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発表内容

１．インディアナ州日系企業内における日米社員間のコミュニケーション

の問題点調査発表とその考察ー＞Needs for a better communication

Needs  Curriculum （教材はその一部）

２．「ビジネス日本語」教材の調査結果発表

Needs    教材



グローバル化人材とブリッジ人材

グローバル化人材

（あ）日本人が海外で仕事が出来る能力 (日本国内にも適用）

（い）日系企業が外国人社員に求めている仕事能力 （日本国内外において）

海外技術者研修協会（2007）

グローバル化人材が持つ能力

（あ）相互作用道具能力： ビジネス言語能力とビジネス文化･知識の理解

（い）専門知識･能力 （職種により多種で（あ）だけの場合もあり）

（い）異質集団交流力（異文化調整能力）

（う）自立的活動能力（課題をこなせる能力･社会人基礎力）

近藤（2012）

ブリッジ人材

グローバル企業･団体の中でグローバル化人材能力の内（あ）を持たない/不十分な社員・職員の間に入り仕事を

円滑化する架け橋役 ＜ーー ビジネス日本語コースの目的

向山、村野、山辺 (2008)



米国での日系企業内でのコミュニケーションパターン
パターン１

日本人上司 ＜――-――-＞ ブリッジ人材 ーーーーーーーーーーーーー＞アメリカ人マネージャー ＜――＞ 現場社員

（英語力無し） （日英の語学力も含め日系企業で仕事が出来る社員） （日本語能力無し）

パターン２

日本人上司/ブリッジ人材＜――――――――――――＞アメリカ人マネージャー/ブリッジ人材－－－－－＞ 現場社員

（日英の語学力も含め日系企業で仕事が出来る社員）（日英の語学力も含め日系企業で仕事が出来る社員）

パターン３本

日本人上司/ブリッジ人材＜―――――――――――＞アメリカ人マネージャー/ブリッジ人材＜――＞ 現場社員

（英語学力も含め日系企業で仕事が出来る社員） （日本語能力無し）

パターン４

日本人上司/ブリッジ人材－＞アメリカ人マネージャー/ブリッジ人材－－－－－－＞ 現場社員

（英語力無し） （日本語能力も含め日系企業で仕事が出来る社員）

向山・村野・山辺（2008）

インディアナ日系企業内での日本人上司と米国人部下との会話例三本: パターン？？？

注:： 日本人上司から見た会話例



会話 例１

会話背景：

田中さんは東京製作所の品質管理課長。ボブは現場のアメリカ人の作業員の仕事の直接管理をするスーパバイザー。２

週間前に製品に少数ではあるが、不良品が見つかり田中課長はボブにその原因を調べて報告するように先週指示した。

田中： ボブ、先週製品の不良品を指摘しましたが、その後どうなっていますか。

ボブ： 作業担当者のジョンと直接会って、私に報告するように言いました。

田中： 報告はありましたか。

ボブ： いいえ、未だです。

田中： どうしてですか。

ボブ： ジョンは未だその原因が分からないそうです。

田中： この件は早く分からないと大変に困ります。

ボブ： 分かりますが、ジョンに何度も聞いたのに、未だ返事がないんです。

田中： では、今すぐジョンと会って、原因究明をしてください。！！！

ボブ： はい。？？？



会話例１の問題点

ボブは原因究明を積極的にしているが、しかし：

１．原因究明の遅れの原因を他人のせいにしている

２．田中課長に自分のほうから原因究明の中間報告をしていない

３．原因究明の遅れの謝罪が無い。謝罪は個人のミスを認めることと考えている

上司には言い訳を言わない日本企業の慣例の理解不足

謝罪が持つ意味の理解不足



会話 例２

会話背景：

午前９時。林さんは東京製作所の総務部長で、明日日本の本社から山田副社長が来るので、空港での
出迎えの手配を心配している。ジョンは林部長のアシスタント。

林部長： 明日本社から山田副社長が来ることになっているのは知っているね。

ジョン： はい、午後２時に空港に着くことになっています。

林部長： そうですね。私は会議で行けないので、森課長が行くことになっているので、出迎えの件を森課長に確認

してください。

ジョン： はい、承知しました。

会話背景：午後４時。本件に関して未だジョンから連絡が無いので、林部長はジョンに電話する。

林部長： ジョンさん、森課長は明日２時に大丈夫なんですか。

ジョン： はい、勿論です。大丈夫だそうです。

林部長： それで安心しました。



会話例２の問題点

１．ジョンが森課長に確認し、大丈夫だと判断したので林部長には報告しなかった

２．日本の会社では上司は自分の管轄下の状況は全て把握している必要があり、そのた

めに各社員は常に上司に状況報告を詳細にする義務があることを知っていても、行動

が伴っていない

「報･連・相」ほうれん草の必要性の理解不足



会話 例３

会話背景：

午前１１時。林総務部長がアシスタントのジョンに話しかけている。現在会議室Bで取引先との会議が行われているが、丁

度リフレッシュメントでの休憩中である。午後２時からは同じ部屋で別の会社との会議があることになっている。

林部長： 会議室Bでの会議は進んでいますか。

ジョン： はい、あと一時間で終わる予定です。

林部長： 今日はもう一つ重要な会議が２時ありますねえ。

ジョン： はい、大阪電気との会議が会議室Bであります。

林部長： 会議室Bは今ごちゃごちゃしているけど、会議室Aは使えないんですか。

ジョン： はい、明日のプレゼンの準備で使えないんです。

林部長： それじゃ、２時からの会議の方よろしく。

ジョン： はい。

会話背景：午後１時４５分。林部長は会議室Bに行き、その部屋がリフレッシュメントの残りなどがあり未だ２時の会議に準
備されていないのに気が付いた。ジョンを呼んで話す。

