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The Tendency of the Level Placement of ISEPTUFS Students
in JLPTUFS

KUDO Kanako, IJUIN Ikuko

The Japanese Language Program of Tokyo University of Foreign Studies (JLPTUFS) 

has provided various categories of international students with the opportunities to study 

Japanese over the last twelve years since 2004. In the past couple of years, the number 

of students on the International Student Exchange Program of Tokyo University of 

Foreign Studies (ISEP students) has remarkably increased, in response to the “Doubling 

International Students Plan” promoted by TUFS. In accordance with this rapid and 

continuous	increase	of	ISEP	students,	JLPTUFS	has	had	difficulty	in	predicting	the	class	

size of each proficiency level, from elementary to upper advanced, and designing the 

class schedule of the program. If the tendency of the level placement of ISEP students, 

who hold a majority in JLPTUFS, is grasped, it will be of great help for the program to 

optimize the class schedule.

For the purpose of investigating the tendency of the level placement of ISEP 

students, we analyzed the levels that 480 students from 87 partner universities of TUFS 

were	placed	in	the	first	term	of	JLPTUFS	in	the	past	four	academic	years	between	2012	

and 2015. As the result of analyzing the distribution of students’ levels by university, we 

identified	25	universities	(28.7%	of	partner	universities)	whose	students	are	concentrated	

in one specific level such as upper intermediate or pre-advanced, and another 16 

universities	(18.4%)	concentrated	in	two	specific	levels.	This	means	that	the	level(s)	of	

students from these 41 universities (47.1%) are considered to be highly predictable before 

their arrival.

The tendency of the level placement of ISEP students obtained from this study will 

be	very	beneficial	for	JLPTUFS	not	only	to	optimize	the	class	schedule	at	hand,	but	also	

to design the program from a long-term perspective.
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外国人社員の組織社会化の事例分析
― 理科系ベトナム人社員の日本人上司・同期・後輩への

インタビュー調査をもとに ―

宮城徹・中井陽子

【キーワード】･ 組織社会化、異文化適応の構造モデル、元留学生、ホスト環境、
･ インターアクション

1.	 はじめに
　「組織社会化」（Organizational･socialization）とは、それまで組織外にいた者（新
参者）が、組織に参入し、その組織の一員となっていく過程のことであり、一般
的には、高校や大学などで教育を終えた者が、会社組織等で期待される役割、知
識、価値観などを獲得しつつ、その組織のメンバーとして機能するようになるこ
とを指す社会学の概念である。近年、組織社会化に関連する研究は、経営学、心
理学、社会学以外に、留学生教育学の分野でも注目されるようになってきた（横
須賀2006,･2015、島田・中原2014、菅長・中井2015a,b）。その背景には、留学生
の母国では日本以上に就職難であったり、彼らが大学での学びに加えて先進的技
術や情報を活用している日本企業で就労経験を積みたいと考えるようになったり
する事例が近年増加していることがある。一方、雇用者側にも、今後急速に労働
人口が減少することが想定される日本において、経済を活性化させ国際競争力を
高めるために、これまで以上に優秀な外国人留学生を受け入れていこうという動
きがあり、政府もそれを促す計画を進めている 1。
　このような中、元留学生が日本企業でどのように組織社会化を進めているかに
ついての研究は、緒に就いたばかりである。それは、これまで大学側が留学生の
卒業後の動向や就職活動について、日本人のそれに比して、関心を寄せてこなかっ
たことが要因として挙げられる。また、最近まで外国人を雇用する企業も限られ
ていたこと、企業の内部情報にも関わる人事等の現状に対して、大学研究者が調

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　42：211～225，2016

1･ 例えば、内閣府（2015）は新たに「外国人活用推進プログラム」を発表し、留学生と国内企業
を結び付けるための各種イベントやセミナーを実施している。
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査研究をするには、さまざまなハードルがあることなども影響しているだろう。
　本研究の対象者であるベトナム出身の元国費留学生ベト氏（仮名）に関しては、
菅長・中井（2015a）論文の中で、本人に対するインタビュー分析から、就職、勤
務体験について既に考察している 2。さらに今回、ベト氏が以前勤務していたA
設計会社の日本人上司2名、同期1名、後輩1名からインタビュー協力を得た。
そこで、本研究では、そのインタビュー分析の一部から、日本人社員から見たベ
ト氏の組織社会化について検討する。

