
 
 

 

ストレングスファインダー 

34資質まとめシート 

 

 
https://servant.style/ 

影響力 

人間関係構築力 

実行力 

戦略的思考力 



ストレングス・ファインダーについて 

 

 ギャラップ社が成功の要因を調査したデータに基づく、統計的ツール 

 どの資質要素も、用い方によって成功の要因となりうる 

 資質の組み合わせ数は膨大であり、一人ひとりのユニークさを表す 

 資質を知ることのメリットは？ 

 自分の行動の特性を理解することができる 

 自分のことを人に理解してもらいやすくなる 

 強みを自覚して活かすためのヒントとなる 

 他の人の行動を理解し、受け入れやすくなる 

 様々な状況への対応力が増す 

 協力体制を作るハードルが下がる 

 おすすめの取り組み方は？ 

 まず、資質が自分の生活の中にどう反映しているのかを理解する 

 次に、組み合わせを読み解き、自分の最適な行動パターンを発見する 

 さらに、資質を強みとして活かすように、磨いていく仕組みを作る 

 相性のよい組み合わせでチームビルディングをする 

 よくありがちな間違い… 

 資質をレッテル貼りに使ってしまう 

 資質を苦手なことをやらない言い訳にする 

 資質をネガティブな方向に使ってしまう 

 資質を何をするかの選択の判断材料にしてしまう 

 

 

ご質問などは中澤信幸(nobu@servant.style)までご気軽に 

 

※この資料は、個人的なまとめであり、ギャラップ社の公認資料ではありません。 

※まとめシートの一部分であっても、無断転載、無断複製などを禁じます。 
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アレンジ [Arranger] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

アレンジを資質にもつ人は、采配をふるって組み合わせ、まとまりを作ります。

すべてのものがもれなく組み合わされて、もっとも効果的である形を実現しま

す。 

 

―違いや個性を重んじ、活かせるかたちを整える 

―ひとつの形にこだわらず、柔軟な対応をすることができる 

―いくつものことに同時進行で取り組むことが得意である 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

自然とメンバーを指揮し、まとめていく 

混乱が生じるような新しい状況でも臨機応変に対応する 

新しい可能性に対する試行錯誤を繰り返すことが出来る 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

安定した環境よりも変化の多い状況が好ましい 

 自由にできる範囲が大きいほど取り組みの意欲が増す 

 関わる人、使える物などを十分に必要とする 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

変更が多いために周囲が混乱してついていけないことがある 

 関わりを独占し、他人が手を出せなくさせる可能性がある 
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運命思考 [Connectedness] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

運命思考を資質にもつ人は、人の歩みは大きなものの一部分であり、みなつな

がっているという確信を持っています。偶然ではない意味を見出し、人々と現

実を受容します。お互いに対して責任ある行動、考え方を、強固な信念として

重んじます。 

 

―明確な価値観、倫理観、信念に安心を見出す 

―人の考えや行動を一般化して考えることに抵抗がある 

―一人ひとりにあった解決方法を提示し、関わり方を変える 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

人と人、ものとものとの関連性を明らかにすることができる 

さまざまな人を受け入れ、間に立って一体感を作り出すことができる 

信念や価値観を理解し、伝達することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

自分自身が大きなものの一部であるという安心感を必要とする 

自分の存在価値が正しく認められているとよい 

人間関係を大切にするコミュニティに喜びを見出す 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

つながりを理解できない人から変わっていると見られることがある 

 効率を重んじた分業が続くと息苦しく感じることがある 
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回復志向 [Restorative] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

回復志向を資質にもつ人は、問題を解決することに強い意欲を持ち、取り組み

ます。何が問題かを見定めることができます。課題を放置することはなく、解

決に向けての努力を惜しみません。 

 

―困難に直面すると内側から強いエネルギーが出てくる 

―的確に症状を見極め、解決の方法を探り当てる 

―マイナスをゼロに戻さずにはいられない 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

本来の状態を思い起こさせ、回復に向かう動機づけをする 

人の可能性を信じ、失敗を寛容に受け止めることができる 

簡単にあきらめることをせず、長く取り組み続けることを可能にする 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

