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このガイドの内容

セクションI：意識

上位5つの各資質について共有する資質の簡単な説明

独自の強みの洞察（上位5つに同じ資質を持つ他者よりあなたが卓越している点についての
説明）

自分の才能に関する意識を高めるためにあなたが答えるべき質問
セクションII：活用

上位5つの各資質に関する10のアクション（行動）のアイデア

自分の才能を活用できるようにするためにあなたが答えるべき質問
セクションIII：達成

上位5つの各資質はどのように「響く」かについての例 -- 上位5つに同じ資質を持つ他者から
の実際の引用

目標達成に向けて自分の才能を活用できるようにするための対策
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セクションセクションI：意識：意識

着想着想

共有する資質の説明

着想という資質を持つ人は、新しいアイデアを考えるのが大好きです。全く異なる現象に見えるもの
の間に、関連性を見出すことができます。

独自の強みの洞察

あなたが卓越している点は?

あなたの才能によって、 新しいキャンペーン、思い切った事業、新たな活動、特別なイベントの旗
振り役になることも多いでしょう。 あなたの強みによって、 自分が論理的で合理的だと思っていま
す。 あなたは無意識のうちに、メカニズム、プロセス、提案、アイデア、または公式を基本要素に
なるまで削り落とします。 そしてそれぞれの部分の相互関係を見つけ出します。 この検出により、
あるものが期待通りに機能した理由またはしなかった理由を割り出します。 あなたは生来、 チーム
の中で、プログラムやプロセス、事業、任務などのために画期的なアイデアを生む役割を担います。
あなたは本能的に、 仕事の実行、問題の解決、旅行の計画、食事の支度、議題の設定について革新
的な方法を作り上げることにより、人々を手助けするようです。 多くの場合あなたは、 特定の業務
やプロジェクトに対して新しい革新的なアイデアを生み出すことができるとうれしく思うかもしれま
せん。 あなたはおそらく標準の運用手順に従わざるを得ない場合には、熱意を失ったり飽きたりす
るでしょう。 あなたは定期的に、創造性が抑え込まれると、仕事や学習コースが自分に合っている
のだろうかと疑問に感じます。 あなたはたぶん、自分の独創的な提案を批判や不服、つまり権力へ
の服従に対する拒否の表れと捉える人に不満を抱くでしょう。

質問質問

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。
2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能は
どれですか?
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戦略性戦略性

共有する資質の説明

戦略性という資質を持つ人は、目的に向かうための選択肢を想定することができます。いかなる想定
に直面しようとも、適切なパターンと問題点を直ちに予測することができます。

独自の強みの洞察

あなたが卓越している点は?

あなたは本能的に、 言葉を適切に組み合わせて、自分のアイデアや感情を伝えます。 討論の最中で
も、あなたの語彙力によって最適な語句や用語を使用できます。 あなたはおそらく、簡単かつ上品
に自己表現するでしょう。 あなたの才能によって、 ある考えや感情を、言葉でぴたりと表現できる
と、自分や人生に対する肯定感がとても高くなります。 子どもの頃から言語に興味があったことで
しょう。 語彙がどんどん豊かになるにつれ、それを褒められる機会も増えます。 あなたは生来、 過
去を調べます。 そして物事が発生した理由を発見します。 これによって未来を予見できるようにな
ります。 あなたは、微妙なニュアンス、繰り返し起こる一連の出来事、予測可能な人の行動を識別
するために、人類の歴史を研究します。 巧妙で機知に富んだ、独創的な、独自の代替方法を作り出
すことで、長年の問題に対する解決策を提供できます。 多くの場合あなたは、 革新的なアイデアを
生み出します。 イベント、人、提案などに対して、ユニークな視点を提供します。 おそらくあなた
は、人々がプロジェクトや取り組みを始めるきっかけを与えることでしょう。 あなたは、目標を定
め、それに到達するためのさまざまな方法を考案し、その中から最良の方法を選択する傾向がありま
す。 チームメンバー、クラスメート、同僚が機会、トレンド、解決策に気付く前に、あなたがそれ
を思い付くのは、そのためです。 おそらくあなたは、 簡単に異常な構成を検出したり、データや事
実情報に新しい傾向を見いだしたりするかもしれません。 あなたは別の方法を考案することに興味
を引かれます。 あなたは過去に行ったことの単純な繰り返しにはほとんど興味を示しません。

質問質問

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。
2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能は
どれですか?
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活発性活発性

共有する資質の説明

活発性という資質を持つ人は、アイデアを実行に移すことにより結果をもたらします。じっとしてい
ることができないことが多いものです。

独自の強みの洞察

あなたが卓越している点は?

