
日本企業の職場における学習に必要な日本語コミュニケーション 

JAPANESE COMMUNICATION NECESSARY FOR WORKPLACE LEARNING 

IN JAPANESE COMPANIES 

島田徳子, 武蔵野大学 

Noriko Shimada, Musashino University 

1. はじめに

日本では、少子高齢化に伴う労働力不足を背景とし、日本政府が「一億総活躍

社会」の実現を目指した「働き方改革」を推進し、長時間労働の是正、雇用形態

にかかわらない公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備、ダイバー

シティの推進などの改革が行われている（厚生労働省）。一方で、日本の労働人

口の約 49％が就いている職業の AIやロボット等への代替が可能といった試算結

果等が発表される（野村総合研究所 2015）など、日本の雇用・労働問題は先が

見通せず不安定な状態が続いている。このような状況の中、労働力不足を解決す

るための外国人労働者の受入れをめぐる議論も活発化しており、「経済財政運営

と改革の基本方針 2018」（内閣府）では、従来の専門的・技術的分野における

外国人材に限定せず、一定の専門性･技能を有し即戦力となる外国人材に関し、

就労を目的とする新たな在留資格を創設し、外国人材の受入れを更に進めていく

ことが発表された。外国人の受入れ環境の整備の必要性と重要性は、これまで以

上に一層高まっていくだろう。

 すでに、2017 年末の在留外国人数は過去最高の約 256 万人で（法務省 2018）、

外国人労働者数も年々増加し、2017 年 10 月末に過去最高の約 128 万人となり、

アジア出身者を中心とした多国籍化が進んでいる（厚生労働省 2018）。しかし、

日本の外国人労働人口の割合は労働力人口の約 2%程度で、他国の現状と比較す

ると決して高い数字とはいえない（労働政策研究・研修機構 2017）。したがっ

て、日本国内の職場において、少数派の外国人社員は、外国人とのコミュニケー

ションに不慣れな多数派の日本人社員と、背後にある文脈への依存度が高い高コ

ンテクストな日本的コミュニケーション（Hall 1976, 古家 2011）を行うことが

期待される。外国人留学生は、高度外国人材の受入れの主なターゲットといえる

が、日本での就職や職場適応や定着に関して、これまでも様々な課題が報告され

てきた（日本学生支援機構 2016a, 2016b, 横須賀 2007, 労働政策研究・政策機構

2009など）。

 就職後の元留学生社員の組織適応について、島田（2014）、島田・中原

（2016）、島田（2017）は、職場や組織に適応していく過程を多角的な視点から

とらえる「組織社会化(organizational socialization)」を理論的枠組みとして、定量

調査による実証研究を行った。これら一連の研究では、元留学生社員の異文化間

の組織社会化とは、元留学生社員が主体的に行動するとともに、職場の上司をは

じめとした文化背景の異なる他者との相互作用を通じて、様々な学習（技能的社

会化と文化的社会化）を行った結果、組織への愛着が高まり、当該組織内での長

期的展望を持ち、現在の職務への満足度が向上するプロセスと位置づける。その

うえで、元留学生社員が日本企業に適応するプロセスとして、「元留学生社員の
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異文化間組織社会化のメカニズム」（島田 2017, p.226）を理論モデルとして提示

し、1）組織や職場の文化について学ぶこと（文化的社会化）、2）主体的に日々

の経験から学ぼうとする姿勢や態度（経験学習行動）、3）文化背景の異なる職

場の他者と良好な人間関係を構築するための対人関係構築スキル（異文化間ソー

シャルスキル）の重要性を指摘する。しかし、これらの要素と、そのために必要

となる日本語コミュニケーションとの関係ついては整理できておらず、ビジネス

日本語教育の実践に研究成果を反映することは難しい。 

 以上をふまえ、本稿では、元留学生社員が日本企業に適応する異文化間組織社

会化のプロセスを、職場で業務を通じて職場のメンバーとかかわりながら学ぶ職

場学習のプロセスととらえ、そのプロセスにおいて必要な日本語コミュニケーシ

ョンとは何かについて、島田（2017）の「元留学生社員の異文化間組織社会化の

理論モデル」を参照し整理することを目的とする。さらに、整理した結果から、

ビジネス日本語教育の実践において考慮すべき点について考察する。 

 

