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国内で活動する多文化研究チームにおける日本人リーダーの
認知的志向性とその動態

──修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによる
モデルの構築──

Cognitive Orientation and Dynamics of Japanese Leaders 
in Multicultural Research Teams Based in Japan: 

A Model Constructed Through a Modified Grounded Theory Approach

要　旨
本研究の目的は、日本国内に存立し 3 ヵ国以上のメンバーが協働する多文化研究チームを機能させ、チームにおいて「コ
ミュニケーションの問題が少ない」と認識している日本人リーダーの認知的志向性（cognitive orientation）をモデル化し
て示すことである。研究方法は、モデルを構築するうえで有用な修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（木下 , 
2003）である。調査結果として、多文化研究チームの日本人リーダーは、まず、所属組織の特徴・限界（「制限付きのダイ
バーシティ促進」）を理解していることが示された。同時に、リーダーは、日本語中心のシステムや年功型評価システム
の運用といった組織的な特徴・限界とそれらに対する外国籍メンバーの否定的な見解との間にある溝を埋めるうえで有
効な「緩衝体」となる認知的志向性を備えていることが明らかになった。その認知的志向性は、「移動性の高い認知」、「寛
容型の情動」、「メンバー尊重型の行動」という3つのプロセスで特徴づけられる。その志向性を介して、リーダーは「コミュ
ニケーションの問題が少ない」状態を認識し、経験している。

キーワード：多文化チーム、日本人リーダー、認知的志向性、M-GTA、移動性の高い認知

Abstract
This paper presents a study of the cognitive orientation of Japanese leaders (JLs) in multicultural research teams based 
in Japan. The aim of this study is to construct a model of cognitive orientation of successful JLs who think that they 
are communicating with their team members with no major problems. To construct such a model, Kinoshita's (2003)
modified grounded theory approach (M-GTA) was applied as a method of analysis. This model based on M-GTA explains 
the JLs’ cognition in their teams, identifying 3 major processes working in conjunction: (1) cognition of high mobility, 
(2) generosity, and (3) behaviors respectful to members. These processes collectively serve as a “buffer” between non-
Japanese members and their organizations which promote a limited form of diversity. 

Keywords： multicultural teams, Japanese leaders, cognitive orientation, M-GTA, cognition of high    
mobility
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1．本研究の背景と目的
国内に存立する日本企業は、そのメンバー構成において、徐々に多国籍化が進んでいる。その背景

には日本企業による外国人雇用の増加がある。外国人雇用の総数は、2016年10月末で1,083,769人
である。この数字は前年比で19.4%、すなわち175,873人の増加であり、過去最高を更新した（厚生
労働省 , 2016）。国別でみると、中国が最も多く、344,658人で全体の31.8％を占め、ベトナムが
172,018人（15.9％）、フィリピンが127,518人（11.8％）と続く（ibid.）。とりわけ、ベトナムとネパー
ルの対前年伸び率が高く、それぞれ56.4%、35.1%となっている（ibid.）。このようにアジア出身者を
中心とした多国籍化が進み、各部署に数名の外国籍社員がいる状況が日常的に生まれ、多国籍のメン
バーで協働する多文化チーム、もしくはグローバル・チーム 2 ともいうべきものが形成されている。

また、多国籍化の背景には、政府が「日本再考戦略（平成25年6月14日版）」（首相官邸 , 2013）にお
いて「雇用制度改革・人材力強化」の一環として示した「高度外国人材の受け入れ」という指針がある。
日本企業が日本の大学院で学び、高度な知識・技術を身につけた留学生を研究職として採用するケー
スが増えている。これを裏付けるように、在留資格のカテゴリーでみると、「専門的・技術的分野」
の労働者が200,994人であり、前年比で33,693人、20.1%も増加しており（厚生労働省 , 2016）、企
業内で多文化「研究」（職）チームが形成される可能性が高まっている。本稿の焦点は、この多文化研
究チーム 3 であり、チームを円滑に運営する日本人リーダーの認知的コンピテンスである。

多文化チームのリーダーの認知的コンピテンスに関連する重要な研究例として、「多元的なリー
ダーシップ」（Mai-Dalton, 1993, p. 208）がある。それは、1）組織のビジョンとして多様性の価値を
表明すること、2）「～主義」に基づく差別を除去する公平さを保つこと、3）多様性に関する広範な知
識をもち、その知識をコミュニケーションへ応用すること、4）フォロワーから受けるフィードバッ
クに柔軟に対応する変化への開放性をもつこと、5）多様なメンバーの能力を活かすような助言をす
ること、ならびに6）組織外の出来事（e.g.,テロ事件）からくる組織内での偏見に挑戦すること、とい
う6つの次元で構成される。6つの次元は差別への対応といった道徳的配慮も含んでおり、多文化チー
ムのリーダーがもつべき認知的志向性を考えるうえで示唆的である。

多文化チームのリーダーの認知的志向性（cf. Levy, Beechler, Taylor, & Deal, 2007）は、グローバ
ルリーダーシップ研究（以下GL研究）といわれる研究領域（cf. Mendenhall et al., 2013; Osland, & 
Wang, 2014）のなかでも位置づけることができる。GL研究では、グローバルリーダーシップの主な
内容として、異文化間関係スキル（cross-cultural relationship skills）、GLの特性と背景にある価値
観（traits and values）、認知的志向性（cognitive orientation）、グローバルビジネスの専門性（global 
business expertise）、グローバル組織化の専門性（global organizing expertise）ならびにビジョンの
構想力（visioning）が挙げられ（Mendenhall & Osland, 2002）、認知的志向性がその構成要素となっ

