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スキルアセスメント実施結果について



1 スキルアセスメントとは



背景1-1
これまでの日本企業では年功序列で昇進や昇給がなされており、また、終身雇用を前提に全員がジョブローテーションで様々な

職務をこなしながら足並みをそろえて成⾧していく形が一般的でした。リーダーは、その過程で選抜されています。

しかし現代では、少子高齢化による労働人口の減少や転職者の増加によって優秀な人材が確保しにくくなり、かつマネジメント

人材の不足が深刻化しています。今後人材の流動性が高まるほど、優秀な人材を自社に確保しておくことが難しくなっていくで

しょう。

そのため、リーダー候補の見極めや人材配置の現場では、これまで以上にスピードと精度、そして効率性が求められています。

また、プレイングマネージャーが増える中、「どれだけ部下を見られるか」という量的な課題があります。さらに、自身も数値

目標を抱えながら「どれだけ客観的に部下を評価できるか」という質的な課題も浮き彫りになり、キャパシティーオーバーを実

感している企業も多いでしょう。

新型コロナウイルスの影響でテレワークが増加し、個人の働きぶりや育成状況が見えにくくなったことも、この課題を大きくし

ています。

さらに、働き方の多様化や人材のグローバル化により、すべての人を一様に評価するようなこれまでの評価制度は通用しなく

なってきています。一人ひとりのスキルや個性、能力を最大限に活用することが求められているのです。

人材アセスメントは、人材の能力を客観的に評価し、潜在能力を可視化することで、こうした課題への打ち手として効果を発揮

します。

特徴1-2
本スキルアセスメントは、ライトワークスが所有する教材コンテンツに点在していたアセスメントを集約し、総合的なビジネス

スキルを測定できる内容に再構成したものです。

作成に当たっては、スタンフォード大学のアルバート・バンデューラ博士が「社会的学習理論」の中で提唱した、行動変容の先

行要因であり測定可能な「セルフ・エフィカシー（自己効力感）」を調査指標としています。また、設問についてはインタラク

ショナルデザインの代表的モデルであるARCSモデルを採用し、レベルの適正化を行っています。

なお、各質問に対する回答は以下の6段階です。本調査においては、中間である3.5を基準値とし、それを下回った場合には「知

識不足の傾向にある」としています。

１ 全く知らない

２ 知らない

３ どちらかといえば知らない

４ どちらかといえば知っている

５ 知っている

６ 他人に説明できるくらい知っている

1 スキルアセスメントとは



2 若手層向けスキルアセスメント結果

実施概要
・対象

企業に勤めている20代の正社員

・有効回答数

161人

・期間

（第一回）2020/7/1～2020/7/15，（第二回）2020/10/5



2 若手層向けスキルアセスメント結果

若手層はカテゴリーによって知識量の差が大きい
There is a large difference in the amount of knowledge among young people depending on the category.

「自己管理」「チームワーク」カテゴリーのポイントが高い

若手層向けスキルアセスメントの全8カテゴリー中、基準値である3.5ポイントを上回ったのは

「自己管理」と「チームワーク」の2カテゴリーであった。特に、「タイムマネジメント」や

「目標設定」に関する知識を問う「自己管理」は4.18ポイントと、唯一4ポイントを超える結

果となった。

これらの項目は社会人になる前の学生生活においても学ぶ機会があると思われ、その結果、初

期段階である程度の知識を有している可能性がある。

社会人特有の知識を問うカテゴリーのポイントは低い

8カテゴリー中6カテゴリーは3.5ポイントを下回ったが、その6カテゴリも大きく2つの区分に

分かれていた。

まず、「ビジネスマナー」「コミュニケーション」「PC操作」はいずれも3.3ポイント以上で

あり、知識のある人とない人が拮抗していた。これらのカテゴリーは、社会人に特有である

（「コミュニケーション」は顧客とのコミュニケーションを含む）ことから、知識のない人の

方がやや多い結果となったが、基礎的な内容も多いことから、それほど低いポイントにはなら

なかったと考えられる。

一方、「プレゼンテーション」「会社経営」「論理的思考」は、いずれも3.0ポイント付近ま

で低い結果となっており、知識不足が明らかとなった。これらのカテゴリーは比較的高度な内

容であることから、若手層にとっては未修得分野である可能性が高い。

若手層に向けては、まずは実践も交えて、基礎的な内容の知識レベルを上げて基礎固めをしな

がら、高度な内容の習得機会を積極的に与えるべきだと言えるのではないか。



全カテゴリー2-1
若手向けスキルアセスメントは8つのカテゴリーから成り立っている。

ビジネスマナーは、社内および社外の人に対するマナーに関する知識を問う。

自己管理は、タイムマネジメントや目標設定に関する知識を問う。

チームワークは、関係構築や自己主張に関する知識を問う。

コミュニケーションは、情報の伝え方や顧客対応などに関する知識を問う。

PC操作は、 Microsoft Officeのソフト3種の操作に関する知識を問う。

プレゼンテーションは、企画書や発表に関する知識を問う。

会社経営は、会計やマーケティングなど、経営に関する知識を問う。

論理的思考は、イシューと構造化に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• カテゴリーによる差が大きかったが、全体的にやや知識の不足が見られた。
• タイムマネジメントや目標設定など、「自己管理」についての知識が全カテゴリー中最も
高く、4.18ポイントだった。

