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Auditionレポートの概要
Auditionは、行動面接や状況面接と併せて使用されることを目的に設計されたものです。「昇
進・昇格」「採用」など、ある役割（職位・職種）において個人を比較する能力が求められる際
に最適なツールです。面接時の質問例を含んだ詳細な内容となっていますが、活用される方が、
行動特性（コンピテンシー）の概念や面接手法について精通されていらっしゃるとさらに有効で
す。
このガイドは、あなたの組織のパフォーマンス・コンサルタントの役割に対する面接の手助け
となるものです。また、このガイドは、 あなたの組織にて実施されたリサーチに基づくものな
ので、他の目的でのご使用はお控えください。

■ 本ガイドの構成
①ターゲットプロフィール
このページでは、サンプルさんのプロファイルが、特定の役割（職位・職種）の理想的なプロ
ファイルにどのくらい近似しているかを示したグラフが掲載されています。ページ右上のグラフ
は、言動傾向を規定している5個の主要なファクター（因子）ごとの適合度を、ページ下部のグ
ラフは、13個のサブ・ファクターごとの適合度を表しています。
《ファクター別のグラフ》意志、エネルギー、配慮、自律性の4つのファクター毎の適合度は
レーダーチャートで示されており、候補者の点数は赤線で、理想的なプロファイルの点数は灰色
の線でプロットされています。影響力の適合度は棒グラフで示されており、候補者の点数は■
で、理想的なプロファイルの点数は黄色の矢印で表されています。
《サブ・ファクター別のグラフ》13個のサブ・ファクターの適合度は棒グラフで表されていま
す。グラフの中心線は理想的なプロファイルの点数を意味しています。したがって、棒グラフが
中心寄りであるほど（棒グラフの長さが短いほど）、理想的なプロファイルに近似しているとい
うことになります。また、棒グラフが右に長ければ、理想的なプロファイルの点数よりも候補者
の点数が過剰に高く、左に長ければ、理想的なプロファイルの点数よりも候補者の点数が不足し
ていることを意味します。棒グラフの色は、候補者のプロファイルと理想的なプロファイルとの
乖離の程度を表しています。●緑色＝統計的に大きな差ではないので、気にする必要はありませ
ん。●オレンジ色＝少し乖離が見られるため、検討の余地があります。●赤色＝大きな乖離が見
られるため、今回求めている役割（職位・職種）に据えた場合に重大な問題が生じる可能性があ
ります。
②面接のガイド
面接のガイドは全部で13ページあります。1ページに1つのサブ・ファクターの結果がまとめら
れており、重みを0と定めたサブ・ファクターについては点数の記載がありません。
各ページの上部には、各ファクターの点数がグラフで表示されており、候補者の点数は■で、理
想的なプロファイルの点数は黄色の矢印で示されています。また、Auditionの結果から、候補
者の予想される言動や面接時に確認すると良いと思われる質問の例も記載されています。
詳しい情報については、Facet5社が提供しているAuditionユーザーガイドをご参照ください。
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プロファイルの比較
このページには、サンプルさんのプロファイル
が今回求めている役割（職位・職種）の理想的
なプロファイルにどのくらい近似しているかを
示したグラフが掲載されています。ページ右上
のグラフは、言動スタイルを規定している5個の
ファクター（因子）ごとの適合度を、ページ下
部のグラフは、13個のサブ・ファクターごとの
適合度を表しています。
意志、エネルギー、配慮、自律性の4つのファク
ターの適合度はレーダーチャートで示されてお
り、候補者の点数は赤線で、理想的なプロファ
イルの点数は灰色の線でプロットされています。
影響力の適合度は棒グラフで示されており、候
補者の点数は■で、理想的なプロファイルの点
数は黄色の矢印で表されています。 情動性 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10適合率: 62.1 (90% match)

近似チャート
過剰理想的不十分
1098765432112345678910

意志
頑固になることがあります。柔軟な対応や妥協した
経験はあるでしょうか？

意志が固い (決意)