2 多様な文化的背景をもつ多国籍のメンバーが集まるチームは、国内にあっても、グローバルな問題の
影響を受けやすい。各地で散見される例として、海外でテロが発生し、その首謀者がイスラム原理主義者
であった場合に、テロとまったく関係ないイスラム系のチームメンバーが不当な扱いを受けることがある。
また、チームとして当該テロ事件についてメンバー間で話をしてはいけないといった箝口令がしかれるこ
とがある。こうしたローカルとグローバルのつながりを直近で経験するという意味において多文化チーム
もグローバル・チームであると位置づけ、論を進めたい。

3 多文化研究チームは企業内で様々な業務に携わっているが、本研究の協力者たちは、多文化研究チー
ムでオペレーション・システム、ソフトウェア、総合プラットフォーム・ソリューション等の開発に携わっ
ている。
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ている。
認知的志向性に関しては、過去になされた複数の研究をMendenhall & Osland（2002）が体系的に

整理している。まず、自分が置かれた環境を把握する環境スキャニング（environmental scanning）、
つぎに、文化的自覚、異文化への開放性、異文化の価値観や習慣の選択的受容といった内容で構成さ
れるグローバル・マインドセット（global mindset）、さらには、思考の速さ（thinking agility）、また、
文化的多様性によって生み出される不確実性に対応するための視点である不確実性の管理

（managing uncertainty）がある。それ以外にも、現象や他者を効率的に理解するパターン認識
（pattern recognition）ならびに様々な点・関係性に配慮し、現象を多面的・複層的に理解する認知的
複雑性（cognitive complexity）等を含む10項目が挙げられている。

上述した認知的志向性に関する従来の研究では、多文化チームの日本人リーダーの認知的志向性を
直接的に扱ったものは確認できない。当然ながら、本研究が扱うような、外国籍メンバーの視点から
理解しづらいとされる、長期（終身）雇用、年功序列型賃金、新卒一括採用等の特徴が残る国内の労
働環境で活動する多文化チームの日本人リーダー 4 がもつ認知的志向性に焦点を当てた研究は見当た
らない（CiNii, Google Scholar, ProQuestを参照）。

既存の先行知見においては、異文化環境で活動する日本人リーダーに関する海外赴任の研究は多数
あるものの、その内容は「指示が曖昧である」、「フィードバックが少ない、あるいは否定的な内容に
偏っている」、「褒めない」等といった日本人リーダーのコミュニケーション上の問題が繰り返し指摘
されてきており（e.g., 尼子・穴沢・犬丸・ポーター・ロイド , 1991; 林 , 1994; 石黒 , 2012; 大崎 , 
2006）、国内に存立する多文化チームの運営を比較的スムーズに進めているリーダーの認知的志向性、
換言すれば、メンタルモデル 5（van Dijk, 2009）の研究が十分に行われてきたとはいい難い。

一方で、現実には、今後も日本において外国人労働者の数が増え、アジア出身のメンバーを中心に
多文化チームが多く形成されていく蓋然性が高い。さらに、日本企業においては母国人である日本人
がリーダーに任命されるケースが多く、また、日本の組織に就職した外国人留学生の定着には、日本
人リーダーの支援内容が与える影響が少なくない（cf. 島田・中原, 2012; 島田, 2016）。したがって、チー
ムの運営を比較的円滑に進めている日本人リーダーのメンタル・モデルの特徴を明らかにできれば、
学術的にも社会的にも意義がある。そこで、本研究は、日本社会に存立する多文化研究チームでコミュ
ニケーションを円滑にし、大きな問題を顕在化させず、チームを機能させていると認識している日本
人リーダーを対象とする。本研究は、彼らが、インタビューというコミュニケーション場面において、
調査者という他者に対して自身の経験を語るなかで意識的にも無意識的にも指標する認知、情動、行
動、組織的コンテクストに関するメンタル・モデル（認知的志向性）の特徴と動態を明らかにし、そ
のモデルを示すものである。

4 本研究における「日本人リーダー」とは、組織において経営管理に携わり、階層構造を前提とする任
命されたリーダーであり、多文化チームを率いる管理職（課長相当）である（cf. 石黒 , 2012, p. 40）。

5 van Dijk（2009）によれば、コンテクストモデルともいわれ、人びとの談話構造と社会構造を結び付け
る媒体で、背景にある社会構造（国籍、人種、民族、性別、職業等）を個人が解釈し、そのうえでコミュニケー
ションを選択していく際に介在する。やや敷衍すれば、同じ日本人リーダーでもメンタル・モデルが違えば、
社会構造の捉え方やコミュニケーションが異なり、一方、メンタルモデルが似通っていれば、類似したコミュ
ニケーションをとる傾向を示すと仮定できる。
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２．研究方法
本研究の方法は「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）の構築を

可能にする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; 2005; 2007; 2014）という質的研究法である。以下に、本研究におい
てM-GTAをどのように用い、いかに研究を遂行したか説明する。

2.1　本研究の射程
M-GTAは、ある特定の経験をしている集団のメンバーにインタビュー等を介してデータを収集し、

そのデータに基づき、当該集団に属するメンバーの経験とその意味、意識や行動に関して網羅的な説
明モデルを構築することを目指すものである。M-GTAは、「ヒューマンサービス」という範疇に入る
ソーシャルワーク、看護・保健、リハビリテーション、介護、教育、臨床心理といった様々な領域の
実践的課題を示し、それらに対応していくための知見を生み出してきた（cf. 木下編 , 2005）。上記の
領域に限らず、M-GTAとその源流であるGTAはその汎用性から企業組織での研究というコンテクス
トにも援用されており（e.g., 能間 , 2014）6、 今後も援用範囲の拡大は続くと予測され、本研究もその
学問的潮流の1つの流れを作るものである。

