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パーセンタイルについて 

LCP では、素点、つまり 1 から 5 までの間の数字だけでなく、パーセンタイルを用いていま

す。それは、質問によって点数のつけられ方が異なるからです。例えば、データベース上で、

ある質問に対する平均点は 2 点でも、他のある質問に対しては平均点が 4 点ということもあ

ります。つまり、実際の点数では、相対的な意味が項目によって異なってきます。パーセンタ

イルはある項目に対する結果を別の項目の結果と相対的に比較することを可能にします。 

 

パーセンタイルは、実際の点数よりもデータが意味することをより明確に表しています。例

えば、あるグループに、5 段階での平均点がいくつくらいかを尋ねると、だいたい 3 点という

答えが帰ってきます。LCP では肯定的な表現の質問（だいたいの 360°調査は肯定的な質問で

できていますが）に対する平均点は約 4.0 で 3 点ではありません。アンケートに答えている人

たちが、ある質問が肯定的だと解釈するや否や大抵の場合 3～5 点という、高いほうの点数を

使おうとします。殆どの 360°調査では、平均点が 4.0 点を超えています。このため、もしあ

なたの点数が 4.0 だとすると、多くの人は「自分が良くできている」と考え、それが平均的な

結果にすぎないことが伝わりません。 

逆に、否定的な質問だと解釈されると反対の事が起こります。得点は 1～3 点の間に点数が

付けられることが多く、平均点は約 2.0 になります。例えば、「私は他者の感情を害する」と

いうような肯定的とはみなされない質問では、人々は 1～3 点の点数を使いがちです。これで

は、例えば「操作」と「チームワーク推進」などの結果を比較するのが非常に難しくなりま

す。パーセンタイルに変換することで、基準値が異なる（平均点に非常に差がある）項目同士

の比較が意味のあるものになります。例えば、あなたの「独裁」の実際の点数が 2.5 で、「他

者との関わり」が 3.8 だったとしましょう。あなたは、3.8 は、2.5 よりもずっと高得点だと

結論付け、自分の「他者との関わり」に関する行動を誇示し、「独裁」には意識を向けないか

もしれません。一方、パーセンタイルに変換してみると、「他者との関わり」の 3.8 は、40

パーセンタイルに位置し、「独裁」の 2.5 は 75 パーセンタイルに位置していることがわか

り、まったく異なる結論になります。この結果からは、もしあなたがチームに対してより良く

関わっていくならば、「独裁」に関する行動に注意を向けることが強く示唆されています。 

LCP の 360 度フィードバックは、その人のパターンがわかりやすく現れるようにデザインさ

れています。実際の点数を用いると、非常に分散が小さい場合にパターンを見ることはほとん

ど不可能です。パーセンタイルは、意味のある差を浮き彫りにし、パターンを見つけやすいよ

うにするためのものです。これにより、最も重要な取り組むべきポイントを見つけやすくなり

ます。データが示すパターンを浮き彫りにするためには、実際のデータよりもパーセンタイル

用を使用する方が有益と言えます。 
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カテゴリー別（ブレークアウト）のパーセンタイルについて 

 

「ブレークアウト（カテゴリー別）のデータを見比べた時、実際の点数は同じなのにパーセン

タイルが違うことがあります。(例：「同僚」が 4.0、「直属の部下」も 4.0 なのに、パーセン

タイルが違う、など） 

それぞれのカテゴリーには、それぞれの基準データベースがあります。「自己評価」は他の人

が自分に対してつけた「自己評価」に比較したパーセンタイルが示されます。同様に、「同

僚」は「同僚」のデータベース、「直属の部下」には「直属の部下」のデータベースがあり、

それと比較したパーセンタイルになっています。このため、「同僚」も「直属の部下」も、実

際の得点（平均点）では 4.0 でもパーセンタイルが異なることがあります。 

 