あなたは本能的に、 相手の言葉に注意深く耳を傾け、その人を評価しているという印象を与えま
す。 後で、相手が述べた考えや質問のうち、鍵となるものに言及します。 単純なことですが、そう
すると相手は、自分の言葉が真剣に受け止めてられていると感じます。 誰かの幸せに貢献できれ
ば、自分自身の人生が満足のいくものになります。 多くの場合あなたは、 人が話してくれた素晴ら
しいアイデアを見極めて受け入れます。 あなたは質問を投げかけます。 また、他の人がユニークな
興味、背景、経験、強み、限界、目標、恐れを話すのに耳を傾けます。 あなたは生来、 折に触れ
て、詳細な事実や正確なデータを見直すことに、精神的エネルギーを費やします。 十分な量の（必
ずしもすべてではない）情報を評価すると、すばやく行動に移らずにはいられなくなるかもしれませ
ん。 あなたの強みによって、 人が自分に伝えた最適なアイデアに注目を浴びさせます。 他の人に十
分に配慮することで、その人の考えや感情の価値を認めます。 通常、その過程で相手の自信を高め
ます。 おそらくあなたは、 明らかに、人に行動を起こさせるように刺激して人の感情を奮い立たせ
ます。 人の個性を発見することは、あなたにとってグループを奮い立たせ、刺激する方法または特
定の個人を元気付ける方法の1つです。

質問質問

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。
2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能は
どれですか?
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指令性指令性

共有する資質の説明

指令性という資質を持つ人には、強い存在感があります。状況の主導権を握り、決断を下します。

独自の強みの洞察

あなたが卓越している点は?

あなたの強みによって、 子どものころから大胆で断定的、自立心という特質を見せてきたようで
す。 おそらくあなたは、 自分で前進するのが好きです。 大方の見込みに逆らうことを好みます。 あ
なたは、簡単で人気のある、正しいと考えられている手順に従ってもあまり満足感を得られません。
あなたの才能によって、 チームメンバーの大部分が躊躇しているときに、思い切って行動を起こす
ことができます。 人々に、もっと大胆になりたいという気を起こさせます。 どのようにかと言う
と、 人々は、あなたが自信を持って新しいこと、違うこと、難しいことにチャレンジする姿を見て
います。 あなたが勇敢に行動することで、見ている人も勇敢になれそうな気がするのです。 あなた
は本能的に、 チームメンバーの中では、グループに画期的なコンセプトを提案することが多い方で
しょう。 おそらく、系統立った論法で、提案を説明したり、アイデアを提示したりするでしょう。
事前に検討し、準備してきたことが明らかだと、発言を真剣に聞いてもらえるかもしれません。 と
きどき、あなたのアイデアは、特定の人々に影響を与えるほどの重要性を持つことがあります。 あ
なたは生来、 友人に、物事をすばやく実現させる意欲を持たせるかもしれません。 あなたはときど
き、特定のプロジェクトや規則、プロセス、活動、アイデアなどを支持することで、他の人たちの熱
意を引き出します。

質問質問

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。
2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能は
どれですか?
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自己確信自己確信

共有する資質の説明

自己確信という資質を持つ人は、自分の能力と判断力に自信を持っています。まるで、自分が正しい
方向へ進んでいることを教えてくれる羅針盤が体内に備わっているかのようです。

独自の強みの洞察

あなたが卓越している点は?

