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研究論文

日本で就業する高度外国人材
（就業の状況と期待）
大辻 晴幹 A

Highly-skilled Foreign Workers in Japan
(Working Conditions and Expectations)
Harumiki OHTSUJIA
Abstract: In light of increasing competition in domestic and global markets, it is
imperative for Japanese corporations to utilize highly-skilled foreign-born nationals,
including those who have graduated from Japanese institutions of higher education,
more frequently as part of their labor forces, not only to mitigate the effect of a decrease
in supply of Japanese nationals in the labor market, but also to achieve more workforce
diversity. This article first reviews the extant research on the working environments of
highly-skilled foreign-born nationals in Japan. It then compares and analyzes the
results of questionnaire surveys reported in a number of previous studies. The article
argues that Japanese employers generally expect highly-skilled foreign-born workers
to already possess high-level Japanese communication skills prior to hiring them, and
that employers usually expect foreign workers to further improve these communication
skills without providing any adequate corporate support in order for them to succeed
in this task. Finally, the article recommends that since previous studies tend to focus
on large-sized corporations, further studies of small- and medium-sized companies are
needed, given the fact that statistics show that many Japan-educated foreign graduates
tend to work for these smaller companies.
Keywords: highly-skilled foreign workers, expectations, cultural understanding,
language skill, support system
キーワード：高度外国人材、期待、異文化理解、語学力、支援体制

１ はじめに

の活用に対する企業の意識は国内で高まっているとは

マッキンゼー社(1988)1)が、
“The War for Talent”の

いえない。
「日本の人事部 人事白書 2017」(2017)4)

なかで指摘するように、
35～44 歳の管理職を担ってい

における企業へのアンケートでは、
「ダイバーシティを

く米国での人口層が 2000～20015 年にかけて 15％減

推進する上で重視する点」への回答（三つまで）で、

少すると予想し、Stahl (2012)2)らは、ドイツ、イタリ

「男女比」40.6％、
「年齢層のバランス」27.4％、
「障

ア、
日本では問題はより深刻であると指摘した。
現に、

がい者の雇用・活用」
26.5％に対して、
「国籍の多様性」

平成 27 年度厚生労働行政年次報告 3)において、日本の

は 21.8％という低い結果であった。また、石田(1999)5)

生産年齢人口（15～64 歳）の割合は、1992 年の 69.8％

による 4 業種、10 の研究所の研究者に対する「研究者

をピークに減少し続けている。このような背景から、

の活性化要因」を測る調査においても、
「外国人研究者

貴重な労働力、多様性がもたらすイノベーションの源

の導入」が最も重要度の低い項目の一つであった。イ

泉という二つの役割が外国人材には期待されている。

ノベーションと深く係わっているとされている研究職

不足している単純労働者の補てんとは一線を画してい

においてさえ、高度外国人材がその貢献に資するとい

る点で、他の先進国と同様である。しかしながら、そ

う認識は低い。本研究では、種々の統計、先行調査か

------------------------------------------------

ら、日本における高度外国人材の採用を含めた活用に
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ついて、今後の課題も含め明らかにしたい。
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図 1 専門的・技術的分野における在留者数の推移
２ 高度外国人材における元外国人留学生人材

いわば、国内における労働市場への参入である。彼(女)

2008 年より国を挙げて取り組んでいる「留学生 30

らの当該在留資格への役割を考察するには、海外から

万人計画」
は、
日本がより一層開かれた国となるべく、

の参入である新規入国者についてもみる必要がある。

世界各国から受け入れる留学生数を飛躍的に伸ばそう

表 2[2]の通り、新規入国者においても、その数は圧倒的

とするものである。そこでは、日本で学生、大学院生

である。ただし、両者の単純合計が当該資格の在留外

として単に過ごしてもらうのみでなく、
日本で就職し、

国人数全体の増加を大きく上回っているため、その増

働いてもらうことも意図されている。外国人留学生の

加の中身を検討する。まず、新規入国者の在留資格認

数は堅調に増加しているものの、日本での就職を望み

定証明書の業種別交付状況をみる。1 位「コンピュー

ながら、希望かなわず帰国するというケースも散見さ

ター関連サービス」
、3 位「教育」
、4 位に「人材派遣」

れる。高度人材の卵ともいうべき外国人留学生と日本

が入っている（表 3）[2]。さらに、新規入国者における

の高度外国人材との関係について検証する。
大原社会問題研究所(2018)6)によると、平成 28 年末
現在、在留外国人数は 238 万 2,822 人である。そのな

