
Q創おdC 20

MELSA

株式会社 メ リレサ

HRD,inc
日本語版開発及び総販売代理権は

HRD株 式会社が所有 しています。

株式会社メルサ

T984-0816
仙台市若林区河原町 1-2-14
プラウ ド河原町 トレサージュ1105
Te1 022-398-6883
Fax 022-398-6887
E―lna i l: info@yozannet.com

httapeス uЫLhng



● ● 0●
レポートの説明
DiSC° Classic 2.0

ようこそ ! DiSC° Classicの 第一ステ ップである回答を済ませたあなたは、これか らいよいよ自己理解を深め、

自己の効果性を高める道に向けて歩み始めることにな ります。

あなたのこのレポー トは、次の4つの主要セクションにまとめられています。

セクション : は、あなたのために作成されたセクションです。あなたの′ノ″ θ/′ssノθへの回答に基づいてあな

た独自の行動を記述しています。まず、フィー ドバックのベースとなる「DiSCグラフ」が提示されます。次に、

ステージ 1と して、D、 :、 S、 Cの 4つのDiSCス タイルのうち、あなたのもっとも高い特性を知り、その傾向性、

欲求、好む環境、より効果的になるための戦略を学んでいきます。ステージ ‖では、あなたの強みと弱みを気付

かせてくれる「行動特性の強度表」が示されます。ステージ ‖lは、D,1,S,Cの特性がどのようにあなた独自

の典型的パターンと結びついているかを知るための助けとなります。

セクション‖ では、DiSCモ デルと、あなたの傾向性、欲求、好む環境、および効果的になるための戦略を、

DiSCの 4つの特性で説明しています。

セクション ‖l では、15の典型的パターンを概略します。

セクション :V には、あなたのDiSCス コアとデータ分析がまとめられています。

レポー トを読み進めるときに心に留めてほしいのは、′ノ″ θ/′ssノθには良い特性や悪い特性、あるいは良いパタ

ーンや悪いパターンというものはないということです。正しい答え、間違つた答えといつたものもありません。レ

ポー トが示しているのは、あなたが環境にどう反応しているかということです。まず、ひと通リレポー トを読んで、

次に、合わない記述をXE「 で消したり、合う記述をマーカーペンで印をつけるなどしてレポー トをあなた自身のも

のにしてください。

それでは、次のページヘ進みましょう。

insc"e publishing,inc O狐Ю著作権所有。

全体または一部を機製することは禁じられています。 2



あなたの DiSC°グラフ
DiSC°  Classic 2.0

● ● 磯 ●

セクション l

このグラフは、あなたの DiSC°グラフです。あなたの回答に基づいて算出した各 D、 i、 S、 C特性のスコアを示し
ています。次ページからのステージでも、このスコアに基づいて説明されています。続いて、あなたが高いと判定
された行動特性、あなたの強みと弱み、そしてあなたの典型的プロフィール・パターンについて読み進めましょう。

セグメント
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全体または一部を槙製することは禁じられています。



ステージ |:あなたの最高位の DiSC特性
DiSC°  Classic 2.0

● ● 輪 ●

セクション l

|さ ん、あなたが一番強 く示す行動特性は、
″
i″ (感化)です。これは、あなたが回答した環境に対する認識と、

その環境をあなたがどれ くらいコン トロールしているかに基づいたものです。iに関する以下の記述を読み、あな
たが自分自身について感じている認識にどれだけ当てはまっているか検討してください。さらに他の行動特性に関
する記述も読み進め、他の行動特性についても理解を深めて下さいc

i(感化)

