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SCSK株式会社金融システム第五事業本部・証券一部では、2020年の秋から組織風土改革を
進めています。 

「メインの領域である証券ビジネスにおいて劇的な変化が起きている中、このままの組織では 10年後
の未来がない」と危機感を持っていた芝野部長が、部のメンバーである高橋さんの「組織の風土を変えた
い」という提案に賛同し、取り組み始めました。 

組織メンバーの年齢構成の偏り、証券一部のビジネスを創ってきた世代の技術伝承、組織の統合を
繰り返す中での共通認識を持ちづらい背景、コロナによるコミュニケーションの希薄化、など様々な組織課
題を抱えていた証券一部。 

10年後の未来に向けて、一人ひとりが 
イキイキと働ける組織風土をつくる 

～ 「働きやすい職場」を超えて、「働きがいのある職場」へ 
2021年 10月 29日（金） 10:00~11:00 

 ★ファシリテーター 
㈱ジェイフィール コンサルタント 
山中 健司 

★ゲストスピーカー 
SCSK株式会社 
金融システム第五事業本部 
証券システム第一部 部長 
芝野 明生氏 

証券システム第一部 
高橋 一仁氏 
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その中で、部のメンバー全員（80人）を巻き込み、マネジャー同士、メンバー同士、マネジャーとメン
バー同士など、部内で縦、横のつながりを内省と対話を通じて少しずつ醸成しながら、部のメンバーの意
識と行動の変容が生まれています。 

ウェビナーでは組織風土改革を推進している芝野部長と高橋さんに登壇頂き、当時の問題意識や活
動を始めたきっかけ、具体的な取り組みや起きている変化を伺いました。 

 

山中 
■取り組みの背景にある理論 
どうすれば職場や組織、社会がコミュニティになっていくのか、どうすればできるのか。これを作っていくとき

に、大事な考え方を、共有できればと思います。 
これは成功循環モデルという、ダニエル・キム教授が提唱しているモデルです。 

 

人、組織は 1人で仕事しているわけではないので、色々な人と関わりながら仕事をしています。その中
でお互いに支え合い、助け合い、認め合えるような関係性を作っていく。関係の質が高まっていくからこそ、
対話が生まれてきて、「こんなことができるのでは？こんなことをやってみよう」など、思考の質が高まっていき
ます。そこから行動の質が高まり、結果の質が最終的に高まっていきます。コミュニティを作ることで、このよ
うな好循環を生み出していきます。 

今回 SCSK さんと取り組んでいる風土改革は、大きく分けて 3 つのステップがあります。例えば、「10
年後の未来に向けてビジョンはこれです。そこに向かってやっていきましょう！」と言って、すぐ動くのかという
と、多くの人が難しさを感じているのではないでしょうか。 
最初のステップ 1 が、関係革新です。お互いに安心して話せる関係性を築いたり、支え合える関係を

築くということです。最近は心理的安全性と言われていますね。まずはそういう関係性をしっかり築いていっ
た上で、次のステップが仕事革新です。 

Copyright©J.Feel Inc. 8

Daniel H. Kim（2001） , “Organizing for Learning: Strategies for Knowledge Creation and 
Enduring Change ”, Pegasus Communications をもとに作成

「関係の質」が思考、行動、結果を決める
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これは今抱えている仕事とか組織課題としっかり向き合いながら、その中で小さな変化を積み重ねてい
き、仕事への想いを取り戻すというフェーズです。 
仕事革新で、組織の中に効力感を生み出しながら、その次に未来に向けた動きを作りだすステップが、未

来革新です。この３つのステップで SCSK さんと組織風土改革を一緒に取り組ませていただいております。 
今回は SCSK さんから２名のゲストをお招きしています。 

芝野氏 
■組織に感じていた問題意識 

SCSKの芝野と申します。本日はご参加いただきましてありがとうございます。我々の活動は、まだ始ま
ったばかりですが、1年間を通じてポジティブな変化を感じられているところがありますので、今日はそういっ
た経験談を共有させていただきます。 

 

SCSK という会社ご存知のない方が多いと思いますので、少し紹介をさせてください。社名としてはまだ
新しいのであまりなじみがないかもしれませんが、事業としていわゆる IT会社、SI会社と呼ばれる会社
で、システムインテグレーションという形で様々なお客様の IT化のご支援をさせて頂いております。 
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１．SCSKと証券システム第一部の紹介
会社概要 事業内容

