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の活用 
 

株式会社ビジネスパスポート 

代表取締役社長 与謝野肇 

 

ユニークな事業紹介の第１０弾です。今回のテーマは、現在どこの職場でも問題になっている、職

場のコミュニケーション不足、職場の沈滞、うつ病等の多発、離職者の発生に対する解決策の提案で

す。この診断の特色は「本人の仕事の能力をだれにでも分かる言葉で示すこと」と「その人の強み・

弱みを、他人との比較ではなく、本人の中で比較すること」です。その結果、必ず伸ばすべき点、改

善すべき点が具体的に分かってきます。この結果を職場での面接に活用することにより、上司・部下

の相互理解が深まり、職場が暖かくなります。（上野則男） 
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「職場に暖かさがなくなってきているので

はないか」と心配する経営者や人事部門関係

者が増えているようです。 

 

弊社（㈱ビジネスパスポート）は、組織・

人事のソリューション会社として、経営者や

人事部門の方々にお会いする機会が多いの

ですが、「職場の雰囲気が昔とだいぶ違って

きている。上司と部下の会話があまりなされ

ていない。お互い何をやっているかはっきり

とは掴んでおらず、関心も薄い。チームとし

てうまくワークしていないのではないかと

心配している」といった声をよく耳にします。 

厚生労働省の調査でも、入社後３年以内に

約３分の１の新入社員が離職していると報

告されています。また、会社としても将来を

嘱望していた有能な社員が、突然退職したい

との申し出にあわてふためくといった現象

も多く見られることです。これは職場でのス

トレスがかなり溜まっているにもかかわら

ず、上司や人事部がしっかりと把握し適切な

対応をしていなかったためと考えられます。 

 

なぜそうした状況が起きるのか、解決策を

模索してみたいと思います。 

私は、事態を打開するためには、かつての

日本企業の強さの象徴であった職場のチー

ムワークを復活させることが最も重要であ

り、そのためには現在途切れがちな上司と部

下の対話促進がどうしても必要と考えてい

ます。その一つの手段として、適性・適職診

断（ＢＰＡＳＳサーベイ）の上手な活用をお勧

めしたいのです。 
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どうして職場に暖かさが無くなってきたか 

 

（１）忙しい中間管理層(上司) 

