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日本の職場における中国人従業員の日本人との
コミュニケーション問題

楠本　徹也

【キーワード】･ 中国人従業員、インタビュー調査、コミュニケーション阻害要因、
　　　　　　･ 言語的・非言語的要因、調整行動

1．はじめに
　本稿は日本において会社や店舗で働く中国人従業員へのインタビューを行い、
彼・彼女ら 1が経験した日本人とのコミュニケーション 2上のトラブルを聞き出
したうえで、中国人従業員とその職場での日本人上司・同僚、そして顧客とのコ
ミュニケーションを阻害する要因は何かを考察する。
　近年、日本で留学した後、引き続き日本に滞在し日本の企業で働きたいという
希望を持つ外国人が増えている。実際、日本企業への就職のための在留資格変更
許可申請において平成 28 年度では留学生 21,898 人（前年比 28.1 ％増）の申請に対
し 19,435 人（前年比 21.4 ％増）が許可され過去最高となった（法務省 2017）。
　このように日本企業における外国人従業員が増加するに伴い、職場において彼・
彼女らと日本人との間でいろいろな問題が生じてくるのも想像に難くない。その
ような中で、本稿では、上記の在留資格変更許可を得ている留学生 3の中で最大
数を占める中国人に注目する。日本において会社や店舗で働いている何人かの中
国人従業員にインタビューを行い、職場において日本人上司・同僚・顧客とどの
ようなコミュニケーション上のトラブルがあったのかを聞き出し、それに対して
中国人側がどう思いどう考えているのかを明らかにしていく。なお、調査によっ
て聞き出されたコミュニケーション上のトラブルに関して、それが中国人特有の
問題なのか、他の外国人または日本人従業員にも当てはまることなのか、または
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1･ 本稿では総称的呼称「彼ら」を「彼・彼女ら」と表す。
2･ コミュニケーションとは、話し手の意図が言語的・心理的齟齬をきたさず正確に聞き手

に伝わることと定義する。つまり、単なる言葉のやりとりではなく、その伝達において
話し手と聞き手相互にネガティブな感情が起こらない行為であることを意味する。

3･ 在留資格変更許可数の上位5位は（1）中国11,039人（2）ベトナム2,488人（3）韓国1,422人（4）
ネパール 1,167 人（5）台湾 689 人で、アジア諸国が全体の 95.5 ％を占める。（法務省 2017）
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単に個人的な問題なのか、本研究だけでは明確化できない。本稿では個々の事例
への質的アプローチが主となるが、事例間に共通する事項を見出すことはあって
も、そこから何らかの一般化がなされることはないことを予め断っておく。