自己主張が強い所があります。行動する前にきちん
と情報を集め、それらを考慮しているか確認しま
しょう。

協調的 (対峙)

自分の意見は持っていますが、他人の助言も考慮し
ます。

自立している (自立)

エネルギー
周囲の熱意に合わせることができます。熱心な (活力)

落ち着いていて親しみやすいです。他の人を自らの
チームに上手く巻き込んだ経験はあるでしょうか？

外向的な (社交性)

自分ひとりで働くことができます。他の人と一緒に
働いて成果を出した経験はあるでしょうか？

協議する (適応性)

配慮
仕事と人のバランスを保っています。現実的な決断
ができます

現実的な (利他主義)

必要に応じて人を支援しますが、他者には期待され
た通りに活躍してくれることを求めます。

現実的 (支援性)

人の話をよく聞き、信じます。人にはその人の能力
を発揮して貰いたいと考えます。

抜け目のない (信頼)

自律性
前もって考え、計画を立てます。計画途中の変化に
うまく対応できた例はあるでしょうか？

臨機応変 (規律)

指示どおりに人が行動することを望みます。柔軟な
対応をした経験はあるでしょうか？

堅実な (責任)

情動性
自己理解ができています。自らの課題をどこだと認
識しているでしょうか？

自信がある (緊張)

現実的でバランス感覚があります。機会を逃さず、
リスクにも適切に対処します。

落ち着いている (心配)
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意志が固い (決意)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、柔軟すぎることも自己主張が強すぎることもなく、必要に応じて断固とし
た態度を取ります。

この職務に求められることは、指示が
なくても自分の考えを構築し、自分で

決意 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務に求められることは、他人と
協調し、細かな指示を受けて仕事をこ
なすことです。柔軟性や他人のニーズ

に合わせる適応性も必要です。
目標を作り、自主的に管理することで
す。

Audition結果： 頑
固になることがあり

行動に基づく質問
あなたが責任を引き受けざ
るを得なかった場面につい

あなたが他人に特定の行動
をして貰う必要性が生じた

あなたが自分の意見に固執
した時のことについて伺います。柔軟な対応や て伺います。それは、どの時のことについて伺いまます。それは、どのような

妥協した経験はある
でしょうか？

ような状況でしたか？あな
たは、どのような行動をと
りましたか？結果はどうな

りましたか？

す。それは、どのような状
況でしたか？あなたは、ど
のような行動をとりました
か？結果はどうなりました

か？

状況でしたか？その時に、
どのような行動をとりまし
たか？結果はどうなりまし

たか？

状況に基づく質問
あなたは重要だと思ってい
ることを、そうは思ってい

人に新しいことを始めて貰
うためには、どうすれば良

いと思いますか？

意志の固い人を説得するに
は、どんな方法が最良だと

思いますか？ ない他の人に取り組んで貰
うにはどうすれば良いと思

いますか？

面接者から見た評価
54321

自分の意見に固執する人の意見に左右される
すぐに周囲に指示を出す人に合わせすぎる

説得するのは困難即断したがらない
【コメント記入欄】
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協調的 (対峙)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は融通が利き、人の話を傾聴して、議論に引き込まれることがありません。

この職務に求められることは、物事を
明確に述べ、自分の主張を強く守り、

対峙 7.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務に求められることは、妥協す
ること、人の意見を聞き、発言する前
に熟慮することです。人前では、特に
穏やかな発言をすることが期待されま

