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はじめに 

日本企業による外国人雇用数が年々増加し、国内企業におけるメンバーの多国籍化が進んでいる。

厚生労働省による「「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】 （平成 30 年 10 月末現在）」によれ

ば、外国人労働者数は 1,460,463 人であり、前年同期比で 181,793 人（14.2％）増加し、過去最高を

更新した。労働者数が多い上位３か国 は、中国 389,117 人 （全体の 26.6％）［前年同期比 4.5％

増］ 、ベトナム 316,840 人 （同 21.7％）［前年同期比 31.9％増］ 、フィリピン 164,006 人 （同 

11.2％）［前年同期比 11.7％増］である。また、増加率が高い上位３か国 は、ベトナム 316,840 人 

［前年同期比 31.9％（76,581 人）増］ 、インドネシア 41,586 人 ［前年同期比 21.7％（7,427 人）

増］ 、ネパール 81,562 人［前年同期比 18.0％（12,451 人）増］である。以上のデータからわかるよ

うに、アジア出身者を中心に多国籍化が進み、1 つの部署に数名の外国籍メンバーが所属するという

ケースが今後益々増えていくと予測できる。  

上述のような状況下、数名の外国籍メンバーが所属する多文化チームが国内企業において形成され、

多くの場合、日本人がそのリーダーを務める。なお、ここでいう「日本人」や「外国籍」という表現

は、国籍を前景化した形でメンバーの文化的アイデンティティを想起させてしまうが、本研究は、便

宜上「多国籍チーム」という表現を用いることもあるが、「多国籍チーム」ではなく、主に「多文化

チーム」とう表現を用いている。その表現が含意しているのは、「多文化」の「文化」、すなわち、

思考様式・行動様式・感情様式が、国籍のみならず、メンバーのジェンダー、民族、宗教、教育、歴

史背景、世代、出身地域、職種、身体能力など多様な要因によって形作られ、チーム内に文化的差異

と共通性をもたらしている、という点である。したがって、本研究は、多文化チームでリーダーを務

める日本人が、日々の業務において、そうした「多文化」に対応し、チームを円滑に運営するために

必要な認知的志向性のあり方に焦点をあてている。 

その認知的志向性を次のリーダーたちへいかに継承するのか、という継承のプロセスが本発表のテ

ーマである。本研究は、現在リーダーとして多文化チームを運営する者が、その認知的複雑性を次の

リーダーたちへ継承していくうえで重視しているプロセスを明らかにし、それを視覚的なモデルとし

て示すことを目的とする。 

先行研究を概観すれば、外国籍メンバーの視点からみた日本人リーダーが抱えるコミュニケーショ

ンの問題が多く指摘されてきた（林, 1994; 大崎, 2006; 石黒, 2012）。一方で、コミュニケーション上

の問題が少ない形で国内の多文化チームを運営している日本人リーダーの認知的志向性については調

査が十分ではない。また、その認知的志向性をいかに次のリーダーたちへ継承していくかという課題

も扱われることが少ない。そこで、本研究は、「国内で多文化チームを比較的円滑に運営している」



と認識する日本人リーダーたちを対象とし、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて、

彼らの認知的複雑性とそれを次のリーダーたちへ継承していくプロセスについて分析、考察した結果

を提示する。 

 

方法 

 研究方法は修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded Theory Approach、木

下, 2003）である。 

調査協力者（データ）調査協力者は、3 万人以上の従業員を抱える某大手企業の研究所（5 名）な

らびに営業部（2 名）において、3 カ国（日本に加え 2 カ国）以上のメンバー在籍する研究チーム（課

長級相当）および営業チームのリーダー（部長）の計 7 名である。 

 

Table 1 

チームの規模と外国籍メンバーの内訳 

 チーム規模 外国籍メンバー数 メンバーの出身国 

A氏（研究） 20～35 名 2 名 ベネズエラ、インド 

B氏（研究） 10～15 名 2 名 中国、アルジェリア 

C氏（研究） 13 名 2 名 中国、インドネシア 

D氏（研究） 15 名 2 名 中国、ドイツ 

E氏（研究） 15 名 2 名 中国、ベトナム 

F氏（営業） 70 名 3 名 中国、レバノン、ロシア 

G氏（営業） 29 名 2 名 韓国、中国、ベトナム 

 

 

