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はじめに，チームによる課題遂行・問題解決において問われるのは，チーム・レベル

のコンピテンシーであるという視点に立って，チームワークの概念とその構成要素につ

いて検討するアプローチの重要性を指摘した。その際，集団力学的視点と複雑系科学の

視点とを参考にすることの効用を説明した。これらをふまえて，チームワークの概念お

よび構成要素の検討と測定に関するこれまでの研究を概観し整理した。そして，筆者が

進めてきたチームワークを測定するための実証研究について具体的に報告するととも

に，今後の研究課題を整理した。最後に，以上議論を総括して，個人レベルのチームワ

ーク・コンピテンシーを育成し強化することが，チーム・レベルのコンピテンシーの育

成・強化に直結するのか，という視点から考察を行い，個人レベルの教育・訓練の成果

をチーム・レベルのコンピテンシーに編み上げ紡ぎ上げるプロセスをも視野に入れた教

育プログラムの開発の重要性を指摘するとともに，多様化する現代のチーム特性を考慮

に入れた研究展開の必要性を論じた。   
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Ⅰ．チーム・コンピテンシー研究の視座  
 
（１）チーム・コンピテンシー(team competency)  

研究の出発点  
 チーム・コンピテンシーの研究は，「優れた

チームはどこが違うのだろうか？」という素

朴な疑問を出発点にしている。そしてこの疑

問の先には，さらに「そもそも『優れたチー

ム』というのは，どんなチームのことを言う

のか？」という疑問が控えている。  
ビジネスをはじめとして，福祉や医療，教

育，スポーツ等，様々な社会生活の場面で，

チームによる職務遂行や問題解決の取り組み

が行われている。我々の日々の暮らしは，多

くの局面で，チーム活動によって支えられて

いるといえるだろう。チームによる職務遂

行・課題解決は，質の高い優れたものであっ

て欲しいという願いは切実である。この願い

に応えるには，チームの優秀さが何によって

決まるのかについて明快な答えを見つけてい

かねばならない。  
しかしながら，優れたチームの要件に関す

る検討は，経験に基づくエッセイ的な議論は

多くても，科学的･実証的な検討は必ずしも十

分な成果をあげることができていない。した

がって，チーム育成の具体的な戦略も，経験

に基づく試行錯誤的なレベルを超えることが

できないままである。「優れたチーム」の要件

を探究する取り組みは，実践的にも学術的に

も注目され続けている重要課題といえる。  
 素朴な疑問からスタートしているのである

から，まずは素朴に「優れたチーム」とはど

んなチームなのか考えてみよう。一口で表現

するなら，それは「掲げた目標を達成して優

れた成果をあげるチーム」であると言うこと

ができるだろう。とすれば，優れたチームで

ある要件とは，目標を達成し成果をあげる「チ

ームとしての能力」を備えていることになる。

チームとしての能力（チーム･レベルの能力）

は，メンバー個々の能力を足し合わせた総計

ではない。メンバーどうしが気分よく協力し

合えるか否か，役割分担や職務遂行システム

の的確さ等，多様な要素がチームの目標達成

過程に影響を与えている。メンバーどうしの

相互作用過程を経て生まれてくるチーム･レ

ベルの課題達成能力のことを，「チーム・コン

ピテンシー」と呼んでいる (山口，  2004，
2005a)。  
 
（２）コンピテンシーという言葉を使う理由  
チーム・コンピテンシーの概念は，Kayser 

(1994）による「チーム力（team power）」あ
るいは Hackman (1990)が定義した「チーム
効果性(team effectiveness) 」という概念と
類似している。そうした類似した概念を使わ

ずに，チーム・コンピテンシーという言葉を

使うのには理由がある。  
それは，目標を達成し成果をあげる能力を

表すとき，近年，コンピテンシーという言葉

を使うことが明らかに主流になってきている

からである。コンピテンシーの概念は，

Prahalad & Hamel (1990)による「コア・コ
ンピタンス(core competence)」の提唱以来，
状況の変化や課題の困難さに対応しながら，

目標を達成し成果をあげる能力という意味で

使われ，職務遂行や問題解決に臨む個人の能

力特性を理解するときの，主流概念となって

いる。実のところ，コンピテンシーの定義は，

研究者の数だけあると言われるくらいに多様

で，百花繚乱の様相さえ呈している（金井・

高橋，  2004）。  
とはいえ，記憶したり推論したりする思考

能力だけでなく，忍耐強さや意志力のように

情動面をコントロールする能力までも含めて，

目標を完遂する能力，業績や成果をあげる能

力を表す概念としてコンピテンシーという概

念を用いようとする点で，多くの研究者の定

義は共通点を持っている。状況の変化や困難

な課題に直面することも視野に入れつつ，チ

ームによる優れた課題遂行・問題解決の能力

を問うとき，まさにチームとしてのコンピテ

ンシーの優劣が焦点となってくる。  
なぜ，チーム力でもなくチーム効果性でも

なく，チーム・コンピテンシーなのか，その

理由のひとつがこの点にある。  
 

（３）チーム・レベルのコンピテンシーと個人レベル

のチームワーク・コンピテンシーとの区別  
 コンピテンシーの概念は，もともと個人レ

ベルの能力を示すものとして使われてきた。
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ただ，指摘したように，チームによる課題遂

行の場面では，チームとしてまとまりのある

職務遂行と成果･業績の獲得が求められる。す

なわち，チーム・レベルのコンピテンシーが

問われるのである。そして，チーム・レベル

のコンピテンシーは，メンバー個々のコンピ

テンシーの総和だけではとらえることができ

ない。メンバーどうしのコミュニケーション

や相互のサポート，あるいはリーダーシップ

など，チームが活動をする過程で発生する

様々な要素によって，チーム・レベルのコン

ピテンシーは影響を受け，そのチームに固有

の特性を持つようになる。  
 もちろん，チーム・レベルのコンピテンシ

ーの強化に寄与する個人レベルのコンピテン

シーを考えることはできる。経済協力開発機

構 の コ ン ピ テ ン シ ー 定 義 選 択 部 門

(DeSeCo/OECD, 2005)が，これからの社会生
活を送るうえで特に重要なコンピテンシーの

ひとつとして提示している「チームで働き協

力する能力(Competency 2-B: The ability to 
cooperate)」は，その代表であろう。このコ
ンピテンシーは，チームワークをよりよくす