あなたは生来、 毎日自分の優れた才能を活かす機会があれば、人生をもっと楽しめるでしょう。 自
分が本来うまくできる物事をやることを許されたときには、目標を達成する、他に勝る、あるいは自
信を得るのは当然です。 あなたは本能的に、 人生のある分野で自分が進歩してきたことに満足して
いるようです。 自分が何を得意としているのか認識するうえで、自分の判断力に信頼を寄せている
のかもしれません。 あなたの才能によって、 興味をそそるような、わくわくする仕事をしたいと思
っています。 不安感でなく、やる気をもって毎日がスタートできることを望んでいるのです。 多く
の場合あなたは、 刺激的で大胆な活動にいつも従事しています。 退屈な生活に甘んじることを拒否
します。 個人やグループに提供できるものがたくさんあるとおそらく感じているでしょう。 目的の
ある課題があり、あなたが自分の潜在能力を自覚している場合は、他の人が避けるようなリスクを背
負うことへと駆り立てられます。 おそらくあなたは、 喜びを与えてくれるようなコンテストには参
加することがあります。 これは、あなたが自分の生活にかなり満足しているという理由の1つでもあ
ります。 あなたには勝利することで自分の実力を何度も示す必要はほとんどありません。 その活動
が、あなたという存在を長期的に見て、あまり重要ではない場合は特にあてはまります。 ある意
味、自分の能力を信じて確信を持っている態度の現れとも言えます。

質問質問

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。
2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能は
どれですか?
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質問質問

1. この情報は、あなた独自の才能に関する理解を深める上で、どのように役立ちますか?
2. この理解をどのように利用すれば、あなたの役割の付加価値を高めることができますか?
3. この知識をどのように活用すれば、あなたのチーム、ワークグループ、部門の付加価値を高
めることができますか?

4. この理解は、あなたの組織の付加価値を高める上で、どのように役立ちますか?
5. このレポートの結果として、明日、あなたが異なる方法で行うことは何ですか?
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セクションセクションII：活用：活用

着想着想

アクション（行動）のアイデア：
マーケティング、広告、ジャーナリズム、デザイン、または新製品開発などアイデア
が重視される職業を選びます。
あなたは飽きやすい性格なので、仕事や家庭生活に小さな変化を与えたり、 新しい
ことに挑戦したりしましょう。 頭の中で自分自身と戦うゲームをプレイするのもよ
いでしょう。 こうしたことはすべて、自分を刺激し続けるのに役立ちます。
他の人と話し合う前に自分の考え方やアイデアを完成させます。 あなたの「着想」
の才能が十分に発揮されていないと、たとえ興味深いものであっても未完成であるた
めにアイデアの輪郭をなぞることができず、結果として却下されてしまうことがあり
ます。
すべてのアイデアが等しく実現可能またはサービスとして提供可能なわけではありま
せん。 自身のアイデアをわかりやすく編集することを学んでください。または、あ
なたのアイデアを「実証」し、潜在的な問題を特定できる友人や同僚を見つけてくだ
さい。
あなたの「着想」の才能を刺激する方法を理解してください。最良のアイデアがひら
めくのはどのようなときでしょうか。 人と話しているときでしょうか? 読書をして
いるときでしょうか? または単に物事を聞いたり見たりしているときでしょうか? 最
良のアイデアがひらめく状況をメモしておき、その状況を再現してください。
本を読む時間を取ります。他の人のアイデアや経験を自分のアイデアの原料とするこ
とができるからです。 また、ゆっくりと考える時間を取ります。考えることはあな
たにエネルギーを与えてくれます。
あなたは研究開発部門と自然と気が合います。明確なビジョンを持った人や理想を追
い求める人を高く評価します。 想像力豊かな人々と時間を過ごし、彼らのブレイン
ストーミングセッションに参加してみてください。
「分析思考」の才能の高い人とパートナーになります。 このような人は、あなたに
質問したり、議論を挑んできたりするため、アイデアを強化することができます。
ときどき、他の人々はあなたの抽象的で概念的な思考スタイルについていけなくな
り、あなたに対する興味を失うことがあります。 図を描く、たとえ話や比喩を使
う、概念を順に説明するなどして、アイデアをより具体的に提示してください。
知識を集めて、あなたの「着想」の才能を伸ばしてください。 現在所属しているの
とは異なる分野や業界について学んでください。 外部のアイデアを適用したり、異
種のアイデアをつなぎ合わせたりして、新しいアイデアを作り上げてください。

質問質問

1. これらのアクション項目のうち、あなたの心に響くものはどれですか?実行する可能性が最
も高いアクションをハイライトしてください。

2. どのような方法でアクションの実行を決意しますか?今後30日間に実行する独自のアククシ
ョン項目を書き出してください。
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戦略性戦略性

