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Date: June 16, 2017

A Customized Report for: Sample Person

Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

C: 自己意識レベル
目標達成に向かって突き進む度合い

集中: 目的に向かって熱心に規律をもって取り組む姿勢は信頼に足る｡ 思考は連続かつ､ 直線的｡ 目標
達成に対して強い意志を持ち､ 準備と系統化をもって臨む｡ 掲げた目的の追求に時間を集約させる｡
 仕事中毒､ 高圧的､ 取り付かれている､ こだわり過ぎ､ 強情､ 柔軟性に欠ける等と捉えら
れてしまうこともある｡

柔軟 (C-) 中庸 (C=) 集中 (C+)

62

A: 合意形成
他人の意見に従う度合い

中庸: 比較的容易に競争にも協力的状況にも対応でき､ “win-win”を追求する傾向にある｡ 明確
な自己アイデンティティー意識を持ち､ 人に依存するわけでも､ 単独でいるわけでもない｡ 個人
としてもチームとしても機能できる｡ 対立する意見の間に立ち､ 両者を妥協させようとする「どっ
ちつかず」の態度である､ と批判されてしまう可能性がある｡

挑戦的 (A-) 中庸 (A=) 同調的 (A+)

51

O: 独創性
新しい経験や新しい手段を取り入れることへの抵抗の度合い

探求的: 幅広い興味を持ち､ 最先端技術や戦略的な案を好む｡ 新たな経験を求めたり､ 将来について考え
たりする｡ 自身を戦略的思考家､ 創造性や想像力に富み芸術的､ と表現することもある｡ リベ
ラルで理論や概念を好む｡ 周囲からは､ 非現実的で､ 飽きっぽいと解釈されてしまうことがある｡

保守的 (O-) 中庸 (O=) 探求的 (O+)

59

E: 外向特性
人や環境からの刺激に対する許容度

中庸: 独りで仕事をすることから他の人たちと仕事をすることへのシフトが容易にできるが､ どちらかに偏
ると不満を感じる｡ 仕事における感覚的な刺激に対して穏やかな転換ができる｡ 中間に値すること
から外交特性の高い人からは内向的に見え､ 内向特性の高い人からは外向的とみられる傾向がある｡

内向的 (E-) 中庸 (E=) 外交的 (E+)

49

N: 精神の安定度
ストレスに対する反応の度合い

強靭度: 仕事場におけるストレスな状況を穏やかに落ち着いて安定して管理することができる傾向にある。通常、
ストレスが生じていても困難な課題を管理し、ストレスから開放することができる。合理的かつ分析的
に問題を解決の方向へと迅速に仕向けることができる。緊張感がなく、思いやりに欠け、鈍感で、不注
意と思われる可能性がある。重大な問題やストレスな状況を真剣に捉えたり解釈する姿勢に欠けること
がある。

強靭度 (N-) 反応 (N=) 過剰反応 (N+)

38
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A Customized Report for: Sample Person

Date: June 16, 2017

Workplace Big Five Profile™ 4.0

Norm Group: U.S.

N: 精神の安定度
ストレスに対する反応の度合い

強靭度 (N-): 
仕事場におけるストレスな状況を穏やかに落
ち着いて安定して管理することができる傾向
にある。通常、ストレスが生じていても困難
な課題を管理し、ストレスから開放すること
ができる。合理的かつ分析的に問題を解決の
方向へと迅速に仕向けることができる。緊張
感がなく、思いやりに欠け、鈍感で、不注意
と思われる可能性がある。重大な問題やスト
レスな状況を真剣に捉えたり解釈する姿勢に
欠けることがある。

38

反応 (N=): 
通常、穏やかで、安定しており、落ち着いている傾向にある。
驚き、プレッシャー、困難な状況、ストレスな環境に心配し
たり、怒りを感じたり、落胆したり、またはストレスな反応
を示す。仕事場におけるストレス管理をスムーズに行うこと
ができる。通常の業務を再開したり、問題解決に取り掛かる
までに重大局面から立ち直るための時間を多少必要とするこ
とがある。

過剰反応 (N+): 
通常、用心深く、気づかいをし、注意深く、
敏感に反応を示す傾向がある。仕事場では他
の人よりもストレスを抱えていたり、グルー
プの道義心を背負っている可能性がある。他
の人が引き起こした問題であっても責任を感
じることがある。こうしたストレスにより、
不安、緊張、怒り、落胆、心配な状態にある
と周囲の人から思われる可能性がある。また、
仕事を再開したり、問題解決に取り掛かるま
でに回復のための時間を必要とすることがあ
る。