る能力といえるので，本稿では個人の「チー

ムワーク・コンピテンシー」と呼ぶことにす

る。一方，チーム・レベルのコンピテンシー

は「チーム・コンピテンシー」と呼ぶことに

する。  
 言葉として紛らわしさはある。ただ，チー

ム・コンピテンシーの観点からチームワーク

の機能をとらえることは，チームワークをよ

りよく理解するためにも有効であると考えら

れる。  
 
Ⅱ．チーム・コンピテンシーの観点からとら

えたチームワークの概念  
 
（１）チーム・コンピテンシーを決める要素としての

チームワーク 
 ところでチーム・コンピテンシーとは，い

ったいどのようにして決まるものだろうか。

山 口 (2006) は 以 下 の よ う に 論 じ て い る
（Figure 1 参照）。  

 
Figure 1 チーム・コンピテンシーの概念図 

 

チームが目標を達成し成果をあげるには，

まず，チームとして目標を達成するための明

確で具体的な道筋と戦略が立てられているこ

とが大事である。道筋とは，大きな目標を達

成するために，取り組むべき課題の優先順位

を決めて，それぞれの課題に取り組む計画の

ことを指している。容易な課題を成功裡に克

服して自信をつけながら，次第に困難な課題

に取り組むことができる。また，戦略とは，

より効率的に課題を遂行するための工夫を意

味している。  
次に，チームとして目標を達成するのに適

切な能力を有する人的資源（人材）を確保し

配置することである。組織経営の要となる人

的資源管理の要素である。このとき留意しな

ければならないのは，目標達成に効果的な能

力特性の見極めである。単一の能力に注目し，

その能力に秀でた者たちを多く確保し配置す

れば良いのか，多様な能力を視野に入れ，個々

に異なる能力に秀でた者を集めて配置する方

が良いのか，慎重に検討する必要がある。  
野球のチームを例にとるとわかりやすいか

もしれない。「シーズンを通して高い勝率を上

げて優勝する」というチーム目標を達成する

には，ホームランを打つ能力に秀でた打者を

９人でチームを構成した方が良いのか，打力

に加えて守備力を加味して９人の選手を選ぶ

方が良いのか。走力やリーダーシップの面は

どの程度考慮すれば良いのか。バランスのと

れたメンバー構成が大事だと指摘するのは容

易である。しかし，一口に，バランスのとれ

たメンバー構成といっても，様々なバランス

の取り方がある。あくまでも，チームの目標

達成をいかなる道順と方略で実現するかを明

確にして，それを実践するのに効果的な人的

資源の確保・配置を工夫する必要がある。  
さて，目標達成への道筋と方略を明確にし
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て，適切な能力を有した人材を確保して配置

すれば，あとは目論み通りに目標達成といく

であろうか。もちろん，それだけの準備と工

夫をすれば，チームが目標を達成する確率は

高いだろう。しかし，もうひと段階，難しい

プロセスが控えている。メンバーどうしで相

互作用しながら課題に取り組む過程である。

個人レベルでいくら優れた成績を示しても，

チームとして目標を達成できなければ意味が

ないという事態は，我々がしばしば経験する

ところである。  
このチームによる課題遂行過程は，コミュ

ニケーションの過程であり，リーダーシップ

が影響する過程であり，相互にサポートした

り，逆に対立したり競争したりする過程でも

ある。この過程の成り行き次第でチームがあ

げる業績や成果は大きく変動する。そして，

この過程の成り行きを左右するのがチームワ

ークである。個々のメンバーの努力や成果を，

編み上げ，チームの成果として紡ぎ上げる働

きをするのがチームワークなのである。  
ここまでをまとめると，チーム･コンピテン

シーの育成･強化には，第一にチームの目標達

成のための戦略を明確に立てて，第二には，

その戦略に基づいた的確な人的資源の確保と

配置を行い，なおかつ第三に効果的なチーム

ワークを醸成していくことが必要だというこ

とになる。この 3 要素の中でも，とりわけ重
要な鍵を握るものとして注目されてきたのは

チームワークの要素である。組織の管理者･

経営者の努力によって戦略を明確にして人的

資源を整えても，メンバーどうしの相互作用

によって生み出されるチームワークの様相次

第で，チーム・コンピテンシーの優劣が決ま

ることが多いからである。戦略と人的資源は

基本要素であり，チームワークは，これらの

基本要素をチーム･コンピテンシーに結実さ

せる機能を果たすものといえるだろう。  
 
（２）チームワークのとらえ方＜１＞ 
  ：集団力学的視点  
 チームワークの概念を明らかにしていこう

とするとき，どのような視点から捉えること

がチームワークの本質を理解するのに役立つ

かを考えてみることは有用である。  

 チームワークはメンバーの相互作用によっ

て生み出される特性である。その相互作用が

いかなる特性を帯びるのかを考えるとき，

Lewin(1951) の 提 唱 し た 集 団 力 学 (group 
dynamics)が，基盤となる視点を与えてくれ
る。  
 複数の磁石をくっついてしまわない程度に

離して置き，その上に白い薄い紙をのせて，

砂鉄をふりまくと，磁石どうしの強さや極性

の関係で生まれた磁場の様子を視覚的にとら

えることができる。そうした磁場の研究領域

である位相幾何学 (topology)の研究者であっ
た Lewin は，複数の磁石が作り出す磁場と同
じように，人間が複数集まると，有形無形に

互いに影響を及ぼしあって「心理的な『場』」

が生まれると考えた。この考え方は多くの関

心を呼び，集団にいかなる心理的場が生まれ

るかによって，個々のメンバーの心理や行動

がどのように影響を受けるのかについて，実

証的な検討が積み重ねられ，集団力学は発展

した。  
 心理的な場は，Figure 2 に示したようなイ
メージで捉えることができるだろう。チーム

ワークは，相互支援や協調など行動レベルで

観察可能な要素もあるが，信頼感や安心感の

ような目に見えない心理的な要素にも支えら

れている。この目に見えない要素は，メンバ

ーどうしの相互作用のあり方しだいで容易に

変容する力動的な特性を持っている。メンバ

ーがお互いに影響を及ぼしあって作り上げる

ものという点で，またダイナミックに変動し

うるという点で，チームワークは「心理的場」

のひとつの側面であるということができるだ

ろう。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 心理的「場」のイメージ図  
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 集団力学的な視点でチームワークを捉える

