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1．緒言 

信頼という言葉は日ごろ良く使われている言葉

であるが、信頼の最も広い定義としては「自然的秩

序及び道徳的社会秩序の存在に対する期待」(ハー

バー、1983)をあげることができる。つまり世の中

には秩序や規則性があり、それらは簡単に崩れるこ

とはないと確信している状態が信頼であるという

定義である。しかし(山岸、1998)は、日本人にとっ

て明日も太陽が昇るだろうと自然の秩序に期待す

ることが信頼には結びつかないと考えた。そこで、

信頼を道徳的社会秩序の存在に関することで導き

出した結果、信頼は「相手の人間性や自分に対する

感情などを考えた時に、相手に期待する思い」と定

義したのである。 

また、信頼は人々の間の潤滑油であり、信頼なく

しては社会関係や経済関係を含む全ての人間関係

の効率がいちじるしく阻害されることになると指

摘している。 
そのことはむろん部活動の人間関係でもいえる

ことである。運動部活動は単に勝利を目指すために
専門的な技術のみを身につける場ではない。仲間と
コミュニケーションをとりながら、互いに短所も長
所も知った上でチームワークを育み、人間関係を築
くことも重要である。 
よって、キャプテンが部員を信頼すること、部員

がキャプテンを信頼していること、部員同士が信頼
しあうことがチームの中で成立しなくてはいけな
い。 
運動部活動のキャプテンは、同じ学生の立場であ

りながらチームの目標設定、監督・コーチの指導体
制、メンバーの人間関係などを考慮した上で、チー
ムがよりよい方向に機能するようにリーダーシッ
プを発揮しなくてはならない。 
リーダーシップとは(丹羽、1987)、ある特定の個

人あるいは少数の人が中心となって、集団や組織の
統制を維持し活動を方向付けることであり、指導－
追従関係を特徴とする現象である。これまでリーダ
ーシップ論(類型論、特性論、状況適合論、PM 型リ
ーダーシップ論)は様々な視点から論じられると共
に、リーダーシップと関連の強い要因の研究は多数
報告されている。しかしながら、リーダーシップを
発揮する上で重要だと考えられる信頼感に着目し
た研究は見受けられない。 
そこで本研究では、運動部活動のキャプテンを対

象に、部員が信頼するキャプテンの資質・能力につ
いて検討することを目的とした。 
2．研究方法 
2-1 対象 
本研究では、茨城大学の運動部活動に所属する学

生、計 297 名を対象に調査を実施した。その内訳は、
剣道部 20 名、サッカー部 32 名、柔道部 9 名、ソフ
トボール部 22 名、卓球部 15 名、テニス部 20 名、
バスケットボール部 33 名、バドミントン部 12 名、
バレーボール部 18 名、ハンドボール部 24 名、野球
部 16 名、ラグビー部９名、ラクロス部 42 名、陸上
部 25 名の計 14 部 297 名である。今回の調査対象は
サークルに所属する学生ではなく、運動部活動に所

属する学生に限定した。なお、調査は平成 19 年 10
月 29 日から 11 月 19 日にかけて行なわれた。 
2-2 調査票の作成 
調査票はスポーツクラブのリーダーシップ測定

尺度を作成した杉万ら(1978)の調査項目と、教師と
生徒の信頼感を検討した坂本ら(2001)を参考にし、
12 項目を本調査の内容とした。 
具体的には、キャプテンの「資質・能力」に関す

る項目 11 項目(統率力)(責任感)(頼もしさ)(技術
力)(競技実績)(叱咤)(注意)（親しみやすさ）(協調
性)(気配り)(関係性)、それ以外に部員からのキャ
プテンへの信頼に関する「総合項目」1項目から構
成した。 
回答用紙は 12 項目すべて「全くそう思わない」

から「かなりそう思う」までの 5段階で評価するこ
ととし、調査を実施した。 
2-3 統計解析 
 項目を精選するために、まずは調査項目のワーデ
ィング行い、そして得られた回答の識別をするため
に GP 分析を行なった。また調査項目全体の信頼性
を検討するために Cronbach のα係数を算出した。
特に部員が求めるキャプテンの資質や行動の要素
及び構造を検討するためにまずは設定項目の因子
分析を行なった。さらに重回帰分析を行ない、因子
分析で明らかになった要因の信頼に対する関係の
強さを検討した。  
3．結果と考察 
3-1 項目の精選 
ワーディングをしたところ問題となる箇所はな

かった。ＧＰ分析については、有効回答数 297 枚の
一項目ごとに得点の上位群と下位群(n=297×
50%=148.5、因みに小数点がでてきてしまうために
Ｎ=148 とした)を選別した。 
それぞれのカテゴリーにおいて各項目得点の合