問題解決の重要性が理解され、そのための権限が得られるとよい 

本来の姿を常に意識し、ポジティブに表現することが必要 

特定の分野にしぼることで専門性を活かすことができる 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

問題処理ばかりで疲弊してしまう 

 おせっかいに思われることがある 

 自分自身の欠点を見て消耗してしまう 
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学習欲 [Learner] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

学習欲を資質にもつ人は、新しいことに触れ、学習を積み重ね、自分の知識を

増やすプロセスに喜びを覚えます。 

 

―絶えず新しいことを学んでいることで活力が湧いてくる 

―学び続けることによって自信を持つことができる 

―習得のために行う、練習や訓練なども苦にならない 

―知識を誇るためではなく、知らないことを理解するために学ぶ 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

知識を獲得し、技術を身につけていくプロセスを知っている 

知識によって、他者が次のレベルに向かうことを可能にする 

レベルアップのためのモデルやコースを提供することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

 絶えず学びを可能にする環境、リソースを確保する 

 学んだことを専門家としてアウトプットする機会をつくる 

 到達の度合いを確認できると意欲が増す 

何を調べたら良いのか、正しく見極める 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

 

 他者に学びを強要する可能性がある 

 学びに夢中になり、具体的な取り組み、結果に結びつけにくい 
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活発性 [Activator] 

 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

活発性を資質にもつ人は、考えや計画を行動に移し、ものごとを実現させて行

きます。話し合っているよりも、「今すぐ始めてみよう」と提案します。取り組

んでみることで道が開けると考えています。 

  

―いつ始めるか、について関心があり、始動させたいと願う 

―行動なくして結果なし、と考えている 

―目的を定めて始めるよりは、始めることで目的が定まってくる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

話し合い、考えていることを実践に移すための動機づけを与える 

ものごとを始めるための勢いとエネルギーをもたらす 

不確実さや困難で足が踏み出せないときの助けとなる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

行動したい性質について理解が得られるとよい 

自由に挑戦したり、やり直したりできることが必要である 

最初の段階でグループに加わっていると効果的である 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

あまりよく計画せずに見切り発車をして失敗することがある 

 行動を駆り立てていくと、他の人にとってプレッシャーに感じることがある 

 

 

無断複製、転載を禁ず - 7 - https://servant.style/



共感性 [Empathy] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

共感性を資質にもつ人は、直感的に人の感情を感じ取ることができます。さら

に、人々の間の関係性まで手にとるようにわかります。誰が何をどう感じてい

るのか、まるで自分のことのように感じられます。さまざまな感情を、適切な

ことばで表現することも得意です。 

 

―他人の感情に常にアンテナが立っており、敏感に察する 

―感情のニュアンスを吸い取るように細かく把握し、豊かに表現する 

―感情の動きに影響されて、身体に変化が生じる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

 メンバーの感情の動きを察知して、読み取ることができる 

 相談にのり、安心、安定をもたらすことができる 

 内面の成長に敏感に気が付き、丁寧に関わることができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

楽しい雰囲気、あたたかさ、喜びが実感できる活動が好ましい 

素直に感情を表現できる信頼関係に身を置くとよい 

境界線を引いて、自分自身の状態に注意を払うことが必要 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

「自分ほどには相手が自分を察してくれない」とひがみが生じる場合がある 

他人の否定的な感情や問題行動に、必要以上に引きずられてしまう 
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競争性 [Competition] 

 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

競争性を資質にもつ人は、自分の取り組みの成果を、他人との比較で理解しま

す。人よりも優れていることを目指し、そのために競い合うことが大きな励み

となります。 

  

―物について、人について、状況について、絶えず比較をする 

―評価されること、優劣がはっきりすることを好む 

―実力的にかなわない相手に対しても、競争意識をもつ 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

競い合うことによって、従来の結果よりもよい結果をもたらす 

ライバルを想定して、仲間を励ますことができる 

常にメンバーの中で優位な立場を維持しようと努力する 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 数字で測れるなど、結果のはっきりすることに取り組むと良い 

勝ち目のあることを見つけることで自信が持てる 

よいフィードバックによって自分の位置を知ることが必要 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 競争意識によって人間関係が壊れてしまうことがある 

 目に見える結果を追い求めるゆえに手段を選ばなくなりがちである 

 他人との比較によって自分を緊張状態に置き続けてしまう 
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規律性 [Discipline] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

規律性を資質にもつ人は、規則正しい行動の繰り返しを好みます。構造が整っ

ていることを求め、秩序を重んじます。 

 