と，メンバー個々のレベル（マイクロ･レベル）

の特性が，相互作用して，チームワークとい

うチーム･レベル（マクロ･レベル）の特性を

形成すると同時に，チームワークがメンバー

個々の心理や行動に影響を及ぼして，次なる

相互作用の様相を変化させ，その結果，チー

ムワークも変化していくという，マイクロ･

マクロ･ダイナミズムの視点でチームワーク

の発生･成長･変容・衰退のプロセスを捉える

ことになる。こうした観点でチームワークを

捉えることは，チームワークの本質を考える

ときの基盤を与えてくれる。  
 
（３）チームワークのとらえ方＜２＞ 
  ：複雑系の視点  
 前述してきたように，チームワークはチー

ムとしての全体的な特性であり，個々のメン

バーがもともと持っていた特性の単なる結合

体とは異なる。このことに着目すれば，近年

発達してきた複雑系の視点からチームワーク

を考えてみる必要が出てくる。  
 地動説や万有引力の法則，ケプラーの法則

に代表されるように，科学的な研究アプロー

チは，人間の主観的な憶測に基づく信念（誤

解）を，客観的な証拠を提示しながら反証し，

論理的に正しい理解へと人類を導いてきた。

その基本的なスタンスは「なぜ？」を追求す

るところにある。有効な治療法がない病気に

対して，「なぜ，こんな病気になるのか？」と

いう視点で原因を追究し，その根本原因に的

確な対策を施すことで，医学は進歩してきた。

病気の原因を探る過程で，最初は体の一部を

検討し，それが細胞レベルの検討になり，今

では遺伝子レベルの探究になっている。分子，

原子，素粒子，クオークと原因を追究する際

の分析単位を，より微細に精密にしていくこ

とで，科学は進歩してきた。  
人間の健康体に発生する病気の原因を，細

胞や遺伝子のような細密なレベルの要素に求

めるアプローチは還元主義と呼ばれる。自然

であれ人間であれ，完成された総合体に生じ

ている何らかの現象の原因は，そのパーツの，

しかもより微細な要素に求める（還元するこ

とが）できるという考え方である。  

 しかし，逆の方向に考えてみると，この科

学が立脚してきた還元主義にも限界があるこ

とがわかる。部品を組み合わせて完成された

全体には，しばしば部品個々の要素にはなか

った特性が生まれることがあるからである。

人間の体は，全部の臓器や部位を集めてつな

ぎ合わせ組み立てるだけならば，人体でしか

ない。人体だけをもって人間といえるだろう

か。やはり命あってこその人間であろう。し

かし，その命は部品を集めただけで生まれる

ものではなく，個々の要素が複雑に組み合わ

さりながら規則性を持つ中で生まれてくるも

のである。命は，さまざまな部位で完成され

た人体に宿る「創発 (emergence)」特性であ
るといえる。様々な材料を煮込んで作るスー

プに宿る味わいも，単純に個々の材料の特性

に還元できない「創発」特性であるといえる

だろう。個の要素が集まり相互作用する過程

で創発が起こり，個の要素の特性には還元で

きない全体性･全体的な法則性が生まれるこ

とに注目するのが複雑系 (complexity)科学で
ある（Figure 3 参照）。  
 

 
Figure 3 複雑系における創発過程の概念図 

 
 チームワークも，個々のメンバーの持つ特

性に還元することのできない，創発特性であ

るとみることができる。その意味で，チーム

は複雑系のひとつである（Arrow, McGrath & 
Berdahl , 2000; 山口， 2005b）。チームワー
クを検討するとき，必ず，その実態を測定す

ることになるが，創発特性として捉え，測定

を目指すことが重要な視点になってくる。  
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Ⅲ．チームワークの構造をとらえる試み 
 
（１）多様なチームワーク概念の存在  
 チームワークという言葉は，我々の日常生

活に身近な言葉であり，様々な意味で使われ

ている。例えば，チーム全体の利益･幸福を考

慮して自己犠牲を厭わない精神性であったり，

協調しあい支援しあう行動であったり，励ま

しあい助け合う行動であったりする。もちろ

ん，これらが複合された総合的な意味で使わ

れることも多い。他方，チームワークの概念

をめぐる意見の食い違いに遭遇することもあ

る。メンバー仲良く助け合うことがチームワ

ークだという意見があるかと思えば，メンバ

ー互いに競争しあい切磋琢磨してチームの力

になることがチームワークの根幹であるとい

う意見もある。  
 チームワークの概念が混沌としているにも

かかわらず，チームワークに関連する学術研

究は，チーム･パフォーマンスを促進あるいは

抑制･阻害する要因を究明したり，効果的なチ

ーム･トレーニングを開発したりする取り組

み が 主 流 と な っ て 進 ん で き た （ Salas, 
Dickinson, Converse & Tannenbaum, 1992; 
Brannick, Salas & Prince, 1997）。チームの
パフォーマンスや効率性に影響を及ぼすチー