2.	 先行研究
2.	1		組織社会化について
　高橋（1993）は、これまで蓄積されてきた組織社会化研究のレビューを行い、
諸定義の共通要素として、（1）成員性の習得、（2）学習の過程、（3）他者との相互作
用を通してパーソナリティを社会体系（システム）に結びつける過程、という3
点を挙げている。高橋（1993）は同時に、組織社会化には技能的側面と文化的側
面があり、前者は組織の中で達成される技能形成を、後者は組織における個人の
文化受容をそれぞれ表すと論じている。つまり「仕事に慣れる」「仕事がこなせる
ようになる」という「職業人性」と「○○社の社員らしくなる」という「組織人性」
の2本柱があることを示している。高橋（1993）の分類は、組織社会化を理解す
る上では有用であるが、ある社員とそれを取り巻く組織のメンバーといった成員
間で生まれるインターアクションの全体像を理解するには、より包括的な枠組み
となる理論が必要である。
2.	2		異文化適応理論
　2.1で述べた如く、組織社会化の多くの研究が成員性の習得を問題にし、学習
の過程や個人のパーソナリティを社会体系に結びつける過程を扱っていることを
考えると、異文化間研究における異文化適応理論が一つの準拠枠となりうるであ
ろう。異文化適応とは、「個人が新しい環境（異文化やそのメンバー）との間に適
切な関係を維持し、心理的な安定が保たれている状態、あるいはそのような状態
を目指す過程」（鈴木2006：72）である。つまり、以前に属していた場所（オリジ

2･ 菅長・中井（2015a）では、グローバル人材の資質として、①職業人としての姿勢、②多
文化環境への対応を挙げているが、これらは後述する高橋（1993）の「職業人性」「組織人
性」にそれぞれ近い概念であると言える。また、ベト氏をA氏と呼び、A氏のグローバ
ル人材の資質について分析している。
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ナル文化）から新しい場所（ホスト文化）に移り住んだ者が、ホスト文化を体験、
理解しながら、その地の日常生活の慣習を受け入れつつ、心身の健康を維持して、
本来果たすべき社会的役割や個人の目標を十分に達成できるようになることであ
り、その過程でもある。生徒・学生として過ごす「学校社会」文化が、卒業後に
一員となる「社会人社会」の文化と大きく異なることから考えれば、生徒・学生
が社会人となる組織社会化の過程は、一種の異文化適応過程と呼んでも差し支え
ないだろう 3。さらに、その対象者が留学生であるならば、より一層、異文化適
応の色彩が強まると言える。
　近年の異文化適応研究においては、個人の特性、要因を追究する要素解明型ア
プローチ 4ではなく、個人も社会も有機体的存在として相互連関し、個人の適応
も周囲の環境との相互作用の過程として動態的、包括的に考えられるべきだとす
る全体システム理解型アプローチが生まれてきた。この立場では、適応のための
要因も見つつ、むしろ要因同士が互いにどう影響し合い、結果としてどのような
適応が起きうるかを検討する。つまり、組織社会化を目指す個人に対して、能力
開発やスキル学習を促すばかりでなく、受け入れ側の対応も変わることによって、
個人の適応が促進されることもあるという姿勢である。こうした関係性に着目し
た指摘は、要素解明型アプローチでは見えにくい。
　この全体システム理解型アプローチこそ、組織社会化を考える上で重要である
と筆者らは考えた。つまり、新入社員が十分に活躍できるかどうかは、新入社員
の適応能力や会社組織の受容力だけで決まるのではなく、双方の関係性（いわゆ
る相性）の発展の仕方に影響されるところが大きい。異文化適応では一般に新参
者が新しい環境に自分を合わせるというイメージがある。だが、接触場面にみら
れる「フォリナートーク」のように、その新参者に直接接するホスト社会のメン

3･ これに関連して、鈴木他（2009）は、リーマンショック以降の日本企業においては、日本
人社員同士であっても、異文化間コミュニケーション状況となっているという感触をイ
ンタビュー調査から得たという。日本人の多い職場であっても多文化化、異文化化が進
行していると言えるだろう。

4･ 例えば、山岸（1995）はこの能力を「異文化対処力」と呼んで、その要素として以下を挙げ、
個人の特性を明らかにしようとしている。

･ カルチャル・アウェアネス（1．自文化（自己への理解）、2．非自民族中心主義、3．相手
･ ･ ･国文化への興味、4．感受性）
･ 自己調整能力･（5．寛容性、6．柔軟性、7．オープンネス）
･ 状況調整能力･（8．コミュニケーション、9．対人関係、10．マネージメント、11．判断力、
･ ･ ･12．知的能力）
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バーが相手に合わせた調整行動をとってコミュニケーションを成立させる努力を
図ろうとすることもある。会社においても、上司が若手社員の考え方を受け入れ
ることで、有機体としての会社を変化させることも考えられる。
　この全体システム理解型アプローチを用いた異文化適応理解のための研究に
は、Kim（2001）の「統合コミュニケーション理論」（Integrative･Communication･
Theory）がある。Kim（2001）は、文化・社会をオープン・システムと捉え、過去
の様々な異文化適応研究の知見を大きな連関図の中に落とし込み、個人の異文化
適応について、表1の如く、「異文化適応の構造モデル」の構成要素間の相互作用
の結果だと考える（《･》内の訳語及び説明は筆者による）。

