
1 はじめに 

今日組織をとりまく環境は，少子高齢化による消費
市場の構造の変化や，終身雇用制の終焉，デジタル化・
IT化の進展，グローバル化など，複雑性や不確実性が
増している．このような経営環境では，より柔軟に，
様々なステークホルダーを巻き込みながら成長し続け
る組織づくりが求められている．このような中，知識
や情報を用いて付加価値を生み出すような企業で働く
ナレッジ・ワーカーは，チーム内，組織内の他部署，
そして組織を超えた様々なネットワークの中で業務を
推進することが増えている1) 2)．社内外にまたがる従業
員関係の複合的なネットワーク構造を理解し，それが
どのように組織のチームパフォーマンスに影響してい
るのかを明らかにすることが，組織経営の課題を考え
る上で重要になってきている． 

2 研究の目的 

本研究の目的は，チーム内のパフォーマンスに影響
を与える社内外ネットワークの効果について検証し，
組織のパフォーマンスマネジメントに活用しうる示唆
を得ることである．そのため，「チームパフォーマン
スに影響を与えるネットワーク構造はどのようなもの
か」という問いを立て，社会ネットワーク分析を用い
て検討した． 

3 先行研究 

3.1 社会ネットワーク分析 

 本研究で用いる社会ネットワーク分析とは，複数の
行為者間の関係を定量的に測定し，数値としてとらえ
られた行為者間の関係とその特徴から，個々の行為者
の行為を分析しようとするアプローチである 3)．また
その中でも本研究では，同じ集団内の複数の関係性を
取り扱うマルチレイヤー(多層)ネットワーク分析を用
いる． 

 社会ネットワーク分析では，個人や組織を表す「ノ
ード」と，ノード同士のつながりを表す「エッジ」(リ
ンク，辺)から関係性が構成され，通常 1つのレイヤー
(層)のみを対象としている．マルチレイヤーネットワ
ーク分析では，ここに複数のレイヤーが追加される．
こうしたマルチレイヤーネットワークの利点として，
単一のネットワークに比べ，より複雑な関係性を表現・

分析できることが挙げられる．複数の層にまたがるつ
ながりを同時に見ていくことで，その集団内の重層的・
複合的な関係性を示すことができる 4)5)． 

 

3.2ネットワーク構造とパフォーマンス 

紐帯とパフォーマンスに関し，凝集的紐帯(Cohesive 

ties)，橋渡し型紐帯(Bridging ties)という 2 つの流れが
ある(それぞれのイメージは Fig. 1参照)． 

凝集的紐帯の代表である Coleman(1988)は，個人の能
力のためには凝集性が重要であるとし，カトリック系
の高校では親同士が知り合いであるほうが，そうでな
い場合よりも信頼性や規範が構築され，結果子どもの
中退率が低いことを示した 6)． 

他方で橋渡し型紐帯では，密度の高いネットワーク
を有するよりも，重複のないネットワークを幅広く有
しているほうが有益であると主張する．代表的なもの
として Burt(1992)の研究が挙げられる．彼は，ハイテク
企業を題材に，上級管理職の持つ社会ネットワークが
社員の昇進に与えた影響を調べた．そして，社員の能
力や投下されるリソースの量だけがその社員の業務パ
フォーマンスに影響するのではなく，その社員を取り
巻く社会ネットワークの特性やネットワーク内での位
置も，パフォーマンスの前提になることを明らかにし
た．ネットワークの中でも，つながり同士の重複が少
なく多様なグループとつながっている位置のことを
「構造的空隙」と呼び，これを多数有するネットワー
クでは，情報の冗長性が低下するため斬新なアイデア
や解決策が創出される確率は高まり，複数のグループ
から流れる情報を統制することで利益を得られ，競争
的優位が高まると主張した 7)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1：凝集的紐帯(左)と橋渡し的紐帯(右)のイメージ 
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企業におけるパーソナルネットワークに着目した先
行研究では，ネットワーク構造とパフォーマンスにつ
いて，弱い紐帯が転職に有利に働く 8)，ネットワーク
の大きさが得られる情報の多様性に効く 9)，ネットワ
ーク内の顔ぶれが帰属意識に寄与する 10) ，といった
研究がある．これら先行研究では，いずれも業務にお
ける関係を扱っているものが大半であり，フォーマル・
インフォーマルを含んだチーム内のつながりを多層的
に捉えられているとは言い難い．また，社内外ネット
ワークの関係を同時に考慮に入れ，個人のネットワー
クについて重層的に研究しているものは限られている． 
 これを踏まえ，本研究では，チーム内のマルチレ

