤める外国籍社員の

間である私に、部門をまたいで仲間を尊敬し、
「このプロダク

採用に力を入れています。当社は、外の人からしたらどこの何

トで世界のビジネスシーンを変えるから」と、立場や言い方は

者なのかも分からない頃から、世界のビジネスシーンを変え

違えど、彼らは熱量高く語り続けていました。それはまさに私

在宅勤務制度

フレックスタイム制度

OYACO

ると言って、常にグローバルの突破口をどう見出すかというこ

がつくりたかった組織でした。こんな組織だったら、この先、

一定の回 数 制限を設けた上で、在宅

定められた 総 労 働 時 間 の 範 囲 内 で、

認可外保育園料の一部 補助や学童保

とに向き合ってきました。シンガポールの拠点で採用した外国

社員が50人になっても100人になっても、200人になっても、

勤務を選択できる制度です。オフィス

日々の始業・就 業時間を各自が自由に

育料 等の 補 助 制 度を設けており、産

や在宅といった勤 務 形態を柔軟に組

調整可能とすることにより、多様な働

前産後休業・育児休業取得者の早期職

み合わせ可能とすることで、業務の生

き方を実現し、業 務の生 産性向上に

場 復 帰や子 供をもつ社 員の仕事と育

産性向上につなげています。

つなげています。

児の両立を後押ししています。

「仲間として誇らしい」と言える組織ができるはずだ。そんな予
感が、私が当社グループにジョインする決め手になりました。
その時の思いのまま、さらなる成長を追い求め続けていきたい
と思います。そのために何をやるかはとても大切ですが、実は
それ以上に“誰と”やるかということが重要だと思っています。

CHROとしての醍醐味も、どんな新しい仲間と出会い、彼ら
彼女らから選ばれる組織にしていくのか、そこにあると思って
います。
取締役／執行役員／ CHRO ／人事本部担当
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多様な働き方の実現

データ

言える組織になるのではないか。201番目の社員を既存社員が
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私たちは全ての人材にフェアに向き合いたいと思っていま

201番目に入社してくる社員が、ここにいることが誇らしいと
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ています。

社員の声
働くママによる「コーチャ」−ビジネス統括本部 カスタマーサクセス部 内藤 雅美−
ビジネス統括本部カスタマーサクセス部に所属し、2児の母親で

グする上で大事にしていることは、その人自身が大切にしているこ

もある内藤は、自らの意思でコーチングを学び始め、業務をはじ

とや、やりたいこと・なりたい姿を本人自身に引き出してもらうこと

め、結婚や育児等のライフイベントにおける悩みを抱える社員と対

のほか、課題に対して多角的な視点で向き合うことで、物事の捉

話する社内コーチとして活動しています。

え方に新たな一面を見出してもら

内藤自身が困難な課題にぶつかった時に、
「コーチャ」の利用を

うことです。その結果として、モチ

通じて、行動を後押しされた経験があり、その価値を提供する側

ベーションアップだけでは終わら

になりたいという思いから、コーチングを学び始めました。2021年

ず、実際の行動に結び付けてもら

3月より社内コーチとなり、現在では、コーチング対象がマネジメ

うところまで後押しすることがコー

ントや産休・育休明けの社員等に広がっています。内藤がコーチン

チとしての役割だと捉えています。
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