
．はじめに

日本企業の国際人的資源管理に関しては、これまで数多くの研究において （海外子会社

の幹部人材の）現地化の遅れ が問題点として指摘されてきた。多国籍企業は 現地化 の

推進を通して 現地社会でのインサイダー化 有能人材の採用・定着 海外派遣者（駐在

員）の人件費圧縮 などの恩恵を享受することができる（石田 ・ 、

）。すなわち、現地化は外部環境面では 本国志向 的な企業イメージの回

避につながり、現地政府や地元経済界・地域社会との良好な関係をもたらす一方、内部環境

的には グラス・シーリング （ ）を打破することで、優秀な人材の採用・定着

とそのモチベーションの向上に資するものと考えられよう（古沢 ）。

しかし、上記の議論は 海外派遣者 に対する人的資源管理施策の重要性を否定するもの

ではない。その第 の根拠は、現地化戦略を最終的に実行するのは派遣者であるということ

である。海外子会社のトップマネジメントの人材配置に関しては、立ち上げ時は本国または

第三国からの派遣者が初代社長に起用され、 代目以降に 現地人 による代替の可能性が

模索されるのが通常であると思われる。派遣者には現地人後継者の育成・メンタリング・

コーチングといったプロセスにおいて重要な役割を果たすことが期待されている（

、 ）。その意味で、現地化のプロセスは、 派遣者の選

抜 からスタートすると言っても過言ではない。第 に、海外派遣の目的の多様性である。

例えば、 （ ）は、海外派遣の目的として、本来任務の遂行であ

る ポジションの補充 に加えて、異文化での経営経験による 管理者の育成 、国際人事

異動を通した 組織開発 （国境を越えた社会化）を挙げている。また、

（ ）は、海外派遣は 当面の問題 に対処するためだけに利用されるべきでなく、 グ

ローバルリーダーや経営後継者の育成 海外オペレーションの調整と統制 本社─子会社

間および各国子会社間の技術・情報の交換 といった戦略的価値を帯びている旨を論じてい
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る。同様に、白木（ ・ ）においても 現地法人の経営管理 経営理念・経営手法

の浸透 本社との調整 技術移転 キャリア開発 後継者となる現地人幹部の能力開

発 といった多様な項目が派遣者の役割として提示されている。そして第 の根拠は、日本

企業の海外子会社のコントロール様式の特殊性に関連したものである。日本企業の 現地化

の遅れ は、別言すれば日本人派遣者を媒介とした直接的コントロールが支配的であること

を意味する。事実、日本在外企業協会（ ）の調査で海外子会社（在 ）の統括方

法として 日本人管理者の派遣 を挙げる回答が ％に達したことからも分かるように、

従前から指摘されている 現地化の遅れ に関する問題を別にすれば、少なくとも現状では

派遣者に対する人的資源管理が日本企業における海外現地法人経営の成否を大きく左右する

ものと推察できる。

上記のような問題意識のもと、本論文の目的は、日本企業の海外派遣者に対する人的資源

管理について理論的・実証的に考察することにある。具体的には、先行研究に基づき、派遣

前・赴任中の施策と異文化適応、さらには帰任の重要性等について論じ、分析の理論的枠組

みを提示する。次に、日本企業における海外駐在経験者に対して筆者が実施したアンケート

調査の結果を示す。そして、実証研究から得られた知見をもとに、海外派遣者に対する今後

の人的資源管理のあり方に関して若干の提言を行いたい。

．海外派遣者に対する人的資源管理の理論的枠組み

海外派遣の 失敗

先述のとおり、海外派遣は海外子会社の管理および本社との調整、国際的視野を有した

リーダーの育成、国境を越えた社会化の促進など多様かつ戦略的な目的を内包している。に

も関わらず、国際経営論の世界では、かねてより 派遣の失敗 が問題視されてきた。この

問題は、特に米国企業において深刻で、 （ ）は先行研究

から導出される失敗率（任期満了前の帰国や解任）が ％に達していると述べている ）。

また、 （ ）によれば、失敗がもたらす直接的コストは 人当たり

万ドル以上、米国企業全体の損失額は年間 億ドル以上にのぼる可能性もあるという。さ

らに、 （ ）は、海外派遣の失敗を 任期満了前の帰国 とそれに伴う直

接的・間接的コスト、 現地において効果的に職責を果たしていない 意欲喪失者

（ ）の存在、 帰任後の離職、 上記 の噂が流布することによる最優秀

候補者の派遣難とそれがより多くの失敗をもたらす 悪循環 の進行、 悪循環 による

グローバルな経験を有した 本社経営幹部人材の減少 など、より広義に捉えている。

（ ・ ・ ）は、米国企業における高い失敗率の原因として 専門的・技

術的能力 （ ）に偏重した 選抜基準 と 異文化適応研修 の不足

を指摘している。 （ ）によれば、調査対象の ％しか選抜に際して対人関係能力
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）例えば、 （ ・ ・ ）の調査では、米国企業の ％で ％の失敗が見られ、 ％の
企業ではそれが ％に達している。
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を測定しておらず、異文化適応研修を実施していない企業が ％に達する ）。同様に、

（ ）や （ ）も、派遣の失敗の理由とし

て選抜基準や異文化適応研修の問題を取り上げている ）。また、

（ ）は、現地赴任後の施策にも着目し、先行研究をもとにフォローアップ研修

が不十分であることを報告している。さらに、 （ ）や

（ ）、 （ ）の研究では、デュアル・キャリアの問題など 帯同

家族への配慮不足 に言及し、配偶者の就職支援や子女教育の面でのケアの重要性を論じて

いる。

二重帰属市民型 の派遣者

（ ・ ）の トランスナショナル企業モデル や

（ ）による メタナショナル企業モデル に象徴されるように、今日の

多国籍企業には 現地適応 と グローバル統合 の両立が求められている。それは、現地

適応度の高い経営を通して獲得したローカルの知識をグローバルに役立てる“

”の経営が要請されていることを指し示している。

上記の議論を国際人的資源管理の文脈で捉えると、 トランスナショナル企業 メタナ

ショナル企業 の担い手となる人材には 多様性 に対する理解と グローバル最適 の思

考とのバランス軸となる グローバル・マインドセット が必要不可欠と考えられる（古沢

）。

こうした中、 （ ）は、 本社への忠誠心 と 海外子会社への忠誠心 と

いう視点から海外派遣者を つにタイプ分けし、今日の多国籍企業が必要とする派遣者につ

いて論じている（図 ）。

第 のタイプは、本社と海外子会社の双方に対する忠誠心が低い フリーエージェント

型 で、派遣前の異文化適応研修の不足がこのタイプの出現を助長する。第 は 土着型

で、経営の現地適応度には優れるが、本社に対するコミットメントが弱いため、グローバル

） は、これらの点における日本企業の優位性を指摘し、米国企業に対して派遣者の選抜・研修方法
の改革を求めている。 の調査では、日本企業の ％が失敗率 ％以下である。
）この点に関連して、 （ ）は、米国企業の派遣者の ％以上が事前研修を受けておら
ず、 ％は資料配布のみであったことを明らかにしている。一方、田中（ ）によれば、日本企業にお
ける派遣前研修の実施率は 年代には 割程度であったが、 年代はそれが 割となり、 年代ではほ
とんどの企業で実施されるようになったという。