イヤーなつながり方を考慮に入れてチームパフォーマ
ンスへの影響を検証する．また，社外や他部署とのつ
ながりも鑑み，多層なネットワークがどのようにチー
ムパフォーマンスに影響しているのか検証する． 

本研究では，以下の 3つのネットワークを用いる． 

①チーム内ネットワーク： 

 同じチームに属する人とのネットワークを指す．そ
の中で，業務コミュニケーションを行う関係(業務レイ
ヤー)，アドバイスをしあう関係（アドバイスレイヤー），
ランチに一緒に行く関係（ランチレイヤー），SNSで
つながっている関係（SNSレイヤー)の 4つのレイヤー
を考慮に入れて分析する． 

②社内相談ネットワーク： 

 自分の属するチームと違う部署に所属している，同
じ会社内に属する人との相談ネットワークのことを指
す． 

③社外相談ネットワーク： 

 自分の属する会社以外に所属する人(フリーランス
などを含む)との相談ネットワークのことを指す． 

 

4 分析方法 

4.1 調査概要  

 調査対象者は，組織 Aのある部署に所属する従業員
11 名，組織 B のある部署に所属する従業員 9 名とし
(計 20名)，アンケート調査を行った．組織 Aの対象部
署はイベントなどの運営企画などのマネジメント業務，
組織Bの対象部署は主に開発関連のプロジェクトマネ
ジメント業務を行っている．アンケート上でチーム内
ネットワーク，社内相談ネットワーク，社外相談ネッ
トワークの詳細についてそれぞれ聴取し，ネットワー
ク指標を算出した． 

 

4.2 ネットワーク指標算出方法  

 主なネットワーク指標の算出方法は以下のとおりで
ある． 

 

密度： 

 あるネットワークにおいて張ることのできるすべて
のエッジの数に対する，実際のエッジの数の比率のこ
とである 11)．頂点数 n の無向グラフ(ネットワーク)に
おいて可能な辺の数は最大で n(n-1)/2 であるため，グ
ラフに含まれるエッジの数をmとすると，計算式は以
下のように表される． 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  
𝑚

𝑛(𝑛 − 1)
2

=  
2𝑚

𝑛(𝑛 − 1)
(1)

 

  

次数中心性： 

 いかに多くの人とつながっているかを表し，より多
くのエッジを持つノードを高く評価する 12)． 

𝐶𝐷(𝑣𝑖) =
𝑘𝑖

𝑁 − 1
(2) 

 ここで，𝑘𝑖はノード𝑖の次数，N はネットワークのノード数

である．N-1 で割ることでネットワーク全体の大きさに対し

正規化している． 

 

媒介中心性： 

 ネットワーク内でいかに多くの人を媒介させている
かを表し，あるノードが他のノード間の最短経路上に
位置する程度を表す 11)． 

𝐶𝑏(𝑖) =  ∑
𝑔𝑗𝑘 (𝑖)

𝑔𝑗𝑘
𝑖≠𝑗≠𝑘

(3) 

 ここで，𝑔𝑗𝑘(𝑖)は，ノード j とノード k 間の最短パスにお

いてノード i を通る最短パスの数，𝑔𝑗𝑘は，ノード j とノード

k 間の最短パスの数を表す． 

 

排他的関連性： 

 複数のレイヤーにまたぐ自分とつながっている人の
うち，特定のレイヤーのみでしかつながっていない人
の割合のことである 4)． 

 

xrelevance(a, L) =  
𝑥𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑(𝑎, 𝐿)

𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑(𝑎, ℒ)
(4) 

 

 このとき，あるレイヤー𝐿はℒの部分集合であるとすると，

neighborhood(𝑎, ℒ) は，すべてのレイヤーℒ 上でアクタ

ー𝑎と直接つながっている近傍数のことであり， 

xneighborhood(𝑎, 𝐿)は，アクター𝑎とレイヤー𝐿でのみつ

ながっている近傍数である．特定のレイヤーでしかつなが

っていないアクターの数を，その人のすべてのつながりの

数で割ることで算出している． 

 

ネットワーク効率性： 

 構造的空隙の欠如を表す拘束度と同様の概念として，
Burtはネットワークの効率性を提唱している．効率性
とは，自分以外のノード同士が重複していない割合の
ことを指す．拘束度と反対に，この値が大きいと，つ
ながり同士の重なりが少なく，多様な情報源を提供で
きるようなつながり方であるとみなされる 13) 14)． 