「上司」「同僚」等、それぞれのカテゴリーにはそれぞれ別のデータベースを基準にしていま

す。「フィードバック提供者（以下 FB提供者）」全体にも同じことが言えます。実際の得点の

場合は、各カテゴリーの点数を平均すると「FB提供者」全体の得点になりますが、パーセンタ

イルはそうとは限りません。例として、「同僚」と「直属の部下」という 2 種類のカテゴリー

の FB 提供者だけからなる LCP について考えてみましょう。「同僚」のパーセンタイルは１

２％、「直属の部下」は 16%だとします。これらを総合してまとめた「FB提供者」全体のパー

センタイルは８％、各カテゴリーいずれのパーセンタイルよりも低いスコアになる、というこ

とも起こり得ます。すなわち、「同僚」、「直属の部下」どちらもパーセンタイルスコアは低

いのですが、合わせたスコアは相対的にさらに低くなることがあります。各カテゴリーの結果

をまとめて、「FB 提供者」全体というさらに大きな母集団のデータベースと比較した時、この

まとめられた点数のパーセンタイルが低くなった、ということです。 
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サマリー指標 

サマリー指標 は、LCPの全ての結果を 4 つの尺度にまとめたもので、パーセンタイ 

ルで表わされています。 

 

 

リアクティブ - クリエイティブ スケールは、クリエイティブ側面とリアクテ 

ィブ側面のバランスを示しています。パーセンタイルで示され、自分のコン 

ピテンシーをこのサーベイを受けた他者との相対値として掴むことができま 

す。 

この指標は、クリエイティブもしくはリアクティブな行動／振る舞いに、リ 

ーダーが注ぐエネルギーの量です。あなたのリーダーシップや、関係性や目 

的志向の行動が どのくらいクリエイティブなものから生まれているのか、 

その程度の指標です。また、自己概念や内的動機が自分の内側から生まれて 

いるか（クリエイティブ）、あるいは外側からの期待、規則、状況によって 

定義しているか（リアクティブ）、その指標でもあります。 

 
リアクティブ - クリエイティブ スケール 

= 「クリエイティブ スコアの平均」－「リアクティブ スコアの平均」 

                                           （パーセンタイルで表示） 

 

 

 

関係性 – 任務バランスは、関係性コンピテンシー（他者との関わり）と達成コン 

ピテンシー（目標達成）のバランスを表します。 

人、任務それぞれの側面のバランスがとれているか、偏っているかを示す指標で、 

パーセンタイルで表されます。このスコアが高いことは、状況に応じ「目標達成」 

や「他者との関わり」にアクセスして効果を発揮できる高い能力があることを示し 

ています。 

注：「目標達成」と「他者との関わり」それぞれのスコアの高低は反映されませ 

ん。 

関係性 – 任務バランスのスコアを解釈する時は、サークルからの視覚的な情報も考 

慮に入れる必要があります。「目標達成」と「他者との関わり」がそれぞれ 10％、 

即ちそれぞれは効果的ではないとしても、双方のスコアのバランスが良ければ、関 

係性 – 任務バランスのスコアが 100％となることがあり得るからです。 

関係性 – 任務バランス 

＝ 「他者との関わり」か「目標達成」の低い方のスコア ÷ 高い方のスコア 

（パーセンタイルで表示） 

 



 

 5 ©The Leadership Circle® ǀ All Rights Reserved 5 

 

リーダーシップポテンシャルの活用は、これは測定したすべての項目について 

まとめた最も総合的な指標です。結果はデータベースとの相対値で表わしたもので 

す。 

「つまり、私はどうなのか」、「まだ発揮していない潜在的可能性がどのくらいあ 

るのか」、「私はさらにどのくらい伸びしろがあるのか」という質問に答えるため 

に、すべての項目のスコアを考慮しまとめたものだと言えます。 

 