表1　Kim（2001）の「異文化適応の構造モデル」における代表的な構成要素

Host･communication･competence
《異文化内での新参者によるコミュニ
ケーション能力》

異文化（host･culture）に移動した新参者（stranger）･
が身につけていく異文化に対するコミュニケー
ション能力（知識、感情、適切な行動など）。

Social･Communication:･Host･S.C. と
Ethnic･S.C.

《ホスト社会とのコミュニケーション》

ホスト社会の成員の中でこの新参者とじかに接
する人たちとのコミュニケーションやホスト社
会内に存在する同民族・同国の人たちとのコ
ミュニケーション。

Environment:･Host･Receptivity,･Host･
Conformity･ Pressure･ and･ Ethnic･
Group･Strength

《ホスト環境》

ホスト社会全体が持つ新参者（stranger）への態
度。特に、「ホスト社会の受容力」、「ホスト社会
の同化圧力」、「ホスト社会内の同民族・同国人
グループのつながりの強さ」の3点に注目する。

Predisposition:･ Preparedness･ for･
Change , ･ Ethnic･ Proximity･ and･
Adaptive･Personality

《新参者が持っている素因》

異文化に移動する個人の持つ身体的、情緒的素
質。特に、「変化への準備状況」、「民族的近接性」、

「適応力のある人格」の3点に注目する。

　本研究の調査対象は、ベト氏が勤務した会社の上司、同期、後輩であり、ベト
氏と密接に関わったホスト文化側の重要な人物たちである。彼らの視点からベト
氏の組織社会化を考えるには、このKim（2001）の「異文化適応の構造モデル」の
中の《ホスト環境》が特に関係が深い。つまり、《所属部署メンバーのベト氏との
接し方》に着目して、インタビュー調査のデータを分析することで、ベト氏の組
織社会化の特徴が明らかになると考えられる。ベト氏自身の組織文化への適応の
意識は、菅長・中井（2015a）のキャリア形成に関するインタビューでもある程度
示されている。本研究では、ベト氏を取り巻く日本人が彼の状況をどう捉えてい
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たかを知るだけでなく、彼とどのようにインターアクションを取っていたか、そ
れによって双方がどう変化したかに焦点を当てて探ることとする。

3.	 調査概要
　ベト氏は、国費学部留学生として来日し、東京外国語大学留学生日本語教育セ
ンターにて1年間の予備教育を受けた後、東京にある国立大学の社会工学部を卒
業し、同大学院で社会理工学（都市計画専攻）の修士号を取得した。その後、日
本の設計会社（A社）に入社した。A社では、1年間の東京本社勤務の後、2年間
大阪支社に転勤になり、また東京本社に戻って3年半働いた。6年半の勤務の後、
ベトナムに帰国し、日系電鉄会社ベトナム駐在員事務所において都市開発の事業
に従事している。
　ベト氏と同部署で働いたA社の日本人社員4名に対し、2015年 10月に1人 1
時間程度ずつインタビュー調査を行った 5。インタビュー対象者の背景は、表2
の通りである。この4人については、ベト氏に誰かA社の社員でベト氏の仕事
ぶりを話してくれる人はいないかと依頼したところ、紹介され、全員がインタ
ビューを受けることを快諾してくれたものである。
　

表2　インタビュー対象者の背景（年齢はインタビュー時）
仮名 年齢 性別 部署／経歴 ベト氏との関係

1.間宮氏･ 40代後半 男性 プロジェクト開発部門部長 総括上司
2.横山氏 40代半ば 男性 プロジェクト開発部門主管 直属上司

3.滝川氏 30代半ば 女性 プロジェクト開発部門
フランス留学経験有り 同期

4.高田氏 20代後半 女性 プロジェクト開発部門
アメリカ留学経験有り 後輩

　各対象者に対し、主に、以下のような質問項目を問い、さらにそれを発展させ
てその関連事項を問う半構造化インタビューを行った。インタビューの録音デー
タは、全て文字化した。
　・･ベト氏や他の外国人社員がどのように仕事を行っていたか。