林部長： ジョンさん、この会議室の準備がぜんぜんできていませんが、どうして未だしてないんですか。

ジョン： 私が何をしなければならなかったんですか。



会話例３の問題点

１．ジョンは林部長が「２時からの会議の方よろしく。」と言った意味が分かっていない

２．午前中の会議の後かたずけをし、午後の会議に必要な準備をしておくか、その確認

をしておくことを直接言葉で指示されなくても、すべきことを理解していない

基本的にJob descriptionや言葉や文章で指示されたことだけをする



三つの例に対する反応は？

１．それらの例で起こったことはたいした問題ではない。

２．部下にして欲しいことははっきりと言ってあげればいいだけのこと。

そうは思えても日本人上司によると実際は：

１．言われれば、その件についてはすぐ行動をおこす。しかしそれはその場だけの場合が多い。つまり、分かってい

ても身に付いていないことは日常の実際の行動にならない。日本人社員は一回のミスでそれ以上のことを学び、

応用することを身に付けている。

２．しなければならない仕事の指示をはっきりと言う習慣が日本側上司に無く、上司はそのような指示が無

くても仕事がスムーズに出来るのが「普通の社員」と考えている。

３．日本の会社ではタイミングをよく仕事をこなすのは必須である。

４．仕事とはグループでするものであり、全員がいつも同じ情報を持ち協力し仕事を遂行をしている。

注： 「人にもよるが、目標とプロ意識を持っている米国人は言わなくても良い仕事を進んでやってくれる。」某副社長

これらのコミュニケーションの根本的な問題は日本語・英語のどちの会話にも当てはまるということ。つまり、これらの問題は基本的

にはお互いの使用している語学力そのものとは関係が少ないと考えられることである。



会話例１－３スキットの問題点

注：スキット問題点の考察の視点は日本側からのみ

インタビュー結果: インディアナ州日本企業のコミュニケーション問題（調査した会社の社員に限る）

日本人上司/ブリッジ人材＜――＞アメリカ人・アシスタント・マネージャー/ブリッジ人材＜――＞ 現場社員

（日/英語能力あり） （日/英語能力あり）

日本語が完璧であっても両者の意思疎通が成り立っていない

つまり、上司が部下に期待している仕事・行動がなされていない 何故？

グローバル化人材が持つ能力

（あ）相互作用道具能力： ビジネス言語能力とビジネス文化･知識の理解

（い）専門知識･能力 （職種により多種で（あ）だけの場合もあり）

（い）異質集団交流力（異文化調整能力）

（う）自立的活動能力（課題をこなせる能力･社会人基礎力）

つまりブリッジ人材的能力不足

これらの問題の起因はどこ？

問題点の起因： High Context Culture/Communication  vs.  Low Context Culture/Communication  (HCC vs. LCC)

「高・低文脈文化・コミュニケーション」Hall (1976)



HCC vs. LCC： 起因の大きな一つ

High Context Culture vs. Low Context Culture

(日本文化） （米国文化）

皆が同知識･考え方･価値 個人個人が自分なりの知識・考え方･価値