2.  元留学生社員が日本企業に適応するプロセスと日本語コミュニケーション 

2.1 元留学生社員の異文化間組織社会化の理論モデル 

 島田（2014）、島田・中原（2016）、島田（2017）の一連の研究では、元留学

生社員の日本企業における適応のプロセスは、組織社会化に加えて異文化適応を

果たすことが同時に期待されるという前提に立ち、組織社会化研究と異文化適応

研究の二つの研究分野の架橋を試みている。パス解析の結果をふまえ、図１のよ

うな元留学生社員の異文化間組織社会化のメカニズムの理論モデルを提示する。 

 

 
図 1 元留学生社員の異文化間組織社会化のメカニズム（島田 2017, p.226） 
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 このモデルは、元留学生社員の日本企業における組織適応は、「新しい文化的

な環境からくる適応要求への継続的な応答プロセス」であり、文化の差異が求め

る課題としての「適応が求める課題（adaptive demands）」にこたえることによ

って、適応が進むということを前提とし、適応プロセスを、「接触から抵抗」

「意味形成から受容」「適応」の大きく三つの段階で示している。島田（2017）

では、三つの段階について次のように説明する（p.226-228）。 

 

（１）接触から抵抗 

 日本企業に就職した元留学生社員は、組織参入後経験する出来事すべてに「抵

抗」やリアリティショックを感じるわけではなく、Shaules（2007）が指摘した

とおり、個人内の状況や個人差など、異文化環境への反応には多様性があるため、

多くの元留学生社員が「抵抗」を感じる出来事と、個人によって感受性に差があ

る出来事が混在する。「抵抗」とは、Shaules（2007）が定義する、（意識的に

せよ無意識的にせよ）新たな環境での文化の型や期待に応じて内面を変えようと

しない、あるいはできない状態を指す。「抵抗」や「リアリティショック」を感

じた出来事は、異文化間組織社会化の「意味形成から受容」の段階の「適応が求

める課題（adaptive demands）」となる。 

 

（２）意味形成から受容 

 「意味形成から受容」段階において、「適応が求める課題（adaptive 

demands）」に対して有効な個人の主体的行動は、大きく二つに分かれる。一つ

は、「経験学習行動」による意味形成と受容、もう一つは「異文化間ソーシャル

スキル」による意味形成と受容である。「受容」とは、Shaules（2007）の定義

に従い、遭遇した文化差を妥当なものと解釈し、他の世界観の正当性を認めた状

態であるが、本人に内在する文化の型を新たな環境のパターンに整合させるため

の変化には至らない状態である。「適応が求める課題（adaptive demands）」が

仕事に関する「技能的社会化」である場合は、「経験学習行動」が効果的である。

「適応が求める課題（adaptive demands）」が組織のメンバーによって共有され

た基本的仮定に関する「文化的社会化」である場合、「経験学習行動」が最も効

果的であるが、それに加えて「異文化間ソーシャルスキルの積極性」と「異文化

間ソーシャルスキルの間接性」も効果的である。ただし、社会化エージェントで

ある日本人上司による支援を得るには、「異文化間ソーシャルスキルの間接性」

が必要になる。 

 

（３）適応 

組織のメンバーによって共有された基本的仮定に関する「文化的社会化」の

「適応が求める課題（adaptive demands）」に対して「認知的共感」や「肯定的

な評価・感情」を得られると、「適応」の段階へと移行する。上司による仕事面

の支援を得ていると肯定的に評価している場合も、「適応」の段階へと進む。適

応が求める課題（adaptive demands）」が仕事に関する「技能的社会化」である

場合は、「適応」の段階に進むことは実証されなかった。 

 

