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はじめに

次世代カンパニーが実践する 5つの取組み

今回、調査研究の対象とさせていただいたのは、株式会社リンクアンドモチベーションの実施する組織診断調査で、
「日本一社員満足度の高い会社」に 2年連続で認定された ChatWork 株式会社だ。代表取締役の山本敏行氏が徹底
してこだわっているのが、「社員満足度」である。ChatWork（前：EC studio）を創業してから 4年で、
法人化。社内を利益・効率重視の体制で組んでいた結果、やがて体調不良の訴えや離職者を多く生み出すことにな
る。自らの経営方針に疑問を感じた山本代表は、経営の立て直しを決意。まずは、1年間で 1000 人の先輩経営者
に会うことを実践した。

多くの優秀な経営者に会うことで、浮かび上がってきた共通のキーワードが「社員第一主義」だった。
それ以来山本代表は、経営理念・ビジョン・方針の全てを、社員第一主義で徹底している。
売上も向上し、社員は減るどころか増えていく。「日本一社員満足度が高い会社」として認定され、メディアに取
り上げられる機会も増えた。今では日本だけでなくアメリカにも子会社を設立し、日本発の ITツールを世界のプ
ラットフォームにするべく、挑戦を続けている。

企業名　　　　　　ChatWork 株式会社

代表取締役　　　　山本敏行（やまもととしゆき）　　         

2000年にEC studioを起業。
ホームページとメールのやり取りだけでビジネスを完結させる
「顧客に会わない・電話を受けない」スタイルでビジネスをスタート。
「社員第一主義」を貫き、労働環境を良くするために ITを経営に徹底活用
したことで、株式会社リンクアンドモチベーションの組織診断において、
2年連続で「日本一社員満足度の高い会社」に認定される。
現在はChatWorkというビジネス用のコミュニケーションツールを主力製品
として提供し、日本発の IT ツールとしては初めてとなる世界のプラット
フォームにするべく、米国子会社を設立しシリコンバレーで挑戦中。

経営理念　　　　　 私たちは ITを通して幸せを創り出します。

調査研究事項　　 　「日本一社員満足度の高い会社」に選ばれるに至る“社員第一主義”の

　　　　　　　　　理念・採用方法・社員のモチベーションを上げるための制度とその構築プロセス

「社員が満足していない会社は顧客を満足させることはできない」という考えのもと、社員満足度向上の
ための取組みを考案・実践している。その具体的な取組みと効果についてご紹介する。

社員満足度につながる取組み１

しないこと14ヵ条

社員満足度につながる取組み 3

一度採用すれば、ずっと働き続けることが出来る会社

社員一人ひとりに合った教育

社員満足度につながる取組み 4

常にアップデートされる経営方針

社員満足度につながる取組み 5

社員のモチベーションアップに繋がる制度

社員満足度につながる取組み 2
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しないこと14ヵ条
ChatWork株式会社では、出来るだけ残業をせず、社員に各自の時間を十分に確保してもらうことを意識している。
しかし企業が成長すればするほど、仕事の量は増えていくものだ。
限りある時間を有効に使うために、ChatWork社では「しないこと14ヵ条」を掲げている。
会社として行動信条を決めることももちろん大事だが、それと同じくらい「しないことは何か」を明確にすること
も重要だ、と山本代表は語る。

“しないこと”を決めることで、何を今優先的に“するべきか”が決まり、社員一人ひとりの時間の使い方に
大きな影響を与えることができる。

社員満足度につながる取組み 1

ChatWork 株式会社の『しないこと 14ヵ条』

スキルさえあれば対等にビジネスができるフラットな世界がインターネット。
ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源の乏しい中小企業でも、インターネットを活用すれば、大企業と
対等に戦うことができるという考えから、経営に ITを活用する企業の見本として、訪問営業・電話営業を
せず、インターネット上のみで営業をしている。

1. インターネットを活用できないことはしない

2. 株式公開しない

IT を活用すれば設備投資が不要で、市場から資金を集める必要がない。
また、上場するとどうしても社員第一ではなく株主第一になってしまう。
ChatWork 株式会社の考える株主満足は「社員満足→顧客満足→利益・配当→株主満足」であるため、
上場によって社員満足がおろそかになってしまうのを防ぐためにも、株式は公開しない。