図 海外派遣者のタイプ

（出所） （ ） を加工。



な方針・計画に抵抗したり、帰任後に離職するなどして本社が彼（彼女）らの知識・経験を

活用することを困難にする。次に、第 は 本社志向型 で、本社に対して忠誠心を有する

が、現地適応が不十分で子会社へのコミットメントが低いケースである。本社志向型は、

本社─子会社 間の調整をスムーズにし、帰任後も本社に留まる可能性が高いため、本社

が当該人材への投資からリターンを得る機会を提供する。しかしながら、子会社への忠誠心

の弱さが現地事情に対する学習意欲を阻害し、本社が得るべきリターンそのものを減少させ

る危険性を有している。そして、第 は本社と子会社の双方に対する忠誠心が強く、両者の

要求や目的の統合を心がける 二重帰属市民型 で、 はこのタイプこそが 現

地適応 と グローバル統合 の両立に寄与しうる海外派遣者である旨を述べている。

海外派遣者に求められる 異文化適応 の 次元

多国籍企業は 企業文化と国民文化の相克 という宿命的ジレンマに対して、グローバル

な経営理念に立脚した コア文化 の構築により組織の求心力を維持する一方、国民文化の

多様性に裏打ちされた ペリフェラル文化 の並存を通してイノベーションの源泉となる遠

心力の醸成を図らねばならない（古沢 ） ）。こうした状況下、 二重帰属市民型 の派

遣者となるためには、本国の文化を否定することなく、赴任先の文化に対して感謝と敬意を

表明する 異文化適応能力 が求められることとなる（ ）。

（ ）や日本労働研究機構（ ）は、海外派遣者の異文化適応を 仕事

適応 対人適応 、食事・交通・健康管理等を含む 一般適応 という つの次元で捉えて

いる。一方、異文化適応の状態は、 異文化への本人の主観的な慣れ・親しみの程度を示す

心理的適応 、 現地での課題達成度を適応の代理指標として用いる 客観的適応 の

側面から測定可能とされている（日本労働研究機構 ）。

異文化適応 に影響を与える諸要因

異文化への適応は、海外赴任前に 先行適応 （ ）という形で始

まる。先行適応のプロセスにおいて、人々は自らのメンタルマップを現地のそれに合わせる

ことで 先行期待 （ ）を形成する。例えば、赴任国が左側通行で

あることを知っていれば、事前に精神的な適応が可能となるのである。先行適応には、派遣

前の異文化適応研修と個人の過去の海外経験が影響を与える（

、 ）。

次に、赴任後の異文化適応に関しては、 ハネムーン期 カルチャーショック期 適応

期 習熟期 の 段階からなる カーブ適応 理論が広く知られている（

）。赴任当初がハネムーン期とされるのは、新たな文化に魅了され、見聞

きする全ての事象に新鮮な興奮を覚えることが多い時期であるためである。また、

（ ）も同様の 文化変容のカーブ について議論を展開しており、これら所説
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）国民文化の多様性に関しては、 （ ・ ）が示した 権力格差 不確実性回避 個人
主義 集団主義 男性化 女性化 短期志向 長期志向 の 次元、 （ ）がコミュニケーショ
ン様式の視点から論じた 高コンテクスト文化 低コンテクスト文化 などが代表的議論と言える。企業
文化と国民文化の関係については、馬越（ ）を参照されたい。



