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要旨 

 

日本企業は 1980年代後半以降タイへの進出・投資が急増し、日本的な生産システムのみならず、

日本的な企業文化や仕事に対する価値観などをタイの日系企業に持ち込むケースが増加しつつある。

本研究は、タイの工業団地における日本企業の進出によるジャパナイゼーションの影響に焦点を当

て、タイの日系企業におけるジャパナイゼーション現象の実態、タイ人通訳者の役割への影響、タ

イ人通訳者の職場における異文化適応について、国際社会学的な視点から分析し、考察する。 

 

調査対象者は、タイの日系企業に勤務する 90名のタイ人通訳者と 43名の日本人スタッフであり、

合計 133名である。研究方法は、アンケート調査とインタビュー調査であり、2016年 3月 1日から

2016 年 12月 1 日にかけてタイ人通訳者への 90部のアンケートおよび 30 名のインタビュー、日本

人スタッフへの 43部のアンケートおよび 3名のインタビュー調査を行って分析する。 

 

本研究の結果から明らかになったタイの日系企業におけるジャパナイゼーション現象の一つ目は、

タイの日系企業における社内公用語は「日本語」であるという現象である。二つ目は、日本的な

「男社会」であるということである。日本人スタッフとタイ人通訳者の最もよく見られるパターン

は 30代男性の日本人スタッフと 20代後半女性のタイ人通訳者という組み合わせである。これは、

男性の日本人スタッフの 9割強が中核労働者を成す日本社会を反映している。また、日本人スタッ

フは男性的な価値観をタイ人従業員にも強く要求する傾向があることが明らかになった。三つ目は、

日本人スタッフは日本的な企業文化をしっかり維持している傾向が強いが、タイ人の一般従業員は

それに合わせようとしない傾向があるという現象である。四つ目は、序列関係が重んじられる日本

の「タテ社会」と、世界経済の中心である日本‐周辺のタイという「世界システム」的な関係性が

見られる現象である。 

 

タイ人通訳者の役割に関しては、日本人スタッフの行動やニーズに応えるため、役割は多種多様

であることが明らかになった。複数の役割の中で相互に矛盾や対立が生じ、通訳者としての役割葛

藤も抱えている。企業文化の影響に関しては、タイ人通訳者は、日本的な企業文化に合わせている

傾向が強い。また、ジェネラリストに価値を置く日本的な企業文化の影響から、タイ人通訳者は

「日本語通訳者」の職位から「日本語担当のセールス」や「日本語担当の工場マネージャー」など

への昇進を目指す傾向が見られる。 

 

 職場における異文化適応の面に関しては、タイ人通訳者は、日本人スタッフとタイ人の一般従業

員との間で価値観が一致しない場合、両者の板挟みになり、そのプレッシャーに対処できないとい

う理由が、辞職を促す大きな要因の一つだと考えられる。 

                       

結語として世界システム論で総括すれば、日本とタイは中心－周辺の関係にあり、その重要なア

クターである多国籍企業、本研究の文脈で言えばタイの日系企業で勤務するタイ人の通訳者はその

狭間にあって前述した様々な問題を抱えており、彼女ら/彼らは主体的にせよ戦略的にせよ適応を

余儀なくされている。これが、世界システムのタイ日系企業におけるリアリティである。 
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第 1 章  
 

課題と方法 
 
 
1.1 課題 
 

日本とタイ王国は 600 年にわたる交流の歴史を持ち、古くはアユタヤ時代から友好関係を築いて

きた。その後、両国の間に持続的な貿易の交流が拡大し、日本とタイの間に見られる緊密な経済関

係は、1960年代に日本製の商品がタイ人の日常生活の中に日本製品が普及し始めた頃から続いてい

る。1980年代後半に日系企業がタイへの直接投資を開始し、タイ人従業員を大量に雇いつつ、タイ

の工場に日本のシステムを導入し、日本製品を生産するようになった（鈴木・ピーリヤー、

2008:62-65）。こうして日系企業は 1980 年代からタイの社会に大きな影響を与え、タイの経済に支

配的な力を持つようになった。日本の圧倒的な経済力によって、「日本化」という第一波のジャパ

ナイゼーションの現象を生じさせたといえる。  
 

 さらに、1990年頃から日本のマンガ、ファッション、カラオケなどの文化がタイに流入し始めた

ため、日本のマンガ、アニメなどのポップカルチャーがタイの社会、主に若者の間に圧倒的な力を

もって浸透していった。これが、文化的な魅力を伴って押し寄せた第二の「日本化」、ジャパナイ

ゼーションの波である。ワッチャラー・スヤラー（2011:158-161）は、当時のタイの若者が小学生の

時から日本のマンガやアニメに接し、彼らが高校生になった時に、幼少時代の日本文化への接触が

日本語を勉強するきっかけになったことを明らかにしている。 
 

バンコク日本人商工会議所（JCC）によると、現在の会員企業数は 1,764社（2018年 8月末現在）

に上り、世界最大規模の在外日本人商工会議所となっている。タイの 15 県に、合計 47 ある工業団

地には、トヨタをはじめとした自動車メーカー、キャノンの部品関連企業など様々な日系企業が存

在している。日本への輸出品目は、工業製品だけでなく、生鮮食料品や衣服なども増加しており、

現在日本のスーパーではタイ産の野菜や果物が多く見られる。さらに、外務省の統計によれば、タ

イにおける在留邦人数は64,285人（2014年10月）で、タイへの日本人渡航者数は約126万人（2014
年）、首都バンコクの日本人学校の生徒数は 3,064 人、工業団地のシーラチャーの日本人学校生徒

数は 358 人（2014 年 4 月）に上る。このように、日本とタイは密接な経済関係で結ばれている。タ

イにとって日本は経済的に最も重要な投資国であり、また日本にとってタイはアジア地域における

重要な生産拠点となっている。 
 
こうして多数の日本人や日系企業がタイに滞在するに従って、日本語ができるタイ人が日系企業

から大量に求められるようになってきている。中でも通訳者という職業は、タイの大学の日本語主

専攻の卒業生の中で一番人気がある職業になっている。日本語主専攻の学生の 7 割以上が、卒業後、

日系企業で通訳者として働きたいという希望を持っている（カノックワン、2012:14-25）。これは、

他の職業と比べ、通訳者の給料が高く、また日本への出張や研修などの可能性もあるため、新卒の

卒業生にとって、挑戦しがいのある魅力的な仕事になっているためである。 
 
しかし、彼らの全てが日系企業のニーズに対応できる有能な通訳者になれるわけではない。文化 
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的背景が異なるため、通訳者にはただ情報やメッセージを置き換えるという方法で伝達するだけで

なく、日本とタイの社会的相互作用をサポートすること、つまりコミュニケーションの中で生じる

対立や誤解などを減らす異文化仲介者の役割を担うことが求められると考えられる。 

  

日系企業は、本社と同様のシステムや生産水準を達成するため、タイの工業団地にある日系企業

に、日本的なシステムや仕事に対する価値観を持ち込むケースが多い。このようなタイの日系企業

において通訳者は高い言語能力に加えて、日本の企業文化をタイ人の従業員に理解させることが重

要な業務内容として要求される。例えばタイ企業の習慣にはない「報・連・相」や「整理整頓」な

どの日系企業文化や「終身雇用」、「愛社精神」といった日系企業に特徴的な価値観をタイ人従業

員に説明し理解させ、企業文化として定着させることである。 

 

 また、タイ人通訳者は日本人のスタッフと直接やり取りをする立場にあるため、補助者としての

役割は多様である。訳すという通訳以外に求められる役割としてタイ人通訳者がよく挙げるのが、

コーディネーター、秘書、会議の司会進行役、資料の翻訳者、タイ語の教師、日本からの顧客の接

待、上司との飲み会の付き合いなどである。日系企業での勤務経験が浅いタイ人通訳者、また対応

能力がまだ十分でないタイ人通訳者にとって、このような複数の役割を同時にこなさなければなら

ないのは非常に難しいことであり、中には精神的に過度に負担を感じている通訳者もいると聞く。

つまりタイ人通訳者に、日系企業から求められる役割に対応できないことによる「役割葛藤」が生

じていると考えられる。 

 

以上の観点を踏まえて、筆者はジャパナイゼーションの影響を受けるタイの日本語通訳者を研究

対象とし、彼らが複数の役割を求められる通訳者という仕事の中で直面している問題、また彼らが

異文化の仲介者としての役割を担う上で、どのような異文化に関わる問題に直面しているのかを調

査し、問題に対する彼らの異文化適応について研究する。 

 
1.2 目的 
  本研究の目的はジャパナイゼーションに着目し、以下のことを明らかにすることである。 
 1）タイの日系企業において具体的にどのような形でジャパナイゼーションの現象が現れている

