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パーソナリティ（性格）診断

の真実 
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近年、パーソナリティ診断は一つのトレンドになりつつあります。パーソナリティ、つまり性格は、
オンライン、ソーシャルメディア、デートアプリなどで簡単に診断でき、楽しむために結果を友人
と共有するような場面をよく見かけます。 

 

 

しかし、こうした診断が普及するにつれ、誤った情報が広まる可
能性も高まります。コーン・フェリーが持つ、確立された性格特性
に関する深い科学的知見に基づき、パーソナリティ診断に関す
るいくつかの真実を共有したいと思います。当社のパーソナリティ
診断（コーン・フェリーでは、「性格特性アセスメント」と呼んでい
ますので、以下、性格特性アセスメントと言います。）に対する
アプローチは、科学的根拠、公平・公正性、そして包摂性に根
ざしています。これからお伝えする「11の真実」により、性格特性
アセスメントに関してよくある誤解を解いていきたいと思います。 

1. 人にはそれぞれ個性がある 

パーソナリティ、つまり性格とは、私たちを構成する重要な要素で
す。性格とは、感情、思考、行動の特徴的なパターンであり、人
との関わり方やさまざまな状況への対処の仕方などが含まれます。
これらのパターンは、生まれつきおよび育った環境によって形成さ
れます。性格は、「その人らしさ」の比較的安定した側面を反映
していますが、性格的な特徴、あるいは特性は、人が新しいこと
に挑戦する意欲を持つことで、時間の経過とともに少しずつ変化
していきます。例えば、内向的な性格の人でも、人脈を作りたい、
もっと影響力を持ちたいと思ったら、意識的に新しい人に会いに
行ったり、もっと多くの発言をする努力を積み重ねることで能力を
身に着けたりすることもあるでしょう。つまり、性格的な特徴は、 

できるできないの能力やスキルとは別物なのです。 

 

 

2. 時を超えて受け継がれるパーソナリティ
理論のモデル 

性格特性アセスメントの構築は、何を測定するかを選ぶことから
始まります。これは、パーソナリティ、つまり性格を考えるためのモ
デルやアプローチを選ぶことを意味します。性格は100年以上も
前から数多くの研究者により研究されているテーマなので、ユン
グの性格タイプ理論やHEXACOモデルなど、世の中にはさまざま
な性格に関する理論があります。 

5つの因子からなるビッグファイブ理論は、世界中で通用する性
格のフレームワークとして確立されています。ビッグファイブの5つの
因子は、定義や捉え方が時として異なる場合もありますが、通
常、神経症傾向（ストレス耐性）、調和性、経験への開放性、
外向性、誠実性の5つを定義します。ビッグファイブ理論は、性
格の違いを分類する重要な要素は一般的な言葉で表現できる、
という仮定に基づいています。ビッグファイブ理論のフレームワーク
は、フロイトやユングが提唱した精神力動理論（psycho-

dynamic theories）とは異なり、広義の性格特性（スーパ
ーファクター）に詳細な性格特性の項目を複数紐づける形で性
格の概念を説明しています。コーン・フェリーが提供する性格特
性アセスメントの尺度は、この「ビッグファイブ理論」に基づき設計
されています1。 

1 「ビッグファイブ」理論と同様に、コーン・フェリーの性格特性アセスメントの尺度は、正常範
囲内の性格特性を評価/アセスメントすることを目的としており、精神障害や病状を診断する
ものではありません。臨床性格検査は、精神障害を評価するためのもので、職場で使用
すべきツールではありません。 
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3. 優れた性格特性アセスメントは強力
な調査研究に支えられている 

大衆にもてはやされる心理クイズといったものを、“ポップ心理学”

と呼びます。本や映画で人気のキャラクターやグループと比べて自
分が誰タイプかを診断できる心理クイズは、私たちの周りに沢山
存在します。こうした心理クイズの目的は娯楽であり、インターネ
ットで無料で提供されています。私たちは、自分に関連のある部
分だけを取り出して面白がったりするので、こういった心理テスト
は往々にして正確で意味のあるものに見えたりします。 

しかし、研究、あるいは仕事における洞察を提供する目的で使
用する性格に関するアセスメントは、確立された専門的な基準
を満たすべきものです。専門的な基準とは、結果の信頼性、妥
当性、正確性、および公平・公正性の担保、です。アセスメント
の結果に一貫性があり、かつ信頼できる内容である場合、その
アセスメントは「信頼性が高いアセスメント」と評価されます。また、
アセスメントが測定しようとしている項目を的確に測定できている
場合、そのアセスメントは「妥当性が高いアセスメント」と評価さ
れます。完全に完璧に性格を診断できるツールはないかもしれま
せんが、より優れたツールは、すべての人に再現性と有効性の高
いフィードバックを提供することができます。 