日本企業の海外派遣者に対する人的資源管理の研究（古沢）

は、カルチャーショックが着任数ヶ月後に発現する可能性があることから、異文化適応に向けた

施策が赴任中においても求められることを示唆している（ ）。さらに、赴任中

には、異文化適応のための継続的支援に加え、 二重帰属市民型 派遣者を育成・確保する

ための取り組みや帰任を睨んだ施策など多角的なアプローチが必要となる。例えば、派遣者は最

新の技術や社内情報・人間関係に疎くなる 浦島太郎現象 （茂垣 ））、本社で忘れられ

た存在となることを恐れる “ ”症候群 （ ）といった不

安を抱えている。そこで、派遣者に対する人的資源管理においては、土着化への偏向を防止

するとともに、上記の懸念材料を解消すべく、情報面や人間関係面で本社との緊密な関係を

維持することが重要となろう。こうした中、 （ ）は、赴任後の適応に影響

を与える要因として、 個人的要因、 仕事要因、 組織的要因、 仕事以外の要因を提示

している。このうち、個人的要因は 自己志向的因子 （自分自身を信じるとともに、外国

人や新たな環境に効果的に対処する能力に対して自信を持つ傾向）、 他者志向的因子 （新

たな人々と出会い、交流し、共感する能力）、 知覚志向的因子 （文化の目に見えない地図

と規則を把握し理解する能力）という つのカテゴリーで構成される。次に、仕事要因につ

いては 仕事上の裁量度 と 仕事の明確性 を高めるとともに、本社と子会社の期待を一

致させ派遣者の 役割葛藤 を軽減することが必要となる（ ）。労働政策

研究・研修機構（ ）の調査によると、日本人派遣者は本国勤務時に比べ、平均で つ以

上多くの職務件数をこなすとともに、職位（名目上）も平均 ランク上昇している。この

ように仕事の幅の拡大に加えて職位がアップし責任も増す中、派遣者に対する職務設計は人

的資源管理上の重要施策の一つと言えるだろう（ ）。また、

組織的要因には 着任後の異文化適応研修 組織文化の新奇性 、家探しや子女教育の支援

といった 物的支援 、協力的同僚の存在による情報面・精神面のサポートを意味する 社

会的支援 が含まれる。そして、仕事以外の要因としては 配偶者の適応 赴任国の文化

的距離 職場外での現地の人々からの社会的支援 がある。

帰任 の重要性

（ ）は、 適切な選抜 効果的な研修 適応の支援 帰任の成功 グロー

バルリーダーの確保 という海外派遣成功のサイクルを示している（図 ）。その特徴は、

冒頭で示した海外派遣の戦略的価値を見据え、 成功 の定義を海外勤務中の 異文化適

応 に留まることなく、派遣経験者の 帰任後の有効活用 も含めて捉えている点にある。

従来、海外派遣者の帰任に対しては、学術・実務の両面において必ずしも十分な注意が払

われてこなかった（ 、 、 、

、内藤 ）。例えば、 （ ）は、帰任を新たな

海外勤務と同様に捉えるべきであるにも関わらず、本社側の関心が薄い点を問題視してい

る。彼らによると、米国人派遣者の ％、日本人の ％、フィンランド人の ％が帰国後の

再適応に困難を覚え、逆カルチャーショックを感じているが、彼（彼女）らの 割以上は帰

任前後に 時間未満の研修やオリエンテーションしか受けていない。

）本現象については、石田（ ）の調査にも示されている。



派遣者は、海外勤務を通して新たなメンタルマップや行動様式を獲得しているため、帰任

に先立つ正確な期待の形成と事前適応を促進する施策を講じることが肝要である（

、中村 ）。具体的には、本社との広範な情報交換やメンター ）を通したアドバイ

ス・サポートがメンタルマップの修正・調整に役立つと考えられる（ ）。

また、石田（ ・ ）の日本企業の駐在経験者に対する研究では、帰任者を 海外

勤務中の仕事満足度 と 現在（帰任後）の仕事満足度 の双方が高い シアワセ人 、

海外勤務中の満足度は高かったが、帰任後が低い オモイデ人 、 海外勤務中は低かった

ものの、現在は高い イマオイ人 、 海外勤務時・現在ともに低い カナシミ人 に分類

し、 と の合計が 割近いことを指摘している。そして、 海外経験が帰国後にほとんど

活かされていない との回答が 割強に達する ）。こうした事実は、国内外のキャリアパス

の統合化を含めた体系的な人的資源管理施策の必要性を示唆するものであろう（茂垣

）。

．実証研究 日本企業における海外駐在経験者に対するアンケート調査報告

ここでは、筆者が日本企業における海外駐在経験者に対して実施したアンケート調査の結

果を報告する。調査の目的は つある。第 は、海外派遣者に対する人的資源管理施策を巡

る状況を探るとともに、その派遣地域別の差異について考察することにある。第 は、前節

までの議論を踏まえ、派遣前・赴任中の施策と異文化適応や意欲、仕事成果、スキルアッ

プ・自己実現、さらには帰任後の状況との関連性を統計的に検証し、その結果をもとに今後

の日本企業の人的資源管理に関する若干の提言を行うことである。

調査概要

本調査（調査名 日本企業の海外駐在員の異文化適応に関する調査 ）は、筆者が

年 月に 関西生産性本部の 中国ビジネス懇話会 に参加する 社の多国籍企業に対して
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） （ ）では、“ ”という用語が使われている。
）同様に、 （ ）や （ ）も、駐在経験者が自身の知識・スキ
ルが帰国後に本社で活用されないことに対して抱える不満について述べている。

図 海外派遣成功のサイクル

（出所） （ ） 。
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実施したものである。なお、回答者については 海外子会社に経営幹部・管理者として 年

以上駐在し、帰国後 年以内 を条件化した。対象を 経営幹部・管理者 に限定したの

は、本論文で前提としている海外派遣者の役割に鑑みたもので、専門職やトレーニーは含ま

れない。また、駐在期間を 年以上 としたのは、先に示した カーブ適応 理論で

は駐在後概ね 年で 適応期 から 習熟期 に移行すると想定されていることを考慮した

結果であり、 帰国後 年以内 については内外の環境変化の影響を最小化するためであ

る。

質問票は各社に郵送または メールで送付し、上記条件に合致する人による回答を依頼

した。また、企業毎の回答数のバラツキを抑えるべく、 社あたり 名を目処として提

示した。その結果、計 名から回答が寄せられた。直近の赴任地別内訳は 中国 名、

その他（中国以外の）アジア 名、 北米 名、 欧州 名、 その他

名である ）。

派遣者に対する人的資源管理施策を巡る状況

選抜基準 に関する状況

選抜については、専門的・技術的要因に偏重した選抜に警鐘を鳴らす諸説を踏まえ、 語

学力や現地の文化への精通度 専門的・技術的スキル リーダーシップや人間関係構築能

力 家族要因 という つの基準を提示し、派遣者本人が選抜に際して各々がどの程度評

価・考慮されたと感じているかを 点法で尋ねた（ 大いに評価・考慮された、 どち

らとも言えない、 全く評価・考慮されず）。

回答の平均値は、 専門的・技術的スキル が最も高く（ ）、 リーダーシップや人間

関係構築能力 が で続いている（表 ）。両者の差が小さいため 偏重 とは言えない

が、日本企業においても 専門的・技術的スキル が派遣者選抜の際の最重要基準であるこ

とが伺える。なお、最低は 家族要因 で であった。この点に関しては、日本企業では

単身赴任が珍しくないことと関係しているように思われる。また、赴任地別のスコアを分散

分析にかけたところ、 語学力や現地の文化への精通度 に ％水準、 リーダーシップや

人間関係構築能力 に ％水準の有意差が検出され、いずれも 中国 の平均値が最も低

かった ）。

派遣前の施策 の実施状況

次に、 語学 人事労務管理・労使関係 文化・価値観 生活 危機管理 に関する

研修等の実施状況、 事前の現地視察の機会 駐在経験者からのアドバイス の有無、役割

葛藤の低減に資すると考えられる 赴任先の経営状況 任務・役割と責任・権限 キャリ

アパス上の意義 人事考課基準 等の説明、さらには社会化の促進に関連した事項として

自社の 経営理念 人事労務管理・労使関係の基本方針 の基本方針 に関する研

）本論文では、 その他 の 名については、議論の便宜上、分析の対象から削除させていただいた。ま
た、ここでの 中国 は中国本土を指し、台湾・香港は その他アジア に分類した。
）多重比較では、 語学力や現地の文化への精通度 に関して中国と北米・欧州の間で ％水準、その他
アジア 北米で ％水準の有意差が検出された（以下、多重比較については ％・ ％・ ％水準の有
意差を掲載）。