リーダーシップポテンシャルの活用 

＝ リアクティブ-クリエイティブ スケール（CR）× 関係性－任務バランス（RT） 

（パーセンタイルで表示） 

 

注：リーダーシップポテンシャルの活用を伸ばすためにはCRとRTのスコアを見ま 

す。成長のために焦点を当てるポイントが分かります。どちらかまたは両方のスケ 

ールが低い場合、リーダーシップポテンシャルの活用も低くなります。 

 

 

効果的なリーダーシップの発現度 は、リーダーとしてどのくらい効果が現されて 

いるかの全体的な指標です。これは、調査から得られた結果であり、同時に業績指 

標とも相関があることが分かっています。 

これは、自分のリーダーシップの効果がどのように認識されているかの指標 

で、LCPのサーベイの中に組み込まれた、以下の5つの質問に関するスコアをパーセ 

ンタイルで表わしたものです。 

 

効果的なリーダーシップの発現度の質問: 

▪ 彼/彼女が提供しているリーダーシップの質に満足している 

▪ あの人のようになりたいと周囲に思わせるリーダーだ 

▪ 理想的なリーダーの手本である 

▪ 彼/彼女のリーダーシップは、この組織の繁栄に役立っていると思っている 

▪ 全般的に、彼/彼女は非常に効果的なリーダーシップを提供している 
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よくある質問 — サマリー指標 

 
関係性－任務バランス 

リーダーシップポテンシャルの活用 

サマリー指標の定義 

 
LCP/LCP マネージャー・エディション共通 

 

サマリー指標：関係性－任務バランス 

 
関係性－任務バランスに関して多くの質問が寄せられます。まず、以下をご確認く 

ださい。 

1. 関係性－任務バランス・スケール（R-Tバランス）は、内側のサークルの「 

目標達成」と「他者との関わり」のバランスを測定しており、プロファイ 

ル全体の右半分（任務）と左半分（関係性）のバランスを測定しているわ 

けではありません。しかし、この測定方法はクリエイティブに発揮されて 

いる「任務」と「関係性」の資質のバランスを測る良い目安となります。 

 

2. 時々、R-Tバランスが、内側のサークルの「他者との関わり」と「目標達成」に 

現れている結果と一致しないように見えることがあります。例えば、内側のサ 

ークルを見ると非常に均衡が取れているように見えますが、R-Tバランスを見る 

と、著しく不均衡であったりします。 

 

• これはほとんどの場合、「他者との関わり」と「目標達成」が共に非常に高い、 

もしくは非常に低い時に起こります。R-Tバランスが内側のサークルの印象ほど 

高くない理由を理解するには、「他者との関わり」と「目標達成」のパーセンタ 

イル・スコアが非常に高い、あるいは非常に低い時、データ分布のベル型曲線の 

裾にある素点とパーセンタイル・スコアとの関係に何が起きているのかを理解す 

る必要があります。 

 

• ベル型曲線の裾では、素点で大きな差があっても、パーセンタイル・スコ 

アでは小さな差になります。その一方で、ベル型曲線の中央における素点 

の小さな差は、パーセンタイル・スコアにおいて大きな差となります。 
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• 例えば、ある人物の「他者との関わり」の平均点がとても低い1.5点、かつ「目標 