す。

断固たる態度で公然と議論できること
です。

Audition結果： 自
己主張が強い所があ

行動に基づく質問
率直に議論をする必要が
あった場面について伺いま

あなたが誰かに挑戦された
時のお話を伺います。それ

あなたが誰かと対立したと
きの状況を伺います。それります。行動する前 す。それはどのような状況はどのような状況でしたはどのような状況でした

にきちんと情報を集 でしたか？どのような行動か？どのような行動をとりか？どのような行動をとり
め、それらを考慮し をとりましたか？結果はど

うでしたか？
ましたか？結果はどうでし

たか？
ましたか？結果はどうでし

たか？ているか確認しま
しょう。 状況に基づく質問

仕事において目的を達成す
るためには率直な議論が必

ある課題に関するあなたの
見解について誰かに挑戦さ

仕事で誰かとある課題につ
いて対立した場合、どう処
理すべきだと思いますか？ 要だと思いますか？それとれたら、どのように自分の

考え弁護しますか？ も他の手段を選ぶべきで
しょうか？

面接者から見た評価
54321

課題と向き合うことを避けるすぐに対立してしまう
好転することを期待して課題を避ける他者からの挑戦に対して過剰に反応する

すぐに議論から降りようとする理屈っぽい
【コメント記入欄】
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自立している (自立)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、自立性が高く、決断を下す時に他人の支援を必要としません。

この職務に求められるのは、目標を設
定し、自分自身でやりぬく心構えをも

自立 7.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

自立のスコアが低い場合、やや仲間の
集まりという雰囲気になり、重要な仕
事はコンサルテーションになります。
この職務はチームで行うか、関係者全
てを参画させるために仮想のチームと

ち、個人として約束したことを実行す
ることです。個人の業績と独自の意思
決定がより重要です。

して行われることが多いです。意思決
定は共同で、或いは総意に基づいてな

されます。

Audition結果： 自
分の意見は持ってい

行動に基づく質問
あなたが周囲の助けが必要
だった時のことについて伺

あなたが解決すべき問題に
直面した時のことを伺いま

ある事についてチームとし
て決断しなければいけなますが、他人の助言

も考慮します。
います。それは、どのよう
な状況でしたか？あなた
は、どのような行動をとり

す。それは、どのような状
況でしたか？あなたは、ど
のような行動をとりました

かった時の状況について伺
います。それは、どんな状
況でしたか？あなたは、ど

ましたか？結果はどうなり
ましたか？

か？結果はどうなりました
か？

のような行動をとりました
か？結果はどうなりました

か？

状況に基づく質問
人に相談しながら仕事を進
めるのと、自分の考えに

仕事上の課題に直面した時
は、どのように処理してい

ますか？

グループとして決断が必要
な時には、どのように進め
たら良いと思いますか？ 従って仕事を進めるので

は、どちらがより働きやす
いと感じますか？

面接者から見た評価
54321

頑固かつ自立的実行に移す前に周囲に確認する
事前に相談しない他の人に引っ張られる

わが道を行く依存心が強い
【コメント記入欄】
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熱心な (活力)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、変化を歓迎し、誰が見てもわかるような熱意を示す人です。

この職務では、例え長期的には成功し
なくても、新しいアイディアを早急に

活力 6.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務に求められるのは、新しいも
のに目を奪われることなく、現在ある
ものの中から最善の道を探すことに集
中することです。役割としては、主役
よりも脇役であり、スポットライトは

受け入れ、実施することが求められま
す。この職務は変化を歓迎し、常に新
たな発案を求めます。しかし、時間の

あたりません。この職務は、企業の方 制約があるので余り深入りするのはよ
くありません。針で専門家としての技量を高度に育成

する機会を与えられています。

Audition結果： 周
囲の熱意に合わせる
ことができます。

行動に基づく質問
あなたが興味をそそられる
新しい機会に遭遇した時の
ことを伺います。それは、
どのような状況でしたか？

あなたがチームを代表する
役割を担った場面について
伺います。どういう状況
だったのですか？あなた

あなたが仕事で新しいアイ
デアを実行した場面につい
て伺います。それは、どん
な案でしたか？その案をど

あなたは、どのような行動は、その時にどのような行うやって発見したのです
をとりましたか？結果はど
うなりましたか？

動をとりましたか？その事
について、どのように感じ

ましたか？

か？どんな結果が得られま
したか？

状況に基づく質問
あなたがチームのために新
しいアイデアを求められた
らどう対応しますか？

あなたがチームを代表する
役割を担うよう依頼された
らどう感じますか？

仕事において、新しいアイ
デアはどのように提案すべ
きだと思いますか？

面接者から見た評価
54321

熱意があり意欲的チーム内で目立たない
取りかかるのが速い冷静かつ客観的

衝動的冷ややか
【コメント記入欄】
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外向的な (社交性)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は社交的で人と関わることを好みます。