アクション（行動）のアイデア：
関連するパターンや問題が浮かび上がってくるまで、達成したい目標について深く考
える時間を取ります。 この時間が戦略的な思考にとって欠かせないものであること
を覚えておきます。
あなたは、他の人たちよりも物事の影響力をはっきりと把握することができます。
この能力を活用して、自分が取る対策を詳細に準備しておきます。 いざというとき
に準備ができていなければ、物事がどんな方向に進むかを知っていても意味がありま
せん。
重要な働きをし、あなたの戦略的な思考に貢献すると考えられるグループを見つけま
す。 あなたはこのグループのリーダーになることができます。
あなたの戦略的思考は、明確なビジョンを維持し、それが単なる夢物語に終わること
のないようにするのに必要です。 ビジョンを現実のものにするために、すべての可
能性がある方法を十分に考慮してください。 賢い先見の明があれば、障害が発生す
る前にそれを除去できます。
特定の問題に困っている人や、障害やバリアで妨害されている人に、あなたが相談相
手になれることを知らせてください。 他の人がもう解決方法がないと確信している
ときでも、あなたは自然と方法を見つけることができるため、人を成功に導くことが
できます。
あなたは、他の人よりも簡単に潜在的な問題を予測することができます。 あなたの
潜在的な危険を察知する能力はネガティブな考え方であると見なされる場合もありま
すが、不測の事態に陥らないようにするには、あなたの洞察を共有する必要がありま
す。 あなたの意図が誤解されないようにするには、将来の問題を指摘するだけでな
く、それを防止または克服する方法も伝えてください。 自身の洞察力を信じ、努力
が報われるようにそれを活用してください。
あなたの戦略的思考は、他人のアイデアを軽んじているのではなく、計画のすべての
面を客観的に考察する生来の傾向であることを理解してもらうようにしてください。
あなたは悲観論者ではなく、何が起ころうとも目標を達成できるようにするための方
法を模索しているのです。 あなたの才能は、自身の目標を見据えながら、他の人の
視点を検証することを可能にします。
自分の直観力をできるだけ信じるようにします。 たとえ論理的に説明できなくて
も、あなたの直観は生来の先見性から生まれたものです。 このような感覚に自信を
持ってください。
「活発性」の才能の高い人とパートナーになります。 このような人の行動力のニー
ズとあなたの先見力のニーズにより、強力なパートナーシップを形成することができ
ます。
新しい構想や事業には、必ず初期段階から関与するようにしてください。 あなたの
革新的でありながらも段階的なアプローチは、クリエーターにとっては致命的な視野
狭窄を防いでくれるため、企画の開始時に非常に重要です。

質問質問

1. これらのアクション項目のうち、あなたの心に響くものはどれですか?実行する可能性が最
も高いアクションをハイライトしてください。
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2. どのような方法でアクションの実行を決意しますか?今後30日間に実行する独自のアククシ
ョン項目を書き出してください。
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活発性活発性

アクション（行動）のアイデア：
自分で意思決定ができ、その決定に基づいて行動できる仕事を選びます。 具体的に
は、創業期や転換期にある仕事を探します。
仕事では、上司には仕事のプロセスではなく、目に見える成果で評価をしてもらうよ
うにします。 あなたの仕事のプロセスは常に優れているとは限りません。
あなたは革新的なアイデアをすぐに行動に移すことができます。 創造的で独創的な
考え方をする人を見つけ、彼らがアイデアを概念的な理論から具体的な実践へ移せる
ように手助けをしてください。
話し合いが行き詰っている分野や障壁があって邪魔されている分野を探します。 物
事を進めるための計画を立てることで、行き詰りの状態を解消し、他の人が行動に移
せるように促します。
あなたは理論に基づいた議論からよりも実際の体験から多くのことを学びます。 成
長するには、あなたの才能、スキル、および知識を試すような困難な状況に自分を意
識的にさらしてください。
あなたは非常に粘り強い人ですが、ほかの人を委縮させてしまうこともあるので注意
してください。 あなたの持つ「活発性」の才能は、他の人の信頼や忠実さを初めて
得たときに最も効果を発揮します。
組織で最も影響力が強い意思決定者を探します。 少なくとも3か月ごとに彼らと昼食
を共にして、あなたのアイデアを共有するようにしてください。 彼らはあなたが活
発に行動することをサポートし、あなたのアイデアが実現するための重要なリソース
を与えてくれます。
あなたは、他の人の計画やアイデアをすぐに活気付けることができます。 「目標志
向」、「未来志向」、「戦略性」、または「分析思考」の才能を持つ人とパートナー
になることを検討してください。これらの才能は指導力や計画力であなたが活発に行
動することを支援してくれるので、合意を形成し、他の人が計画を後方から支援して
くれるような機会が生まれます。 そうすることで、あなたは相手と補完しあえるの
です。
相手に自分の要求の正当性を伝えます。 そうしないと、性急な人間だと誤解され、
「猪突猛進型」のレッテルを貼られるおそれがあります。
あなたには、他の人に行動や機運をもたらす能力があります。 あなたが持つ「活発
性」の才能を、戦略的かつ賢明に使用してください。 あなたの貴重な影響力を活用
するのに最適なタイミング、最適な場所、最適な相手を見つけてください。