か。 

   2）ジャパナイゼーションの流れの中で、タイの日系企業においてタイ人通訳者がどのような役

割を果たしているか。また、日本人スタッフとはどのような社会的相互作用が見られるか。 

   3）タイ人通訳者は、日本語を通訳する際にどのような問題に直面しているか。またその問題に

どのように対処しているか。 

   4) タイの日系企業で働く日本人スタッフにとって、タイ人通訳者に求められる資質は何か。 

   5）日系企業で働いているタイの通訳者には「役割葛藤」が生じているか。もしあるなら、どの

ような「役割葛藤」が起こっているか。 

 
1.3 仮説 
 1) タイの工業団地にある日系企業において、日本の企業文化といったジャパナイゼーションが

実際に入ってくることで、タイ人の従業員はその影響を受けている。 

 2）タイの工業団地にある日系企業では、タイ人通訳者は複数の役割を担わなければならないた

め、彼らには「役割葛藤」が生じている。 
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 3) ジャパナイゼーションの影響をより多く受けるタイ人通訳者はタイ人従業員より職場での異

文化適応がより高い。 

 
1.4 研究の意義 
 本研究では、筆者が日本語専攻の教員として勤務するコンケン大学人文社会学部日本語専攻の卒

業生、日系企業で働くことを希望する人や日本語通訳者を目指す人にとって有益な情報となるよう、

日系企業でのジャパナイゼーションの現象に関する事例を収集して具体的な現象を示す。また、日

系企業に求められるタイ人通訳者の役割と問題への対応能力について明らかにする。さらに、日系

企業、タイで働く日本人に対して、タイで働く上での参考となるよう、タイの文化やタイ人の考え

方を明らかにすることで、現在生じている通訳者の役割葛藤の問題や異文化への適応方法について、

通訳者が働きやすくなるような知見を提示する。 
 
1.5 研究範囲 
 この節では、調査地、対象者と研究方法、調査期間を示す。 
 
1.5.1 調査地 

調査地は、日系企業が立地するタイの工業団地である。図 1ではタイの工業団地について示す。 
 
            図 1 タイにおける工業団地分布図 

 
（出所：国際協力銀行（JBIC）「タイの投資環境」  
https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2017/11/58730/inv_Thailand24.pdf 2018 年 8 月 10 日参照) 

https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2017/11/58730/inv_Thailand24.pdf
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国際協力銀行（JBIC）によると、タイには現在約 80 か所の工業団地が存在している。開発主体

によって、タイの工業団地は 3 つの種類に分類され、①工業省管轄機関であるタイ工業団地公社

（IEAT）が開発し、運営・管理をする工業団地 1、②民間企業が開発し、IEAT が共同で運営・管

理をする工業団地、③民間企業が開発し、運営・管理をする工業団地である。日系企業の多くは

主にバンコク周辺と東北部の工業団地を中心に立地するが、北部ランプーンの北部工業団地や東北

部のナコンラーチャシーマーのスラナリ工業団地にも立地する。本研究では、対象者のタイ人通訳

者が働いている日系企業に焦点を当てる。 
 

1.5.2 対象者と研究方法  
 本研究の調査対象者は、2 つのグループに分けられる。①タイの工業団地の日系企業で働くタイ

人通訳者 90 名、②タイ人通訳者と働いている日本人スタッフ 43 名で、合計 133 名である。対象者

に対する調査方法を表 1に示す。 
 

表 1   本研究の対象者と調査方法 
対象者 調査方法 

①タイの工業団地の日系企業で働くタイ人通訳者 アンケートとインタビュー 
②タイの工業団地の日系企業でタイ人通訳者と働く日本

人スタッフ 
アンケートとインタビュー 

      出所：筆者作成 
 表 1 の対象者の選定方法と調査方法に関しては、以下で具体的に述べる。 

 
研究方法は、アンケート（量的）調査とインタビュー（質的）調査を組み合わせたものである。

量的調査は、通訳者の役割と文化の相違から発生する問題点に関して、対象者①タイ人通訳者と

対象者②日本人スタッフにアンケート調査を行った。その後、より詳細な意見や具体例を聞くた

め、対象者①タイ人通訳者に対して、質的個別の半構造化インタビュー調査を実施した。さらに、

対象者②日本人スタッフにも限定的ではあるが、質的個別の半構造化インタビュー調査を実施し

ている。 
 
対象者の選定方法であるが、対象者①タイ人通訳者については、まず筆者が 2015 年にフェイス

ブック 2のサイトにタイ国立コンケン大学人文社会学部日本語専攻の卒業生のための非公開グルー

プを作成した。コンケン大学日本語専攻の卒業生のネットワークを作るため、また卒業生が非公開

グループの電子掲示板を利用し、日本語の求人情報や職場に関する問題点などを交換する目的であ

った。2008 年から 2014 年にかけてタイ国立コンケン大学人文社会学部日本語専攻を卒業した学生

は 230 名で、筆者が 230 名全員をグループに招待したところ、フェイスブックのアカウントを持ち

参加した者は 202 名であった。筆者がこのグループの中で卒業生の情報を収集したところ、2016年
時点で卒業生のうち 152 名（66.1％）がタイの工業団地において日本語通訳者として働いていると

いうことであった。 

 

                                                           
1 タイ工業団地公社（IEAT）のデータによると、タイ工業団地公社（IEAT）が直接開発し、運営・管理を行

っているのが 11 ヵ所に対して、民間企業との合弁事業による運営管理は 36 ヵ所である。 
2 フェイスブックとは、友達や同僚、同級生、近所の人たちと交流を深めることを目的とした、インターネ

ット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）のことである。（http://facebook.com） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
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そして 2016 年 9月 1 日から 2016年 12 月 1日にかけて、スノーボール・サンプリングを行い、調

査を行った。タイの工業団地において日系企業で働いているタイ人通訳者にアンケートと半構造化

インタビュー調査への協力を依頼した。タイ人通訳者のアンケート調査の方法は、フェイスブック

のサイトにある非公開グループを通じたタイ語でのオンラインアンケートである。タイ人の通訳者

152名に送ったタイ語のオンラインアンケートの内、有効回答数は 90である。その内、71はコンケ

ン大学人文社会学部日本語学科の卒業生からのもので、19は卒業生の同僚で他の大学の卒業生から

のものである。また、タイ人通訳者の対象者の 90 名の内、30 名に参加してもらい、インタビュー

の録音の許可を得てから、筆者が電話で半構造化インタビューを行った。 
 
次に対象者②日本人スタッフに関しては、筆者がこのグループの対象者に半構造化インタビュ

ーを行う調査計画を設定した。2016年 3月 23日および 25日に タイの工業団地における日本企業の

2 社を訪問し、日本人スタッフ 3 名にインタビュー調査を実地した。しかしながら、タイの日系企

業では日本人スタッフが年末に転勤することが多いため、インタビュー調査はこの 3 名にとどめ、

調査方法をアンケート調査に変更することにした。回答のあった 90 名の対象者①タイ人通訳者に

同僚の日本人スタッフを 1、2 名紹介してもらうという方法をとり、スノーボール・サンプリング

の方法を通じて、2016 年 9 月 1 日から 2016 年 12 月 1 日にかけて日本人スタッフ向けのアンケート

調査を依頼した。40 社で働いている 43 名の日本人スタッフに承諾を得た後、調査目的を説明した

依頼文書と日本語でのアンケートを返信用封筒に添えて郵送し、2週間後 43 名全員の回答を得た。 
 
1.5.3 調査期間 
 アンケート調査とインタビュー調査は、2016年 3 月 23 日から 2016 年 12 月 1 日にかけて行っ

た。 
 
1.6 節 フレームワーク 

本研究全体のフレームワークを以下の図 2 ように示す。 
 

図 2 本研究全体のフレームワーク 
 
 
 
 
 
 

 
本研究の目的を達成するために、図 2 のようなフレームワークを設定した。タイの日系企業にお

いて、現場では日本とタイの文化的ギャップが問題を招いていると考えられる。同時に、企業文化

のジャパナイゼーションも進行していることが考えられる。以上のような文化的キャップとジャパ

ナイゼーションは、タイ人通訳者の役割や問題の対処方法に影響を与える独立変数として位置付け

られる。本研究では、タイ人通訳者の役割と問題への対処方法がどのように変化しているかを検証

する。 
 

 

日系企業によるジャパナイゼーションの影響 

日本とタイの文化の相違点 

タイ人通訳の役割と問題の対処 
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第 2 章  
 

理論・概念と先行研究 
 
 
2.1 グローバリゼーションからジャパナイゼーションの時代へ 

 