修等の実施状況について 点法で質問した（ 十分、 どちらとも言えない、 不十

分。以下、同様の基準）。

全体の平均値は、 任務・役割や責任・権限に関する説明 が最も高く（ ）、 自社の

経営理念・行動規範に関する研修等 が で第 位となった（表 ）。また、 語学研修

のスコア（ ）が最低であった。分散分析の結果は、 現地の人事労務管理・労使関係に

関する研修等 で ％水準、 語学研修 生活に関する研修等 駐在経験者からのアドバ

イス等 に関して ％水準の有意差が出ており、いずれも 中国 への派遣者のスコアが最

低であった ）。

赴任中の施策 の実施状況
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表 選抜基準 に関する状況

全体
直近の赴任地

値
中国 その他アジア 北米 欧州

語学力や現地の文化への精通度

専門的 技術的スキル

リーダーシップや人間関係構築能力

家族要因

（注） 。

表 派遣前の施策 の実施状況

全体

直近の赴任地

値
中国

その他

アジア
北米 欧州

語学研修

赴任先企業の経営状況や経営方針 施策に関する研修 情

報提供

任務 役割や責任 権限に関する説明

キャリアパス上の意義に関する説明

現地の人事労務管理 労使関係に関する研修 情報提供

現地の文化や現地人の価値観に関する研修 情報提供

現地での生活に関する研修 情報提供

危機管理 安全対策に関する研修 情報提供

事前の現地視察の機会

赴任地への駐在経験者からのアドバイス 情報提供

人事考課基準や報酬制度に関する説明

自社の経営理念 行動規範に関する研修 情報提供

自社の人事労務管理 労使関係の基本方針に関する研修

情報提供

自社の に関する研修 情報提供

（注） 。
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ここでは、社会的支援に関連した 業務引継ぎやオリエンテーション 日本人派遣者か

らの助言等 のほか、 語学 文化・価値観 生活 に関する現地着任後の支援策、 健

康 危機管理 のためのサポート、さらには仕事の困難さや生計費を考慮した 報酬 に

ついて尋ねている ）。また、本社と子会社への つの忠誠心 を有した 二重帰属市民

型 の派遣者を確保するためには、異文化適応を促進する一方で、情報面や人間関係面で本

社との緊密な関係を維持することが重要であると考えられる。そこで、本社における メン

ター等の存在 本社人事部や労働組合の現地訪問 ） 本社の最新の経営施策や技術動向

に関するリアルタイム情報の提供 人事考課結果のフィードバック といった質問項目を

提示した。

分析結果は、 先に赴任していた日本人派遣者からの助言等 のスコアが最も高く

（ ）、 仕事の困難さや生計費を考慮した報酬 が で続いている（表 ）。また、 現

地の文化や価値観に関する研修等 が で最低であったが、本項目は前掲の派遣前施策に

おいてもスコアが低く（ ）、日本企業が派遣前・赴任中の研修テーマとして相対的に軽

視している様子が伺える。一方、分散分析に関しては、 業務引継ぎや着任時オリエンテー

ション に ％水準、 先に赴任していた日本人派遣者からの助言等 に ％水準の有意差

が検出され、両者とも中国赴任者の平均値が最低であった ）。

異文化適応 意欲 仕事成果 スキルアップ・自己実現 に関する状況

次に、派遣者の海外勤務中の状況について 異文化適応 意欲 仕事成果 スキル

アップ・自己実現 という つの視点からのアプローチを試みた。 異文化適応 に関して

は、 （ ）や日本労働研究機構（ ）の議論に従い、 仕事適応 対人適

応 一般適応 の 次元に分けて捉えるとともに、先に示した 心理的適応 と 客観的適

応 の両面を考慮して質問項目の設計を行った。具体的には、仕事適応は 外国語による会

話・文書 赴任先企業の風土・仕事の進め方 任務・役割や責任・権限 人事労務管

理・労使関係 への適応、対人適応は 他の日本人派遣者 現地人社員 取引先 政府

機関 日本人組織 仕事以外での現地の人々 との関係構築や交流、一般適応は 気候・

風土 食事・食生活 治安・安全 への適応と 心身の健康 について尋ねている。次

に、 意欲 の面では 日本勤務時と比較したモチベーション 任期以上の駐在も厭わない

気持ち 再赴任の希望 経験・ノウハウのフィードバック願望 キャリアアップを信じ

る気持ち について質問し、 仕事成果 に関しては 上司 同僚・部下 からの評価と

本人 の満足度を探った。そして、最後に海外駐在による スキルアップ と 自己実

現 の程度を尋ねた。

まず、異文化適応の 次元について見てみよう。全体的傾向として 一般適応 のスコア

）多重比較の結果、 語学研修 に関して中国と北米・欧州の間で ％水準、 現地の人事労務管理・労使
関係に関する研修等 について中国 北米で ％水準、 現地の文化や価値観に関する研修等 に中国
北米で ％水準、 生活に関する研修等 に中国 北米で ％水準、 駐在経験者からのアドバイス等
に中国・その他アジア 北米で ％水準、北米 欧州で ％水準の有意差が現れた。
）国際人事異動に伴う報酬制度には バランスシートアプローチ などがある（古沢 ）。
）例えば、パナソニックには日本本社の労使が合同で海外派遣者を定期的に巡回訪問する制度がある（筆
者の同社に対するヒアリングによる。 年 月 日）。
）多重比較では、 業務引継ぎや着任時オリエンテーション に中国 北米で ％水準、 先に赴任してい
た日本人派遣者からの助言等 に中国 北米で ％水準の有意差が検出された。



