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本発表の背景と目的 

厚生労働省（2014）が発表した「外国人雇用状況」（平成 26 年 10 月末）によれば、外国人

労働者数は 787,627 人であり、前年比で 71,123 人（9.8％）増加し、2 年連続で過去最高を更

新した1。また、内閣府に設置されている日本経済再生本部の「日本再興戦略」（改訂 2014 年版）

によれば、技能実習制度における対象職種の拡大および期間延長、「高度外国人材」2の受け

入れ（2017 年末までに 5,000 人の認定を目指す）、といった方針が示されている。こうした状

況は、民間企業における外国人の積極的な採用3と併せ、多様な文化を背景とする人びとが協

働をする職場が増えていくことを示唆している。 

日本社会に存立する組織では、母国人である日本人が各部署のリーダーを務めることが多

い。その場合、上記の状況から、多様な文化を背景とするメンバーが所属するグループ、す

なわち、「多文化ワークグループ」（Multicultural work groups, MWGs）でリーダーを務めるこ

とになる日本人が増えていくと予測される。したがって、MWGs でリーダーシップがいかに

成立するのか、その過程と構造を客観的に理解するための説明モデルが必要となる。 

そこで、本発表では、MWG のメンバーが日本人のリーダーシップを認知する過程に関す

る説明モデルを提示したい。なお、本モデルは、2009 年度年次大会（於：関西大学）にて筆

者が発表した、多文化組織としての英会話・英語学校における日本人リーダーのリーダーシ

ップが認知される過程を説明したモデルの射程を広げ、さらに「コンテクスト・モデル」概

念（van Dijk, 2009）を追加し、修正したものであるため、必然的に 2009 年度年次大会の抄録

原稿と多くの箇所が重複することを予め述べておきたい。 

 

既存研究の特徴から見えてくる新たな焦点：差異を前提とした現実的対応 

リーダーシップ研究においては、1970 年代以降、帰属理論、情報処理理論、社会構成主義

などの影響により、主体的認知者としてのフォロワーに焦点を当てた研究が進められ（e.g., 

Calder, 1977; Lord & Maher, 1991）、その立場から、リーダーシップとは他者によってリーダー

 
1国籍別の状況（上位は、中国 311, 831 人（全体の 39％）、ブラジル 94, 171 人（同 12.0％）、フィリピン 91,519

人（同 11.6％）、ベトナム人 61,168 人（同 7.8%）である。なお、ベトナムは前年同期比で 23,631 人（63％）、

ネパールは、10,107 人（71.3％）と大幅に増加した。 
2 「高度人材」とは、企業での職種でみると、「研究者やエンジニア等の専門職、海外進出等を担当する営業職、

法務・会計等の専門職、経営に関わる役員や管理職を担うべき者」、教育レベルでみると、「日本国内及び海外

の大学･大学院以上の最終学歴を有する者」、在留資格でみると、「「研究（企業内の研究職）」、「技術（機械

工学等の技術者、SE 等のエンジニア）」、「人文知識･国際業務（企画、営業、経理等の事務職、企業内通訳等）」、

「投資･経営」、「法律･会計業務」、「企業内転勤」等のいわゆる「専門的･技術的分野」の者」を指す

（http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-G

aikokujinkoyoutaisakuka/0000046325.pdf） 
3 例として、民間企業の採用に関するコンサルティング会社が 2013 年 9 月に実施した「外国人社員採用に関する

企業調査」（http://www.disc.co.jp/research_archive/） では、538 社を対象とし、2013 年度に外国人留学生を採

用した企業は全体に 35.2％で、2014 年度の採用見込みもすべての規模の企業で 2013 年度を上回っている。 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0000046325.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0000046325.pdf
http://www.disc.co.jp/research_archive/
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として知覚されることである、とする見方（Lord＆Maher, 1991）が提示された。Lord ＆ Maher