―あらかじめ見通しがつき、混乱しないように状況を整える 

―何度でも同じことができるように仕組みを作り上げる 

―時間に対しての感覚も鋭く、締め切りに余裕をもって計画を立てる 

―大きな目標のために、小さな目標を計画し、実行する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

いつも安定して一定の効果を出すことができるように準備する 

限られたものや時間をやりくりすることが出来る 

いつもと違う細かなことに気が付き、警告を発する  

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

安定した環境と人間関係が必要である  

秩序をもたらす裁量を与えられていることが好ましい  

全体を理解するために十分な情報量が得られるとよい  

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

思い通りにしなければ気がすまない人だと思われることがある  

遊びの部分を失って、歩みが硬直化する可能性がある 
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原点思考 [Context] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

原点思考を資質にもつ人は、過去の歩みを振り返り、その延長線上で現在の状

況を理解します。過去の出来事や意思決定の背景を知り、どのような経緯でそ

うなったのかを明瞭にします 

 

―歴史を学び、振り返って、理解する 

―これまでどのような経緯だったのか、明確にまとめる 

―過去の経験から見出だせる知識を蓄積する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

過去の記録を参照しながら、問題解決に向かうことができる 

これまでの経緯の延長線上に取るべき方向性を示す 

グループの歩みを記録し、振り返りの助けとなる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

 人やグループに馴染むために、その歴史を知るとよい 

自分の歩みの記録を取り、記念日を作ろう 

本来の目的や姿を明確にし、いつも確認することが必要 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

過去にとらわれて、変わることを拒んでいると見られることがある 

 どんどん変化していく状況への対応が遅れがちである 
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公平性 [Consistency] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

公平性を資質にもつ人は、いつもすべてのことが明確なルールのもとに進めら

れることを重んじます。不正やえこひいきなどを許さず、立場や違いなどで特

別扱いせず、公平に扱うことができます。  

 

―誰にでもあてはまる、納得できるルールを作る 

―自分から率先して、ルールを守り、実行する 

―不正に対する監視役となり、勇気をもって異議の申立をする 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

誰にとっても納得のいくルールを作ることができる 

不正な点、不利な状況の人を見つけることができる 

手順に従って、いつも変わらずに実行することができる 

裏表がないので、誰からも信頼される 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

自分自身が公平に扱われることを必要とする 

自分のもつ基準を書き出し、明確にするとよい 

比較的変化の遅い、安定した環境のほうが効果的である 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

ルールにこだわり、融通のきかない、わからずやになる可能性がある 

 即時的に反応する、機転を利かせる人を理解できないことがある 

 個別対応に努力を要する場合がある 
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個別化 [Individualization] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

個別化を資質にもつ人は、個の違いに敏感であり、個性、ユニークさとして認

めることができます。ひとりひとりの長所も短所も受け入れながら、役割、や

り方やペースなどをその人にあったものにしようとします。 

 

―個人の違いはよいことだと考え、特有の部分を活かそうとする 

―人の考えや行動を一般化して考えることに抵抗がある 

―一人ひとりにあった解決方法を提示し、関わり方を変える 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

一人ひとりの状態に注意し、個別の関わりを重んじる 

違いが生かされる結果、グループに相乗効果がもたらされる 

違いを受け入れ、協力し合う、開かれたグループを形成することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

個別に違う対応、関わりをする自由な裁量を必要とする 

お互いの違い、優れている点を認識、表現するツールを持つと良い 

自分自身のユニークさを周囲に認めてもらおう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

自分が他人を理解するほどには、自分は他人に理解されない 

 個別の対応が、えこひいきをしているように思われることがある 
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コミュニケーション 
[Communication] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

コミュニケーションを資質にもつ人は、言葉にして表現し、相手に伝えます。

会話を楽しみ、目に浮かぶように説明し、共有することで、大きな満足感を得

ることができます。 

  

―人を前にすると、口を開いて喋らずにはいられない 

―出来事やものにいのちを吹き込むようにいきいきと伝える 

―ストーリーに相手を引き込む 

―頭に浮かぶことを口に出しながら考え、言葉を選んで言い換える 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

大切なメッセージに焦点を当てて、効果的に伝達する 

曖昧なこと、形のないものをはっきり表現し、共有する 

グループに意味をもたらし、人と人をつながることができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 思ったこと、考えたことをそのまま口に出すことへの理解を得ることが必要 