5･ 本稿執筆にあたって、インタビュー対象者にインタビュー内容について確認してもらい、
掲載の承諾を得た。
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　・･ベト氏や他の外国人社員について評価できる点・問題点は何か。
　・･ベト氏や他の外国人社員に対してどのように指導していたか、または、どの

ように共に仕事をしていたか。
　・･今後の外国人社員受け入れに関する意見
　4人の語りの内容について、Kim（2001）の「異文化適応の構造モデル」の枠組み

（表1）をもとに、まず、《異文化内での新参者によるコミュニケーション能力》、《ホ
スト社会とのコミュニケーション》、《ホスト環境》、《新参者が持っている素因》の
4つの構成要素に分類した。本研究では、このうち、特に上司、同期、後輩といっ
たA社における人間関係を分析するため、《ホスト環境》の観点に絞って検討し、
ベト氏の組織への適応について分析を行うこととする。

4.	 ホスト環境の観点から見たベト氏の組織社会化の事例分析
　Kim（2001）の「異文化適応の構造モデル」の《ホスト環境》には、主に「ホス
ト側の受容性（Host･Receptivity）」の側面と「ホスト側からの同化圧力（Host･
Conformity･Pressure）」の側面がある。ここでは日本社会全体ではなく、組織社
会化、つまりベト氏の会社内での人間関係、特に、会社側・日本人社員側の「受
容性」、および、「同化圧力」に注目した。そして、ベト氏がA社に就職し、その
組織の一員となっていくプロセス（組織社会化）にこの二つの側面がどのように
影響を及ぼしたのかについて、インタビューの語りの中から、関係箇所を抽出し
て整理した。その結果、会社側・日本人社員側には、ベト氏を含む外国人社員に
対する以下の5つの姿勢が見られた。この5つの姿勢には、いわゆるありのまま
に（1）外国人社員を受け入れようとする「受容性」から、（2）外国人社員の特性や
才能を最大限に活用しようとする「受容性」、（3）外国人社員が成長できるように
教育・支援していこうとする「同化圧力」による「受容性」、･（4）日本人社員と外国
人社員が互いに学び合い助け合おうとするより積極的な「受容性」、（5）日本人社
員側が外国人社員から良い影響を受けようとする最も積極的な「受容性」という
グラデーションが見られた。以下、（1）～（5）の具体例をインタビューでの日本人
社員の語りから見る。
（1）外国人社員を受け入れようとする姿勢
　間宮氏（総括上司）によれば、A社の社風は、上下関係がさほど厳しくなく、
部下が上司に意見を言うのは日常茶飯事だという。また、滝川氏（同期）によると、
A社は、外部機関の調査で「働き甲斐のある会社」ランキングでベスト10に入っ
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たこともあるという。
　さらに、間宮、高田（後輩）両氏によると、A社では最近、外国での案件の増
加と共に、外国籍社員の採用も増え、グローバル企業に近づけようという考え方
になってきたようだという。日本人社員も留学などの外国経験がある者の採用が
増えているため、社内には話し易い雰囲気があるとのことである。
　高田氏によれば、彼女の働く部署は外国籍社員が多く、部内の公用語は英語で
あるという。そして、外国人とコミュニケーションを図る際は、言語の差を認め、
お互いに分かっていないという前提で話すため、丁寧に説明し合えるように心掛
けているという。
　また、間宮氏によると、A社では、都市の再開発プロジェクトなどを10年以
上継続して同じメンバーで行うこともあり、長期間、同じ部下の指導を行うのが
通常だという。さらに、横山氏（直属上司）は、自分たちプロジェクトメンバー
が都市計画を提案したものが自治体に受理され、これからそれが具体的に実行さ
れていくことで、やり遂げたという実感を持つと述べている。
　これらを整理すると、設計や建築を専門とする社員が多いA社では、日本人
同士でも上下関係にきつく縛られることはなく、意見を言い易い職場環境が以前
からあったようである。そこに設計業務のグローバル展開が求められるようにな
り、外国人社員や留学経験のある日本人を積極的に登用しようという動きが加
わった。当然のことのように、職場に多文化状況が生じ、文化背景の異なる者同
士のコミュニケーションが日常化しているようである。こうした職場環境から、
プロジェクトメンバー同士の信頼感が生まれると共に、達成感を味わうことで、
一体感が生まれ易い環境になってきていると言えよう。
（2）外国人社員の特性や才能を最大限に活用しようとする姿勢
　総括上司の間宮氏は社員の配置について、基本的にはそれぞれ適材適所になっ
ているのではないかと述べている。そして、外国人社員に対しては、日本の仕事
でやり取りに多少無理がありそうだと判断した場合は、海外プロジェクトなどに
充てるなどの配慮を行っているとしている。
　ベトナム人のベト氏の場合も、ベトナムのホーチミン市の都市計画のプロジェ
クトに、入社1年目から参加して活躍した。この企画でベト氏は、現地顧客側と
A社側の意向確認や現地関係機関との折衝など、多くの部分でベトナム語を用い
て交渉する役割を果たした。ベト氏はその役割を全力でこなす努力をし、チーム
で企画コンペを勝ち抜いたという。
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　ここでは、ベト氏をベトナムの企画に参加させ、双方の意向を伝達することも
できるリエゾンパーソン的役割をベト氏に与えることで、彼の能力を最大限に発
揮させる機会を与えていたことが語られた。この企画での活躍により、ベト氏に
対する社内での信頼感は大幅に高まったと推察できる。また、ベト氏自身も故郷
ホーチミン市の未来を描く企画を勝ち取るという名誉を手に入れ、より自信を
もって、A社の社員としての職務にあたるようになったと考えられる。
（3）外国人社員が成長できるよう教育・支援していこうとする姿勢
　高田氏（後輩）によると、若手の指導は、ほとんどが業務をこなしながら、そ