グループ会社ＳＣＳＫ株式会社
ＳＣＳＫ Corporation （略称：ＳＣＳＫ）
谷原 徹

〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
〒135-0061東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
1969（昭和44）年10月25日

21,152百万円
396,853百万円（2021年3月期 連結）

14,550名（2021年3月31日現在 連結）
東京証券取引所 市場第一部（証券コード： 9719）

豊洲本社 九州オフィス
晴海オフィス お台場オフィス
西日本 北浜オフィス 多摩センターオフィス
西日本 千里オフィス 有明物流センター
中部オフィス
広島オフィス

社名

代表取締役社長

本社所在地

設立

資本金
売上高

従業員数
取引所

事業所

「製造・通信システム事業」、 「流通・メディアシステム事業」「金融システム事業」「商
社・グローバルシステム事業」「ビジネスソリューション事業」 「モビリティシステム事業」
「プラットフォームソリューション事業」「ＩＴマネジメント事業 」の8事業セグメントの連携
によりＩＴサービスをご提供します。
長年の経験やノウハウ、そして豊富な実績をもとに、ＩＴインフラからアプリケーション開
発、さらにはBPOまでワンストップで、お客様に最適なサービスをご提供します。

海外
●SCSK USA Inc. ●PT SCSK Global Indonesia
●SCSK Europe Ltd. ●SCSK Myanmar Ltd.
●思誠思凱信息系統（上海）有限公司
●SCSK Asia Pacific Pte. Ltd .
国内
●SCSK九州株式会社 ●ヴィーエー・リナックス・システムズ・
●SCSK北海道株式会社 ジャパン株式会社
●SCSK Minoriソリューションズ株式会社 ●SCSKシステムマネジメント株式会社
●SCSKサービスウェア株式会社 ●SDC株式会社
●株式会社ベリサーブ ●株式会社Skeed
●SCSKプレッシェンド株式会社 ●東京グリーンシステムズ株式会社
●株式会社アライドエンジニアリング ●株式会社ダイアモンドヘッド*
●株式会社Gran Manibus
●SCSKニアショアシステムズ株式会社 *持分法適用関連会社
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我々のチームは複数回の合併、または組織再編を行ってきました。部署名の通り金融機関向け、特
に証券会社様向けのシステム提供を行うという部署ですが、皆さん、入社した会社名が全然違います。
組織が違うということで、過去 20数年間の経験が異なるメンバーが混在しています。すると、対話をして
もそれぞれの前提が違うので、共通認識を持ちづらい状況がありました。 
現在 80名のメンバーがいますが、平均年齢 44歳。10年後を考えた時、第１世代、第 2世代が

抜けていく中、どうやって知識や技術を伝承し、お客様により良いサービスを提供し続けることができるの
か、という問題意識がありました。 

また、日本と海外も含めてお客様の変化が進む中、業界の変化は激しさとは真逆に、我々は効率化を
重視して、同じメンバーでより短期間にということを繰り返している中で、硬直化が進む傾向にありました。 
加えて、コロナの影響もありオンライン中心のコミュニケーションの変化という状況も組織に影響を与えて

いました。 

20年前からやっているメンバー（第１世代）が、同じ仕事の仕方で続けていて、これらの問題の荒
波を乗り乗り越えることができるのか。将来に対して、今はいい組織が、将来にとっても良い組織になれる
のか、変化し続けられるのかというところに、非常に課題意識を感じていました。 
そのような中で、部のメンバーの高橋さんからきっかけをもらい、この組織風土改革がスタートしました。 
では、高橋さんからお願いします。 
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２．組織風土改革の背景、問題意識

■部長の抱える問題意識
証券ビジネスの劇的な変化に対して硬直化して変化しない組織
組織の年齢構成の変化
オンライン中心のコミュニケーションへの変化
→主体的に動かなければ「変化の波」に呑み込まれてしまうのではないか

■風土改革に一歩踏み出すことになったきっかけ
きっかけはほんの些細なタイミング、社内研修での出会い
研修で学んだ「自分から仕掛ける」をそのまま実践してみた
自分が心から楽しいと思ったことを、ただ説明しただけ
→上司とのコミュニケーションは普段からとりましょう（笑）