また、M-GTAの考案者である木下（2003）が説明するように、GTAは、先行研究に基づき仮説を
生成し、その妥当性を検証する手続きをとる量的研究を介して生み出されてきた、人間一般に関わる
現象の規則性を普遍的に説明する「グランド・セオリー」に対抗する形で登場した。それは、グランド・
セオリーでは説明しきれない人びとの経験、意識、行動を捉えようとする試みである。つまり、領域
特定的な場を生きる人びとからデータを収集し、彼ら彼女らの経験、意識、行動の理解を助けるため
の「領域密着型理論」（木下 , 2003, p. 19）を生成する研究法である。

M-GTAでは、研究の対象となる人びとを「分析焦点者」（木下 , 2003; 2007）という括りで限定的に
設定する。分析焦点者とは、研究における分析の焦点に応じて調査協力者たちを抽象化して一括りで
言い表したものである。たとえば、本研究の分析焦点者は、未だ十分に研究がなされていない「日本
国内に存立する日本企業で活動する多文化研究チームを機能させていると認識している日本人リー
ダー」であると表現でき、そのねらいは、そうしたリーダーたちの経験と意識にかかわる領域密着型
理論（説明モデル）を生成することである。

2.2　調査協力者、調査対象チーム、ならびにサンプリングの論理
ここでは、上述した分析焦点者の設定において土台となった調査協力者について述べたい。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複数の研究所において、3 ヵ国（日本に加え2カ国）
以上のメンバーが常時在籍する研究チームの課長級リーダー 5名である。全員が海外で1年以上生活
した経験をもつ男性で、Table 1が示すように、自チームに10名から35名程度のメンバーを抱えて
おり、そのチームをより細かいユニットに分けて仕事を進める。

6 グラウンデッド・セオリー・アプローチは、Glaser & Strauss（1967）を端緒とし、本稿で扱っている
木下（2003）以外にも、Glaser（1978；1992）、Strauss（1987）、Strauss & Corbin（1990）、Charmaz（2006）、
戈木（2006）等がある。能間（2014）は、構成主義的な立場に依拠する Charmaz（2006）を援用している。
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アドラー（Adler, 1991 江夏・桑名 監訳1996）によれば、多文化チームは、メンバーの1人だけが
異文化を出身とする「象徴グループ」、全員が2つの文化に分かれる「バイカルチャー・グループ」、な
らびに3つ以上の文化を出身とするメンバーから成る「マルチカルチャー・グループ」に分けられる。
本研究で扱うチームは「象徴グループ」に近く、チームに少数（2名）の外国籍メンバーが所属する。
本調査における外国籍メンバーは、アジア出身者が10名中7名を占め、日本における外国人労働者
の国別統計データと同様アジア出身者が多い。日本社会では、象徴グループで、かつ、アジア出身者
が多いチームが今後とも増えていく可能性が高く、本研究の成果は、本研究で扱うチームのメンバー
構成と類似したタイプのチームを率い、種々の問題を抱えている日本人リーダーにとって有益な情報
となる可能性がある。

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 20 ～ 35名 2名 ベネズエラ、インド

B氏 10 ～ 15名 2名 中国、アルジェリア

C氏 13名 2名 中国、インドネシア

D氏 15名 2名 中国、ドイツ

E氏 15名 2名 中国、ベトナム

協力者5名はすべて海外で業務に携わったり、会社の援助で海外の大学院教育を受けたりした経験
がある。ただし、滞在期間や業務・学習には違いがあり、彼らの経験とその意味にも差異があること
を容易に想定できよう。したがって、批判的にみれば、M-GTAによって導出される領域密着型の概
念や概念群で構成される理論（説明モデル）は、データを提供した人びと全員や、その他の類似したチー
ムを率いている日本人リーダーに当てはまらないケースもあるのではないか、という率直な疑義が想
起できる。

たしかに、M-GTAによって生成される理論は調査協力者個人すべてに常に当てはまるわけではな
い（木下 , 2007）。M-GTAの理論は、研究者が設定した分析焦点者、すなわち「日本国内で活動する
象徴グループ・タイプの多文化研究（職）チームを率いる日本人リーダー（課長相当）」という抽象的な
存在の特徴を説明するものである。また、今回の分析焦点者は「チーム内のコミュニケーションにお
いて特段大きな問題を認識せず、比較的円滑に運営を進めている」リーダーである。こうしたリーダー
の経験とその意味ならびに意識・行動について「人によって多少の差異があっても理解と予測の導き
となる」（木下 , 2007, p. 78）領域特定的な説明モデルを生成するのである。

通常、GTAでは、理論的サンプリングという手法を用いて、説明モデルの妥当性を確保しようと
する。 理論的サンプリングとは、調査対象者の数をこれ以上増やしても、新しい見方、結果は出て
こないというところ、すなわち、理論的飽和に至るまでサンプリングを行うものである。しかしなが
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ら、まず、原理的に考えれば、新しい見方、結果は出てくる可能性があり、理論的飽和は達成が難し
い（cf. 西條 , 2007）。また、今回、分析の対象となった「多文化研究チームを問題を顕在化させずにう
まく運営をしている日本人リーダー」は、その母集団が不明で、その数も少ないと考えられ、先行研
究でも未解明なものである。そのため、理論的飽和を目指す形ではなく、特異なケースに当てはまる
5名という少数事例から説明モデルを立ち上げる「理論的—目的的サンプリング」（Schwandt, 2001 
伊藤・徳川・内田 監訳2009, pp. 87-88）と「視点提示型」（西條 , 2008, p. 103）の研究という2つのロジッ
クに依拠して研究を遂行した。