:さ んは、
″
i″ (感化)の特性を示 しています。その結果、あなたは他の人たちに影響を及ぼしたり、説得するこ

とを通 じてあなたの環境を形づくることにフォーカスする傾向が強いと判定されます。

″
|″の特性が高いと判定された感化傾向が強い人たちは、あらゆるタイプの人たちと交流を深め、彼らに好印象を

与えることに喜びを感じます。このタイプの人たちは、他の人の強い興味を引き出し、人望を得られるような機会

を求めます。1(感化)傾向の強い人たちは、他の人たちを通じて目標を達成 します。その際には社会的な認知が重

要な要件となります。彼らの意思決定のスタイルは、事実や数字に基づくものではなく、「自らの直感」に基づく
ことが多くなります。

高い i(感化)の特性では、表現の自由が尊重され、詳細の分析やコン トロールは敬遠されます。職場以外では、

高い iの人たちはグループ活動に積極的に参加 し、新 しい人たちと交流し、さまざまな形の親交を深めることがで

きます。また、自分のアイデアを明確に伝える能力に優れ、他の人たちを会話に引き込むことを好みます。

人と関わることに優れた高い 1の人たちは、課題をきちんとこなすことに優れたスキルを持つた人たちによって、

自らの能力が補完されると認めています。そして、他の人たちに自分のアイデアを投げかけることに全 く困難を感

じません。ここで、自らの提案に対して、ほかの人たちから事実やデータを補つてもらうと、さらによい結果が生

まれるでしょう。また、プロジェク トが立ち上がった後に、仕事を軌道に乗せ、仕事をフォローアップすることに

役立つシステマティックで論理的な方法を築く際にも、その分野に優れた人たちの支援を仰 ぐと良いでしょう。

高い iの人たちは、自分自身に対するプライオリティーや、完了期日を設定することに努めるべきです。さらに、

期限を守ることに対してほかの人たちと責任を分け合うことも大切です。また、できるだけ客観的に意思決定を進

めることも重要です。

高い iの人たちは、他の人たちをマネージする際に、他の人たちの自由裁量を尊重することに配慮 し、その創造

活動にゆとりを感じられるように、意図的に一歩身を引いて、仕事を任せる姿勢を示すこともあります。そのよう

な時に、部下の二一ズに十分に応えていないとみられる危険が伴います。そこでもう少し、積極的な方法を用い、

必要に応じて実際的なフィー ドバックを行うと、彼らにも利益がもたらされます。それによって、それまでに築か

れた良好な関係が損なわれることはないでしょう。

inscape publishing.:nc α翻鯰著作権所有。
全体または―部を機製することは禁じられています。 4



ステージ il: あなたの行動特性の強度表
DiSP Ciassic 2.0

● ● 鬱 ●

セクション |

私たちは誰でも、一人ひとりの独自で貴重な強みを持つています。そして、その強みは強みとして周囲に認めても

らいたいし、置かれた環境の中で役に立っていると自分自身も感じたいものです。しかしながら、どの強みも、過

度に、あるいは間違つて用いられると、逆に弱みにもなりかねません。D,i,S,Cの 4つの特性ごとにハイライ

ト表示された言葉を検討してください。各特性の特徴を、強く、あるいは中程度に、または弱く表現する言葉が並

んでいます。続 くページでは、もっとくわしくあなたの行動特性の強度について学び、あなたの強みと弱みについ

て認識してください。

inscape ttd ishing,inc 0008著作権所有。

全体または一部を複製することは熱 じられています。 5

28自 己中心的 28情熱的 28受身的 28完ぺき主義

27直接的 27交際好き 27忍耐強い 27正確

26大胆 26説得力がある 26忠実 26事実重視

25支配的 25現状維持 25 女ll,F41い

24要求が強い 24チームプレーヤー 24系統的

233童弓|
23おだやか 23慣習的

22リ スクを負う 22独占的 22 1〔 いオaい

21冒険的 21現状に満足 21用心深い

20決断力がある 20非活動的 20抑制的

18寛大 18自分をおさえる 18分析的

17落ちついている 17思慮深い 17敏感

16人を引き付ける 16友好的 16分 Ellがある

15自 信がある 15安定的 15回避的

12で しゃばらない 12識別力がある 12自説を曲げない

11控えめ 11反省する 11ねばり強い

10現実的 10事実重視 10自立的

9賛否両論を考慮する 9論理的 9厳格

8遠慮がち 8自制的 8堅固

7保守的 7遠慮深い 7せっかち 7が′しこ

6温和 6 男證い愕Rい 6じ っとしていられない 6独断的

5お となしい 5悲観的 5変化を求める 5反抗的

4静か 4よそよそしい 4あ らさがしをする 4ご う慢

3確信を持てない 3引 つ込み思案 3現状に しばられない 3強情

2依存的 2自意識が強い 2現状に不満がある 2配慮が足らない

1慎み深い 1無 口 1能動的 1皮肉をいう



ステージ H: あなたの行動特性の強度表
DiSP Classic 2.0

ここからの4ページは、あなたの回答の結果から導かれた、
の説明です。

● ● 颯 ●

セクション i

各 DiSC°特性におけるあなたの強度レベルを示す言葉

D特性

あなたの示した D特性の強度からすると、あなたは次のような言葉で表現される行動をとることが多いかもしれま

せん。これらをよく読んで、あなたが自分の強みであると思つている言葉を○で囲み、改善点と思われるものはア

ンダーライン (あ るいはマーカーペン)で強調表示してください。

探究心のある :こ の特性は、あなたの好奇心がよりよい答えや新しい方法を探す方向にあなたを導けば強みにな

り志す。しかし、あなたの追求が度を超えて、他人を侵害するようなものになると、逆にあなたの弱みになります。

物おじしない:あなた自身の能力に対する自信は、あなたを指導的地位にまで押し上げてくれることがあります。

あなたが示す、この自信と確信は、仲間たちを刺激して優れた達成に導くでしょう。しかし、この傾向があまりに

強くなると、あなたは傲慢で、横柄な人物と見られる可能性が出てきます。

競争心が強い:あなたの「一番」を目指す行動は、卓越した成果と大きな成功に結びつきます。あなたの勝者に

なりたいという意思は、たとえ究極的なゴールに至らない場合でも、大きな達成を実現します。しかし、あなたが

全く犠牲を顧みず、ただ勝つことだけにこだわると、この強い願望が強迫観念になりかねません。

すばやい:複雑な事柄を素早く理解し、迅速に意見をまとめる能力は、グループのプロセスを促すことに貢献す

る、優れた才能です。しかし、素早い意思決定をする傾向を多少とも押えないと、あなたは無謀で、危険を顧みな

い人物とみられる可能性があります。

自己信頼 :あなたは、独立的思考が得意で、必要とあらば一人で行動してしまいたいのかもしれません。この特

性により、効果的解決を生み、リーダーシップ能力を得ることも可能です。しかしながら、この自己信頼が行き過

ぎると、チームの連帯を壊し、仲間意識を弱めることもあり得ます。

計算 してリスクを負 うIあなたは、大胆な予測に基づいて行動を進めるタイプではありません。しっかりした計

算に基づくリスクを取ることによつて、危機を回避し、損失を最小限に食い止めることができます。しかしこの傾

向は、創造性を抑え、成長を止める欠陥に結びつくこともあり得ます。

自己批判的ここの特性では、あなたにとつて反省や内省はごく自然のことであり、自分の欠陥や弱みを分析する

ことも嫌いません。このような分析は、あなた自身と組織に役立つ、優れた洞察を導き出します。しかし、自分自

身に対 して過度に批判的になって参画 を控えた り、さらには、その過度に批判的な姿勢を他人にも押 しつけがちな

ので気をつけま しょう。

inscape publishing,inc C2008著 作権所有。

全体または一部を機製することは禁じられています。 6



ステージ ll: あなたの行動特性の強度表
DiSC° Ciassic 2.0

● ● 鶉 ●

セクション |

i壁

あなたの示した i特性の強度からすると、あなたは次のような言葉で表現される行動をとることが多いかもしれま
せん。これらをよく読んで、あなたが自分の強みであると思っている言葉を○で囲み、改善点と思われるものはア
ンダーライン (あ るいはマーカーペン)で強調表示してください。

衝動的 :多 くの人たちは、あなたの自然な振る舞い、また大胆に新しいことに取り組む行動を高く評価します。
つまり、成功の確率が低い時にも、不可能と思われることでも突破口を示してくれるからです。しかし、あなたが、
あまりに性急に見境のない行動に走ると、他の人たちがあなたから離れて行つてしまうこともあり得ます。

感情的 :あなたは他の人たちに比べて、感受性が豊かで、また物事をオープンに語ることができます。この特性
は、他の人たちにも同じように行動するように促します。しかし、あなたの感情的な率直さが行き過ぎると、他の
人たちに不安と不満、時にはわだかまりを生むことがあります。つまり、彼らが自分の心の境界線が侵害されたと
感じてしまうからです。

自己表現力
=豊

か :こ の特性では、あなたは自分自身について他の人たちに積極的に情報を提供し、またグループ

に対して自分の専門能力を惜しみなく提供します。この特性が、音段あなたから情報を求める立場にない他の人た

ちとのコミュニケーションを促すために使われれば、大きな強みになります。しかし、これが行き過ぎて思い上が
っているとみなされると、無視されることになりかねないので注意が必要になるでしょう。

人を信 じる:あまり疑間をはさまずに、他の人たちを信じることはすがすがしい長所と言えます。特に、疑い深
い人たちと働くときには重要となります。本当の信頼は、前向きの、ポジティブな関係から生まれるからです。し
かし、あまりにこの傾向が過ぎると、あなたは幼稚すぎると思われる危険も伴います。

影響力がある:他の人たちを動機付け、行動に駆り立てるあなたの能力は、優れたリーダーに備わる特性となり
ます。しかし、この能力を通じて、他の人たちを誤つた方向に導いたり、間違つたことを伝えることのないように、

あなたが正直に、責任ある行動を取る必要があることも理解することが大切です。

愛想がよい:快活で、人付き合いのよいあなたは、どのような状況にも上手に適応し、共通のゴールの達成に貢

献します。しかし、他の人たちから反対されることを恐れて自分の本当の意見や考えを隠そうとする場合には、煮
え切らない人、あるいは中身がない人と評価される可能性があります。

社交的 :他の人たちと活発に交流することから、あなたはたくさんのアイデアを交換する場面で、いつも中心を

占めています。この特性は、グループに溶け込むためにあなたの支援を必要としている内向的な人たちと接すると

きには歓迎される特性です。しかし、締め切りが迫っているときや仕事に真剣に取り組むべき時に、このような社

交性は歓迎されません。

Inscape plblishing,lnc 0008著作権所有。

全体または一部を複製することは蕪 じられています。 7



ステージ H: あなたの行動特性の強度表
DiSC° Classic 2.0

● ● 蜻 ●

セクション :

S特性

あなたの示した S特性の強度からすると、あなたは次のような言葉で表現される行動をとることが多いかもしれま
せん。これらをよく読んで、あなたが自分の強みであると思つている言葉を○で国み、改善点と思われるものはア
ンダーライン (あ るいはマーカーペン)で強調表示してください。

活気がある:あなたは、何事にも多才で、状況に応じてエネルギッシュな対応ができる人であるかもしれません。
このような柔軟性は、変化の激しい今日の職場では、きわめて価値の高い特性となります。しかし、休みなく行動

を続けることによって、あなたが重要なニュアンスや機微を見逃したり、あるいは一度スター トさせたことを最後

まで完成できなかったりすることがあり得ることに注意しましょう。

外向的 :外向的である特性により、あなたは、他の人たちから好感を持つて迎えられているでしょう。また友好

的で、促進的な雰囲気を生み出すことができます。しかし、あなたがあまりに陽気にあ、るまい過ぎると、他の人た

ちがあなたの本来の姿を見過ごす可能性も出てきます。

油断のない:あなたは問題の細かい点まで見逃しません。常に今起こつていることに目を光らせて、他の人たち

がその必要を感じる前に、F.5題解決に取り組み始めます。しかし、あまりに細かい点にこだわり続けることのない

よう注意すべきです。

熱心 :あなたの熱心さが、他の人たちにも伝播します。あなたがダイナミックな環境を築くことによつて他の人

たちを行動に駆り立てる可能性も生まれます。しかし、熱心さが行き過ぎると、あなたが独走して、仕事の質が犠

牲になつたり、重要なポイントが見逃されることもあり得ます。

批判的 :物事を軌道に乗せるため、あるいは見当違いのプロジェクトを除外するために、揺るぎない正直さが必

要とされるようなときには、あなたが示す断国とした批判は、あなたにとっても組織にとっても大いに役立ちます。

しかし、あなたの批判が他の人たちの感情を無視するものとならないように注意すべきです。

不満足 :物事に不満を感じる感情は、優れた達成や際立った成果を生むための刺激となることもあり得ます。し

かし、この傾向が行き過ぎると、他の人たちがあなたを単なる不満分子とみなしてしまう危険が伴います。

日移 りしやすい:一度に複数の作業を行っているようなときには、この特性が効果を発揮します。たとえば、さ

まざまなプロジエクト間のバランスを保つようなときに、この特性が役立ちます。しかし、一つの課題に集中して

取り組むべき場合には、この特性が問題を引き起こすという欠陥も伴います。

in“

"o Publishing,inc 0008著
作権所有。

全体または一部を複製することは彙じられています。 8



ステージ H: あなたの行動特性の強度表
DiSC° Classic 2.0

● ● 瘍 ●

セクション !