表 1 留学生からの就職を目的とする在留資格変更許
可人数

かで単純労働とは区別して認識される専門的・技術的
分野の就労を目的とする在留資格による中長期滞在者
数は、27 万 1,288 人であり、着実な増加を示している。
高等教育機関の卒業資格を有する高度外国人材は、日
本企業に就職した際、そのほとんどが技術・研究職、
ホワイトカラー層を形成するため、本論文では、高度
外国人材を「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・
人・国」)「経営・管理」
「企業内転勤」
「教育」
「教授」
「高度専門職（1 号・2 号）
」
「研究」
「報道」
「法律・会
計業務」の在留資格を有する者とする[1]。図 1[2]が示す
通り、なかでも「技・人・国」の占める割合は非常に
高く、多くの外国人留学生が就職を目的としてこの在
[2]。
留資格へと変更する
（表1）
この在留資格の変更は、

2

表 2 「技術・人文知識・国際業務」資格者数推移
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インド、米国、英国の国籍比率は、在留外国人の国籍

考える。このように、新規入国者のなかには、高い技

構成に比べ高くなっている（表 4）[3]。米国、英国籍の

術、スキル、さらに多様性を活かしながら中長期的に

比率が高いのは、
「教育」における民間企業の英会話講

活躍するという、本来想定されている姿と異なるケー

師が影響していると考えられる。その多くは契約社員

スも多い。よって、技術、ホワイトカラー層を形成す

として就業し、日本語力は高くないことが多い。数年

る元外国人留学生人材は、日本における高度外国人材

の滞在を経て帰国し、その流出分を新たな新規入国者

の基盤となっており、その底上げには留学生の増加と

が補うという構図である。また、インド国籍の人材に

ともに、日本での就職希望、採用数の増加、さらに活

関しては、村田(2010)7)が明らかにした、
「技術」の分

躍が伴わなければならないとみる。

野において IT エンジニアが、プロジェクトベースで
ビザを取得し、帰国、再入国を繰り返し、日本企業の

３ 先行調査分析；先行調査一覧（表 5）8－19）

IT 人材の需給における調整弁的な役割によるものと

3.1 高度外国人材の採用について

推察される。通常、同一社間の国際異動であれば、在

労働政策研究・研修機構 (2013)16)では、高度外国人

留資格は「企業内転勤」となるところだが、入社 1 年

材の採用実績がありながらも、
「特に決まった方針なし」

未満の社員の異動、入国のための在留資格は「技・人・

と回答した企業が圧倒的に多く(75.2％)、次に新卒留

国」となる。上述の景気に大きく左右される不安定な

学生(12.1％)、国内からのキャリア採用(6.0％)の順で

雇用状況、好条件を求めて転職の多い IT 業界ではこ

続いている
（多重回答）
。
海外から人材を採用するには、

のパターンも多く、1 位「コンピューター関連サービ

海外でのジョブ・フェアへの参加、海外の大学への働

ス」
、4 位「人材派遣」に多く含まれるケースであると

きかけなど、具体的な活動を要するため、明確な採用

表 3 業種別の交付を受けた人数

表 4 「技・人・国」の在留資格による国籍別新規入国者数と中長期在留者数、構成比の推移
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表 5 先行調査一覧