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

237



2.2 経験学習行動と日本語コミュニケーション 

 島田（2017）が提示する、元留学生社員の異文化間組織社会化のメカニズムの

「意味形成から受容」段階において、「適応が求める課題（adaptive demands）」

に対して有効な個人の主体的行動は、「経験学習行動」と「異文化間ソーシャル

スキル」による意味形成と受容であった。本節では、最も影響力が大きい個人要

因とされる「経験学習行動」と日本語コミュニケーションの関係について整理す

る。経験学習に関する代表的な研究者である Kolbは、学習は「経験を変換する

ことを通じて知識を創造するプロセス」であるととらえ、この学習プロセスを、

図２のような四つの段階で構成される経験学習モデル（Experiential Learning 

Model）として提示した（Kolb 1984）。四つの段階とは、1）個人が置かれた状

況の中で具体的な経験をし（具体的経験）、2）その経験を多様な観点から内省

し（内省的観察）、3）他の状況でも応用できるように一般化・概念化して仮説

や理論に落とし込み（抽象的概念化）、4）その仮説や理論を新しい状況下で実

際に試してみる（能動的実験）ことである。近年の研究では、経験を内省する段

階における「他者」の役割が重視され、個人の自らの経験や出来事の意味づけが、

他者からのフィードバックや、他者との双方向の会話などによって促進されるこ

とが指摘されている（中原・金井 2009; 中原 2010, 2012）。 

 

 
 

図 2 Kolbの経験学習サイクル 

（出所：Kolb（1984, p.21）をもとに筆者作成） 

 

 木村・舘野・関根・中原（2011）は、経験から学ぶことに関する個人差として、

「経験学習行動」を定量的に検証するための 16項目から成る経験学習行動尺度

を作成しており、島田・中原（2016）、島田（2017）ではこれら 16項目を分析

に使用している。16 項目の中で、他者とのコミュニケーションが必要な行動は、

「様々な経験の機会を求める」「必要な情報を集めて、経験したことを分析する」

「様々な意見を求めて自分の仕事のやり方を見直す」の 3項目であると考えられ

る。「様々な経験の機会を求める」ためには、職場での円滑な対人関係構築が基
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盤となるだろう。また、「必要な情報を集めて、経験したことを分析する」ため