 ネットワーク効率性を算出するために，重複

(Redundancy)と効果量(Effective size)を算出する．重複

とは，ネットワーク内のあるノード(エゴと呼ぶ)との

エッジ以外のエッジ数を平均したもののことである．

また効果量は，エゴ以外のノード数から，エゴ以外の人同

士の平均次数を引いたもののことである．ここで，ネットワ

ークの平均次数は，n をネットワークのノードとしたとき，ネ
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ットワークの密度(
2𝑚

𝑛(𝑛−1)
)を(n-1)倍したものと同様である 14)．

よって，重複は以下の式で表される． 

𝑟𝑒𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑦 =
2𝑡

𝑛(𝑛 − 1)
× (𝑛 − 1) =

2𝑡

𝑛
(5) 

 このとき，𝑡はエゴにつながっているエッジ以外のエッジ

数のことを指す．また効果量は，エゴ以外のノードの数か

ら重複を引いたものであるから， 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 𝑛 −  
2𝑡

𝑛
(6) 

 となる．そして，ノード𝑖の次数を𝑘𝑖と表すとき，効果量を

ノード𝑖の次数で割ったものが効率性である． 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦: 𝐸𝑖 =  
𝑆𝑖

𝑘𝑖

(7) 

ネットワーク多様性： 

 自分のネットワークに，同じ集団に属する人々がどの程

度いるかを表す．この値が小さいほど多様性が高いと評

価する 15)．  

𝐻 = 1 − ∑ 𝑃𝑖
2 (8) 

 このとき，𝑃𝑖 はネットワーク内における集団の相対的規

模，𝑃𝑖の二乗は，ネットワーク内の各構成者が同じ集団に

属する人々に出会う確率を表す．その計算をネットワーク

構成者すべてに対して行い，算出された値を合計すると

パーソナルネットワークの同質性が求められる．その後，１

からネットワークの同質性を減じた値がパーソナルネットワ

ークの多様性であるi． 

 

4.3 チームパフォーマンス指標 

 また， チームパフォーマンス指標として，心理的安
全性，知識・情報共有の 2つを用いた．  

 

①心理的安全性： 

 「心理的安全」とは，関連のある考えや感情について
人々が気兼ねなく発言できる雰囲気をさす 13)．このよ
うな環境では，何かミスをしても，そのために他の人
から罰せられたり評価を下げられたりすることはない
と思うことができる．このような心理的安全性とチー
ムパフォーマンスは正の関係にあると実証的研究が複
数なされている．例えば，あるメーカーの 51チームを
対象にした調査では，心理的安全性とチームパフォー
マンスに正の関係が見られた 16)．また， 91 の病院を
対象にした研究では，心理的安全性と患者の安全に関
するパフォーマンスに正の関係があるとされた 17)．ま
た，60 の R&D チームを対象にした研究においても，
チームの心理的安全性はチームのパフォーマンスに正
の影響があることが確認された 18)． 

 本研究では，「このチームでは，バカにされる，否
定されるといった心配をせずに自分の意見を言える」

i 例えば，社内相談ネットワークの相手 5 名のうち，各人がどこの部署に

いるか尋ね，その答えが「部署 A」2 人，「部署 B」1 人，「部署 C」2 人を

挙げた場合，Pi はそれぞれ 2/5(部署 A の相対的規模），1/5(部署 B の

相対的規模），2/5(部署 C の相対的規模）となる．これらを二乗したもの

などの 3 項目で質問項目を構成し，”とてもあてはま
る”～”まったくあてはまらない” 5 段階にて聴取して
いる 1)．この 3 項目の平均値を，心理的安全性のパフ
ォーマンス得点とした． 

 

②知識・情報共有 

 野中&紺野(2003)は，業種・業界を問わず，人々や組
織が創り出す知識および知識資産が価値の源泉となっ
ており，それらの価値を生み出すナレッジ・ワーカー
が主役となっていると述べる 19)．また，白石(2007)は，
知識の共有は，知的成果の質的向上，知的業務の時間
短縮といった効果があると論じている 20)．72 のメタ
分析を行った研究によると，情報共有とチームパフォ
ーマンスに正の関係があるという 21) ．また，56 の企
業のR&Dプロジェクトチームを対象にした研究では，
グループ内の他メンバーに知識を共有しようとする意
図とチームパフォーマンスに正の関係があった 22)．621

名のホテル従業員を対象にした研究においても，知識
共有とサービスイノベーションパフォーマンスに正の
関係があった 23)． 

 本研究では，三沢ら(2009)の研究を参考に，「このチ
ームでは，チーム内で情報共有が適切にできている」
などの 3項目で質問項目を構成した．この 3項目の平
均値を，知識・情報共有のパフォーマンス得点とした
24)． 