2.1.1 ジャパナイゼーションの概念（JAPANIZATION） 
 
グローバル化の流れの中で、岩渕功一（2001:34-37）は、「ジャパナイゼーション」という言葉

が、日本企業がアジアに進出した時に誕生したと論じた。五十嵐暁郎(1998：7）によると、1985 年

のプラザ合意以後、多くの日本企業が貿易、投資を通じて東アジアに進出したということである。

アジアでは日本の商品の人気が広がり、アジアの人々は「高級品」とされる日本の商品に魅了され

るようになった。また東アジアに投資した多くの日本企業も成功を収めていた。ロビン・コーエン

とポール・ケネディ(2003: 98-100)は、欧米企業が日本的経営を模倣し始めた過程がジャパナイゼー

ションと呼ばれ、1980年代半ば以後、トヨタなど日本の巨大企業が海外で支社として工場を徐々に

設立したことにより、日本が教師、生産拠点の国々が学生という関係で、日本的な生産方法や企業

文化が生産拠点に模倣し始められた過程を指すと述べた。  
 
鈴木規之とピーリヤー・ワンポーカクン (2008：65-68) が述べたように、ジャパナイゼーション

の現象は経済的な側面から始まっており、日本企業の進出や商品の流入が出発点である。このよう

な経済面から始まるジャパナイゼーションの現象はハード・パワーで「日本化する」ということで

ある。第二次世界大戦の時に日本は軍事力を利用し、戦力で他の国を支配することを目指していた

が、現在では、経済的な支配に変わった。具体的には、日本企業が日本的な経営や日本をモデルと

して海外の生産拠点で設立した工場や支店で同じシステムを模倣して利用することである。 
 

 日本企業の進出のみならず、日本の文化的な魅力といったソフト・パワーによる「日本化」が海

外に浸透する現象も行った。平均寿命第一位で他国への政府開発援助額でも一位であり、書籍と音

楽ソフトの市場規模では世界二位の国としての日本の価値観を参考にし、日本のように発展してい

きたいと思わせていることである。アニメや、漫画、ビデオゲーム、ファッション、ポップカルチ

ャーなどの大衆文化において日本の影響が圧倒的に海外で浸透する現象が指摘されている(Nye，
2004：5-18）。 

 
2.1.2 タイにおけるジャパンナイゼーションの現象と指標 

 

グローバル化の流れの中で、日本はタイにとって最も緊密な関係を持つ国である。タイでは日本

製品を始め、日本文化、日本食などに至るまで様々なものが浸透している現象がみられる。タイの

歴史学者 Attachak Satayanurak（2005：170-182）は日本企業のタイへの圧倒的な投資は少なからず

タイ社会に経済的や影響を及ぼし、タイ人の生活、文化、意識に至るまで変容していると論じた。

また、20年以上タイを中心とした東南アジアを研究している社会学者の鈴木規之（2008：60）は、

ジャパンナイゼーションの受容と影響が東南アジアの中ではタイに一番最初に見られたと指摘して

いる。日系企業がタイへ進出したのは 1960 年代に始まり、タイと日本は、現在経済的に強い相互

関係で結ばれている。タイにとって日本は経済的に最も重要な投資国であり、日本にとってタイは

アジア地域において重要な生産拠点となっている。 
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Noriyuki Suzuki and Peeriya Wangpokakul (2009:162）はタイにおけるジャパナイゼーションの要因

を分析し、五つの要素に分けている。 

 1）タイが経済的に日本に依存していること。 

2）民間レベルの社会的相互作用が増えたこと。日本人がタイの文化に興味を持つようになり、

タイに旅行することが例として挙げられる。 

3）タイは欧米に植民地化されていなかったため特定の宗主国からの影響がなく、容易に日本文

化を受け入れることができたこと。 

 4）タイ人にとって同じアジアである日本は欧米よりも民族的・文化的に近いため、日本文化を

受け入れやすいこと。 

5）タイの若者が消費生活を重視するようになり、世界的な消費文化を積極的に取り入れるよう

になったこと。 

上述のようなタイ社会に大きな影響を与えるジャパナイゼーション現象は、初期から現在にかけ

て以下のように議論されている。 

 

鈴木とピーリヤー（2008：59-65）によると、経済力によるジャパナイゼーションの第一の波は、

タイ人が日本製品を日常生活に受け入れ始めた頃である。1960年代、トヨタの車、東芝のテレビ、

花王のシャンプーなどが日本の製品として初めてタイで発売された。日本企業によって生産された

それらの製品は、その質の高さでタイ人消費者の信頼を勝ち取り、「Made in Japan」という評判の

良さから、広くタイ人の日常生活の中に普及していった。1970年代ごろから、グリコ、ワコール、

資生堂、マツダ、日立などの日系企業がタイに投資を始め、1980年代後半には、三菱自動車、シャ

ープ、明治、エステーなどの日系企業が投資を開始した。その結果、日本の製品はタイで、より具

体的にいえば、日本企業がタイでタイ人従業員を雇いながら、生産されるようになった。 
 
しかし、その後タイと日本の間には貿易不均衡の問題が起こり始めた。ウォーラーステインの世

界システムの概念から見ると、タイにおける日系企業はタイに進出し、タイの工場を「周辺」とし

て利用し、「中心」である日本に商品を送る、経済的に不平等な構造だと理解される（鈴木・ピー

リヤー、2008: 69）。 
 

アメリカの社会学者の Immanuel Wallerstein（1979：1-36）によると、世界システムは、「世界帝

国」と「世界経済」に分類されるが、本調査は、日本企業の進出という焦点を当て、世界経済の意

味で論じた。近代の「世界システム」は世界全体を単一の分業制度のシステムと経済的にみなし、少

数の工業的な「先進国」と農業的な「発展途上国」の分業制度の関係により、内部構造を，中心・

周辺との関係を位置付けられる。言い換えると、地球はサービスや工業製品を提供する先進地域

「中心 (core)」と中心のための原材料や人的資源を供出する「周辺（periphery）」に区分される階

層構造のシステムである。すなわち、このような階層的関係性は「中心」の投資国としての役割と

「周辺」の生産拠点としての役割分業をもたらしたと共に、政治的不均衡や文化的不均衡も並行し

て生じさせてきた。 

 

グローバリゼーションと共に、大規模な企業は各地域に進出し、ネットワークを拡大しているが、

大規模な企業が少なからず地域に影響を及ぼしている。長友淳（2017：72-79）が述べたように、

「世界システム」という概念は 16 世紀以降帝国のような単一の政治体制に管理統制された経済の

ヘゲモニーではないと説明し、近代の「世界システム」は全地球上で越境的に成立している「市場」

とのことであると論じた。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%AF%C5%B8%C5%D3%BE%E5%B9%F1


8 
 

タイの場合では、日系企業で働くタイ人労働者の低賃金問題、また日系企業の工場が引き起こし

た環境汚染といった問題からタイ人の中で日系企業に対する不満や反日感情が高まり、1972年にタ

イの大学生による日本商品不買運動が起こった（ワッチャラー、2011:1－2）。当時は第 2 次世界大

戦時のハード・パワーによる日本支配の記憶があったため、経済力を持つ日本がまたタイを支配す

るのではないかという危機感が人々の間に広がった。タイの新聞には、1972 年から 1975 年にかけ

て反日記事が書かれている。 

 

1977年の福田ドクトリンをきっかけに、ジャパナイゼーションの第二の波が起こった。日本のイ

メージや日本文化といったソフト・パワーがタイ人の若者を魅了したのである。福田首相はマニラ

でスピーチを行い、日本の東南アジア外交の三原則を発表した。その内容は、日本は軍事大国とい

う役割を辞め、世界の平和と繁栄に貢献し、心と心の触れあう信頼関係を構築し、対等な立場で東

南アジア諸国の平和と繁栄に寄与するというものであった。このような日本政府の外交方針の転換

を受けて、ジャパナイゼーションの推し進める原動力はハード・パワーからソフト・パワーに変容

していく。Nye（2004: 5-18）によれば、ソフト・パワーというのは軍事力や経済力などという強制

力を使わずに他の国に自国の文化の魅力を感じさせることである。タイでは、1990年頃から日本の

マンガ、ファッション、カラオケなどの文化が流入し始めた。スリチャイ・ワンゲオ（1998:25-39）
は第二世界大戦後、タイ人の日本に対するイメージは変わり、先進国としてのイメージが大きくな

り、タイの若者が日本の価値観や文化を徐々に吸収する傾向が見られるようになったと述べている。

ワッチャラー（2011：158-161）は、タイ人は日本のマンガ、アニメなどのポップカルチャーが浸透

し、日常生活においても日本商品に囲まれることで、タイ人の反日感情が薄まってきたと指摘して

いる。 
 

2.1.3 タイにおけるグローバル化理論によるジャパナイゼーションの影響 

 

グローバル化の過程の視点から見ると、ヒト、モノ、カネ、情報は国境を越えて全世界に広まる

ようになったため、現在のタイ社会やタイ文化に与えている大きなジャパナイゼーションの影響が

見られるようになった。具体的には以下の五つの現象が注目されている。 

 