2．先行研究
　日本での企業における外国人従業員の実態調査は先行研究として既にいくつか
行われている。
　例えば、菅長・中井（2015a、2015b）では元国費留学生数人にインタビューし
日本での企業（外資系企業を含む）における就労経験を聞き出し、グローバル人
材としてのキャリア形成に必要な資質への考察とその成功要因とされる「多文化
規範に基づく調整行動」（菅長・中井 2015a：64）の分析を行っている。
　鍋島（2016）は「同じ職場の外国人社員と日本人上司の異文化コンフリクトへの
対処の試みを明らかに」（p.45）するため、ある中小企業に就業している中国籍の
外国人社員 9 人とその日本人上司 7 人に、事前に送付した質問項目を記したガイ
ドラインをもとにインタビューを行っている。その結果、「多様性のある職場づ
くりを促進する要因として、[ 企業外の他者との相互作用 ] によりキャリア形成
支援、[ 明確な雇用管理 ]、[ 経営者の判断 ] の 3 つが示唆」（p.51）されている。
　村田（2011）は外国人専門職人材のキャリア形成の観点から、インド人 IT エン
ジニア数人に聞き取り調査をしている。彼・彼女らの多くはインド企業から派遣
され、日本企業で「プロジェクト単位の請負業務形態」（p.89）で仕事をしているの
で短期間の就労であることと、若いエンジニアにとっては、「2,3 年間隔の転職は
当然視されており」（p.88）、それによって収入面などでのステップアップを図って
いることが実態として明らかにされている。調査の中では、日本企業への転職に
興味を持っているが、高度な日本語力が求められるので諦めると言った者もいる。
　横須賀（2015）は日本で企業に勤めている外国人に対し WEB アンケートによる
量的アプローチを試み、男性 60 人、女性 55 人の計 115 人より回答を得ている。
アンケートの質問内容は回答者の属性の他に、就職前の準備、転職経験、仕事の
満足度、希望継続勤務年数など広範囲に及ぶ。調査の結果から、「元留学生とし
てのメリットを生かす」には就職前の十分な準備と「自身の希望や期待と入社後
の現実」との一致、「就職後の職場での言語・文化・習慣の違い」による「問題の解
消」、そして「日本社会全体としての高度人材受け入れの準備」が「元留学生とし
てのメリットを生かすため」の課題となることを主張している。（pp.13-14）
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　以上の先行研究において特徴的なことは、一つには、横須賀（Ibid.）以外の研
究においては調査対象者の属性および数が限定されているということである。特
に「多文化規範に基づく調整行動」（菅長・中井：Ibid.）により自らが文化的差異
を乗り越え適応に成功した例が挙げられているが、これは対象者が元々優秀であ
るがゆえに適応能力が高いという可能性もあり、同じことが他の多くの外国人就
労者に当てはまるかどうかは疑問である。データの客観性を担保するには量的ア
プローチの必要性があろうかと考えられる。しかしながら、多様な対象者への大
規模調査などは我々個々の研究者の手に余るものである。よって、本稿において
も限られた調査対象者に対する質的アプローチとなってしまったが、非構造化イ
ンタビューで調査対象者からの本音（ときとして不満）を引き出し、独自の結果
を出しているところで先行研究との差別化を図っている。
　先行研究におけるもう一つの特徴的なことは、外国人と日本人の協働性を阻害
する要因として文化的差異が挙げられており、その解決策として、日本人側には
異文化への受容的および寛容的姿勢を含む多文化環境の構築を、外国人側には日
本の文化に合わせた調整的行動を求めていることである。しかし、多くにおいて
文化とは何かということを明確に規定していないゆえに、はたして職場での出来
事が文化と繋がるものか疑問が生じる。文化とはともすれば意味が広く曖昧な概
念になりがちで、例えば企業文化というものもあり、必ずしも国や民族を基準と
するものではない上に、コミュニケーションの阻害原因となる要素には個人の性
格や考え方、そして生育環境なども考えられ、文化だけが主要な要因ではないと
考えられるであろう。
　以上のことを踏まえて、本稿では中国人従業員の質的データを分析する際に、
コミュニケーションの阻害要因を文化的差異に帰し，その解決を異文化および多
文化への受容性に求めるようなことは避けたいと思う。

3．調査方法と内容
　本稿におけるインタビューでの調査は、日本留学を経て日本の企業に正社員と
して雇用されている中国人 5 人と現在留学中でアルバイトとして働いている中国
人 6 人に対し実施した 4。正社員とアルバイトとでは働き方が違うので同次元で

4･ インタビュー調査は 2017 年 7 月から 8 月にかけて実施した。調査目的とデータ使用に関
しては調査対象者より承諾を得ている。なお、個人が特定されるのを避けるため、調査
対象者の個人情報は表に示したもののみに留める。
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の議論が妥当であるかどうかという問題もあるが、接触場面におけるケーススタ
ディが本研究の主な目的なので、その目的においては職種や身分は大きな影響要
因とはならないと判断した。

表　調査対象者　F：正規従業員　P：アルバイト

番号 性別 年齢 滞日年数 業種 番号 性別 年齢 滞日年数 業種

F1 女 20 代 5 年 情報通信 P1 女 20 代 2 年弱 小売

F2 男 30 代 8 年 情報通信 P2 女 20 代 半年 サービス

F3 女 20 代 6 年 小売 P3 女 20 代 3 年弱 小売

F4 女 30 代 2 年半 金融 P4 女 20 代 1 年弱 小売

F5 女 30 代 1 年半 サービス P5 女 20 代 2 年強 サービス

P6 女 20 代 1 年半 サービス

　インタビューでは対象者から出来るだけ正直な意見や本音を聞き出したかった
ので、非構造化インタビューの手法を取り、喫茶店や居酒屋などにおいて雑談を
しながらリラックスした雰囲気でもって行った。また、日本語の能力に影響され
ずに思ったことを何でも話せるように、インタビューは母語を共有する中国人助
手が中国語で行った。そして、そのインタビューは録音し後で日本語の翻訳とと
もに文字化しデータとした。