 

 チームパフォーマンスについては，多くの先行研究
において様々な方法で測られており，パフォーマンス
の効果を測るための一定で唯一の指標はないとされて
いる 25)．しかし，チーム内で安心して話せること，ミ
スや失敗を恐れないといった雰囲気は，冒頭で述べた
ような変化が激しい経営環境の中では特に重要な要素
となりうる．多くの企業を取り巻く環境が，先の読め
ない不確実な状態に変化している中で，決まった手順
の定型業務をこなすだけではなく，正解が分からず成
果が保証されていない新しいチャレンジが求められて
いる 1)．失敗を恐れずリスクを取るという心理的負担
を軽減し，一人ひとりの主体的な行動を促すために，
心理的安全が確保された場が重要となる．また，本研
究は，知識や情報を用いて付加価値を生み出すような
ナレッジ・ワーカーを対象にしている．気兼ねなく発
言できるコミュニケーション基盤があるだけにとどま
らず，知識や情報を適切にチーム内に共有し，組織内
の学習を促進し，チームとして付加価値を創造すると
いう行動を伴うことが重要であると考える．以上より，
本研究では上記の 2つをパフォーマンスの評価に用い
た． 

 これらを用いて，チームパフォーマンス指標を従属
変数，ネットワーク指標を独立変数とした Lasso 回帰 

分析と，パフォーマンスグループ別にネットワーク構
造を検証した． 

 

 

 

(4/25, 1/25, 4/25)が，それぞれの構成者がネットワーク内で同じ集団に

所属する人々に出会う確率である．この数字を合計するとネットワークの

同質性が算出される(9/25) ．最後に，1 からネットワークの同質性を減じ

ると，ネットワークの多様性となる(21/25 ≒0.84) ． 
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5 分析結果 

5.1 ネットワークの可視化 

 まず，チーム内ネットワークの各レイヤーを可視化
した． 

 

 これを見ると，企業 Aと企業 Bで顕著な違いがある
のはランチレイヤーであることが分かる．企業 Aでは
ランチレイヤーのつながりは疎であるが，企業 Bでは
互いが密につながりあっていることが伺える．A のラ
ンチレイヤーの密度は 0．29で，企業 Bの同レイヤー
の密度は 0．86 であったため，定量的に見ても企業 B

の方がランチレイヤーの関係が密であることが伺える． 
 

5.2 パフォーマンスに影響するネットワーク指標 

 計算式を用いて，各ネットワーク指標の平均値と標
準偏差を企業ごとに算出した．Table 1にチーム内ネッ
トワーク指標の算出結果を示す． 

 また Table 2 に社内外ネットワーク指標の算出結果

ii Lasso推定値は正則化パラメータλの値に依存しているため，正則

化パラメータの値の選択が異なると lasso推定値も異なる 26)．本研究

では，交差検証法(クロスバリデーション)によって最適な正則化パラ

メータを設定した．交差検証法は，観測されたデータの中から疑似

を示す． 

 チームパフォーマンスに影響を与えるネットワーク
指標は何かを考えるうえで，2 つのアプローチから検
討を試みた． 

 第 1に，チーム内ネットワーク，社内相談ネットワ
ーク，社外相談ネットワークの個人指標を独立変数，
パフォーマンスを従属変数として Lasso 回帰分析を行
った． Lasso回帰とは，正則化された線形回帰の一つ
で，線形回帰に学習した重みの合計（L1正則化項）を
加えたものである．不要と判断される説明変数の係数
が 0になる性質があり，モデルの選択と説明変数の選
択を自動で行う 26)．    

 心理的安全性を従属変数にした場合の結果を Table  

3に示すii． 

 

 チーム内の心理的安全性に主として影響する変数は，
ランチレイヤーの次数中心性が最も高く(0．35)，次い
で性別（女性）ダミー(-0．12)，業務レイヤーの排他的
関連性(-0．07)が入るiii．属性を除くと，ランチレイヤ

的に将来のデータを分離することにより，将来観測されるデータの

予測という観点に基づき構成される評価基準である． 
iii 係数が 0 になった指標は，経験年数，ランチレイヤー：媒介中心

性，アドバイスレイヤー：次数中心性，アドバイスレイヤー：排他的

  

Fig. 2：企業 A(上)と企業 B(下)の各レイヤーネット

ワーク 

アドバイス SNSランチ業務

Table 3: 心理的安全性を従属変数にした場合の回

帰係数(3つのネットワーク) 

 

 