質問質問

1. これらのアクション項目のうち、あなたの心に響くものはどれですか?実行する可能性が最
も高いアクションをハイライトしてください。

2. どのような方法でアクションの実行を決意しますか?今後30日間に実行する独自のアククシ
ョン項目を書き出してください。

644926164 (徹弥 松原)
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指令性指令性

アクション（行動）のアイデア：
あなたが持つ「指令性」という才能は、あなたを権力争いに巻き込む可能性がありま
す。なぜなら、あなたは運転席に座ることが大好きだからです。 しかし、たとえ正
式に責任者でないとしても、あなたがその場にいることで、見えない強力な力を感じ
させてしまいかねません。
自ら進んで障害を解消してください。 他の人は物事を進めるために、あなたの自然
な決断力に頼ります。 あなたが障害物を取り除くと、あなたなしではありえなかっ
た新しい機運と成功を生み出すことも珍しくありません。
委員会では委員長になることを検討してください。 実現するところを見たいものに
ついて、あなたは明確なアイデアを持っています。さらに、あなたはグループがあな
たに従うように影響を及ぼすことを自然とできます。 新しい構想の先頭に立つこと
に心地よさを感じることがあります。
相手を説得することが必要な仕事を探します。 営業職が自分に向いているかどうか
検討します。
大義を掲げ、それを貫きます。 抵抗勢力の中で大義を守り抜くという場面で優れた
能力を発揮するでしょう。
常に、問題に立ち向かえるように心の準備をしておきます。 訓練により、説得力を
持つ言葉、声のトーン、話し方を身に付けます。
人との関わりの中で、慎重さを要するデリケートな問題についても率直に話すように
心がけます。 真実から目をそらさないあなたの姿勢は、同僚や友人に精神的な強さ
と一貫性を示します。 包み隠しのない率直な人物として評価されるように努めま
す。
人に意見を求めます。 あなたの率直さはときに威圧的になり、相手があなたの反応
を恐れて萎縮してしまうことがあるので 注意します。 必要であれば、あなたの率直
な態度は、単に物事を隠すのが心地よくないからであって、相手を威嚇して黙らせる
ためではないのだということを説明します。
「社交性」や「共感性」の才能の高い人とパートナーになります。 障害の中にはあ
えて直面しなくても回避できるものもあります。 「社交性」や「共感性」の才能の
高い人は、人間関係の中で生じる障害を回避する手助けをしてくれます。
「引き受ける」というあなたの態度が、危機におかれた人たちを落ち着かせ、安心さ
せます。 特に苦しい課題に直面しているときは、他の人たちの不安を和らげ、すべ
てはあなたの制御可能な状況であると確信させるためにあなたの持つ指令性を用いて
ください。

質問質問

1. これらのアクション項目のうち、あなたの心に響くものはどれですか?実行する可能性が最
も高いアクションをハイライトしてください。

2. どのような方法でアクションの実行を決意しますか?今後30日間に実行する独自のアククシ
ョン項目を書き出してください。
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自己確信自己確信