達成」のスコアも低く3.0点だとします。これは、素点においては非常に大きな不 

均衡ですが、パーセンタイル・スコアでは小さな不均衡となります。内側のサー 

クルを見ると、「他者との関わり」ではおそらく３％という非常に低いスコアに 

なっていることでしょう。「目標達成」を見ると、スコアは10％くらいかもしれ 

ません。これはグラフ上では大きな不均衡には見えませんが、R-Tバランス・スコ 

アは素点間のバランスに基づいて計算されているので、たとえ内側のサークルの 

スコアが均衡を保っているように見えたとしても、R-Tバランスを見るとスコアは 

非常に低くなっていることでしょう。 

• 内側のサークルの「他者との関わり」と「目標達成」のスコアが視覚的に不均 

衡に見えないかもしれませんが、内在する素点においては大きな不均衡がありま 

す。また、上述したケースにおいて、パーセンタイル・スコアを見ると「目標 

達成」と「他者との関わり」は3倍以上の開きがあります。想像してみてくださ 

い。もし、「他者との関わり」が30％、かつ「目標達成」が３倍の90％であっ 

たなら、大きな不均衡が存在すると結論づけることでしょう。しかし、パーセン 

タイル・スコアが3％と10％である時、サークルでの差はあまり感じられません 

が、3倍以上の不均衡が存在しています。 

• 上記の例は、ベル型曲線の裾で何が起きるかを示しています。同様のことが、分 

布図の反対側の端にある非常に高い素点にも起こります。「他者との関わり」と 

「目標達成」が共に80％を超えていて、内側のサークルでは相対的に均衡がとれ 

ているように見えるかもしれません。これは内在する素点の均衡が保たれている 

ことを意味するものではないので、R-Tバランス・スコアはより低くなるかもしれ 

ないのです。 

• このような事から、R-Tバランスが低く、しかしサークルではあまり不均衡がない 

ように思える時は、R-Tバランスは、プロファイルにおけるパターンに目を向ける 

サインとして捉えて下さい。 

 

よりリアクティブが強いプロファイルの場合： 

「他者との関わり」と「目標達成」のところが低く、かつR-Tバランス・スコアが低 

いプロファイルでは、リアクティブ側に非常に高いものがあり、これらが示唆する 

その人の特徴がクリエイティブのスコアを全体的に低くしている傾向がよく見られま 

す。このように、R-Tバランス・スコアは重要なパターンに目を向けるための入り口 

と成る場合があります。 

よりクリエイティブが強いプロファイルの場合： 

「他者との関わり」と「目標達成」が共に高くR-Tバランスが低い時、R-Tバランス 

を気にする必要はありません。「他者との関わり」と「目標達成」の素点における 

差は、標準よりも大きいかもしれませんが、プロファイルを読み解くにあたっては 

R-Tバランスはこの場合は重要ではないかもしれません。 

 

このように、R-Tバランスは、プロファイル全体との関係性の中で読み解く必要が 

あります。 
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▪ 例えば、ある人物の「他者との関わり」の平均点がとても低い1.5点、かつ「目

