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はじめに 

世界各地に拠点を持ち、海外展開している日本企業において、各地の外国籍の責任者と連携して仕

事を進める多文化ヴァーチャル・チーム（Multicultural Virtual Teams, MVTs）がある。多文化ヴァ

ーチャル・チームの研究は、2000年代前半から欧米を中心に活発に行われてきたが（e.g., Gibson ＆

Cohen, 2003）、世界各地の責任者と連携してグローバルなサポート・ネットワークを構築する実務に

携わる多文化ヴァーチャル・チームの日本人リーダーに関する研究は管見の限り十分に行われてきた

とは言い難い(Google Scholar, CiNii, J-Stage参照）。本稿は、組織ディスコース研究の観点から、

対話的構築主義のライフストーリー・インタビューを用いて、上記のような日本人リーダーの語りを

収集し、地理的距離と時間差という制約のなかで、円滑な多文化協働を進めるために、非対面と対面

のやりとりを併用する形で、ヴァーチャル・チームを運営する日本人リーダーの職場経験と認知的志

向性に近接する予備的研究の報告である。  

ヴァーチャル・チーム（VT）の研究は、経営学を中心に様々な分野で数多く実施され、2004 年に

Martins, Gilson, & Maynardが萌芽期の諸研究を精査し、その後の10年間の諸研究をGilson, Maynard, 

Young, Vartiainen, & Hakonen (2015）が整理し、10のテーマに関する知見と今後行うべき 10の研

究課題を同定した。10のテーマには、１）リサーチ・デザイン、２）チーム・インプット、３）チー

ム・ヴァーチャリティ、４）テクノロジー、５）グローバリゼーション、６）リーダーシップ、７）

ミディエーター＆モデレーター、８）信頼、９）アウトカム、10）VT成功の促進法がある。本研究は、

多様性を内包し、地理的に距離があり、時間的にも差がある VTsのリーダーを扱うため、「グローバリ

ゼーション」、「リーダーシップ」「ミディエーター＆モデレーター」という３つのテーマに関連するも

のであると位置付けられる。また、本研究は、未だ十分な研究が行われているいない MVTｓの日本人

リーダーとその認知的志向性を対象とする。なお、グローバル・リーダーシップ（GL）研究（ cf. Levy, 

Beechler, Taylor, & Deal, 2007） において、リーダーの認知的志向性は重要なテーマとされてお

り、GL研究のなかでは数が少ない日本人リーダーを対象とした点で独自性がある。方法論的には、母

集団がわからず、その数が少ないと考えられるグローバル組織のサポート・ネットワークを統括する

日本人リーダーの特異な職場経験を詳細に理解するため、ライフストーリー・インタビューを用いた。 

 