ムワークがどのような要素で成り立っている

のかについては，十分な議論･検討をしないま

ま，いくつかの要素（集団凝集性やメンバー

どうしの人間関係等）を取り上げて，その要

素とチーム･パフォーマンスの関係を単純に

分析する取り組みが 1990 年代初めまではほ
とんどであったのである。  
 もちろん，チームワークの研究は，行き着

くところ，いかにしてチームのパフォーマン

ス･成果を高めるのか，という問題を解決する

ための取り組みである。とはいえ，チームワ

ークとはいったいいかなるものなのか，どの

ような要素で成り立っているのかを明快にし

ないまま，研究者各自が定義する（思い描く）

ままに，すなわち多様なチームワーク概念が

林立する中で，実証研究を進めても，努力や

苦労のわりに得られる成果はおぼつかない。  
 チームワークは創発特性であることを念頭

におきつつ，どのような要素で構成され，い

かなる構造を持っているのか，明瞭に把握す

ることが，チーム･パフォーマンスを高める方

途を探究する第一歩として重要である。1990
年代半ばになると，チームワークを構成する

要素を明確に論じながら，それを測定する取

り組みが活発になった。そして，チームワー

クの測定尺度の開発へとつながっている。こ

こでは，代表的な二つの研究の概要を紹介す

ることにする。  
 
（２）チームワーク測定の代表的先行研究＜１＞ 

：Dickinson らの研究  
Dickinson, McIntyre, Ruggeberg, 

Yanushefski, Hamill, & Vick（1992）は，
チーム･パフォーマンスに関する研究の中で，

チームワークについて検討している諸研究

をレビューして，Figure 4 に示すようなチ
ームワーク・モデルを提唱している。このモ

デルは，先行研究を踏まえて，チームワーク

の７つの構成要素を同定するものとなって

いる。各要素について，簡潔に説明する。  
 

 
Figure 4 Dickinson et. al. (1992) で提示されたチーム

ワーク・モデル 
 
①コミュニケーション (communication)：メ
ンバー間の情報交換，適切な情報提供を指す。

他のチームワークの要素を結びつける機能を

果たす。血液の流れに喩えることができる要

素である。コミュニケーションの重要性は，

どの先行研究でも異口同音に指摘されている

(Denson, 1981; Dyer, 1984, McIntyre, Salas, 
Morgan & Glickman, 1989 等)。  
②チームの指向性(team orientation)：チーム
の目標や課題の達成に対する積極性･価値観

や，メンバーやリーダーに対する態度，メン

バーとしての自己認識，団結心や凝集性など

の要素をさしている。チーム･レベルのモチベ

ーションの要素ともいえる。  
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③チーム･リーダーシップ(team leadership)：
リーダー（あるいは他のメンバー）がチーム

の方針と達成すべき課題について明確に示し

ていることの要素である。  
④モニタリング (monitoring)：自分以外のチ
ームメンバーの活動に対する観察と認識の要

素である。  
⑤フィードバック(feedback)：モニタリング
して得た情報や自分がもともと持っていた情

報を他のメンバーに伝える行動の要素である。 
⑥相互支援(backup behaviors)：他のメンバ
ーの課題遂行を支援したり，替わりに遂行し

たりする行動の要素である。メンバー間で取

り組む課題を交替する程度や，支援を提供し

たり，逆に要請したりする意思の強さとして

も測定されることがある。  
⑦相互調整(coordination)：他のメンバーの行
動に呼応して行われるチーム活動の要素をさ

す。メンバーがばらばらに行動するのではな

く，まとまりを持って行動をとることを示し

ている。  
 Dickinson et. al. (1992) は，このチームワ
ーク･モデルに基づいて，チーム活動を観察し

評価するポイントを設定した。具体的には，

空 軍 を フ ィ ー ル ド に ， 対 空 戦 (AAW = 
Anti-Air Warfare)チームのトレーニングの
様子を，熟練したインストラクターたちに観

察させて，チームワークの各要素が，どのく

らい高度に達成されていたか評価させたり，

総合的にチームワークの高さを評価させたり，

チームワークが発生する契機となった重要な

事象を記述させたりした。そして，これらの

評価や記述の内容が一致しているかどうかを

分析して，測定尺度の開発を模索している。  
 彼らの測定は確かに論理妥当性も信頼性も

一定の高さを持っていた。しかし，インスト

ラクター個々に異なる評価の際の癖の影響

（評価バイアス）は避けがたかった。行動や

現象の観察に基づいて，メンバーの心理やチ

ームワーク状況を推察する過程で，どうして

も評価者固有の主観的枠組みが推察する内容

に影響するのである。したがって，チームの

凝集性やメンバーのコミットメントといった

「チームの指向性」のような心理的側面の評

価については十分に正確なものとはなりにく

い点が問題点として残っている。  
 
（３）チームワーク測定の代表的先行研究＜２＞ 

: Kraiger & Wenzel (1997)の研究  
 Kraiger & Wenzel (1997)の 研 究 は ，
Shared Mental Model (Canon-Bowers & 
Salas, 1990）に基づいて，チームワークの
測定尺度の開発に取り組んだものである。た

だし，彼らが考えたのは，メンバーが個々に

保持しているチーム活動に関する「知識」，「行

動」，「態度」の三つの要素の共有度でチーム

ワークを測定することであり，知識の共有に

強調点のあるオリジナルな Shared Mental 
Model よりも，広範な視点でアプローチして
いる。彼らが具体的に測定を試みたのは以下

の要素である。  
①情報処理の共有度：戦略的知識や手続き的

知識など，知識や情報をメンバーが共有して

いれば，チームの特徴を示す形容詞として選

択するものは共通なものになるはずである。

また，直面する問題をいかにして解決するか，

その戦略について尋ねたとき，同様の回答が

得られるはずである。こうした観点から，質

問を準備し，メンバーの回答の共通性を分析

し，得点化し，チームワークの高さの指標と

する。  
②情報の組織化の共有度：メンバーが，チー

ムの課題や，それを解決するスキル，そして

各メンバーの役割についての知識を共有し，

構造化している程度を測定した。例えば，各

メンバーの役割についての情報が多数提示さ

れる中で，情報どうしの関連の強さや類似性

を評価させ，どの概念と概念が直接結びつい

ているのかをネットワークの図に描き出す

pathfinderという手法(Goldsmith & Kraiger, 
1997)を使って，情報の組織化と構造化の共
有度を割り出している。  
③態度の共有度：チーム全体のチーム活動に

対する態度（まとまりの良さやモチベーショ

ンの高さ等）を各メンバーに評価させて，そ

の共通度を分析している。また，他のメンバ

ーはどのように評価していると思うか予測さ

せて，その共有度を分析している。  
④期待や予測の共有度：チーム活動のある場

面において，他のメンバーが何をしようとす
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ると思うか，その予測を尋ねたり，チームで

問題解決するシナリオを書かせて，問題解決

のステップごとに，他のメンバーがどのよう

に反応を示すかをできるだけ詳細に記述させ

たりして，その予測の共有度を分析している。 
 こうして測定されたチームの Shared 
Mental Model は，チームの効果性やパフォ
ーマンスに直接影響を与えることを，彼らは