項目 係数

ランチレイヤー：次数中心性 0.32

SNSレイヤー：拘束度 -0.16

性別（女性）ダミー -0.10

SNSレイヤー：次数中心性 -0.08

アドバイスレイヤー：拘束度 0.05

アドバイスレイヤー：媒介中心性 -0.05

年齢_3 0.03

SNSレイヤー：媒介中心性 -0.02

正則化パラメータ 0.01

決定係数 0.62

Table 1: チーム内ネットワーク指標 平均・標準

偏差(企業別) 

 

ネットワーク指標 平均 標準偏差 平均 標準偏差

次数中心性(業務) 0.98 0.04 1.00 0.00

次数中心性(アドバイス) 1.05 0.31 1.06 0.37

次数中心性(ランチ) 0.21 0.18 0.86 0.15

次数中心性(SNS) 0.28 0.19 0.47 0.24

媒介中心性(アドバイス) 5.27 7.23 4.89 9.01

媒介中心性(ランチ) 3.27 5.00 0.56 0.43

媒介中心性(SNS) 4.45 6.34 2.67 3.37

拘束度(業務) 0.36 0.00 0.44 0.00

拘束度(アドバイス) 0.41 0.04 0.49 0.05

拘束度(ランチ) 0.52 0.40 0.44 0.01

拘束度(SNS) 0.61 0.35 0.62 0.23

排他的関連性(業務) 0.24 0.16 0.08 0.09

企業A 企業B

Table 2: 社内・社外ネットワーク指標 平均・標

準偏差(企業別) 

 

ネットワーク指標 平均 標準偏差 平均 標準偏差

社内：性別多様性 0.31 0.24 0.32 0.20

社内：年代多様性 0.30 0.22 0.42 0.25

社内：部署の多様性 0.52 0.26 0.58 0.23

社内：ネットワーク効率性 0.35 0.34 0.24 0.13

社外：性別多様性 0.34 0.22 0.23 0.23

社外：年代多様性 0.31 0.30 0.38 0.29

社外：組織多様性 0.39 0.39 0.25 0.31

社外：関係多様性 0.42 0.39 0.56 0.39

社外：ネットワーク効率性 0.55 0.40 0.79 0.17

企業A 企業B
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ーの次数中心性や業務レイヤーの排他的関連性などチ
ームのネットワーク指標が心理的安全性に大きく影響
していることが分かる．その次に，係数は小さいが社
内相談ネットワークの部署や性別の多様性などが来て
いる．社外の相談ネットワークは年齢多様性のみで，
係数も-0．03と大きくないことから，社外の相談ネッ
トワークに関してはチームの心理的安全性にほぼ寄与
していないことが伺える． 

 一方，知識・情報共有パフォーマンスを従属変数と
した場合，社外ネットワークの効率性の係数が 0．2と
最も高くなった(Table 4)iv．チーム内のつながりが強い
影響を持っていた心理的安全性と異なり，知識・情報
共有パフォーマンスについては，組織を超えた重複の
ない幅広いつながりが，チーム内における知識・情報
共有に正の影響を与えていることが分かる． 

 

 

5.3 パフォーマンスの違いによるネットワーク構造 

 第 2に，心理的安全性および知識・情報共有の 2つ
のパフォーマンスをともに高めていく方法について示
唆を得るため，パフォーマンスグループ別にネットワ
ーク構造を見ていった．グループは以下のとおり 4つ
に分類した． 

(1) 心理的安全性と知識・情報共有が両方高いグルー
プ(HHと記載) 

(2) 心理的安全性が高く，知識・情報共有が低いグルー
プ(HLと記載) 

(3) 心理的安全性が低く，知識・情報共有が高いグルー
プ(LHと記載) 

(4) 心理的安全性と知識・情報共有が両方低いグルー
プ(LLと記載) 

 

 4 つのグループの分け方は以下のように行った．ま
ず，心理的安全性と知識・情報共有それぞれのパフォ
ーマンス尺度(5 段階評価 3 項目)の平均得点を各個人
で算出した後，2 つのパフォーマンスそれぞれの全体

関連性，社内：年齢多様性，社内：関係多様性，社内：ネットワーク

効率性，社外：次数中心性，社外：関係多様性，社外：ネットワーク

効率性，SNSレイヤー：拘束度，ランチレイヤー：拘束度，役割(非

正規)ダミー，年齢 50代ダミーである． 
iv 係数が 0 になった指標は，経験年数，ランチレイヤー：媒介中心

性，SNSレイヤー：媒介中心性，アドバイスレイヤー：媒介中心性，

SNS レイヤー：次数中心性，アドバイスレイヤー：次数中心性，ア

ドバイスレイヤー：排他的関連性，業務レイヤー：排他的関連性，社

平均の上位25%以上の得点の人をパフォーマンスが高
い(H)と判定，下位 25%の人をパフォーマンスが低い
(L)と判定した．次に，知識・情報共有においても同様
に判定を行い，2 つのパフォーマンス結果を組み合わ
せて 4つのグループに分けた．例えば，両方高いグル
ープに属する人(HH)は，心理的安全性の個人得点と知
識・情報共有の個人得点が両方とも各平均の上位 25%