 話したり、書いたりする機会を積極的に増やすとよい 

 表現したことに対して、客観的な、率直なフィードバックを求めよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 言葉数が多くなる傾向があり、会話の場を独占してしまうことがある 

 表現することによって説得しようとしてしまいがちである 
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最上志向 [Maximizer] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

最上志向を資質にもつ人は、その人のもつ最高の結果を追求しようとします。

すでにある強みを、更に磨きをかけて良いものへと導きます。 

  

―よいものをさらによいものにしたいという願望がある 

―短所ではなく、長所に焦点を当てて関わりをもつ 

―自分自身についても強みを生かした歩みを追求する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

質に対する強い関心をもち、向上させる 

新たな成功の基準を作り出すことができる 

自然と高い目標を持つ人、グループと歩みをともにする 

相手が自然に発揮できる強みに目をとめる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 高い理想を持ち、秀逸であることを求める人たちの間に身を置くとよい 

良いものを求めて取り組む自由が必要 

成長や質の向上を評価してくれる環境を求めよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 妥協を許さない姿勢が、周りに受け入れられない場合がある 

自分の基準に満たないことに関わっていることで気力が失われる 
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自我 [Significance] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

自我を資質にもつ人は、自らの存在によって、周囲によい影響を及ぼしたい、

大きな違いをもたらしたい、と願っています。能力ある存在として一目置かれ、

意見を求められて耳を傾けられたり、助けを求めて重宝されたりすることに喜

びを見出します。 

  

―重要な貢献をすることで自らの存在意義を見出す 

―例外的な、特別な存在であることに誇りを持つことができる 

―他の人と迎合しない、独特な生き方を志す 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

自分とグループのパフォーマンスを上げることを喜ぶ 

世界を良いものにしたい、という願いがある 

自分でなければできない役割にやりがいを見出す 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 立場が上の人から認められて評価されるとよい 

自分のしていることの成果が目に見えることが必要 

専門性を活かし、助言を求められるというポジショニングを見つけよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 自分の面子にこだわっているように受け止められることがある 

 弱みを人に見せることをためらうと周囲からのサポートを得られにくい 
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自己確信 [Self Assurance] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

自己確信を資質にもつ人は、自分の行動や判断について、内なる確信を持って

います。独立心が高く、自分の道をマイペースに歩むことを好みます。 

  

―自分のもっている能力や下した判断に自信をもつことができる 

―自分で結論を出し、それに基づいて行動することが心地よい 

―何があってもめげることなく、困難に立ち向かうことができる 

―外からのアドバイスや承認をさほど必要としない 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

確信に満ちて、人を導くことができる 

困難に直面しても、確固たる指針を明らかにし、方向づける 

メンバーの間で同調して埋没してしまうことがない 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 自分の意向を表明できるような独立性を確保したい 

自信をもって大胆に行動できる環境が好ましい 

自分の内側にある揺らがない信念を共有できるとよい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 他人に相談することなく、独善的になりやすい 

 自信満々に見えることから、他の人が助ける必要性を感じにくい 
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社交性 [WOO] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

社交性を資質にもつ人は、新しい人との出会いを喜び、人と一緒に時間を過ご

すことで活力を得ます。すぐに誰とでも仲良くなり、打ち解け、自分との関係

に引き込むことができます。 

  

―人が集まる場所や状況を好む 

―他の人の応援役となって動機付けを与える 

―なにげない会話を続けながら、場を和ませる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

活発なコミュニケーションを生み出し、活力をもたらす 

グループの目的に沿って強力な推進役として機能する 

メンバー同士をつなげることでチームにまとまりを生み出すことができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 常に新しい人との出会いの機会が得られるように工夫しよう 

常に熱意をもった取り組みがあるとよい 

対人関係において力を発揮することを理解される必要がある 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 表面的な関係しか築くことができない相手だと思われることがある 

相手のことを考えずに自分のペースに持ち込んでしまう 
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収集心 [Input] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

収集心を資質にもつ人は、好奇心が旺盛で、あらゆる物や情報を得ようとしま

す。知らないことや興味を持ったことについて調べたり、揃えて入手するため

の努力を惜しみません。将来活用するために、まとめて保存、整理します。 

 