指摘している。すなわち，Kraiger たちにと
って，チームのメンバーたちが保持する情報

や知識，そして情報処理の方略，さらにはチ

ーム活動に対する態度や期待･予測が共有さ

れて出来上がっているチームの Shared 
Mental Model こそがチームワークそのもの
であり，チーム･プロセスの行方を左右すると

いうわけである。  
 この取り組みは関心を集め，また高く評価

されている。ただし，測定している対象が，

情報や態度の側面に偏っているという批判も

受けている。知識や態度を共有していれば，

実践場面において，思ったり考えたりするだ

けでなく，行動も伴うのかという疑問は残っ

ているのが実情である。とはいえ，知識や情

報だけでなく，その構造化，そして他のメン

バーの行動予測をも視野に入れ，メンバー間

の共有度を指標とするアプローチは，極めて

重要な研究の成果といえる。  
 
（４）チームワーク測定の実証研究  
こうした先行研究の利点と問題点を検討・

勘案して，山口らは，チームメンバーに回答

を求める質問紙法による測定尺度の開発を試

みている(山口，  2006; Yamaguchi, Misawa 
& Tabaru, 2006)。具体的には，Dickinson et. 
al.（1992）の提示した７つのチームワーク要
素を基盤に，それぞれの要素がチームで実現

されている程度をメンバーが評価するための

質問項目を作成した。その作成過程で，７つ

の要素のうち，メンバーが共有する心的要素

である「チームの指向性」とリーダーが発揮

する影響力である「リーダーシップ」はそれ

ぞれに独立しているが，コミュニケーション

や相互支援等の残りの 5要素はチームとして
職務遂行する過程で一連の行為として見出さ

れるものであるため「チーム・プロセス」と

してまとめた方がより明快な構造となると考

えられた。こうして「チームの指向性」・「リ

ーダーシップ」・「チーム・プロセス」の 3 つ
の軸を基盤に質問票を構成した。  
この調査研究の目的は，日常，チームで職

務遂行している人々に，準備した質問項目群

に回答してもらうことによって，チームワー

クを的確に測定することが可能なのか，換言

すれば，構成した質問票は，有効なチームワ

ーク測定の尺度 (ものさし )となり得るのか検
証することである。  
なお，チームワーク測定の対象として，総

合病院の看護師チームと電力発電所のプラン

ト運転チームをピックアップした。いずれも

チームによる職務遂行が日常的に行われてお

り，職場のチームワークという質問に対して

違和感なく回答できるという利点に注目した。

ここでは，看護師チームを対象とした調査の

分析結果の詳細を報告し，電力発電所の結果

の概要と合わせて，考察を行う。  
【方法】  
回答者 全国 24 の総合病院の協力を得て，
各病院に管理職看護師 5 名，一般職看護師 25
名の質問紙への回答を求めた。記入漏れなど

回答に不備があるものを除いて最終的に総数

で 684 名（管理職 114 名，一般職 570 名）の
回答を分析対象とした。  
質問紙の構成 ①チームの指向性：20 項目
(Table 1 参照)，②チーム・リーダーシップ：
12 項目(Table 2 参照)，③チーム・プロセス
（コミュニケーション，モニタリング，フィ

ードバック，相互支援，相互調整）：28 項目
(Table 3 参照)，合計 60 項目で構成した。な
お，チーム・リーダーシップに関して，一般

職は「我々のチームのリーダー（＝師長・副

師長）は～」という視点から回答し，管理職

は「リーダーとして私は～」という視点から

回答するように文章を調整した。  
配布と回収 各病院に配布と回収の窓口責任

者を決めてもらい，その責任者に一括して質

問紙を郵送し，配布・回収するとともに返送

していただいた。調査実施期間は，2005 年3
月中旬～4 月中旬であった。  
【結果】  
 分析は，各項目に対する回答の度数分布と
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平均値および標準偏差を参照して，床効果・

天井効果のチェックを行い，分布に著しい歪

みがないか確認を行ったのち，因子分析を行

い，その後，信頼性係数（α）を算出すると
いう手順で行った。  
因子分析の結果 「チームの指向性」，「チー

ム・リーダーシップ」，「チーム・プロセス」

の各項目群についてそれぞれ個別に因子分析

を行った。因子負荷量が 0.35 未満の項目を削
除して因子分析（重みづけのない最小二乗法，

プロマックス回転）を繰り返した。それぞれ

の項目群における因子分析の結果を以下に報

告する。  
 
１）チームの指向性 因子負荷量が 0.35 未満
の 6 項目を削除して残った 14 項目は 2 因子
で構成されていた。内容を吟味して名づけた

それぞれの因子名と具体的項目，負荷量，各

因子の信頼性係数を Table 1 に示した。いず
れも高い信頼性が確認され，チームの指向性

を測定する尺度としてふさわしいものといえ

るだろう。  

Table 1 

「チームの指向性」測定項目の因子分析結果 

 Ⅰ Ⅱ 
第Ⅰ因子：チームの職務指向性 α=.746   

15.    自分の知識・技能を高めるための取り組みがなされている。 .686 -.079 
19.    仕事の手順を守ることについて厳格である。 .590 -.208 
7.       仕事を確実に行うために必要な知識・技能が受け継がれている。 .581 .078 
18.    他者の経験から学ぶという姿勢に価値がおかれている。 .488 .055 
13.    他の病院で起きた事故事例をもとに学習している。 .447 -.116 
8.       新人指導の際，業務の手順を教えるだけでなく，なぜそうするのか，その根拠まで教えている。 .406 .169 
1.       チームの目標を達成しようという意気込みがある。 .401 .309 
16.    スタッフは頼まれた仕事を確実にやり遂げる。 .391 .111 
第Ⅱ因子：メンバー間の対人指向性 α=.769   