標達成」のスコアも低く3.0点だとします。これは、素点においては非常に大き

な不均衡ですが、パーセンタイル・スコアでは小さな不均衡となります。内側の

サークルを見ると、「他者との関わり」ではおそらく３％という非常に低いスコ

アになっていることでしょう。「目標達成」を見ると、スコアは10％くらいかも

しれません。これはグラフ上では大きな不均衡には見えませんが、R-Tバラン

ス・スコアは素点間のバランスに基づいて計算されているので、たとえ内側の

サークルのスコアが均衡を保っているように見えたとしても、R-Tバランスを見

るとスコアは非常に低くなっていることでしょう。 

▪ 内側のサークルの「他者との関わり」と「目標達成」のスコアが視覚的に不均 

衡に見えないかもしれませんが、内在する素点においては大きな不均衡がありま 

す。また、上述したケースにおいて、パーセンタイル・スコアを見ると「目標 

達成」と「他者との関わり」は 3倍以上の開きがあります。想像してみてくださ 

い。もし、「他者との関わり」が 30％、かつ「目標達成」が３倍の 90％であっ 

たなら、大きな不均衡が存在すると結論づけることでしょう。しかし、パーセン 

タイル・スコアが 3％と 10％である時、サークルでの差はあまり感じられません 

が、3倍以上の不均衡が存在しています。 

▪ 上記の例は、ベル型曲線の裾で何が起きるかを示しています。同様のことが、分

布図の反対側の端にある非常に高い素点にも起こります。「他者との関わり」と

「目標達成」が共に 80％を超えていて、内側のサークルでは相対的に均衡がと

れているように見えるかもしれません。これは内在する素点の均衡が保たれてい

ることを意味するものではないので、R-Tバランス・スコアはより低くなるかも

しれないのです。 

▪ このような事から、R-Tバランスが低く、しかしサークルではあまり不均衡がな

いように思える時は、R-Tバランスは、プロファイルにおけるパターンに目を向

けるサインとして捉えて下さい。 

よりリアクティブが強いプロファイルの場合： 

「他者との関わり」と「目標達成」のところが低く、かつR-Tバランス・スコアが低 

いプロファイルでは、リアクティブ側に非常に高いものがあり、これらが示唆する 

その人の特徴がクリエイティブのスコアを全体的に低くしている傾向がよく見られま 

す。このように、R-Tバランス・スコアは重要なパターンに目を向けるための入り口 

と成る場合があります。 

よりクリエイティブが強いプロファイルの場合： 

「他者との関わり」と「目標達成」が共に高くR-Tバランスが低い時、R-Tバランス 

を気にする必要はありません。「他者との関わり」と「目標達成」の素点における 

差は、標準よりも大きいかもしれませんが、プロファイルを読み解くにあたっては 

R-Tバランスはこの場合は重要ではないかもしれません。 

 

このように、R-Tバランスは、プロファイル全体との関係性の中で読み解く必要があり

ます。 



 

 9 ©The Leadership Circle® ǀ All Rights Reserved 9 

 

LCP/マネージャー・エディション共通 

サマリー指標：リーダーシップポテンシャルの活用 

 
質問：リーダーシップポテンシャルの活用について、どのようにクライアントに説 

明すれば良いでしょうか？ 

 

リーダーシップポテンシャルの活用は、リアクティブ‐クリエイティブ・スケールと 

関係性－任務バランスを、掛け合わせたものです。ただ、二つの単なる平均とは異な 

るため、予想よりも高く見えたり低く見えたりすることがあります。 

 

リーダーシップポテンシャルの活用の計算式： 

▪ 「任務／関係性バランス」×「クリエイティブ‐リアクティブ・スケール」 

この数値を、基準データーベースと比較してパーセンタイルとして表されます。 

 

このスケールは、時折クライアントを混乱させます。例えば、以下のようなスコアの 

組み合わせについて、クライアントから説明を求められるかも知れません。 

 

 

▪ リアクティブ‐クリエイティブ・スケールのスコア：70％ 

▪ • 関係性－任務バランスのスコア：5％ 

▪ リーダーシップポテンシャルの活用のスコア：55％ 

 

このように、予想通りの数値ではないことがあります（関係性－任務バランスと同 

様に）。リーダーシップポテンシャルの活用は、二つの数値を掛け合わせたもので 

すが、その結果をパーセンタイルにすると、結果は単なる平均にはなりません。パ 

ーセンタイルは非線形（正比例ではない）ためです。 
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LCP/マネージャー・エディション共通 

 

サマリー指標：その他の特徴 

 
以下は、各サマリー指標の数学的比率です： 

 

▪ 「クリエイティブ／リアクティブ・スケール」＝「クリエイティブの平均（素

点）」－「リアクティブの平均（素点）」得られた値を基準データーベースと比

較しパーセンタイルとして表されます。 

▪ 関係性－任務バランス ＝（「他者との関わり」と「目標達成」の低い方の素

点）÷（「他者との関わり」と「目標達成」の高い方の素点）得られた値を基準

データーベースと比較しパーセンタイルとして表されます。 

▪ リーダーシップポテンシャルの活用 ＝「任務／関係性バランス」×「クリエイ

ティブ‐リアクティブ・スケール」この数値を、基準データーベースと比較しパ

ーセンタイルとして表されます。 

▪ 効果的なリーダーシップの発現度 ＝ このスケールは、その他のサマリー・スケ

ールとは計算方法が異なります。LCP（とマネージャー・エディション）の中に

組み込まれた5問の以下の質問について、パーセンタイルを算出しています。 

 