の仕事のやり方を習うというオン・ザ・ジョブ・トレーニングの形を取っている
という。そのような中、会社側は、ベト氏に日本の仕事を偏りなくしっかり覚え
てもらおうという方針で、ジョブ・ローテーション制度のもと、東京本社から大
阪支社にも転勤させるといった措置を取ったと横山氏（直属上司）は述べる。
　その一方で、横山氏は、A社の顧客がベト氏という外国人社員の仕事ぶりを適
切に評価していたかどうかは疑わしいと述べている。ベト氏が作成した資料に対
し、顧客が日本語の微妙な表現や論理的な文章を求める態度が見られたようであ
る。ベト氏は、日本語が流暢に話せるだけに、日本人顧客側の期待値が上がって
しまい、「なんでこんな書き方なんだ、もうちょっと分かり易く書け」と言われ、
苦しい思いをしたこともあったようである。間宮氏も、日本語で育ってきた者と
は違い、ベト氏は、資料が作れることは作れるが、細かいところを見ていくと、
言葉遣いなどが少しずれていたりニュアンスが違ってしまっていたりして、苦労
していたと述べていた。こうした点に対して、直属の上司である横山氏は、可能
な限りフォローをしていたという。横山氏によると、顧客に資料を見てもらう際
に些細なところで揚足を取られるのはもったいないため、顧客に着想の部分に着
目してもらえるように、ベト氏と話し合いながら彼の書類を厳しくチェックし
ていたという。菅長・中井（2015a）では、ベト氏は、最初、横山氏の細かく厳し
い書類チェックについていくのに困難を覚えていたが、いつの間にか身について
いったと報告されている。･
　ここでは、日本人と同じ入社試験をクリアして採用されたベト氏が日本的な業
務もあえて与えられ、他の外国人社員には適用されないジョブ・ローテーション
制度が適用されたことからも、ベト氏が日本人社員と同様に認められていたこと
が分かる。このことから、会社側は、ベト氏が「数年働いたら国に帰る予定」だ
ということを了解した上で、ベト氏に様々な部署で様々な日本の仕事を経験させ
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て、将来ベトナムで活躍できるような人材に育て上げようという配慮がなされて
いたとも考えられる。その際、ベト氏は、学部、大学院修士課程と日本留学期間
が長く、話し言葉の日本語力には問題がないものの、専門的内容を日本語で的確
に資料にまとめて日本人顧客を満足させる能力については、上司からの細かい指
導によって身につけていくことになった。上司からは、ベト氏の豊かな才能に日
本人顧客が気づけるよう、その障害と成り得る日本語の些細なミスを事前になく
しておこうという意図があった。一方、ベト氏も徐々に上司の配慮に気付き、そ
れに応えるべく努力し続けた結果、より高い信頼を得ることができ、また社員と
しての一体感も味わうことができたと言えるのである。
（4）日本人社員と外国人社員が互いに学び合い助け合おうとする姿勢
　同期の滝川氏は、ベト氏が入社1年目に属していた部署では、「外国人社員から
も教わろう」とする姿勢があったという。そして、その部署内では、日本文化へ
のこだわりはなく、例えば、中国のプロジェクトを行う際は、中国の文化、習慣、
思想や歴史的背景などについて、日本人社員が中国人社員から教わり、設計デザ
インに生かしていくなど、各メンバーが持っている知識や経験をお互いに教え合
いながら一緒にプロジェクトを進めていっているとしている。
　後輩の高田氏も、海外の都市計画を行う際は、その土地の文化、歴史を理解し、
その土地柄に合ったものをデザインするということが必須条件のため、外国人社
員の意見が非常に参考になると述べている。日本人の常識のみで都市計画を考え
てしまうと偏った考え方になってしまうとのことである。さらに、高田氏は、自
身の留学体験から、常に相手の立場に立って考え、相手をフォローするようにし、
お互い足りないところを補っていると述べている。
　こういったお互いさま精神や対等な意識が社内にあると、外国人社員が働きや
すいだけでなく、日本人社員の側も遠慮することなく、外国人社員から多くのこ
とが学べるのではないかと考えられる。それによって、状況が刻々と変化してい
る世界の都市の状況について、過去に得た自分の経験や知識に固執せず、常に学
び続けようとする姿勢が持てるようになるのである。こうした姿勢こそ、日本人
社員、外国人社員を問わず、社員が組織内に適応する上で必要なだけでなく、有
機体としての企業がその業界で存在し続けるために重要だとも言えよう。
（5）日本人社員側が外国人社員から良い影響を受けようとする姿勢
　高田氏（後輩）は、明るい人柄のベト氏がグループの雰囲気をよくし、常に前
向きに進んでいこうという姿勢にさせ、皆の士気を高めてくれていたという。
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　このように、ベト氏が会社に受け入れられ支援されて成長していくだけでなく、
ベト氏という存在自体がプロジェクトメンバーや会社の成長・変化に良い影響を
与えるという相互作用の関係が生じていたと言える。これに関連して、今回のイ
ンタビュー調査が行えた背景を述べることが参考になるかもしれない。ベト氏と
いう既にA社を2年前に退社した人物に関して、筆者らからのインタビュー依
頼に、「ベト氏のためなら喜んで」と4名もの社員が多忙な中、応じてくれたので
ある。ベト氏がいかに社内での信頼関係を築いていたかだけではなく、A社の一
員、A社のOB的なアイデンティティを確立し、それがベト氏と関わった日本人
からも認められていた証と考えられるのではないだろうか。
　
5.	 考察
　4章では、ホスト（受け入れ）側のA社日本人社員4名（統括上司、直属上司、同期、
後輩）の語りを通して、ベト氏や外国人社員の適応・組織社会化を見た。その際、「ホ
スト側の受容性」の側面と「ホスト側からの同化圧力」の側面という2側面から語
りを分析し、そこからベト氏を含む外国人社員に対するA社の5つの姿勢が見
られたことを指摘した。それを要約すると、以下のようになる。
　（1）･外国人社員を受け入れようという肯定的な雰囲気が会社全体に広がってき