C特性

あなたの示した C特性の強度からすると、あなたは次のような言葉で表現される行動をとることが多いかもしれま
せん。これらをよく読んで、あなたが自分の強みであると思つている言葉を○で囲み、改善点と思われるものはア
ンダーライン (あ るいはマーカーペン)で強調表示してください。

回避的 :こ の特性は、他の人と関わるとき、あなたが性格の不一致や不和のある人とは関わらないようにする傾

向を意味します。これは、あなたにとつて心の安定という利益をもたらします。しかし、この傾向が強くなりすぎ
ると、他の人とのコミュニケーションに断絶を生み、あなたの信用を損なうことに結びつく可能性があります。

自分を持つている:あなたは自分の立場を主張し、自分の意見を述べることに躊躇を示すことはありません。こ

れは、間違いなくあなたの強みとなりますが、現実にはどれほど他人に依存しない人であっても、仕事上では他の
人たちと前向きな関係を保つことが求められる、という事実もしっかり理解すべきです。

独善的 :あなたは自分のやり方が正しい方法だと信じていることが多いでしょう。これは大きな強みになります。
このような感覚が、強いリーダーシップと意思決定にあなたを導きます。しかし、この傾向が強くなり過ぎると独

りよがりで、尊大な印象を与えることもあります。

自説を曲げない:妥協することによつて混乱が生ずるような場合に、さまざまな課題に対して確かなアイデアを
提供する能力は強みになります。さらに、見解をはつきり述べられるあなたの能力はどのような職場でも高く評価
されます。しかし、チーム内でこの態度が過剰に示されると、あまりにとげとげしいという印象を与える危険が伴
います。

ねばり強い:あなたは望ましい結果が達成されるまで、目標に向けて努力する特性を備えています。この特性は、

他の人たちが成功できないような困難なプロジェクトに取り組むとき、大きな強みになります。しかし、もしこの

傾向が強くなりすぎると、頑固頑迷に陥ることもありえます。

自立的 :仲間からのプレッシャーやグループ内の発想にしばられない特性は望ましい特性です。自分なりの最善
の意思決定を下そうとするときに、独自の思考を展開する傾向があります。しかし、あまり自説にこだわって耳を
傾けるべきフィードバックやアイデアに対して耳を開ざしてしまう危険も伴います。

厳格 :あなた自身と他の人たちに高い基準を維持させることは、すぐれた資質となります。クオリティーの高い

成果が必須の条件である場合には、さらに重要なスキルとなります。しかし、この態度が柔軟性を弱めるような場

合には、他の人たちか らの反感を呼び起 こした り、プロセス改善の機会を逃がす原因とな り得ます。

Inscaoo釉 Ы ishing,lnc 0008著 作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。 9



D(主導、i(感化)、 S(安定)、 C(慎重)の 4つの特性の組み合わせ方で、プロフィール・パターンは人によって違つ

てきます。検証により、15の典型的パターンが通常出現することがわかつています。また、各典型的プロフィー

ル・パターンをよりよく理解するための記述も、さらに理論的、客観的に検証された上で解説してあります。

_ _さん、あなたの典型的プロフィール ロパターンは、促進者パターンです。下の記述を読み、あなたに当てはま

ると思われる記述に、アンダーライン (あ るいはマーカーペン)で強調表示してください。

促進者パターン

さんのモチベーション

さん、「促進者パターンJのあなたは、社交的で、外向的な人物であることが多いでしょう。これらの特性を

通じて、容易に友人を作ることができ、実際に今までに会つたことのない人たちに会うことを楽しみにしているは

ずです。他の人たちをあるがままに受け入れることができます。その結果、あなたの周りの人たちに多大な影響を

及ぼします。また、友人や同僚に便宣をはかつたり、機会を与えることが好きかもしれません。

あなたは、人気があることを好み、また、他の人たちからの承認を得ようとすることが多いでしょう。したがつて、

意図的にほかの人たちを攻撃したり、悩ませることはめったにありません。あなたは、言葉を操る能力に優れてい

るので、他の人に惜しみない称賛を与えるために、この能力を生かすことができます。あなたにとつて最も意義あ

ることは、他の人たちに安らぎを感じてもらい、また、あなたを友人として認めてもらうことかもしれません。

あなたは、どのような社交的な場面にも適応できるでしょう。しかしなお、あなたの対人関係スキルを最大限に発

揮できる、友好的な環境を求めることが多いはずです。

ステージ‖l: あなたの典型的プロフィール・パターン
DiSCo Classic 2.0

lnscabe pubiishing,inc 0008著作権所有。

全体または一部を機製することは難じられています。

● ● 畿 ●

セクション l

10



さんの仕事上の習慣

あなた自身のアイデアを促進する能力が、あなたの強みと認められます。あなたは、かなり疑い深い人たちにもプ
ロジェクトを売り込むことができます。あなたはこのことを、緊張感の高い状況でその緊張をほぐす、あなたの才
能を駆使して達成します。

職場では、他の人たちの輸に加わり、他の人たちと交流することを好んでいるはずです。しかし、実際の職務の達
成にはあまり興味を示さない傾向も備えています。あなたはむしろ、他の人たちと交流し、ネットワークを作り、
あるいは人々に会う機会を生かすことによって、満足感を高めます。実際にあなたは、自分の社交に対する欲求の

絶好のはけ口として、会合や会議に出席することを待ち望んでいます。また、委員会の活動にも熱心に取り組みま
す。そのため、たとえそれがあなたの仕事にとつて重要なものであっても、一人でこなす活動はできるだけ避けよ
うとします。

当然ながら、あなたは、友人、同僚、知人との広範なネットワークを築いています。古い関係を維持しながら、新
しい交流を生み出します。このとき、話の上手な人たちを尊重します。また、他の人たちは、彼らのプロジェクト

を促進するときに、あなたの支援を求めてくることが多いはずです。このようなときにも、あなたは躊躇せず、あ
なた自身のアイデアや革新的意見を他の人たちにぶつけます。

プロジェクトやアイデアを推進してくれる人たちに近づくことは、あなたにとって極めて重要なことかもしれませ
ん。この努力の一環として、あなたは自分自身、自分の同僚と組織に対して、徹底した楽天主義を貫きます。しか
し、この前向きの姿勢が時によっては、あなたの同僚たちの能力と実行力に対する過信に結びつくこともあり得ま
す。また、状況に応じて使い分けるべき客観性を保てない場合もあります。特にプレッシャーにさらされた時には、
感情に流されて判断が鈍る傾向があるかもしれません。

ステージ HI: あなたの典型的プロフィール・パターン
DiSC° Classic 2.0

inscape鈍耐ishing,inc 0008著 作権所有。
全体または一部を機製することは熱じられています。

● ● 蜻 ●

セクション l
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|  さんの効果性をさらに高めるには

あなたにとつてタイム・マネジメントが大きな課題となることがあります。さらに、状況を複雑にしている要因と

して、プレッシャーにさらされたときに、方向感を失い、注意が散漫になる傾向を示す点があげられます。したが
って、かなり深亥1な 問題にぶつかったときにも、あなたの危機意識が発動されないケースも生じます。

そこであなたが、正確かつ時間内に職務を完成させることに注力することが大切です。そのためには、時間内に取

引をまとめる、あるいはプロジェク トを完成させる重要性をいつも忘れないようにすると良いでしょう。つまり、

あなたが、社交的な会話や、プロジェクトに関するだらだらした議論に制限時間を設けることを学べば、あなたの

生産性も向上するでしょう。

自尊心が傷つけられることに対する恐れが、あなたにとって最大の心配事でしょう。あなたは、自分の社会的立場
が傷つけられたり、それを失うことを望んでいません。このことが、あなたが称賛や楽観主義を過度に示す原因の