N1: 心配度
懸念事項に対する心配の度合い

低い (N1-)
気楽に構える

中庸 (N1=)
時に気がかり

高い (N1+)
常に気がかり

35

N2: 感情の表現
怒りを感じる度合

低い (N2-)
通常穏やか

中庸 (N2=)
時に腹を立てる

高い (N2+)
短気

51

N3: 解釈の仕方
状況の説明の仕方

低い (N3-)
楽観的

中庸 (N3=)
現実に基づいた説明

高い (N3+)
悲観的

40

N4:  回復までの時間
ストレスからの回復にかかる時間

低い (N4-)
時間がかからない

中庸 (N4=)
ある程度時間がかかる

高い (N4+)
時間がかかる

37
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Date: June 16, 2017

A Customized Report for: Sample Person

Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

E4: 指導性
指導しようとする傾向

低い (E4-)
独立を好む

中庸 (E4=)
他の人たちに対する責任感がいくらかある

高い (E4+)
他の人たちへの指導に使命感を感じる

63

E3: 活動性
活動の維持を求める度合

低い (E3-)
一か所に留まることを好む

中庸 (E3=)
中間的な活動レベル

高い (E3+)
活発に動くことを好む

46

E2: 社交性
人と接することを楽しむ度合

低い (E2-)
独りでの仕事を好む

中庸 (E2=)
時に仲間を求める

高い (E2+)
仲間との仕事を好む

46

E: 外向特性
人や環境からの刺激に対する許容度

内向的 (E-): 
独りで仕事をすることを好む｡ 概して真面
目で懐疑的で静かで個人的に､ 話をするよ
り､ 物を書くことを好む｡ 邪魔されるこ
となしに個々に割り当てられた業務を遂行す
ることを楽しく感じる｡ 周囲からは､ 平
静で冷静で真意を読み取るのが難しい気質と
思われることがある｡ 独りでいることが好
きだと思われることもある｡ 活発な環境か
ら離れた､ 感覚的な刺激がほとんどない仕
事環境を好む｡

49

中庸 (E=): 
独りで仕事をすることから他の人たちと仕事をすることへの
シフトが容易にできるが､ どちらかに偏ると不満を感じる｡
 仕事における感覚的な刺激に対して穏やかな転換ができる｡
 中間に値することから外交特性の高い人からは内向的に見
え､ 内向特性の高い人からは外向的とみられる傾向がある｡

外交的 (E+): 
人の中にいること､ また他の人と活動を共
にすることを好む｡ 話し好きで､ 熱心で､
 社交的で､ 温厚で､ 信用しやすく､ 
楽しいことを好む性格である｡ チームでは､
 公式・非公式においてリーダー的存在にな
りうる｡ 通常､ 感覚的状況や出会いを心
地よく感じる｡ 話をしすぎてしまうと思わ
れることがある｡ 会話を支配してしまう傾
向があり､ 聞き上手ではない可能性がある｡

E1: 温かみ
プラス志向の表現の度合い

低い (E1-)
プラスの感情を抑える

中庸 (E1=)
時に表に出す

高い (E1+)
プラスの感情を表に出す

36

E5: 信頼度
人を信じやすい度合

低い (E5-)
疑い深い

中庸 (E5=)
ある程度信用する

高い (E5+)
信用しやすい

44

E6: 言葉の配慮
会話する上で注意を払う度合

低い (E6-)
より直接的な表現を用いる

中庸 (E6=)
ほどほどに言葉を選ぶ

高い (E6+)
言葉を慎重に選ぶ

62
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Date: June 16, 2017

A Customized Report for: Sample Person

Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

O4: 視野
細かい事を取り扱うことへの許容度

低い (O4-)
注意深く細かいことを取り扱う

中庸 (O4=)
必要に応じて細かい事を取り扱う

高い (O4+)
広い見方を好み､ 細かい事には抵抗がある

49

O3: 変化
変化を受け入れる度合い

低い (O3-)
既存の方法の保持を望む

中庸 (O3=)
ある程度変化を受け入れる

高い (O3+)
新しい手法や変化を快く受け入れる

61

O2: 複雑性
物事を複雑にする度合い

低い (O2-)
シンプルを好む

中庸 (O2=)
シンプルと複雑さのバランスを保つ

高い (O2+)
複雑さを追求する

62

O: 独創性
新しい経験や新しい手段を取り入れることへの抵抗の度合い

保守的 (O-): 
仕事やトピック等に関する専門的知識を有す
る傾向にある｡ 堅実で､ 現状に関する的
確な見解を持つ｡ 仕事への取り組み方は実
践的かつ巧妙､ そして効率的｡ 反復的な
業務も苦としない｡ しかし､ 保守的､ 
視野が狭い､ 物事に固執する､ 融通が利
かないと捉えられてしまうこともある｡ 実
証済みで確実な､ 従来通りの手法を好む｡