（1991）によれば、フォロワーは、リーダーに関するなんらかの像（リーダー・プロトタイ

プ）を持っており、そのようなプロトタイプは、リーダーシップを認識する過程において、

フォロワーによって意識的に用いられたり、自動的に作用したりする。フォロワーは、リー

ダー・プロトタイプを社会文化的影響のなかで形成し（e.g., House, Hanges, Javidan, Dorfman, &, 

Gupta, 2004）、それに基づいてリーダーを評価する。 

上述してきたように、フォロワーの認知に着目し、リーダーシップを説明しようするモデ

ル（e.g., Calder, 1977; Lord & Maher, 1991）は、フォロワーが用いるリーダー・プロトタイプ

を想定している。また、それらのモデルは、リーダー・プロトタイプとリーダーの言動を一

致させることでリーダーシップを達成できるという暗黙の前提を共有していると考えられる。

さらに、Cross-Cultural Leadership Research という一大研究領域では、普遍的な、もしくは文

化特定的なリーダーの特徴を解明する試みが行われているが、この種の研究も、明らかにな

ったリーダー・プロトタイプとリーダーの実際の言動を一致させることで、より効果的にリ

ーダーシップを達成しようとする志向性が暗黙裡に組み込まれている。 

その志向性と MWG の特徴を照らし合わせて考えると、次のような限界があるのではない

か。フォロワーが多様なリーダー・プロトタイプを持ち寄る MWG においては、リーダー・

プロトタイプとリーダーの言動を一致させることでリーダーシップを達成するという図式は

成り立ちにくい。たとえば、ある日本人リーダーが、既存研究の成果を参照し、中国人フォ

ロワーが求めるリーダー・プロトタイプについて知識を得て、それに合わせて行動し、リー

ダーとして認められる可能性を高めたとする。その際、同一組織に、ベトナム人フォロワー

が所属していれば、「中国人仕様」にされたリーダーの行動を見て違和感を覚えるかもしれな

い。また、「中国人」といっても、出身地や社会的背景によっては研究成果とは異なるリーダ

ー・プロトタイプを持ち合わせている可能性もあり、リーダーが期待するほどの効果がある

かどうか定かではない。以上のことから、MWG においては、多様なフォロワーたちが持つ

リーダー・プロトタイプにリーダーの言動を一致させ、リーダーシップを達成しようという

志向性は原理的に支障をきたす可能性がある。換言すれば、MWG においては、メンバーが

持つリーダー・プロトタイプと実際のリーダーの特性、言動との間に「差異」が生じやすい。 

そこで、本モデルでは、先述した「一致」させるという立場から焦点をずらし、文化的に

多様なメンバーが日本人リーダーとの相互作用を通じて認識する「差異」を前提としたい。

多くの実証研究においても、日本人リーダーの多くが自文化中心主義的コミュニケーション

行動を無自覚に行い、文化的に多様なメンバーとの間で異文化摩擦を相互行為的に生起させ

てきた(e.g., 清, 1997)とする結果が示されていることから、日本人リーダーの言動と MWG

のメンバーの期待、認識との間に生成される「差異」を前提としてモデルの構築を試みる。 

多様なメンバーたちが日本人リーダーとの相互作用を通じて見出す問題は、「リーダー・プ

ロトタイプ」を含めた、メンバーが持つ「あたりまえ」と日本人リーダーのコミュニケーシ

ョン行動との間に、メンバーが差異（ギャップ）を認識することを端に発する。この差異が

了解可能であり、是認されれば「問題」とはみなされない。一方、差異が了解不可能であっ

たり、否定的に理解されれば「問題」となる。多くの場合、日本人リーダーのコミュニケー

ション行動はメンバーの認知過程において後者の経路を辿る。 
 

モデルの提示  

図 1 は説明モデルを図示したものである。この図は左端から見ていき、矢印に沿って、リ

ーダーとしての認 / 不認まで進む。まず、図の左端の部分が示すように、日本人リーダーが

なんらかのコミュニケーション行動をとる。つぎに、矢印に沿って右へ移動すると、「差異の

認識」となる。これは、日本人のコミュニケーション行動が、メンバーの持つ社会・文化的

フィルターや個人の経験に基づくリーダー・プロタイプと異なるかどうかが判断される過程

である。ここで、各個人の「コンテクスト・モデル」（van Dijk, 2009）が介在する。コンテ
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クスト・モデルとは、社会状況に関して個々人が形成する主観的な認知の型（メンタルモデ

ル）のことであり、社会構造（人種、ジェンダー、世代、社会階層等）と実際のコミュニケ

ーションの間に入り、両者をつなぐものである。例えば、「社会階層」という社会構造はある

文化において上下関係を重視するという価値観と結びつき、具体的なコミュニケーションと

して表現されるが、社会階層という構造からどの程度の上下関係を想定するかは個人の主観

によって違いがあり、実際の行為にもその主観的な違いが反映される。これがある文化圏で、

一定程度の文化的価値観が共有されつつも個人差がある理由である。このコンテクスト・モ

デルのなかにリーダー・プロトタイプも含まれると当然考えられ、メンバーのリーダー・プ

ロトタイプと日本人リーダーのあり方とが異なれば差異が認識される。本モデルでは、多く

の場合、なんらかの差異が認識されるという前提に立っている。 

 

コンテクスト・モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                MWG メンバーの認識フレーム内 

 