まず、理論的—目的的サンプリングでは「単位となるサンプルは、代表性に従って選出されるので
はなく、調査課題、分析枠組み、研究の途上で生じる解明なり説明などに対する関連性に従って選出
される」（Schwandt, 2001 伊藤・徳川・内田 監訳2009, p. 87）。換言すれば、本調査の協力者のように、
母集団がはっきりせず、まだ研究が進んでいない特徴的な協力者を扱うため、サンプル数でその妥当
性を担保する実証主義、ポスト実証主義的な発想ではなく、特異なケースを生きる人びとの経験、意
識および行動に関する仮説を生成するという調査課題と関連性の高い特定の協力者を選択するのであ
る。今回の協力者5名は、「多文化チームを、問題を顕在化させずにうまく運営をしている日本人リー
ダーのメンタル・モデルを明らかにする」という研究課題にすべて当てはまる人びとであり、調査課
題と関連性が高い、という理論的—目的的サンプリングの基準を満たしている。

また、視点提示型の研究は「一事例の研究であっても、そこで得られた視点（構造）を通して現象の
見え方が変わるような、よりよい実践につながるような構造（モデル）を構成することができれば、
それは『視点提示型の研究』として成功と言える」（西條 , 2008, p. 103）という考え方に基づくもので
ある。当初、日本人リーダーに関する既存研究に依拠し、多文化チームの日本人リーダーたちが多く
の問題を抱えているという推論のもと研究を開始したが、研究の過程でデータから立ち上がってきた

「うまく運営を行う日本人リーダー」という新しい見え方とそれを成立させる認知的コンピテンスの
詳細が構造として示される研究に発展した。以上のことから、本研究は理論的—目的的サンプリング
と視点提示型の研究という考えに基づくものである。

2.3　データ取集法と分析テーマの移行による質問項目の追加について
データの収集法は半構造化インタビューである。2016年2月中旬から6月上旬にかけて、上記5名

に60分から90分のインタビューを複数回実施した。半構造化インタビューでは、質問されるべき項
目はあらかじめ用意されるが、その質問項目の言語表現の詳細や順序までは決めておかない柔軟な形
式（高橋 , 1998）で、調査協力者が話しやすい項目から話してもらう等の戦略をとる。回数は、A氏が
3回、B氏からE氏がそれぞれ2回である。インタビューの質問項目は以下のとおりである。

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。
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7）　ご自身の国際的な経験と多文化チームの運営にはなにかしら関係がありますか。

以上の項目に加え、1回目のインタビューの最中やインタビュー後に、より詳しく話を聞くため、
理論的・目的的に質問を随時追加した。これは、M-GTAの「研究テーマ」と「分析テーマ」（木下 , 
2014, pp.138-143） を分けて考える思考法と関係する。たとえば、質問項目の1）をみれば明らかだが、
日本人リーダーが抱える問題点やそれらに対応するための認知的コンピテスを研究テーマとして研究
開始当初に挙げていたが、5名の1回目のインタビューを終えた時点で調査協力者によって問題点は
予想以上に語られなかったため、分析するテーマを問題点から「リーダーがチーム内で問題を起こさ
ずチームをうまく機能させる土台となるメンタル・モデル」に焦点を切り替える必要が出てきた。こ
れは、研究者が先行知見を基に問題点を中心に構想した研究テーマから、データから立ち上がってき
た研究者の予測を超える分析テーマへ焦点が移行したという点でM-GTAの特質が機能したといえる。
本研究は、筆者が所属する大学の学内倫理委員会の議を経たものであり、調査協力者には研究の趣旨
を説明し、研究への協力を承諾した者に対してインタビューを実施した。

2.4　データの分析・解釈の手続き
データの分析は、M-GTAのやり方に従い、以下のような手順で実施した。まず、調査協力者たち

のインタビュー・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、データを読み込み、データから互いに関連があると考えられる
項目（具体例、バリエーション）を拾い上げ、関連する複数の具体例を包括的に言い当てるような概
念を暫定的に生成した。その後、2人目から最後の5人目まで同様の作業を繰り返し、5名のデータ
から概念を生成した。その際、「分析ワークシート」（木下 , 2003, p. 188）を用いて概念生成を行った。
分析ワークシートは「概念名、その定義、具体例であるバリエーション、理論的メモの四つの欄で構
成され」（木下, 2003, p. 187）、1つの概念に対して1シートを作成する（Table 2, 3を参照されたい）。「理
論的メモ」は、概念同士の関係やその他の理論生成に関わる内容をメモし、説明モデルの生成に至る
思考過程をできるだけ外在化して示す欄である。

概念生成後は、概念同士の関係性を精査し、関連が深いものをグループ化して、上位のカテゴリー
を生成した。さらに、カテゴリー同士の関係性を言い当てるプロセス（コア・カテゴリー）を生成した。
最後に、概念、カテゴリー、プロセスの関係性を図式化し、説明モデルを構築した（Figure 1）。以上
のようにデータからボトムアップにモデルを導出するシステマチックな手順を経た。

　
2.5　研究営為における研究者の位置づけ
上述したインタビューの質問項目は研究者の関心を反映している。それらの質問に対して協力者が

語る内容を基に協力者の経験・意識を分析・解釈するという研究営為である。したがって、データは
研究者の関心、意図、すなわち、恣意性が関与したものである。木下（2003）はこうした研究の営み
を認識し、「研究する人間」（p. 144）という概念を提示し、研究者が自身を研究する人間として自覚
的に捉え、研究者が陥りやすい自らの恣意的思考プロセスを意識化する仕組みを示したといえるだろ
う。M-GTA独自の分析ワークシート（Table 2, 3）という道具立てからわかるように、どの具体例か
らどの概念を立ち上げ、どのような思考プロセスを経たかということを透明に示すことができ、第三
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者が概念化の妥当性を検討しやすい仕組みとなっている。
研究テーマや分析焦点者の設定、データの分析・解釈、説明モデルの内容等は、研究する人間の目