社交性の高いビジネス関連の仕事が多
いので、この職務で求められるのは、

社交性 6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務に求められるのは、落ち着き
と、思慮深さです。この職務では、お
互いに人をよく理解し、専門家として
或いは技術面での貢献を奥深くするこ

とが許されています。

高い社交性です。重要な職務のひとつ
は、新しいコンタクト先を作ること
で、容易に人と打ち解けることが望ま
れます。

Audition結果： 落
ち着いていて親しみ

行動に基づく質問
あなたは、職場メンバーが
仕事以外のつながりが持て

よく知らない人との付き合
いは苦になりますか？ま

チームからのサポートなし
に、長期間一人で仕事をしやすいです。他の人 るように手助けした経験がた、よく知らない人と付きなければならなかった状況

を自らのチームに上 ありますか？その時、あな合う時にはどのような心掛
けをしていますか？

について伺います。その時
は、どのように感じていま

したか？
手く巻き込んだ経験
はあるでしょうか？

たは何をどのように行いま
したか？

状況に基づく質問
あなたは一人で仕事をする
よう言われても効率的に行

えますか？

同僚との職場以外での付き
合いはどうあるべきだと思

いますか？

仕事とプライベートを分け
ることは、あなたにとって
どのくらい重要ですか？

面接者から見た評価
54321

一人で仕事するのが苦手一人で仕事をするのが好き
気が散りやすい人と距離を置く

仲間が必要よそよそしい
【コメント記入欄】
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協議する (適応性)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、必要であれば自分ひとりで仕事をしますが、他者との議論も好み、意見を
受け入れます。

この職務では、問題解決は討論を通じ
て行われ、ブレーンストーミングは通

適応性 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務では、問題解決にあたり、常
に過去の事例に頼ることなく、また仲
間に相談することなく、答を出すこと
が求められます。即ち、自分自身で物
事を考えられることが求められます。

常はアイディア探索の手法として用い
られます。議論を通じてアイディアは
次々と出され展開します。このような

この職務は、問題解決に対して個別に 職場では、責任が共有されるチームと
して働くことが多いです。責任が与えられる専門家には理想的と

いえます。

Audition結果： 自
分ひとりで働くこと

行動に基づく質問
あなたは他の人とアイデア
を出し合いますか？それと

人の意見やアドバイスのお
かげでより良い判断ができ

職場の問題を解決しなけれ
ばならなかった経験についができます。他の人 も、まず自分で考えようとた経験について伺います。て伺います。それはどんな

と一緒に働いて成果 しますか？具体的な経験が
あれば教えてください。

それは、どんな状況でした
か？あなたは、どのような

問題でしたか？どう対処し
ましたか？を出した経験はある

でしょうか？ 行動をとりましたか？結果
はどうなりましたか？

状況に基づく質問
あなたの経験上、他者が問
題解決に関わることでと解

組織での意思決定はグルー
プですべきだと思います

もし職場で何か問題が生じ
たら、皆で議論しますか？

決がスムーズになることがか？それとも、その分野のそれとも時間をかけて自分
で解決しますか？ 多いですか？それとも、余専門家の声を聞いて判断す

べきだと思いますか？ 計に複雑になってしまうこ
とが多いですか？

面接者から見た評価
54321

人を巻き込んで意思決定する自分の専門分野に固執
成し遂げるにあたってチームの支援が必要発言する前にまず考える

一人では仕事ができない自分の考えを伝えるのが苦手
【コメント記入欄】
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現実的な (利他主義)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、目の前の仕事と人のニーズのバランスをとることができます

この職務では、広い視野を持ち、意思
決定の内容が仲間や株主に及ぼす影響

利他主義 5.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ビジネスにおける実用性が最も重要視
される、タフで現実的で職務指向の強
い職務です。自身の自己管理と、組織
のために粘り強く交渉することが求め
られます。挑戦的で競争の激しい職務