図 1：MWG メンバーによる日本人リーダーのリーダーシップ認知過程とその対応  

 

続いて、矢印に沿って右へ行くと、「了解可能性」という部分になる。これは、認識された

差異が了解可能か、不可能かが判断される過程である。日本の社会・文化やそれに基づくコ

ミュニケーションに関する知識を持つメンバーは、差異について了解できる可能性が高くな

る。また、一度了解不可能であると分類されても、メンバー自身がなんらかの形で秩序立て

て理解したり、日本人スタッフなどから補助的な説明を調達できたりすれば、了解可能とな

るケースもある。いったん了解可能となれば、リーダーのコミュニケーションは、リーダー

に対する信頼へとつながる可能性も出てくる。一方、了解不可能なもの、なにかよくわから

ないものや否定的に解釈されるものは通常不信感へとつながっていく。この不信感があれば、

リーダーとして認められる可能性は低い（cf. Hollander, 1978）。    

このモデルは、日本人リーダーのコミュニケーションと多様なメンバーの認識との関係性

に着目し、差異に焦点を当てている。差異を前提としたうえで、メンバーのための「補助的

説明」ならびにメンバーから日本人リーダーへの「フィードバック」という 2 つの過程が設

定されている。本モデルでは、メンバーにとって、差異をいかに了解可能なものにできるか

否かがリーダーがリーダーとして認められるうえで重要であると考えられているのである。  

では、「補助的説明」および「フィードバック」という過程について詳説したい。まず、メ

ンバーが差異を了解するには、差異に関する説明が必要である。だが、日本人リーダーの多

くはその説明が少ない傾向にある。リーダーによって説明がなされない場合、リーダーでは

なくとも、周りの日本人スタッフ、日本文化や組織の事情に詳しい異文化出身のメンバーが

補助的説明をし、了解可能性を高めることもできる。 
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この補助的説明は文化的翻訳とも呼ぶべき作業であり、諸文化と日本の文化の双方を知る

海外経験豊富な日本人スタッフや日本文化に詳しいメンバーが行いやすい。この補助的説明

は組織の方針として実施することを是とし、メンバーに浸透させることもできる。もちろん、

リーダー自身が説明をすればリーダーとメンバーの信頼関係を築くためにもよい。 

とはいえ、日本人リーダー側からするとメンバーが説明を期待している項目がわからない

場合も多い。そこで、「フィードバック」が重要となる。メンバーからフィードバックを得る

仕組みを日常業務に取り入れ、そのフィードバックを基に補助的説明を加え、コミュニケー

ション行動を修正していく。リーダーがリーダーとして認められるには、リーダーが多様な

メンバーとの間で生み出す差異を、メンバーにとって了解可能なものにしていく必要がある。

了解可能にするためには、メンバーが説明を要する部分に関する情報がなければならない。

したがって、メンバーからリーダーへのフィードバックは不可欠である。 

フィードバックを集める方法としては、リーダー行動に関するアンケートをメンバーに（匿

名で）書いてもらい、それを本社やその他の上部組織に送り、本社からフィードバックの内

容を整理して現場のリーダーに伝えるという仕組みも考えられる。そのような制度的な仕組

みも設定できるが、それ以外に様々な方法がある。例えば、ミーティングの際に、日本人リ

ーダーが自身のコミュニケーション行動について自己内省的な発言をし、メンバーがフィー

ドバックをしやすい心理的スペースを作り出すこともできる。直接的に何か問題がないか聞

いてみるのもいいだろう。様々なアプローチでフィードバックを求めているという姿勢を見

せることがねらいである。基本的には、日常のやりとりにおいて、メンバーがリーダーにフ

ィードバックをしやすい関係を構築していくことを日本人リーダーが意識し、実際に実行す

ることであろう。 

さて、上述のモデルを基に、了解可能性を高めるための基本的な行動を案出したい。基本

的な行動の流れを 4 つの段階で示したい。 

 

情報収集 ⇒ 差異の認識エリアの特定 ⇒ 説明行為・行為修正 ⇒ 了解可能性の向上 

 

基本行動の第 1 段階である「情報収集」は、日本人リーダーが多様なメンバーからフィー

ドバックを得る過程を指す。この過程によって、日本人リーダー自身ではわからない、メン

バーにとって説明を要する項目を特定できる（第 2 段階）。続いて、特定された項目について

説明を積み重たり、行為自体を修正したりして（第 3 段階）、了解可能性の向上を図る（第 4

段階）。以上のような行動によって、メンバーによって認識される差異とそれに基づく違和感

や不信感を減少させ、「リーダーがリーダーとして認識される」ことを目指すのである。 
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