バブル崩壊後の企業リストラ実施により、

中間管理層は大きく削減されたにもかかわ

らず、その後の景気回復でもあまり補充さ

れませんでした。そのため、プレーイング・

マネジャーとしての中間管理層は、業績向

上の直接責任者として多忙を極めており、

本来の重要な業務の一つである部下の指

導・育成に手が回らない、というのが多く

の企業の現状です。 

甚だしきは、そんな重い責任を負わされる

のであれば、元々人を教えることが得意でな

いので部下持ちの中間管理層に昇進したく

ないという社員も出てきているようです。 

特に、成果主義の浸透により、上司は自

らが求められている成果の達成に熱心で

あり、部下が従事している業務の結果は気

にしても、そのプロセスには無関心である

ことが多く、一部には部下の結果について

までも部下の責任にしてあまり擁護しな

い上司もいるようで、そのために部下も上

司に対する信頼感を失いつつあるという

状況になっているようです。 

さらに、ＩＴの進展により上司・部下と

もに一日中パソコンとにらめっこをして、

お互いに業務上必要最低限のことしか連

絡しあわず、上下のコミュニケーションそ

のものが著しく少なくなってきているこ

とも大きな問題です。 

今や、上司も部下もお互いがどんな仕事

をしているか分からず、お互いが勝手に動

いている個人の集合体でしかないという

極端な様相を呈している職場も多いので

はないでしょうか。 
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（２）若者サイドの問題 

今の若者の見逃すことのできない特徴と

して、「総じて物事に対し受け身の姿勢」

が目立つということが挙げられます。 

学生は、学校で覚えるべきことが多すぎ

て、論理的に考えてデイスカッションする

習慣があまりなかったためか、自らの置か

れた環境・局面を打開すべく積極的に動き

出すという姿勢があまり見受けられない

ように思われます。大学においても、両親

や先輩から「これからは人との交流を深め

るべき」と忠告された学生はともかくとし

て、多くの学生は、成績一辺倒で、とにか

く真面目に授業に出、資格を取るべく奔走

するといった個としての行動が多く、社会

人となったとき最も大事な「人とどうコミ

ュニケートするか、人をどう動かすか」に

ついての訓練や経験を持てずに職場に入

ってくることになりがちです。 

そうした受け身主体の学生が職場に入っ

てきたとき、上司をはじめ職場の先輩から

しっかりとした指導が受けられないとい

うことになると、その戸惑いは大きく、思

わぬショックを受けることは容易に想像

されます。特に、コミュニケーション力が

弱く局面打開に積極的に動く習癖のない

人の場合、対応のしようがなく、自分がこ

んなにつらいのは周囲が悪い、上司が悪い

ということで、簡単に離職という結論を出

してしまうことになるでしょう。 

部下の指導・育成がなかなかできない上

司と、他人依存症でコミュニケーション下

手の新人や若者、職場を構成するこの両当

事者がこのような状況では事態は深刻です。

相互の理解や信頼感は醸成されるべくもな

く、チームワークは不在となってしまいま
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す。何とかしてお互いの対話を進め、理解

し合い、一緒に行動していく暖かい雰囲気

を作り上げていかねばなりません。 

 

 

職場活性化の対策 

 

①第一に大事なことは、中間管理層(上司)に

対し、部下の指導・育成が非常に重要な仕

事であり、上司の責任であることをしっか

り認識させることです。 

そのためには、できるだけ部下とのコミュ

ニケーション時間を持つように仕向ける

ことが大事です。 

②しかし普段あまり会話をすることのない上

司と部下を対話のテーブルに着け、お互い

に何でも言い合える関係にするためには、

特別の工夫が必要です。 

ここで我々が提案するのは、通常どの職場

でも年１回以上行われる上司と部下の人

事面接の機会をとらえ、両者の会話のきっ

かけを作ることです。具体的には、仕事を

する上での部下の強味・弱味が表示される

適性適職診断（ＢＰＡＳＳサーベイ）の結果

を人事面接の機会にコミュニケーショ

ン・ツールとして活用することです。 

③適性・適職診断（ＢＰＡＳＳサーベイ） 

ＢＰＡＳＳサーベイは、ビジネス界で活躍す

る経営者たちが、心理学研究の権威である

多湖輝千葉大学名誉教授の監修の下、２万

人の人材母集団データを有する診断専門

業者㈱イーファルコンと共同で開発した

診断テストで、受験者が１６８の簡単な質問

に答えることにより、性格・能力・活力の

３側面から本人の仕事力を診断するもの

です。２００８年３月現在の利用者数は１万
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人を超え、利用企業数も２００社以上に及ん

でいます。運営は弊社㈱ビジネスパスポー

トが行っています。 

（URL：http://www.bpass.co.jp） 

本サーベイの診断項目は、上記のように経営

者たちが「今求められている診断はこういう

ものでないか」との発想から作成されたもの

であり、職場で日頃よく使われている項目

（リーダーシップやコミュニケーション力

等）で表示されていることから、人事部門の

みならず現場の上司や部下の人々からも、

「分かりやすい、実際的で使いやすい」との

評価をいただいているのが特徴です。 

さらに、このＢＰＡＳＳサーベイでは必ず本

人の仕事力について強味・弱みが出ること

も他社商品にない魅力です（本人平均より

高い項目が強味、低い項目が弱味と表示さ

れます）。 

これにより受験者は自分の強味をどう活か

すか、弱味をどう改善するか等、自分力向

上に明確な指針が得られます。 

なお、ＢＰＡＳＳサーベイは、「経団連の採

用に関するアンケート」で重要とされてい

る項目が多く含まれていることから、多数

の企業の採用試験にも広く活用されてお

り、企業と学生のミスマッチング防止に貢

献しています。 

④人事面接におけるＢＰＡＳＳサーベイの活用

方法ＢＰＡＳＳサーベイの結果は、図表１の

ように、パーソナリティ・コメントとして

本人の強味・弱味が一覧で表示されます。

本人はこの結果を図表２のスキルアッ

プ・シートの１．ＢＰＡＳＳサーベイ結果欄

に記載し、人事面接時にこのシートに基づ

いて本人と上司が議論を行います。 

 

http://www.bpass.co.jp
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団データを有する診断専門業者㈱イーファル