性格に関してより確かな洞察が必要な場合は、科学的根拠に
基づいているアセスメントを使用する必要があります。心理学的
知見に基づく説得力のある性格特性を定義していたり、専門
的な説明が分かりやすく得られたり、さらには英国心理学会
（BPS）のような第三者の独立機関からのレビューや推奨を得
ているアセスメントツールを探してください。 

コーン・フェリーでは、信頼性と妥当性のある性格特性アセスメン
トを提供しています。当社のテクニカル・マニュアルにおいて、信
頼性や妥当性、評価尺度に関する詳細な情報を閲覧すること
ができます。 

4. 性格特性アセスメントには、仕事に関連
するさまざまな目的がある 

性格は、セラピー、職業カウンセリング、学校心理学、職場など、
さまざまな場面で測定されます。何十年もの間、研究者は性格
が職場の行動にどのように影響するかを研究してきました。現在
では、性格特性が、満足度、エンゲージメント、パフォーマンスなど、
仕事に関連するさまざまな結果に影響を与えることがよく知られ
ています。どのような性格特性が最も重要になるかは、仕事や組
織によって異なる場合もあります。また、特定の性格特性が、他
の特性よりも仕事に関連する成果をより良く予測する傾向がある
こともあります。性格特性アセスメントは、さまざまな文脈で正当
性を持ち、組織のためのアセスメントサービスを求める顧客や人
事担当者から期待されることが多いツールです。 

性格特性アセスメントは、適切に使用すれば、職場の以下のよ
うな多くの目的のために公正に使用することができます。 

 

仕事への取り組み方、人との関わり方、ストレスや課題への
対処法などに関する自己認識の測定 

リーダーシップ開発を含んだ自己開発 

自己理解と他者理解を高めることによるチームビルディング 

リーダーシップの発揮が求められるポジションへのレディネス 

（準備度合い）を判断するためのサクセッション・プランニング 

将来的にリーダーシップを発揮できる可能性の高いポテン
シャル人材の発掘 

キャリアパスを作成し、次のステップへのレディネス（準備度
合い）とフィット（適合度合い）を判断 

特定の役割へのフィット（適合度合い）とモチベーションに
基づいた採用 

 

多くの職務において、性格は仕事の成果を予測する上で注目
すべき要素です。性格に関する情報は、その人物に関するその
他の評価情報、面接で得られた情報、履歴書といった複数の
データと組み合わせることで、組織における人材に関する意思
決定に役立つ強力な洞察を得ることができます。 

5. 状況に応じて適切なレポートを選ぶ
ことが大切 

オーダーメイドのスーツを作るときのように正しいフィットを見極め
るためには、慎重に寸法を測る必要があります。一方で、状況
によっては、TシャツのサイズのようにS/M/Lのような大まかな値
の方が簡単で効果的な場合もあります。性格特性アセスメント
の種類によって、入念に計測された詳細なフィットに関する情報
を提供するものと、一般的なフィットに関する情報を提供するも
のがあります。どちらのアプローチが好ましいかは、目的によって異
なります。 

性格特性アセスメントの結果レポートは、アセスメントの使用目
的とレポートの読み手の両方に合ったものでなければなりません。
例えば、アセスメントが特定の仕事の採用に使用される場合、
採用担当者向けの結果レポートは、候補者の性格特性に関
する詳細な情報を提供する必要があります。一方、アセスメント
が強みや成長の機会に関する一般的な洞察を提供する目的
である場合は、アセスメント対象者の自己認識を最大限に高め
るための重要事項を示すレポートである必要があります。 
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6. シンプルな性格特性アセスメントの結果
は、自己理解に役立つ 

一般的に人々が性格診断の結果を楽しみながら受け取る方
法の一つとして、コーン・フェリーが「ペルソナ」と呼ぶタイプ理論
があります。タイプ理論は、仕立ての良いスーツではなく、
S/M/LといったTシャツのサイズのように大まかな情報を提供す
るものです。ペルソナは、人々が自分自身を理解するための
出発点となり、自分が他の人とどのように似ているのか、あるい
はどのように違うのかを示す一般的な枠組みとなります。 

ペルソナは、その人の個性を正確かつ完全に表現するもので
はないので、人材の選別、特定、比較の目的で使用するべ
きではありません。ペルソナはあくまでも一般的な描写であり、
仕事への適合性や仕事で優秀な成果を出せるかどうかの予
測において十分な精度はありません。 