です。

を考えるといった親切さと寛大さが求
められます。会社は、この職務につい
ている人を社会的責任の大きな「１人
の善良な企業人」として見る傾向があ
ります。

Audition結果： 仕
事と人のバランスを

行動に基づく質問
あなたがチームメンバー対
して厳しい決定を行った経

あなたの行動によって組織
のビジネス上の利益が守ら

あなたが良いビジネス機会
を発見した時について伺い保っています。現実

的な決断ができます
験について伺います。それ
はどんな状況でしたか？あ
なたは、どのような行動を

れたという経験があれば、
その時の状況について教え

てください。

ます。それは、どのような
状況でしたか？あなたは、
どのような行動をとりまし

取りましたか？結果はどう
なりましたか？

たか？結果はどうなりまし
たか？

状況に基づく質問
あなたは短期的利益と長期
的利益のバランスをどのよ
うに調整していますか？

あなたは自分の有利になる
ように状況を変えることが

得意ですか？

良いビジネスチャンスを見
つけるために、あなたは何
をしていますか？

面接者から見た評価
54321

自分の利益を守る自分より人のことを優先する
目先の利益にとらわれるいつも助けようとする
自己中心的で日和見主義あまりにも無私無欲

【コメント記入欄】
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現実的 (支援性)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、信じることと疑うことのバランスが取れています。

この職務では、業績を上げるために先
ずチーム全体を見ることが必要です。

支援性 4.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務では、仕事を個人個人で行う
ことが要求され、個人としての業績評
価が細かく行われます。報酬も業績に
よって決められ、個人の業績評価が
チームの結果よりも重視されます。

各々が各々の方法でチームに貢献でき
るように役割の調整が行われます。
各々がベストを尽くす事だけが求めら
れます。

Audition結果： 必
要に応じて人を支援

行動に基づく質問
あなたが自分を差し置いて
でも誰かを助けた場面につ

あなたが誰かを急いで助け
ようとした場面について伺

あなたが人に厳しく接する
必要があった場面についてしますが、他者には いて伺います。それは、どいます。それは、どのよう伺います。それは、どのよ

期待された通りに活 のような状況でしたか？あな状況でしたか？あなたうな状況でしたか？あなた
躍してくれることを
求めます。

なたは、どのような行動を
とりましたか？結果はどう

なりましたか？

は、どのような行動をとり
ましたか？結果はどうなり

ましたか？

は、どのような行動をとり
ましたか？結果はどうなり

ましたか？

状況に基づく質問
あなたは他者が本当に求め
ていることを理解するため

もし、他者があなたを利用
しようとしているのではな

あなたは、人を許す場合と
人に厳しくする場合を、ど

には、建前ではない本音をいか？と感じたら、あなた
はどうしますか？

う使い分けるべきだと思い
ますか？ 見抜く力が必要だと思いま

すか？

面接者から見た評価
54321
厳格な寛大な

厳しそう批判しない
容赦ない支援的過ぎる

【コメント記入欄】
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抜け目のない (信頼)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は人から聞いた話を持って判断し行動します。偏見の目は持ちません。

この職務ではビジネスは人生の一部と
して見られます。人は基本的に善良

信頼 5.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務では、慎重さ、用心深さが求
められ、ビジネスが厳しくリスクがあ
るものと認識します。見解を受け入れ
る前に、相反する見解を持つことや、
情報を注意深く精査することが求めら