ひとつとなつているのかもしれません。あなたは、すべての事実を考慮せずに、都合のよい結論に飛びついたり、
ベストのシナリオ (予測される道筋)を思い描く傾向が強いようです。このような望ましくない傾向を是正するため

には、あなたはもつと客観的になることを学ぶべきです。自分の感情をコントロールする能力を高めることも改善
に役立つはずです。

あなたは、自分の約束したことを実現することに困難を感じることがあります。これは、あなたが正直でないとい

うことを意味するわけではありません。むしろ、重要な期限や、詳細から注意がそれることが原因として考えられ

ます。従つて、あなたが約束したことを成し遂げることにエネルギーを注入することを学ぶべきでしょう。このこ

とを達成するためには、コーチングや指導を受けることによつて、あなたの仕事でしつかりした成果を生む方向に

自身を導くと良いでしょう。

` ‐
さん、あなたは友好的で、表現力豊かな人物であり、さまざまな人たちとの広い交流のネットワークを通じて、

優れた成果を生み出しています。

ステージ HI: あなたの典型的プロフィール・パターン
DiSC° Ciassic 2.0

inscape ttЫ  ishing,:n●  α掘闘著作権所有。

全体または一部を複製することは熱 じられています。

● ● 晰 ●

セクション |
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DiSCモデル
DiSC° Classic 2.0

′パθθルss/θ は人間の行動の 4つのスタイル、つま りD(主導)、 1(感化)、

描き出す 4象限の座標軸モデルに基づいて作 られています。人によっては 1

ときによつては 3つのスタイルを強 く備えています。

環境を好ましくない

ものと認識する

● ● 磯 ●

セクション H

S(安 定)、 C(慎重)の各スタイルを
つのスタイル、また他の人は 2つ、

では、あなたの DiSCス タイルは他の人たちのスタイルとどのように異なっているのか、あるいは共通 しているの

でしょうか?この DiSCモ デルはこれらの重要な質問に答えてくれます。次に示される 4つの象限では、隣 り同

士の象限には共通点が発見されます。たとえば Cと Sのスタイルには、自分自身をその取 り巻 く環境より弱い存

在と認識する傾向が見られます。ということは、自分が環境に対して直接的な影響を及ぼす事ができないと考え

ることから、自分自身を環境に適応させる傾向が強いのです。逆に Dと iのスタイルでは、自分を環境よりも強
い存在だと認識する傾向が見られます。ということは、自分が環境をコン トロールしていると感じることから、

自分自身に確信を抱いていることを意味します。さらに Dと Cのスタイルを見ると、彼らは取り巻 く環境を好ま

しくないもの (非好意的で抵抗を感じるもの)と 認識 しており、逆に iと Sのスタイルは環境を好ましいもの

(友好的で支援的)と見ています。

自らを環境より強い存在と

認識する

環境を好ましい

ものと認識する

自らを環境より弱い存在と

認識する

次の図で、DiSCモ デルを詳 しく説明 しています。つま り、 4つのスタイルを、行動の言語で客観的に解説 してい

ます。ここで、Cと Sス タイルは思慮深 く、ゆつくりとことを進めるのに対 して、Dと iス タイルは活発で、迅速

にことを進めることが理解できます。さらに、Dと Cス タイルはつねに質問をし、論理を追求するのに対 し、 iと

Sス タイルはものごとを許容 し、他の人たちに関心を寄せます。

活動的

せつかち

自己主張

大胆

探求的

論理尊重

懐疑的

課題志向

許容的

人間志向

包容力がある

人当たりが良い

思慮深い

穏やか

冷静

用心深い

in“ゅe Publishing.in● .∝ 008著作権膀有。

全体または一部を積製することは禁 じられています。 13



DiSC行動特性
DiSC° Classic 2.0

下に示 した表で、4つの DiSC°行動特性の概略が把握できます。

人の行動をよりよく理解するために、すべての記述を読むこと

● ● 鰊 ●

セクション‖

あなたに似ている人、似ていない人を含め、他の

をお薦めします。

成果をあげるためには反対意見を
克服する環境を築くことに努める

人物像
この人の特性

= 結果を直ちに求める

・ 行動を呼び起こす

・  挑戦を受けて立つ
口 意思決定が速い

・ 現状に疑間を投げかける

・ 権威を示す
ロ トラブルにすすんで対処する

・ 問題を解決する

この人が望む環境

= 権限と権威が伴なう

・ 威信と挑戦が伴なう

・ 自分の業績を残す機会がある
。 広範囲の業務を遂行できる
菫 単刀直入な答えが得られる
菫 昇進の機会がある

= 統制や管理に縛られない

・  多様な新しい活動を手掛ける

行動指針
この人が必要とする人は

“ 賛否両論を熱考する人

= リスクを測る人

・ 慎重な人

・ より見通しの手1く 環境を創り上げ

る人
自 事実を調査する人
摯 決める前に熟慮する人
曖 他人のニーズを考慮する人

この人がより効果的になるためには

' 難しい任務につく

・ 他人の力も必要であることを認識

する

・ 実務経験に基づく方法を学ぶ

" 時折緊迫した状況に置かれる

・ グループの一員としての認識をも

つ

・ 結論の理由を口に出して言う

・ 現実的な制約があることに気付 く

・  自分のペースを調整 して、もつと

リラックスする

他の人に影響を及ぼし、感化する

環境を築くことに努める

人物像
この人の特性

・ 人と社交的に交わる

・ よい印象を与える

・ はつきりとものを言う

・ やる気を起こす環境を創る
。 意欲をかきたてる

・ 人を楽しませる
コ 人や状況を楽観的に見る

= グループに参加する

この人が皇む環境
ヨ 人気、社会的評価が高い

・ 能力を人から認められる

・ 表現の自由がある

・ 仕事以外のク
・トフ

・
活動がある

・ 民主的な関係がある
3 コントロールされない、詳細にこ

だわらない

・ 提案する機会がある

・ コーチングとカウンセリングが重

視される

・ 気に入つた仕事の状況

行動指針
この人が必要とする人は
じ 仕事の成果を重視する人

" 事実を重んじる人

・  単刀直入に話す人

・  誠実さを尊重する人
ロ システマチックな方法で立案実行で

きる人
密 人に関わるより、物事に関わること

を尊重する人

= 論理的なアプローチをとる人
壼 自分の仕事を最後までやり遂げる人
この人がより効果的になるためには
浄 時FH5管理 (Dま たは Sが低い場合)

・  より客観的な意思決定

・  参加型マネジメント

・  他人をもっと現実的に評価する
菫 優先順位と期限を重視する

・  他人に対してもっと断固とした態度

をとる (Dが低い場合)