以上だったことを示す．また，上位 25%にも下位 25%

にもあてはまらない人は”その他”として分けた． 

 

 まず在籍年数を見ると(Table 5)，知識・情報共有が高
いグループ(HH, LH)は，低いグループに比べ在籍年数
が短くなっている． 

 

Table 5: グループ別平均在籍年数(単位：年) 

 HH HL LH LL 

在籍年

数 

4.7 10.0 7.5 9.5 

 

 次に，業務コミュニケーションの排他的関連性を見
ると，心理的安全性が低いグループ(LH，LL)は，心理
的安全性が高いグループ(HH，HL)よりも排他的関連性
の値が高かった(Fig. 3v)．心理的安全性が低いグループ
は，業務以外のつながりを持つことが少ないというこ
とを示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，社内相談ネットワークおよび社外相談ネット
ワークの効率性をグループ別に見てみると(Fig. 4vi) ，
情報共有が高いグループ(HH， LH)は社外ネットワー
ク効率性が高い．心理的安全性も情報共有も低いグル
ープ(LL)は，社内外のネットワーク効率性がいずれも
低いという結果であった． 

 

 

 

 

内：次数中心性，社内：性別多様性，社内：年齢多様性，社内：部署

多様性，社内：関係多様性，社内：ネットワーク効率性，社外：次数

中心性，社外：年齢多様性，社外：組織多様性，社外：関係多様性，

SNSレイヤー：拘束度，性別（女性）ダミー，年齢 50代ダミーであ

る． 

v 正規化しているため単位は記載していない． 
vi 正規化しているため単位は記載していない． 

 

Fig. 3: グループ別 業務コミュニケーションの

排他的関連性 

 

  

 

Table 4: 知識・情報共有を従属変数にした場

合の回帰係数(3つのネットワーク) 

 

 

 

項目 係数

経験年数 -0.27

SNSレイヤー：拘束度 -0.22

年齢_4 0.22

年齢_3 0.10

役割_2 -0.09

アドバイスレイヤー：媒介中心性 -0.04

正則化パラメータ 0.01

決定係数 0.55
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6 考察 

6.1 パフォーマンスに影響するネットワーク指標に関
する考察 

 各ネットワークにおいて Lasso 回帰を行い，各ネッ
トワークで影響が強い指標を Table 6にまとめた． 

 

Table 6: 各ネットワークで影響が強い指標 

(かっこ内は係数が高いネットワーク指標) 

 従属変数：心理

的安全性 

従属変数：知識・

情報共有 

チーム内 

ネットワーク 

凝集的紐帯 

(ランチレイヤーの

次数中心性) 

橋渡し的紐帯 

(SNS レイヤーの拘

束度) 

社内相談 

ネットワーク 

凝集的紐帯 

(社内ネットワーク

内の先輩・(元)上

司の多さ) 

橋渡し的紐帯 

 (社内ネットワーク

の効率性) 

社外相談 

ネットワーク 

橋渡し的紐帯 

(社外ネットワーク

の効率性) 

橋渡し的紐帯 

（社外ネットワーク

の効率性） 

ネットワーク 

全体 

凝集的紐帯 

(ランチレイヤーの

次数中心性) 

橋渡し的紐帯（社

外ネットワークのつ

ながりの効率性） 

 

 これを見ると，チームの心理的安全性を高くするた
めには，チーム内および社内相談ネットワークの関係
性が密な凝集的紐帯であることが重要であることが伺
える．特にチーム内のインフォーマルなネットワーク
のつながりが重要な役割を果たしている．組織におけ
るインフォーマルなネットワークの重要性はこれまで
多く指摘されている．インフォーマルコミュニケーシ
ョンによって人間関係を維持することは，業務に必要
な情報をスムーズに伝達し，個々人のモチベーション
を上げるのに役立つという 27)．本研究においても，チ
ームで業務を進めるにあたり，業務コミュニケーショ
ンだけではなく，雑談や，ランチに一緒に行くなど，
インフォーマルなやりとりの重要性を示唆する結果と
なった．ただし，社外相談ネットワークにおいては，
橋渡し的紐帯，つまり重複のない幅広いつながりが重