Hall(1976)

High Context Communication vs. Low Context Communication

一を聞き十を知る 言葉での明確な意思疎通

課題

１．企業文化の理解

２．異文化コミュニケーション能力

ブリッジ人材養成の必要性



ブリッジ人材養成の必要性

質問：

１．日本企業で働くアメリカ人のブリッジ人材養成はどのように行われているか

２．「ビジネス日本語」教材はブリッジ人材の養成に役立っているか

これを手元にある「ビジネス日本語」と題する教材８冊（初級ー上級）で調べた

その前に一言：

ブリッジ人材養成は日米側のお互いがすることで、どちらか一方だけがすることでは無い



ブリッジ人材養成のための日本語教材内容の調査 （８冊）

１．Crash Japanese for businessmen, Bonjinsｈa （初級）

２．ビジネスのための日本語、スリーエーネットワーク (初中級）

３．商談のための日本語、スリーエーネットワーク (中級）

４．Nissan’s Business Japanese, Passport Books （中級）

５．実用ビジネス日本語、 アルク （中級）

６．実践ビジネス日本語会話、スリーエーネットワーク (上級）

７．ロールプレーで学ぶビジネス日本語、スリーエーネットワーク (上級）

８．ビジネスコミュニケーションのためのケース学習、ココ出版 （上級）

表紙だけでも見る？



ブリッジ人材養成のための日本語教材内容の調査結果 （８冊）

グループ１：

基本的には一般的な日本語教育教科書と同じであるが、語彙や表現がビジネス関係である：企業文化・HCC vs. LCCの導入

無し （初級ー中級）（教材＃１＆＃２）

グループ２：

基本的にはグループ１と同じであるが、HCC vs. LCCを含んだ表現が多少導入されている：企業文化・HCC vs. LCCの説明無し

（中級－上級）＜――教科書に表記 （教材＃３、#４＆＃６）

グループ３：

基本的にはグループ２と同じである：企業文化・HCC vs. LCCの説明有り（中級―上級）＜――教科書に表記 （教材＃５）

グループ４：

ビジネス日本語そのものを教える目的では無く、企業文化・HCC vs. LCCをケーススタディー･ロールプレー形式で日本語で

学ぶ（上級）＜――教科書に表記 （教材＃７＆＃８）

高いレベルになるほど企業文化や異文化コミュニケーション（HCC Vs. LCC）を扱っている。初級レベルでは殆ど扱っていなく、

中級では導入するが、深くはしていない。

参加者の皆さんでこれらを使用していらっしゃる先生はおられますか。 どう思いますか。どう使っておられますか？



最後に

CATJ 25: 問題提起

CATJ 2?: 問題解決提案（？）

Proceedingsの内容は日米社員間のコミュニケーションの問題 ｖｓ
「ビジネス日本語」教材の内容の考察の二つあるが、どちらに興味が
ありますか。 a. 50:50   b. 75:25 c. 25:75  ?

富沢定利

stomizawa@bsu.edu
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