第 1 は、「モノ」である。近年では、日本的なイメージの商品が非常に人気である。日本の流行

はタイの社会やタイの文化などに大きな影響を与えている。 

グローバル化が進展する現在の世界で、ジャパナイゼーションはタイ人とタイ社会に顕著に影響

を与えていると見られる。鈴木とピーリヤー（2008：59-78）によると、1960 年代からジャパナイ

ゼーションを受け入れてきたタイ社会では、日本の日用品の普及や信頼により日本の商品の存在感

が増やしてきた。さらに、タイ人は商品の消費者としてのアクターだけではなく、日系企業のタイ

への進出によりタイは生産拠点というアクターも演じている。こうして経済的なハート・パワーと

いったジャパナイゼーシ第一波の支配は、タイの社会に根深く存在しているといえる。経済的なジ

ャパナイゼーシの影響のみならず、マンガ、アニメ、音楽、アイドルグループ、ドラマ、ファッシ

ョン、食文化など日本のポピュラーカルチャーであるソフト・パワーのジャパナイゼーション第二

波がタイ社会に広まったため、現在、タイ人の若者の間で日本といえば、経済的な支配のイメージ

の代わりに魅力的で諸外国の間で最も良いイメージが持たれるようになったといえる。Supanee 
Maneetes（2006：1-2）によると、タイでは 2001 年に日本茶が初めて発売され、2003 年頃からタイ

の社会で日本茶の健康的なイメージが認識され、「緑茶ブーム」が起こった。また、食事に関して

は、1983 年にフジレストランがタイ初の日本料理店として開店し、1997 年ごろからタイ人の間で

日本食が人気を得るようになった(Chomnard & Voravudhi, 2005:10)。タイの日本研究者である
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Attachak（2005：170-182）が述べたように、タイ社会は経済的なジャパナイゼーションの影響を受

けているのみならず、文化的魅力といったソフトパワーによるジャパナイゼーションという側面も

タイの各地で見られるようになった。タイ人の若者たちはポピュラーカルチャーといったジャパナ

イゼーションの影響を受け、その影響はいつの間にか彼らに浸透して、彼らは間接的に日本的な考

え方や価値観を持つようになってきた。さらに、Pinyapan Potjanalawan（2015: 35-36）によれば、日

本の影響に加えて、タイ本来の要素が加わり、ハイブリッド的な商品がいくつも生産された。映画

「クーカム」3やはちみつが入り日本茶などはジャパナイゼーションの影響で生産された商品の具

体的事例である。タイ人に「日本」のものが好印象、高評価で受け入れられている様子が伺える。

言い換えると、タイ社会では、ジャパナイゼーションの影響が根深く浸透し受容されていると考え

られる。 

 

第 2 は、「ヒト」である。タイに短期滞在もしくは長期滞在する日本人や日本文化に接触したい

タイ人が多くなっている。 
2014 年 10 月の外務省の統計によれば、タイにおける在留邦人数は 64,285 人、タイへの日本人渡

航者数は約 126 万人（2014 年），首都バンコクの日本人学校の生徒数は 3,064 人，工業団地のある

シーラチャーの日本人学校生徒数は 358 人（2014 年 4 月）に上る。さらに、日本へ旅行するタイ人

の若者が増加している。日本政府観光局（JNTO）のウェブサイトによると、2017 年のタイ人観光

客の数は 919,000 人である。今後タイ人観光客の数は増えていく傾向にあるだろう。 
 

第 3 は、「カネ」である。日本企業のタイへの投資が増加している。 
タイでは日本企業からの投資が多い。バンコク日本人商工会議所（JCC）の現在の会員企業数は

1,764 社（2018 年 8 月末現在）に上り、世界最大規模の在外日本人商工会議省となっている。2015
年 10 月 1 日の日本外務所の統計によれば、タイに進出している日系企業の総数（拠点数）は、

1,725 拠点で海外日系企業全体の約 2.4％を占めている。中国(47％)、米国(11％)、インド(6.1％)、ド

イツ(2.5％)に次いで、タイは 5 位となっている。日本貿易振興機構（JETRO）の「タイ日系企業進

出動向調査 2014 年」の調査結果によると、タイ商務省事業開発局が管理する企業データベースに

登録された日系企業数は 8,890 社 (2014年 11 月時点)である。タイの 15 県に、合計 47 ある工業団地

には、トヨタをはじめとした自動車メーカー、キャノンの部品関連企業など様々な日本企業が存在

している。2017 年 BOI 投資促進権認可額では、タイにおける各国の投資金額の中で日本からの投

資金額は47％で、日本は最大の貿易相手国だと報告された。このように、タイにとって日本は経済

的に最も重要な投資国であり、また日本にとってタイはアジア地域における重要な生産拠点となっ

ている。 
 
第 4 は、「情報」である。IT技術の発展に伴い、情報の交流が盛んになってきている。 

メディアを通じて日本の情報を受け取ることが容易になり、日本文化、ポップカルチャー、ファ

ッションなどがタイの若者に浸透している。Thidarut Rukprayoon（2002: 77-84）によると、若者へ

の日本文化の伝播を媒介したのは日本のマンガである。日本のマンガ、アニメは 1957 年にタイの

テレビに登場した。グローバル化の進展によって 1999年ごろから Jポップやファッションなどを始

めとする日本のユース・カルチャーは、タイの雑誌、テレビ番組、ラジオ放送などを通して、以前

より簡単に早く受け取ることができるようになった。Thidarut の研究によると、2002 年の時点にお

                                                           
3 「クーカム」は 1957 年にタイの女流作家によって書かれた恋愛小説である。第二次世界大戦における日本

軍の兵士と現地タイ人女性の物語で、映画化されている。 
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いて、タイの若者はテレビ以外にも雑誌 9 誌 4、さらにバンコクのラジオ局 5を通じて日本のファッ

ションや音楽についての情報を受け取っていた。メイドカフェ、ギャルファッションなどはタイで

も徐々に見られるようになった。ジャパンフェスタインバンコク(Japan festa in BKK)のフェイスブ

ック（Facebook）サイトによると、2006 年から始まったコスプレイベントの第 10 回目が 2014 年に

行われたとのことである。またこの記事に対して 4 万人以上の閲覧者が「いいね」という賛同や共

感を示すボタンを押しており、それだけ多くの人が関心を持っていることがわかる。また、タイ人

の J ポップファンがインターネットを通して日本で開催されるコンサートのチケットを直接取り、

コンサートに参加するためだけに渡航することも珍しくなくなった。 
  
第 5 は、「日本語の学習者」である。ジャパナイゼーションのソフト・パワーを受容する学習者

の増加である。 
タイにおける日本語学習者の増加も、ジャパナイゼーションのもたらした重要な現象だと言える

（ワッチャラー、2011：158-161）。外国語の中で、第二言語として日本語を選択するタイの学習者

は数万人いると言われている。 
 

国際交流基金（2012）による 2009 年調査と 2012 年調査を比較すると、タイにおける日本語学習

者数は、78,802 人から 129,616 人に増えている。数としては 50,814 人の増加であり、割合としては、

64.5%の増加である。世界の国々の中で、日本語学習者が多い上位 10 ヶ国は、韓国、中国、オース

トラリア、インドネシア、台湾、米国、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシアである。タイの

順位は、2009 年も、2012 年も変わらず第 7 位である。2009 年の調査と 2012 年の調査による学習者

数を表 2 に示す。 
 

表 2  海外の日本語教育機関における学習者数上位 10 か国のデータ 
 

2012 年度

順位 
2009 年度 

順位 
国 学習者数 

（2012 年） 
学習者数 

（2009 年） 
1 2 中国 1,046,490 827,171 
2 3 インドネシア 872,411 716,353 
3 1 韓国 840,187 964,014 
4 4 オーストラリア 296,672 275,710 
5 5 台湾 233,417 247,641 
6 6 米国 155,939 141,244 
7 7 タイ 129,616 78,802 
8 8 ベトナム 46,762 44,272 
9 11 マレーシア 33,077 22,856 
10 12 フィリピン 32,418 22,362 

    （出所：国際交流基金「2012 年度日本語教育機関調査」
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2012/2012_s_excerpt_j.pdf 2018 年 8 月 10 日参

照） 

                                                           
4 タイの若者に人気がある日本についての雑誌の名前は、Gold Star, Smile Gang Magazine, Speicial Magazine, I 
Spy, J Spy, Idol, J Zone, J Teen そして Japan World である。  
5 タイの若者に評判が良い日本についてのラジオ局は、「ガイガジュ・ネコ」、「東京クラブ」、「クラブ