リーダーシップの発現度に関する質問とは： 

▪ 私は、彼／彼女が提供しているリーダーシップの質に満足している 

▪ 彼/彼女は、あの人のようになりたいと周囲に思わせるリーダーだ 

▪ 彼/彼女は、理想的なリーダーの手本である 

▪ 彼/彼女は、私のリーダーシップはこの組織の繁栄に役立っている 

▪ 彼/彼女は、全般的に、自分は非常に効果的なリーダーシップを発揮している 
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背景の質問 

ラポールとつながりを築き、守秘義務を確認します。その後、以下のいく

つかを質問します。 

 

「LCP には、あなたの仕事の環境やフィードバック提供者などの背景情報

が反映されます。 また、過去から連れてきている思考・行動のパターン

や習慣に気づく助けにもなります。」 

 

結果を見る前に、短い時間（５～10分ほど）、仕事に関する背景情報を聞

かせてください」 

 

▪ あなたの役割はどんなものですか？ どのくらいその役割にいます

か？ 

 

▪ 以前、360度フィードバックを受けた事がありますか？（ある場合）

どんなものをいつ頃受けましたか？ また、どんな事が役に立ちま

したか？ 

 

▪ 仕事の環境はどんなものでしたか？これまででとてもよかった時の

こと、悪かった時のこと、何かを達成したときなど。また、一年後

くらいにはどのようになっていたらいいですか？ 

 

▪ あなたは、これまでどんな事を達成してきたのでしょうか？どんな

課題／チャレンジがありましたか？（あなたの行動に影響したよう

なことは？仕事＆ 仕事以外。人間関係も含む） 

 

▪ LCPのフィードバックを誰に頼みましたか？ 彼らを選んだのはなぜ

ですか？ 
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思考のパターンや習慣の質問 

 

LCP には、あなたの仕事やフィードバック提供者などの背景情報が影響し

ているだけでなく、あなたが過去から連れてきている「思考・行動のパタ

ーンや習慣」に気づく助けにもなります。 

LCP の結果を探求するために役立つと思われるので、あなたの今の行動や

思考のパターンや習慣の形成に影響を与えた経験や出来事、人物などにつ

いて、話をしてください。（ターニングポイントとなる 

ような経験、出来事、人物など。）   

クライアントが話しにくそうな場合は、以下の３つの時期を例に出すとよ

い（10～15分） 

 

▪ 今のあなたの役割（役職）についてから。もしくは最近１〜３年ぐ

らいの間 

あなたの思考のパターンや習慣に影響した可能性のある、きっかけ

となった出来事、環境、人物。（例：「会社がリストラをして同僚

が解雇されることになった」等）→ クライアントに答えてもらう 

 

▪ 学生を卒業して社会人になった、移行期の頃 

あなたの思考のパターンや習慣に影響した可能性のある、きっかけ

となった出来事、環境、人物。（例を挙げる） →  クライアント

に答えてもらう 

 

▪ あなたの思考のパターンや習慣の形成に影響を与えた、最も早い時

期の出来事、環境、人物。 

家庭環境・規模、兄弟姉妹、父親、母親、家庭の価値観、育った環

境、学校生活など。 

（例を挙げながらノーマライズ（標準化）する。「私の両親はどち

らも完璧主義者だった。そんな親もとで育ったから同じ様な習慣に

なった。」等。） →  クライアントに答えてもらう 
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フィードバック（FB）提供者の設定について 