的・関心の影響を不可避的に受けている。M-GTAでは、研究者が客観性や中立性を無理に装わず、
ある目的・関心をもって研究を行う研究する人間の影響について自覚的に扱い、記述することにより、
研究プロセスを透明化する戦略である（cf. 木下 , 2003; 西條 , 2008）。以下に、上述の研究プロセスを
経て得られた調査結果を示す。

3．調査結果
本研究の目的は、国内の日本的労働環境において活動する多文化研究チームの日本人リーダーがい

かなる志向性をもって何をどのように理解、経験しているのかという問いに対する答えを導き出すこ
とであった。本節では、その目的に対応する結果図を示しつつ、その内容を解説したい。

Figure 1が示すように、協力者たちのデータ（語り）に基づき、彼らの経験、認知、情動、行動、
ならびに組織的コンテクストに関するメンタル・モデルを構築した。まず、日本人リーダーたちが認
識している1つの重要な状態もしくは帰結として、「コミュニケーションの問題が少ない状態」（Figure 
1右端）がある。これは、リーダーが現在率いている多文化チームのコミュニケーションについて特
に大きな問題は顕在化していない状態であると認識していることを指す（例：「僕も今のチームリー
ダーも〇〇（米国の地名）経験があるので、ある程度インド人とか、異文化コミュニケーションに慣
れているので、今は問題を抱えていないんですね」（A氏））。

その帰結をもたらす認知的志向性として、後述する「移動性の高い認知」、「寛容型の情動」、「メン
バー尊重型の行動」といったプロセスがある（Figure 1中央）。それら3つのプロセスは、リーダーた
ちが外国籍メンバーの視点から見て「問題」となる「日本的労働環境の壁」（Figure 1左上）に対応し、
日本的労働環境の壁と外国籍メンバーとの間の摩擦を減らす「緩衝体」として機能していると考えら
れる。なお、「外国籍メンバーの限定的採用戦略」（Figure 1左下）はFigure 1 下部の2本の矢印（→）
が示すように、「コミュニケーションの問題が少ない状態」に寄与していると考えられる（「優秀かつ
少数の外国籍メンバーの存在」の例：「外国籍の部下の方は幸いにも、もの凄く優秀な人に入ってい
ただけているので、そこは非常にいい人間関係は築けていると思います」（A氏））。では、以下に、主
要なプロセスについて詳説する。

3.1　移動性の高い認知
「移動性の高い認知」とは、個人、組織、国籍といった様々なレベルへ視点を移動し、物事を多面的・

複層的・動的に認知するリーダーの志向性を示す。リーダーは、海外経験、国内での多文化チームの
運営ならびに研修（LGBTを含めた多様なメンバーの社会的包摂「social inclusion」に関するものを含
む）等を経ており、各人が「多様性に関する豊富な知識や経験」をもつ。また、リーダーは、「多様性
に関する豊富な知識と経験」に基づき、国籍、ジェンダー、宗教等の集団属性を用いてメンバーをパター
ン認識する。例えば、「インド人は非常に優秀です」という発言に反映される認識である。ただし、
そのパターン認識は、様々なレベルの集団属性へ視点を移動して行われるため、リーダーはメンバー
を複数の属性で多面的、複層的に認知する志向性をもつ。したがって、「多様性に関する豊富な知識
と経験」は「視点を移動して思考する力」と連動して機能する。
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なお、Figure 1の「視点を移動して思考する力」にはメタ認知・批判意識という注釈がついている。
これは、リーダーたちが自身の認識や発言を、別の視点へ移動してメタレベルから批判的に捉え直す
ことを指している。

上記のように、「多様性に関する豊富な知識と経験」は「視点を移動して思考する力」と連動してい
る。その連動により、「集団属性の前景化」と「集団属性の後景化」という現象が認められる。まず、「集
団属性の前景化」7 とは、「多様性に関する知識と経験」に基づき、国籍、民族、ジェンダー、世代、宗
教等の様々な属性に視点を移動して、特定の集団属性を選択的に認識世界の前面に出してパターン認
識を行う認知過程である（例：「◯◯人は～だ」や「◯◯文化は～だ」という認識）。「集団属性の前景化」
には様々なバリエーションがある。たとえば、インドネシア人メンバーを部下にもつD氏は、国籍と
は別の集団範疇であるイスラム教という宗教を認識世界のなかで前景化し、部下を捉え、宗教による
食習慣の違いという観点からメンバーに配慮する意識をもっている。

また、「集団属性の前景化」の別の例としては、国籍でメンバーを捉えない（「国籍は正直あまり気
にしない」）というリーダーたちの認識がある。「国籍」という集団属性を後景化させ、代わりに組織
の仲間としてメンバーを捉え、「組織」という集団属性を前景化させるのである。

一方、「集団属性の後景化」という現象では、リーダーは、いったんパターン認識をしておきなが
らも、その直後に、一個人を尊重する形でメンバーを認識する「個人の尊重」へ視点を移動する。「個
人の尊重」という視点からパターン認識を相対化し、パターン認識について批判的に述べる。同時に、
ユニークな個人としてのメンバーの存在を前景化し、「集団属性の後景化」（概念）を行う（「◯◯人に
も～のような人もいるので…」）。上述のように、リーダーは、「多様性に関する豊富な知識と経験」
および「個人の尊重」に基づき、視点を移動させ、集団属性を前景化・後景化させ、メンバーを多面的・
複層的、動的に認知する志向性をもつ。