J」、「東京CALLING」、「おはようバンコク」、「Jポップ」、そして「ライドオン・ジャパン」である。 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2012/2012_s_excerpt_j.pdf
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表 2 より、タイの学習者数が増加し続けている傾向が見られる。タイの学習者がなぜ日本語に興

味を持つようになり、日本語を学びたがるのだろうか。 
 
国際交流基金（2014）によると、1947 年にバンコクのボピットピムック校において、タイで初

めて第 2 言語としての日本語が教えられた記録がある。大学レベルで初めて日本語講座を開設した

のは、1971 年のチュラーロンコーン大学 6である（文学部東洋言語学科日本語講座）。続いて、シ

ラパコーン大学(1997 年)、タマサート大学(1982 年)、カセサート大学(1983 年)が、中部の大学とし

て日本語主専攻を開設した。地方の代表的な国立大学も徐々に日本語講座を開設した。例えば、南

部にあるプリンス・オブ・ソンクラー大学（1996 年）、東部にあるブラパー大学（1996 年）、北

部にあるチェンマイ大学（1987年）、東北部にあるコンケン大学(2004年)などが例として挙げられ

る。 
 
アサダーユット・チューシー(2018：28）によれば、現在タイの高等教育機関（大学）は 143 校

であり、その中で日本語主専攻を有する教育機関が 28.7％（ 41 校）である。1970 年代ごろは、大

学での多くの日本語の学習者は未習者であったため、大学の日本語主専攻では初級から学習した。

その後、タイで初級日本語が高等学校で学習できるようになった 2000 年代に入ると、大学では日

本語の既習者の数が増え、国立大学のタマサート大学や私立大学のランシット大学などでは既習者

が半数となった。現在、チュラーロンコーン大学は唯一全員が既習者で、中級から学習していると

いうことである。 
 
筆者が日本語教師として勤務しているタイ国立コンケン大学は、1964 に創立され、タイ東北地

方における代表的な総合的存在としての大学である。現在、17 の学部と様々な付属機関があり、4
万人の大学生が学んでいる。コンケン大学人文社会学部は 1980 年に初めて日本語講座を開設した

が、当初は日本語クラスは選択科目としての講座だけであった。東北部の日本語学習に対するニー

ズに応えるために、1994 年に日本語副専攻が開設され、2004 年に日本語専攻が開設された。この

ような経緯からコンケン大学の日本語主専攻では、日本語未習者の方が既習者より数が多いため、

1 年生の時に日本語を初級から学習することになっている。卒業後、彼らが取得している日本語能

力認定レベルは N3以上である。日本へ 1年間留学に行った経験がある場合、日本語能力試験 N2レ
ベルを持つ卒業生が多い。しかしながら、大学で中級レベルから学習したチュラーロンコーン大学

の卒業生と比べて、卒業後日本語能力認定 N1 を持つコンケン大学の日本語主専攻の卒業生の率は

まだ少ないのが現状である。 
 
筆者がコンケン大学人文社会学部日本語学科の効果的なカリキュラム改善のため、2010 年にコン

ケン大学人文社会学部日本語学科の大学生の日本語学習の動機についての調査を行った。調査結果

によると、大学生の日本語の学習動機のトップ 3 は「日本の文化やポップカルチャーに興味がある」

（22.14％）、「仕事を探しやすい」（17.88％）、「日本語という言語そのものに興味がある」

（16.00%）ということが分かった。日本の文化や日本のポップカルチャーを通じて、もっと日本

について詳しく知りたくなり、主専攻として日本語を勉強し始めたということが分かった。さらに、

アンケート調査後のインタビュー調査で、学習者は日本語を勉強すれば勉強するほど新しい動機も

生まれ、日本語をマスターしたいという動機と日本で実際に日本の文化を体験したいという動機も

強くなっていることが明らかになった（ラッチャニー、2011: 205－226）。 
 

                                                           
6 1917 年に設立されたタイ王国において最も古い歴史をもつ、権威ある国立大学である 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1917%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E7%8E%8B%E5%9B%BD
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言い換えれば、タイ人学習者にとって魅力的に映る日本文化や日本のポップカルチャーがタイ社

会に浸透し、日本や日本語への興味や関心の入口となり、彼らが日本語を学ぶことを決めたきっか

けになったといえる。また、日本語を学ぶことは将来の就職活動にも繋がると考えられている。タ

イには多くの日本企業が進出し、日本語はタイ社会において経済的に有利な資源になっている。具

体的には、数多くの日本企業の進出に伴い、日本語のできる人材が大量に求められるようになって

いるということである。日本語運用能力を獲得した人は、労働市場における需要も高いため、仕事

も早く見つけられるという傾向がある。このような背景から、日本語運用能力の獲得は、一定のレ

ベルの経済的地位を目指すことを可能にすると考えられ、タイ人の日本語学習者の数も増加しつつ

ある。 

 
通訳者を志望する日本語主専攻の学習者のニーズに応えるため、コンケン大学の日本語主専攻のカリ

キュラムの中で、「通訳」という科目も含まれ、4 年生の前学期で 45 時間教えられている。通訳科目

の授業では、最初は基本的な通訳論や通訳者にとってノートテイキングなどの欠かせないスキルを通訳

クラスに導入し、次はさまざまな場面の通訳ロールプレイ演習を実施するという流れになっている。

担当の教師（タイ人）は日本企業の実習訪問をする際に、日本企業の日本人スタッフや実習生に通

訳に直接関わる問題や、異文化から発生する問題などを収集し、通訳のクラスにそれらの問題を解

決する方法を学習者とディスカッションすることもある。また、通訳の現場で遭遇する様々な場面

をロールプレイで体験し、その実践的な対処方法について、クラスの中でアドバイスを出し合う。

このようなロールプレイ演習を通じて異文化から発生する問題の事例を学ぶことができるが、授業

の回数や異文化に関する問題の事例は、まだ少なく、学習者にとってはまだ十分とは言えないのが

現状である。 
 
2.2 日系企業の進出によるジャパナイゼーションの現状 

 

2.2.1 日本企業に関わる概念と企業文化の特徴 

 

 日本企業の海外進出により、日本企業に特徴的な企業文化が進出先の国で見られるようになった。

日本の技術と共に、日本的な仕事の視点や進め方が海外へ持ち込まれた。日本にある本社または親 

会社と同じようなシステムや仕事に対する価値観が、生産拠点の子会社や関連企業において採用さ

れることになった 7。 

 

佐藤郁哉と山田真茂留 (2004: 20-21) は、アメリカの企業文化と比べて、日本企業文化の特徴につ

いて 7 つ挙げている。①終身雇用、②遅い人事考課と昇進、③非専門的な昇進コース、④非明示的

な管理機構、⑤集団による意思決定、⑥集団責任、⑦社員の生活に対して全面的に関わる点である。 
 

中根千枝（1967:95-122）は、『タテ社会と人間関係』において日本企業の集団について分析した。

日本の社会は人間関係を重要視し、役職・階級などの上下の序列が存在する社会であるという。ま

た、日本社会には「ウチ・ソト」という考え方が存在し、企業社会も一つの「ウチ」として捉えら

れており、企業のメンバーの集団的な意思決定が大切にされる。メンバーの全員が一致することが

日本企業の一つの特徴であると述べている。 
 

                                                           
7 たとえば、「改善」、「報・連・相」、「整理整頓」、「朝礼」などである。 
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 日本とアメリカで育ち、バイ・カルチュラルな経験を持つハルミ・ベフ（1987：19-26、40、53、
162-169）によれば、日本文化論の視点から見ると、日本文化の中では「和の協調」、「集団主

義」、「努力性」が強調され、日本人はタテ社会に住んでいると信じていると論じ、中根千枝の

『タテ社会の人間関係』の議論に対して、日本文化はそうではない面もあると批判した。日本文化

論をアメリカからの視点でみるのと日本が投資したアジアの国々からの視点でみるのでは、受けと

られかたは違うであろう。ハルミ・ベフは日本とアジアの関係についてはほとんど言及していない

が、本研究が対象とするタイ人通訳者と日本企業の関係は中根が議論したように日本企業はタテ社

会的であると考えられる。 

 

高井次郎（1993:171-174）は、日本企業文化には集団という考え方があるため、年功序列と終身

雇用という考え方が生まれることを指摘している。年功序列と終身雇用は日本企業にとって望まし

い制度である。社員は企業に入り、集団行動に参加する中で、上下関係を大切しながら長く仕事が

続けられ、最後に無事に企業を出ることができると述べている。 
 

企業文化というのは一般的に会社で共有されている思考や行動様式であるが、日本の企業文化の

特徴は、主に集団の関係、集団のやり方、年功序列、終身雇用であるといえる。日本的な企業文化

は日本国内では通用しているが、文化や国民性が異なる日本の投資国では問題が生じている。 

 