が非常に高く、 項目中 項目で平均値が 以上を記録している（表 ）。また、 対人適

応 も 項目中 項目が を越えた。一方、 （ ）の研究で最も容易とさ

れた 仕事適応 については全て 点台であった ）。次に、 意欲 に関しては全項目が

以上で、うち つが 点以上であった。多くの日本人派遣者が現地で意欲的に職務に取

り組んでいた様子が伺えよう。 仕事成果 についても全て 以上を記録している。そし

て、海外駐在を通しての スキルアップ・自己実現 の 項目ともに 点以上の高いスコア

を示していることも注目に値しよう。なお、分散分析の結果は、仕事適応の中の 外国語の

会話や文書 に ％水準、 赴任先企業の風土・仕事の進め方 に ％水準の有意差が見出

され、いずれも中国赴任者のスコアが最も低かった。一般適応については 心身の健康 に

％水準、 治安・安全 に ％水準、 気候・風土 に ％水準の有意差が出ており、 項

目とも 中国 が最低であった。また、 意欲 の面では 日本勤務時より高いモチベー

ション 経験・ノウハウをフィードバックしたい気持ち に ％水準、 再度赴任したい気

持ち 駐在がキャリアアップにつながるとの信念 に ％水準の有意差があり、うち 項

目で 中国 のスコアが最低となった。さらに、 仕事成果 の中の 上司の評価 と ス
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） （ ）は、 仕事適応 が最も容易であることの根拠として、本社と海外子会社における
手続き等の類似性を挙げている。その意味で、今回の調査結果には、日本企業と欧米企業の 公式化 に
関する差異が影響しているのかもしれない（古沢 ）。

表 赴任中の施策 の実施状況

全体

直近の赴任地

値
中国

その他

アジア
北米 欧州

業務引継ぎや着任時オリエンテーション

先に赴任していた日本人派遣者からの仕事や生活面での助

言 サポート

語学力向上のための支援策

現地の文化や現地人の価値観に関する研修 情報提供

本社（含む地域統括会社）におけるメンターやアドバイザーの

存在

現地での生活に関する支援策 情報提供

本社人事部や労働組合の現地訪問など要望を直接伝える機会

現地の信頼できる医療機関との提携など健康面の支援策

危機管理 安全対策に関するバックアップ体制

本社の最新の経営施策や技術動向に関するリアルタイム情報

の提供

有給による帰国休暇

人事考課結果に関するフィードバック

仕事の困難さや生計費を考慮した報酬

帰任後の仕事やキャリアに関する説明

（注） 。
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キルアップ・自己実現 の両項目でも統計的有意差が検出され、全てにおいて中国赴任者の

スコアが最も低かった ）。

表 異文化適応 意欲 仕事成果 スキルアップ 自己実現 に関する状況

全体

直近の赴任地

値
中国

その他

アジア
北米 欧州

．異文化適応

仕事適応

外国語の会話や文書への適応

赴任先企業の風土 仕事の進め方への適応

任務 役割や責任 権限への適応

人事労務管理 労使関係への適応

対人適応

自社の日本人派遣者との関係構築

現地人社員との関係構築

現地の取引先との関係構築

現地政府との関係構築

日本人組織との関係構築

仕事以外での現地の人々との交流

一般適応

気候 風土への適応

食事 食生活への適応

治安 安全に関する状況への適応

心身の健康

．意欲

日本勤務時より高いモチベーション

任期以上の駐在を厭わない気持ち

再度この国に赴任したい気持ち

駐在で得た経験 ノウハウを本社や後進にフィードバック

したい気持ち

駐在がキャリアアップにつながるとの信念

．仕事成果

上司は私の仕事成果を評価

同僚や部下は私の仕事成果を評価

私自身は私の仕事成果に満足

．スキルアップ・自己実現

駐在を通してスキルアップを実感

駐在による自己実現

（注） 。



帰任後 の状況

海外派遣の成功は、派遣者が帰任後の環境に（再）適応し、海外勤務を通して得た知識・ス

キルが自社の国際化・国際事業の推進に有効に活用されるとともに、海外勤務経験が経営幹

部としてのキャリアパスに連動することによって完結するものと考えられる。そして、本社

における意思決定の中心人物がグローバルな視点と経験を有することが 内なる国際化

（吉原 ・ ）を促進すると同時に、他の有能人材の海外勤務を誘発し人材プールを強

固にするのである（ ）。本調査では、帰国後の 任務・役割や責任・権限

職場の人間関係 生活 への適応に加えて、 会社が海外駐在で得た知識・スキルを経営

の国際化に役立てようとしているか 会社が駐在経験を経営幹部としてのキャリアパスに

必要不可欠と捉えているか に関する回答者本人の考えを質問している。

結果は、 生活への適応 が最も高く（ ）、 職場の人間関係 が で第 位になっ

ている（表 ）。最低は 会社は駐在経験をキャリアパスに不可欠と認識 で に留まっ

た。分散分析では 会社は海外駐在で得た知識・スキルを国際化に役立てようと意識 会

社は駐在経験をキャリアパスに不可欠と認識 の 項目に関して ％水準の有意差が現れ、

いずれも 中国 への赴任者のスコアが最低であった ）。

派遣者に対する 人的資源管理施策 と 異文化適応 意欲 仕事成果 スキル

アップ・自己実現 帰任後の状況 の関係

派遣前・赴任中の施策 の因子分析

上記の関係性を考察するに際して、まずは派遣前・赴任中の施策の因子分析を行い、各々
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）多重比較では、 外国語の会話や文書 について中国と他の 地域の間で ％水準、 治安・安全 に中
国 その他アジアで ％水準、 心身の健康 に中国 その他アジアで ％水準、 日本勤務時より高いモ
チベーション に中国・北米 その他アジアで ％水準、 再度赴任したい気持ち に中国 北米で ％
水準、 経験・ノウハウをフィードバックしたい気持ち に中国 欧州で ％水準、 駐在がキャリアアッ
プにつながるとの信念 に中国 その他アジアで ％水準、 自己実現 に中国 その他アジア・欧州で
％水準の有意差が各々検出された。

）多重比較では、 会社は駐在経験をキャリアパスに不可欠と認識 に中国 北米・欧州で ％水準の有
意差が現れた。

表 帰任後 の状況

全体
直近の赴任地

値
中国 その他アジア 北米 欧州

任務 役割や責任 権限への適応

職場の人間関係への適応

生活への適応

会社は駐在で得た知識 スキルを国

際化に役立てようと意識

会社は駐在経験を経営幹部としての

キャリアパスに不可欠と認識

（注） 。
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をいくつかのグループに整理・集約化する作業を行った。