つぎに、「二重性や矛盾の許容」と「仕事と個人の組み合わせへの配慮」を併せて説明したい。リー
ダーたちによれば、外国籍メンバーを雇用するうえで日本的労働環境が現実に抱える問題の一例とし
て、外国籍メンバーの多くが希望する早い昇進を可能にする成果・能力による評価を組織のトップが
標榜していても、現場における実際の運用では年功に基づく判断がなされるといった二重性や矛盾が
ある。リーダーはそれを許容できる（「二重性や矛盾の許容」）懐の深さをもち、そのうえで現実的な
対応として外国籍メンバーのモチベーションを維持・向上させるために、知識・スキルが身につく仕
事を選んで割り当てるような意識をもっている（「仕事と個人の組み合わせへの配慮」）。したがって、
リーダーは、二重性や矛盾といった組織的な問題を眼前にして、変化を促す上層部の視点、現場で年
功制を運用する者の視点、ならびに外国籍メンバーの視点へと移動し、その間にある溝を踏まえ、現
実的に対応する意識をもつ。

3.2　寛容型の情動
リーダーたちは認知的複雑性を支える「寛容型の情動」（Figure 1中央下）をもつ。たとえば、イン

タビュー・データのバリエーション（具体例）（B氏）のなかで、あるメンバーの問題行動が個人の問

7 認知過程では焦点像と背景像があり、焦点化された対象は前景化され、それ以外はそこにはあるが背
景として後景化される。このように認知過程ではある対象が前景化、もしくは後景化される。
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題かそれとも文化の問題かをすぐに判断せず、慎重かつ冷静に対応する意識が示された（「冷静さ」）。
また、「違うものは違うんだからしょうがない」や「そういうものだ。それを楽しむっていう」といっ
たバリエーション（A氏）では、異質性に冷静に対応しつつ、さらにその状況を「楽しむ・面白くする
メンタリティ」が志向性として示された。これは後述する「メンバー尊重型の行動」における「仕事の
イベント化」を支える情動的側面である。「仕事のイベント化」の象徴的な例として、会議を某有名建
築物の最上階であえて実施し、仕事を「面白くする」試みが示された（Ｅ氏）。リーダーたちは、ハー
ドな日々の仕事や異質な他者への対応に言及しつつ、それに対応するために冷静さと併せて「面白く
する」という姿勢を示した。以上の文脈を踏まえ、「冷静さ」と併せて「楽しむ・面白くするメンタリ
ティ」を「現状に対応する力」というカテゴリーで概念化した。それをさらに抽象化し、あらゆる事態
に対して度量をもって対応するための志向性として「寛容型の情動」（プロセス）と表現した。

3.3　メンバー尊重型の行動
「メンバー尊重型の行動」（Figure 1中央右）は、リーダーたちが背景とする諸文化とメンバー（日本

人のメンバーも含む）たちが背景とする諸文化の関係性を踏まえ、メンバー（の立場・文化）を尊重し
た行動を意識することを指す。その構成カテゴリーとして、「疎外感の摘み取り」、「コミュニケーショ
ンの切り替え・多重利用」ならびに「カルチャーギャップへの対応」がある。
「疎外感の摘み取り」とは、メンバーが疎外感を受けないように行動をとるメンバー尊重型の意識

である。この意識には、まず、リーダーからメンバーに近づき、声をかけ、メンバーの様子をうかが
う「声かけ」がある。今回の調査ではほぼ全員のリーダーがこの意識をもっていた。つぎに、「コミュ
ニケーション機会の設定」がある。これは、リーダーが、リーダーと外国籍メンバー、ならびに外国
籍メンバーと日本人メンバーとが一緒に仕事をしたり、仕事以外の場面で交流したりする機会を意図
的に作る意識である。一例として、定時後、会社に設置されたコミュニケーション・スペースでパー
ティーを開き、外国籍メンバーが自国の飲食物を日本人メンバーと共有できるような機会を提供した
リーダーがいた（D氏）。さらに、すでに触れた「仕事のイベント化」がある。これは、「楽しむ・面白
くするメンタリティ」と連動する意識であり、逼迫した状況やルーティーン化しがちな仕事を視点を
変えて捉え、対応できるように工夫する意識である。

2つ目のカテゴリーとして挙げた「コミュニケーションの切り替え・多重利用」は、「日本語 /英語」、
「明示 /非明示」、「口頭・書面 8」といった下位概念から推察できるように、自他の間にある言語運用能
力や社会・文化で期待されるコミュニケーション・スタイルの違いならびにメッセージの重大性等を
鑑みて、使用言語、コミュニケーション・スタイル、コミュニケーションの媒体を変えたり、複数用
いたりする意識のことである。「明示 /非明示」というのは、日本文化、日本的労働環境が背景にあり、
日本人同士では、「一を聞いて十を知る」に代表される察しの文化に基づく非明示的なやりとりをし
ても、外国籍メンバーには、より明示的なコミュニケーションを行うことがある。加えて、日本人リー
ダーたちは、同じ日本人、とくに指導する若い世代に対しても、外国籍メンバーに対するように、明
示的なコミュニケーションの必要性に言及している。

8 多文化チーム内の異文化コミュニケーションでは情報伝達の難しさや不確実さがあるため、口頭と書
面（メール・掲示等）を併せて用いる方法があり、「口頭 / 書面」ではなく、「口頭・書面」とした。
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3つ目の「カルチャーギャップへの対応」は、リーダーが、自身の背景にある文化とメンバーが背景
とする文化、とりわけ、日本的労働環境における文化（基本的仮定、価値観、思考様式、行動様式）
と外国籍メンバーのそれとのギャップを認識し、そのギャップを生み出す日本的システムについて説
明し、メンバーが理解できるように手助けをし、また、制度的な問題でギャップが埋まらない場合は、
その企業組織で仕事をするメリットを提示する等して、メンバーのモチベーションを維持、向上させ
ようとする意識である。