―情報を得るために、たくさんの質問をする 

―いつか役に立つように、まとめ、整理する 

―調べ、入手することで刺激を受け、新鮮な思いが保たれる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

集めたものや知識を分かち合い、与えることができる 

不明な点について調べて、資料を提供することができる 

経験や知識を蓄積し、まとめて保存することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

興味をもつことのために、時間や労力、お金をかけるとよい 

整理、保管するシステムが必要である 

収集したものがふさわしく活用されると喜びにつながる 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

集めることに夢中になり、何を所有しているかわからなくなる 

役に立てることに目が向かないときがある 

 情報過多で相手が圧倒されてしまうことがある 
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指令性 [Command] 
 

<< 影響力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

指令性を資質にもつ人は、強い存在感を持ちます。的確に状況を把握し、より

よい状況に導くための決断をします。自然とリーダー的な役割、責任を取る立

場につくことが多くなります。 

  

―困難な現実に対して、決断する勇気をもつ 

―混乱した状況であっても、筋の通った判断をする 

―現実的な判断によって、問題の解決を図ろうとする 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

避けたり、後回しにしたりすることを防ぐ 

誤解や混乱を避けてチームを前進させる 

明確な基準を示し、決断することができる 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

 リーダーに権限があるほうが好ましい 

明確な方向性と優先順位が定まっていると動きやすい 

状況を把握できる情報量を必要とする 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

 存在感におされて、他の人が引け目を感じてしまうことがある 

 他の人の話を聞かず、結論を先走って言ってしまいがちである 
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慎重さ [Deliberative] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

慎重さを資質にもつ人は、非常に丁寧なプロセスを経て、意思決定をします。

障害になることや、不安要素などを的確に見つけることができます。 

 

―自分の領域を注意深く見回し、危険を察知する 

―意思決定をする前に、考えられるリスクを回避する 

―リスクの本質を見極め、できるだけ減らす努力をする 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

仲間に対して、物腰の低い、理解ある態度を示す 

 危険を回避する決断を助けることができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

急かされないで、考えることが必要である 

 仲間の輪に加わらないで、一人で考える時間をもつとよい 

 最悪の場合どうなるだろうか、を問いかけると効果的である 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

時間をかけて考えるため、周囲から仕事が遅い、臆病だ、と見られる 

 お世辞を言わない、よそよそしい人という印象を与えてしまうこともある 

 近い関係の人が親しみを求めるときに、距離を感じることがある 
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信念 [Belief] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

信念を資質にもつ人は、自分自身の核となる価値観に絶対の確信を持っていま

す。すべての行動、意思決定は、この価値観に基づく一貫したものです。 

 

―自分の歩みについて、正しい姿を思い描くことが出来る 

―行動のパターンや優先順位で迷うことはなく、一貫している。 

―自分の理想とすることを実現するために決断し、行動する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

守るべき規範を定め、本来の目的が失われないように導く 

あるべき姿を共有し、メンバーを動機付ける 

グループの歩みに安定性をもたらす 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

核となる価値観を恐れることなく表明できる安心感が必要である 

 現実がよいほうに変化しているという実感が得られるとよい 

 自分の役割が、目的の実現に直接的に関わるとき、力を発揮しやすい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

他の考え方を受け入れない、頑固な人だと思われることがある 

 違っていることを優劣に置き換え、他人を見下す傾向がある 
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親密性 [Relator] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

親密性を資質にもつ人は、相手との親しい関係に喜びを覚えます。長続きする

友情関係に深い満足を見出します。 

 

―すでに知り合いになっている人との関係を深める 

―初対面の人との関係も必ずしも苦手なわけではない 

―親しい友や家族といることで、本来の自分を発揮する 

―関係を広めるよりは深めることに関心がある 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

1 対 1 の関係や、少人数の集まりに喜びを見出す 

信頼し、互いにケアし合う関係を実現する 

相手の良い部分を引き出し、関係を構築できる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

意識的に 1対 1の会話を増やすことが望ましい 

時間をかけて相手を知り、信頼関係を構築するとよい 

親しい人との関係を重視し、敵対関係をできるだけ避ける 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

最初から心を許す関係になりにくいため、関わりにくい人という印象がある 

自分に関わりのある人とない人とを区別してしまいやすい 
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成長促進 [Developer] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

