
成果創出モデル

人と組織の適性検査 （タンジェント）

5,000社以上の導入実績がある適性検査「CUBIC」のロジックを活用

創業以来培ってきた採用ノウハウを生かした見やすい帳票

『tanθ』は、企業に必要な人材を可視化し、適合度の高い人材を発見・見極めるために、

5,000社以上の導入実績を持つ適性検査「CUBIC」を開発した株式会社エージーピーと開発した適性検査です。

スマートフォン・タブレットに対応したレスポンシブ受検画面（適性検査のみ）

tanθの測定領域

tanθは、基本的に開発・克服がされにくいと言われる
「性格」「欲求」「思考タイプ」の領域で個人の潜在意識や
資質、適性を測定しています。これらの個人特性を把握することは、
採用時に見極めるべき領域だと言えます。

行動

成果

ナレッジ・スキル

性格・欲求・
思考タイプ・能力

オフェンス適性 ：5因子（積極性、競争性、自主性、自己信頼性、身体性）

ディフェンス適性：5因子（持続性、慎重性、規則性、従順性、共感性）

マネジメント適性：6因子（指導性、責任感、危機耐性、感情安定性、協調性、客観性）

ストレス診断 ：5因子（ﾓﾗﾄﾘｱﾑ、弱気さ、気分性、内閉性、自尊心）

欲求診断 ：9因子（達成、親和、求知、顕示、秩序、物質的、自律、支配、勤労）

思考タイプ ：4タイプ（ストラテジスト、アナリスト、ハンター、ファーマー）

能力 ：言語・非言語・英語

tanθの活用例

採用基準策定 企業・組織の中で活躍している人材分析を元に、即戦力になりうる人物像の特定化に用いる。
「組織独自の採用基準」を作成することで、基準を可視化し、人材の見極め基準に用いる。

初期選考
エントリーの早い段階で次選考へ進ませる学生の選抜に用いる。
また、採用基準策定を基に、優先順位付けし、次選考への優先呼込みに用いる。

面接
面接時の補助ツールとして用いる。
また、面接前に、結果を参照し、面接時の確認項目などを事前に洗い出すことが可能です。

採用総括 学生全体とエントリー母集団から、自社に適した人材の含有率を確認し、媒体選定などに
用いる。また、合否結果と併せて検証する事で、面接官の選考基準を確認し、格差解消に用いる。