7. ベンチマークを利用した性格特性アセス
メンの結果は、組織の人事的な意思決定
に役立つ 

職場で人について何らかの判断をするということには、それによっ
て引き起こされる結果が伴います。人事的判断の目的のために
性格特性のアセスメント結果を報告する場合、オーダーメイドの
スーツのように、より正確で目的に合うよう調整されている必要
があります。そのために、ベンチマークやノーム（基準値）を用い
て、その人を「良いとはどういうことか」や「成功には何が必要か」
といった基準と比較するのが一般的です。ノーム（基準値）と
は、特定の集団の平均的なスコアを反映したものであり、スコア
の高低は、その集団の平均または「ノーム（基準値）」からの
距離によって決まります。さらに、職務上の特定の要件を考慮
することも重要です。これは、ベンチマークやサクセス・プロファイル
（特定の役割における成功とは何かを定義したもの）を適切
に活用することで可能になります。 

採用において、性格特性アセスメントを使うことを考えてみましょ
う。たとえば、保険会社のカスタマーサービス担当者を採用する
とします。アセスメントの結果レポートには、求職者の結果が、 

1）基準グループとの比較、2）カスタマーサービスの仕事におい
て理想とされる性格特性との比較、の両方が示されなければな
りません。理想的に、この職種では共感性、適応性、信頼感、
謙虚さなどの性格特性のスコアが平均よりも高いことが求められ
るでしょう。特に、会計士やデータサイエンティストといった対人関
係をあまり必要としない他の職種よりは高いことが理想でしょう。 

人が仕事で成功することに貢献する属性は数多くあり、性格は
その一つに過ぎない、ということを忘れてはいけません。性格に関
する洞察は、職務に関連するその他のあらゆるデータや情報と
組み合わせることにより、より良い予測が可能になるのです。 

8. 性格特性アセスメントの回答形式には 

トレードオフがある 

性格に関する情報は、さまざまな方法で収集することができま
す。ここでは、一般的に使用される方法をいくつか紹介します。
それぞれに、長所と短所があります。 

比較的単純な二分法のテスト形式では、各項目に2つの選
択肢が用意されます。1つの文が提示され、回答者は「正しい」
か「正しくない」か、または「はい」か「いいえ」を選択します。この
回答形式は時間を掛けずに簡単に回答することができますが、
多くの項目に回答しなければならないこともあります。また、2つ
の選択肢からしか選べないことを窮屈に感じる人もいます。 

リッカート尺度を用いた回答形式では、連続的に並んだ複数
の回答選択肢が提示されます。たとえば、ある文章が提示され、
回答者はそれに対して「全く同意できない」から「非常に同意で
きる」までを5つの段階に分けた5つの回答選択肢から1つを選
びます。複数の選択肢があることに安心を感じる人が多い一
方で、どの程度の幅の選択肢を使って回答するかには個人差
があります。また、人によっては、本当の自分の姿ではなく、そう
ありたいと思っている姿を答える場合もあります。 

強制選択回答方式のテストでは、複数の記述が提示され、
回答者は自分に「最も当てはまる」ものから「最も当てはまらな
い」ものまで、記述を順位付けします。この方法では、自分が
理想とする結果に向け回答を操作できる余地が低くなります。
以下がこの回答形式の例です。 

 

 

回答者に強制的に回答選択をさせる回答形式は、さまざまな
方法で結果スコアを算出することができるのですが、中でも、強
制選択項目応答理論(FC-IRT)法は、結果スコアから最大限
の洞察を得るうえで絶対的に信頼されている回答形式です。 

コーン・フェリーの自己回答方式の性格特性アセスメントも、この
FC-IRTを採用しています。 

9. 正しく設計された性格特性アセスメントは
公平で公正なものである 

多くの場合、性格特性アセスメントは公平で公正である、と世の
中から認識されています。性格特性アセスメントは、適切に使用
されて初めて、推薦や上司任命といった人間の判断に影響を
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与える意識的、無意識的なバイアスを排除した、職場での 

人材決定に役立つ客観的で公平な洞察を提供できます。 

簡単に言えば、適切な評価というものは、違いがないところに違
いを示すべきではありません。加えて、アセスメントはベストプラク
ティスのガイドラインに沿って展開されるべきです。採用プロセスが
公平で公正なものであるためには、適切に設計されたアセスメン
トを用いることに加えて、考慮すべき重要な事項が多々あります。 