成長促進を資質にもつ人は、人の持つ可能性を認識し、それが実現するように

取り組みます。小さな進歩を見逃さず、前に進んでいることを確認し、励まし

続けます。 

 

―どんな人でも変化、成長することができると信じている 

―成長への意欲のある人と関わることが大きな喜びである 

―能力を伸ばしたり、挑戦の手伝いをしたり、成長の過程をともにする 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

それぞれがもつ潜在的な能力、成長の可能性を見抜くことができる 

メンバーの成長のために労を惜しまず、助け、励ます 

お互いに対する前向きな関わりのモデルを示す 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

前向きな、成長を志す人とチームを組むとよい 

自分自身の成長の可能性を理解してもらおう 

目に見える結果にとらわれず、小さな変化を喜ぼう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

他者の歩みに入れ込み過ぎてしまい、責任を負いすぎてしまう 

自分のことを後回しにしてしまう傾向がある 
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責任感 [Responsibility] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

責任感を資質にもつ人は、自分の発言に責任を持ちます。一度やると言ったこ

とは、必ずそれを成し遂げようとします。正直であること、誠実であることを

重んじます。 

 

―責任を果たすことを何より優先して取り組む 

―発言したこと、約束したことを、最後までやり遂げないと気持ちが悪い 

―正しいことを曲げたり、ないがしろにすることはない 

―周囲の人から信頼できる人と認められている 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

言ったことは、必ず実現すると信頼される 

それぞれが請け負う責任の範囲を明確にする 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

細々したことについて、干渉されないほうがよい 

 周囲の人との信頼関係が保たれていることが必要である 

 「いいえ」と言うことができる自由と境界線を確保したい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

人からの要求を断ることが難しく、ときおり自分を犠牲にしてしまう 

 新しいことを始めるとき、抱え込み過ぎて、オーバーワークになりがち 

 大切な人と過ごす時間を削ってまで、仕事を終わらせようとする傾向がある 
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戦略性 [Strategic] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

戦略性を資質にもつ人は、状況をすばやく見抜き、いち早くベストな選択肢を

見出します。それに基づき、明確な決断をすることができます。 

 

―他の選択肢がもつ障害や危険性を理解し、最善の選択をする 

―すばやく容易に決断に至ることができる 

―学習によって得られるものではない 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

混乱の中にあってどのように歩むべきかを教えることができる 

良い選択肢を提示し、他者にも決断を促すことができる 

解決、挑戦の道を進むために必要な励ましを与える 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

意思決定のプロセスに関わるとよい 

結果的に心変わりすることを許容してもらおう 

「いつもこうしてきたから」という慣例にとらわれない雰囲気を必要とする 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

現状批判をしていると受け止められやすい 

すばやく結論に至ってしまうため、他者がそれを理解できない場合がある 
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達成欲 [Achiever] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

達成欲を資質にもつ人は、何事にも一生懸命に取り組み、成果をあげることに

喜びを覚えます。目に見える成果に満足します。熱心に取り組む力が湧いてき

て、継続することに難しさを覚えることはありません。 

  

―一つ一つのことを完了させていくことに喜びを覚える 

―リストを作り、進行状況を管理する 

―取り組んでいると疲れを忘れ、没頭することができる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

最後まで、スタミナを切らさずにやりきることができる 

中心的な存在となり、活動のペースを決めることが多い 

チームの作業効率などに注意を向け、改善することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

活動と休息などのよいリズムを見出だせるとよい 

自分のペースで活動を進めることが必要である 

どこまで到達したかを振り返る機会をもつとよい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

ペースの合わない人とぶつかる可能性がある 

 スケジュールや分担を詰め込むと、質を犠牲にするジレンマに悩まされがち 
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着想 [Ideation] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

着想を資質にもつ人は、新たなアイデアを生み出すことに大きな喜びを見出し

ます。一見関係のないように思えるものの間に、独創的な着眼点で繋がりを見

出します。それによって、現状に対する新鮮な施策をもたらします。 

 

―多様な視点から、今までにない発想をする 

―アイデアを生み出すことが自らのエネルギーになる 

―現状が固定化することに対する危惧を抱く 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

ブレーンストーミングによって斬新なアイデアを生み出す 

慣例を打破し、新しいイノベーションを起こす 

停滞しがちなところに改善の策をもたらす 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

 アイデアがまとまるまで辛抱強く考えることを必要とする 

現状にとらわれることなく発想できる自由が許されているとよい 

他者からのフィードバックによってアイデアがより健全なものとなる 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