ザ・リーダーシップ・サークル プロファイル（LCP）を実施するために 

 
フィードバック（FB）提供者の選択について 

人数 と カテゴリー 

最低5名のFB提供者がアンケートを完了するとプロファイルは得られますが、より効 

果的にご活用いただくために、少なくとも10名以上のFB提供者を設定し、フィード 

バックをもらってください。 

カテゴリー： FB提供者は「上司の上司」「上司」「同僚」「部下」「その他」の5つ 

のカテゴリーに分類できます。 

多角的な視点でのプロファイルを得るため、各カテゴリーそれぞれ有効な人数のフィ 

ードバックをもらうことを推奨しています。 

▪ 「上司の上司」、「上司」のカテゴリーは、FB提供者が1名でもアンケートの回

答を完了すれば、ブレイクアウト（カテゴリー毎の結果）がレポートに記載され

ます。1名の場合は匿名性は保たれません。 

▪ 「同僚」、「部下」、「その他」のカテゴリーは、匿名性を保つために、FB提供

者が3名以上アンケートの回答を完了しないと、ブレイクアウトがレポートに記

載されません。これらのカテゴリーでは、出来る限り、各カテゴリー4～5名（少

なくとも3名）にフィードバックを依頼することをお勧めします。 

 

どんな人が適しているか 

FB提供者からのフィードバックは、LCPから得られる情報の質に直接影響します。 

以下のような人を選んでください。 

▪ あなたのことをよく知っている人 

▪ 信頼、信用できる人 

▪ 善意があり、あなたが自分自身について学びを深めることを助けたいと願ってい

る人 

▪ あなたの仕事上の責任と、その影響が及ぶ範囲について理解している人 

▪ あなたの仕事上の様々な役割に関して知っている人 

 

FB提供者設定の手順 

FB提供者を決めたら、それぞれの方に対して以下のことを確認してください。 

▪ あなたがLCPに参加していて、その人のフィードバックが重要であることを伝

え、その人が快くアンケートに答えてくれることを確認してください。 

▪ アンケートはすべてインターネット上で行われます。FB提供者がインターネット

に接続できる環境にあることを確認し、Eメールアドレスを教えてもらいます。 

▪ アンケートの特徴について以下の点をFB提供者に伝えてください。 

▪ 「同僚」、「部下」、「その他」のカテゴリーからのフィードバックは、それぞ

れ匿名で扱われ個人が特定されることはありません。（「上司」、「上司の上

司」はこの限りではありません。） 



 

 14 ©The Leadership Circle® ǀ All Rights Reserved 14 

 

▪ アンケートの入力には約30分かかります。 

▪ アンケートは、TLCのオンラインシステムとFB提供者の間で行われます。 

▪ アンケートの招待メールは、TLCオンラインシステム（

notifications@theleadershipcircle.com）から各FB提供者に自動送信され、FB

提供者はWeb上でアンケートに入力します。アンケート入力が完了すると、結果

はオンラインシステムに送信されます。 

▪ すべての質問に答えてアンケートを完了していただくことが必要です。 

▪ 途中でアンケートを中断した場合、また同じところに戻って再開することができ

ます。 

▪ FB提供者には、考え込まずに直感的にアンケートに答えていただきます。 

▪ アンケートは主に、質問文に対してどう思うか、番号をクリックして答える形に

なっています。途中、3つの質問に対しては文章での回答が必要です。アンケー

トそのものは匿名ではありますが、この回答についてのみ、FB提供者が入力した

文章がそのままレポートに記載されます。 

▪ 指定された期日までに入力を完了するよう、FB提供者と合意してください。 

▪ アンケートへのログイン方法を記載した「LCPフィードバック提供者用マニュア

ル」のファイルを、FB提供者に送ってください。 

▪ アンケートの招待メールが指定日までに届かない場合は、まずあなた宛に連絡し

てもらい、以下の項目について確認してください。 

▪ 設定時に入力したメールアドレスが正しいか。メールが迷惑フォルダに振り分け

られていないか。 

▪ また、オンライン環境や端末のセキュリティーによりメールが届かない場合もあ

ります。 

▪ これらを確認しても依頼メールが届かない場合は、TLCジャパン事務局 

（admini@theleadershipcircle.jp）にお問い合わせください。 
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LCP 360° アセスメントの匿名性について 