3. 他人資本を入れない
他人資本をいれることで、意思決定がブレたり、遅くなる可能性がある。
インターネット上のサービスのほとんどが無料で提供され、無料ユーザーを獲得したのち有料サービス
につなげていく。しかし、出資者によっては最先端の戦略や長期的なスパンで展開する無料サービスに
ご理解をいただけない可能性もある。ChatWork 社の目指すサービス展開をしていくために、特に必要
でない他人資本は入れないことにしている。

4. 経営理念に共感していただける会社としか取引しない
ChatWork 社で最も大切にしている価値観が「経営理念」。経営理念とは企業の存在意義や使命、価値観を
明文化したもので、ChatWork 社のすべての意志決定は経営理念に基づいて行なっている。そのため、
経営理念に共感していただけない会社とは、収益が見込めるビジネスであったとしても取引をしない。

5. 経営理念に沿わないビジネスはしない
IT 業界は変化のスピードが速く、次々に新しい技術やサービスが生まれる。ChatWork 社では、信念を
持って取り組むため、経営理念の 3 つの柱、経済的豊かさ（売上アップ支援）、時間的ゆとり（業務効
率支援）、円満な人間関係（社風向上・社員満足支援）に沿ったサービスを提供し続けることを徹底し
ている。

6. 特定の組織に所属しない

外部の活動で忙しくなり、最重要である自社の問題に迅速に対応できなくなる可能性があるため、
ChatWork 社では、「◯◯会」「△△協会」といった特定の団体や協会に所属するなどの外部の活動は
行わない。

7. 社員をクビにしない
売上が下がったのでクビにするということでは、社員も安心して働けない。
本人が辞めたいというまでクビにしないという覚悟で採用すると、採用した社員が求めていた人材に
マッチしていなかったとしても、その社員の強みを見つけ、光り輝ける場所を探す努力を会社が惜しま
なくなる。

8. 売上目標に固執しない
売上目標などの数字に追われて出る効果は一時的で長続きしない。競合や市場という不確定要素がある中で、
数字に固執すると社員が無理をし、顧客に迷惑をかける可能性がある。

9. サービス向上に妥協しない

ChatWork 社で自社開発しているサービスは、自社でお金を払って利用したいと思えるまで提供しない。
ビジネスモデルが完成し、収益モデルに仕上がったサービスであっても、常に顧客の立場に立って見つめ
なおし、サービス改善を怠らない。

10. 守りに入らない
サービス向上に妥協しないと示したように、売上が安定して伸びているサービスであっても時代遅れで
あったり、自社でお金を払って利用するほどのクオリティに達していないサービスは、積極的に停止する。
将来的に発展していくためには、守りに入らず常に前進することを怠らない。
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11. 高価格なサービスは提供しない

インターネットを活用すれば、生産性が上がり、コストを削減できるという考えから、ハイクオリティ・
ロープライスなサービス提供を目指している。常に中小企業の視点から外れないように、高価なサービス・
高価な製品は自社に導入しない方針をとっている。

12. 会社規模を追求しない

会社規模が大きいほどリスクが大きくなる。また ChatWork 社は提供サービスが中小企業向けである
ことから、　ChatWork 社自身が中小企業であり続ける必要があると考えている。そのため、社員数の
上限は 40 名まで、売上の上限は 14 億円までと決めている。

13. 日本にプラスにならない事業はしない

日本は素晴らしい国、国民で日本人の丁寧さ、細かい作業など世界を見渡しても屈指のクオリティを持って いる。
しかし、日本人の魅力をまだまだ活かせていないものが多い。そこで、ChatWork社では、中小企業がもっと世界に
通用するような製品やサービスを提供するようにしている。

14. 日本市場だけにこだわらない

これから日本市場は縮小し、インターネットでつながっている海外から次々と日本にサービスが入ってくる。 
日本の製品力や技術力、日本人の潜在能力を活かすために日本市場にこだわらず、世界中にサービス展開している。
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社員のモチベーションアップに繋がる制度
先ほどご紹介した『しないこと14ヵ条』に続き、ChatWork社には、社員のモチベーションを上げるための制度が
用意されている。モチベーションが上がれば、社員のパフォーマンスも上がると考えられている。
そんなChatWork社に導入されている制度は、どれを取り上げてもユニークなものばかりだ。