   

話が飛躍しすぎ、理解されない、奇抜だと思われる 

選択肢を多くしすぎて、相手を困惑させることがある 
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調和性 [Harmony] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

調和性を資質にもつ人は、同じ方を向くまとまりに安心を見出します。意見の

衝突、人間関係の摩擦などを好まず、自分の意見を柔軟に変えることができま

す。すべての人が賛同し、満足のいく共通点を見つけようとします。 

 

―単独の作業よりも共同作業を好む 

―異なる視点や意見を引き出し、まとめ上げ、合意点を見出す 

―意見の分かれるとき、実際的な、一番の共通点に立ち返ろうとする 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

妥協ではなく、一人ひとりが一致できる雰囲気を作りだす 

それぞれが活かされることを求め、グループ全体の生産性を上げる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

正直なコミュニケーションがなされる必要がある 

価値観や行動規範が明確であるほうが安定する 

ビジョンが一致しているコミュニティのほうが心地よい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

意見の違いを無理にまとめようとして板挟みになり苦しむことがある 

 多様さ、意見の幅広さを求める人からは評価されない場合がある 
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適応性 [Adaptability] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

適応性を資質にもつ人は、今、目の前で起こっている状況に対して、柔軟に関

わることができます。降って湧いたような突然の出来事であっても、自分の計

画に固執せず、生産性を落とさずに対応します。その時々にふさわしいことを

選択することで、状況が好転すると考えています。 

 

―他人からの要求、状況の変化に柔軟な対応をすることができる 

―固定した予定や計画よりも、自由度が高く、余裕があることを好む 

―困難な状況でも、他者のことを重んじて行動する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

どのようなグループの中でも、一定の役割を果たすことができる 

頼まれた仕事に対して速やかに対処できる 

この場面で、私にできることは何だろうか、と問いかけて行動できる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

臨機応変に対応することがよしとされる環境を求めたい 

事柄の計画性よりも、お互いの関係性を重視するとよい 

常に変化する場面で自分の役割を見出す 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

優先順位や計画が容易に変化し、周りの人を振り回すことがある 

変化を好まず、安定志向の人から理解されにくい 
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内省 [Intellection] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

内省を資質に持つ人は、どの場面でも、自分の中で問答を重ねながら、最適な

答えを見つけようとします。頭脳を使っている時間が心地よく、知的な意見交

換を好みます。 

 

―常に自分自身の頭の中で考えをめぐらせている 

―深く考えるために、一人で過ごす時間を大切にする 

―さまざまな観点から、本質を見つけようと追求する 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

よく問いかけ、思慮深く計画することを促すことができる 

活発な意見交換を重ねることができる 

じっくりと、よいものとして検討の結果をまとめあげることができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

刺激になるアイデアや思考に、常に触れていることが必要である 

思考の過程や内容をメモしたり、ノートに記録するとよい 

熟考を重ねたアウトプットを重んじる環境と相性がよい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

直感的な行動、決断についていけない場合がある 

 思考に忙しく、人間関係が後回しになる可能性もある 
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分析思考 [Analytical] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

分析思考を資質にもつ人は、データを分析し、もととなる原因の究明に関心を

向けます。問題の核心に至るまで、絡まった糸をほぐすように、探求していき

ます。 

 

―常識を鵜呑みにせずに、自分の考えをもつことができる 

―数字、図、グラフなどに法則や傾向を見出そうとする 

―明らかに示し、説明することが重要なことだと考えている 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

他人が自然と受け入れる前提に異を唱え、議論を深める 

問題解決のために必要とされることの核心を見つけることができる 

意思決定のための材料を提示することができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

 必要なデータ、情報の収集に努める 

自分なりに導き出した結論を正確に伝えられる関係を築くとよい 

問いかけると答えてくれる人たちに協力を求めよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

本質を追求する姿勢が、批判的であるとして、受容されないことがある 

 多くの問いかけが、他者の考えを受け入れていないように感じさせる 
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包含 [Includer] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

包含を資質にもつ人は、他人を誰でも受け入れることができます。ついていけ

ない人、周辺に追いやられている人の存在に気が付き、仲間の輪に入るように

働きかけます 

 