人物像
この人の特性

・ 規範と基準を重視する

・ 細部に注意を払う
撃 賛否両論を考慮し分析的に考える

・ 人と如才なく接する
轟 対立や摩擦には巧妙に間接的に対

処する
凛 正確さをチェックする

・ 成果を分析的に評価する

・ 秩序だつたアプローチでものごと

に対処する

この人が望む環境

= 求められる成果が明確化されてい

る

・ 質と正確さが重視される

・ ひかえめでビジネスライクな雰囲

気がある

・ 専門的な能力を示す機会がある

・ 仕事に影響を及ぼす諸要素を自分

で管理できる

・ 理由を尋ねる機会がある
口 個人の技術や成果が評価される

質と正確性を維持するために現状の

中で緻密に仕事をすることに努める

行動指針
この人が必要とする人は

・ 重要な仕事をまかせてくれる人

・ 意思決定が速い人

・ 方針に固執しない人

・ 反対意見に歩み寄ることができる

人

・ 少数意見でもはっきりと言う人
口 率先して意見を述べ討議を促進す

る人
嬌 チームワークを促がす人

この人がより効果的になるためには

・ 念入りに計画する機会がある

・ 仕事内容と目的がはつきりしてい

る

・ 定期的に業績評価が実施される

・ 成果に対して具体的なフィー ドバ

ックが行われる

・ その人の実績とともに人FHl性 を尊

重する

・ 対立に耐える力を養う

人物像
この人の特性
ロ ー貫して決まつた方法で仕事をす

る

・ 忍耐力がある
。 専門技術をみが〈
薔 人の役に立ちたいと思う

= 忠誠を尽くす

・ 聞き上手である

・ 興奮している人を鎮める

・ 安定と調和のある仕事環境を築く

壼 手慣れた業務を行う

・ 仕事の功績が認められる

・ 仕事で家庭生活が侵害されない

・ 心から感謝される

・ グループの一員として認められる

・ 一定のやり方や手IIEが ある

・ 摩擦や衝突がない

任務遂行のために、他の人と協力することに努める

行動指針
この人が必要とする人は

・  予期せぬ変化に速やかに対応する人

・  仕事をチヤレンジあるものにする人
壼 ひとつのことにだけ固執せず、いろ

いろなことに関わつてい〈人
菫 自分で自分を動機づける人

' 適度のプレッシャーをかける人

・  予測のつかない環境でも苦にしない

人
n 仕事の優先llk位 を決める援助をする

人

・  柔軟な仕事の進め方をする人

・  自分の努力が全体にどのように貢献

するかについて知る
。 同 じような能力や誠実 さを備えた仲

間と働 く

・ 職務遂行のためのガイ ドラインがあ

る

・ 創造力を引き出す

この人が望む環境          この人がより効果的になるためには

・ 特別な理由がない限り現状が維持  “ 変更の前に諸条件を整える

される              コ 自己の価値を自覚する

!ns“

"Publishing・
inc 0008著作権所有。

全体または一部を複褻することは禁 じられています。 14



15の典型的プロフィール
DiSC°  Ciassic 2 0

情緒面 :勤勉、努力塚。欲求不満を表に出す

目標 :時にグループの利益を損なつても、個

人の目的を達成する

他人を判断する基準 :具体的な成果を上げる

能力

他人に影響を及ぼす要素 :自分の仕事に責任

を負う

組織内でのあなたの長所 :自分で重要な仕事

を設定し成し遂げる

過剰になりやすい面 : 自信過剰、仕事への没

頭

プレッシャーがかかった時 :欲求不満にな

り、いらいらを示す。仕事を人に任せないで

自分でするようになる

不安や恐れ :他の人がおそまつな達成基準、

または自分の基準と矛盾する基準を立ててい

るとき

効果性を高めるには :あまり白黒をつけるこ

とにこだわらない。仕事の優先順位を明確に

定める。さまざまな解決法を考慮する。日先

の事に惑わされず長期的な展望を持つ

鬱 鸞 ■ 屹

セクション 111

達成者パターンは、多くの場合自分の内面を重視し、自

分個人で設定した目標に強く動機づけられます。そのた

め、組織の目標を機械的に受け入れることはしません。

そこで自分の日標を組織の目標と合わせることを学ぶ必

要があります。はつきりした人生設計を持つこのパター

ンの人は、強い責任感を養つてきました。

また、仕事に強い興味を示し、目的達成のためにひたむ

きでたゆまぬ努力をします。彼らは自分の仕事の質を高
く評価しており、切迫した状況下では仕事を人に任せた

がりません。人に任せるよりも自分で処理したほうがよ
いと考え、自ら行つてしまいます。たとえ仕事を任せた

としても、その結果が満足のいくものでなければ、自分
でやり直してしまうところがあります。このパターンの

行動の前提にあるのは、「成功したらそれなりの評価を
望むが、失敗すれば自ら責任を取る」ということです。

「自分ですべてやらなくてはならない」とか「功績を全

部自分のものにしたい」という極端な考え方は、他の人

たちとのコミュニケーションを増やすことで是正するこ

とができます。達成者パターンは、自分の望む成果を達

成するための新しい方法を見つけることに、他からの支

援を必要としています。このパターンは極めて効果的に

仕事を進め、その貢献に対して相応の見返りを求めま

す。たとえば高い給与、高い地位といつた見返りです。

Eパ ターンの紹介

達成者
パターン

調停者
パターン

insca● ●Pub‖ shing.:nc◎ m08著 作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。

情緒面 :好意を受け入れる。攻撃は拒絶する

日標 :グループから認められること

他人を判断する基準 :忍耐強さと包容力

他人に影響を及ぼす要素 :共感。友情

組織内でのあなたの長所 :支援する。調和を

生む。共感する。サービス重視

過剰になりやすい面 :必要以上の親切

プレッシャーがかかった時 :必要であれば情

報や友情を利用し、説得を試みる

不安や恐れ :意見の相違、衝突

効果性を高めるには :自分は何であるか、自

分に何ができるかをもつと知る。確固とした

態度と自己確信。必要な時には、
″
No″ と言う

調停者パターンは職場において人間関係と職務の両方に

注意を払います。共感的で、支援を惜しみません。思い

やりがあり、聞き上手で、いつも進んで話を聞きます。

そのため他の人たちは「自分が望まれ、必要とされてい

る」と感じることができます。また、このパターンが他

の人のニーズにきちんと応えてくれるので、拒絶された

と感じることもありません。このパターンは友情を重ん

じ、サービス精神旺盛です。

調停者パターンは、仕事を取りまとめ、成果をあげるた

めの卓越した潜在能力を備えています。調和とチームワ

ークを促し、自分自身では取り組みにくいことでも、他

の人のためとあらば弓|き受けてしまいます。

しかし、争いや意見の相違を好みません。 人に問題の積

極的解決を促すより、現状を認める方向に導いてしまう
こともあります。なお、攻撃的な人とは、正面きつて相

対するより事を荒立てないよう、対決を避けることを好

みます。従つて「積極性」に欠けると見られることも出

てきます。他方、どのようにしたらグループの中で調和

できるかを常に気づかつていながらも、かなりの独立心

を備えています。
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15の典型的プ回フィール・パターンの紹介
DiSC°  Classic 2.0

評価者パターン

魏 薇 警 鰈

セクション |||

評価者パターンは独創的なアイデアを現実的な目的のた
めに役立てます。成果を収めるためにわかりやすい方法
を取ります。このパターンは競争心は強いのですが、他
の人たちへの配慮を示すので、「攻撃的」というよりは

「自信に満ちあら、れた人」と見られます。命令や指揮を
するかわりに、説得力のある方法で人々を仕事に取り組
ませます。そして、自分が提案した取組みの論理的根拠

を説明して、周囲の人々の協力を引き出す能力を持つて
います。

このパターンは、目的を達成するために必要なステップ

を視覚化して人に理解させることに優れ、自分が立てた

詳しい行動計画をしつかり説明します。しかし、成果達

成の気持ちが強いあまり、仕事で思うような水準を保つ
ことができなかったり、さらに高い完成度が求められた

りしたような場合、いらいらを示します。

また、このパターンは評価的な思考に優れ、かなり遠慮

なく批判します。時にはその発言が幸辣と受け止められ

ることもあります。評価者パターンは、もつとリラック
スして、自分のペースを守ることができるならば、もつ

と良い状況管理ができるでしょう。これを達成するのに

参考になる言葉があります。「勝つこともあれば、負け
ることもある」

情緒面 :人に良く見られたいと思う気持ちが

強い

日標 :あ ざやかな勝利

他人を判断する基準:率先して行動をおこす

能力

他人に影響を及ぼす要素 :高い基準にもとづ

く評価

組織内でのあなたの長所 :チームを活かした

目標達成

過剰になりやすい面 :権威主義、巧妙さ

プレッシャーがかかった時 :い らいらし批判

的で短気になる

不安や恐れ :敗北あるいは失敗。他の人から

の拒絶

効果性を高めるには :自 分でやり遂げる。不

満の意を表すときには、相手のことを思いや

る。自分のペースを守る

カウンセラー

パターン

lnscape Publishing.Inc 020m著作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。