アクション（行動）のアイデア：
規則がまだ存在しない、創業時期にある仕事を探します。 あなたは、多くの決定を
下すことを求められる場面で最も能力を発揮することができます。
自分の見解を理解してもらうように説得する仕事を探します。 あなたの「自己確
信」の才能は（特に「指令性」や「活発性」の資質と結び付いた場合）、非常に強い
説得力を生み出すことができます。 指導、営業、法律、または起業などの仕事に適
しているでしょう。
自信があることを示します。 自信には伝染性があり、周囲の人々の成長を促しま
す。
確信や直観を言葉にすることは難しいため、独善的とみなされる可能性があることを
理解します。 あなたが自信を持っているからといって、他の人が意見を控えなけれ
ばならない訳ではないことを説明します。 他の人たちにはそのように見えないとし
ても、あなたは他の人たちのアイデアを聞きたいと思っています。 信念を持ってい
るということは、他の人たちのアイデアを聞くつもりがないということではありませ
ん。
あなたの独立心の強さは、孤立につながることがあります。 そのような場合は、な
るべく前面に出ることを心がけるか、またはあなたをフォローすることによって利益
を得られることを他の人に理解させることのできる人とパートナーになるようにしま
す。
「戦略性」、「慎重さ」、または「未来志向」の才能の高い人とパートナーになりま
す。 このような人は、あなたが掲げる目標を評価する手助けをしてくれます。 あな
たは、いったん目標に向かって動き始めると、達成されるまでそれに固執してしまう
可能性が高いため、この手助けが必要です。
あなたはたいへんなハードワーカーであり、長時間の労働も厭わないタイプですが、
それはあなたの仕事に対する情熱と自信の産物です。 ただし、他の人も同じような
性向を持つと決めてかかってはいけません。
あなたは、変化の激しい、集中力を乱されるような状況でも、決断力を発揮すること
ができます。 周りに混乱が生じている場合は、あなたの内部にある落ち着きや確信
を意図的に示し、共有してください。 これにより、他の人にも落ち着きや安心をも
たらすことができます。
野心的な目標を設定してください。 他の人たちには非現実的とか不可能と思われる
ことでも、あなたにとっては、刺激的な冒険であり、さらに、ここが重要なところで
すが、多少の勇敢さと幸運があれば達成可能性であると思えるならば、遠慮なく挑戦
してみてください。 あなたの「自己確信」の才能は、もしその才能がなかったら想
像もできないような達成につながる可能性があります。
あなたは他の人からの指示やサポートをそれほど多くは必要としません。 この才能
は、独立した思考や行動が必要な状況で特に力を発揮するでしょう。 自信や自己統
制が重要な場面では、あなたの「自己確信」の才能の価値を認識し、それを積極的に
発揮してください。

644926164 (徹弥 松原)
© 2000, 2006-2012 Gallup, Inc. All rights reserved.

13



質問質問

1. これらのアクション項目のうち、あなたの心に響くものはどれですか?実行する可能性が最
も高いアクションをハイライトしてください。

2. どのような方法でアクションの実行を決意しますか?今後30日間に実行する独自のアククシ
ョン項目を書き出してください。

644926164 (徹弥 松原)
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セクションセクションIII：達成：達成

上位5つの資質を共有する他者の実際の引用を読んで、達成できそうな兆候を見出してください。
着想 次のようになります。

Mark B.（ライター）：「私は頭の中でいつも、物事の関係性を見つけてしまうのです。 ルーブル博
物館でモナリザを探していたときに、ある一角を曲がると、モナリザの小さな絵画を多数のカメラが
フラッシュで撮影しており、目がくらみました。 何らかの理由で、私はその視像を記憶しました。
そして、「フラッシュ撮影禁止」の看板に気がつき、それも記憶しました。 フラッシュ撮影は絵画
を傷める可能性があるということを読んだ覚えがあるので、妙であると思いました。 約6か月後に、
モナリザは今世紀に少なくとも2回盗難にあっていることを知りました。 私の頭の中で突然これらす
べての事が結び付きました。 これらのすべての事実から唯一導き出せることは、本物のモナリザは
ルーブルに展示されていないということです。 本物のモナリザは盗難にあい、博物館は不注意を認
めるのを恐れて偽物を展示したのです。 もちろんこれが真実であるかどうかはわかりませんが、そ
んな風に思いつく物語がとても素晴らしいと思います」。