―できるだけ集まっている人たちの輪を広げようとする 

―テーブルに一個でも余計に椅子が並ぶように工夫する 

―誰かが無視されたり、やっかいがられたり、軽んじられないよう働きかける 

―外部の人でさえ、違いを乗り越えて、共通の思いをもてるようにする 

―人はみな優劣なく、重要な存在であり、仲間になれるという信念がある 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

包含の資質のある人は、本能的に人に声をかけ、参加を促す 

 お互いの間に、ひとつにつながっているという雰囲気を生み出す 

 お互いに受け入れ合い、寛容であるグループを作ることができる 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

自分にとっても、他人にとっても、歓迎の雰囲気が重要である 

 周辺にいる人たちが、中に入ってくるための機会を設けるとよい 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

必要以上に多様な人たちを巻き込み、意見や考えの収集がつかなくなる 

 明確さや効率を軽んじて、人を選別することを控える傾向がある 

 人を裁くことは少ないものの、排他的な人たちに対して拒否感を覚える 
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ポジティブ [Positivity] 
 

<< 人間関係構築力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ポジティブを資質にもつ人は、内側に湧き上がるような前向きなエネルギーを

持っています。笑顔を絶やさず、否定的なことにとらわれず、他人を励まし、

鼓舞します。 

 

―人のよいところを見つけて、率直なことばで褒める 

―小さな成果でも到達したことを喜ぶ 

―楽しいことを好み、いつも未来に希望を持っている 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

グループ内に明るい雰囲気をもたらし、活力を与える 

困難な状況に立ち向かうための希望を示すことが出来る 

前向きな取り組みを可能にし、結果としてよい成果をもたらす 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

互いの良いところを認め、感謝し合うコミュニケーションを必要とする 

 自由に楽しむことのできる雰囲気に身を置くとよい 

 何かと否定的な人と距離を置くようにしよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

浮ついた、軽い態度だと思われてしまうことがある 

 良い面ばかりが目に付き、慎重さに欠ける場合がある 
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未来志向 [Futuristic] 
 

<< 戦略的思考力 >> 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

未来志向を資質にもつ人は、未だ起こっていない、これからのことを考えると

き、アイデアがわき、ワクワクしてきます。現実を見越してビジョンを描き、

方向を指し示すことができます。 

 

―その先はどうなるのだろうか、と考える 

―未来は定まっておらず、これから作り出していけると考えている 

―将来に向かって取り組むときに大きな力が内側に湧いてくる 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

これからの取組みの可能性を信じ、メンバーと共有することが出来る 

一人ひとりのもつ可能性が実現する未来を期待する 

困難や挑戦に取り組んでいくことを可能にする 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

 

未来の持つ可能性について、考え、語り合う時間を持つと良い 

 自分の思いやアイデアを発信できるチャンネルが求められる 

自分の考えに対する率直なフィードバックを求めよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

未来に目が行くばかりに、現在の状況を受け入れられない可能性がある 

 他の人が未来が見えていないことを理解できず、説明を省いてしまいがち 
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目標志向 [Focus] 
 

<< 実行力 >> 

影響力  
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

目標志向を資質にもつ人は、最後に行き着くところを思い描いて、道筋を定め

ます。そのとおりに進むことを最優先とし、絶えず軌道修正のためのコンパス

を見張っています。 

 

―ゴールに到達する助けになるか、という明確な判断基準をもつ 

―優先順位に合わせて、意志の固い決断ができる 

―必要であれば、いち早く軌道修正し、目標達成をあきらめない 

 

 

グループの中では―――――――――――――――――――――――――― 

 

メンバーの力と関心を一点に集中させることができる 

質、量、スピードについて目標を定めて向上させることができる 

時間の無駄遣いや、回り道となる方法を避けるように教える 

 

 

資質を活かすヒント――――――――――――――――――――――――― 

  

到達すべき目標が明確である必要がある 

複雑な事情や多くの要素がからまないほうがよい 

絶えず気が散ることを避けられない環境を選ぶのはやめよう 

 

 

弱みに転じる可能性――――――――――――――――――――――――― 

  

ゴール設定が変わったことに気が付かないほど熱中することがある 

目標達成に集中すると、他人の声に耳を傾けたり、配慮することが難しい 
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