■風土改革を始める準備を整える
トップが自分事として問題意識を持つこと
問題を解決するために、聞く耳を持つこと・仲間（事務局）を作ること
始まったら何があっても継続する強い意志を持つこと
→トップはさらに先に目を向けて、複数のゴールを準備する
→事務局がどうにかするなんて考えること自体がおこがましい、ただ楽しんで取り組むだけ

→風土改革自体が組織に「変化」を起こすためのもの、予定通りいかないことを恐れてはダメ
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高橋氏 
■具体的な取り組みの内容 
はい。よろしくお願いします。芝野さんがそのような問題を抱えているということを私は知らない状態で、あ

る社内研修に参加していました。 
その研修の中で、自ら仕掛ける、というところを教わり、自分の組織にも何か仕掛けてみたいなと思うよ

うになりまして、そこで、芝野さんに「ちょっとこんな楽しいことがあったのです」と話してみたところからこの取り
組みがスタートしました。 

 

具体的に仕掛ける際にポイントが 3 つありました。 
1 つ目のポイントは、しっかり芝野さんに問題意識を持って頂くこと。そこはもう冒頭の説明でもありました
通り、準備万端でした。あとはその問題を解決するために、芝野さんに聞く耳を持っていただくと。そこも問
題がありませんでした。 

2 つ目のポイントは、事務局として、参加者と仲間になること。これは、自分も楽しんでやろう、そういう意
気込み、心持ちで進めていこうと考えておりました。 

3 つ目のポイントは、複数のゴールを設けて、「始まったらやり続けよう」という意思を芝野さんと確認したこ
とです。いろいろ問題があって、うまくいかないときもあると思いますので、そのときに複数ゴールがあれば、軌
道修正が効きます。描いた通りに取り組みを進めれば、組織の風土が変わるというわけではないので、予
定通りいかないというところを恐れずに、進めていったということになります。 
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３．具体的な1年間の取り組み
■年間計画

お膳立てはプロにお任せ、ぶれないゴール設定を一緒に
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我々から強くお願いして、かつ山中さんからもここはしっかり取り組んでいきましょうと握った 1 つに、「課
長同士、メンバー同士の横のつながり、課長とメンバーの縦のつながりをしっかり強くすること」がありました。
そこを意識して、年間の計画を立てていただきました。 
具体的な内容の 1 つ目は、ファシリテーションはその道のプロに頼り、やりながら学ぶということを意識し

ていきました。 
もう 1 つは、山中さんがワークショップで月に２回参加するだけでなく、その間をどうつなげていくのかを意

識して進めていきました。実際に 1年間は、関係革新、次に仕事革新、最後に革新という形で 3、4 ヶ
月ぐらいずつの単位に区切って、進めていきました。 

その中で、特に力を入れたのが安心安全な職場作りです。例えば、関係革新の最初に、お互いのこれ
まで社会人になる前も含めた自分史を共有して、どういう考え方の人なのか、そういったところをしっかりわ
かり合える土壌を作っていきました。 
また、マネハプ ※を土台とした「対話を通じた横のつながり」をつくり、また 1on1、1on2 を通じて課長と

メンバー同士の「縦の関係性もしっかり作る」ことを意識して進めていきました。 

あとは内省の体得というところで、マネハプを隔週で実施、それを 1年間継続して、対話を続けたという
ところです。マネハプは、今後も継続して進めていくというところです。 

 
※ マネハプとは１～２週間でマネジメントや仕事上で起きた出来事を対話し、内省を促す手法。 
※ 部のメンバー全員がマネハプに参加。 
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３．具体的な1年間の取り組み
■実施したこと

ファシリテーションはその道のプロに頼り、やりながら学 ぶ
大事なのは、セッションの合間（マネハプと1on1）を自らでどうコントロールしていくか

■現在の到達点
未来革新のスタートライン、副部長、課長陣が自分の言葉でビジョンを語り、一歩踏み出したところ
マネハプの継続と並行して、チーム力を強化すべく新たな取り組みを準備中