ていること
　（2）･ベト氏の特性や能力が最大限発揮されるような業務を入社直後に与え、ベ

ト氏の達成感、自信、他のメンバーとの一体感を持たせることで、適応を
促そうとした会社の方針

　（3）･文化的背景もキャリアプランも異なるベト氏（就職面接時に、「5年働いた
ら、国に帰る予定」と明らかにした上で採用されている）に対して、職業
人としての専門性においても、組織人としての意識においても、成長して
いけるように教育的指導を行う上司と、それに応えるべく努力したベト氏
の双方の積極的な姿勢

　（4）･日本人社員と外国人社員が同等な立場で補完的、協働的に働き合うように
なってきている会社（部署）の雰囲気

　（5）･ベト氏の明るいパーソナリティの効果もあり、密度の高いインターアク
ションが双方間に存在し、周囲がベト氏との関係の中から、仕事のやりが
いを見出し、課題を遂行しようとするとともに努力する同志集団的雰囲気
が出来上がったこと
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これらから、全般的に、A社はホストとしての受容性の高い会社であり、社員の
異文化理解力も高いため、外国人社員の適応・組織社会化を促進していると言え
るであろう。実際に、間宮氏も、A社が目指しているのは、「異なるものを取り
込んで同化・平準化させるのではなく、異なるものを峰として連ねた連峰組織」
であると表現している。こうした個人の個性や能力を認め、最大限に生かそうと
する姿勢こそ、社員の組織社会化を促すものと考えられる。
　そして、ここから以下の4つの論点が浮かび上がってくる。これら4点はそれ
ぞれKim（2001）のホスト環境、高橋（1993）の（1）成員性の習得、（2）学習の過程、