情緒面 :親 しみやすい。愛情こまやか。もの

わかりが良い

日標 :友情。幸福

他人を判断する基準 :進んで人を受け入れる

態度。人の長所を見ようとするところ

他人に影響を及ぼす要素 :個人的な関係。
″
い

つでも何でもどうぞ
″
の対応

組織内でのあなたの長所 :安定と予測可能な

環境作り。広い交友関係。人の気持ちを理解

する

過剰になりやすい面 :間接的で遠回しな接し

方。過度の許容

プレッシャーがかかった時 :必要以上に許容

的に親近感を示す。差をつけずに誰でも信用

する

不安や恐れ :人にプレッシャーをかける。人

を傷つけたと非難される

効果性を高めるには :現実的な期日を守る。

率先して職務を遂行する

カウンセラーパターンは、人間関係の問題解決にあたっ

ては、特に有能です。このパターン1よ、暖かさ、共感

性、理解力で他の人たちに感銘を与えます。また、その

楽観的態度を通じて他の人たちの長所をよく見分けま

す。カウンセラーパターンは、人々と接する際、長期的

で親密な関係を基本としたつきあいを好みます。相談に

耳を傾ける良き理解者であるこのパターンは、控え目な

提案をし、他人に意見を押し付けるようなことは好みま
せん。

このパターンは、業績の上がらない人に対しても、過度
に寛容でがまん強くなる傾向があります。プレッシャー

がかかつた場合には、業績の問題に対して直面すること

が困難になるかもしれません。このパターンの人は、命

令を下したり、要求をしたり、規律を守らせたりする

時、はつきりした態度をとりません。
″
人を大切に

″
思う

カウンセラーパターンは、任務遂行にはあまり重きを置

きません。このパターンは、現実的な期日設定やその達

成に人の支援が必要となることもあります。

カウンセラーパターンは、批報を個人的侮辱と受け取り

がちですが、完了した仕事に対する注目や賛辞にはよく

反応します。また責任ある立場にあるときは、職場の環

境を良好に保つことに熱心で、部下の業績には適切な評

価を与えます。
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15の典型的プロフィール・パターンの紹介
DiSC°  Ciassic 2 0

◎ 瘍 争 瘍

セクション HI

創造者パターンの行動には、相対立する二つの側面が見
られます。実体のある結果を望む一方、完璧を求めるの
です。攻撃的な面は感受性で和らげられています。この

人は頭のE●Il転が速いにもかかわらず、意思決定をする前
にあらゆる可能性を探りたいという気持ちが強いので、
反応が遅くなることがあります。

このパターンの人は、プロジェクトに取組む際に将来を

展望する力を発揮して、変化を創り出していく人です。
このパターンは、完全を求める気持ちが強く、かつ、す
ぐれた計画能力を備えているために、彼らが進める変革
はおおむね健全ですが、そこで使われる方法では人Fnl関

係への配慮に欠ける可能性も出てきます。

創造者パターン1ま 、探求する自由と、結果を再吟味、検

討する権限を望みます。また日常の意思決定はすばやく

下すことができますが、少し大規模な意思決定、たとえ
Iぎ「ここで昇進を受けるべきか」、「転任を受けるべき

か」といつた決定にはきわめて慎重になる傾向がありま

す。完璧な仕事と成果を目指しているときに他人の思惑

を余り気にしない傾向があるので、冷淡で無愛想に見ら

れることもあります。

創造者
パターン

情緒面 :積極性の重視。押えた表現をしがち

目標 :優越。ユニークな成果

他人を判断する基準 :個人目標。目的を達成

するための進歩的な考え方

他人に影響を及ぼす要素 :新 しいシステムや

イノベーションを開発する際のペースを設定

する能力

組織内でのあなたの長所 :率先して計画を立

て変化を創り出す

退剰になりやすい面 :無遠慮さ。批判的また

は威張つた態度

プレッシャーがかかった時 :単調な仕事にあ

きやすい。拘束を嫌う。ひとりで行動する

不安や恐れ :彩響力に欠ける。自分の基準を

達成できない

効果性を高めるには :暖かさ。上手なコミュ

ニケーション。チームとの協力。物事には限

度があるという認識

開発者

パターン

in60"e pub‖ shing.Inc Om08著作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。

自分のユーズを満たすことに強い関

目標 :新 しい可能性

他人を判断する基準 :開発者パターンの基準

にかなう能力

他人に影響を及ぼす要素 :問題の解決策を見

出す。自らの権威を表明する

組織内でのあなたの長所 :責任転嫁をしな

い。斬新で革新的な問題解決の方法を見つけ

る

過褻になりやすい面 :自 分の目的達成のため

に他の人や状況をコントロールする

プレッシャーがかかった時 :個人の自由や権

利がおびやかされたり、チヤレンジヘの扉が

開ざされたりすると、好戦的になる

不安や恐れ :退屈すること。コントロールを

失うこと

効果性を高めるには :忍耐。共感性。人と協

力していつしょに取り組む。最後まで物事を

やり遂げ、クオリティー維持を重視する

開発者パターンは、強い意志を備え、常に新しい領域を

求めています。非常に独立心が強く、独自の結論を出す
ことを好みます。グループにはしばられないこのパター

ンは、慣習にまどわされず、しばしば創造力に富んだ画

期的な結論を出すことができます。

直接的で強引な行動をとりますが、状況や人を巧みに操

作することもできます。しかし、彼らの個人主義が制約

を受けると好戦的になります。自分の望む成果を追求し

ているときにはきわめてねばり強く、また成功の前に立

ちら、さがる障害を排除するためにはあらゆる努力を惜じ

みません。また他人に対しても高い基準を課し、基準が

達成されないと批判を浴びせる傾向があります。

自分自身の目標の達成にもこだわります。また昇進、昇

格ややり甲斐も彼らにとっては重要です。あまりに結果

を重視するために、他の人たちに対する共感性に欠け、

他の人たちの気持ちを無視して冷たい人物と見られるこ

ともあります。

情緒面 :

心

17



15の典型的プロフィール・パターンの紹介
DiSC°  Classic 2.0

撥 脩 き 屹

セクション |li

奨励者パターンの人は、他の人たちの考え方と行動を変
えることに努めます。また、環境をコントロールするこ

とを目指します。このパターンの人は、他の人の行動を
望ましい目標に導くために、その人物の動機を見抜き、
変えることにすぐれています。

自分の望む成果を明確に理解していますが、必ずしも早

急にそれを発表するわけではありません。他の人が認め

られることを望んでいるときには友好的態度を、またパ

ワーを望んでいるときには権限を、さらに安定した環境

を望んでいるときには安定を提供することを通じて、他
の人たちに準備が整った後にはじめて成果を発表しま

す。

奨励者パターンの人1ま他の人たちとの接触で魅力を示す
ことができます。繰り返し作業や時間の掛かる作業で他
の人たちからの協力が必要な際には、説得力を発揮しま

す。他の人たちは、奨励者パターンに弓1き つけらると感

じると同時に、どうも本当には共鳴できないと感じるこ

とが多いようです。人によっては彼らの操作力によって

うまく利用されていると感じることもあります。確かに

このパターンは他の人たちに恐怖心を植えつけたり、そ
の考え方を変えたりすることがありますが、ほとんどの

場合、このパターンの人は同僚から好意的に受けとめら

れています。というのは、彼らが他の人を説得する際
に、すぐれた話術を駆使するからです。このパターンの

人は目標を達成する際に、他の人たちを支配するのでは

なく、協力と説得を通じて達成することを望んでいま

す。

奨励者
パターン

情緒面 :積極性の重視。人から好かれたいと

いう願望は低い

目標 :環境または人をコントロールする

他人を判断する基準 :個人の長所、性格、社

会的な力をいかに発揮しているか

他人に影響を及ぼす要素 :個人的魅力、命

令、威圧、成功報酬

組織内でのあなたの長所 :人を動かす力。率

先して物事を始める。要求する。ほめる。規

律を守らせる

過剰になりやすい面 :目 的達成に手段を選ば

ない

プレッシャーがかかった時 :人を操作する。

論理的、好戦的になる

不安や恐れ :甘 くなりすぎること。社会的地

位を失うこと

効果性を高めるには :誠実な他人に対する配

慮。他の人が自らを開発することを促がす支

援

研究者
パターン

lnscane Publishing,:nc a008著作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。