このカルチャーギャップに関するカテゴリーの下位概念である「違反への現実的な対応」とは、外
国籍メンバーの日本的な規範・仕事観から外れるような行動をとった場合も、いったん冷静に受けと
め 9、そのメンバーを多角的に評価し、対応する意識である。たとえば、仕事中に昼寝をしてしまう外
国籍メンバーがおり、他の日本人メンバーが共有する規範から外れ、日本的な規範では問題となりえ
たが、その外国籍メンバーが効率的に成果をあげている側面も併せて考え、その違反行動に関しては
チーム内である程度容認するという姿勢を示したリーダーがいた（A氏）。
「見えない仕組みの説明・指導」は、Table 2に詳しいが、外国籍メンバーが日本的労働環境におけ

る仕事（意思決定等）に適切にかかわることができるように、彼ら彼女らにとって不可解で目に見え
ない仕組み・手順とその背景を説明し、指導する意識である。例として、外国籍メンバーがある仕事
に必要な知識・スキルをもっており、本人もその仕事をしたいと思っていたとしても、その仕事につ
かせてもらえない場合への対応がある。その背景にあるゼネラリストを養成するジョブ・ローテーショ
ンの考え方等を説明し、外国籍メンバーが理由が全くわからない状態から、その背景を知り、完全に
納得はできなくとも了解できる状態へと導くのである。

4.  制限付きのダイバーシティの促進
リーダーたちが上述した「メンバー尊重型の行動」を認知的志向性としてもつ背景には以下のよう

な組織的コンテクストがあるからである。まず、外国籍メンバーにとって障害となりうる組織の特徴
や外国籍メンバーに対する日本人メンバーの反発に関する「日本的労働環境の壁」がある。その壁は4
つあり、まず、グローバル化を社是としつつも、日本語で申請・報告書類を大量に書かせる「日本語
中心のシステム 10」が存続する。また、外国籍メンバーが所属する部署以外の部署で国際化が遅れ、
部署間でのやりとりを難しくする「他部門の国際化の遅れ」がある。さらに、成果型の評価システム
をあたりまえとしている外国籍メンバーにとっては理解しづらい「年功型評価システムの運用」は、
意欲があり有能な人材が離職する原因となりうる。加えて、新参者とし入社する外国籍メンバーへの
特別な配慮や扱いに対する「日本人メンバーの反発 11」がある。

また、本調査の協力者が所属する組織の戦略として、日本の大学院を出て、日本にある程度生活の
基盤がある「適応しやすい外国籍メンバー」を採用し、また、配属先に大きな混乱がないように「優秀
かつ少数の外国籍メンバーの存在」を重視する。こうした採用に関する2つの実践を「外国籍メンバー

9 「寛容型の情動」が併せて機能していると考えられる。
10 日本語を十分に解することができない外国籍メンバーがいるため、部署によっては書類の多言語化も

進んでいるケースもある
11 外国籍メンバーが少数であるにもかかわらず、定例会議を英語でやることへの不満等、外国籍メンバー

にかかわる変化によって生まれる反発を指す。
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の限定的採用戦略」と概念化した。
上述した「日本的労働環境の壁」と「外国籍メンバーの限定的採用戦略」は、社是としてグローバル化

やダイバーシティの推進を図りつつも、その実践が限定的であることを示している。リーダーたちが認
識しているその組織的コンテクストを「制限付きのダイバーシティ促進」と総称した。

以上のような組織的な特徴・限界と外国籍メンバーとの間で、現場の日本人リーダーたちが、チーム
メンバーが見ている「問題状況」の背景を説明してメンバーの了解可能性 12を高めたり、当該企業で働く
ことに意義を見出せるような刺激的な仕事を与えたりして「緩衝体としてのリーダー 13」となっている。
その結果、リーダーたちは「コミュニケーションの問題が少ない状態」を認識していると考えられる。

5．考察
本節では、上述の結果について、1）GL研究で示されてきた認知的志向性に関する知見との関係、2）

国際的な場面で活動する日本人リーダーに関する先行研究との関係という2つの観点から考察する。
その過程で本研究のオリジナリティを浮かび上がらせる。

5.1　GL研究における認知的志向性と日本人リーダーのメンタル・モデル
GL研究では、認知的志向性の構成要素として、パターン認識と認知的複雑性が挙げられてきたが、

この2つの関係性については詳かにされてきたとは言い難い。本研究では、リーダーがパターン認識
を実践する場合、パターン認識の準拠枠である集団属性を前景化したり、後景化したりする動的なメ
カニズムが明らかにされた。具体的には、リーダーは、自身の「多様性に関する豊富な知識と経験」
から想起される様々な集団準拠枠へ視点を移動してメンバーを多面的、多層的、動的に捉えていた。
また、「個人の尊重」という視点から、リーダーの認識世界における集団属性は後景化され、ユニー
クな個人に焦点をあててメンバーを理解する志向性も示された。どちらも、視点を移動して思考する
ことで、多面的かつ多層的にメンバーを理解する認知的複雑性をもたらしている。

先行研究において、パターン認識は他者を効率的に理解する側面に焦点が当てられる形で説明され
てきたが、以上のように、本研究では、パターン認識が、「多様性に関する知識と経験」、「個人の尊重」、

「視点を移動して思考する力」と連動して認知的複雑性を生み出すものであることを示したという点
で学術的な意義がある。

この認知的複雑性を先行研究のセクションで触れたMai-Dalton（1993）の多元的なリーダーシップ
で示された多様性に関する広範な知識とそのコミュニケーションへの応用との関係で考察すれば、多
様性に関する広範な知識をコミュニケーションへ実際に応用するためには、多様性に関する広範な知
識に併せて、「視点を移動して思考する力」、「集団属性の後景化・前景化」といった「移動性の高い認
知」、さらには具体的なコミュニケーションを展望するための「メンバー尊重型の行動」が共起する必
要がある。