関係革新 仕事革新 未来革新

ビジョンを作る ★テーマセッション
想像して共有する

★テーマセッション
未来の姿を考える

組織課題と向き合う ★テーマセッション
チームで対話
自分事にする

★テーマセッション
チームで対話
できることを探す

★テーマセッション
チームで対話
自ら殻を破る

安心安全な職場づくり ★自分史共有
★マネハプ、1on1

マネハプ
1on1／1on2

マネハプ
1on1／1on2／2on2

内省の体得 ★内省を知る
内省を深める

★変化の振り返り
★免疫マップ

★変化の振り返り
些細な変化を見逃さない

★ジェイフィール主導で実施
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高橋氏 
■組織で起きた変化 
起きている変化について、紹介させていただきます。 
課長陣、メンバー、組織全体、そしてちょっと今日参加している芝野、高橋、これらに関してちょっと変

化を少し切り分けてみました。 
課長陣は、実は仕事以外での会話があまりないということが、関係革新を進める中で発覚しました。そ

こから、1年かけて、かなり内省と対話を繰り返していくと、関係性が作れていきました。 

 

メンバーは、8時半からマネハプがスタートしますので、朝早いなあとか、そんな声がまず聞こえてきて、導
入前はちょっと構えられた感じがありました。それが、1年経つと、仕事の話がしやすくなったという人が出て
きたり、課長と一緒に一歩踏み出してみようという考えを言っているメンバーが出来きました。 
組織全体で見ると、今まで同じ仕事をずっと繰り返し続けてきたので、生産ラインのような分業制ってい

う形で、効率はいいのですが、応用力のある仕事はやりづらい状況でした。それが、この活動を通して、人
を活かすための対話が聞こえてくるようになりました。 

芝野氏 
私は、今の状態を維持して、未来に向かう動きがつくれていないところが問題だと感じていましたが、これ

まで、中々変わらず動かずっていう期間を 1年、2年ほど過ごしていました。 
実際に取り組みを経て、感情や思いを仕事の場で会話できるっていいねと感じています。 

Copyright © 2021 SCSK Corporation All Rights Reserved. 5

４．起きている変化

■小さな変化を上げればきりがない

before after

課長・課長補佐 ・知ってるようでお互いを知らない
・仕事以外の会話があまりない

・内省を深める対話を楽しむ
・お互い信頼しあえる関係性

メンバ ・また何かやるの？構えるよ
・なんだー、話すだけでいいの？
・朝早いの、めんどくせえな！

・なんか仕事の話がしやすくなった？
・課長と一緒に一歩踏み出してみようかな
・朝早いのはやっぱりつらい（笑）

組織全体 ・生産ラインのような分業制
・仕事するうえで裏表を使い分ける
・今までどおりでいいんじゃない？

・人を活かす対話が聞こえてくる
・仕事を通じてお互いの想いを共有する
・できるかどうかではなく、やってみよう！

芝野 ・自分で分析して問題点を挙げてから
あるべき姿を押しつけていた
・結果、何も動かず

・本気で対話するってなんて楽しいことなのか
・日々の変化にワクワクする
・高橋さんの変化に一番驚いています

高橋 ・組織風土を変えることから一番遠い人
・鉄仮面、心に血が通っていない

・人の役に立つことは素晴らしい（嘘）
・よくわからないけど、なんか楽しい（ホント）
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本当にみんながいろんな変化を毎日、様々な場で会話をしてくれるのですよ。すごくワクワクします。小
さいことから大きなことまで、それを本気でみんなが面白いと感じてくれているのではないかと思っています。 

あとは、今話してくれた高橋さんは本当に冷静な人でした。その高橋さんが情熱を持って、「80人のプ
ログラムをやるぞ」と言って、みんなと一緒に頑張ろうと取り組んでくれたこと自体が一番の驚きですね。 

高橋 一仁(SCSK株式会社) 
皆さんから私はおそらくこの活動から一番遠いと思われていたと思います。私は、仕事は合理的に進め

ればいいと思っていました。 

そんな私が、人の役に立つことは素晴らしいと最近は口にするようになりました。そして、この活動楽しい
なというのが一番正直なところです。このように組織にいろんな変化が起きております。 

芝野氏 
ある課長の変化です。 
最初に組織風土が始めますと宣言をして、説明したところ 

「20年間同じ仕事をやってきて、今更変わることなんてできるんですかね」というふうにこの課長感じたそう
です。 

 