コンと共同で開発した診断テストで、受験者が

１６８の簡単な質問に答えることにより、性格・

能力・活力の３側面から本人の仕事力を診断す

るものです。２００８年３月現在の利用者数は１万

人を超え、利用企業数も２００社以上に及んでい

ます。運営は弊社㈱ビジネスパスポートが行っ

ています（URL：http://www.bpass.co.jp）。

本サーベイの診断項目は、上記のように経営者た

ちが「今求められている診断はこういうものでな

いか」との発想から作成されたものであり、職場

で日頃よく使われている項目（リーダーシップや

コミュニケーション力等）で表示されていること

から、人事部門のみならず現場の上司や部下の

人々からも、「分かりやすい、実際的で使いやす

い」との評価をいただいているのが特徴です。

さらに、このＢＰＡＳＳサーベイでは必ず本人の

仕事力について強味・弱みが出ることも他社商

品にない魅力です（本人平均より高い項目が強

味、低い項目が弱味と表示されます）。

これにより受験者は自分の強味をどう活かす

か、弱味をどう改善するか等、自分力向上に明

確な指針が得られます。

なお、ＢＰＡＳＳサーベイは、「経団連の採用に

関するアンケート」で重要とされている項目が

多く含まれていることから、多数の企業の採用

試験にも広く活用されており、企業と学生のミ

スマッチング防止に貢献しています。

④人事面接におけるＢＰＡＳＳサーベイの活用方法

ＢＰＡＳＳサーベイの結果は、図表１のように、

図表１ パーソナリティ・コメント

○○ :本人平均に対してプラス 10％以上
○ :本人平均に対してプラス 5％以上
－ :本人平均に対してプラス 5％未満

△△ :本人平均に対してマイナス 10％以下
△ :本人平均に対してマイナス 5％以下
－ :本人平均に対してマイナス 5％未満

○○

｢リーダーシップ｣(中でも｢統率性｣が高得点)組織の
メンバー特性に合わせてテーマを付与･動機付け、目

標達成に向けて主導していけます。
△△

｢受容性｣(中でも｢受容の広さ｣が低得点)自分と異なる
考えを拒み､人間的なつながりを狭めてしまう傾向が見

受けられます｡意識して冷静に､もう―度相手の考えを
聞いてみるよう心がけましょう。

基
本

的
性
格 ○○

｢独自性｣(中でも｢視点の独自性｣が高得点)慣習や型
にはまらず､他人とは異なるものの見方や着眼点で物
事を捉え、自分の考えを積極的に主張し､個性を活か

していけます。

△△

｢協調性｣(中でも｢共感性｣が低得点)周囲の意見や気持
を尊重できず､チームの協調を乱し孤立してしまう傾向
が見受けられます｡苦手を意識し､まずは率直に周囲の

意見を聞くよう心がけましょう。

○○

｢表現力｣共に働<仲間との連携や､外部とのやり取り
において、自分の意図や心情を､会話や文章等で相手

に分かりやすく伝えることができます。
△△

｢洞察･推理力｣物事や人間関係の背後にある関係性や構
造を読みとるのが苦手で､必要なときに誤った見通しを

持つことも考えられます｡信頼できる上司･友人の意見･
行動を参考にしつつ、自己啓発にも努め、正しい見通し
を持つように心がけましょう。

基
礎

能
力

○
｢論理力｣事業や企画等の根幹となる概念や仕組みを
構造的に把握し､矛盾な<筋道を立てて考えたり、理

路整然と物事を説明していくことができます。

△

｢知覚･認識力｣置かれた状況や物事の状態の認識が苦手
で､周囲の変化を見過ごし､望ましくない行動を取ってし

まう傾向が見受けられます。自らの行動基準を改め､時々
の判断に誤りはないか､チェックを心がけましょう。

○○

｢企圖能力｣消費者や顧客のニーズを把握した上で、自

らの立案に基づいて計画を作成し､スケジュールをも
含めて他者に提案することができます。

△

｢状況理解＆判断力｣局面に応じた判断を下すことが苦

手で､周囲の状況を冷静に読み取ることや､的確な行動
が取れなくなる傾向が見受けられます｡上司･友人の意
見･行動を参考にし､状況の変化に対応し､時機にあった

判断をするように心がけましょう。

応

用
能
力

○

｢応用展開力｣職務経験の中で習得した知識やスキル

を更に発展させ､臨機応変に自ら考え行動していくこ
とができます。

－

｢学習能力｣特定の知識やスキル､物事の原理･法則を､適

切に他の場面に活かしていくことが苦手な傾向が見受
けられます｡苦手を意識し､頭柔らか<､繰り返し起こる
出来事の習得･習慣化を図ることにより､的確な対応を

心がけましょう。

レ
ベ
ル

パ
ワ
ー

○