2.       和やかな雰囲気がある。 -.282 .833 
5.       皆が互いの長所をみとめあっている。 -.074 .725 
9.       同僚のスタッフの誰に対しても，気持ちよく挨拶を交わしている。 -.046 .555 
11.    実績やキャリアの違いにこだわらず，互いに切磋琢磨している。 .286 .446 
10.    やってみなければわからないことでも，前向きなことであれば支持される。 .228 .393 
3.       新しいことに積極的にとり組む姿勢がある。 .331 .376 
Note. 第Ⅰ因子と第Ⅱ因子の因子間相関係数の値は.663であった．  

 
２）チーム・リーダーシップ この項目群に

関しては，管理職の標本数が因子分析を実施

するには不十分であると判断されたので，一

般看護師のデータ（N=570）のみを使用して
因子分析を行った。具体的な項目と結果を

Table 2 に示した。因子負荷量が 0.35 未満の
項目はなく，2 つの因子が抽出された。内容
に基づき「職務遂行上の適切な指示」因子と

「メンバーへの対人的配慮」因子と名づけた。

信頼性係数は充分に高かった。これも的確な

測定尺度として採用することができるだろう。 
 

Table 2 

チーム・リーダーシップ測定項目の因子分析結果  
 Ⅰ Ⅱ 
第Ⅰ因子：職務遂行上の適切な指示 α=.840 （管理職 α=.692）   

2.       各スタッフの役割と責任を明確に示している。 .848 -.037 
7.       簡潔で要点をついた指示・コメントをする。 .841 -.032 
3.       緊急事態でも冷静に判断し指示を出せる。 .731 .019 
1.       チーム内で意見が対立したときに的確に対処している。 .687 .160 
5.       必要な情報を皆に行き届くように伝えている。 .616 .087 
6.       他科・他部署との交流に積極的だ。 .462 .210 
第Ⅱ因子：メンバーへの対人的配慮 α=.900 （管理職 α=.700）   

10.    スタッフ皆の話をよく聞く。 -.113 .939 
11.    チーム全体のやる気を盛り上げている。 .129 .747 
9.       スタッフから信頼されている。 .217 .694 
12.    どのように仕事をするかについて，各スタッフに任せてくれている。 -.027 .675 
4.       スタッフを公平に扱っている。 .195 .602 
8.       スタッフの適性を見極めて育成に努めている。 .420 .438 
Note. 第Ⅰ因子と第Ⅱ因子の因子間相関係数の値は.783であった．  

 
３）チーム・プロセス 分析結果を Table  3
に示した。因子負荷量が 0.35 に満たない 7
項目を削除して分析した結果，4 つの因子が
抽出された。いずれの因子も高い信頼性係数

が算出されており，適切な尺度と認めること

ができるだろう。  

Table 3 

チーム・プロセス測定項目の因子分析結果  
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

第Ⅰ因子：モニタリングと相互調整 α=.811     

2.     仕事を一人でたくさん抱えているスタッフがいたら援助している。 .754 -.125 -.022 -.031 

16.   仕事の負担が特定のスタッフに偏りすぎないよう，お互いに気を配っている。 .712 .189 -.145 -.204 

12.   お互いの都合や仕事の進み具合にあわせて，仕事の仕方を工夫して調整しあっている。 .625 .128 -.101 .098 

21.   他のスタッフの仕事の進み具合について，注意を払っている。 .535 -.101 .284 -.081 

20.   わからないことがあれば，同僚へ気軽に尋ねている。 .467 -.224 .379 -.035 

11.   仕事の仕方について迷っているスタッフがいたら積極的に相談に乗っている。 .409 .078 .090 .151 

1.     仕事の仕方や仕事で困ったことについて，相談しあっている。 .383 -.017 .104 .219 

第Ⅱ因子：職務の分析と明確化 α=.754     

18.   自分たちの職務とその目的を確認しあっている。 -.144 .715 .101 .012 

8.     年間目標などのチームの長期的な活動計画をスタッフ全員で話しあって定めている。 -.032 .646 .026 -.092 

17.   皆が納得するまで話し合っている。 .085 .564 .118 -.005 

13.   トラブルにうまく対応できたかどうかだけでなく，どのように対応したのかというプロセスも互

いに重視している。 

.286 .443 -.040 .029 

3.     状況に応じてチームの目標とその計画を見直すことがある。 .048 .411 -.056 .220 

第Ⅲ因子：業務改善のためのフィードバック α=.699     

23.   ケアや処置を間違って行っているスタッフがいたら，それを本人に教えている。 .060 -.026 .763 -.177 

25.   問題が起きたら，すぐに報告し，チーム内での共有を図っている。 .155 .258 .563 -.272 

28.   チーム内での決まりごとを守っていないスタッフがいたら，その場で率直に注意している。 -.157 .150 .544 .011 

24.   仕事を改善するためのアイディアや工夫を出すことに積極的である。 -.091 .274 .391 .134 

第Ⅳ因子：コミュニケーションを通じた知識と情報の共有 α=.701     

6.     「例の件」とか「あのこと」と言うだけで話が通じる。 -.123 -.037 -.160 .554 

9.    仕事をうまく行うためのコツを伝え合っている。 .137 .150 -.116 .533 

22.  個人の知識や技術の向上のためにアドバイスしあっている。 -.067 -.002 .364 .518 

4.    自分の経験から得た教訓や入手した情報をお互いに伝え合っている。 .127 -.046 .115 .503 

7.    お互いの仕事上の役割を理解している。 .147 .146 -.014 .359 

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ － － － － 

Ⅱ .597 － － － 

Ⅲ .666 .605 － － 

Ⅳ .716 .710 .674 － 

  
 質 問 紙 を 構 成 す る 際 に 基 盤 と し た

Dickinson et. al.（1992） のモデルでは，こ
の項目群は， 5 つの要素から成り立っている
ことが予測されたが，今回の分析の結果は，

それらの要素が相互に連関しながら，実際に

チームで職遂行するメンバーにとっては，4
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つのサブプロセスで構成されていることを示