実際に始めて 3 ヶ月ほど、マネハプや 1on1などを通じて、自分の内面について深く考えてみるというこ
とを繰り返し行いました。 
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■とある課長の変化

6

４．起きている変化
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この課長の場合は「自分を中心に物事を考え、自分が考えた計画に基づいて進める」ということを非常
に大事にしていました。その影響で計画に合わないことが発生すると、自分で補正したくなり、正しい道に
戻したくなり、手を動かしていました。 
こういうことを自分でどんどんやってしまうので、これをやるあれをやる、いやこれは駄目という直接的な指

示になりがちでした。そうすると、一緒に仕事をするメンバーが指示待ちになり、自分（課長）がメンバー
の変化や挑戦を阻害しているのではないかと気づきを得たそうです。 
この頃からこの課長は非常に変化し始めて、自分から積極的に自己開示をしてくれるようになりました。

職場でもありたい仕事の仕方やメンバーとの対話・会話の仕方、ありたい組織像を、自分の意見も含めて
メンバーに問いかけて、みんなからも意見をもらって、それをお互いにすり合わせる、という活動をやってくれ
ました。 

一人ひとりが成長実感を得ることができる組織を創りたい。そのために役割目標を明確にして進みた
い。1人じゃなくて、支え合って仕事ができる、それを自律的にまた補えるという状態で一体感を感じられ
るっていう組織になりたい。そのような思いを、もう半年以上繰り返し、対話をしていただいて、みんなの共
通点として改めて発見をすることができたそうです。 
このような対話を、主導的にするというのは非常に難しいことだと思います。しかし、この課長は、自分の

変化をメンバーにも宣言できるという状態なりました。これは感動的な変化でした。 

［芝野氏、高橋氏、山中の３人よるクロストーク（Q＆A）］ 
Q：マネハプとは？ 
高橋氏 

4人、1 グループに集まって、ここ１～２週間で自分の中で心が動いたような出来事をテーマにして、
何でそう感じたのかと、自分の内面を掘り下げていくことです。一番のポイントは自分の固定観念に気づい
て、それを変えるとかではなくて、保留することで自分の引き出しを広げる。それによって、次に同じようなこ
とが起きて立腹したり、苛立ったりするのでなく、「自分はそういうふうに考えているから、こう感じるのだ」とい
うことを認識できるようになります。その次に、自分の行動に変化を起こしていきます。要するに、しっかり自
分を見つめるという、対話のセッションになります。 

Q：1on1、1on2 とは？ 
山中 
ありがとうございます。基本的にはマネハプを通じて横の繋がりを作る。 
ただ、芝野さんや、課長、課長補佐も自分達のセッションだけでなく、メンバー向けのセッションにずっと参

加して、そこで内省と対話を促すようなサポーターとして関わることで縦のつながりも作ってきました。 
加えて、縦のつながりをつくるもう一つの仕掛けとして 1on1や 1on2 もされていますが、どういう形で展

開しているのかを教えていただいていいですか。 
  



 

p. 10 
 

芝野氏 
私が課長、課長補佐と 2週間に 1度、1on1 を実施しています。1on1は、課長や課長補佐のため

の時間と定義しています。業務上の課題であるとか、心配事などを対話します。その中で、先ほどのマネハ
プと同じように感情が動くことや、その背景にある価値観を確認し合い、お互いの理解や気づきを深めるこ
とや、行動を変えるきっかけを一緒に作っています。 

1on2は、「他の人はどういう考え方なのか」ということをあえて対比したりするために、私と課長と課長補
佐など 3人で話すと形です。一対一だと価値観の対比ができないので、多様な意見を引き出すために工
夫しています。 

Q：８０人巻き込もうとした動機は？ 
芝野 明生(SCSK株式会社) 
リーダーシップ研修など様々な研修ありますが、それに参加しているのはその部署で自分だけです。そこ

で学んだことを持ち帰っても、他のメンバーは参加してないので、その研修で学んだことを伝えるところから
始まります。つまり、巻き込もうとするとものすごいエネルギーが要ります。 
であれば、そもそも全員が同じ研修を受け、それぞれの考えを対話する時間が持てれば、組織全体の