59

中庸 (O=): 
物事の中道を行き､ 比較的堅実だが､ 説得力ある証拠が
あれば､ 新しい手法を考えることも厭わない｡ 独創性や
好奇心も持ち合わせている｡ 人のアイディアを取り入れ､
 展開させていくことが出来る｡ 新しいアイディアや効率
性を適度に評価する｡

探求的 (O+): 
幅広い興味を持ち､ 最先端技術や戦略的な
案を好む｡ 新たな経験を求めたり､ 将来
について考えたりする｡ 自身を戦略的思考
家､ 創造性や想像力に富み芸術的､ と表
現することもある｡ リベラルで理論や概念
を好む｡ 周囲からは､ 非現実的で､ 飽
きっぽいと解釈されてしまうことがある｡

O1: 想像力
計画やアイディアを考案する傾向

低い (O1-)
計画を実行に移す

中庸 (O1=)
創造と実行双方を行う

高い (O1+)
新しい計画やアイディアを創造する

54
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Date: June 16, 2017

A Customized Report for: Sample Person

Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

A4: 自己抑制の度合い
他人に対して自分の意見を主張する度合い

低い (A4-)
基本的に意見を主張する

中庸 (A4=)
多少の主張をする

高い (A4+)
意見を自分の中に留めておく

50

A3: 謙虚さ
評価されたいと思う度合い

低い (A3-)
認められたい

中庸 (A3=)
ある程度認められたい

高い (A3+)
認められると落ち着かない

69

A2: 合意
意見対立の状況下における推進力

低い (A2-)
意見の対立を歓迎する

中庸 (A2=)
解決を求める

高い (A2+)
調和を求める

38

A: 合意形成
他人の意見に従う度合い

挑戦的 (A-): 
人と関わる際に､ 自己表現豊かで､ 毅然
とし､ 慎重で､ 粘り強く､ 競争心が強
く､ 積極果敢である傾向がある｡ 独自の
意見を持ち､ 自己の利益になるような質問
をし､ 自分が正しく､ 勝っていることを
確認することが多い｡ その内容を確認して
からでないと情報を受け入れないこともある｡
 非友好的､ 無礼､ 自己中心的､ 高慢､
 合理的､ チームプレイが出来ない人だと
思われてしまうことがある｡

51

中庸 (A=): 
比較的容易に競争にも協力的状況にも対応でき､ “win
-win”を追求する傾向にある｡ 明確な自己アイデンテ
ィティー意識を持ち､ 人に依存するわけでも､ 単独でい
るわけでもない｡ 個人としてもチームとしても機能できる｡
 対立する意見の間に立ち､ 両者を妥協させようとする「
どっちつかず」の態度である､ と批判されてしまう可能性
がある｡

同調的 (A+): 
他人に対して寛大で愛想が良く､ 心を開く
傾向にある｡ 人の意見に従う傾向にあり､
 周囲からは助けになる､ 情にもろい､ 
調和を促進する､ チームプレイヤーと見ら
れている｡ 概して自分より人が「勝つ」こ
とや正しくあることを優先する｡ 時に考え
が甘く､ 従順で､ 意見の対立を嫌がる､
 依存型､ 又は無節操（譲歩するため）と
受け取られてしまうことがある｡

A1: 他愛主義
他人のために自分を犠牲にする度合い

低い (A1-)
自分のニーズへの関心が高い

中庸 (A1=)
自分同様に他人のニーズへの関心がある

高い (A1+)
他人のニーズへの関心が高い

51
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A Customized Report for: Sample Person

Date: June 16, 2017 Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

C3: 推進力
達成に向かう力

低い (C3-)
現状の成績・業績に満足している

中庸 (C3=)
より高い功績を求める

高い (C3+)
より一層の功績・地位を切望する

48

C: 自己意識レベル
目標達成に向かって突き進む度合い

柔軟 (C-): 
目標に向かって穏やかで､ 自発的かつ変更
可能な取り組み方をする｡ 同時に複数のタ
スクを手がける能力があるため､ 複数のプ
ロジェクトに関わり､ 複数の目標をもつこ
とが可能｡ 同時並行型思考で､ 途中切り
替えも容易に出来る｡ しかし一方で､ 物
事を先延ばしにしてしまう傾向もある｡ 責
任に厳格でなく､ 系統立てができず､ 生
産性に欠けると捉えられてしまう可能性があ
る｡

62

中庸 (C=): 
基本的に仕事と個人的ニーズのバランスが保たれている｡ 
同時並行と連続的の両思考で切り替えをしつつも､ 順序立
てた思考が可能｡ 柔軟型より意欲的だが､ 集中型より余
暇を楽しもうとする姿勢が見られる｡ 状況に応じて目的か
ら逸れて対応することも可能｡