• メンバーとの距離感、関係性の構築など、「チームワーク」についての知識も多くの人が
持っており、3.88ポイントと2番目に高かった。

• 職場での正しいコミュニケーションなどを問う「ビジネスマナー」は3.48ポイントで、ビ
ジネスパーソンの基本スキルでありながら、スキルが若干不足している結果となった。

• 「プレゼンテーション」についての知識が3.04ポイントと最も低く、PC操作の知識と比
較して、表現手法や効果的なプレゼン術などの知識が不足していると考えられる。



ビジネスマナーカテゴリー2-2
ビジネスマナーカテゴリーは5つの項目から成り立っている。

・言葉遣い、手紙・メール、電話対応、訪問・来客は、社外の人に対するマナーに関する知識を問う。

・社内マナーは、社内の人に対してのマナーに関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「ビジネスマナー」のカテゴリー平均は3.48ポイントであり、ビジネスパーソンの基本ス
キルでありながら、若干知識が不足している結果になった。

• 「言葉遣い」の知識が最も低く3.15ポイントで、次いで「手紙・メール」の知識が3.17ポ
イント、「訪問・来客」の知識が3.30ポイントと、いずれもスキルの不足が見受けられた。

• 「社内マナー」については知識がある人が多く、全項目において最も高い4.06ポインだっ
た。次いで「電話対応」も知識がある人が多かった。



自己管理カテゴリー2-3
自己管理カテゴリーは2つの項目から成り立っている。

・タイムマネジメントは、仕事の優先順位のつけ方の知識を問う。

・目標設定は、目標達成のプロセスに関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「自己管理」のカテゴリー平均は4.18ポイントであり、全カテゴリーの中で最も高かった。
• 仕事の優先順位のつけ方や、状況に応じた柔軟な対応など「タイムマネジメント」に関す

る知識は高く、4.16ポイントだった。
• 「目標設定」に関する知識も高く、4.20ポイントだった。これは全カテゴリーのすべての

項目の中で一番高い結果だった。



チームワークカテゴリー2-4
チームワークカテゴリーは2つの項目から成り立っている。

・関係構築は、チームメンバーとの交流に関する知識を問う。

・自己主張は、自分の意見を主張する際の伝え方に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「チームワーク」のカテゴリー平均は3.5ポイントを上回り、チームワークに関する知識
がある人が多いという結果となった。

• 対人関係を問う「関係構築」に関する知識は高く、4.00ポイントだった。
• 「自己主張」については対人関係よりはポイントを下げたものの、3.77ポイントで知識が

ある人の方が多いという結果だった。



コミュニケーションカテゴリー2-5
コミュニケーションカテゴリーは４つの項目から成り立っている。

・言語・非言語は、コミュニケーションにおける非言語領域に関する知識を問う。

・プロセス、報連相は、相手に情報を伝える際の伝え方に関する知識を問う。

・顧客対応は、顧客との関係性に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「コミュニケーション」のカテゴリー平均は3.37ポイントで、知識のない人の方がやや多
い結果だった。

• 「言語・非言語」と「報連相」についてはともに3.5ポイントを超え、理解している人が
多かった。特に「報連相」は4ポイントを超えた。

• 「プロセス」については2.83ポイントで、正しく理解している人がかなり少なかった。
• 「顧客対応」は、3.05ポイントとやや低い結果となった。



PC操作カテゴリー2-6
PC操作カテゴリーは3つの項目から成り立っている。

・Word、Excel、PPTは、それぞれMicrosoft Officeのソフト3種の操作に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「PC操作」のカテゴリー平均は3.34ポイントであり、やや知識が足りていない状況で
あった。

• 「Excel」は3つの項目のうち一番理解が低く、3.14ポイントだった。マクロなどの応用機
能に関する知識の不足が見受けられた。

• 「PowerPoint」については3つの項目のうち最も知識がある人が多く、3.47ポイントであ
り、知識のある人とない人が約半々だった。



プレゼンテーションカテゴリー2-7
プレゼンテーションカテゴリーは2つの項目から成り立っている。

・企画書は、プレゼンの企画書の作成に関する知識を問う。

・発表は、プレゼンでの聞き手に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「プレゼンテーション」のカテゴリー平均は3.04ポイントで、全カテゴリーの中で最低で
あった。若手層にとって苦手なカテゴリーであると考えられる。