社員満足度につながる取組み 2

ChatWork 社に導入されている 10の制度

社長、経営幹部、上司など自分より役職が上の者であれば、誰にでもランチを申し込むことができる
（ランチ代支給）。相談したい時に、上司の時間を奪うことを気にせず相談できる制度。

◎ランチトーク制度

出社しているオフィスが半径 140km 以上実家が離れている場合、年に 2 回まで、そのつど交通費を
支給してもらえる。配偶者がいる場合は、その倍の額を支給してもらえる。

◎ゴーホーム制度

定められた時間はネットサーフィン、メール、チャットもチェックせず、自分の仕事に集中すること。
緊急時のみ話しかけても良い。

◎ノートーク制度

21 時までに業務をすべて終わらせて全員退勤する。どうしても残業しなければならない場合は残っ
ても良いが、1 ヵ月に上限 4 日以内とする制度。

◎強制退勤制度

支給する目的は、動画の配信。会議、商談、面接、朝礼、マニュアルなど全て動画に記録して共有する。
動画を簡単に共有でき、また携帯電話として利用することができる。1人で利用していると気づくこと
がなかった便利な使い方や便利なアプリの情報交換など、全員で持っていることで社内コミュニケーションの
活性化にもつながる。

◎アイフォーン支給制度

定期的に各拠点の社員を 2 週間を目安に派遣する。遣唐使中の社員は現地社員と交流してヒアリング
を行い、参考になるところを持ち帰る制度。

◎遣唐使制度

社員が仕事に打ち込めているのは、家族やパートナーのおかげだということから社員のパートナーが
誕生日の日に食事代を支給するという制度。

◎バースデー制度

「デスクワークは目が命」と言うことから、「わかさ生活」のブルーベリーアイを希望者に毎朝支給
するという制度。

◎ブルーベリーアイ制度

福利厚生で制限されている上限 3500 円 / 月を支給。支給対象者は前月 14 日以上出社した者。
会社が指定したお店のみに食券制度が適用される制度。

◎食券制度

有給休暇を計画的に付与して 10 日間の長期休暇を 1 年間に 4 回確保できる制度。
長期休暇中の営業日はローテンションを組んでおく。

◎長期休暇制度

名前を聞いただけでもユニークで興味をそそられるこれらの制度だが、
更に魅力的なことに、これらは全て、社員とのコミュニケーションから生まれたものばかりなのだ。

例えば、“ランチトーク制度”は、社内で半年に一回行なっている面談をもとに生まれた制度だ。
一対一の改まった“面談”では、こちらの投げかける質問を想定し、話す内容を考えてくる社員
がほとんど。面談で聞き出したいのは、普段なかなか上司に話しにくい内容であったり、潜在的
に起こっている問題を浮き彫りにするための手がかりになる話だ。そのためには、互いに気遣う
ことなく、フラットな状態で話をできる環境を整える必要がある。

そこでランチトーク制度をスタートさせた。
この制度のおかげで、たくさんの社員の声を聞き出すことができ、それがまた次の制度をつくり
出すきっかけとなった。大事なのは、制度をつくり上げるまでに、どれだけの社員の声を集めら
れたか？ということなのである。声を集めることで、見えなかった問題を発見することができる。

社員一人ひとりが普段声に出さないような小さな問題にこそ、企業の働き方を改善するヒントが
隠されている。その声をどのようにして拾いあげるのか？それは、日頃から上司と部下の間で、
密にコミュニケーションを取り合うことに全てが掛かっているとも言える。

次世代ワークスタイル研究所の考察

《他の企業でのユニークな取組み》
最大6年取得可能な：育児休暇制度 部門を越えたコミュニケーションを活性化：部活支援制度 社員が笑顔になれるアイデア休暇

子どもが生まれると時間が限られてしまい、仕事と
育児の両立が難しくなってしまうため、仕事を手放
してしまう人が多い。
そこで作られたのがこの制度。最大で 6 年の期間
まで取得することが可能。実際に社長自身も育児
休暇を取得し、率先して育児と仕事との両立を支援
していく動きを見せた。