派遣前の施策 については、 つの因子（固有値 以上）が抽出された（表 ）。第

因子は 生活に関する研修等 文化や価値観に関する研修等 危機管理・安全対策に関

する研修等 現地の人事労務管理・労使関係に関する研修等 駐在経験者からのアドバイ

ス等 の 項目で構成されており、いずれも現地での生活や企業経営に資する研修等である

ことから 現地の経済社会に関する情報提供 と命名したい。次に、第 因子は 自社の

に関する研修等 自社の人事労務管理・労使関係の基本方針に関する研修等 自社

の経営理念・行動規範に関する研修等 の 項目で、国境を越えた社会化に関連した事項で

あるので わが社ウェイの教育 と名づけることができよう。そして、第 因子は 赴任先

企業の経営状況や経営方針・施策に関する研修等 任務・役割や責任・権限に関する説明

キャリアパス上の意義に関する説明 の つからなる。これらは駐在に際して赴任先企業

の状況と自らに課せられた任務、さらにはキャリアパス上の意義を理解させる意味合いを帯

びたものであることから 赴任先企業に関する情報提供と任務・キャリア上の意義の徹底

と呼ぶこととする。

一方、 赴任中の施策 についても、 つの因子（固有値 以上）が抽出された（表

）。第 因子は 危機管理・安全対策に関するバックアップ体制 本社の最新の経営施策

や技術動向に関するリアルタイム情報の提供 本社人事部や労働組合の現地訪問など要望

を直接伝える機会 人事考課結果に関するフィードバック 信頼できる医療機関との提携

など健康面の支援策 帰任後の仕事やキャリアに関する説明 有給による帰国休暇 生

活に関する支援策等 本社におけるメンターやアドバイザーの存在 といった数多く項目

を含んでいるが、これらはいずれも現地での異文化適応を本社がサポートするとともに、本

社との緊密な関係の維持を企図したものであることから 本社との双方向の情報交流の促

表 派遣前の施策 の因子分析

項目 因子 因子 因子

現地での生活に関する研修 情報提供

現地の文化や現地人の価値観に関する研修 情報提供

危機管理 安全対策に関する研修 情報提供

現地の人事労務管理 労使関係に関する研修 情報提供

赴任地への駐在経験者からのアドバイス 情報提供

自社の に関する研修 情報提供

自社の人事労務管理 労使関係の基本方針に関する研修 情報提供

自社の経営理念 行動規範に関する研修 情報提供

赴任先企業の経営状況や経営方針 施策に関する研修 情報提供

任務 役割や責任 権限に関する説明

キャリアパス上の意義に関する説明

固有値

寄与率 ％ ％ ％

（注）因子抽出法 主因子法、回転法 バリマックス法（回転後の数値）。



進 としたい。第 因子は 現地の文化や価値観に関する研修等 と 語学力向上のための

支援策 で構成されており、 異文化理解と語学力向上のための支援策 と呼ぶことができ

よう。そして、第 因子は 業務引継ぎや着任時オリエンテーション 先に赴任していた

日本人派遣者からの助言等 の 項目で、 日本人派遣者間の情報共有とサポート と名づ

けた。

人的資源管理施策 と 異文化適応 の関係

次に、派遣者に対する人的資源管理施策と異文化適応の関係を探るべく、異文化適応の

次元を従属変数とした重回帰分析を行った（ つの従属変数は表 掲載の各項目の平均値を

使用 ））。独立変数は つの選抜基準と派遣前・赴任中の施策の 因子のほか、直近の赴任

地および過去の駐在経験をダミー変数として投入した（赴任地の参照カテゴリーは中国。例

えば、北米ダミーは 北米 、北米以外 、駐在経験は 複数回 、 回のみ

として変数化）。

仕事適応に関しては、選抜基準の 語学力や現地の文化への精通度 と赴任中施策におけ

る 日本人派遣者間の情報共有とサポート 、ダミー変数の その他アジア が ％水準で

有意となっている（表 ）。選抜に際しては語学力や現地文化への精通度を考慮すること、

着任後は十分な業務引継ぎとオリエンテーションを実施するとともに、日本人派遣者間での

助け合いを図ることが仕事適応を高める上で重要であると判断できよう。次に、対人適応の

面では、赴任中施策の 本社との双方向の情報交流の推進 が ％水準で有意になった。ま

た、一般適応については 本社との双方向の情報交流の推進 日本人派遣者間の情報共有
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）信頼性係数は、 仕事適応 、 対人適応 、 一般適応 であった。

表 赴任中の施策 の因子分析

因子 因子 因子

危機管理 安全対策に関するバックアップ体制

本社の最新の経営施策や技術動向に関するリアルタイム情報の提供

本社人事部や労働組合の現地訪問など要望を直接伝える機会

人事考課結果に関するフィードバック

現地の信頼できる医療機関との提携など健康面の支援策

帰任後の仕事やキャリアに関する説明

有給による帰国休暇

現地での生活に関する支援策 情報提供

本社におけるメンターやアドバイザーの存在

現地の文化や現地人の価値観に関する研修 情報提供

語学力向上のための支援策

業務引継ぎや着任時オリエンテーション

先に赴任していた日本人派遣者からの仕事や生活面での助言 サポート

固有値

寄与率 ％ ％ ％

（注）因子抽出法 主因子法、回転法 バリマックス法（回転後の数値）。
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とサポート が ％水準、 その他アジア が ％水準、海外駐在経験ダミーが ％水準で

