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再び EVERYTHING DiSC®の世界へ

Everything DiSCマップの理解

サンプル 花子さん、このレポートは、あなたが田中 太郎さんをより理解して、彼と効果的な人間関係を構築するサポ
ートとなるように設計されています。すべての情報は、Everything DiSC®プロファイルに答えた際に、あなたと田中 太
郎さんが提供してくださった回答から導き出されています。 Everything DiSCマップが再び使用されています。ここで、
少し 4つの DiSC®スタイルについて振り返ってみます。
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あなたと田中 太郎さんの
EVERYTHING DiSC®マップ上での適合性

下記に示される Everything DiSC®マップの周囲にある 8つの言葉は、人々が仕事で発揮する「優先事項（プライオリテ
ィ）」を示し、他者との人間関係に影響を及ぼすものです。

                                                                                                                                           

 = サンプル:      = 田中:     
Siスタイル iDスタイル

あなたが重要視すること 田中さんが重要視すること

• 協力
• 支援
• 熱意
• 挑戦

• 行動
• 熱意
• 成果
• 挑戦

お互いの優先事項（プライオリティ）を理解する

一般的には、DiSC マップ上の自分のドットに最も近い 3つの優先事項を重要視します。しかしながら人によっては、更
なる優先事項を持つため、通常の優先事項の数（３つ）を超える場合もあります。 あなたと田中 太郎さんには、ご自
身のスタイルに典型的な域を超えた優先事項がひとつずつあります。

あなたの Siスタイルでは、一般的に次のことに焦
点を合わせます。

田中の iDスタイルでは、一般的に次のことに焦点を
合わせます。

• つながりを築き上げて、同僚と協力すること o 大胆な結果に向けて、自分から行動を起こすこと

• 熱意や陽気な態度を保つこと o すぐに成果を出すこと 

• 周囲のニーズを満たして支援を提供すること o
新しいアイディアに対して、情熱や熱意を表現する
こと

さらに、あなたは次のことにも焦点を合わ
せます。

さらに、田中さんは次のことにも焦点を合
わせます。

• 根拠のない考えに異議を唱え挑戦すること o 根拠のない考えに異議を唱え挑戦すること

上記のマップから分かるように、あなた方のドットの位置は比較的離れています。これは、必ずしもあなた方二人に共
通点がないということではなく、また、一緒に働く際に問題があるというわけでもありません。 以降のページでは、自
分たちの似ている点と異なっている点を検討します。また、それがどのように二人の間の強みや課題へと変わることが
あるのかを理解していきます。
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控えめ／強引

比較して分かること

自己主張する際、控えめな人もいれば、強引な人もいます。あなたは自分自身の考えを
話すのを少しためらうかもしれませんが、他の人はあなたよりも主張します。誰と接す
るかによって、あなたの控えめな性質が良い点にも悪い点にもなり得るでしょう。

• 控えめな人は、話を聞くことにより多くの時間を費やすでしょう。
• 強引な人は、発言することにより多くの時間を費やすでしょう。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

控えめ 強引

あなたはいくらか控えめです。田中 太郎さんは非常に強引です。 サンプル 花子さん、あなたは田中 太郎さんと比べ
ると、好き嫌いをあまりはっきりと伝えるほうではないでしょう。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向

議論を先導するのを若干ためらう傾向がある グループの中では、先導する傾向がある

自分の意見を伝える前に尻込みする傾向がある 自分の信念を強く推し進める傾向がある

時には、あまり自信がない人という印象を与えるか
もしれない

意固地である、または遠慮なく物を言うという印象
を与えるかもしれない

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• あなたは、遠慮なく話すことをためらう傾向があるため、彼はあなたの心中を推測しなければならないでしょう。

• 彼の独断的なスタイルにより、あなたは脇に追いやられてしまうことがあるかもしれません。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• あなたの謙虚なアプローチのお陰で、意見の相違が激化せずに済むでしょう。
• 彼の強引なアプローチが、論点や問題点を明らかにするのに役立つかもしれません。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• 何か貢献できる価値があると感じたときには、遠慮なく発言するようにしましょう。
• あいまい、または不明瞭と思われないように、彼には直接的な質問をしましょう。
• 議論の場では、自分の意見も発言するようにしましょう。

田中 太郎

サンプル 
花子
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そつがない／率直

比較して分かること

情報を分かち合うことについて、より率直な人もいれば、そうでない人もいます。コミ
ュニケーションを図る際、おそらくあなたは、思いやりのある支援的な態度を示すよう、
努力するでしょう。しかし中には、すぐに要点に触れることを好む人々もいます。あな
たのそつがないアプローチには多くの利益がありますが、より率直なほうが有益な場合
もあります。

• そつがない人は、他者の感情を害することを避ける傾向があります。
• 率直な人は、思ったままを口にする傾向があります。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