4．調査結果と分析
　インタビュー調査を行った結果、彼・彼女らの職場における日本人とのコミュ
ニケーション上のトラブルに関して、様々な事例が集まった。これらの事例の要
因を言語的要因と非言語的要因に分けて分析する。なお、言語的要因と非言語的
要因の両方を含み、両者を明確に分けられない場合もあるが、日本語や発話行為
が主たる原因となるものに関しては言語的要因に、個人の意識や社会的規範の違
いに関するものが主となるものは非言語的要因に分けることとする。

4．1　言語的要因：言語知識・運用力の不足
　まず、コミュニケ―ション上のトラブルにおいて、言語知識や運用力の不足と
いった言語的要因が見られる。しかしながら、調査対象者は全員日本語能力試験
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N1 合格者で、日本人との意思疎通に支障なきレベルの日本語能力を備えている。
それゆえに、話の命題的内容の理解・伝達には大きな問題はないはずである。そ
のような中で、簡単な慣用表現の使い方や丁寧さに対する意識の差が、会話のや
りとりにおいて理解不能や誤解のもととなっていることが調査で分かった。

4．1．1　場面に適した慣用表現の習得不足
　簡単な慣用表現の使い方が分からなかったケースとして、以下がある。（　）内
は表における調査対象者番号である。各々のケースは調査対象者の中国語での発
話を日本語に訳しまとめたものである。

【ケース1】
　店でレジに入っていたとき、客に「レジ袋はよろしいでしょうか？」と聞いた
ら「いいです」と返事される。本当にレジ袋が要るのかどうか分からなくてよく
困ってしまう。（P4）

【ケース2】
　飲食店で店員をしていたとき、客に「お水のおかわりはいかがですか？」と聞
いたら「すみません」と言われたので、その後何か頼まれるのかと思い、「はい、
何でしょうか？」と言ってしまった。（P6）

【ケース3】
　仕事中休憩時間になったので同僚に「お先に失礼します」と挨拶して休憩に入っ
たが、同僚に「えっ、もう終わりなの？」と言われた。（P4）

【ケース4】
　飲食店で店員をしていたとき、客がトイレから席に戻った際に、「おかえりな
さい」と言ってしまった。（P5）

【ケース5】
　「お疲れさまです」「お疲れさまでした」が言えず、いつも注意される。（F5）

　ケース 1 ～ 5 は日常的慣用表現の場面的運用における理解不足および勘違いが
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原因である。慣用表現がどのような場面でどのように使われるかが分かっていれ
ば、容易に避けられたことである。もし彼女らが片言の日本語しか話せないのな
らば、単なる笑い話で済むことではあるが、前述したように彼女らは全員日本語
能力試験 N1 を持っており日本語は流暢に話せるので、日本語が上手だからこそ、
日本人側からすればそれなりの期待をし、逆にこういう初歩的なミスに対し違和
感を覚えるのではないかと思われる。
　ここに挙げた慣用表現のような「ちょっとした言い方」は言語的には易しいゆ
えに、恐らく彼女らが中国で受けた日本語教育ではあまり重視されていなかった
のではないかと推測する。日本語教育において案外見過ごされてしまうものなの
かもしれない。しかし、日常のちょっとした慣用表現でも伝達上大事な役割を担
うものであるので、日本語教育において意味と使い方を学生にしっかりと習得さ
せることが大切であろう。

4．1．2　丁寧さに欠ける言い方
　丁寧さに欠けた言い方が問題となったケースがある。

【ケース6】
　化粧品売り場で客に「こちらのローションを運んで差し上げましょうか？」と
言った。後で店長にこの言い方は偉そうに聞こえるから、「こちらのローション
をお運び致しましょうか？」と言いなさいと注意された。（P3）