れます。

で、いつでも機会が与えられると見ら
れます。情報は広く共有され、ビジネ
スの関係は、信頼と理解に基づいて成
り立っています。

Audition結果： 人
の話をよく聞き、信

行動に基づく質問
あなたがある人の本性が見
えたと感じた時についてお

誰かが、あなたに対して心
を開いていないと感じた時

仕事において誰かがあなた
を利用しようとした時のこじます。人にはその 伺いします。それはどのよの状況について伺います。とについて伺います。それ

人の能力を発揮して うな状況でしたか？あなたそれは、どのような状況では、どんな状況でしたか？
貰いたいと考えま
す。

は、どのような行動をとり
ましたか？その、結果はど

うでしたか？

したか？あなたは、どのよ
うな行動をとりましたか？
その結果はどうでしたか？

また、そこから何を学びま
したか？

状況に基づく質問
ビジネスにおいて、人はど
の程度まで他人のお世話を
できると思いますか？

他人を救う機会に出くわし
た場合、大抵の人は助けよ
うとすると思いますか？

ビジネスにおいて、人の言
う話を基本的に信じるタイ

プですか？

面接者から見た評価
54321
防御的人を疑わない

疑い深い純真な
警戒心の強い理想主義的

【コメント記入欄】
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臨機応変 (規律)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、計画を立てますが、必要に応じて変更することができます。意思は固いで
すが、頑なにはなりません。

この職務では、計画を注意深く立て、
それに沿ってことを進めることが求め

規律 8.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務ではオリジナリティーが重要
視され、創造性の高い仕事は報われま
す。仕事を完了するために、極端な
ショートカットを探すことが求められ

ます。

られます。この職務で行う調査は、
少々時間がかかるとしても、正確さ、
論理、卓越性が求められます。

Audition結果： 前
もって考え、計画を

行動に基づく質問
あなたは仕事の計画の立て
方について教えてくださ

難しい仕事を最後までやり
遂げた時の状況について伺

あなたの日常業務について
伺います。どのように仕事立てます。計画途中 い。どのように段取りを考います。それは、どのようの計画を立てますか？その

の変化にうまく対応 えますか？その計画をどのな状況でしたか？その時計画立ては、どのようにあ
できた例はあるで
しょうか？

ように実行に落とし込みま
すか？立てた計画を大事に

する方ですか？

に、どのような行動をとり
ましたか？結果はどうなり

ましたか？

なたの役に立っています
か？

状況に基づく質問
仕事において、計画に沿っ
て物事を進める方が好きで

少ないタスクに絞って集中
して取り組む方ですか、そ

あなたは予め綿密に計画さ
れたアプロ－チをとること

すか？それとも、縛られずれとも同時に複数のことを
沢山こなす方ですか？

を好みますか、それとも状
況を見ながら都度対応する
方を好みますか？

にその時々で何をするか考
える方が好きですか？

面接者から見た評価
54321

正確かつ着実な仕事創造的だが非体系的
リスクを嫌う自由に発想する

変化に抵抗する規律に欠ける
【コメント記入欄】
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堅実な (責任)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は、責任感の強い人です。仕事に真剣に取り組み、優れた結果を出そうと努
め、人にも自分と同じ姿勢を求めます。

この職務では、最善の結果を生むため
に従うべき明確な規則や手法が定めら

責任 8.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務には、気楽さが求められ、物
事をありのままに捉えて独自のスタイ
ルをとる人に対して常に支援的である
必要があります。行動や、服装、マ
ナーについては殆ど要求されるものは

れています。効率の改善は常に追求し
ますが、ビジネスがどの様に機能し、
規則に従ってなされているかを知るこ

なく、個人の自由と表現が追求されま とが求められます。仕事を真剣に捉
す。自由と革新性が非常に高く評価さ

れます。
え、自分自身及び他人のために責任を
取ることが求められます。

Audition結果： 指
示どおりに人が行動

行動に基づく質問
会社の指針を徹底しなけれ
ばならなかった場面につい

人を規則に従わせなければ
ならなかった場面について

あなたが他人行動に対して
責任を取らなければいけなすることを望みま て伺います。それは、どの伺います。それは、どのよかった状況について伺いま

す。柔軟な対応をし ような状況でしたか？あなうな状況でしたか？あなたす。それは、どのような状
た経験はあるでしょ
うか？

たは、どのような行動をと
りましたか？結果はどうな

りましたか？

は、どのような行動をとり
ましたか？結果はどうなり

ましたか？

況でしたか？あなたは、ど
のような行動をとりました
か？結果はどうなりました

か？

状況に基づく質問
会社の規則は厳しく運用す
べきだと思いますか？それ

周囲の人に会社の規則を守
るべきであると説得すると

あなたは、どの程度の範囲
まで他人の行動の責任をと

とも、ひとつの指針としてしたら、どのようなアプ
ローチを取りますか？

らなければならないと考え
ていますか？ 臨機応変に運用すべきだと

思いますか？

面接者から見た評価
54321

義務感が強い常に改善をする
常に好業績を求める束縛をきらう

狭量な従順でない
【コメント記入欄】
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自信がある (緊張)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者は自信を持っており、どんな困難にも対処できると確信しています。