Andrea H.（インテリアデザイナー）：「私は、すべてのものがぴったりと収まっていないと気が済
まない性格で、そうなっていないと落ち着かなくなります。 家具には、その一つ一つに想いが込め
られているんです。 その家具ひとつで使っても、他の家具と合わせて使っても、それぞれが機能を
もっているんです。 私にとって、ひとつひとつの家具に込められた”想い”の意味は大きく、その想い
に沿う形で使わなければならないんです。 完全にそれぞれの機能を満たしていない椅子（正しくな
い種類の椅子であったり、正しくない向きに置かれていたり、コーヒーテーブルに近づきすぎてい
る）がある部屋に座っていると、私は身体的に不快になり、精神的に落ち着かなくなります。 その
あとも、そのことを心から排除することはできません。 眠ってからもその事を考え続けているの
で、午前3時に目が覚めると、私は心の中でそっとその家に入り、家具の配置をその意図に合わせて
変えて、壁を塗り替えます。そうするとようやく眠れるのです。 このような傾向は、子どもの頃か
らありました。たしか７歳ぐらいの頃からでしょうか」。
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戦略性 次のようになります。

Liam C.（製造工場マネージャー）：「私はいつも他の誰よりも早く、結果に目を向けることができ
るようです。 いつもみんなに言うんです。『顔は上げて、常に足元を見て。 来年はどうするかにつ
いて話し合いましょう。来年の今頃に同じ問題を抱えていることがないように』って。私にとっては
明白なことですが、一部の人は今月の数値にばかり気を取られて、それに振り回されてしまうんで
す」。

Vivian T.（テレビプロデューサ）：「子どものころ、論理問題を解くのが大好きでした。AはBを内
包し、BはCと等しいとき、AとCは等しいか、っていうやつです。今でも、最後まで連想を繰り出し
ていって、どこまでつながっているのかいつも確かめています。 そのおかげで、私は有能なインタ
ビュアーになれたのだと思います。 偶然なものは何もありません。しぐさ、言葉、口調の1つひとつ
に意味があります。 だからそれらの手がかりを見つけては頭の中で連想し、どこにつながるのかを
確かめます。そして頭の中で確かめたことを利用して質問を考えるのです」。

Simon T.（人事部役員）：「いつかは組合と話し合う必要があったのですが、私がそのチャンスを見
つけたのです。彼らを巻き込むのにうってつけの問題があったのです。 組合があらゆるトラブルに
巻き込まれそうな方向へ向かっていることが、私にはわかっていました。 にもかかわらず、組合は
その方向へ向かい続けていました。たどり着いた場所に、私は待ち構えていました。 誰かが起こす
行動を予測することは、私にはたやすいことです。 だからその相手が対応してきたときは、すぐに
反応することができます。そのとき私はすでに座っていて、『わかった。君たちがこうするなら、私
たちがこうする。 君たちがあれをするなら、私たちはこっちで別のことをする』と言います。まる
で向かい風を受けて、ヨットをジグザグに進めるかのようです。 目標の方向に進むとき、一方がダ
メになり、次にはもう一方にもダメになる。計画して対応、計画して対応、この繰り返しです」
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活発性 次のようになります。

Jane C（ベネディクト会の修道女）：「1970年代に女子小修道院長であったときに、世の中はエネ
ルギー不足に陥り、物価が急騰しました。 140エーカーの敷地を毎日歩きながら、エネルギー不足の
解決策を熟考しました。 それだけの土地を所有しているのだから独自のガス井を掘削すべきである
と考え、実際に掘削を行いました。 10万ドルものお金をかけて、ガス井を掘りました。 もしあなた
がガス井を掘削したことがなければ、当時の私と同じように、敷地にガスが存在するかどうかを確認
するためだけに7万ドルを費やさなければならないことをご存知ないでしょう。 業者は振動型カメラ
のようなものを使って掘削を行い、ガス田が存在することを突き止めました。 しかし、ガス田の大
きさはわからず、噴出する圧力が十分であるかどうかがわかりませんでした。 「さらに3万ドル支払
えば、ガス井を開くことを試してみる」と彼らは言いました。 「希望しない場合は、ガス井に蓋を
して、7万ドルをもらって引き上げる」このように言われたため、さらに3万ドルを渡して作業を依頼
しました。そして、幸いなことに、ガスを取り出すことができました。 それは20年前のことです
が、まだ噴出し続けています」。

Jim L.（企業家）：「一部の人は、私のせっかちな性格を、罠となる潜在的な障害物に耳を傾けたく
ない証拠であるとみなします。 私は次のように繰り返し言っています。「いつ壁にぶち当たるかを
知りたい。そして、それがどの程度の被害をもたらすかを教えてほしい。 しかし、結果的に私が壁
にぶち当たることを選択しても、あなたは心配する必要はない。あなたは自分の役割を果たしたのだ
から。 私は私自身のために、それを経験しなければならなかったのだ」。
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指令性 次のようになります。