要であることが分かる． 

 一方，知識・情報共有に効果的なのは，チーム内・
社内相談ネットワーク，社外相談ネットワークのいず
れにおいても橋渡し的紐帯が重要であった． 

 これを見ると，常に凝集的紐帯が重要，あるいは常
に橋渡し的紐帯が重要なのではなく，心理的安全性と
いう側面には凝集的なつながりが，情報や知識の共有
といった側面には橋渡し的なつながりが重要といった
ように，パフォーマンスによって重要なつながり方が
異なることが分かる．パフォーマンスをどのような観
点で捉え，社内外ネットワークのどこを見るかにより
影響するつながり方が異なっており，現状や目指すべ
きチームのあり方に応じてつながり方を加味していく
必要があるといえる． 

 

6.2 パフォーマンスの違いによるグループの特徴に関
する考察 

 各グループの代表的な社内外ネットワークを見てい
くと，ネットワーク構造にそれぞれ特徴があった．以
下では，ネットワークの特徴および②～④のグループ
にはそこから考えられる示唆や改善点を挙げる． 

 

①心理的安全性と知識・情報共有が両方高いグループ 

 このグループは，心理的安全性が確保されていると
感じておりかつ適切な情報共有も出来ていると考えて
いるグループである.グループ①に関して観察された
事項およびそれに対する示唆は以下のとおりである
(Table7). 

 

Table 7: グループ①(HH)の観察事項と示唆 

観察事項 示唆 

チーム内では業務レ
イヤーの排他的関連
性が低い. 

業務以外のインフォーマル
な場でコミュニケーション
する機会が多い． 

チーム内アドバイス
レイヤーの出次数中
心性が高い. 

チーム内でアドバイスを積
極的に自ら求めることがで
きている. 

社内相談ネットワー
クのつながりが密. 

他部署の人とも協働しやす
い環境である. 

 

 

②心理的安全性が高く，知識・情報共有が低いグルー
プ(HL) 

 このグループは，心理的安全性が確保できているが，
実際の適切な情報共有には至っていないと考えている
グループである．グループ②に関して観察された事項
およびそれに対する示唆は以下のとおりである(Table 

8). 

 

Table 8: グループ②(HL)の観察事項と示唆 

観察事項 示唆 

業務レイヤーの
排他的関連性が
低い. 

両方のパフォーマンスが高いグ
ループ(HH)同様，業務以外でも
コミュニケーションの機会があ
る. 

在籍年数が高い. 1 つの解釈として，在籍年数が
上がるにつれ，自らの知識が増
え，積極的に知識や情報共有を

 
Fig. 4: グループ別 社内・社外ネットワーク効率性 
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行うインセンティブが減り，チ
ーム内の知識・情報共有行動が
減ることが考えられる．  

 

 このようなグループについては，在籍年数が高く，
知識を持つベテラン層に積極的に働きかけ，チーム内
で情報共有するような仕組みを導入し，チーム全体の
知識共有を促すことが一案である． 

 

③心理的安全性が低く，知識・情報共有が高いグルー
プ(LH) 

  このグループは，組織学習につながる行動はできて
いるが，気兼ねなく発言できるといった心理的安全性
は確保できていない．グループ③に関して観察された
事項およびそれに対する示唆は以下のとおりである
(Table 9). 

 

Table 9: グループ③(LH)の観察事項と示唆 

観察事項 示唆 

業務レイヤ
ーの排他的
関連性が高
い 

業務以外でのコミュニケーションが
希薄である．業務上の情報共有が効
率的になされていたとしても，心理
的安全性が低いことから，長期的に
見れば，社員同士がミスを恐れて発
言しづらい，失敗を責められるとい
った雰囲気があるチームであると，
社員のモチベーションや主体性に負
の影響が出ると思われる．また，新人
や中途採用など新たに外部から人材
が入ってきた場合，心理的安全性が
低いことからチームに馴染みづらい
といった可能性が考えられる．  

 

 このようなグループに関しては，チーム内でマネー
ジャーが率先して話しやすい雰囲気をつくっていくな
ど，チーム内でのコミュニケーションを促進すること
が考えられる． 

 

④心理的安全性知識・情報共有が両方低いグループ 

 このグループは，チーム内での心理的安全性も低く，
かつ知識や情報共有も出来ていないと感じている．グ
ループ④に関して観察された事項およびそれに対する
示唆は以下のとおりである(Table 10) ． 

 

Table 10: グループ④(LL)の観察事項と示唆 

観察事項 示唆 

業務レイヤーの排他
的関連性が高い． 

業務以外のコミュニケーシ
ョンが少ない． 

社内相談ネットワー
クおよび社外相談ネ
ットワークの効率性
が低く，つながりが
密． 

社内・社外に似たようなつな
がりを持っている.  