• 「企画書」の作り方については2.73ポイントと、知識がある人が非常に少なかった。
• 「発表」については3.34ポイント。効果的なプレゼンテーションの手法などの知識がある

と答えた人はあまり多くなかった。



会社経営カテゴリー2-8
会社経営カテゴリーは６つの項目から成り立っている。

・ビジョン・戦略は戦略を立てる際の要素に関する知識を問う。

・組織は、企業の組織構成に関する知識を問う。

・会計は、企業会計に関する知識を問う。

・生産管理は、サプライチェーンに関する知識を問う。

・マーケティングは、その定義に関する知識を問う。

・ITは、ITツールの導入のプロセスに関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「会社経営」のカテゴリー平均は3.10であり、全体的に知識の不足が見受けられた。
• 「会計」に関する知識が最も低く、2.63ポイントだった。これは、全カテゴリーのすべて

の項目の中で一番低い結果であり、若手層の大部分で知識が不足していると考えられる。
• 「マーケティング」については全項目の中で一番高く、唯一3.5ポイントを超え、知識を

ある程度持っている人の方が多い結果となった。
• 「IT」についての知識は3.17ポイント。全項目で2番目に高いものの中間値3.5ポイントを

下回った。



論理思考カテゴリー2-9
論理思考は2つの項目から成り立っている。

・イシューは、問題発見に関する知識を問う。

・構造化は、問題解決に関する知識を問う。

2 若手層向けスキルアセスメント結果

• 「論理思考」のカテゴリー平均は3.10ポイントであり、この分野の知識を持っている人は
多くなかった。

• 「イシュー」の意味を正しく理解している人は少なく、3.00ポイントだった。
• 問題解決のための思考の「構造化」については3.21ポイントであり、やや知識が不足して

いる結果となった。



3 中間層向けスキルアセスメント結果

実施概要
・対象

企業に勤めている社歴4年目以上の正社員

・有効回答数

161人

・期間

（1回目）2020/4/25，（2回目）2020/7/28～2020/9/4



中間層は全体的に知識不足が露呈
The middle class reveals a lack of knowledge overall

全てのカテゴリーで標準値（3.5ポイント）を下回る

中間層向けスキルアセスメントでは、全6カテゴリーで3.5ポイントを下回り、知識がない人の

方が明らかに多い結果となった。

日本においては、年次による節目ごとの「階層別研修」が多く実施されているが、年次ととも

に求められる知識の幅や深さが大きくなる中で、現状のあり方では教育が行き届いていない可

能性がある。

若手層とは対照的に「論理思考」が最も高ポイント

6カテゴリーの中で最もポイントが高かったのは「論理思考」であった。設問は異なるものの、

若手層向けのスキルアセスメントでは、「論理思考」は2番目に低いカテゴリーであり、会社

での学習や経験をもとに「論理思考」が養われたと言えるのではないか。

「部下指導」「提案・折衝・交渉」の知識欠如が顕著

6カテゴリーの中で特にポイントが低かったのは「部下指導」と「提案・折衝・交渉」の2カ

テゴリーであり、管理職となってチームを率いるに当たっては、特にその分野の強化が必要で

あると考えられる。

3 若手層向けスキルアセスメント結果



全カテゴリー3-1
中間層向けスキルアセスメントは6つのカテゴリーから成り立っている。

・論理思考カテゴリーは、問題を発見し、解決するために求められる知識を問う。

・戦略的思考カテゴリーは、その意義やプロセスに関する知識を問う。

・会社経営カテゴリーは、経営戦略やマーケティング、会計に関する知識を問う。

・組織運営カテゴリーは、リーダーシップやチームビルディング、ダイバーシティに関する知識を問う。

・部下指導カテゴリーは、キャリアデザインやフィードバック、デレゲーションに関する知識を問う。

・提案・折衝・交渉カテゴリーは、プレゼンテーションやネゴシエーション、アサーティブに関する知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 全てのカテゴリーで3.5ポイントを下回り、全体的に知識の不足が見られた。
• 「論理思考」についての知識が全カテゴリーの中で最も高く、3.24ポイントだった。
• 「部下指導」と「提案・折衝・交渉」については3ポイントを大きく下回る結果となり、

特に知識の欠如が顕著であった。



論理思考カテゴリー3-2
論理思考カテゴリーは2つの項目から成り立っている。

・問題発見、問題解決は、ともにその方法や、求められる思考法などの知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 「論理思考」のカテゴリー平均は3.24ポイントで、これは中間層の全カテゴリーにおいて
最も高かった。

• 「問題発見」については3.57ポイントで、知識がある人の方がやや多い。
• 「問題解決」に関する知識は2.91ポイントで、3ポイントを下回る低い結果になり、問題