Malcolm M.（接客マネージャー）：「私が人々に影響を与えることができるのは、1つには何でもは
っきりものを言うからだと思います。 実際、周囲の人たちは最初は私が怖かったと言っています。
彼らと1年間勤務した今、そのことについて時々話し合います。 彼らは、『ここで働き始めたころ
は、あなたのことを死ぬほど怖がっていたんですよ』と言います。私が理由を尋ねると彼らは次のよ
うに言います。『ここまではっきり言う人とこれまで一緒に働いたことがありません。 内容にかか
わらず、言わなければならないことはすべて、あなたは言うんですから』」。

Rick P.（小売店の役員）：「我社にはウェルネスプログラムがあり、1週間に飲むアルコール飲料が
4本未満なら25ドル支払われ、煙草を吸わない場合は1か月あたり25ドル支払われます。 ある日、店
長のひとりが再び喫煙していたという情報を得ました。 これはよくはありません。 彼は店舗内で喫
煙し、従業員に対して悪い例となり、そのうえ25ドルも得ていました。 私はこのようなことを黙っ
ておくことはできません。 人に注意することは気分のよいものではありませんが、私はすぐにはっ
きりと彼に言いました。『喫煙をやめなさい。やめなければクビですよ』。彼は基本的にはいい人で
すが、このような行為を放置することはできません」。

Diane N.（ホスピス職員）：「自分が自己主張が強いとは思いませんが、主導権を握るタイプです。
死が近い人とその家族がいる部屋入ったら、主導権を握る必要があります。 彼らは、それを期待し
ています。 彼らは少しショックで、少し怯え、少し拒絶しています。 基本的に、彼らは混乱してい
ます。 彼らは、次に何が起こり、どのようになるかを誰かに伝えてもらう必要があります。辛いこ
とが起こること、同時にそれでもあなたは大丈夫だということを言ってもらわなければなりません。
彼らは、曖昧でソフトな言葉を求めていません。 明確さと誠実さを求めています。 私はそれに応え
ます」。
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自己確信 次のようになります。

James K.（営業マン）：「私は、後悔することはありません。 買うものが誕生日のプレゼントだろ
うが家だろうが、心を決めたら、他の選択肢はなかったような気持になります。 下すべき決断は1つ
しかなく、それが私の決断です。 夜もすぐに寝付けます。 私の直感は決定的で、声高で、非常に説
得力があります」。

Pam D.（公共事業幹部）：「私はアイダホの人里離れた場所にある農場で育ち、小さな農学校に通
っていました。 ある日のことです。学校から帰ると、母に転校することになったと宣言しました。
その日の午前中、先生が『この学校には子どもが多すぎるので、3人ほど別の学校に移ってもらう必
要があります』と言ったのです。 私はちょっと考えたのち、新しい人と会えるという考えを気に入
ったので、転校する1人になることに決めたのです。転校したら、1時間半も早起きしてバスで遠くま
で移動しなければならなかったのですが。 そのとき私はまだ5歳でした」。

Deborah C.（救急救命室看護師）：「救急救命室で死に直面すると、家族に対応するために私が呼ば
れます。私が信頼されているからです。 昨日も、精神病患者の若い女の子が『悪魔に取り憑かれ
た』と叫んでいて困っていました。 他の看護師は怖がっていましたが、私は何をすればよいのかわ
かっていました。 室内に入ってこう言ったのです。『Kate、こっちに来て横になって。 Baruchと言
ってみましょう。 これはユダヤ人のお祈りよ。 Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolamって言
うの』。すると、彼女はこう答えました。『ゆっくり言って。そうしたら真似するから』。そこで私
がそのとおりにすると、ゆっくりと復唱しました。 彼女はユダヤ人ではありません。しかしこの祈
りによって落ち着きました。 彼女は枕の上に倒れ込んで、『ありがとう』と言いました。 私にはそ
れだけで十分でした」。

644926164 (徹弥 松原)
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質問質問

1. 友人や同僚と話をして、目標を達成するために自分の才能をどのように活用したかを尋ねま
す。

2. あなたは目標を達成するために自分の才能をどのように活用しますか?

644926164 (徹弥 松原)
© 2000, 2006-2012 Gallup, Inc. All rights reserved.
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