フィードバックをするということは、繊細なことであり、正直に伝えることを難しく感じる場

合もあると思われます。FB提供者の情報を開示すると、フィードバックをくれた人々の気持ち

を傷つけることにもなりかねないため、LCP 360°サーベイでは、フィードバック提供者（以下

FB提供者）の匿名性を保つようにデータを取り扱っています。ただし、「上司」「上司の上

司」のカテゴリーは例外で、これらのカテゴリの方が回答したスコアは LCP 360°のレポート

にそのまま表示される場合があります（*）  

匿名性に関する TLC のポリシーを誠実かつ一貫性をもって保つためにも、TLCプラクティショ

ナーの皆様には、以下を確認いただき、クライアントに説明するよう、お願いいたします 

参加者 

• FB提供者のうち、サーベイを完了した人、または完了していない人が誰か、名前を参加

者に開示することはしないでください。もし参加者の方からリクエストがあった場合

は、「16名登録したうち、8名が回答を完了しています」など、個人が特定されない情

報を提供するようにしてください 

• 「未完了の FB提供者に直接連絡して回答率を向上させたい」と参加者が考えている場合

は、登録した FB提供者全員にメールを送る（サーベイを終えた人に感謝の意を表し、ま

だ終えていない人には優しくリマインドするような内容）ように勧めてください 

FB 提供者 

同僚、直属の部下、その他 

• 「同僚」、「直属の部下」、「その他」は、カテゴリ別(ブレイクアウト)の結果を見るた

めには、各カテゴリーそれぞれ３名以上の方がサーベイを完了する必要があります 

• 上記カテゴリーでサーベイを完了した人が３名に満たない場合は、カテゴリ別のスコア

は、素点、パーセンタイル共にレポートには記載されません。ただし、完了した人の結果

は、FB提供者全体のスコアに反映され、レポートに記載されます（図１参照） 

• FB提供者が自発的に参加者へアンケートの回答完了有無をお話することは可能ですが、

参加者から FB提供者へアンケートの回答状況を聞くことはできません 
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上司、上司の上司 

• 「上司」「上司の上司」のカテゴリーは、サーベイを完了した人が１名以上いる場合スコ

アが LCPレポートに記載されます。つまり、これらのカテゴリーでは、１名だけ登録し、

その人がサーベイを完了した場合は、その人が提供したスコアがそのまま開示されます 

• これらのカテゴリーで、２名以上がサーベイを完了した場合は、カテゴリー内の FB提供

者のスコアは他のカテゴリー同様、まとめられて表示されます 

Q自由回答のコメント（定性的コメント） 

LCP 360°サーベイには、定量的な質問（点数をつける質問）の後に３つの定性的な質問があ

ります。これらの自由回答のコメントは匿名として扱われますが、入力した文言はそのままレ

ポートに記載されます。フィードバック提供者のうち、一人だけ別の言語で記入する必要があ

る場合などは、匿名性が保たれません  

ご質問がありましたら、TLC クライアントサービスチームにお問い合わせください  
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LCP プログラムの流れ（例） 
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グラフ 

 

ザ・リーダーシップ・サークル プロファイル 
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ザ・リーダーシップ・サークル プロファイル 

マネージャー エディション(LCP-ME) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 21 ©The Leadership Circle® ǀ All Rights Reserved 21 

 

 

 

THE LEADERSHIP CIRCLE PROFILE 

MANAGER EDITION 
 

 

 
 


	パーセンタイルについて
	サマリー指標
	背景の質問
	思考のパターンや習慣の質問
	フィードバック（FB）提供者の設定について
	LCP 360  アセスメントの匿名性について
	LCPプログラムの流れ（例）
	グラフ