（3）他者との相互作用を通してパーソナリティを社会体系（システム）に結びつけ
る過程に関連している。
　最初の論点は、ホスト（組織）側の受容性というとプラスのイメージ、ホスト（組
織）側の同化圧力というとマイナスのイメージがあるが、時として両者は混在し
ているということである。上記、A社の5つの姿勢（3）で触れたように、多くの
場において、教育・訓練はある意味、社会や組織への同化圧力の一形態であると
みなすこともできよう。しかし、そうした教育・訓練の場を随時与えようとする
行為はホスト側の受容性の表れと捉えることもできる。
　第二の論点は、Kim（2001）の統合コミュニケーション理論に基づく現象理解
に関連している。つまり、新参者が組織に適応あるいは組織社会化を図ろうとす
る行為は、新参者と組織それぞれが静態的に存在しているところに発生するので
はなく、むしろ有機体同士の動態的な相互作用過程と捉えることが重要であると
いう点である。例えば、上司がいくら部下の能力を際立たせるために必要だと考
えて、日本語の細かい表現の修正を求め続けても、部下の側にそれを正当な指導
だと認識し、受容できる心理状況がなければ、上司による脅威的な圧力とみなさ
れるかもしれない。つまり、ベト氏の組織社会化の進展は、（1）ベト氏の個人的
資質、能力（菅長・中井2015aで指摘）や（2）A社の受容力・同化圧力といった一
方の特徴のみによって判断されるべきではなく、（3）ベト氏とA社社員間のイン
ターアクションによる相互の成長や変化、関係の発展といった動態的関連性の中
で捉えられるべきなのである。つまり、ベト氏の組織社会化のプロセスにおいて
は、組織の成員も組織自体も常にあり様を変化させ続けているわけである。具体
的には、少なくとも本調査のインフォーマントの4名には、ベト氏とのインター
アクションを通じ、ベトナム人や外国人社員に対するイメージの変化が生じただ
ろうと考えられる。また、A社自体もベト氏採用以降、積極的に外国人登用の動
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きを強めたり、外国人社員に働き易い職場環境を用意するようになったりしてい
ることからも、組織自体も変化していることが分かる。さらに、ベト氏とA社
社員間のインターアクションの実例を挙げると、高田氏の発言では、プロジェク
トチームのメンバーはベト氏が好んで語るジョークを、場を和ませる貴重なもの
と認識し、それを期待していたことが分かる。一方、ベト氏によると、ジョーク
を挟めるかどうかを見極めるために、その場の雰囲気を察知する気遣いを行って
いたという（菅長・中井2015a）。言語化されない察し合いを通じ、ベト氏はその
場にいることを認められると同時に、受け入れられていたとも言えるだろう。
　第二点に関連して、上司がベト氏に対し、厳しく日本語の文章表現などを直し
たというエピソードから一つ述べておく。この話は、職業人として一人前に育て
ようとする社内教育・訓練の例であるが、会社側・日本人社員側の受容性、およ
び同化圧力のどちらとも捉えられることに注目したい。つまり、新参者、特に外
国の文化背景を持つ者に対し、彼らの能力をきちんと理解、評価した上で、その
能力を生かすための教育・訓練として行われること、さらに押し付けようという
姿勢ではなく、支援して育てようという姿勢で臨んでいるという明確なメッセー
ジの認識が双方にあることが、この教育・訓練を実施する上で重要な点だと言え
そうである。こうした認識が十分なインターアクションを通じて形成されていな
いと、新参者に納得感が生まれにくいし、上司の側にもさらに成長した部下を適
正に評価しようという意欲も湧きにくいのではないだろうか。
　第三に触れておきたいことは、4章（2）で述べたベト氏のホーチミン市都市開
発プロジェクトでの活躍に関連してである。ベト氏はここでベトナム人性を最大
限発揮できるような機会を与えられ、ベト氏しかできない仕事を全うすることが
でき、その後の活躍の土台作りに成功したと言える。外国人社員の場合、彼らの
外国人性を最大限発揮できる部署に配属させることは、重要な成功要因になり得
るし、企業側もそれを意図して、特定の国籍者を雇用する場合が多いだろう。一
方、この点に関連してKim（2001）は、母国・母民族アイデンティティが強い場合、
異文化適応の妨げになりうると述べている。つまり、ベト氏の場合は問題なかっ
たが、母国関連の業務ばかりに集中していると、その部署への適応は進むだろう
が、その企業を含んでいるホスト社会への適応にはマイナスに作用する可能性が
あるということである。
　第四点として、外国語学習のジレンマとでも呼べる現象が指摘できよう。ベト
氏の日本語能力のように、日常生活に支障はない高いレベルになると、対話者で
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ある日本人の期待水準が自然と高くなり、より完璧な日本語が求められることが
起こる。それが仕事上の顧客の場合、ベト氏が微妙なニュアンスをくみ取れなかっ
たり、専門的な資料作成の際にその用語を的確に使用できなかったりすることで、
ベト氏の行う業務全体に対する信頼感が薄れてしまう恐れもあった。その点を上
司も気遣ったが、ベト氏自身もかなり苦労したようで、同期の滝川氏も落ち込む
ベト氏を慰めたこともあったという。こうしたケースで非母語話者は、いくらそ
の言語を学んでも終わりがない焦燥感や虚しさを抱くかもしれない。しかし、滝
川氏は、専門用語は日本人である彼女自身でさえ、一から学ばなければ分からな
いことばかりだったのに、その時点でベト氏は彼女よりはるかに詳しく知ってい
たこと、ベト氏が考えているほど日本語が母語でないことから生じる障害が深刻
な問題とは思えないことなどを語ってくれた。また、自身の留学経験をもとに高
田氏（後輩）は、外国人とコミュニケーションを図る際は、言語の差を認め、お
互いに分かっていないという前提に立って丁寧に説明し合えるように心掛けてい
たと述べていた。こうした異文化理解能力こそ、グローバル化が進展する日本に
おいて、皆が身につけていくべきものである。