内定者フォロー 内定者へのフォロワー社員の選定に用いる。思考タイプを基に、適合度の思考タイプを
持つ社員を当て、結果を参考にしながらフォローに用いる。

適性検査トライアル受検10名まで無料

ご導入前にtanθをお試しいただけるトライアル受検を設けております。

トライアル受検をご希望される場合は製品HPからお申込みください。

tanθの受検方法および実施時間

WEBテスティング
ペーパーテスティング

（マークシート受検）

適性検査 PC／スマホ／タブレット 可能 91問 約15分

能力検査 PC 可能
1科目20問

（言語・非言語・英語）
約15分／科目

※ペーパーテスティングは冊子および採点料が別途発生いたします。

受検方法

設問数 実施時間

先天的

後天的

■総販売元 株式会社シンカ

（販売代理店）
https://www.willway.jp/index.html

トライアル受検

お申込みページ

製品紹介

ページ



■従量課金プラン ■定額プラン

基本料金 ¥10,000 /ヶ月 ¥10,000 /ヶ月 基本料金 ¥100,000 /式 ¥100,000 /式

受検料金 ¥2,000 /件 ¥1,000 /件 受検料金（4,000件まで） ¥2,000,000 /年間 ¥1,000,000 /年間

受検料金（5,000件まで） ¥2,450,000 /年間 ¥1,225,000 /年間

■オプション 受検料金（6,000件まで） ¥2,880,000 /年間 ¥1,440,000 /年間

①活躍人材モデル分析 受検料金（7,000件まで） ¥3,290,000 /年間 ¥1,645,000 /年間

¥300,000 /モデル 受検料金（8,000件まで） ¥3,680,000 /年間 ¥1,840,000 /年間

②組織分析 受検料金（9,000件まで） ¥4,050,000 /年間 ¥2,025,000 /年間

\300,000～ /式 受検料金（10,000件まで） ¥4,400,000 /年間 ¥2,200,000 /年間

③ペーパーテスティング

¥4,000 /式

各 \100  /件

④外部システム連携

\200,000～ /式

能力検査適性検査能力検査適性検査

　Web受検連携

　採点費（適性/能力）

　問題冊子・マークシート（10セット）

　モデル分析

　各種データ分析

総合判定結果

事前に設定した判定ロジックを基にランクを表示。

１

適性/能力の個別判定結果

適性：事前に設計した個社特有のモデルに対する適合度を表示。
能力：3科目（言語・非言語・英語）の偏差値を表示。

２

面談時のポイント

適性検査の回答結果を基に、受検者との面談を深掘りするために有効な
質問の具体例を、最大３パターン表示。

３

パーソナリティスケッチ・信頼度

適性検査の回答結果を基に行動の中に現れる特徴を分析。約２００もの
表現パターンにより詳細に個人の行動ベースを把握することが可能。
信頼度が低い場合、「！」を表示。（通常は「○」を表示。）

４

カテゴリ別の因子分析

1.オフェンス適性
営業に必要な個別適性を5つの因子で把握。
（積極性、競争性、自主性、自己信頼性、身体性）

2.ディフェンス適性
管理スタッフに必要な個別適性を5つの因子で把握。
（持続性、慎重性、規則性、従順性、共感性）

3.マネジメント適性
マネジメント業務に必要な個別適性を6つの因子で把握。
（指導性、責任感、危機耐性、安定性、協調性、客観性）

4.ストレス診断
業務上のストレス耐性を5つの因子で把握。
（ﾓﾗﾄﾘｱﾑ、弱気さ、気分性、内閉性、自尊心）

5.欲求診断
受検者の価値観・モチベーションの源を9つの因子で把握。
（達成欲求、親和欲求、求知欲求、顕示欲求、秩序欲求、

物質的欲求、自立欲求、支配欲求、勤労欲求）

6.思考タイプ
物事に対する視点と関わり方を基準に、受検者を4タイプに分化。

５

アナリスト 物事を俯瞰してみることができ、ガツガツしないタイプ。
企画職や管理職に向いている。

ストラテジスト 冷静に物事を判断しながら、実際に行動に移すこともできる
タイプ。管理職や経営者に向いている。

ハンター 情熱的・感覚的に物事を捉え、思いついたら即行動に移す
タイプ。営業マンや営業部長に向いている。

ファーマー 受容的で情緒豊かで周囲から好かれるタイプ。
周囲をサポートする仕事に向いている。

信頼係数：

【オフェンス適性】　営業等の攻撃的な業務への適性 【ディフェンス適性】　管理系の守備的な業務への適性

【マネジメント適性】　マネジメント業務への適性 【ストレス診断】　一般的に低い数値の方が好ましい

POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目

POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目 POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目

草食系 肉食系

左脳系

右脳系

シンカ

男

○○○○年○○月○○日受検日：

シンカ

進化真価

氏名（フリガナ）

サンプル株式会社

積極性があり、競合する条件では実力以上の成果をあげることがある。じっくりと物事を考えてから実行に移し、その行動には自信をもっているため、何か問
題が起きたり、失敗したりすると、責任を人に転嫁するといった他罰的傾向も見られる。しかし、他人との協調性がないとはいえず、周囲に対する気遣いもあ
る。確かに、実力を発揮することができる要素を持ち、現実にそうであるとしても、自分だけが頑張っていて苦労していることを強調するような独善性はあまり
ない。世慣れた面がみられ、対外的にはわりと頼りになる人だといえる。そうした反面、周囲のことや社会への関心はあるが、それよりも自己の内面世界に
関心があり、独自の考え方や価値観を形成させている。また、ものの見方は客観的であり、他人の意見や感情、場の雰囲気などに流されることなく、キチン
と把握しようとしている。発想は着実なものが多いが、時として非常にユニークで突拍子もないアイデアを出すこともあり、豊かな内面性の持ち主で自己をよ
く内省している。

Copyright (C) 2009 SHINKA co.,Ltd. All Rights Reserved. 