有意な影響力を有していることが分かった。

人的資源管理施策 と 意欲 仕事成果 スキルアップ・自己実現 の関係

前項と同様に表 掲載の各項目の平均値を従属変数として用いた ）。 意欲 に関する重

回帰分析の結果は、赴任中施策の 本社との双方向の情報交流の推進 が ％水準で有意に

なった（表 ）。また、直近赴任地のダミー変数は 地域ともに有意になっており、参照カ

テゴリーである 中国 への赴任者が意欲の面で問題を抱えている様子が伺える。次に、

仕事成果 の重回帰分析では、選抜基準の リーダーシップや人間関係構築能力 が ％

水準、 本社との双方向の情報交流の推進 が ％水準で説明力を有していることが示され

た。前者については、海外子会社の経営幹部・管理者として派遣する際にはリーダーシップ

や人間関係構築能力が重要であること、後者に関しては 二重帰属市民型 の派遣者が求め

られる中、本社との緊密な関係構築が必要不可欠であることを物語る結果であると言えよ

う。最後に、 スキルアップ・自己実現 では、先に示した 意欲 と同様に直近赴任地ダ

ミーの全てで有意になっている点が注目される。

派遣者に対する 人的資源管理施策 と 帰任後の状況 の関係

ここでは、表 で見た つの項目を各々従属変数として重回帰分析を行った。まず、帰国

後の 任務・役割や責任・権限への適応 （仕事への適応）に関しては、選抜要因の 家族

）信頼性係数は、 意欲 、 仕事成果 、 スキルアップ・自己実現 であった。

表 異文化適応 に関する重回帰分析

仕事適応 対人適応 一般適応

（選抜基準）語学力や現地の文化への精通度

（選抜基準）専門的 技術的スキル

（選抜基準）リーダーシップや人間関係構築能力

（選抜基準）家族要因

（派遣前施策）現地の経済社会状況に関する情報提供

（派遣前施策）わが社ウェイの教育

（派遣前施策）赴任先企業に関する情報提供と任務 キャリ

ア上の意義の徹底

（赴任中施策）本社との双方向の情報交流の促進

（赴任中施策）異文化理解と語学力向上のための支援策

（赴任中施策）日本人派遣者間の情報共有とサポート

直近赴任地ダミー（その他アジア）

直近赴任地ダミー（北米）

直近赴任地ダミー（欧州）

海外駐在経験ダミー（複数回）

調整済み 乗

値

（注） 。係数は標準偏回帰係数（以下、同様）。



要因 と赴任中施策の 本社との双方向の情報交流の促進 が ％水準で有意になった（前

者はマイナスの係数。表 ）。また、 人間関係 の側面では、選抜基準の 専門的・技術的

スキル リーダーシップや人間関係構築能力 、赴任中施策の 日本人派遣者間の情報共有

とサポート がいずれも ％水準、 生活 に対しては 本社との双方向の情報交流の促

進 が ％水準で各々影響力を有することが分かった。次に、 会社は海外駐在で得た知

識・スキルを国際化に役立てようと意識 については、派遣前施策の わが社ウェイの教

育 で ％水準、 リーダーシップや人間関係構築能力 日本人派遣者間の情報共有とサ

ポート とダミー変数の 欧州 で ％水準の有意となった。また、海外駐在経験ダミーが

マイナスの係数で有意（ ％水準）であった。続いて、 会社は駐在経験をキャリアパスに

不可欠と認識 に関しては リーダーシップや人間関係構築能力 本社との双方向の情報

交流の促進 日本人派遣者間の情報共有とサポート が ％水準、 欧州 が ％水準で有

意（プラス）となる一方、海外駐在経験ダミーの係数はマイナスであった（ ％水準で有

意）。全体的傾向としては、選抜基準の リーダーシップや人間関係構築能力 および赴任

中の 本社との双方向の情報交流の促進 が帰任後の状況の多くの側面と関係性を有してい

ること、海外駐在経験ダミーが 国際化に役立てようとする意識 キャリアパスに不可欠

と認識 にマイナスの係数で有意になっていることに注意する必要があると言えよう。
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表 意欲 仕事成果 スキルアップ・自己実現 に関する重回帰分析

意 欲 仕事成果
スキルアップ・

自己実現

（選抜基準）語学力や現地の文化への精通度

（選抜基準）専門的 技術的スキル

（選抜基準）リーダーシップや人間関係構築能力

（選抜基準）家族要因

（派遣前施策）現地の経済社会状況に関する情報提供

（派遣前施策）わが社ウェイの教育

（派遣前施策）赴任先企業に関する情報提供と任務

キャリア上の意義の徹底

（赴任中施策）本社との双方向の情報交流の促進

（赴任中施策）異文化理解と語学力向上のための支援策

（赴任中施策）日本人派遣者間の情報共有とサポート

直近赴任地ダミー（その他アジア）

直近赴任地ダミー（北米）

直近赴任地ダミー（欧州）

海外駐在経験ダミー（複数回）

調整済み 乗

値

（注） 。
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．おわりに 含意と日本企業への提言

本論文では、まず先行研究のレビューを通して、海外派遣者に対する派遣前・赴任中の人

的資源管理施策と異文化適応、さらには帰任の重要性等について議論した。次に、日本企業

の海外駐在経験者に対して実施したアンケート調査に基づき、選抜基準や派遣前・赴任中の

施策を巡る状況を明らかにするとともに、それらが異文化適応や意欲、仕事成果、スキル

アップ・自己実現、帰任後の状況に及ぼす影響に関して実証研究を行った。ここでは、本論

文の総括として、実証研究からの含意と日本企業への若干の提言を申し述べたい ）。

赴任中の施策 の重要性

カーブ適応 理論が示すように、派遣者は赴任後数ヶ月が経過した時点で カル

）本論文では、紙幅の都合もあり帯同家族の異文化適応に関する分析ができなかった。また、派遣者の
自己志向的因子 などへのアプローチも欠如していた。今後の課題としたい。