方針がないということは、日本人向けの募集枠に外国

日本語コミュニケーションは、日本文化理解力と日

人が応募し、日本語コミュニケーションによる選考へ

本語力の二つの能力から成り立っていると考えるが、

と進むパターンと思われる。また、外国人材の採用理

文系・理系を問わず、これらの高い日本語コミュニケ

由では、多重回答ながら「国籍に関係なく優秀な人材

ーション能力が求められている（表 6）18)。以下、それ

を確保」という回答が上位を占めた 8, 16)。一瞥では、

ぞれ考察する。

英語でのコミュニケーションを基本とし、国籍不問の

a) 日本文化理解力

個人の能力をベースに、トップタレントを登用、管理

外国人材活用の際、問題、あるいは課題となってい

するグローバルタレント・マネジメントを連想させる。

るのは、そのほとんどが異文化理解に関するものであ

しかし、後述の通り、英語よりむしろ、高い日本語コ

る（表 7）9 , 13, 15)。ただし、問題がいつ起こるか、また

ミュニケーション能力が求められており、留学生採用

その原因が異文化理解によるものなのか個人の特性に

の際、
「日本人と区別なく採用している」という回答が

よるものなのかは判然とせず、時宜を得た説明、修正

8 割弱あり、2 割弱の「日本人と別枠で採用している」

が困難なものが多い。例えば、時間に対する厳格さな

を大きく引き離している 10)ことからも、多くの外国人

どは日常生活に関するものでありながら、業務遂行に

材は日本語を使って日本人材と競い合いながら採用を

も大きな影響を与える。語学力は日々の学習や実践に

勝ち取っているといえる。その一方で、特定国関連の

よって、その向上、実感が見込めるが、異文化理解の

取引強化や市場開拓に従事する人材のニーズも高く、

習得過程はより複雑である。

母国語力、母国文化理解など、明らかに外国人能力を

Yoshino (1976)20)は、日本の「組織は緊密で永続的な

期待する面も確認できた（後述）
。さらに、外国人材の

ネットワークから成り、暗黙の相互理解に基づいたコ

能力に関わらず日本人材の採用を最優先していると思

ミュニケーションは特別な意味を持ち、明らかにさ

われる「日本人材では集まらなかったから」16)、外国
人材の雇用を止めた理由としての「日本人社員のみで
必要な人材を量的にまかなうことができたため」15)と
いう回答もみられた。
3.2 外国人に求められる能力
3.2.1 日本語コミュニケーション