日本企業と中国企業の差異について研究した根橋(中原)玲子（2008: 223-239）によれば、日本企

業と中国企業には仕事の手続きが大きく異なるために、集団による意思決定と集団責任に関する問

題が起きているという。日本企業は下意上達方式（ボトムアップ）を持ち、決定する前には様々な

検討や議論を何回も行ない、意思決定に時間がかかる。しかし、中国企業は上意下達方式（トップ

ダウン）の視点を重視し、日本企業のやり方に従うと中国人管理職は即決できなくビジネスチャン

スを逃してしまう。中国人は、仕事をする時々の状況に合わせて結果を出せばよいと考えるが、日

本人はそのような価値観を受け入れない。一方、同じ調査結果によれば、日本人管理職が中国人管

理職に対して共に働く上で問題だと感じていることは「チームワークがない」という点であり、回

答者の 55.3 % が指摘している。ほかに日本人管理職が挙げた問題点としては、「自分が任された

範囲しか仕事をしない」、「仕事に関する報告・連絡をしない」、「個人的主義であるため、チー

ムで仕事をさせるのは難しい」などである。 
 

何志明（2012: 66-79）は、日本留学経験や日本企業についての知識を持つ香港人の通訳者を対象

者として調査を行った。香港人の通訳者が困難を感じている異文化コミュニケーションの問題は、

「日本人の仕事のやり方に対する違和感」、「日本人上司とのコミュニケーション不足、または上

司の曖昧な指示が理解しづらいこと」、「香港企業と違う業務の進め方」などである。これらの点

には、非明示的な管理機構である日本企業におけるコミュニケーション問題が大きく関わっている

といえる。香港人の通訳者は日本語ができ、日本企業に勤めているとはいえ、日本人と全く同じ行

動を取ることはしない。香港人の通訳者は日本人上司の曖昧な指示に関して、上司は香港で長く仕

事をしているのだから、香港的なストレートな物言いを身につけてほしいという希望を述べている。

一方で、日本人の上司との間に誤解を生じさせないために入念に最終確認を取ることに慣れてしま

ったという通訳者の意見もある。 
  

欧米の日本企業においても、集団による意思決定の進め方の相違による問題が見られる。佐々木

由美（2008: 271-286）の調査によれば、欧米人は日本的な議論の仕方や情報の共有の仕方以外に、

日本人の「NO」の言い方について、その真意を汲み取ることに困難を感じているという。両国の



14 
 

会議の役割に関して、日本人の真の会議は意思決定の前に行われ、会議では意思決定の後の確認や

報告が中心になり、会議参加者は周囲の見解に自身の見解をなるべく一致させようとする。しかし、

欧米人は会議において、周囲との見解の一致、不一致は問題にせず、議題についてどれだけ参加者

が徹底的に自分の意見を述べて議論をしたかを重視する。欧米人の回答の中で 3 番目に多く挙げら

れたのは、日本人は否定の意思表示する時、遠まわしの表現を使い、なるべく「NO」を言わない

傾向があるということである。断り、否定、反対のためにはっきり「NO」と言う習慣を持つ欧米

人は、このような行動が理解できなく、フラストレーションが溜まっていると指摘している。 

 

 これらの問題は、日本企業の海外進出先での、日本とその国の文化の摩擦、衝突から生じている。 

中国、香港、欧米における異文化による問題の共通点は、日本企業が企業の特徴を外国に持ち込み、

その国の状況に合わせることなく日本における基準を固持しようとすることが原因であると考えら

れる。 

 

2.2.2 在タイ日本企業に関する背景 

 

 日本企業は 1980 年代後半以降タイへの進出・投資が急増した。現在、日本はタイにとって最も

経済的に密接に結びついた国であるといえる。2015 年 10 月 1 日の外務省の統計によれば、タイに

おける在留邦人数は、67,424 人である。タイに進出している日系企業の総数（拠点数）は、1,725
拠点で海外日系企業全体の約 2.4％を占めている。中国(47％)、米国(11％)、インド(6.1％)、ドイツ

(2.5％)に次いで、タイは 5 位となっている。 
 
日本貿易振興機構（JETRO）の「タイ日系企業進出動向調査 2014年」の調査結果によると、タ

イ商務省事業開発局が管理する企業データベースに登録された日系企業数は 8,890 社 (2014年11月
時点)である。JETROは、すべての日系企業を調査対象としてアンケート送付及び電話によるヒア

リングで調査を実施した。回答した日系企業4,567社の業種別内訳は、「農業、林業、漁業、鉱業」

が0.3％（14社）、「建設業」が3.0％（136社）、「製造業」が全体の 47.0％（2,147社）、「サー

ビス業」が 49.5％(2,261社) 、「分類不能の産業」が0.2％（9社）である。 
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表3 タイの業種別日系企業数 

   
   (出所：日本貿易振興機構（JETRO）「タイ日系企業進出動向調査 2014年」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/fe4bde99ff9eb75e/20150044.pdf)」2018年8月10日参照) 
 

 タイで日本企業が会社を設立するにあたっての条件は、1972 年のタイの法律の外国人事業法

（FBA：Foreign Business Act）に示されている。同法によれば、タイにおける日本企業の設立は大

きく分けられ、二つの形態がある。日本企業の本社が 50％以上出資する場合は外国法人とみなさ

れる。日本企業の本社の出資が 50％未満の場合は合弁企業としてタイ法人と見なされる。 
  
プラウパン・ポンブン(2012: 63) の「在タイ日系企業が求める人材像」によると、タイの日系企業

についての経営形態は五つに分類できるという。①タイに支社を設置して営業する形態、② タ

イに新しい会社を設立して営業する形態、③ タイに新しい合弁会社を設立して営業する形態、

④タイにフランチャイズ店舗を設置して営業する形態、⑤タイ人と日本人が合弁会社を設立して

営業する形態である。 
 

JETRO の日本貿易振興機構（2015）によれば、2010 年から 2014 年にかけてのタイにおける日本

企業の設立には三つの形態が見られたという。日本企業の出資比率 50％未満が 78%で、出資比率

50％以上が 6.7%である。出資比率 100.0%が 15.2%になった。100.0％外国資本での会社設立は可能

であるが、特定のサービス業（新聞発行やラジオ、テレビ、土地取引など）では制限されている。 
 
日本企業のタイ進出においては、マクロレベルで、タイ政府やタイ側の企業が日本の資本を積極

的に受け入れてきた。上述した日本からの出資比率を分析してみると、約 8 割の会社がタイ企業と

の合弁会社となっている。日本企業が、タイ企業と技術提携をし、工場を立ち上げるというケース
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が多い。そして新たに設立された会社で、日本企業がタイ人の経営者、技術者、通訳者、労働者な

どの数万人を採用し、仕事をする上で異なる企業文化や行動によって、主に二つの問題が起こった

と考えられる。一つは、人材の離職率の高さ、もう一つは、視点や考え方の相違である。 
 
中小企業基盤整備機構の 2004 年の「タイにおける外国企業の経営課題に関する実態調査」によ

る問題点の事例をみると、タイ人の離職という問題が当時からタイの社会に存在し、企業内に大

きな影響を与えていることがわかる。社内コミュニケーションがスムーズできていない原因の一

つは、タイ人の通訳者や日本語が分かる秘書などが退職したことである。退職者が優秀だった場

合、その離職によって企業が被る損失、痛手は非常に大きい。もう一つのコミュニケーションに

関わる問題点の事例は、日本人とタイ人の考え方の違いに起因する。たとえば、タイ人は仕事で

失敗した時に、「すみません」と言わず「マイペンライ＝（大丈夫）」と言う人が多い。そのた

め、謝罪することが当然だと考える日本人がタイに初めて赴任すると、そのことを知らないため

に憤るという事例が報告されている。タイ人の「マイペンライ」は様々な意味があり、「問題な

い」、「気にしない」、「大丈夫」、「また今度頑張る」などという意味を表すことである。仕

事が計画通りいかなかった場合や生産プロセスに失敗があった際などに、多くのタイ人はまず

「マイペンライ（問題ない）」を先に言って、すぐ解決方法を探し、目の前にある状況に合わせ

て、早めに解決する傾向がある。これは日本社会にない考え方を反映した言葉であるため、日本

人のスタッフには理解できない場合も多いのではないかと考えられる。 
 
また、中小企業基盤整備機構の 2006 年の「タイにおける外国企業の経営課題に関する実態調査」

によれば、2004 年時点での問題点がさらに進んでいたと考えられる。日本企業がタイへ進出した

時の問題は、二つあることが明らかになった。第一の問題は人材の確保で、第二は言語である。

管理者や技術者などの離職率が高いため、終身雇用という日本企業の特徴はタイにおける日本企

業には定着していないと考えられる。言語に関する問題については「言葉が伝わらない」ことよ

り「考え方が伝わらない」という問題が発生している。日本語の通訳者を介してコミュニケーシ

ョンを取ればお互いの言葉を理解することはある程度できるわけだが、仕事に関する視点や考え

方には相違点が残る。例えば、生産プロセスの段階で、完璧さを求める日本人の基準の方がタイ

人より高い。つまり、仕事に関するカルチャーギャップがあり、仕事に支障をきたしているので

ある。 
 

2.3 通訳 

 