には、情報収集のための他者とのコミュニケーションが効果的であると思われる。

さらに、「様々な意見を求めて自分の仕事のやり方を見直す」では、他者からの

フィードバックを得るための職場でのコミュニケーションが必要となるといえよ

う。

2.3 異文化間ソーシャルスキルと日本語コミュニケーション 

 本節では、元留学生社員の異文化間組織社会化のメカニズムの「意味形成から

受容」段階において有効とされるもう一つの個人の主体的行動「異文化間ソーシ

ャルスキル」と、日本語コミュニケーションの関係について整理する。個人が経

験から学習するためには、学習者本人の主体性や能動性と他者との相互作用が欠

かせないことはすでに述べた。異文化適応や異文化学習に関する研究でも、「出

身国のアイデンティティや特徴を維持しつつ、受入れ社会の人々と関係性を維持

する、『統合』の文化受容態度が、心理的適応が最も高いこと」（Berry 2016）、

「異文化感受性発達の『適応』段階で対人関係が発達すること」（Bennett 

1993）、「ホスト社会におけるコミュニケーション能力（Host Communication 

Competence）にもとづいた対人コミュニケーションが重要であること」（Kim 

2001）、「異文化滞在者のホスト社会の重要な他者との関係性構築は異文化学習

の推進力となること」（Shaules 2007）、「異文化滞在者による文化的差異の評

価は、ホスト社会の人々との関係性の中で行われること」（小柳 2006）、「異

文化適応における人間的成長を促すためには、主体的な行動と人的なつながりが

必要であること」（鈴木  2015a, 2015b）などが指摘され、異文化学習の望ましい

成果である「認知的共感（cognitive empathy）」を得るためには、対人関係構築

は必要不可欠であることがわかる。 

 このような対人関係の形成・維持・発展に役立つ技能を指す心理学の概念とし

て発達してきた概念として、「ソーシャルスキル（社会的スキル）」がある。こ

のソーシャルスキルを、文化背景の異なる人と接したときに、よりよい関係を築

いていけるような考え方や振る舞い方をまとめた概念に発展させたのが、「異文

化間ソーシャルスキル」である（田中 2010a; 2010b）。島田・中原（2016）、島

田（2017）では、田中（2010b）による「在日留学生にとっての異文化間ソーシ

ャルスキルの評定リスト」から職場の対人コミュニケーションに関連する項目を

参考にして作成した 8項目を分析に使用している。因子分析の結果から、「積極

性（3項目）」「配慮と遠慮（3項目）」「間接性（2項目）」の 3因子で分析

を行っている。パス解析の結果、「積極性」と「間接性」は文化的社会化を促進

し、「間接性」は上司による支援を得ることを促進する一方で、「配慮と遠慮」

は上司による支援を得ることを阻害していることが報告されている。「積極性」

の 3項目は、「声をかけたりどこかへ誘ったりして、自分から積極的に職場の日

本人に近づいた」、「お酒を互いについですすめあい、楽しくさわぎながら、ふ

だんより正直な話をするといった、お酒の酔いを使ったコミュニケーションをよ

くした」、「自分の国のことを職場の日本人によく説明して、理解してもらうよ

う努力した」である。これら三つの項目から、仕事を離れた業務外での積極的な
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関わりや、自己開示や自文化の説明を積極的に行うためのコミュニケーションが

効果的であることが示唆される。「間接性」の 2項目は、「相手がいやな気持ち

になりそうなことは、あまり直接的に言わず間接的に表現した」、「相手の本当

の気持ちとか、相手がして欲しいと思っていることを、その人が直接言葉に出さ

なくても、こちらから察した」のような、高コンテクストな日本的コミュニケー

ションを意識的に行っているという本人の意識が、上司による支援を得ていると

いう実感につながっていることが示唆される。 

 

3. まとめと考察 

3.1 まとめ 

 以上、本稿では、元留学生社員が日本企業に適応する異文化間組織社会化のプ

ロセスを、職場で業務を通じて職場のメンバーとかかわりながら学ぶ職場学習の

プロセスととらえ、そのプロセスにおいて必要な日本語コミュニケーションとは

何かについて、島田（2017）の「元留学生社員の異文化間組織社会化の理論モデ

ル」を参照し整理した。このモデルでは、1）組織や職場の文化について学ぶこ

と（文化的社会化）、2）主体的に日々の経験から学ぼうとする姿勢や態度（経

験学習行動）、3）文化背景の異なる職場の他者と良好な人間関係を構築するた

めの対人関係構築スキル（異文化間ソーシャルスキル）が重要性を指摘されてい

る。しかし、これらの要素と日本語コミュニケーションとの関係ついては整理で

きていないため、「意味形成から受容」段階において有効とされる個人の主体的

行動として「経験学習行動」と「異文化間ソーシャルスキル」の二つと、日本語

コミュニケーションの関係について整理した。 

 まず、「経験学習行動」と日本語コミュニケーションの関係の整理から、

「様々な経験の機会を求める」ための基盤となる、1）職場での円滑な対人関係

構築に必要なコミュニケーション、「必要な情報を集めて、経験したことを分析

する」ための、2）他者からの情報収集を行うためのコミュニケーション、

「様々な意見を求めて自分の仕事のやり方を見直す」ための、3）職場で他者か

らフィードバックを得るためのコミュニケーション、の三つが経験学習行動に必

要となることが分かった。次に、「異文化間ソーシャルスキル」と日本語コミュ

ニケーションの関係の整理から、4）仕事を離れた業務外での積極的な関わりや、

自己開示や自文化の説明を積極的に行うためのコミュニケーションと、5）直接

的に言わず間接的に表現すことや察するといった高コンテクストな日本的コミュ

ニケーションの二つのコミュニケーションを意識的に行っていることが、組織や

職場の文化について学ぶこと（文化的社会化）を促進していることが分かった。 

 

3.2 ビジネス日本語教育実践への示唆 

 最後に、本稿で整理したコミュニケーション能力の育成において、ビジネス日

本語教育の実践において考慮すべき点について、目標・実践・教材に関する先行

研究を参照しながら考察する。 

 葦原・奥山・塩谷・島田 （2017）は、高度外国人材に求められるビジネス日

本語能力の習熟度の判定は難しくその評価基準も定まっていないことに着目し、
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高度外国人材の育成・教育・評価に資する枠組みとして「ビジネス日本語フレー