そつがない 率直

あなたはいくらかそつがない人です。田中 太郎さんは非常に率直です。 サンプル 花子さん、おそらくあなたは田中 
太郎さんよりも、そつがなくあまり直接的ではありません。そのため、他の人の気分を害さないように注意深く言葉を
選ぶでしょう。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向
情報を伝えるのに、抜かりない方法を見い出す傾向
がある

すぐに要点に触れて、心にあることをそのまま話す
傾向がある

考えてから発言する傾向がある 自分の考えや感情を包み隠さず口に出す傾向がある

時には、やや不明瞭である、または直接的でないと
いう印象を与えるかもしれない

時には、ぶっきらぼうである、または無神経である
という印象を与えるかもしれない

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• 彼はあなたがもっと頻繁に自分の考えを話すことを望んでいるかもしれません。
• あなたは彼のぶっきらぼうさに驚かされたり、気分を害したりすることがあるかもしれません。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• 田中 太郎さんは、直接的な傾向があります。これは重要な問題点をより素早く表面化させるのに役立ちます。
• あなたは注意深く言葉を選びます。これにより、人々の感情を害することを避けられます。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• 否定的な事実や本心を包み隠さないようにしながらも、如才なく振る舞うように心がけましょう。
• 彼の口調ではなく、意図するところに目を向けましょう。
• 彼の発言に面食らった場合は、それを彼に伝え、その発言の意図を明確に話してくれるよう、頼みましょう。

田中 太郎

サンプル 
花子
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冷静／エネルギッシュ

比較して分かること

ペースについては、当然それを冷静に保つ人もいますし、エネルギッシュな人もいます。
おそらくあなたは、かなり系統的ともいえるペースで働くことを好みます。一方、より
ダイナミックに物事を進めたがる人もいます。あなたは、慎重なペースを好むことにつ
いて、適切な場合とそうでない場合があることに気づくでしょう。

• 冷静な人は、信頼できる結果を出したがるでしょう。
• エネルギッシュな人は、迅速な仕事の完成を目指すでしょう。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

冷静
エネルギ
ッシュ

あなたはいくらか冷静です。田中 太郎さんは非常にエネルギッシュです。 サンプル 花子さん、あなたは田中 太郎さ
んよりも秩序だったペースで働く傾向があります。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向

比較的慎重なペースで働くことを好む傾向がある 速いペースで働くことを好む傾向がある

ぎりぎりの期限や突然の変更を、あまり快く感じな
い傾向がある

活動的であることや、厳しい納期によって奮起する
傾向がある

時には、少し用心深すぎるという印象を与えるかも
しれない

時には、慌ただしいという印象を与えるかもしれな
い

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• 彼はあなたの用心深いとも言えるペースに苛立ちを感じてしまうかもしれません。
• あなたは、彼があまりにも迅速に行動し過ぎて、重要な詳細を見逃してしまうと思うかもしれません。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• 彼はプレッシャーや厳しい期限の下で働くことを快く感じます。
• あなたは物事を正しく実行するために、どの程度の時間が必要かということに細心の注意を払います。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• 両者が快く感じられる予定を一緒に設定してください。
• 急を要する状況の場合、あなたより速い彼のペースに合わせるように努力しましょう。
• さらなる熟考が必要と感じた場合、ペースを落とすように彼に頼みましょう。

田中 太郎

サンプル 
花子
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大胆／注意深い

比較して分かること

リスクを負うことについては、当然大胆不敵な人もいますし、より注意深い傾向の人も
います。おそらくあなたは平気で賭けに出ると思われますが、中には、より用心深く行
動することを好む人もいます。大胆不敵なアプローチが非常に効果的な状況もあります
が、あなたを衝動的に行動させてしまうかもしれません。

• 注意深い人は、物事をゆっくり行うでしょう。
• 大胆な人は、突っ走りたがるでしょう。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

大胆 注意深い

あなたは非常に大胆です。田中 太郎さんはいくらか注意深い人です。 サンプル 花子さん、あなたは田中 太郎さんよ
りも大胆なアイディアを歓迎し、大きな賭けに出るのをためらわないでしょう。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向

変化を、活気を与える機会ととらえる傾向がある
大きな変化を起こす前に、じっくりと物事を考える
傾向がある

新しいアイディアや方法を掲げる傾向がある
既に実証済みの方法や解決策を真っ先に考慮する傾
向がある

時には、無謀であるという印象を与えるかもしれな
い

時には、視野が狭いという印象を多少与えるかもし
れない

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• あなたは、彼が型にはまり過ぎていてリスクを嫌っていると感じるかもしれません。
• 彼はあなたのアプローチをやや無謀だと思うこともあるでしょう。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• あなたの大胆な考えは、価値ある改善へとつながることもあります。
• 彼の用心深さによって、不快で驚くような事態が生じるのを最小限に抑えられるでしょう。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• これまでになく新しいものだからというだけで、自分の企画がより優れていると主張しないようにしましょう。
• あなたのアイディアの、多少リスクのある側面に対する、彼の筋の通った反対意見を考慮しましょう。
• 彼は、うまくいくと確信するまで、計画を進めようとしないということを、心に留めておきましょう。