6.	 まとめ・結論
　本稿では、ベトナム人元留学生ベト氏の組織社会化について、ベト氏が勤務し
ていたA社の4人の日本人社員にインタビューを行い、異文化適応理論の枠組
みの中の特に「ホスト環境」の観点に焦点を当てて分析検討を行った。その結果、
ベト氏の組織社会化に際して機能したと思われる日本人社員側の5つの姿勢が明
らかになった。そこでは、会社の持つ受容力と同化圧力が混じり合って存在し、
機能していることも示された。
　そして、分析と考察を通じ、ベト氏の個人的特性や能力、ホストA社側の特徴、
それぞれからベト氏の組織社会化を見るだけでは不十分であり、むしろその両者
がどのようなインターアクションを持ち、どのような相互作用を起こして互いに
変化したかを見ていくことが重要である点が示唆された。ただし、今回の研究内
容はホスト環境内の2要素（ホスト企業の受容性と同化圧力）について分析する
ことが中心であり、ベト氏の組織社会化の全体像を語り切れていない。今後は元
留学生の組織社会化の過程をより包括的に把握する研究に努めたい。

228041_外大_留日センター論集42号_4校.indb   223 2016/03/16   0:37:18



－ 224 －

付記
　本研究は、平成 26 年度～ 28 年度科学研究費基盤研究（C）「日本企業による元
外国人留学生の高度人材活用に関する実証的研究」（課題番号：26380651、研究
代表：横須賀柳子）の研究成果の一部である。本研究にご協力くださった皆様、
貴重なコメントを下さった皆様に感謝致します。
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A Case Study of Organizational Socialization to a Japanese Company
by a Former Science International Student from Vietnam:

Based on the Interviews with his Former Colleagues

MIYAGI Toru, NAKAI Yoko

This study tackles the issues of organizational socialization to a Japanese large 

design firm by a former international master course student who came from Vietnam. 

Interviews with four former colleagues in the company were conducted in order to 

clarify	the	process	of	his	organizational	socialization.	The	authors	firstly	pointed	out	an	

advantage of applying an intercultural adaptation theory into a study for organizational 

socialization as a research framework because of the similarity of the two activities, and 

chose Young Yun Kim’s (2001) “Integrative Communication Theory”. Concretely, the 

authors mainly focused on two main factors of “Host Receptivity” and “Host Conformity 

Pressure” in the “Environment” of Kim’s structural model, and the transcripts were sorted 

out	by	the	two	categories.	As	a	result,	five	kinds	of	the	colleagues’	attitudes	toward	the	

non-Japanese co-workers were discovered: (1) Receptive attitude, (2) “Utilize one’s 

potentials” attitude, (3) Educative/Supportive attitude, (4) Collaborative attitude, and 

(5) Learning attitude. Finally the authors discussed four issues among organizational 

socialization of the Vietnamese worker that can be observed through the interactions 

between him and the colleagues. The discussion includes that there is dynamic movement 

at the both sides of a new worker and her/his company through consecutive interactions. 
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