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当社について

基幹技術「モチベーションエンジニアリング」は、
経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的成果を
取り入れ、実効性と再現性を強みに、創業以来多くの企業変革をサポート

IT教育サービスのプロ集団として、
ビジネスシーンで必要とされるPC・ITスキルを支援

簿記・宅建士など資格取得により、
就転職やキャリアアップを実現を支援

マンツーマンレッスン、発音×英会話、
オンラインレッスンノートなどを組み合わせた、語学の習得を支援

国内TOPシェアの
エンゲージメント
向上クラウド

口コミ数No.1の
就職・転職サイト

■当グループ概要

ー業種・業態を問わない1,000社以上の法人研修実績ー

■当社サービス概要

「世界初のモチベーションをテーマにしたコンサルティング」
「個人のスキルアップを支援してきたノウハウ」を基に、企業内個人の育成をサポートしています。
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DX推進の重要度の高まり
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DX推進の高まり

当たり前にオフィスで、
顔を合わせていたところから、
離れた環境で仕事の成果を

あげることが当たり前の時代に

※出典：経済産業省のWEBサイト（METI/経済産業省） .
DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開～（METI/経済産業省）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf,（2019年3月5日）

資本市場の変化

「2025年の壁」

経済産業省が表した「DXレポート」に
よると既存システムのデータ活用が
できない場合、2025年から年間で

最大12兆円の経済損失が生じる可能性

商品市場の変化

「デジタルディスラプターの存在」

GAFAをはじめとする
全世界、全産業でIT化が進み、

既存の業界構造が変革

約8割の企業が老朽化した
既存システムを抱えている

デジタルテクノロジーにより既存産業に
破壊的なイノベーションが起こっている

労働市場の変化

「テレワークの推進」

都内企業の半数以上が
テレワークを実施している

New
Business

model

近年、多くの企業でDX推進を取り組む意識や、施策実

施が増えてきています。

DXが注目される理由は様々ありますが、経済産業省が

DXレポートにて公表したデータでは、既存システムの

データ活用ができない場合、2025年から年間で最大12

兆円の経済損失が生じる可能性があると試算していま

す。これは、「2025年の壁」として、「資本市場の変

化」がDXへの取組へ影響を与えている一例と言えます。

さらに、「商品市場の変化」「労働市場の変化」もそ

れぞれDX推進へ拍車をかける要因となっています。

「商品市場の変化」では、GAFAをはじめとする全世界、

全産業でIT化が進んでいることが挙げられます。既存

の業界構造の変革が余儀なくされています。また、

「労働市場の変化」では、「テレワークの推進」が挙

げられます。当たり前にオフィスで顔を合わせて仕事

していた環境から、離れた環境でも仕事の成果が求め

られるようになり、DX推進の重要度は高まっています。
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※出典：東京都公式ホームページ
テレワーク実施率調査結果｜東京都
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/12/09/06.html （2019年3月5日）
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リンクアカデミーが取り組むDX人材育成支援とは
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リンクアカデミーが取り組むDX人材育成支援とは
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DX推進重要度の高まりとともに、様々なDX支援が進ん

でいます。DX推進の取り組み方には3つのステップ、

「業務のデジタル化」「業務フローのデジタル化」

「事業のデジタル化」が挙げられます。

リンクアカデミーでは、「業務のデジタル化」こそが

が全社のDX推進を加速させる上で必要不可欠であると

考えています。なぜなら、どんなに素晴らしい戦略を

立てたとしても、どんなに素晴らしいシステムを導入

したとしても、戦略を実行するのも、システムを活用

するのも「人」であり、個人の「デジタルへの苦手意

識の払拭」や、「スキルの向上」がなくては、その後

の業務フローのデジタル化も、事業のデジタル化も推

進が困難となり、絵にかいた餅になりかねないからで

す。

リンクアカデミーでは全社でDX推進を実現するための

「土壌創り」として、業務のデジタル化から取り組み、

全社のDX推進を支援します。

参考：DX化の3ステップ例

デジタライゼーション

業務フローのデジタル化

デジタル技術・知識を踏まえ
部署の業務フローを効率化できる

デジタルトランスフォーメーション

事業のデジタル化

プログラミングやAI技術を利用し
事業の効果と効率を極大化できる

デジタイゼーション

業務のデジタル化

Office（PPTやExcel）を利用して自分
の業務を効率化できる
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リンクアカデミーが提供する人材育成の全体像
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リンクアカデミーの人材育成は「診断 – 変革」のス