考慮すべき事項の中には、採用活動においてすべての候補者
にインクルーシブで、公平・公正かつ一貫性のある採用プロセス
を提供する、といったことも含まれます。 

コーン・フェリーは、以下の事項をお約束します。 

クライアントが人材に関する意思決定からバイアスを取り
除くお手伝いをすることにコミットします。 

公平・公正かつ、インクルーシブな用語を使ったアセスメント
を提供し、読みやすい結果レポートを提供します。 

専門家と協力して、診断ツールがアクセシビリティの基準を
満たすようにしています。 

属性グループ間で結果に違いが出ないかどうかを定期的に
検証し、プロフェッショナルとして法的な基準への裏付けがあ
り、基準を維持できているかをチェックしています。 

専門家の法律顧問の協力を得ながら、診断方法による
不利な影響が特定の属性グループに出ていないかどうか
見直しています。 

診断の妥当性について透明性を保っており、テクニカル・マニ
ュアルや心理測定に精通したコンサルタントによるサポートを
いつでも提供することができます。 

クライアントが適切な診断/アセスメントを行っているかどうかを
確認するために、クライアントと緊密に連携しています。 

定期的に自社アセスメントについて研究し、ワークエンゲージ
メント、組織コミットメント、職務遂行能力、企業業績などの
成果と着実に関連しているかを確認しています。 

より具体的な検証を希望されるクライアントには、個別にバリ
デーションスタディ（妥当性検証）を有料で提供しています。 

10. 人工知能（AI）のスコアリングを監視す
る必要がある 

AIという言葉は、コンピューターが開発したコンピューター計算を表
す言葉としてよく使われます。AIが開発した採用アルゴリズムを使
ったところ、特定の属性グループを採用するよう偏った学習をAIが
してしまった、という事例が発生しました。この事例を受け、AIを使
った採用には懐疑的な見方がされています。人間が、AIが開発し

たアルゴリズムに不適切な集団差が出てないかどうかをチェックする
ことが重要です。性格特性アセスメントのスコア算出方法にAIが
開発したものが採用されているかどうかにかかわらず、アルゴリズム
は、科学者や第三者の専門家といった「人」によって評価されなけ
ればなりません。 

アルゴリズムとは、特定の結果を得るために何をすべきかをコンピュ
ーターに指示する関数に過ぎません。AIが導き出したアルゴリズム
が公平で公正なものである場合もあります。すべての評価スコアリ
ングのアルゴリズムが、AIを使って作成されているわけでもありませ
ん。 

11. 最高の結果を得るためのベストプラクティス 

製品や道具と同じで、性格特性アセスメントの使い方には正しい
使い方と間違った使い方があります。コーン・フェリーは、職場でア
セスメントを使用する際のベストプラクティスを遵守し、またこれらの
やり方を推奨しています。 

1. 透明性を保つこと：性格特性アセスメントを行う目的を
明確に示し、その診断を受ける人それぞれからインフォーム
ド・コンセントを得る必要があります。 

2. 公平・公正であること：性格特性アセスメントは、人材に
関する客観的な洞察を提供するものです。堅固な性格特
性アセスメントは、すべての回答者にとって公平・公正、か
つインクルーシブであるよう作られています。 

3. 心理学的知見に基づいていること：科学的根拠に基づ
いた性格特性アセスメントのみが、健全なアセスメントです。
性格特性アセスメントに、信頼性と妥当性を文書化したテ
クニカル・マニュアルが存在していることを確認してください。 

ソーシャルメディア上の心理クイズは、たとえ質問の内容が
似ていたとしても、職場で受けるアセスメント程の科学的な
正しらしさはほとんどないでしょう。 

4. 目的に対して適切であること：性格特性アセスメントは、
「目的に合っている」必要があります。言い換えれば、アセス
メントとその結果レポートは、そのアセスメントが開発され検
証された用途に沿ってのみ使用されるべきです。 

自分や他者について知ることができる性格特性アセスメントは、
とてもパワフルです。適切に設計された性格特性アセスメントを
公平・公正に使用すれば、さまざまな職場で貴重なツールとな
り得ます。当社は、ここに記した「11の真実」が、性格特性アセ
スメントに関して正しい理解を促し、また、実際の使用に際して
ツールの品質を適切に判断し、人と組織の可能性を最大限に
引き出すために役立つことを願っています。 
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コーン・フェリーについて 

 

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。 

クライアントの組織構造やポジションとその責任を設計・最適化し、
適切な人材を採用できるよう支援し、社員の処遇・育成・動機付
けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、
専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援します。 
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