 タイ人通訳者の役割を分析するために、通訳の定義と通訳者の役割について論じておく。 

 

2.3.1 通訳の定義と通訳者の役割 

 

 「通訳」は一般的に「訳す」という行為であり、英語では “Interpreting”という意味で、ある起点

言語からある目標言語に交換することである。平塚ゆかり (2013: 46-47）は通訳研究者のセレスコ

ヴィッチを引用し、口頭のメッセージを口頭のメッセージとして訳すことが通訳の行為である。 
 

 通訳に関する先行研究によると、通訳者に求められる作業は、「訳す」ということである。それ

も中立の立場で自分の意見や考え方を入れず訳すことが求められる。言語能力や異文化理解能力を

使い、ただ語学的に言葉を正しく交換することだけではなく、文化を越えてメッセージを伝え、同

時に異文化間の調整を行うことが期待されている（椎名・平高、2006: 21-24）。さらに、コンフリ
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クトや誤解を発生させないようにする役割もある。つまり、通訳者は異なった文化の橋渡しをしな

がら、異文化の間でコミュニケーションをとる「役割」を果たしていると考えられる。 

 

 「役割」に関して、『社会学小辞典』（2005：598）によれば、社会学概念における役割の定義

は「集団や社会のある地位を占める行為者は、その地位に対応した行動様式を集団や社会によって

期待され、また行為者自身もそうした行動様式を認識し、評価し、解釈しながら、行為を通じてそ

れを実現してゆく」と書かれている。片桐新自（2010：59-61）はどんな社会的相互作用にも地位

（Status と役割（Role）が存在し、地位に多くの役割が付随し、地位に応じて期待される役割を果

たすことは、自分にも社会にもいい影響を与えると述べた。 

 
通訳の概念を検討してみると、通訳者の規範的な役割は、一般的に情報やメッセージを置き換え、

意見や解釈を差し挟まず、そのまま伝達すると考えられてきた。平塚 (2013: 46-47）によると、日

本での通訳者の役割は「黒衣」や「目に見えない透明人間」などに喩えられてきた。両者の相互作

用の進行に関与しない、単語の置き換えをする対応が正確な通訳だと考えられているためである。

しかし、グローバリゼーション下の現在では、国際的な貿易が盛んになり、異なる文化を持つ者同

士の言語コミュニケーションの割合が増加し、通訳者の役割が変化している傾向が伺える。言語の

背景には文化の存在があるため、通訳者の役割が以前とは異なり、言語的な差異や文化的な違い、

そしてメッセージが語られた状況も考慮して伝える文化の仲介者という役割に変わっていることを

指摘している。 
 
また、森住史（2014: 99）は Pöchhacker を引用して、通訳者は、より可視化され、コミュニケ

ーション仲介者の役割を担うべきだと主張した。通訳研究の視点から換言すると、従来までの通訳

者の役割は、言語Ａで言われたことを基本的にはそのまま言語Ｂに機械的に訳すという役割だけで

はなく、異なった文化の橋渡しをしながら、異文化仲介とコミュニケーション仲介者いう役割も果

たしているといえる。 
 
タイの日系企業の通訳者の場合は、通訳の訳す作業と異文化仲介の作業以外に、日本人スタッフ

をサポートするコーディネーター役も要求される。具体的には、秘書、生活面のケアのコーディネ

ーター、顧客の接待、タイ語の教師、お茶くみなどの役割も要求されている（Phatchaya, 2017: 172-
183）。タイ人通訳者は日本企業のニーズに応じて複数の役割を遂行すると、期待されていると考

えられる。しかしながら、ある役割を遂行することで、他の役割が遂行できなくなり、精神的に困

難を感じ対応できなくなる事態も起こり得る。このような状況を「役割葛藤（Role Conflict）」と

定義している。 
 

渡辺直登（1993: 144-145）は、カーンらの役割葛藤を引用して、組織における役割葛藤を「2 つ

以上の、一方に従えば一方には従うことが困難な役割が同時に存在する状態」と定義している。組

織における役割葛藤は「送り手内葛藤（Intra-sender conflict）」、「送り手間葛藤（Inter-sender 
conflict）」、「役割間葛藤（Inter-role conflict）」、「個人的役割葛藤（Person-role conflict）」の 4
つに分けられる。 

 
 「送り手内葛藤（Intra-sender conflict）」というのは、同一の送り手から両立しえない役割を期待

されることである。「送り手間葛藤（Inter-sender conflict）というのは、2 人以上の送り手から相容

れない役割圧力をうけ、板挟みの状態に置かれるということである。「役割間葛藤 Inter-Role 



18 
 

Conflict」というのは、あるグループで果たすべき役割と、別のグループで期待される役割の間に

葛藤があるということである。「個人的役割葛藤 Person-Role Conflict」というのは、周囲からの役

割期待が個人の内的な価値観と対立するということである。 

 

2.4 異文化への適応 
 
 国際的に急激に進展するグローバリゼーションの時代において、民族・文化・言語の異なるもの

同士が出会いや交流する機会が広がり、文化的な背景の異なる人々のコミュニケーション、文化相

互理解、適応などはますます重要な課題になってきている。 
 
2.4.1 異文化コミュニケーション 
 

石井敏（2013：16-17）はイーグルとカーターを引用して、異文化コミュニケーションの概念で

は、異なる文化の構造を説明するために、文化を氷山にたとえている。各文化には、見える表層部

分と見えない深層部分がある。簡単に観察ができる海上部分に当たる文化は、洋服、料理、挨拶の

仕方、言語、建物などである。一方、海面の下に隠れていて見えない深層部分に当たる文化は、価

値観、規範、信念などであり、この深層部分が表層部分より大きいと指摘されている。異なる文化

と接触する時に、相手の挨拶の仕方、食文化、ジェスチャーなどはある程度容易に理解できるが、

自分にない価値観に基づく相手の考え方や習慣などは容易には理解できないということである。 
 

図 3 氷山のモデル  
 

 
 

  出所：石井敏「第 1章：異文化コミュニケーションの基礎概念」（2013：17） 
 

『異文化コミュニケーション辞典』によれば、人々は新しい環境や文化に最初出会った時に、戸

惑いや葛藤を覚え、悩むことがあるが、その異文化の相互作用を通し、困難が乗り越えられ、それ
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が適応した状態になる（池田、2013: 182）。桜木俊行（2013: 160-162）はオバーグを引用して、異

文化との最初の接触では、ストレス、疲労感、不安、孤独、頭痛、不眠病などが現れ、「カルチャ

ーショック」を体験している状態である。人々は新しい環境に入る時に、自分の常識と異なる文化

に接して、その負担がストレスとなって、そのストレスを乗り越えようとする時、異文化適応のプ

ロセスが生じると考えられる。 

 

2.4.2 異文化適応 

 

「郷に入っては郷に従え」ということわざがあるように、人々は新しい環境に入った時に、その

文化に合わせていくことが求められる。また異文化に遭遇した時に、その場にふさわしい行動やコ

ミュニケーションをとること、すなわち文化適応が必要になってくる。ここでは文化適応パターン

を把握するために異文化適応について論じる。 
 
桜木（2013: 162-164）はリスガードの U カーブと呼ばれる適応曲線のモデルを引用して、異文化

への適応過程はハネムーン期、カルチャーショック期、適応期という 3 つの適応段階について論じ

た。ハネムーン期とは、異文化との接触が初めてのため、全ての環境が新鮮で、楽観的に異文化に

対応する時期である。続くカルチャーショック期とは、自分の保持している文化と異なると感じて、

自分の望む理想と現実が異なることを意識し始める時期のことである。カルチャーショックを受け

た人々はそのカルチャーショックを乗り越えると、適応期を迎える。適応期とは、一般的に文化や

言語を習得し、周りの環境に慣れて徐々に文化変容が見られる時期である。 
 
          図 4 U曲線 

 

                      
 

 （出所：桜木俊行「第 7 章：カルチャーショックと適応のプロセス」（2013：165） 
 

八島智子（2013:183）はベネットの「異文化センシビリティ発達モデル」を引用して、自文化中

心的から文化相対主義への適応プロセスについて論じている。このモデルでは、「差異の拒否」、

「防衛」、「差異の最小化」、「差異の受容」、「適応」、「統合」の 6段階に分けられる。 
 
 初期の 3 段階は自文化中心的である。①「差異の拒否」の階段では、行動規範や価値観などに関

する異文化を拒否し、受け入れないという階段である。次に、②「防衛」の段階では、未知なる

文化を否定的な評価をし、自分の文化が他の文化より優れている価値観を持つことである。そして、
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③「差異の最小化」という段階では、文化差を軽視し、他の文化は本質的に自文化とは違わない