この職務は、仕事量は多いかもしれま
せんが、一定しているので予測が可能

緊張 5.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務では、継続的に締切日のある
仕事があり、ストレスが仕事の一環に
なっています。予測できない変化が常
に起こりますが、感情的な支えがなく
ても、こうした事態を管理することが

求められます。

な職務といえます。自分がなすべきこ
とはわかっており、プレッシャーのか
かるときは、組織の援助を仰ぐことが
できます。変化は起きますが、予測で
きるものであり、通常業務の中で処理
可能です。

Audition結果： 自
己理解ができていま

行動に基づく質問
現在の仕事において、あな
たはどんなスキルを向上さ

仕事の場面において、あな
たにとって大きなストレス

仕事に必要な特定のスキル
が自分に不足していると感す。自らの課題をど せることができましたか？となっていたものについてじた状況について伺いま

こだと認識している
でしょうか？

何によって、それは動機づ
けられましたか？そのスキ
ルが向上したことは、どの

伺います。それは、どのよ
うな状況でしたか？あなた
は、それに対してどのよう

す。それはどんなスキルで
したか？そのことに対して
どのような行動をとりまし

ような出来事から認識でき
ましたか？

な行動をとりましたか？結
果はどうなりましたか？

たか？結果はどうなりまし
たか？

状況に基づく質問
もし仕事に対する自信を持
てない人がいた場合、その

仕事中にあなたがストレス
を感じるのはどんなことで

すか？

あなたの仕事をより良く行
うために身につけるべきス
キルは何ですか？ 人に自信を持って貰うため

の最善策は何だと思います
か？

面接者から見た評価
54321
気楽な不安

自分に満足自己卑下
自信過剰な心配性

【コメント記入欄】
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落ち着いている (心配)パフォーマンス・コンサルタントインタビュー

理想的な候補者はどちらかというと楽観的で何事にもめげません。物事を個人的に捉えない所
があります。

この職務では、長所に注目し、得意な
スキルを使って仕事をすることが許さ

心配 4.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

この職務では、新しいことを常に試し
てみることが必要です。失敗しなくて
も結果がでないこともしばしばです。
従って、かなり困難な状況下でも積極
性と客観性を維持することが求められ

ます。

れます。参照できる過去の資料がある
ので、リスクのある場合には充分に調
査し、そうした変化に対して個人も組
織も準備することが求められます。

Audition結果： 現
実的でバランス感覚

行動に基づく質問
リスクを素早く察知し、思
い切って対応をした経験に

仕事で緊急事態が起きた時
のことについて伺います。

直近で、仕事に成功して満
足した時の状況について伺があります。機会を ついて伺います。それは、どのような状況でしたか？います。どのような状況で

逃さず、リスクにも
適切に対処します。

どのような状況でしたか？
あなたは、どのような行動
をとりましたか？結果はど
のようになりましたか？

あなたは、どのような行動
をとりましたか？結果はど

うなりましたか？

したか？どのような行動を
とりましたか？どのような

結果でしたか？

状況に基づく質問
仕事において緊迫感はどの
程度重要になると思います

か？

抵抗勢力がある中でも何か
を成し遂げねばならぬ時、
あなたはどんな気持ちにな

りますか？

あなたは新たな行動に伴う
リスクを、日頃どのように
判断していますか？

面接者から見た評価
54321

能力に自信があるすぐやる気をなくす
自己満足している悲観的で自信がない
緊迫感に欠ける挑戦を避ける

【コメント記入欄】
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メモ
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