情緒面 :冷静。自制的

目標 :公式の役割と地位に伴なうパワー行使

他人を判断する基準 :客観的データの使用

他人に影響を及ぼす要素 :強い意志。粘り強

さ

組織内でのあなたの長所 :全体を見ながら細

部にも注意を払う。任務を一人で、または二

人一組、もしくは数人のグループで進める

過剰になりやすい面 :無愛想。人を信用しな

い

プレッシャーがかかった時 :問題を内に抱え

やすい。傷つけられたことをいつまでも覚え

ている

不安や恐れ :大きな集団とのかかわりあい。

抽象的なアイデアを売り込むこと

効果性を高めるには :柔軟性。他人を受け入

れる。心から人と関わり合う

客観的で分析的な研究者パターンは、冷静で現実に根ざ
した人です。多〈の場合は、感情を表に表わさず、設定

した目標に向かって静かに、そしてしつかりと独自の進

路を追求していきます。研究者パターンは、様々な面に

おいて成功を納めています。それは、多才という理由で

はなく、不屈の意志によるものです。このパターンは明

確な目的と目標を築き、それらに基づいてしっかりした

プランと行動計画を作ります。一旦仕事に取り組むと、
このパターンは、目的を達成するために懸命に努力しま

す。この人に方向転換をさせるために、時には説得を必

要とします。そのためにこのパターンは、頑国で主張を

曲げないと思われがちです。

このパターンは、技術的に難しい仕事をうまくこなしま

すが、このような仕事では情報を分析し、結論を導くた

めに事実データを活用することが求められます。感情よ

り論理を重んじます。人にアイデアの売り込みをする時

は、具体性があれば上手にこなすことができます。

一人で仕事をすることを好み、人に気を使うことには興

味を示しません。無愛想で冷たいように思われます。こ

のパターンは、自らの思考能力を重視しているために、

他の人たちがどのように事実と論理を使つているかに基

づいて他の人材を評1面 します。このパターンが人間関係

での効果性を向上させるためには、他の人たち、特にそ

の感情面をしつかり理解するように努めるべきです。
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15の典型的プロフィール =パターンの紹介
DiSC°  Ciassic 2.0

輪 幌 ■ 瘍

セクション |||

客観思考パターンは、非常に優れた分析的思考能力を備
えています。事実の重要性に注目して、結論を導き行動

を計画します。また、すべての行動に正しさと正確性を

追求します。直観と収集した事実データの両方を活用し

て、最も効果的な行動の仕方を見いだします。行動面で

疑間を感じると、嘲笑を受けないよう念入りな準備をし

ます。まず、自分の技術を磨いて、それからグループで

の活動に加わります。

このパターンは、自分と同じようにおだやかな環境の中

で活躍する人を選ばうとします。内気と見られることも

ありますが、このパターンは自分の感情を表現するのが

下手なのかもしれません。特に、あまり積極的な人は苦

手です。表面上はおだやかに見えますが、このパターン

の人は自分の環境をコントロールすることに強い関心を
示します。そのために他の人たちにルールや基準に従う
ことを求めて間接的に環境をコントロールすることを目

指します。

″
正しい

″
答えをだすことにこだわりすぎて、不明瞭な状

況下の意思決定に支障をきたすことがあります。心配性

が昂じて、情報量が多すぎるために分析不可能になる状

態、つまり
″
分析麻痺

″
に陥る場合もあります。彼らは自

分の誤りをなかなか認めようとせず、そのかわりに、自

分の立場を守る材料を懸命に探じ求めます。

客観思考
パターン

情緒面 :強度の人間関係は求めない

目標 :正確さ

他人を判断する基準 :客観的な思考力

他人に影響を及ぼす要素 :事実に基づくデー

タ。論理的議論

組織内でのあなたの長所 :物事を定義し明確

にする。情報を収集、評価する。テス トする

過剰になりやすい面 :分析的

プレッシャーがかかった時 :心配性になる

不安や恐れ :非合理的な行動。嘲笑されるこ

と

効果性を高めるには :自 己開示。自分の考え

や意見を他の人々と分かち合う

完全主義
パターン

insca● ●Publishing,Inc CЮ 08著作権所有。

全体または一部を複製することlよ禁 じられています。

情緒面 :高度なコンピテンシーを発揮する。

抑制的。慎重

目標 :安定感、一貫した目標達成

他人を判断する基準 :正確な基準の有無

他人に影響を及ぼす要素 :詳細へのこだわ

り、正確性

組織内でのあなたの長所 :緻密。基準を維持

する。クオリティーの維持

過剰になりやすい面 :全 く失敗を許さない手

順とコントロール。過去に成功した人、製

品、プロセスに頼り過ぎる

プレッシャーがかかった時 :如才なく外交的

に行動する

不安や恐れ :敵意

効果性を高めるには :役割に対する柔軟性。

自立と相互依存の両方を認める。自分を価値

ある人間だと信じる

完全主義パターンは私生活でも仕事においても、物事を

系統的にそして正確に考え、手順通 りに進めようとする

人です。非常に生真面目で、細部への注意と正確さを必

要とする仕事は丹念にこなします。このパターンの人

は、安定した状況と先の見通せる活動を好むので、きち

んと定められた職場環境でもっとも力を発揮します。何

が期待されているか、所要時間はどのくらいか、そして

仕事がどのように評価されるのか、明確l_知 りたがりま

す。

完全主義パターンは、意思決定をする過程で詳細にこだ

わり、行き詰まりがちです。彼らは大きな決断はできま

すが、情報を収集し、分析することに時間がかかるの

で、批判されることもあるでしょう。上司の意見を聞き

たがりますが、自らが事実を把握し、それを理解でき、

結論を引き出せる時には、自らリスクを負います。

完全主義パターンは、自分自身あるいは他の人たちを評

価する際に、標準的な仕事の進め方から逸脱しないで成

果を上げるようなやりかたの観点から評価します。基準

とクオリテイーに対する真剣な関心は、組織にとって大

きな貢献をもたらします。このパターンの人は、他の人

たちが「いかなる人物であるか」よりも「何をしている

か」によつて評価しがちです。その結果、他の人からの

ほめ言葉に出会っても「この人は一体自分に何を求めて

いるのだろうか」と考えてしまいます。むしろほめ言葉

を文字通り受けとることによつて、自信を増すことが可

能です。

膨

‐
螂軸７‐‐

ρ
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磯 倅 キ 鰊

セクション lll

説得者パターンは人々と一緒に仕事を進めます。自分の

目標達成を勝ち取ろうと前進しながらも、友好的に仕事
をこなそうとします。人付き合いが積極的であるこのパ

ターンは、様々な人から尊敬と信頼を得る能力を備えて

います。この′iタ ーンの人は、他の人たちを自分の考え

方に弓1き つけ、かつ他の人たちを自分のクライアントや

友人にしてしまうことを通じて、自分の考え方を他人に

印象づけます。この能力は特に権力ある地位を勝ち取ろ

うとする場合いきてきます。説得者パターンは権限を伴

なう地位を勝ちとるために自分自身や自分のアイデアを

売り込みます。

人と一緒に働くことができて、チャレンジを含み、変化
に富んだ仕事を好みます。こうした機動力を必要とする

ような活動は、このパターンにとって最も良い環境なの

です。自分の見栄えがよくなる機会が得られる仕事を好

みます。また彼らが本来的に前向きの考え方を持つてい

ることから、彼らは仕事の結果や、人々の可能性につい

て楽観的すぎる事もあります。また、自分には人の行動

を変える能力があるということを過大評価する面があり

ます。説得者パターンは決まりきつた業務や規格化され

た仕事からは自由でありたいと願うかたわら、系統だつ

た分析データをも必要としています。細かい事柄の大切

さにも日を向け、十分な情報を得るようにすれば、自ら

の情熱と状況に関する現実的な評価を、うまくバランス

できるようになるでしょう。

説得者
パターン

情緒面 :人を信じる。熱意

目標 :権威と評判。様々なステータスシンボ

ル

他人を判断する基準 :自 已表現能力。柔軟性

他人に影響を及ぼす要素 :友好的な態度。率

直さ。巧みな話術

組織内でのあなたの長所 :交渉をまとめる。

責任を委譲する。落ち着いた態度と自信

過剰になりやすい面 :熱意。売り込み過多。

楽観的

プレッシャーがかかった時 :気弱になり、説

得されやすくなる。体裁を繕う

不安や恐れ :変化のない環境。複雑な関係

効果性を高めるには :チャレンジングな仕

事。任務に直結したサービスや重要な細部に

注意を払う。データの客観的分析

実践者
′iタ ーン

lnscane publishing,inc 02008著 作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。