自己信頼性が高く、従順性が低いときは他人の忠告を無視することもありそうだ。
「適性検査の結果によると何事も自分の考えで行動することが多いようですが、他人から
の助言を必要だと思いますか」

自己信頼性とﾓﾗﾄﾘｱﾑ傾向は反する内容であり、どちらも高いときは注意が必要。
「適性検査の結果によると、自分に自信を持って行動している一方で何か悩みを抱えてい
ると出ています。疑問に思うことや今後に対する不安などがあれば話してください」

【欲求診断】　業務上で欲求を感じるポイント 【思考タイプ】　業務上の思考タイプ

POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目 POINT 『○○○○○』・『○○○○○』・『○○○○○』を注目

回答の信頼性は高く、矛盾したところがほとんどなく、信頼のできる診断結果である。【パーソナリティスケッチ】 A

43

56

51ｽﾄﾚｽ診断

ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ適性

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ適性 英語 56

非言語 64

ｵﾌｪﾝｽ適性

【適性結果】【面談時のポイント】

62

組織名：

○▽□△◇●▼■▲◆●▼■▲◆大学

【能力結果】

偏差値 偏差値タイプ 項目責任感が低く、自己評価の責任感が高い場合、自分を正しく理解していないと思われる。
「適性検査の結果によると自分で考えているほど責任を果たしていないときもあるようで
す。あなた自身は責任という事をどのように考えていますか」

言語 58

BＲＡＮＫ：

学校名／学部名・研究科

tanΘ総合結果

○○○○年○○月○○日　生まれ

【総合判定結果】　

○▽□△◇●▼■▲◆●▼■▲◆学部

偏 差 値 表 示 に つ い て

偏 差 値 出 現 率

7 0～ 2 .2 %

6 0～ 7 0 1 3 .6 %

5 0～ 6 0 3 4 .1 %

4 0～ 5 0 3 4 .1 %

3 0～ 4 0 1 3 .6 %

～ 3 0 2 .2 %
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43

36

55

34
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5030 70

共感性

従順性
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慎重性
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47

63

48

65

68

42

5030 70

指導性
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協調性

安定性

危機耐性

38

45

50

46

65

5030 70

自尊心

内閉性

気分性

弱気さ

ﾓﾗﾄﾘｱﾑ責任感

１

２

３

４

５

信頼度：

tanθの帳票内容

料金表

人と組織の適性検査 （タンジェント）

※１契約１法人となります。グループ採用でのご利用の場合は、別途お見積もり致します。
※従量課金プラン：管理画面のアカウント発行日より利用開始となり、利用開始日を起算日として1ヶ月ごとに基本料

金が発生致します。期間満了日の 1ヶ月前までに当社または利用者のいずれからも契約終了の申し出がない場合、
本契約は同条件で1ヶ月更新されるものとし、以後も同様と致します。

※定額プラン：受検数が申込みプランの件数に満たない場合でも、返金は致しかねます。契約期間内に受検数が超過
する場合は、受検実績に応じたプランに移行致します。契約最終月に、当初お申込いただいたプランとの差額をご
請求致します。受検数が10,001件以上の場合は、別途お見積もり致します。

※各種詳細については、営業担当までご相談ください。

（販売代理店）

https://www.willway.jp/index.html ■総販売元 株式会社シンカ■販売代理店