している。チーム・プロセスの様相を明らか

にする取り組みは，チームワーク研究の中核

をなすものである。より妥当性の高いチーム

ワークの構造モデル構築への精緻化に向けて，

本研究の知見はその基盤となるものといえる

だろう。  
 
【電力発電所の運転チームを対象とするチ

ームワーク調査票を用いた研究の概要】  
 電力発電所では，ファミリーと呼ばれる所

属部署から４～６名がチームを形成して運転

に従事する。このチームには管理職として当

直長・副当直長が配置される。発電所のプラ

ント運転チームの場合，定期的にチームによ

る緊急事態対処に関する訓練研修が行われる。

この研修では，緊急事態を想定したシナリオ

が作成され，そのシナリオの文脈の中で的確

な対処がチームとして行われるかを，熟練し

た研修担当者が観察し評価するシステムが採

用されている。  
 質問紙法による測定尺度が，チームワーク

の心理的側面に重点を置いて測定するのに対

して，観察に基づく評価は，チームワークの

行動的側面の測定を可能にする。そして，こ

の両者を統合することで，チームワークに関

するより高度な測定が実現されることになる。

こうした目的を持ちながら，本研究では，心

理的側面の測定指標の充実を目指して，看護

職を対象に実施したチームワーク測定票を用

いて，チームワーク構造の明確な把握に取り

組んだ。  
 管理職 94 名，一般職 434 名，合計 528 名
から回答を得て，その結果を分析した。因子

分析の手順は看護職を対象とする研究に準じ

た。  
 チームの指向性，チーム･リーダーシップ，

チーム･プロセスの 3 要素それぞれの因子構
造を確認したところ，チーム･リーダーシップ

において，看護職では「職務遂行上の適切な

指示」の因子に属していた項目のひとつが，

電力運転チームでは「メンバーへの対人的配

慮」の因子に属しているという結果が見られ

たが，それ以外は，因子構造および各因子を

構成する質問項目は看護職と同様であった。  

（５）チームワーク測定研究の成果と今後の課題  
 看護師チームとプラント運転チームの異な

る職種を対象とする調査研究を通して，チー

ムワークには一定の安定した因子構造が存在

することが確かめられた。一連の実証研究で

採用した質問項目は， Dickinson et. al. 
(1992) のモデルに依拠しつつ構成したもの
であったが，分析結果は，3 因子構造を支持
するものであった。とはいえ，これは，

Dickinson et. al.（1992）のモデルと対立す
るものではない。Figure 5 に示すように，「コ
ミュニケーション」，「モニタリング」，「フィ

ードバック」，「相互支援」，「相互調整」の 5
要素は，「チーム･プロセス」としてひとつの

要素に統合して捉えることができることを，

これらの研究の結果は示しているといえるだ

ろう。こうした結果は，妥当性および信頼性

の高いチームワーク測定尺度を開発する有意

義な第一歩を標すものとなった。  
 

 
Figure 5 Dickinson et. al. (1992) のモデルと山口(2006)

のモデルの比較図 

 

 しかしながら，まだチームメンバーたちの

主観に基づく回答に依存した測定にとどまっ

ており，心理的な側面しか捉え切れていない。

思っていることと行動すること・できること

とは必ずしも一致しないことがある。したが

って，実際に行動レベルのチームワークにつ

いても測定･評価するツールが必要である。こ

の観点から，電力発電所のプラント運転チー

ムを対象にした取り組みが始まっている (佐
相・蛭子・廣瀬，  2005，2006)。  
 具体的には，落雷や地震によって発電シス
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テムが緊急停止した場面を想定したチーム･

トレーニングの研修の場の活用を検討してい

る。こうしたチーム･トレーニングでは，緊急

事態のシナリオが準備されている（もちろん

研修参加者は知らない）。トレーニング場面で

は，状況の変化に即応して，的確なチーム行

動をとることができるか，熟練したインスト

ラクターたち 3 人が観察し，チェックポイン
トに沿って評価する。3 人のインストラクタ
ーの評価が大きく異なることがないか，流動

的に進むチーム･プロセスの中でチェックポ

イントをはずすことなく評価することができ

るか等，評価システムに無理はないか，的確

な評価が確保できるかについて，確認するプ

ロセスを踏んでいる。2007 年春以降，電力会
社の協力を得て，実際のチームワーク･測定･

評価を行う段階に進む予定である。  
 この電力発電所の運転チームの研修は，日

頃，一緒に職務遂行しているチームメンバー

が揃って参加するため，日常的なチームワー

クについて質問票による測定をしておき（心

理レベル･静的チームワーク），トレーニング

場面でのチームワークの測定を行い（行動レ

ベル･動的チームワーク），チームワークの心

理的側面と行動の側面とを合わせて統合的に

分析・検討することが可能になる。こうした

取り組みを経て，チームワークの測定は，実

践的に機能するものになっていくと思われる。 
 なお，看護師チームとプラント運転チーム

のふたつの職種については，共通のチームワ

ーク構造が見られたが，いずれも，安全を確

保し，規則を守って，的確に作業を進めるこ

とを優先課題とする職種であった。生産性や

効率性を追求する職種や創造的な問題解決や

発見を追求する職種のチームでは，もしかす

ると異なるチームワーク構造が見られるかも

しれない。この点からの実証的検討も，今後

の課題となる。  
 さらには，チームの形態によって，求めら

れるチームワークの性質に違いがある可能性

についても検討が必要である。これまでのチ

ームワーク研究は，基本的に，比較的長期的

にわたって，日常的に一緒に業務や課題を遂

行するチームを念頭に検討を進めてきた。し

かし，今日，様々な形態のチームによって業

務･課題遂行がなされるようになってきてい

る。ある特定の問題解決のために，様々な職

場から代表が集まって課題に取り組み，問題

が解決したら解散するワーキング･グループ

や，期間を限定して集中的に課題遂行に取り

組むタスク・フォース，地理的に離れている

者たちが電子ネットワークでコミュニケーシ

ョンをとりながら課題遂行に取り組むバーチ

ャル･チームなどがその例である。もちろん，

これらの形態をチームと呼ぶのかについての

議論は必要だろう。しかしながら，どんな形

態をとろうとも，共通の目標の達成に向かっ

てメンバーが相互作用していく過程には，チ

ームワークが機能するはずである。そして，

チームの成果も問われるはずである。  
 このように見てくると，チーム･コンピテン

シーの育成・強化の方略を検討する取り組み

は，検討すべき課題であふれる広々とした原

野を目の当たりにしている状態にあるといえ

るだろう。  
 
Ⅳ．討論：個人のチームワーク・コンピテン

シーの育成･強化は，チーム・コンピテ

ンシーの向上に直結するか 
  
（１）個人のチームワーク・コンピテンシーとは 
 個人レベルのチームワーク・コンピテンシ

ーとは何を指すのか，という問題に関しては，

OECD（DeSeCo/OECD,2005）が重要なコン
ピテンシーのひとつの要素と指摘している

「チームで協力して働く能力」が的確な解答

を示している。この能力は５つの下位能力で

構成されている。具体的には以下の通りであ

る。  
①自分の考え（idea）を提示し，他者の考え
を聞く能力  
②討議（debate）の力働性（dynamics）を理
解し協議事項に従う能力  
③戦略的もしくは持続可能な同盟関係を作る