データ収集法 2016 年 2 月中旬から 6 月上旬に、上記 7 名に対し、60 分から 90 分の半構造化イン

タビューを複数回実施した。回数は、A 氏 3 回、B 氏からG 氏がそれぞれ 2 回である。インタビュー

はすべて協力者が働く研究所ならびに部署にて行った。 

分析方法 分析は、データの中から、「ディテールが豊富で多様な具体例がありそうな」（木下, 2003, 

p. 160）協力者 1 名のデータを選択し、それを読み込み、互いに関連があると考えられる具体例（バリ

エーション）を拾い上げ、複数の具体例を包括的に言いあてるような「概念」を暫定的に生成した。

2 人目から最後の７人目まで同様の作業を繰り返し、7 名のデータから概念を生成した。概念の生成に

おいては、具体例から定義と概念名を立ち上げ、また理論的考察を行うためのツールである「分析カ

テゴリーシート」（木下, 2003, p. 188）を用いた。さらに、複数の関連する概念をもとにより上位の「カ

テゴリー」を作ったり、概念がカテゴリーと同様の重要性をもつ場合には、それをカテゴリーへ格上

げしたりした。また、複数のカテゴリーを包摂するプロセス（コア・カテゴリー）を作成し、プロセ

ス間にある関係を図式化して示した（Figure 1）。 

 

結果および考察 

Figure 1が示すように、多文化チームの日本人リーダーが自身の認知的志向性を次世代へ継承して

いくうえで、大きく 3 つのプロセス、すなわち、「継承促進のプロセス」、「意識の持ち方」ならびに



「目指すべき実践」がある。まず、「継承促進のプロセス」は、現リーダーの認知的複雑性を次のリー

ダーへ伝える、もしくは、次のリーダーが現リーダーからその認知的複雑性を学ぶプロセスを指す。

そのプロセスは、「制度的な継承ツールの活用」、「個々の実践を通じて学ぶ・伝える」、さらには「寛

容型の情動」で構成される。「寛容型の情動」は Figure 2 と共通するカテゴリーで認知的複雑性を支え

る情動面の特徴である。継承促進のプロセスのなかで、組織的なツールや個々の実践を介してリーダ

ーから次のリーダーへ様々な状況における対応の仕方がその情動面・態度も含めて伝えらえる。 

 

Figure 1. 国内多文化チームにおける日本人リーダーの認知的志向性の継承モデル 

 

 

Figure 2. 多文化研究チームを機能させる日本人リーダーの認識世界（石黒, 2017, p. 49 より） 



 次に、「意識の持ち方」とは、多文化チームのリーダーとして重視すべき志向性の束を指す。その構

成要素として、まず、リーダーは「外国籍社員の離職」があり、一見馴染んでいるように見えても突

然辞めてしまう外国籍社員の存在を意識している。また、離職の背景にある自社、日本人、日本社会

のあり方を批判的に相対化し、強い危機感を持っている。「危機感」は、「外国籍社員の離職」に加え、

業界や社会の世界的動向、世界における自社の位置づけを相対的に把握しているために生まれる。変

化が激しいことがあたりまえ（常態）であるという考え方（「変化＝常態」）をし、変化に対応しよう

とする意識が高い。さらに、個人（ミクロ）、組織（メゾ）、業界・社会（マクロ）を理解する際に、

「背景を読む」意識が高く、背景を読むことで、個人、組織、業界・社会にうまく対応していこうと

する。こうした「意識の持ち方」を可能にするのが、様々な観点に視点を移動して多面的に考えるこ

とを可能にする「移動性の高い認知」である。 

 最後に、「目指すべき実践」とは、多文化チームを運営するために、外国籍メンバーを含めたすべて

のメンバーの立場、文化を尊重し、メンバーが自身の居場所があると認識できるような機会をつくる

実践を行なうことである。ただし、現在では、それだけでは、外国籍メンバーは離職してしまう可能

性があるという考えを持っており、「居場所づくり」以上に、外国籍メンバーが何かしら魅力を感じる

職場づくりを行っている。たとえば、「仕事のイベント化」（Figure 2）という実践があり、会議をす

る場所を通常の場所から某有名ビルの最上階へ変更したという例もある。もちろん、外国籍メンバー

のニーズ（例：新しいソフトの使い方を学びたい）にこたえるような仕事をできる範囲で割り当てる

ような意識もある。こうしたメンバー尊重型の考え方と行動がある。 

  

 以上のように、継承促進のプロセスを介して、次のリーダーは、現リーダーの意識の持ち方を学び、

目指すべき実践を理解し、実際にやってみる、という機会を得ていく、といえよう。実際には、Figure 

2 に詳しい現リーダーの「寛容型の情動」「移動性の高い認知」「メンバー尊重型の行動」が継承のプ

ロセスに介在し、次のリーダーにそのような認知的志向性が継承されていくと考えらえる。上述のよ

うなプロセス・モデルは、現リーダーがいかに次のリーダーへ認知的志向性を継承できるか、という

問いに答えるうえで、有益なものになるだろう。今後さらに研究を進め、より説明力が高いモデルへ

と改良していきたい。なお、本研究は、平成 28 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）

基盤研究（C）課題番号 16K03886 の助成を受けたものである。 
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