発見とは対照的な結果となった。



戦略的思考カテゴリー3-3
戦略的思考カテゴリーは2つの項目から成り立っている。

・イニシアチブは、戦略的思考がもたらすイニシアチブの意義に関する知識を問う。

・意思決定は、戦略的思考におけるプロセスの知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 「戦略的思考」のカテゴリー平均は、3.02ポイントで、3.5ポイントを下回る結果となっ
た。

• 「イニシアチブ」について、戦略的思考の必要性などを正しく理解している人は3.14ポイ
ントであり、やや少ない結果となった。

• 「意思決定」など、戦略的思考に伴うプロセスについて、知識がある人が非常に少なかっ
た。



会社経営カテゴリー3-4
会社経営カテゴリーは3つの項目から成り立っている。

・経営戦略は、事業領域やコストなどに関する知識を問う。

・マーケティングは、分析手法やそのプロセスに関する知識を問う。

・企業会計は、損益計算書や貸借対照表に関する知識などを問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 「会社経営」のカテゴリー平均は3.05ポイントと3.5ポイントを下回り、知識が不足して
いる人が多い結果となった。

• 「マーケティング」に関する知識は2.78ポイントと、カテゴリーの中で最も低い結果と
なった。

• 「企業会計」に関する知識については3.36ポイント。カテゴリー内においては最高ポイン
トながら、3.5ポイントを下回った。



組織運営カテゴリー3-5
組織運営カテゴリーは3つの項目から成り立っている。

・リーダーシップは、求められる能力やスタイルの種類などに関する知識を問う。

・チームビルディングは、その手法に関する知識を問う。

・ダイバーシティは、それに基づいたチーム作りに関する知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 「組織運営」のカテゴリー平均は3ポイントを下回る結果となり、多くの人が知識不足で
あった。

• 「リーダーシップ」についての知識は2.77ポイントと、カテゴリー内で最も低い結果と
なった。

• 「ダイバーシティ」についての知識は3.32ポイントで、カテゴリー内では最も高かったが、
3.5ポイントを下回った。



部下指導カテゴリー3-6
部下指導カテゴリーは3つの項目から成り立っている。

・キャリアデザインは、手法に関する知識を問う。

・フィードバックは、実践方法に関する知識を問う。

・デレゲーションは、権限移譲の推進方法に関する知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 部下指導カテゴリーはすべての項目で3ポイントを下回る結果になり、知識不足が顕著で
あった。

• 「キャリアデザイン」についての知識が少なく、2.17ポイントと全カテゴリーのすべての
項目の中で2番目に低いポイントとなった。

• 「フィードバック」についての知識は、カテゴリー内では最もポイントが高かったが、
3.0ポイントを下回る結果だった。



提案・折衝・交渉カテゴリー3-7
提案・折衝・交渉カテゴリーは3つの項目から成り立っている。

・プレゼンテーションは、プレゼンにおけるストーリー展開に関する知識を問う。

・ネゴシエーションは、交渉におけるプランに関する知識を問う。

・アサーティブは、自己主張する際のポイントに関する知識を問う。

3 中間層向けスキルアセスメント結果

• 「提案・折衝・交渉」のカテゴリー平均は2.57ポイントで、全カテゴリーの中で最も低い
結果となった。

• 「ネゴシエーション」に関しては2.12ポイントで、全カテゴリーのすべての項目で最低で
あった。

• 相手を説得する技術「アサーティブ」に関する知識は、カテゴリー内では最も高かったも
のの、3.5ポイントを下回った。



アセスメント種類

会社概要

社名 株式会社ライトワークス

英文社名 Lightworks Corporation

設立 2001年7月1日

資本金 1億4,850万円（資本準備金含む）

所在 〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

代表取締役 江口 夏郎

事業概要 次世代型学習管理・人財開発プラットフォーム、
及び付帯するコンサルティングサービスの提供

従業員数 約100名

関係子会社 株式会社ライトエデュケーション
来宜信息科技（上海）有限公司

人材アセスメントサービス概要

スキルアセスメント
（若手層向け）

スキルアセスメント
（中間層向け）

コンプライアンスアセスメント

ハラスメントアセスメント

プラン内容

現状把握プラン
（30万円）

PDCAプラン
（50万円＋教材費×人数）

スキル強化プラン
（別途お見積り）

まずはお気軽にご相談ください

ご希望のアセスメントを
1度だけ実施していただ
くプランです。

ご希望のアセスメントを
実施していただいた後、
eラーニング教材で教育
を行い、半年後に改めて
アセスメントを行うこと
でスキル状態を比較でき
るプランです。

ご希望のアセスメントお
よびeラーニング教材で
の教育を行った後、
「CAREERSHIP🄬」の
「スキル管理機能」を利
用してスキルの発揮度を
管理していくプランです。