議論の土台ができるのではないかと考えたからです。 

そこが全員を巻き込みたいと思った大きな気持ちです。これまでなかなか確保できなかった部分なので、
思い切ってやりたいと思いました。 
全員を巻き込んだのも、チームから離れたり、追いつけなかったり、会話ができないで疎外感を持ったメ

ンバーがいると、やはりチーム全体として非常に心持ちが沈んでしまいます。取り残さない形で、全体として
安心な組織になりたいっていう思いが強くありました。そういった意味でも全員が参加することに拘わりまし
た。 

Q：風土改革の難しさ、大変だったこと 
山中 
ありがとうございます。改めて風土改革取り組む中で難しかったこと、大変だったことを教えて頂いてもい

いでしょうか。 

芝野 明生(SCSK株式会社) 
先ほど「課長と課長補佐」と紹介しましたが、課長補佐はこのプログラム始まって定義したもので、組織

の公式の役割ではありません。ただ、私もそうでしたが、課長は組織に１人しかおらず、同じ役職、同じ目
線で話をしてくれる人が欲しいなと思っていました。そういうときに補佐という形で、課長と話ができる人に徹
底して参加してもらいました。 
しかし、最初の 3 カ月は補佐が課長の様子見する時期が続きました。よくよく聞いてみたら、「補佐は

前に出ちゃいけないかなと思っていました」と 1on1 で言われて、名前の付け方や意義や意味を丁寧に、
継続的に実施することが大事だと痛感しました。 
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高橋氏 
私は事務局の視点から発表します。 
組織風土改革の意気込みが強かったので、みんなに「本当はこういうふうに動いてもらいたいな、でも強

く言えないな・・・」というジレンマが私にありました。その辺は対話のファシリテーションする中で少し解決する
ことができました。 
ただし、ファシリテーションもハマると、自分が気持ちよくなり、ついつい上から恩着せがましく、言ってしまう

ことがありました。そのことから、自分のファシリテーションをより良くしたいと思い、ジェイフィールのファシリテー
ション講座 ※に参加しました。その講座の中で「自分の中でファシリテーターとはどんな人ですか」という問い
があり、私は「無である人」と答えたのを覚えています。 
ファシリテーション中に手ごたえを感じなかったとしても、参加者自身が満足した顔をしていれば、それは

十分に役割を果たせたということであり、そのこと自体が、自分の満足感よりも、本当の意味でファシリテー
ターとして重要ではないかということに気づきました。 

それ以来は、「この活動全体がうまくいっている、いってない」ということを対話の場にはあまり持ち込ま
ず、「みんながどう変化しているか」を見守っていく形にしました。そうすることで、自分の中で少しすっきりし
てきたというところはありました。ここに気が付くまでが一番難しかったところです。 

Q：今後の取り組みについて 
山中 
最後の質問です。この 1年間取り組んできて、今後はどのようなことをやっていきたいですか。 

芝野氏 
組織としてはやはり１０年後の未来に向けて、それぞれの課のアクションをメンバー個々人が自分のア

クションに落とし込んで取り組もうとしています。つまり、事業活動そのものに取り込んで、やっていきたいと
思っています。技術のスキルアップや、技能承継など様々ありますが、そのような思いを自分たちで表明し
て、それを日々の活動でどう実践するか、と計画しているところです。 

高橋氏 
この先はですね、マネハプを継続していきます。他にも対話の機会をつくり、コミュニケーションもキープし

たいですね。また、更にチーム力を強化したいです。我々の組織は課の下で複数のチームで仕事を進めて
います。チームリーダーはいますが、実はチーム運営のノウハウが少ない。見様見真似で先輩から後輩へ
受け継がれているのが実態で、もう少し、リーダーがしっかりしたチーム運営をできるように半年ぐらいかけ
て、取り組んでいこうと考えています。 

 
※ ファシリテーター養成講座の詳細はこちらのリンクを御覧ください 

https://www.j-feel.jp/seminar/jguugai8n
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［まとめ］ 
山中 
風土改革を進めるときは、1 つ 1 つの取り組みを情熱を持って愚直に続けていくことが、重要だと改め

て思いました。芝野さん、高橋さんが「メンバーを巻き込んで、組織をより良くしたい」という情熱を持って、
この 1年間取り組んできたからこそ、色々な変化が出ていると感じました。 

一同：本日はありがとうございました。 
 