4
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表 8 高度外国人材の日本語力について

れる必要もなく、逆にそれを求めると場合によって

ような極めて高い日本語基準を満たして採用されてい

は無神経さや野暮さを責められることもある（訳筆

るのだろうか。

者）
」と指摘しており、日本語のコミュニケーションの

三戸 (1991)23)によると、会社は新入社員に対して特

詳細は表面化することはまれなため、都度の観察、学

定の仕事をする能力を求めておらず、入社後教え込む

習を困難にしている。

ことを想定しているとしている。服部 (2016)24)も、組

「ハイコンテクストなコミュ
また、Hall (1976)21)は、

織全体の年齢構成、長期的な人員計画などに基づいて

ニケーションは、ローコンテクストなものと比べ、経

採用計画を立てる場合、必要な能力の検出を採用段階

済的、迅速、効率的で満足度も高いが、プログラミン

でおこなうのは困難であるとし、仕事に直接必要な能

グが必要である（訳筆者）
」としている。お互いに相手

力や技術そのものではなく、
「将来的にそうした能力を

の意図を察しあう、言語表現を超えたハイコンテクス

高いレベルで身に着けるであろう可能性」を推測する

ト・コミュニケーションが持つ上記の利点、日本人社

にとどまると指摘する。同様に外国人材にも、将来的

員全員がローコンテクストへのプログラミング変更を

に日本人と同程度の日本語コミュニケーション能力を

する際の労力を考慮すれば、外国人材がこのプログラ

期待してはいるが、現実にそれを満たす外国人留学生

ミングをすべきと考えるのも合理的な選択といえる。

はごく少数に限られるといってよいだろう。日本文化

このプログラミングは決して容易なものではないにも

理解も含めて、業務の中で随時習得していくものとみ

かかわらず、その実感に乏しい。Hall21)は、この要因

なされている。つまり、将来的に身に着けるであろう

を「部外者が数年、ましてや数カ月で適切に異文化を

可能性に基づいて採用されていると考えることができ

理解、説明、描写できる」
、
「自らの文化を乗り越えら

る。

れる」
（いずれも訳筆者）と想定していることにあると

3.2.2 業務能力

している。Harvey ら(2000)22) は、この異文化理解の

労働政策研究・研修機構

16)は、海外展開している、

壁を乗り越えるべく、本社国籍の駐在員を海外に派遣

または海外売上高が大きいほど、高度外国人材の採用

するのではなく、
「Inpatriate」と呼ばれる、第三国や

実績がある企業の比率が高いことを指摘している。し

現地国籍の人材を本社に長期的に配属し、本社と現地

かし、採用された外国人材がそのまま海外関連業務に

との懸け橋となって海外業務を管理運営する利点を説

従事するということではない。日本人と同様の役割を

いている。

期待され、海外と関連のない業務をおこなっている例

b) 日本語力

も確認でき、出身国の母国語力など外国人能力を特に

表 810,15,16)にあるように、多くの企業は外国人材に対

意識していないという印象も受ける（表 9）16)。ただ

し、日本人同様の、あるいは幅広いビジネス・シーン

し、
採用したい留学生の出身国についての回答では
「出

で適切にコミュニケーションをとれる日本語力を求め

身国・地域にはこだわらない」という回答と国籍を指

ている。報告書やビジネスレターの作成も含んだ高い

定する回答が併存する（表 10）18)。また、明確な職務

日本語力は、専門能力の高さにかかわらず期待されて

記述書がないことで、自らの業務範囲に戸惑い、それ

いる。また、その不足は仕事の幅を狭め、業務遂行の

が業務遂行上の問題の一つとして挙げられることが多

問題となって表れている。果たして外国人材は、この

い。しかし、期待通りに活用できているとする企業で

5

6

グローバル人材育成教育研究

第6巻第2号

(2019)

表 9 職務遂行、役割、海外業務について

表 10 希望する留学生の国籍

さえ、9 割以上が「明確な職務記述がない」と回答し
ている（表 9）15)。

っていると考える。

小池 (2005)25)によれば、職務記述書は起こる問題の

高度外国人材に日本語のコミュニケーション、長期

内容が十分に予測でき、最適な対応もわかっている状

勤続を期待している点は同じだが、幅広く海外に展開

況をその前提とする。今日のような不確実性の増す、

している多国籍企業とは異なり、中小企業が展開して

特にホワイトカラーの職場では、その作成は困難であ

いる国は限られている。その場合、吉原ら(2001)26)が

り、適宜、状況にふさわしい行動が必要となる。当然、

主として多国籍企業に対して指摘する、海外子会社と

その対応には周囲とのコミュニケーション、協働が欠

本社とのコミュニケーションの円滑化の手段としての

かせない。つまり、外国人材に商慣習、組織文化を含

英語の存在はさほど重要ではない。
むしろ必要なのは、

めた日本文化理解や日本語能力の不足があれば、その

取引強化や市場開拓を促すための母国語力や現地商慣

場に応じた適切な行動を選択することが困難になると

習の理解である。ここでも、母国に特化した外国人能

いうことである。よって、問題は明確な職務記述書の

力が要求され、多国籍展開する大企業におけるキャリ

有無ではなく、日本語コミュニケーション力の不足で

ア形成とは異なることが予想される。

ある可能性が高い。
また、同じく小池は、キャリアを「長期に経験する

3.3 支援体制

関連の深い仕事群」とし、社員の多くは、開発・研究、

富士通総研(2010)15)の調査結果では、期待通りに活

営業、経理など、その専門性を保持しながら、実務訓

用できていない企業に比べ、期待通りに活用できてい

練（on-the-job training、以下 OJT）を通じて、業務

る企業の方が、外国人材の支援に関する下記の回答結

遂行能力の幅を拡げていく様子を述べている。その中

果は若干ではあるが良かった。しかし、これらの企業

で、OJT は他国にも大いに存在し、相当に普遍性があ

であっても、メンターやロールモデルがいないという

るとも指摘している。
このようなキャリア形成において、出身国のような

回答が多数（それぞれ 80.9％、69.1％）で、外国人社
員、または日本人社員に対する異文化教育、語学研修

特定国と関わることも、母国の関連部署に転籍し、そ

は実施していないという回答が、すべて 75％を超えて

こでキャリアを全うするようなケースを除けば、長い

いる。また、業務上のトラブルに遭遇した際に関する

キャリアのなかでは一過性のものに過ぎないことにな

調査ではあるが、その相談相手の上位を上司、先輩、

る。
つまり、
母国関連の特定能力に縛られることなく、

同僚など、職場にいるごく限られた範囲の人材が多数

日本人材同様に長期育成の対象とされており、世界各

を占めていた 16)。

地に進出している大手製造業に見られる事例である。

外国人材は日本人材と同様に業務能力の向上が求

また、正規社員、契約社員のいずれでの採用かを判断

められているのみならず、日本語コミュニケーション

する際、長期雇用を見込むか否かが、大きな材料にな

の向上も同時に期待されているという厳しい状況で就

6
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図 2 留学生の就職先企業の従業員規模
労している。このようななか、日本文化理解、日本語、