情緒面 :専門分野での業績と努力において人

にひけをとらないようにする

目標 :自 己の成長

他人を判断する基準 :自 己規律。地位と昇進

の早さ

他人に影響を及ぼす要素 :新 しい技術を身に

付ける能力への確信。正しい手順を設定しそ

れに従つて行動する能力

組織内でのあなたの長所 :技術的問題や人的

問題の解決手腕。専門分野での熟達と能力発

揮

過剰になりやすい面 :自 分の目標に専念しす

ぎる。他人への期待が非現実的になる

プレッシャーがかかった時 :自分を抑圧す

る。批判に対して敏感になる

不安や恐れ :平凡に見られること。他人に専

門家として認めてもらえないこと

効果性を高めるには :共通の利益のための協

力。誠意ある協調。重要な業務を適切な人物

に委譲する

実践者パターンは、専門分野に精通していることに価値

を見い出します。何かに秀でたいという欲求に動かされ

て、自分自身の仕事のできばえを注意深く観察じ評価し

ます。実践者パターンの目標は、一つの分野での第一人

者になることですが、いろいろな分野の知識があるとい

う印象を与えています。特に彼らが持つている幅広い知

識を披露する時に、それを強く印象づけます。

また、このパターンIま 気楽で友好的な態度で人とつきあ

います。しかし、専門の仕事の分野では、高い達成基準

を満たすために仕事に専念する際にはこの気楽な態度が

一変します。また、他の人については、その日常の仕事

振りからうかがえる自己規律の程度によつて評価しま

す。彼らは自分自身や他人の仕事に対して高い期待を持

つており、失望した時にはそれを口に出します。

仕事への系統的なアプローチをまとめることや自分の能

力向上だけに夢中にならないで、他の人の能力向上にも

協力する必要があります。さらに、自分とは異なるやり

方で貢献している人に対しても、もつと高い評価を与え

るべきです。
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蜻 瘍 ■ 鯰

セクション |11

促進者パターンは、広いネットワークの人間関係をもつ

ています。社交的で、人と一緒にいることを好み、容易
に友好関係を作ります。めったに人と敵対することはあ

りません。このパターン1ま それらの関係を維持し、発展
させることのできる友好的な環境を好みます。話術に優
れ、自らの提案を売込んだり、他の人の企画を盛り上げ

たりすることが得意です。必要に応じ彼らを手助けでき

る人物を、その広範囲な交際の中に確保しています。

促進者はさまざまな活動に参加し、人々と交流すること

を好んでいるために、仕事の達成に十分な関心を示さな
いこともあります。自分ひとりで着実に仕事をこなさな

ければならないときでも、他の人と会い、交流する機会

を求め続けることがあります。彼らはミーティングや、

委員会、会議などが大好きなのです。

元来、楽観的であることから、他人の能力を過大評価す
る傾向があります。すべての事実を分析せずに、楽観的

な結論に飛びつくこともあります。促進者パターンはコ

ーチングや指導を受けてもっと客観的になり、結果を重

視するようになれます。タイムマネジメントがあなたの

課題です。会話や議論に制限時間を設けることによっ

て、時間のけじめや仕事を完了することの重要性に気づ

くことができます。

促進者
パターン

情緒面 :他の人を進んで受け入れる

目標 :人に認められること。人気

他人を判断する基準 :口頭表現能力

他人に影響を及ぼす要素 :人をほめる。機会

を与える。好意を示す

組織内でのあなたの長所 :緊張を緩和する。

仕事を促進し、人や自分を力づける

過剰になりやすい面 :賞賛。楽観主義

プレッシヤーがかかった時 :不注意で感情的

になる。物事を系統だてて運べなくなる

不安や恐れ :自 分の価値と社会的承認を失う
こと

効果性を高めるに1ま :時間の管理。客観性。

緊迫感。感情のコントロール。約束を守り、

仕事を成し遂げる

結果重視
パターン

!nsc“ e Publishing,:no C008著 作権所有。

全体または一部を機製することは禁 じられています。

情緒面 :自分の欲求をはつきりと口に出す。

強い個人主義を発揮する

目標 :支配と自立

他人を判断する基準仕事を早く成し遂げる能

力

他人に影響を及ぼす要素 :押 しの強さ。ねば

り3菫 さ

組織内でのあなたの長所 :強い執着と根気強

さ

過剰になりやすい面 :短気。勝ち負けを競う

プレッシャーがかかった時 :批判的になり、

人のあら探しをする。チームヘの参加を拒

む。越権行為

不安や恐れ :人に利用されること。仕事の進

行が遅いこと。人にだまされること

効果性を高めるには :自 分の理由をはつきり

言葉でいう。自分の目標や問題解決に対し

て、他の人の見方や意見を考慮する。他の人

に心からの関心を示す。忍耐と謙虚さを養う

結果重視パターンは、時には傲慢とも見えるほどの自信

を示します。彼らは、仕事をやり遂げる自分の能力を試

し、発展させる機会を欲しがります。このパターンの人

は、困難な仕事、競争的状況、特異な仕事や重要なポジ

ションを好みます。彼らは責任ある仕事を引き受ける時

には、強い自信をもつて取り組み、その仕事を完了した

ときには大きな満足を感じます。

また、直接に管理されたり、時間を要する細かい仕事や

単純作業に拘束されるのを嫌います。強引で直接的なの

で、彼らは他の人たちとの交際が難しいかもしれませ

ん。結果重視の人は、独立を重んじるために、グループ

活動や委員会などに参加すると落ち着かない思いをする
こともあるでしょう。また、ひとりで仕事を進めること

を好むために、繰り返しの単純作業などは、他の人を説

得して支援を得て、ひとりだけの作業を追求するかもし

れません。

さらに結果重視の人は、すばやく意思決定を行なうの

で、決定の遅い人にはいらだちを感じ、批判的になりま

す。他の人に対しては、結果を出す能力に基づいて評価

します。結果重視パターンはたとえ強い反対に出会つて

も、断国としてひるみません。必要に応じて、たとえ責

任ある立場でなくても、状況をコントロールしようとし

ます。彼らは成果に対してあまりに妥協を許さない態度

を示すので、ぶつきらばうで、思いやりに欠ける人に見

えるかもしれません。
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セクション |II

専門家パターンは、付き合いやすい人間です。温厚で、
おさえた人柄と謙虚なふるまいのため、どんな行動パタ
ーンの人とでも、うまくやつていけるのです。彼らは思
いやりがあり、我慢強く、友達と思つている人には、い
つも喜んで手助けをします。職場環境で1ま どちらかとい

えば、少人数の人々と親密な関係を作り上げようとしま

す。

このパタ=ンの人は、慣れ親しんだ自分の行動パターン

を維持しようとします。専門領域で極めて有能な彼ら
1ま 、しっかり定められた経路に基づいて仕事の計画を立
て、一貫して優れた成果を上げます。周囲から常に評価
されることにより、一定のレベルを保つことができま

す。

専門家パターンの人は、変化に順応するのに時間がかか

ります。一定の業績レベルを維持しながら、なおかつ仕
事の進め方を変えるためには、十分な準備期間が必要に

なります。新しいプロジェクトを始めたり、期日に間に

合わせるためのショー トカットの方法を開発するために

は、援助が必要になります。終つたプロジェクトの資料

を、後のためにとしまい込みがちです。しかし、有効期

限を過ぎた古いファイルは捨てるように心掛けるべきで

す。

専門家
パターン

情緒面 :計算された温和さ。他の人への支援

日標 :現状維持。コントロールされた環境

他人を判断する基準 :友好的関係。コンピテ

ンシー

他人に影響を及ぼす要素 :安定した業績。他
の人への支援

組織内でのあなたの長所 :短期間の計画を作

る。一貫していて安定性がある。一定のベー

スを維持する

過剰になりやすい面 :遠慮がち。リスクを選

ける。革新的な事に対する消極的抵抗

プレツシャニがかかった時 :権力者や集団の

意思に追随する

不安や恐れ :変化。混乱

効果性を高めるには :意見を発表し分かちあ

う。フィー ドバックをもらうことによって自

信を高める。ショー トカットの方法を見つけ

る

insca● ●Publishing,Inc 0008著 作権所有。

全体または一部を複製することは禁 じられています。 22