ムワーク」（能力記述文バンク）の構築を目指している。高度外国人材に求めら

れるビジネス日本語能力は、様々な業種に共通の部分と業種別に分かれると考え、

職場でどのような業務が遂行できるのかという視点から能力記述文を作成してい

る。今後日本国内の多種多様な業種や職場において、外国人材の採用や育成を含

め、受入れ環境の整備の必要性と重要性は一層高まっていくことが予想されるた

め、このようなフレームワークの開発は意義がある。しかし、目標とする能力と

して、業務遂行能力（技能的社会化）に重点が置かれる傾向があり、組織や職場

の文化学習（文化的社会化）に必要となる日本語の能力記述文も必要なのではな

いかと考える。 

 金 （2016）は、ビジネスの現場と日本語教育の現場の乖離を指摘し、日本語

が課題遂行のゴールではなく、問題解決のプロセスで道具として用いられるもの

であると述べる。具体的な問題解決のための対話的コミュニケーションとして、

「話し手の意図を把握する・確認する」「相手の気持ちに配慮する」「具体的な

例を提示する」「言葉を調整する」「情報や背景を共有する」を挙げる。これら

の項目は、本稿で整理した異文化間ソーシャルスキルの「間接性」と重なること

がわかる。また、金（2016）の実践では、学習者は、ケース学習における討論を

通して文脈（問題の本質、人間関係、価値観や文化背景）を考慮して議論したり、

異文化間の問題に対して自分自身の反応などを振り返っていたことが報告され、

組織や職場の文化学習において、自律的で協働的な学習が重視されていることが

わかる。しかし、金（2016）は、大学教育における教育実践であるため、職場の

コンテクスト（職場の多様性や権力構造など）をふまえた職場学習という点で限

界があると思われる。また、実際の職場での適応は、「新しい文化的な環境から

くる適応要求への継続的な応答プロセス」であり、文化の差異が求める課題とし

ての「適応が求める課題（adaptive demands）」は、職場によって異なるととも

に、個人による受け止め方の違いがあるため、個人の経験学習行動が重要となっ

てくるが、経験学習という視点では捉えられていない。 

  饗場・作田・寅丸 （2018）は、ビジネス日本語教材について、教科書のシラ

バスを手がかりとした分析を行っている。ビジネス日本語のシラバスは、従来、

場面シラバス/機能シラバスであったが、2010年以降、言語の形式より言語の運

用に重点を置いた学習活動を主軸にした「広義のタスクシラバス」の新しい教科

書が増加すると指摘する。2010年代に入ると、仕事で必要となる「能力」に着

目し、コミュニカティブな学習活動によってその能力の養成を図ることが教科書

の構成の重要な柱となっている教科書が登場し、今後もその傾向は続くと述べる。 

 自律的で協働的な学習重視の、プロジェクトワークなどを取り入れた教材の充

実や多様化の可能性を示唆しつつ、「ビジネス能力養成型」の教科書の今後の課

題は、養成を目指す能力やその範囲の確定、能力の検証や評価の方法であること

を指摘する。今後の教材ニーズとして、ビジネス能力養成型の自律的で協働的な

学習を重視した教材への期待についての言及もあるが、協働的な学習を職場学習

という視点からは捉えておらず、職場の日本人社員との相互作用を協働的な学習

とは捉えていないのではないかと思われる。 

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

241



 Louis（1980）は、新人が意味形成のために組織参入後に必要とする情報は多

様であるため、前もって（in advance）実施する社会化のための取組みではなく、

個々のニーズに応じた（in response）働きかけや情報提供が効果的であると述べ

る（p.245）。異文化間組織社会化を促進する職場学習に必要なビジネス日本語

教育実践では、1）職場や個人の個々のニーズは異なることを前提とした文化学

習、2）個人の主体的な経験学習行動、3）それらの学習の基盤とある異文化間の

対人関係スキル、の三つを学習目標とすることが必要なのではないだろうか。 
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