査の対象先企業群は外国人留学生の主たる就職先を代

業務関連など、多岐にわたる問題が日常的に発生する

表しているかについて検証する。

ことが予想され、都度蓄積されていくこれらの問題に

法務省入国管理局の「平成 28 年における留学生の

対して、月次、週次など、定期的な研修会や勉強会で

日本企業等における就職状況について」によると、日

対応することは難しい。また、取引先との問題であれ

本で就業した新卒留学生の約 65％は、従業員規模 300

ば、職場にいる上司や同僚に相談することは問題ない

人未満の中小企業に就職している（図 2）[2]。それに対

が、その職場自体で発生した意思疎通や人間関係に起

し、これまでの先行調査対象先企業群は、表 11 の通

因する問題について相談することは心理的、さらに、

り、上場企業をはじめとする大規模企業が多い。

残業回避など、
労働時間の短縮が求められている昨今、

中小企業庁

27)によると、2014

年の常用雇用者階級

時間的な制約もあり難しい。特に日本語コミュニケー

別企業数において、常用雇用者が 300 人以下の企業数

ションは、
業務遂行に限らず生活全般に関わっており、

は全体の 99.6％を占めている。後述するが、企業規模

その支援の境界は明確ではない。
また、
支援の発生は、

が大きいと高度外国人材を採用している比率も高くな

業務中、勉強会、面談、昼休み、飲み会、休日の活動

る。また、企業規模が大きいほど、海外業務を有する

など様々であり、関係当事者も、業務関連では、上司、

企業数、海外売上高も大きくなることが予想され、こ

同僚、同期、それ以外では、家族、友人、同郷ネット

れらが高度外国人材の採用実績のある企業比率の高さ

ワークなど多種多様である。よって、先行調査では明

に通じ、既述の指摘 16)とも呼応する。逆にいえば、規

らかにされていない、日常的、随時機能している何ら

模が小さくなると、高度外国人材を雇用している企業

かの支援が存在している可能性があり、従来よりも支

が存在する割合は小さくなる。
これら企業の膨大な数、

援発生の想定範囲を拡げる必要がある。

そのなかで高度外国人材を雇用している企業が抽出さ
れる確率、さらに回収率や分析に必要な回答数などを

3.4 調査対象先と新卒外国人留学生の就職先
日本企業で働いている高度外国人材やその卵が、す

考慮すると、対象先の企業規模は自ずと限定されるで
あろう。

べて元外国人留学生社員ということではないが、その

このようななかにあっても、①1）と③10)は、正社員、

役割の大きさは既述の通りである。ここでは、先行調

または従業員数 300 人未満の構成比が、それぞれ

7
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表 11 調査対象先一覧

87.5％、91.6％と、図 2 のそれを上回る[4]。①では、

結果が、高度外国人材全体の活用や就業の実際とは異

｢外国人(正社員)を採用した理由」として「海外とのビ

なるのではないかという疑念が残る。

ジネスの円滑化」が 1 位であり、
「活用したい外国人の
国・地域」では、
「単純工」以外、特定の国・地域を指

3.5 考察

定した回答が常に上位を占めている。国際業務部門で

先行調査の検証によって明らかになった点は以下の

彼(女)らの需要が最も高いことから、特定出身国の外

通りである。専門的・技術的分野の就労を目的とする

国人能力が求められている可能性が高い。また、③で

在留資格にあって、他を大きく引き離す「技・人・国」

は過去 3 年間での留学生の採用経験については、
「採

の在留者数に関して、フロー、ストック双方で、外国

用した」とする企業は 9.6％と他の調査と比べ低く、規

人留学生が大きく貢献していることが推察できた。ま

模が大きい企業ほど採用したという回答が多いとの記

た、日本で就業する高度外国人材は、企業から極めて

述がある。ただし、従業員 30 人以上を調査対象とし

高い日本語コミュニケーション能力を求められており、

ており、留学生の就職先として最も多かった従業員 1

それが業務遂行上の課題、問題にもなっている。この

～49 人の企業を網羅しきれていない。また、
「外国人

ような状況下、彼(女)らに対する支援の様相について

社員が勤務している職種」における 1 位は「生産工程

は明らかにならなかった。さらに、今回検証した先行

作業員」とあり、先ほどの「単純工」同様、高度外国