集中 (C+): 
目的に向かって熱心に規律をもって取り組む
姿勢は信頼に足る｡ 思考は連続かつ､ 直
線的｡ 目標達成に対して強い意志を持ち､
 準備と系統化をもって臨む｡ 掲げた目的
の追求に時間を集約させる｡ 仕事中毒､ 
高圧的､ 取り付かれている､ こだわり過
ぎ､ 強情､ 柔軟性に欠ける等と捉えられ
てしまうこともある｡

C5: 手順
計画性を求める度合い

低い (C5-)
状況に応じた自発的対応

中庸 (C5=)
ある程度の手順を踏む

高い (C5+)
何事にも計画的な手順を踏む

66

C1: 完全主義
完全を追求する度合い

低い (C1-)
改良・改善をあまり求めない

中庸 (C1=)
定期的に改良・改善を求める

高い (C1+)
継続的な改良・改善を求める

56

C2: 体系化
秩序・体系化を保つ度合い

低い (C2-)
あまり体系化されていなくても気にならない

中庸 (C2=)
ある程度の体系化を保つ

高い (C2+)
あらゆる物事を体系化する

59

C4: 集中度
注意力の持続性

低い (C4-)
複数のタスクを問題なく兼務できる

中庸 (C4=)
タスク間をシフトできる

高い (C4+)
一つのタスクを終えてから次へ進む

73
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A Customized Report for: Sample Person

Norm Group: U.S.

Workplace Big Five Profile™ 4.0

強靭度 (N-): 反応 (N=) 過剰反応 (N+)

38

ストレスに対する反応の度合い

N: 精神の安定度

N1: 心配度
気楽に構える 時に気がかり 常に気がかり

35

通常穏やか

N2: 感情の表現
短気

51

時に腹を立てる

N4: 回復までの時間
時間がかからない ある程度時間がかかる

37

時間がかかる

楽観的

N3: 解釈の仕方 40

悲観的現実に基づいた説明

保守的 (O-): 中庸 (O=) 探求的 (O+)

59

新しい経験や新しい手段を取り入れることへの抵抗の度合
い

O: 独創性

O1: 想像力
計画を実行に移す 創造と実行双方を行う 新しい計画やアイディアを創造する

54

シンプルを好む

O2: 複雑性
複雑さを追求する

62

シンプルと複雑さのバランスを保つ

O4: 視野
注意深く細かいことを取り扱う 必要に応じて細かい事を取り扱う

49

広い見方を好み､ 細かい事には抵抗がある

既存の方法の保持を望む

O3: 変化 61

新しい手法や変化を快く受け入れるある程度変化を受け入れる

挑戦的 (A-): 中庸 (A=) 同調的 (A+)

51

他人の意見に従う度合い

A: 合意形成

A1: 他愛主義
自分のニーズへの関心が高い 自分同様に他人のニーズへの関心がある 他人のニーズへの関心が高い

51

意見の対立を歓迎する

A2: 合意
調和を求める

38

解決を求める

A4: 自己抑制の度合い
基本的に意見を主張する 多少の主張をする

50

意見を自分の中に留めておく

認められたい

A3: 謙虚さ 69

認められると落ち着かないある程度認められたい

内向的 (E-): 中庸 (E=) 外交的 (E+)

49

人や環境からの刺激に対する許容度

E: 外向特性

E1: 温かみ
プラスの感情を抑える 時に表に出す プラスの感情を表に出す

36

独りでの仕事を好む

E2: 社交性
仲間との仕事を好む

46

時に仲間を求める

E4: 指導性
独立を好む 他の人たちに対する責任感がいくらかある

63

他の人たちへの指導に使命感を感じる

一か所に留まることを好む

E3: 活動性 46

活発に動くことを好む中間的な活動レベル

E5: 信頼度
疑い深い ある程度信用する 信用しやすい

44

より直接的な表現を用いる

E6: 言葉の配慮
言葉を慎重に選ぶ

62

ほどほどに言葉を選ぶ

柔軟 (C-): 中庸 (C=) 集中 (C+)

62

目標達成に向かって突き進む度合い

C: 自己意識レベル

C1: 完全主義
改良､改善をあまり求めない 定期的に改良､改善を求める 継続的な改良､改善を求める

56

あまり体系化されていなくても気にならない

C2: 体系化
あらゆる物事を体系化する

59

ある程度の体系化を保つ

C4: 集中度
複数のタスクを問題なく兼務できる タスク間をシフトできる

73

一つのタスクを終えてから次へ進む

現状の成績､業績に満足している

C3: 推進力 48

より一層の功績､地位を切望するより高い功績を求める

C5: 手順
状況に応じた自発的対応 ある程度の手順を踏む 何事にも計画的な手順を踏む

66
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