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研究の背景および目的 

３つ以上の異なる国籍・文化を背景とする人びとが働く「多文化チーム」（multicultural teams, 

cf. Adler, 1991）がある。現在、日本国内においても、多くの企業がアジア出身者を中心に採用を進

め、多文化チームが形成されている。本研究は、多文化チームの日本人上司が、外国籍のメンバーと

のやりとりを介して生成するアイデンティティに着目し、日本人上司が外国籍部下との協働を円滑化

するために実践するアイデンティティ・ワークを明らかにしようと試みるものである。「アイデンティ

ティ・ワーク」（cf. Bailey, 2010）とは、相互行為を介して、特定のアイデンティティを指標し、生

成するための行為を指す。多文化チームは、日本人上司に「多文化チームで通用する自分とはどうあ

るべきか」というアイデンティティに関わる問いを投げかけている。多文化チームで日本人上司が日々

何をするか、どうあるか、つまり、アイデンティティ・ワークによって、日本人上司の評価が左右さ

れるといえるだろう。 

先行研究を概観すると、多文化チームという切り口で、そのチームリーダーである日本人上司の相

互行為とそこで生成されるアイデンティティ・ワークに着目した研究は管見の限り見当たらない

（Google scholar, CiNii, J-Stageを参照）。とはいえ、国内外を問わず、国際的場面での日本人上

司やそのコミュニケーションに関する研究は多々ある。ただし、質問紙やインタビューで明らかにさ

れてきた日本人上司に対する外国籍メンバーによる評価は決して高くない。たとえば、外国籍メンバ

ー（中国人従業員）は、日本人管理者と働くなかでコミュニケーションに困難を感じる理由として、

「情報共有が少ない」「意見をはっきり言わない」「意見を聞かない」等を挙げている（西田, 2007）。

つまり、日本人上司とのコミュニケーションが円滑に行われていないことが示唆されている。 

逆にいえば、外国籍メンバーが感じるこうした困難は、日本人上司による日々の相互行為、もしく

は支援によって改善される可能性がある。しかしながら、多文化チームにおいて外国籍メンバーが抱

える困難を減らす形で対応できる日本人上司のあり方を明らかにした調査は少ない（e.g., 石黒, 

2017）。そこで、本研究は、多文化チームで外国籍メンバーと比較的円滑なコミュニケーションをとっ

ていると考えられる日本人上司を対象とし、彼らが意識しているアイデンティティ・ワークを明らか

にするものである。 

 

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, 以



下 M-GTA と表記, 木下, 2003）である。M-GTA は、ある特定の経験をしている集団のメンバーから

インタビューなどの手法を用いてデータを収集し、そのデータを一定の手続きに沿って分析、解釈し

て、その集団のメンバーの経験とその意味、意識や行動に関する説明モデルを生成するものである。

この研究法は、「データに密着した分析から生成される独自の理論」（木下, 2014, p. 47）を生成し、図

式化して示すことができるため、日本人リーダーたちのアイデンティティ・ワークについて考察し、

それをモデルとして視覚化するうえで有用である。本研究では、以下に示す調査協力者の認知的志向

性を明らかにした M-GTAによる調査の結果（説明モデル）（cf. 石黒, 2017）を基に、それをアイデン

ティティ・ワークという観点から捉え直し、図式化して示したい。 

調査協力者 調査協力者は、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および営業チームの上司の計 7 名である。すべ

て海外勤務もしくは海外での留学を経験しており、インタビュー当時（2016 年 2 月中旬から 6 月

上旬）は、Table1 で示された規模の多文化チームを率いていた。 

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 

 

手続き 半構造化インタビューで得られたデータの中から、「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いいあてる「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。上記のような概念群をアイデンティティ・ワークという観点から捉え直し、図式化した。 

 