12 詳しくは、石黒（2012）の pp. 347-351 を参照されたい。
13 このカテゴリーは元々概念であったが、日本人リーダーが果たす重要な役割であることから、「移動

性の高い認知」「寛容型の情動」「メンバー尊重型の行動」の 3 つのプロセスを総じて意味づけるメタ・プロ
セスに格上げして図示した。
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5.2　国際的な場面で活動する日本人リーダーに関する先行研究との関係
上記の認知的複雑性を生み出すメカニズムは重要な結果といえる。というのは、先行研究で指摘さ

れてきた日本人リーダーの問題として、個人への関心が不足している（cf. 石黒 , 2012）という結果が
あるからである。それとは反対に、本研究のリーダーたちは「移動性の高い認知」が内包する認知的
複雑性のメカニズムによって個人に関心を寄せ、多面的・多層的にメンバーを理解する傾向にある。

上述した個人への関心の不足に加え、先行研究で指摘されてきた様々な問題として、a）部下の仕
事ぶりについてフィードバックをしない（特に、褒めない）、b）フィードバックをしたとしても批判
的なフィードバックのみである、c）コミュニケーションが曖昧である（特に、断る行為がわかりづら
い）、d）背景を説明せず、部下に察することを期待する（日本文化の押し付け）といった例が挙げられ
ている（cf. 林 , 1994; 久米 , 2013; 清 , 1997）。一方で、今回調査したリーダーは、外国籍メンバーの
視点からすれば「問題」となるa）からd）のような行動をとるリーダーたちがおそらくはもっていない、
メンバーを尊重し、支援する行動の基盤となる認知的志向性を備えている。

6．結論および今後の課題
本研究の目的は、国内で活動する多文化チームを問題が少ない状態で機能させていると認識してい

る日本人リーダーがもつ認知的コンピテンスとその動態を明らかにすることであった。その結論は、
以下のとおりである。リーダーは、外国籍メンバーの視点から捉えられる自組織の特徴・限界（「制
限付きのダイバーシティ促進」）を認知でき、「移動性の高い認知」、「寛容型の情動」、「メンバー尊重
型の行動」という3つの認知的志向性を駆使して、自組織の限界とチームメンバー間にある摩擦を逓
減する「緩衝体」となっている。その帰結として、自チームにおいてコミュニケーションの問題が少
ない状態を経験している。

今後の課題として少なくとも次の3点を挙げることができる。まず、今回のモデルは、リーダーの
認知に関する研究でリーダーの実際の行動を説明するモデルではない点を挙げたい。つぎに、モデル
を構成する概念、カテゴリー、プロセスの見出しが適切かどうか、今後のさらにインタビューを実施
し、確認しつつ、その妥当性を検討し、モデルの内容を改善する必要がある。最後に、本研究は3年
計画の研究であり、本稿はその1年目の成果の一部を論じるものであるため、今後もモデルに改良を
加え、日本人リーダーの認知的コピテンスをより適切に説明するモデルを構築したい。
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Table 2
分析ワークシートの例（1）

概念名 目に見えない仕組みの説明・指導

定義 外国籍メンバーが日本的労働環境における仕事（意思決定等）に適切にかかわ
ることができるように、彼ら彼女らにとって不可解で目に見えない仕組み・
手順とその背景を説明し、指導する意識をもっていること。

バリエーション
（具体例）

調査者：その日本的なやり方みたいなものを海外の方に文化的翻訳をすると
いうか、説明されるようなことはありますか。

調査協力者：少なくともうちの部下にはせざるを得ないです。だから、job 
descriptionがない問題ですとか、そのー、たとえば、あの、ネットワークの
スキルっていうか知識とかがすごくあるのに、その仕事につかせてもらえな
いっていうことに対して、何が起こっているのか、とかですね。

（以下、類似例省略）

理論的メモ 本調査における日本人リーダーたちは、外国籍メンバーが日本的労働環境で
キャリアを形成していくうえで、理解しにくく、目に見えない不文律の「構造」

（意思決定の制度や規範等）をわかっており、それを説明する意識がある。目
に見えない制度自体は短期間では変わりにくいため、チームリーダーが外国
籍メンバーに、非明示な文化的な仕組み・制度を教える必要がある。

Table 3
分析ワークシートの例（2）

概念名 集団属性の後景化（→個人の尊重）

定義 集団属性（多様性）が認識世界のなかで強く意識されない、もしくは他の要因
（同じチームのメンバーであること）が前景化されることによって認識世界の
なかで後景化されること。

バリエーション
（具体例）

調査協力者：あの、これも日本人だ、外国人だからっていうことじゃないと
思うんですけど、それぞれ個性っていうのがあって得意なところがあるんで
すよね。で、その、それは、単に技術、ドメインだけの話ではなくって、た
とえば、あーまあ僕の部下、元部下に、あのもうーとにかく宴会が大好きと、
それから人間と友達になるのがものすごい得意、だから大プロジェクトの初
期段階に投入して、とにかく現場と仲良くしてきて情報集めてくることにか
けては天才っていうのがいるんですよ。

（以下、類似例省略）

理論的メモ 当初は人種・国籍が強く意識されないことから「多様性の後景化」という概念
を立てたが、どうやら個人の多様性を尊重する立場であるため、「個人の多様
性」は前景化されている。何が後景化されているかといえば、「集団属性」で
ある。併せて実施中の多文化「営業」チームの研究では「多様性の後景化」とし
たが、そのコード化も再考の余地がある。
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