 

 改善に向けた提案として，まずはインフォーマルな
コミュニケーションを含めた機会を増やし，チーム内
で話しやすい雰囲気を醸成する．チーム内で話しやす
い雰囲気を醸成しつつ，他部署/社外の人たちと幅広い

つながり方を促進し，新しい情報や知識を取り入れる
ことを奨励することが有用と考えられる． 

 

6.3 考察のまとめ 

 以上，パフォーマンスの違いによるネットワーク構
造の特徴から，パフォーマンスの改善への示唆につい
て概観した．本研究の目的には，特にチームを管轄す
るマネージャー層が組織のパフォーマンスマネジメン
トに活用しうる示唆を得ることが含まれていた．ただ
し，マネージャー層がチームメンバー1 人ひとりの持
つネットワークの特徴について把握・管理していくこ
とは現実的ではないと考える．マネージャー層への示
唆としては，例えば”自分のチームは心理的安全性を確
保できているが十分なナレッジ共有がなされていない”

など，自分のチーム全体のパフォーマンスが現状どの
ような課題を抱えているのか適切に把握し，そのうえ
でチーム全体のネットワーク構造の特徴や介入できる
点について考慮しながら，改善の優先順位を考えてい
くことが重要であると考える． 

7 結論 

7.1 本研究の結論  

 分析結果からは，パフォーマンスを心理的安全性と
知識・情報共有で考えた場合，最も高いパフォーマン
スは，紐帯が非対称的であるとき，つまりチーム内や
社内など比較的近い関係にあるネットワークにおいて
は凝集的で密につながりあっており，一方で組織外に
おいては，自分の知り合い同士がお互いを知らず，重
複なく効率的につながっているときに達成されやすい
ことが分かった．パフォーマンスをどのような観点で
捉え，社内外ネットワークのどこを見るかによって影
響するつながり方が異なっており，現状の課題や目指
すべきチームのあり方に応じてつながり方を考慮し，
パフォーマンス改善を図っていく必要がある． 

7.2 理論的・実務的含意 

 これまで，社内外とのつながり度合いとチームメン
バーのインフォーマルなレイヤーを加味したマルチレ
イヤーネットワーク分析を用いたチームパフォーマン
スの研究は限られていた．本研究では，マルチレイヤ
ーネットワーク分析を使うことで，排他的関連性によ
る分析など，より効果的にレイヤー間の関係性を明ら
かにすることができた．また，チーム内でのインフォ
ーマルな関係性および社内での相談相手のネットワー
クにおける凝集的紐帯と社外ネットワークにおける橋
渡し的紐帯の併存が高いパフォーマンスには有用であ
る可能性を示し，パフォーマンスとネットワークの構
造の研究に対し新たな視点を提供できた． 

 本研究の実務的な貢献として，チームパフォーマン
スにおけるどのような側面に，ネットワークの効果が
ありうるのか，社内外のネットワークを加味して示す
ことが出来た．また，パフォーマンスのタイプ別にネ
ットワークの特徴を見ていくことで，各タイプ別が有
している課題に対し，より効果的なパフォーマンスの
改善案を個別に示すことができた．このようなアプロ
ーチを精査していくことで，特にチームマネジメント
に関与するものにとって，チーム内の心理的安全性を
確保し，知識や情報をチーム内で共有し学習を促す際
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の改善に向けた示唆となりうる． 

7.3 課題と今後の展望 

 本研究の課題として，データのサンプル数が少ない
ことから，サンプル数を増やし，チームごとの分析を
行い，チームパフォーマンスへの影響に関する妥当性
の向上およびグループ別分析の統計的有意性を検証す
る必要がある．また，チームパフォーマンスについて
は，アンケートで取得する意識項目にとどまらず，業
績・売上評価や実際の行動パフォーマンスなど，より
客観的なデータを用いて分析し，多面的に検討してい
く必要性があると考える． 

 今後の展望として，パフォーマンスタイプ別に分析
したネットワークの特徴についてシミュレーションを
行い，様々な介入施策によりどのようにパフォーマン
スや行動が変化するかを検証することが挙げられる．
社会ネットワーク分析の結果をシミュレーションに組
み込むことで，チームメンバーの持つ社会関係および
その変化を考慮したシミュレーションが可能になると
考えられる． 
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