【ケース7】
　中国語の癖でつい“嗯”（アン）と返事してしまい、「はい」と言いなさいと注意さ
れる。（F5）

【ケース8】
　仕事でミスして同僚に「ごめん」と謝ったら、「すみません」と言わなければなら
ないと叱られた。（P2）

　ケース 6 は、目上に「～してあげる」という表現を使ってはいけないという、
敬語の授業で必ず取り上げられるものである。P3 はそのことを習っていなかっ
たかまたは忘れたかしたのであろう。
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　ケース 7 は母語での言語習慣がつい出てしまったのであろう。
　ケース 8 は親しさに対する感覚が違うことから起こってしまったのではないか
と考えられる。中国人側にとっては、丁寧な言い方は見知らぬ人に対する非常に
フォーマルなものであるという意識があり、職場の同僚は働く仲間としてある程
度の親しみを持つものなので、丁寧な言い方はよそよそしいまたは冷たい感じが
すると思っていたのではないかと推測する。
　以上見てきたケースはすべて初歩的なミスで、彼女らの受けた日本語教育にお
いてきちんと学ばれてこなかったことが原因であると考えられる。初級レベルに
おける日本語教育の見直しが必要に思える。

4．1．3　専門的用語・表現および専門的知識の不足
　次に、日本語がかなり出来る中国人でも専門的な事柄になると日本語に自信が
持てないこともあるようである。特に電話の応対が怖いと言った者がいた。
　
【ケース9】
　クライアントからの電話に応対したとき、「真鍮に赤い錆がついているが、こ
の商品はまだ使えるか」との質問を「真鍮」の意味が分からず専門の担当者に正確
に伝えられなかったため、担当者にもクライアントにも叱られた。社長には「そ
れは日本語の問題ではない。生活上の常識の問題だ。真鍮の錆は黒いのであって、
赤い錆は単なる汚れだ」と言われた。（F4）

　F4 は日本語が非常に出来るため、会社の専門部署に配属されている。このよ
うな外国人は、その日本語運用力の高さゆえに、日本人にとってつい外国人であ
ることを忘れ、日本人に対するのと同じ期待をしてしまうのではないだろうか。
これは、ともすれば自分たちとの同質化への強要に繋がる恐れがあるものである。
そのような中でケース 9 のような事態が起きた場合、日本人側に自分たちの期待
が裏切られたとの思いが生じるのではないだろうか。これは外国人社員と日本人
社員を区別または差別しないとされる職場において起こりやすいことである。そ
こでは、言語能力や行動規範において日本人との同質性を求めてしまいがちであ
る。差別しない点では評価できるが、やはり外国人と日本人は全く同じではない
ことへの認識と配慮が必要なのではないだろうか。ケース 9 のような場合、会社
側が社員教育などで専門知識や業界の常識などを教えていれば、トラブルが避け



－ 42 －

られたかもしれない。

4．1．4　言語行動の違い
　インタビューの中では、日本人の言語行動に対する不満も聞かれた。

【ケース10】
　中国人の話し方はストレートで思ったことを口に出す。日本人はより曖昧であ
まり本心を出さないので、仲間になれない。（F2）（F3）

【ケース11】
　日本人の部下に仕事を頼んだとき、表面的には「はいはい、分かりました」と
言いながら、実際にはやらない。きっと裏で反抗しているのだろう。（F2）

　ケース 11 は何か他の要因がありそうだが、いずれにせよケース 10 を含めて、
日本人との関係において言葉によって物事を解決することの難しさが表れてい
る。但し、両ケースは個人の主観が強く反映されているように思える。例えば、
仕事上での伝達は曖昧であっていいはずがなく、指示されたことの不履行も仕事
上許されないことである。ケース 10 と 11 で指摘されている日本人の言語行動は、
F2、F3 との人間関係が要因となっている個人的なものである可能性も考えられ
る。

4．2　非言語的要因：ビジネス慣習の違い、行動規範に対する意識差、差別意識
　コミュニケーション上のトラブルの非言語的要因として、ビジネス慣習の違い、
行動規範に対する意識差、そして外国人への差別意識が今回のインタビュー調査
の結果として表れた。

4．2．1　ビジネス慣習の違い
　日本企業におけるビジネスの慣習に関して、以下のような不満が聞かれた。

【ケース12】
　会社としての決断が遅い。議題が出た時から決断まで時間がかかりすぎる。

（F2）
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【ケース13】
　中国人は仕事をするときは目的意識が強い。それゆえに、目的を達成すればよ
く、みんなと同じやり方でなくてもいい。しかし、日本人はプロセスを重視する。