普段関わる機会が少ない部署のコミュニケーションを
活性化するための取り組みで、2 部署にまたがり
5人以上集まれば、部活を作ることができるという制度。

認められた活動に関しては、半年で 5000 円 /人の
補助がある。

「ユーモアのあるストーリー」を口実にすれば休暇が
取得できるといった制度。「大リーグからオファーが
来たので」「黒猫が家の前を横切ったので」とユーモア
のあるストーリーを展開できれば、自由に休暇がとれる。
ユーモアに欠けた場合は、却下され再度申請をする。
顧客と関わる仕事で“笑顔”が大切ということから
導入された。ちなみに最初に休暇が認められた理由は
「モナコグランプリに参戦する」というものだった
そうだ。
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一度採用すれば、ずっと働き続けることが出来る会社
ChatWork 社は、「一度採用すれば、クビにしない」ということも掲げている。
もちろん、会社の理念に共感していることが大前提ではあるが、理念に共感し、面接を突破してきた社員を
そう簡単に辞めさせることはしない。
そのためには、相互の理解と適切なマッチングが重要だ。面接の度に変わる採用基準や、“なんとなく良い人”
を採用するのではなく、「この人は、この職場に必要だ！」と確信を持って採用を進めることで、採用後
の社員との関わり方にも影響が出てくるのだ。

社員満足度につながる取組み 3

ChatWork 社の採用基準

理由1 : 企業自体と向き合い、その魅力を知ってもらうため

求人媒体に掲載すると、限られた狭いスペースの中で与えられた条件のみで、判断されてしまう。　　
結果的に立地・給料・手当が良いところが優先され、自社の魅力が伝わることが無いまま、
見過ごされやすい。

理由2：応募までにフィルターされる仕組みを作るため

採用するためには、送られてきた履歴書全てに目を通す必要がある。
もちろん、人手も時間もかかってくる。
出来るだけ応募の段階で、企業の理念や考え方に共感した人からの履歴書を受け取りたいものである。
そうするためには、自社のサイトで採用情報を出来るだけ細かく発信し、また Facebook や twitter など
情報が拡散しやすいツールを使って、会社の考え方を積極的に外部に出していく必要がある。

多くの情報を発信することで、受け取った側も自分自身に合う企業かどうかの判断をすることが出来る。
経営理念やビジョンへ共感してくれた人の中から一次面接を行い、二次面接では体験入社をしてもらう。
体験入社は、2日間。その間食事に行き、時間をかけてその人の本音を聞きだす。後は、同じベクトルを
もち働いていけるかどうかを判断した上で、採用を決定する。

まず、面接を受けにくる人を絞る。
人員確保のために、一般の求人媒体を利用する企業も多いが、ChatWork 社では自社サイトでの採用に
取組んでいる。

“履歴書を送ってくる人＝企業の理念やビジョンに共感している人”となるためには、日頃から
企業の考えに触れてもらう機会を増やしていく必要がある。
会社の責任のもとで慎重に採用すれば、問題が起こった場合にでも“社員の責任”にするのではなく、
採用に至った社員の能力を引き出せていない“職場教育”を見直そうと考えを移行することができる。
“見直す”という行為が企業成長へとつながっていくのだ。
また、失敗をすれば「クビにされてしまうかもしれない…。」という職場での不安は、社員に想
像以上の圧力をかけてしまう恐れもある。採用された人がイキイキと働くことができる職場環境
を、企業が率先して作り上げていかなければならない。

次世代ワークスタイル研究所の考察
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社員一人ひとりに合った教育
ChatWork 社では、採用を慎重に行い相互のミスマッチを減らすことを心がけている。
常に社員全員が同じ方向を目指して進んでいけるよう、以下のような仕組みも取り入れている。

社員満足度につながる取組み 4

ChatWork 社では、山本代表が社員に一週間の出来事を話す“合同朝礼”と名付けられる会を設ける。
“こんな人に会って来ましたよ！”などの、日常的な会話に会社のビジョンを織り交ぜながら一時間
くらいかけて話をする。