田中 太郎

サンプル 
花子
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懐疑的／受容的

比較して分かること

アイディアや状況を判断する際、より受容的な人もいますし、より懐疑的な人もいます。
あなたは、新しい考えや情報に対して疑問を持つ傾向があります。一方、あなたよりも
受容的な人もいます。状況に応じて、あなたの懐疑的な性質には、利点と不利な点とが
あります。

• 受容的な人は、物事の長所に注目するでしょう。
• 疑い深い人は、物事の短所に注目するでしょう。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

懐疑的 受容的

あなたはいくらか懐疑的です。田中 太郎さんは非常に懐疑的です。 サンプル 花子さん、あなたも田中 太郎さんも新
しい情報に対して、いくらか疑問を持ってアプローチする傾向がありますが、彼のほうが若干疑い深いかもしれません。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向
他の人の考えに対して、多少懐疑的になる傾向があ
る

他の人の考えに対して疑問を抱き、確かめようとす
る傾向がある

物事がうまく行かない可能性を考える傾向がある
上手くいかない可能性があることを予期して計画す
る傾向がある

時には、少し疑問を持ち過ぎるという印象を与える
かもしれない

時には、過度に批判的であるという印象を与えるか
もしれない

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• あなた方は、お互いの意見に異論を唱え、緊張した空気になるかもしれません。
• あなた方は、早まってお互いのアイディアをしっかり考慮せずに却下してしまうことがあるかもしれません。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• あなた方の懐疑的な姿勢は、隠れた問題点を見い出すのに役立つかもしれません。
• おそらくあなたと田中 太郎さんは、欠陥があると思われるアイディアや解決策を受け入れることはないでしょ

う。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• 懸念する点がある場合は、その根拠を説明しましょう。
• 賛成できない場合、過度な分析に陥らないようにしましょう。
• 彼と働く場合、些細なことで議論せずに、もっと好意的に解釈して大目に見るようにしましょう。

田中 太郎

サンプル 
花子
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順応的／意志が強い

比較して分かること

気質として、より順応的な人もいれば、より意志が強い人もいます。あなたは粘り強い
傾向がありますが、場合によっては、時折頑固になるかもしれません。一方で、あなた
よりも順応性がある人もいます。意志が強いというあなたの性質は有益に働くこともあ
りますが、人間関係に緊張をもたらすこともあります。

• 意志が強い人は、自分の考えを固守するでしょう。
• 順応的な人は、他者の意見に従いがちでしょう。
• 連続軸の両端上の行動はどちらも同じように重要です。

順応的 意志が強い

あなたはいくらか意志が強い人です。田中 太郎さんもいくらか意志が強い人です。 サンプル 花子さん、あなたも田中 
太郎さんも、自分の意見を押し通そうとします。

チェックする  X ?

サンプル 花子さんの傾向 田中 太郎さんの傾向
他者からのアドバイスや情報を考慮したがらない傾
向がある

他者からのアドバイスや情報を考慮したがらない傾
向がある

自分自身の考えに傾倒する傾向がかなりある 自分自身の考えに傾倒する傾向がかなりある

時には、少し頑固な印象を与えるかもしれない 時には、少し頑固な印象を与えるかもしれない

実践する

田中 太郎さんとの間に生じる可能性のある障害

• あなた方は、些細な問題と思われることで対立することもあるでしょう。
• あなた方は、お互いの意見を軽視してしまい、価値ある情報を逃してしまうかもしれません。

田中 太郎さんと働くことで得られる利点

• あなた方に共通の粘り強い性質は、障害を克服するのに役立つでしょう。
• あなた方には共に執着心があるため、両者間で検討する問題は、徹底的に掘り下げられるでしょう。

田中 太郎さんと働くためのヒント
• 妥協できる点を探しましょう。
• 自分自身の考えに固執せずに、意見を述べられるオープンな話し合いを切り出してみましょう。
• 良い点と悪い点のリストアップなど、違いを評価する建設的な方法を見出してください。

田中 太郎

サンプル 
花子
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考察と話し合い

田中 太郎さんとの人間関係を改善するにあたって、最も重要なもの（1）から最も重要でないもの（6）まで６組の特性
を順位付けしてください。その後、改善の機会について考察し、話し合いましょう。

順位 二人の特性 考察と話し合い
あなたはいくらか控えめです。田中 太郎さ
んは非常に強引です。

あなたはいくらかそつがない人です。田中 
太郎さんは非常に率直です。

あなたはいくらか冷静です。田中 太郎さん
は非常にエネルギッシュです。

あなたは非常に大胆です。田中 太郎さんは
いくらか注意深い人です。

あなたはいくらか懐疑的です。田中 太郎さ
んは非常に懐疑的です。

あなたはいくらか意志が強い人です。田中 
太郎さんもいくらか意志が強い人です。