（F5）

　ケース 12 は日本企業において組織としての意思決定が遅いことを述べている。
これはトップダウンで物事が決まるとされる外国の企業と比べて、日本の企業は
関係者全員の承認を必要とし下位から上位へとボトムアップで意思決定がなされ
ていくので非常に時間がかかることが多い。それが、F2 の行動規範と合わない
のであろう。
　ケース 13 は日本人はプロセスを重視することを、中国人の目標達成を優先す
ることと比較して指摘している。
　ケース 12 もケース 13 も抽象的で、具体的に何があってこのような考えに至っ
たのか聞きそびれてしまったが、彼・彼女らが日本企業の経営に対してどのよう
に感じているかが分かる。

4．2．2　行動規範に対する意識差
　コミュニケーション上のトラブルにおける非言語的要因では、中国人と日本人
の行動規範に対する意識差も挙げられる。

【ケース14】
　先輩と一緒に仕事を任されたが、先輩からの指示がなかったので特に何もし
ていなかったら、先輩から「これ、やってないのか」と非難された。この件で社
長に問われたときに、「先輩からは何も言われていない」と言ったら、社長からは

「じゃあ、なんで先輩に聞かなかったのだ」と責められた。「先輩なんだから私か
らは聞けない」と私は返答した。（F4）

【ケース15】
　オフィスの中で、文房具をその日に何回も使うのでいちいち元の収納場所にし
まわずに作業場所に置きっぱなしにしていたら、先輩が何も言わずに収納場所に
しまった。そんなことが何回かあった後で、使ったものはすぐに元の場所にしま
うように先輩から注意された。作業場所から遠い収納場所にいちいち戻すのは仕
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事上効率的ではないと思う。
（F4）

　ケース 14 では仕事の指示は上の者がするものである、ケース 15 では仕事をす
るときは効率を何よりも優先すべきであるという意識が中国人側にあることが窺
われる。また、何でもきちんとはっきりと言ってほしい、つまり即時に明確に言
葉で伝えてほしいとも中国人側は思っていることが分かる。しかし、日本人側か
らすれば、仕事をする者としてまたは社会人として、言われなくても当然分かっ
ているだろう、または分かるべきだという一種の期待感があることが感じられる。
　この「社会人として」という規範が「日本人として」というものになる場合があ
る。それが次のケースである。

【ケース16】
　仕事中にあくびをしたら、上司に「ここは日本なんだから、あくびをするとき
は口を隠してするのだ」と言われた。また、しゃっくりしたときに、上司に「日
本人は人前でしゃっくりしない」とも言われた。（P1）

　ケース 16 では、上司は店員としての教育的指導をしているつもりが、P1 にとっ
ては理不尽な要求に思えたのではないかと考えられる。

4．2．3　差別意識
　中国人と日本人の意識差に関して、差別の問題が見られた。

【ケース17】
　日本人のお客さんに質問されたとき、まず私の名札を見て「ああ、もう大丈夫
です。他の人に聞きます。すみません」って言われました。（P1）（P3）（P4）

　ケース 17 は、日本人側は差別していると思っていないことでも、中国人側に
はより敏感に差別されていると感じることがあるということを示唆している。日
本人は外国人の店員がレジなどで応対したとき、何の気なしに名札を見ることが
あると思うが、それも非常にいやな気持ちがすると数人の調査対象者が述べてい
る。
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　差別は差別される人たちにとっては不可抗力のことである。また、差別とは思
われないことでも当事者にとっては差別だと敏感に感じ取ってしまうこともあ
る。このことへの理解が日本人側に必要なのではないかと感じる。
　差別に関しての議論は本稿の目的とするところではないので、ここでは外国人
従業員が差別されていると感じることがコミュニケーションの一つの阻害要因と
なり得るということで留める。

5．おわりに
　最後に、インタビュー調査の結果をまとめ、若干の私見と提言を記したい。
　今回のインタビュー調査によって得られた、日本での企業で働く中国人従業員
が遭遇する日本人とのコミュニケーション上のトラブルの要因をまとめてみる
と、以下の図のようになる。