代表の“お話”だけで留まらないように、その後約 20 分の時間を設け、ディスカッション形式で
社員同士に考えを共有し合ってもらう。部署・年齢関係なく話し合える場を積極的に取り入れ、
これから実現していきたい会社の将来像についてアイデアを広げていき、社内全体でモチベーション
を高めていく。

一つ目：合同朝礼でビジョンの共有

他者の前で話すのが苦手な社員には、多くの人の前で話をする機会を与える。

例えば、セミナー講師に抜擢するなどだ。
急にセミナー講師を務めることは難しいので、徐々にステップアップさせる必要がある。

セミナー講師をお願いされるくらいまでになれば、人前で話す苦手意識も克服されているものである。
苦手なことを克服出来れば、それは社員の自信につながり、大きな挑戦へとつながっていくのだ。

 ニつ目：新しいことへの挑戦

まず、毎日5分朝礼で、その日の朝の出来事を話す。STEP 1

観客のいない状態での講義に慣れてもらうために、
USTREAM などのWEB カメラを使って練習をする。STEP 2

人前で話すことに慣れ始めたタイミングで、
セミナー講師を務める。STEP 3

これは、社員一人ひとりに合った教育を見極め、実践していくことを意味する。
今まで、体育会系の厳しい社員教育が通用していたとしても、その次に採用した社員には全く通用
しないことがある。時代が変わっていくからこそ、それに合わせて社員教育を常に見直し、更新して
いかなければならない。

いつまでも同じように社員に接し続けることが、社員の成長の妨げになることもあるかもしれない。
時には、ビニールハウスの中で作物を育てるかのような、ぬくもりの中で時間をかけて育てていくような
サポートが必要な場合もある。

三つ目：ビニールハウス経営

新入社員や、若者が多く入ってくる企業では“今までのやり方”が通用せずに、頭を抱えている
企業も少なくないだろう。

しかし、社員とじっくり向き合う機会を設けていれば、どのような教育をすれば良いのかが、
自ずと見えてくるはずだ。社員を育てることは簡単なことでは無い。時間も労力も費やす。
けれど、企業の成長のためには、若者の力は不可欠だ。未来への先行投資として、手間をかけて
社員を育て上げることが企業成長につながっていくのではないだろうか。
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常にアップデートされる経営方針

最後に、企業にとって最も重要となってくる“経営方針”についてご紹介をしよう。

社員満足度につながる取組み 5

目的地が決まっていたとしても、羅針盤がなければ、ぶれてしまう。

『本当は、南国に行きたかったのに羅針盤がなければモスクワに着いてしまうこともありますね。』

しかしそれでは、最初に掲げた経営ビジョンの役割がなってないことになるのだ。
そこで、重要になってくるのが経営方針である。
目的地に向かうために、どのルートで行けば一番正解なのか・・・もちろん見極めるのは、代表の役割ではあるが、
一緒に乗り組んだ社員を守り、それぞれの力を充分に発揮して欲しい時に、発揮できるような環境を常に
整えていく使命がある。

理念やビジョンは変わることはないが、経営方針は社会の変化に合わせて、常に更新していく必要があるのだ。
波（社会）は、常に変化し続ける。現状維持をしているだけでは、船は迷ってしまうのだ。
どれだけ目の前で起こることと向き合い、柔軟な頭で、正しい経営方針をもって突き進めるのかが重要。

会社が船ならば、

　　　　　　経営理念　　　＝         羅針盤
　　　　　　経営ビジョン　＝         目的地
　　　　　　経営方針　　　＝         ルート

変化してしまうことは、“良い”ことにも“悪い”ことにも捉えることができる。
変化を恐れるばかりに、かたくなに現状維持をしようとすると、良からぬ結果を招いたりもする。
社会変化の中で、左右されていくのは人だけでなく、企業も同じだ。

船に乗り組んだ社員を、路頭に迷わせないためにも、経営者は常に変化に敏感になり、今一度企業の
経営方針の見直しをして欲しいと思う。

船は、もはや一人のものではない。
共に歩むことを決めた仲間のためにも何が今一番必要なのか、この社会で必要な企業の姿とは一体
何なのかを考えるべきではないだろうか。（次世代カンパニーレポート・完）
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