表 帰任後の状況 に関する重回帰分析

仕事への適応
人間関係への

適応
生活への適応

国際化に役立て

ようとする意識

キャリアパスに

不可欠と認識

（選抜基準）語学力や現地の文化への精通度

（選抜基準）専門的 技術的スキル

（選抜基準）リーダーシップや人間関係構築能力

（選抜基準）家族要因

（派遣前施策）現地の経済社会状況に関する情報

提供

（派遣前施策）わが社ウェイの教育

（派遣前施策）赴任先企業に関する情報提供と任

務 キャリア上の意義の徹底

（赴任中施策）本社との双方向の情報交流の促進

（赴任中施策）異文化理解と語学力向上のための

支援策

（赴任中施策）日本人派遣者間の情報共有とサ

ポート

直近赴任地ダミー（その他アジア）

直近赴任地ダミー（北米）

直近赴任地ダミー（欧州）

海外駐在経験ダミー（複数回）

調整済み 乗

値

（注） 。



チャーショック期 に突入するケースが多いと考えられる。また、多国籍企業の経営におい

て 現地適応 と グローバル統合 の両立が求められ、その推進者としての派遣者に

つの忠誠心 が要請される今日、赴任中の施策には異文化適応の促進のみならず、 二重帰

属市民型 の派遣者に必要な グローバル・マインドセット の涵養という重要な使命が課

せられている。加えて、 帰任の成功 に向けた取り組みも赴任中にスタートする。こうし

た中、今回の実証研究では 赴任中の施策 が異文化適応や意欲と仕事成果、スキルアッ

プ・自己実現、帰任後の状況のいずれに対しても影響力を有していることが明らかになっ

た。とりわけ、 本社との双方向の情報交流の促進 は重回帰分析で各従属変数に対して最

も多くの有意な関係を示しており、派遣の成功を規定する重要な要因と考えてよいだろう。

また、 日本人派遣者間の情報共有とサポート も仕事適応や一般適応に有意となってい

る。

これらの分析結果に鑑み、今後日本企業には 赴任中の施策 の重要性を再認識すること

が求められよう。具体的には、異文化適応に向けた支援策の一層の充実のほか、本社関係者

と派遣者がフェイス・トゥー・フェイスで情報交換・意見交換する機会の設定、本社の最新

情報をリアルタイムに伝える仕組み ）、メンターの任命、帰任後の仕事やキャリアに関する

話し合いの場の充実などを通して、過度の土着化や 浦島太郎現象 “

”症候群 を回避していかねばならない。また、近年組織のスリム化が求められる中

で業務引継ぎ期間が短縮化される傾向にあると聞くが ）、 日本人派遣者間の情報共有とサ

ポート の有効性を斟酌し、引継ぎ期間やその方法 ）を見直す必要があるのではないか。

一方、上で指摘した 赴任中の施策 の重要性については、 派遣前の施策 が各従属変

数に与える影響力が相対的に小さかったことの裏返しという解釈もできよう。 派遣前の施

策 の実施状況の平均値は必ずしも低くなかったという事実からすれば、日本企業には事前

研修のテーマや密度・期間・方法論の再考が求められるように思える。

派遣の成功に向けた キャリアパス の再設計

海外派遣者は日本勤務時に比べ職位がアップし、仕事の幅や責任も増大する。この点に関

連して、白木（ ・ ）は、日本人派遣者がコミュニケーション能力やリーダーシップ

に問題を抱えている状況に警鐘を鳴らしているが、こうしたソフトスキルは だけで

育成することはほとんど不可能であると思われる。事実、古沢（ ・ ）では、世界の

エクセレントカンパニーがハイポテンシャルの育成に際して国境や事業の枠を越えた異動な

ど を重視している様子が明らかにされている。

また、今回の調査では、複数回の駐在経験は 会社は駐在経験を経営幹部としてのキャリ

アパスに不可欠と認識 にマイナスで有意になっていたが、それは何を物語るのか。会社は

複数回にわたり海外に派遣される人については、リーダーではなくスペシャリストとしての
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）例えば、日産自動車には海外派遣者向けのウェブサイトが開設されている（筆者の同社に対するヒアリ
ングによる。 年 月 日）。
）例えば、筆者の在中国日系企業に対するヒアリングによる（ 年 月 日）。
）具体的には、先の 公式化 の議論とも関係するが、前任者の暗黙知を可能な限り形式知化するための
仕組みについて検討することなどが求められよう。
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キャリアを歩ませようとしているのか。しかし、一方で複数回の海外経験は 会社は海外駐

在で得た知識・スキルを国際化に役立てようと意識 に対してもマイナスの関係を有してお

り、彼（彼女）らが自らの知識・スキルが帰国後有効に活用されていないことに不満を抱え

ている様子が伺える。

上記の議論を踏まえ、今後日本企業には派遣の成功に向けたキャリアパスの再設計が求め

られよう。具体的には、海外子会社において責任ある地位につく前に、異文化でのコミュニ

ケーション能力やリーダーシップを実地に強化する人的資源管理施策を展開する必要があろ

う。例えば、キャリアの比較的早期に海外子会社の下級・中級の管理者として海外駐在を経

験すること、海外子会社において現地人（非日本人）上司のもとで働くこと、あるいは国内

子会社への出向を通して経営幹部としての職務を体験させることなどが効果的と思われる ）。さ

らに、複数回の駐在経験者をメンターに任命するなど、彼（彼女）らの知識・スキルの有効

活用と連動した人的資源管理施策の体系化も喫緊の課題であると考えられる。

中国 への派遣者に対する人的資源管理施策の見直し

本研究における赴任地別の分散分析では、中国と他地域との有意差が目立った。例えば、

多重比較で ％水準または ％水準の有意差があった項目だけでも、選抜基準における

語学力や現地の文化への精通度 、派遣前施策の 現地の人事労務管理・労使関係に関す

る研修等 生活に関する研修等 駐在経験者からのアドバイス等 、赴任中施策の 業務

引き継ぎや着任時オリエンテーション 、異文化適応の中の 外国語の会話や文書 心身の

健康 がある。また、重回帰分析でも海外勤務中の 仕事適応・一般適応 意欲 スキル

アップ・自己実現 、帰任後の 会社は海外駐在で得た知識・スキルを国際化に役立てよう

と意識 会社は駐在経験をキャリアパスに不可欠と認識 に関して 中国 （参照カテゴ

リー）と他地域の間に有意差が検出されるなど、中国赴任者特有の問題が存在することを示

す結果となった。

言うまでもなく、今日の中国は 世界の工場・市場 として多くの日本企業にとって最重

要拠点になっている。しかし、一方で派遣者には言語や独特のビジネス慣行への対応、党・

政府機関との関係構築、さらにはメガ・コンペティションの縮図としての欧米系企業・優良

地場企業との競争激化など様々なプレッシャーが待ち受けている。また、日本以上の成果主

義人事が進展する反面、社会主義国としての労使関係システムが温存されているという状況

にも注意が必要と考えられる（安室・関西生産性本部他 、安室 、古沢 ）。

先に見たように、田中（ ）はほとんどの日本企業では派遣前研修が実施されているこ

とを述べる一方、その研修内容は画一的で、派遣先国別の企業戦略や発展段階に適合する形

には必ずしもなっていない点を問題視している。日本企業は、中国での現地経営がこれまで

経営ノウハウを蓄積してきた 諸国や台湾・香港といった諸地域におけるそれの延

長線上では捉えられない特殊性を有していることを再確認する必要があろう。そして、日本

企業が日本人派遣者に依存した国際経営を当面継続するとすれば、中国の言語・文化や労使

）例えば、東レには 経営スクール と呼ばれる経営幹部候補者育成のための仕組みがあるが、その特徴
はプログラムが （座学研修）と （子会社出向）の両面から構成されている点にある（筆者の
同社に対するヒアリングによる。 年 月 日）。



関係等に関する研修に注力し、派遣者が異文化適応に苦労したり 意欲喪失者 と化すこと

を未然に防ぐとともに、彼（彼女）らの現地での経験が自社の国際化と派遣者本人のキャリ

アに資するための方策を模索することが求められるであろう。
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