テップを置いています。

まず初めに現状を把握するための「①診断」を行いま

す。ここが他社にはない、オンリーワンの特徴であり、

ブラックボックスになりがちなスキルや課題を可視化

することで適切な変革施策の設計に役立ちます。次に

「②変革」を行います。ここでのオンリーワンの特徴

は、 「誰ひとり、おいていかない変革施策」というこ

とです。

診断結果をもとに適切な変革施策を実施することが重

要であることはもちろんですが、一方的なインプット

研修や、画一的な研修では、取り残される対象者がで

てしまうことが課題になりえます。リンクアカデミー

では、オンライン研修が一般的になっている中、

チャットでの講義補足や、質問対応、双方向のコミュ

ニケーションを丁寧に、またどの講師が対応しても実

現できる状態で実施することで、「誰ひとり、おいて

いかない変革施策」を提供いたします。

個人・組織・会社レベルで
正答率・スコア分布をもとに
ITスキルを可視化。
課題を明確にします。

個人の職種や階層、レベルに
基づいて活用シーンや効果を
説明。実務をイメージしなが
ら実践的に学習します。

①
診断

②
変革

● 現状の把握
● 目標の可視化
→ブラックボックスになりがちな
スキルを可視化

● 研修プログラムの実施
→誰ひとり、おいていかない変革施策
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人材育成のポイント①診断
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リンクアカデミーでは「ブラックボックスになりがち

なスキルを可視化」するために様々な診断ツールを開

発しています。ここでは、最も顧客からの共感を得て

いるExcel スキルサーベイをご紹介します。リンクアカ

デミーのExcelスキルサーベイでは、機能を「知ってい

る、知らない」の理解度ではなく、「効率的に活用で

きているか、活用できていないか」を軸に診断、再診

断をしています。

そのため、サーベイの問題では、実際の業務でよくあ

るシーンを題材にしています。

その上で、必要な機能がどこまで正確に活用できてい

るのか？という機能活用度の観点はもちろんのこと、

効率的に活用できているのか？という操作時間の観点

で診断、再診断を行います。

さらに、個人・役職・部署・全社に関して、それぞれ

の観点がどれほどの現在地にいるのか、他社と比べて

どうなのかを明らかにすることが可能です。

■試験画面 ■個人帳票（例）

【個人
帳票】

■全体帳票（例）

診断 変革
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人材育成のポイント②変革
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リンクアカデミーの変革施策の特徴は「誰ひとり、お

いていかない変革施策」の実現です。

オンライン研修が一般的になっている中、チャットで

の講義補足や、質問対応、双方向のコミュニケーショ

ンを丁寧に実施。また、どの講師が対応しても実現で

きる状態で実施することで、「誰ひとり、おいていか

ない変革施策」を提供いたします。

業務効率化研修（Excel編）では、Excelで使用頻度が

高い機能（基本操作・関数・グラフ・データ処理）を

中心に、「機能がわかる、にとどまらず、効率的に活

用できる」をゴールとしています。必要な機能をイン

プットすることはもちろんのこと、業務の中でいかに

効率的に活用できるのかをアウトプットしてもらいま

す。例として、集計問題の題材では、通常20分以上か

かっている作業を10秒で実施できる方法をお伝えしま

す。

診断 変革

【主な習得機能】

・ 基本操作／四則演算／SUM関数 等

・ IF関数／比較演算子／IF関数のネスト方法 等

・ VLOOKUP関数／エラー処理／IF関数のネスト方法 等

・ グラフ作成／並べ替え／抽出 等

OutputInput

・ビジネスシーンで想定され
るケースを用いた問題演習
を通して機能をインプット

・ビジネスシーンで想定され
るケースを用いた問題演習
にてアウトプット

経験豊富な講師が丁寧に解説

ビジネスシーンを想定した課題で実践力
UP

研修形式に応じた万全のサポート体制

講師は経験豊富なプロフェッショナルが担当。
分かりやすい解説や、的確な質問対応で、確実な
スキル定着を実現します。

研修で使う課題は、全て実務を想定した課題。
PCを“使える”のではなく、仕事で“使いこなせる”
スキル習得を実現します。

集合研修なら巡回サポート。
オンライン研修なら、チャットや画面共有機能
を使い、参加者全員誰ひとりおいていかないス
キルアップをサポートします。



サービス事例
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サービス提供事例
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株式会社トーコン

求人広告のデータ入力を行うスタッフ職のExcelスキ

ルが均一でないため、業務のフローの最適化に課題を抱

えていました。スタッフ職に十分な研修の機会を提供で

きていない中、研修を通してスタッフの離職を防ぎたい、

組織エンゲージメントを高めたいという思いで研修を導

入しました。

診断ツールであるサーベイを通して全スタッフ職のス

キルが可視化でき、最適な業務の割り当てが可能になっ

ただけではなく、成長のきっかけにつながったのは大き

な発見でした。全社の効率化を促進しようとするスタッ

フも現れ、研修の成果を実感しています。

ネットワンシステムズ株式会社

これまでは、ビジネススキルの一環としてライティン

グ、リーディングなどの研修を行ってきましたが、研修

の成果やスキルの習熟を図ることの難しさを痛感してい

ました。

リンクアカデミーの法人研修では、研修前と研修後の

サーベイでスキルの習熟を測ることができるため、研修

の成果も一目瞭然。Excelに対して苦手意識をもってい

る新入社員もいる中で、配属前にレディネスを作れたこ

とは、現場の指導者の負荷軽減につながっています。



まずはお問い合わせください

貴社に合わせて最適なご提案をさせていただきます

問い合わせる

https://link-academy.co.jp/training/contact/
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