｢行動力｣(中でも｢パンチの強さ｣が高得点)自らの言
動によって､周囲に対し強い影響力やインパクトを与

えていく力があり､ビジネス場面でも､印象深い働き
かけによって､相手の共感を引き出していけます。

△
｢情報収集カ｣(中でも｢敏感さ｣が低得点)ともすると､周
囲の動きを察知することができず､必要な情報を鋭くキ

ヤツチできなくなってしまうことが考えられます。

性格･能力特性項目(1-1.基本的な性格傾向･1-2 基礎能力傾向･1-3 応用能力傾向･1-4 パワーレベル)について
受験者の中での強み･弱みの特徴をカテゴリー毎の本人平均に対して比較し､各カテゴリー毎に相対的な

高(低)得点項目を上位(下位)2 項目(パワーレベルのみ 1 項目)挙げたものである。

（本人平均に対して高得点） （本人平均に対して低得点）

弱み強み
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図表２ スキルアップ・シート

〔記入例〕

パーソナリティ・コメントとして本人の強味・弱

味が一覧で表示されます。本人はこの結果を図表

２のスキルアップ・シートの１．ＢＰＡＳＳサーベ

イ結果欄に記載し、人事面接時にこのシートに基

づいて本人と上司が議論を行います。

ＢＰＡＳＳの実施手順

このＢＰＡＳＳサーベイは、１６８の質問項目につき、

本人がどう答えるかで本人の傾向値を点数表示

（１００点満点）するものです。統計的手法を使う

ため、当然のことながら、１００％当たるとはかぎ

りません。そこで、人事面接の機会に診断結果を

上司と本人が一緒に眺め、どの項目が当たってお

り、どの項目が違うかをゲーム感覚で議論し、両

者の一致点を探していきます。こうして得た結論

は、かなり確度の高い本当の本人の姿と考えてよ

いでしょう。

（１）概略のステップ

①まず、本人がＢＰＡＳＳサーベイの結果(強味・弱

味)につき感想を述べます。通常、自分の強味

は納得、弱味については疑問ということが多い

ようです。

②次に上司が、本人の強味・弱味について自分の

考えを伝えます。本人は、自分の強味を上司が

同意し理解してくれれば、自信が得られ、かつ

上司に対する信頼感も出てきます。

また、弱味も上司が本人の日頃の仕事振りから

実例を挙げてコメントするので、本人にも納得

されやすいものとなります。このような対話は

日頃常に一緒に仕事をしている上司と部下だ

からこそ成り立つもので、本人の本当の姿につ

１．ＢＰＡＳＳサーベイ結果

強み 弱み

(基本的な性格傾向)
･リーダーシップ(統率性､主張性)
･独自性(視点の独自性)

･外向性(興味関心の広がり)
･主体性(責任感)･緻密性

･受容性(受容の広さ､同深さ)
･協調性(共感性､柔軟性)
･安定感落ち着き(平常心)

･公平性(客観性)
･外向性(人間関係の広がり)

(基礎能力･応用能力)
･企画能力
･表現力

･論理力

･洞察推理力
･知覚認識力
･状況理解＆判断力

(パワーレベル)
･行動力(パンチの強さ) ･情報収集力(敏感さ)

２．強みを磨き(一部で抑制)、弱みを改善(弱みを魅力点へ変換)

所属： ㈱ピジネスパスポート
氏名：ピー山パス男

３．今後１年間の目標(改善策)

スキル・アップ・シート

・リーダーシップが強いのは強みだが､反面で受容性､協調性の低いのが

気になるところ
⇒方針を出す前に､他人の見方､意見をもうー度良く聴いて、自分の意

見の蓋然性を良く考えてみる柔軟さが必要

･平常心の低さが気になるところだが､他人の意見を聴かなかったり、客

観性が低いことに気づいているからではないか。
⇒自分の意見を客観性のあるものにして、自信を持つことが必要

･状況理解＆判断力が弱い

⇒あえて、自分を取り巻く状況の変化や､周囲の意見に細心の注意を
払っていく勇気が必要

①本人がテーマ達成に夢中になりすぎていないかの反省が必

要
方針を出す前に､もうー度じっくりと考えてみたい。

②状況理解＆判断力を強化することが必要
人間関係の広がりが狭くなっていないか､柔軟性が足りない
ことはないか

人の意見を素直に聴けないことはないか､等々を反省して。
自分の意見の蓋然性を確かめることが必要

４．進捗状況確認

6 ヵ月後

本人記入欄

(本人署名欄) 年 月 日

上司記入欄

(上司書名欄) 年 月 日

1 年後

本人記入欄

(本人署名欄) 年 月 日

上司記入欄

(上司書名欄) 年 月 日
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ＢＰＡＳＳの実施手順 

 