結果 

次頁の Figure 1 のように、多文化チームの日本人上司が実践する 4 つのアイデンティティ・ワー

クがある。4 つのワークとは、１）疎外感を摘み取る者としてのワーク、２）メンバーのニーズに対

応できるコミュニケーターとしてのワーク、３）カルチャーギャップを説明できる者としてのワーク、

４）異質性を冷静かつ多角的に評価できる者としてのワークである。 

まず、１）疎外感を摘み取る者としてのワークとは、外国籍メンバーが疎外感を感じさせないため

に、また、メンバーのニーズを知るために、積極的にメンバーに近づき、声をかけ、メンバーと良好

な関係を築きつつ、メンバーから情報を収集することである。これにより、メンバーの状況・考え方、

背景にある文化、個別のニーズをとらえることができる。調査協力者たちは、国籍にかかわらず、日

本人のメンバーにも同様のワークを行い、日本人の若手のニーズも拾い上げていた。つまり、チーム



に属するすべてのメンバーの状況・ニーズ（立場性、多様性）を捉えようとする意識が働いている。 

つぎに、２）メンバーのニーズに対応できるコミュニケーターとしてのワークとは、相手のニーズ

に応じてコミュニケーションの仕方（方法）を切り替えたり、複数の方法を用いたりすることである。

相手に応じて、より明示的に説明をしたり、メールや口頭といった複数経路でのコミュニケーション

をとったりする。こうしたワークを実践する上司たちは、日本の組織で優勢である、必要最小限の説

明で聞き手が理解することを期待する「察しの文化」とは異なる文化を背景とするメンバーには、よ

り明示的に説明する意識をもっている。調査協力者が、近年、日本人の若手に対しても、明示的な説

明が必要であるとインタビューで述べていた点は注目に値する。つまり、国籍という枠に囚われず、

個人を見てニーズを理解しようとする意識がある。 

３）カルチャーギャップを説明できる者としてのワークとは、文化的違いに基づく摩擦・問題が生

じた場合に、それに柔軟に対応できることである。日本的労働環境における文化（年功序列、ジョブ・

ローテーションなど）と外国籍メンバーが前提とする文化との間にあるギャップを踏まえ、そのギャ

ップを生み出す日本的な考え方について明示的に説明し、外国籍メンバーが理解できる手助けをする。 

最後に、４）異質性を冷静かつ多角的に評価し、それに対応できる者としてのワークとは、外国籍

メンバーが日本的な規範・仕事観から外れるような言動（例：仕事中の昼寝）をした場合に、いった

ん冷静に受けとめ、そのメンバーを多角的に評価し、柔軟に対応することである。 

 

 

Figure 1. 多文化チームの運営を円滑化させる日本人上司のアイデンティティ・ワーク 

 

考察 

では、上述した調査結果（説明モデル）について考察したい。1 つ目の「疎外感を摘み取る者とし

てのワーク」は、まず、上司から支援を得ているとメンバーが認識できる点で重要であり、また、近
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年、研究として取りあげられることが多いメンバーの「居場所」もしくは「心理的安全性」の生成に

もつながる可能性がある。また、このワークではメンバーに声かけをしつつ、メンバーのニーズをく

み取ることができるため、２つ目の「メンバーのニーズに対応できるコミュニケーターとしてのワー

ク」の土台になる。１）のワークでメンバーのニーズを把握しているため、何をすれば効果的なコミ

ュニケーションがとれるかを理解できる。その逆も然りで、2）におけるコミュニケーションの切り替

えができるから、1）で良好な関係を形成できたり、ニーズを収集できたりもする。 

また、3）のワークも、1）のワークで得られた情報が土台となりうる。1）のワークで知りえた外国

籍メンバーの考え方と日本人上司自身も影響を受けている日本の組織で一般的な考え方との間にある

差異を理解できるからこそできるワークである。また、実際に外国籍メンバーに説明をする際には、

2）のワークも必要となる。 

以上のように考えてくると、4）のワークも、1）による良好な関係の形成・情報収集、2）のコミュ

ニケーションの切り替え、3）における差異を理解する能力があってできるワークであるといえよう。

これら４つのワークがメンバーの居場所の生成やモチベーションの維持・向上につながっていると考

えられる。 

なお、上記ワークを可能にする根本的な支柱として、様々なコンテクスト（場所、場面、立場、人

間関係、ルールを含めた共有知識）に視点を移動し、物事を多角的に捉え、他者を理解できるコンテ

クスト・シフティング（Context shifting, CS）（cf.石黒,2020,第 4章）の能力があると推察できる。

本調査の対象となった上司たちは、会社の各種研修、海外勤務や留学を経験し、さらに多文化チーム

での実務経験を経て、日本の組織のコンテクスト、世界の業界のコンテクスト、そして様々なメンバ

ーの（文化的）コンテクストに視点を移動し、4 つのワークの実践を意識できる認知的志向性を自身

の内に醸成してきたといえよう。また、チームの多様性を発現させるファシリテーションの役割を果

たしうる上記のワークを通じて、メンバーの多様性を発現させ、多様性に関する知識・経験をさらに

増やし、結果、多様なコンテクストに依拠して柔軟に思考することができ、さらに適切なワークを行

うことができる可能性がある。 
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