方法 

ライフストーリー・インタビュー 既述のとおり、本研究の方法は、多様な形で行われてきたラ



イフストーリー・インタビューであり、その方法論的枠組みの 1 つである「対話的構築主義」（桜井, 

2002) に依拠している。対話的構築主義によれば、現実は、言語（・非言語）的コミュニケーション

を介し、人びとが社会的に構築するものであるという立場をとる。以上のような立場から、本研究は、

日本人リーダーが経験している職場経験という現実に焦点を当て、インタビューにおいて彼らが語り

を通じて表現する主観的リアリティを捉え、語りから指標される認知的志向性のあり方を記述し、解

釈する営みである。これを、エスノメソドロジーの観点から言えば、調査協力者が現実もしくは出来

事を秩序立てて理解し、語る際の日常の方法を例証する研究活動である。 

対話的構築主義では、ミクロな存在である個人の主観的な認識世界に着目し、同時に、個人が語り

を紡ぎ出す際に依拠するマクロな社会的側面をストーリーの様式等から捉えようとする。それを桜井 

（2002） は、「ライフストーリーは個人的なものであるが、コミュニティや全体社会に広く流布した

ストーリーから大きな影響を受けている」（p. 11）と説明する。したがって、日本人リーダー個人の認

知的志向性に介在する社会・文化的要素についても分析、解釈を試みるものである。 

調査対象者 本研究の調査協力者は、社員 3 万人以上を抱えるメーカーにおいて、アメリカ人、イ

ギリス人、インド人、韓国人、シンガポール人、中国人（五十音順）という 7 ヵ国の人びとと主にヴ

ァーチャルな非対面の状況で日常的に関わりながら、対面コミュニケーションを組み合わせて、世界

各地の責任者・担当者間のグローバルなサポート・ネットワークを構築するマネジャー／リーダーを

務める 1 名である。まだ十分に研究が行われておらず、その数も明らかではない多文化ヴァーチャル・

チームの日本人リーダーの語りを詳細に分析、解釈し、彼が何を重視し、いかなる考えをもって多文

化を背景とするメンバーと関わっているのを例証する試みである。 

手続き データ収集方法は半構造化インタビューである。質問事項は前もって用意するが、質問事

項の言語表現の詳細や順序までは決めておかず、その場でインタビューの流れに沿って変えていく(高

橋, 2002, p. 141)。以下に、質問項目を示したい。  

質問項目： １）多国籍・多文化であるために起こる問題はありますか。 ２）多文化チームのリー

ダーとして必要な考え方はありますか。 ３）多文化チームのリーダーとして必要なコミュニケーショ

ンスキルはありますか。 ４）日本社会や組織の文化は多文化チームの運営に影響しますか。 ５）チ

ーム外の周囲からぜひ得たい支援（体制）はありますか。 ６）ご自身の性格と多文化チームの運営は

なにかしら関係がありますか。  

これらの質問に加え、さらに必要に応じて意味を確認したり、詳細を尋ねたりするようなフォロー

アップ用の質問を随時行った。上記の質問項目から、この調査における当初のねらいが多文化チーム

に関わる様々な側面（そこで生じる問題、リーダーに必要とされる考え方・スキル・パーソナリティ、

組織的支援体制）について語ってもらいながら、調査協力者の認知的志向性を例証することだったと

推察できよう。インタビューの時間は 1 時間半であり、使用言語は日本語である。  

つぎに、分析の焦点について説明する。対話的構築主義では、「分析のカテゴリーはライフストーリ

ーそのものから引き出されるもので、量的調査法のように調査者によって最初から設定された限定的

なカテゴリー群はあてはまらず、まったく新しいカテゴリーの創出が求められる可能性がある」（桜井, 

2002, p. 38）。したがって、以下に示す分析の焦点は、研究の目的に基づき、調査者がインタビュー・

データを読む際に着目し、語り手の認知的志向性を拾い上げるための枠組みである。実際、語り手独

自のカテゴリーがライフストーリーにおいて示された（例：次頁図の「グリップ感」「点から面」）。  

基本的な分析の視点は、1）語り手によって用いられる独自の用語法、2) 社会関係を示唆するスト

ーリー様式、3)  日本人リーダーの認知的志向性に関する語り、ならびに 4) （調査者との関係を含



む）様々な社会関係のなかでストーリーが「いかに」語られたか、の 4 つである。以上の分析の焦点

のうち、3）以外は、桜井（2002）が示したものである。 

 

調査結果および考察 

抄録という研究成果をコンパクトに整理して示す媒体であるため、要点を示した図（Figure 1）と

重要なストーリーの提示に留め、詳細な説明は発表に譲る。  
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Figure１：多文化ヴァーチャル・チームを率いる日本人リーダーの認識世界の事例 

ヴァーチャルなやりとりを中心に業務を展開するグローバル・マネジャーとして、世界各地の責任

者や担当者、顧客とコミュニケーションを重ねてきた調査協力者の職場経験におけるインタビューに

おいて、彼のその時点での目的は、本社、各地の責任者、担当者、顧客をつなぐグローバルなネット

グローバル・サポート・ネットワークの構築とインタグレーション 

必要に応じ、関係者間で 

相互にサポートできる関係づくり 
自走するネットワーク 

前提①ビジネスにおける予測の難しさと

機会ロスの懸念 

前提②グローバル組織における情報共有と全体

把握の難しさ：              

時差、非対面の弊害「顔が見えない」 

グローバル規模ならびにローカル間での情報の共有化・活用による状況把握とタイムリーな対応 

デジタル（非対面）＋アナログ（対面）による巻き込むコーディネーション 

均等な声掛け 

グリップ感 

腹落ち 

オーバーコミュニケート 点から面 

現地現物への理解 

多文化間における   

共通点・妥協点の探索

（インタグレーション） 本社「異文化」への対応 

イマジネーション 

事業戦略に基づく軸 

対応時のバランス感覚 

視点を移動して思考する力（メタ認知・批判意識） 



ワークの構築であった。そのことは下記のストーリー１から読み取れる。他の語りにおいても「グロ

ーバルにお互いにケアする」「グローバルに補完して」という象徴的な表現が使われ、本社、海外の拠

点、その他事業の関係者が相互に補完するサポート・ネットワークの構築が目指されている。 

 

ストーリー１：自走するネットワーク  

そのビジネス自体がもう予測不能になってきてますので、もうここに私が座って、隔週で行ったか

ら、とかではなくて、やっぱり日々、彼らたちが日々オペレーションを見てデータを見て、現地の営

業さんと話をして、いろんな情報を持ってますのでやっぱりそれをお互い活用できるよう、やっぱり

社内の情報とかデータっていっぱいあるんですけどそれを有効活用して、もっとビジネスとして良く

できるような、お互い例えばもう少し効率よいやり方っていうのを共有して、それが勝手にお互いに

自動的に補完しあうともう自走するので、そういうところまで持っていければいいなと思ってます。 

  

上記のように、「ビジネス自体がもう予測不能」という現状から、グローバルな組織の各拠点がそれぞ

れに持つ情報の共有、活用を自動的に行い、「自走する」形で互いに補完しあう関係が目指されている。

他の箇所でも、「わざわざこっち（本社）で吸い上げ、吸い上げて下ろすっていう作業よりももう、お

互い補完してもらったほうがスピード感がありますし」と語り、変化が激しく速く予測が難しいビジ

ネス環境のなかで、本社を中心としたトップダウンの情報ネットワークのみではなく、関係者たちが

ニーズに応じ、それぞれ自律的にグローバルにつながり、お互い補完するという、コミュニケーショ

ンのダイナミックス（ストーリー１）の構築がねらいとして語られている。  

 上記のようなダイナミックスを実現するために、日本人リーダーが日々のコミュニケーションで意

識している認知的志向性を、Figure 1 下部の点線の枠で囲んだ「オーバーコミュニケート」「イマジネ

ーション」「グリップ感」「腹落ち」といった、調査協力者が用いた表現をそのまま概念化（インビボ・

コーディング）する形で示した（各概念の説明は発表にて）。また、インタビューにおいて調査協力者

が行っていたことから解釈した概念として「対応時のバランス感覚」や「視点を移動して思考する力」

を提示した。本予備調査は、一事例の探索的なものであるため、今後さらに調査を進め、地理的に離

れ、時間差もある多文化ヴァーチャル・チームにおけるコミュニケーションにおいて、日本人リーダ

ーが持ちうる認知的志向性の解明を、調査協力者の生き生きとした語りとともに示していきたい。 
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