このＢＰＡＳＳサーベイは、１６８の質問項目

につき、本人がどう答えるかで本人の傾向

値を点数表示（１００点満点）するものです。

統計的手法を使うため、当然のことながら、

１００％当たるとはかぎりません。そこで、

人事面接の機会に診断結果を上司と本人が

一緒に眺め、どの項目が当たっており、ど

の項目が違うかをゲーム感覚で議論し、両

者の一致点を探していきます。こうして得

た結論は、かなり確度の高い本当の本人の

姿と考えてよいでしょう。 

 

（１）概略のステップ 

①まず、本人がＢＰＡＳＳサーベイの結果(強

味・弱味)につき感想を述べます。通常、

自分の強味は納得、弱味については疑問と

いうことが多いようです。 

②次に上司が、本人の強味・弱味について自

分の考えを伝えます。本人は、自分の強味

を上司が同意し理解してくれれば、自信が

得られ、かつ上司に対する信頼感も出てき

ます。 

また、弱味も上司が本人の日頃の仕事振り

から実例を挙げてコメントするので、本人

にも納得されやすいものとなります。この

ような対話は日頃常に一緒に仕事をして

いる上司と部下だからこそ成り立つもの

で、本人の本当の姿について両者が同じ理

解に立つことが期待できます。 

③本人の仕事力について両者の理解が一致し

た後、今度は二人で本人の仕事力を向上さ

せるために日頃どんな点に留意するかを

議論し、結論を出します。これにより本人

の自己啓発の課題が明確になります。さら

3 
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に今後１年間の目標を定め、半年後あるい

は１年後に本人の努力の結果について本

人と上司がレビューします。 

④さらに、上司がもしＢＰＡＳＳサーベイを受

けていれば、自らの強味・弱味を部下に示

すことにより、相互理解や相互信頼がより

深まることも期待できます。 

 

（２）ＢＰＡＳＳ実施のメリット 

この面接の結果、次のようなメリットが期

待されます。 

●上司と部下の対話促進のきっかけとな

り、相互理解、相互信頼が深まる。これ

により突然の離職防止につながること

も期待される。 

●本人の自己啓発の課題が明確となり、仕

事をしながら向上が図れる。 

●上司も部下の強味・弱味を明確に認識で

きることから、部下の指導がやりやすく

なる。 

また、部下の仕事力について公正な考課

が期待できる。 
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最後に 

 

さまざまな要因がからみあって職場の暖

かさが失われてきている中で、日本企業本

来の強味であるチームワークを復活させる

ことは容易なテーマではありません。企業

として本腰を入れてこれに取り組む必要が

あります。 

弊社は、まず上司と部下がザックバランに

対話をする機会を人事部が音頭をとって設

営することが大事であると思っています。

そして、その対話を充実したものにするた

めにＢＰＡＳＳサーベイの活用を是非お勧め

したい。これにより、上司と部下の相互理

解・相互信頼が進み、部下の強味・弱味が

分かって部下指導が容易になり、部下も上

司への信頼感が増していきます。ＢＰＡＳＳが

職場でのチームワーク復活のきっかけとな

っていく展開を強く望む次第です。¶ 

12 
2008.7 MIND-REPORT No.82 

 

 

 

 

与謝野 肇 

（よさの はじめ） 

 

株式会社 

ビジネスパスポート 

代表取締役社長 

 

1966 年 

東京大学法学部卒 

 

1966 年 4 月 株式会社日本興業銀行 

（現 みずほコーポレート銀行）入行 

1995 年 6 月 同行 取締役シンガポール支店長 

1996 年 6 月 興銀インベストメント株式会社 取締役社長 

（※１） 

2002 年 4 月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任 

2002 年 11 月 特定非営利活動法人 

自己啓発支援機構（※２）理事就任  

2004 年 3 月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役退任 

2004 年 12 月 株式会社ビジネスパスポート 

取締役社長就任 

特定非営利活動法人自己啓発支援機構 

理事 

 

※１  興銀系のベンチャーキャピタル 

※２ ビジネスパスポート運動推進を目的とするＮＰＯ法人 

目次に戻る 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr82/mr82.html