能力  
④交渉する能力  
⑤異なる意見を許容するような決定をする包

容力（capacity）  
 無論，このチームワーク･コンピテンシーを

十分に備えた者たちがチームの一員であるこ
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とがチーム･コンピテンシーにネガティブな

影響をもたらすとは考えにくい。したがって，

個人のチームワーク･コンピテンシーを育成

し強化するトレーニング･プログラムの開発

は，是非とも必要な取り組みであるといえる。 
 しかし，ここで問いたいのは，メンバー個々

のレベルでコンピテンシーを育成･強化すれ

ば，チーム･コンピテンシーは自動的に強化さ

れることになるのか，という問題である。  
 本稿では，チームワークは，メンバーどう

しの相互作用によって創発する特性であると

論じた。また，いかに優秀な人材を集めても，

創発されるチームワーク次第でチーム･コン

ピテンシーは影響を受けて変動する可能性が

高いことも論じた。すなわち，個人の能力は，

チームワークを媒介して，チームの力になる

と主張している。この観点に立てば，実証的

検討によって把握されてきているチームワー

クを形作るそれぞれの要素たちは，個人のチ

ームワーク･コンピテンシーを形作る 5 つの
要素が向上することで，どのような影響を受

けるのか検討してみる必要が出てくる。  
 
（２）個人のチームワーク・コンピテンシーとチーム

が必要とするチームワーク要素との対応  
 先述した OECD が提示している「チームで
協力して働く能力」の５つの要素は，3 つの
因子構造を持つチームワークのどれと強く関

係しているだろうか。もちろん，すべての因

子に対して影響を及ぼすことが考えられるが，

基本的にはチーム･リーダーシップの因子と

の関係の強さが予想される。リーダーシップ

は原則として，個人レベルで実現可能な要素

だからである。  
 それに対して，チーム･プロセスは他のメン

バーとの相互作用によって成立する。どんな

性質の相互作用が行われ，いかなる人間関係

が生まれるかによって，チーム･プロセスはダ

イナミックに変容するため，個人レベルの要

素だけでは決まりにくい。大多数のメンバー

が優れたチームワーク･コンピテンシーを保

持していれば問題ないのかもしれないが，逆

に大多数のメンバーが乏しいチームワーク･

コンピテンシーしか持ち合わせない場合もあ

る。優れたチームワーク･コンピテンシーを保

持するメンバーが一人いれば，チームワーク

は向上し，チーム･コンピテンシーも高まるの

だろうか。  
 とにかく，チームワーク･コンピテンシーを

豊かに備えた人材を数多く養成して，そうし

た人材がチームを形成するようになれば，チ

ーム･プロセスもおのずと優れたものになる

はずだと，シンプルに考えることもできるだ

ろう。  
 しかし，歴史上の重大な政策決定の失敗の

多くが，卓越した専門的知識や社会的権威を

有する者たちが集まって話し合った結果であ

ることを指摘した Janis(1972)の「集団浅慮
(groupthink)」の研究を代表として，メンバ
ーどうしの相互作用が作り出す心理的場の力

が，メンバー個々の能力を超えて，チームの

成果に影響を及ぼすことが少なからず起こる

ことは，科学的に明らかにされてきたことで

ある。  
 個人レベルのチームワーク･コンピテンシ

ーを育成･強化することは，もちろん重要な課

題である。ただ，チーム･レベルのコンピテン

シーを考えれば，個人レベルの育成･強化に終

始するだけではなく，チーム･プロセスを活性

化するマネジメント方略についても検討と工

夫が必要である。チーム･プロセスが，メンバ

ー個々のコンピテンシーを，チーム･コンピテ

ンシーに紡ぎあげることを考慮した取り組み

が大事である。  
 
（３）社会の変化とこれからのチームワーク・コン

ピテンシー 
 先にも指摘したが，様々な形態のチーム活

動が実践されるようになってきている。普段

は互いに別々の職場で異なる職務についてい

る者たちが，定期的に集まって問題解決を図

るワーキング･グループのようなチームでは，

チーム･プロセスやチームの指向性の要素以

上に，実際にチーム活動を積極的に推進する

チーム・リーダーシップが重要な鍵を握るこ

とになる。期限を切って問題解決や課題遂行

に取り組むタスク・フォースの場合も，バー

チャル･チームの場合も，同様であろう。チー

ム・リーダーシップは，チームのリーダーだ

けに求められるのではない。メンバー全員が
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役割を分担するように発揮する分有型リーダ

ー シ ッ プ (Shared Leadership; Pearce & 
Conger,2003)であることが望ましい。  
 多様な形態のチーム活動が実践される社会

では，メンバー一人ひとりが，役割に応じて

チーム・リーダーシップ(分有型リーダーシッ
プ)を発揮することが求められる。急速にグロ
ーバル化する社会では，その必要性は切実な

ものであり，日本社会もそんな時代を迎えつ

つある。個人レベルのチームワーク･コンピテ

ンシーを育成･強化するプログラム開発は，こ

んな社会的文脈を考慮するとき，その価値の

高さが改めて痛感される。本稿で繰り返し指

摘したチーム･プロセスの影響も視野に入れ

るならば，「チームで協力して働く能力」でと

どまることなく，「チームで協力して働き，チ

ームワークを醸成し，チームが成果をあげる

ようにリーダーシップを発揮する能力」とし

て，これからのチームワーク･コンピテンシー

を捉えることが有効だろう。  
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