計点を算出し、その差を t検定により検討したとこ
ろ、11 問全ての回答において、上位群の得点は下
位群を上回った。したがって 11 問は上下の差を識
別できるものであることがわかった。以上の項目分
析から、調査項目は 11 問で構成することとした。 
3-2 調査項目の信頼性 
 Cronbach のα係数を算出したところ.810 という
比較的高い結果が得られた。よって今回作成した調
査項目 11 項目は信頼性に富む項目により構成され
ていると考えられる。 
3-3 調査項目の妥当性  
 表１は因子分析の結果、抽出された因子を示して
いる。初期解の抽出には主成分法を用い、因子軸の
回転にはバリマックス回転を適用した。因子の解釈、
命名にあたっては.45 因子負荷量を示すカテゴリ
ーを手がかりとしている。 
 表１に示す通り因子分析の結果、抽出された因子
は 3 因子にとどまった。第一因子には(統率力)(責
任感)(頼もしさ)(技術力)(競技実績)の 5 項目
が.50 以上の因子負荷量を示した。これらの項目は、
部員がキャプテンについていきたいと思える資質
と、競技の専門性において高い能力を身につけてい
ることがわかる項目を意味しており、この因子を
「先導力」と命名した。第二因子は「親しみやすさ」
「協調性」「気配り」「関係性」の 4項目が.45 以
上の負荷量を示した。これらの項目は、キャプテン
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がチームワークを強化する上での土台作りである
行動や、部員とキャプテンの関係性に関わる項目を
意味しており、この因子を「人間関係形成力」と命
名した。第三の因子は、「叱咤」「注意」の 2項目
が.80 以上の因子負荷量を示した。これらの項目は、
部員の部活団体行動を乱す態度に対するルーズな
部分を叱る行動であり、また練習中の厳しい声かけ
を意味しており、この因子を「厳しさ」と命名した。 
以上このことから、部員が信頼するキャプテンの

資質及び能力とは、部員がついていきたいと思える
資質と、専門性の能力の高さを備えている「先導力」、
キャプテンが部員同士、また部員とキャプテンの人
間関係が良くなるように働きかける「人間関係形成
力」、いつも優しいだけではなく、チームのため個
人のために強い指摘を「厳しさ」の 3点から構成さ
れていることが明らかになった。 

 
表 1       因子分析の結果 

 
固有値     2.84      2.05    1.74 
寄与率（%）  25.78      18.67   15.85 
累積寄与率（%）25.78      44.44   60.30  

 
3-4 妥当性の検討 
 表２は、部員からのキャプテンへの信頼に関する
「総合項目」を基準変数、キャプテンの「資質と行
動」に関する項目、11 項目(統率力)(責任感)(頼も
しさ)(技術力)(競技実績)(叱咤)(注意)（親しみや
すさ）(協調性)(気配り)(関係性)を説明変数とする
重回帰分析の結果を示している。 
 表２に示す通り、部員からのキャプテンへの信頼
に関する「総合項目」とキャプテンの「資質及び能
力」に関する項目全体との関係を示す重相関係数 R
値は.736 であり、全分散の説明率は 54%であった。
総合項目との関係をみると、厳しさ因子に属する 2
項目（叱咤、注意）以外の 9 項目において有意な関
係が認められた。つまり、部員から信頼されるキャ
プテンの資質及び能力は、「先導力」及び「人間関
係形成力」の 2点が強く関係していることが明らか
になった。部員が強く信頼する資質・能力は「先導
力」及び「人間関係形成力」であった。 

表２     重回帰分析の結果 

カテゴリー ｒ β 

統率力 ．403 －1.48* 

責任感 ．429 ．230*** 

頼もしさ ．477 ．208*** 

技術力 ．445 ．285*** 

競技実績 ．287 ．215*** 

叱咤 ．116 －．128 

注意 ．142 －．115 

親しみ易さ ．477 ．182*** 

協調性 ．405 ．126** 

気配り ．509 ．192*** 

関係性 ．540 ．187*** 

重相関係数 R  ．736 

自由度調整済み

決定関数 R２ 
 ．542 

               ***p＜．001 
                 **p＜．01 
                 *p＜．05 

4．まとめ 
本研究の目的は、運動部活動のキャプテンに焦点

を当て、部員が信頼するキャプテンの資質・能力を
検討することを目的とした。調査票は杉万ら(1978)、
坂本ら(2001)の調査項目を参考にしたものから作
成した。具体的には、キャプテンの「資質及び能力」
に関する項目 11 項目、部員からのキャプテンへの
信頼に関する「総合項目」1項目の計１２項目を本
調査の内容とした。 
作成した調査票は平成 19 年 10 月 29 日から 11

月 19 日にかけて茨城大学の運動部活動に所属する
学生、計 297 名を対象に調査を実施した。ワーディ
ング、GP 分析及びα係数を算出し、本調査の信頼
性を確かめた結果、12 問で構成した。α係数を算
出したところ.810 を得られた。 
部員が信頼するキャプテンの資質及び能力につ

いては、「先導力」「人間関係形成力」「厳しさ」
の３因子が抽出された。また、重回帰分析の結果、 
(責任感)(頼もしさ)(技術力)(競技実績)(叱咤)(注
意)から構成される「先導力」と（親しみやすさ）(協
調性)(気配り)(関係性)から形成される「人間関係
形成力」の 2要因、計 9項目が強く信頼される資質
及び能力に関係していることが明らかになった。 
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風味堂 

  先導力 人間関係

形成力 

厳しさ 

カテゴリ

ー 

      

統率力 0.68 0.349 0.159 

責任感 0.563 0.235 0.191 

頼もしさ 0.77 0.206 0.119 

技術力 0.827 0.111 0.05 

競技実績 0.778 0.128 0.023 

叱咤 0.153 0.039 0.887 

注意 0.114 0.034 0.93 

親しみや

すさ 

0.184 0.635 0.001 

協調性 0.264 0.451 -0.015 

気配り 0.16 0.659 0.109 

関係性 0.097 0.872 0.016 