図　日本の職場における中国人従業員と日本人とのコミュニケーション阻害要因

　上の図で示されているように、日本の職場において起こる中国人従業員と日本
人とのコミュニケーション上のトラブルには言語的要因と非言語的要因がある。
　言語的要因には、中国人側における言語知識や運用能力の不足がある。その言
語知識に関しては、構文的知識よりは語用的知識の欠如が見られる。これは彼・
彼女らの受けてきた日本語教育に問題があるのではないかと思われる。即ち、言
語の構造や意味に重点が置かれるばかりで、言葉が日本社会において実際にどの
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ように使われているか教えられていないような日本語教育ならば、学生の運用力
は当然つかない。また、日常的な慣用表現などは構文要素として重要視されず、
その伝達機能が案外見過ごされているのではないかとも思える。しかしながら、
このような学習環境が改善され、本人が努力して日本語を習得するならば、言語
的要因によるコミュニケーション問題は解決が比較的容易となるであろう。
　非言語的要因に関しては、社会習慣の違いや行動規範に対する意識差、そして
差別されているという意識の存在がインタビュー調査から焙り出された。言語的
要因によるコミュニケーション問題は個人の努力や学習環境の改善で解決可能で
あるのに対し、非言語的要因のほうは社会に関わることであり、その解決は難し
くなる。中国人側に日本社会への適応力がなければ、つまり「調整行動」をする
努力がなされなければ、相当の心理的葛藤が生じるものと推測される。このこと
は、他の外国人従業員にも当てはまるであろう。その解決策として日本人側に外
国人との協働のための多文化共生的環境の構築が求められるのだが、これは企業
によっては非常に難しく負担が大きくなるのではないだろうか。なぜならば、企
業は利潤追求を目的とするもので、従業員にはそれに見合う行動規範が求められ
る 5。異文化・多文化対応も、例えば海外での業務展開または海外からの顧客対
応といった経営戦略のもとでなされるもので、企業内においては利潤追求に沿っ
た一定の意識と行動規範が求められる。外国人も日本人もそれに合わせなければ
ならないということである。
　しかしながら、職場における外国人と日本人の協働性を高めることは生産性の
向上につながることである。それゆえに、両者のコミュニケーション上のトラブ
ルに関し、その要因を考えるとともに外国人の気持ちを理解することは、企業に
とっても有用ではないかと考える。本稿はその一助となれば幸いである。
　なお、本稿での研究調査において日本人側へのインタビュ―および調査対象者
へのフォローアップインタビューが行えなかったので、考察に客観的根拠が欠け
るところが見られるかもしれない。今後の課題とする。

5･ 吉本（2011:40）も「企業の目的は『利益の追求』である。外国人社員の雇用も、人件費のコ
スト削減か高度技術・知識の獲得という、企業の論理に基づくものである」と述べている。
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Factors Causing Communication Trouble with Japanese
Which Chinese Employees Experience at Japanese Workplaces
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In this paper communication trouble with Japanese which Chinese employees 
experience at Japanese workplaces are investigated by interviewing Chinese working full-
time	or	part-time	at	Japanese	offices	and	stores.

Factors causing communication trouble between Chinese employees and Japanese 
are twofold; linguistic and nonlinguistic ones. Linguistic factors involve unaquired 
skills of using daily idiomatic expressions and polite expressions, and also a lack of 
technical	knowledge	in	relation	to	their	profession.	Different	verbal	behaviors	also	cause	
a	linguistic	problem.	Nonlinguistic	factors,	on	the	other	hand,		involve	different	business	
practices,	different	consciousness	of	Chinese	and	Japanese		as	to	code	of	conducts,	and	
discrimination against foreigners.

It is noted that communication trouble caused by linguistic factors can be solved 
easily by improving their study of the Japanese language. However, as far as nonlinguistic 
factors are concerned, it is not that easy to solve because it requires understanding of and 
adaptability	to	Japanese	society	on	the	side	of	Chinese	employees,	which	is	difficult	for	
some of them to accept.

It is claimed that the important thing is not the acceptance or tolerance which 
is forced by one party upon the other. It is mutual understanding and collaborative 
awareness that do solve the problem. 