調査の対象先と、多くの外国人留学生の就職先とでは

人材に関する回答とはいえないものも含まれている点

その企業規模が異なり、高度外国人材全体の活用、就

に留意すべきである。このように、高度外国人材に特

業の状況を反映していない可能性があることも判明し

化した他の調査とは異なり、小規模企業を含んだ調査

た。

には、非高度外国人材に関する回答も混在しており、
その検証には注意を要する。これらのことから、小規

4 まとめ

模企業に働く高度外国人材の考察には、
丹念なケース・

日本で学生生活を送った外国人留学生は、高い日本

タディの蓄積が肝要である。大規模企業と中小企業で

語能力を有していることが多く、就労にあたって特に

は、海外展開の有無、その規模、時期の面で大きな違

問題はないかに思われる。しかし、企業の期待する日

いがあり、外国人材に対して期待する能力、役割も異

本語コミュニケーション能力は極めて高く、彼(女)ら

なる可能性が高い。したがって、これらの調査

の活用の障害となっている。また、日本人材と同様に
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育成されることも多く、外国人固有の能力が活かされ
ていないと考えられる回答も散見された。高度外国人
材だからという理由で、自動的に求められる役割、能
力が決まらない状況にあって、彼(女)らはそれを理解、
納得したうえで就職しているのであろうか。日本独特
の就職活動と学業との両立に戸惑い、対応の遅れに焦
りつつ、日本で就職すること自体が目標となってしま
う留学生も多い。その一方で、企業の採用担当も、外
国人材に対するアピール材料として、国際業務や母国
関連業務配属への期待を過度に高めてしまうこともあ
る。この行き違いを解消する機会がなければ、期待す
る能力、キャリアプランなどに関する相互理解は、入
社時既に半ば崩れており、入社後は、配属先の業務内
容への不満など、人材活用の阻害要因となり続ける。
高度外国人材の活用の可否は、どのように採用に至っ
たのか、その採用プロセスも含めて考察する必要があ
るのではないか。
様々な経緯や当事者が関わるなか、これまでのアン
ケート調査では、多様な就労状況を解明することは難
しい。特に今回明らかにならなかった支援について、
その発生は随時であり、関係当事者、生じる場も多岐
にわたると思われる。したがって、支援、業務能力、
日本語コミュニケーション間の相互作用を明らかにす
るには、各個人の事情にまで深く入り込むことができ
る質的研究からのアプローチが望まれる 28) 。
そこから
得られる知見は、実務面でも多大なる貢献をもたらす
ものとなる 29) 。
最後に、今回検証した先行調査の対象先は規模の大
きな企業が多く、新卒留学生が就職している企業群と
はその規模が異なっていることを指摘した。これが、
外国人材を日本人材と同様の役割を期待し、OJT に則
った長期育成の対象とするのか、または母国関連の外
国人能力を活かし、特定国での取引強化や市場開拓な
ど、即戦力としての育成・活用に重きを置くのか、な
どの違いとなって表れる可能性がある。今後、質的調
査を中心に中小企業に対象先を絞った調査をおこない、
その結果を規模の大きな企業中心の先行調査と比較す
ることにより、これまでの調査結果が特定規模の企業
における外国人材活用の特徴に傾斜したものであるの
か、規模を超えた普遍的なものであるのかが明らかに
なるであろう。
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注
[1] 2015 年 4 月 1 日より「投資・経営」は「経営・管
理」に、
「技術」および「人文知識・国際業務」は
「技術・人文知識・国際業務」に変更された。
[2] 法務省ホームページ プレスリリース:
http://www.moj.go.jp/press_index.html （2018
年 3 月 12 日 参照）
[3] 法務省ホームページ「出入国管理」
（白書）:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/n
yukan_nyukan42.html （2018 年 3 月 12 日
参照）
[4] ただし、②9)は企業規模についての記載なく、⑩17)の
製造業 3 社は、海外展開などの記述から大規模企
業であると推察される。
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