ものを考え、すなわち、文化が違っていても、人間は皆同じという考えである。 
一方、後期は文化相対主義的な 3 段階であり、「差異の受容」、「適応」、「統合」という段階

である。④「差異の受容」という段階に入る人々は、自文化と異なる行動や価値観を理解し、その

相違点を受容する。⑤「適応」とう段階では、異文化のコミュニケーションスキルを発達させ、行

動の調整もできるようになる段階である。そして、⑥「統合」の段階では、複数の文化の視点から

理解でき、状況によってふさわしく対応できるということである。 

 

図 5 異文化感受性発達モデル 

                     出所：「適応の型」（八島智子、2013：183）より筆者作成 

 

さらに、桜木（2013：174）はベリーを引用し、文化的なアイデンティティに関して述べた。こ

の理論では、異文化で生活する個人が①出身国のアイデンティティや特徴を継承することを望む

か、②現地文化（人々及びコミュニティーとの関係性）を維持することを望むか、という 2つの基

準によって文化的なアイデンティティの変化を 4つの型に分類している。 
 

図 6 文化的アイデンティテの変化分類 
 

 高 

 

       

       分離        統合 

 

現地文化アイデンティティを取り込む度合い     低                   高 

 

          周辺化   同化 

 

 

     低 

 
              自文化アイデンティテを維持する度合い 

 

    出所：桜木俊行「第 7 章：カルチャーショックと適応のプロセス」（2013：174） 
 

自文化アイデンティティを維持しようとし、現地社会の活動に参加することを避けることは、

「分離」である。一方、「同化」は自文化アイデンティティを捨てようとし、現地文化に溶け込む

ことをすることである。「統合」というのは、自文化アイデンティテを維持しつつ現地文化も大切

することである。「周辺化」というのは、自文化アイデンティテの維持も現地文化に溶け込むこと

のどちらも望まなく、自分が居場所がないという状態である。 

 

               自文化中心主義   文化相対主義 

 

①「差異の拒否」②「防衛」③「差異の最小化」  ④「差異の受容」⑤「適応」⑥「統合」 
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2.5 先行研究  

2.5.1 タイ人日本語通訳者の役割に関する先行研究  

 

タイ人の日本語通訳者に関する研究は未だ少ないのが現状である。その中で在タイ日系企業にお

ける日本的なジェンダー規範を取り上げた、以下のナッタポーン・ルアンサクンディ（2011: 168-204）
の研究と Phatchaya（2017：172-185）の研究がある。 

 
ナッタポーンはタイ女性の通訳者を対象に面接調査を行った。その結果、対象通訳者 20 人の役割

は「訳すもの」、「秘書」、「コーディネター」、「副社長補佐」の 4 つである。また日系企業で

働くことに対する満足度が高いことも明らかになった。日本語を獲得し、日本人の考え方や仕事の

やり方も勉強になるからである。その一方で、この調査からは、タイ人通訳が役割に対して持つ不

満も挙げられている。 
 

表5 タイ人通訳者が仕事に対する満足度 
 

タイ人通訳者が満足していること タイ人通訳者が満足していないこと 
勉強した日本語が使える 仕事が少なすぎることがある。 
チャレンジングな仕事 時々ストレスが溜まることがある。 
仕事の量が多すぎない 喧嘩になった時、タイ側と日本側の間にいるこ

とが大変（タイ人は日本人の上司に聞かれても

はっきり答えない。何回も確認しなければなら

ない。 
日本語だけでなく日本人の考え方や仕事のやり

方も勉強になる 
自分が忙しい時にも、上司は自分を通じて他の

人とコミュニケーションをとろうとする。 
 上司は一人でタクシーに乗るのが怖いという理

由で、いつも上司の接待に同行しなければなら

ない。 
 たまに日本の本社から来る人はタイ人のやり方

がわからないので、何回も繰り返し説明しなけ

ればならない、 
 仕事に関係ないことを頼まれた。（クラブに行

く時の付き合いなど） 
出所：「在タイ日系企業における日本的なジェンダー規範の研究―日本語を使って仕事をするタ   
   イ女性の役割の事例からー」（ナッタポーン、2011：190-191）より筆者作成 
 
ナッタポーンの研究より、日本のソフトパワーによる文化的魅力と高収入というハードパワーに

よる経済的な魅力のために、日本企業に就職しようと決めた傾向にある対象者のタイ人通訳者は、

高い言語能力を早めに身につけ、仕事を円滑にできていると自負している様子がうかがえる。 
 

しかし、ナッタポーンの調査結果から、不満に思っていることに関して考察すると、企業の仕事

の進め方や価値観の相違によって対立が起こった時には日本人とタイ人はそれぞれの文化的価値観

に基づく行動を取るため、意見がかみ合わず、最後まで合意できないことがある。 
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ナッタポーンの研究では、日本企業において異なる文化に起因する問題が実際に起こった事例が

紹介されている。タイ人の通訳者からは「たまに日本の本社から来る人はタイ人のやり方がわから

ないので、何回も繰り返して説明しなければならない。」という意見があり、日本企業とタイの企

業文化は、仕事の進め方や価値観の点で異なることがわかった。日本人が本社と同じようなシステ

ムを期待しているに対して、タイ人スタッフはタイの状況に合わせて仕事をしていると考えられ

る。もう一つの「タイ人は日本人の上司に聞かれてもはっきり答えない。何回も確認しなければな

らない」という意見にも、 文化的価値観の相違による行動様式の違いが現れていて、日本人とタ

イ人の行動様式が相容れていないともいえる。 

 

 次に Phatchaya (2017：172-183）の研究では、タイ北部の工業団地のタイ人通訳者 10 名に対して

通訳者の役割、問題や退職理由などについてインタビューしている。対象者は、男性通訳者が 3 名

で、女性通訳者が 7 名、年齢は 29 歳から 40 歳までである。対象者の義務は「訳す」作業とは限ら

ず、主にコーディネーターの役割が要求され、仕事の内容が変わり、幅広くなるにつれて、訳す作

業が少なくなると論じられている。具体的な作業としては、飛行機のチケット代やホテルの予約、

ビザの手続き、ランチの準備、お茶くみ、入院の手続き、タイ語の教師などである。さらに、対象

者は仕事の内容が幅広くなるにつれて、仕事の内容も複雑になってくる。例えば、会議の通訳の作

業の後、コスト分析や議事録作成などをさせられることなどが挙げられた。退職の理由については、

二つの要素が上げられている。一つは、ほとんどの仕事の内容が言語を訳すことではないため、通

訳者として日本語能力がなかなか上達できないことに不満を持っていたということ。もう一つは、

職務記述書に載ってない作業を要求されることは自分自身理解できるが、実際には職務記述書に記

載されていること以外の業務に従事しているにもかかわらず、それらの業務の成果は会社による業

績評価には考慮されず、しかも、キャリアアップに繋がる可能性も低いと判断したことである。 

 

上記の先行研究から、タイにおける日系企業のタイ人通訳者の役割は多様であること、日本とタ

イの間の文化摩擦の中にいるとわかる。コーディネーターの役割が幅広く多岐にわたることはタイ

人通訳者は理解しているが、彼らは言語を訳す作業がなくなることは望んでいないといえる。 
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第 3 章  
 

タイの日系企業におけるタイ人通訳者 
 

第 3 章では、タイの日系企業におけるタイ人通訳者について論じる。アンケート調査の結果に基

づいて、ジャパナイゼーションの中でタイの日系企業におけるタイ人通訳者の役割と異文化への適

応を明らかにする。 
 

本研究では、タイ国立コンケン大学人文社会学部日本語専攻の卒業生のネットワークのグループ

を通じて、2016 年 9月 1 日から 12 月 1日にかけてアンケート調査を行った。タイの工業団地内の

日系企業で働いているタイ人の通訳者 152 名に送ったタイ語のアンケートの内、有効回答数は 90
であった。アンケートの質問は、以下の 7 つの項目に分け、論じていく。 

 
  3.1 タイ人通訳者対象者の属性などの基本的データについて 
  3.2 日本人スタッフとタイ人従業員の間の相互作用のパターンと内容について 

  3.3 タイの日系企業においてのタイ人通訳者の役割について 
  3.4 タイ人通訳者が見た日本人スタッフとタイ人従業員の間の異文化 
      3.5 タイ人通訳者が職場で直面している問題 

    3.6 タイ人通訳者が日系企業で働くことに対する満足や不満とその理由 

      3.7 タイ人通訳者の転職回数と将来の計画 

 
3.1 タイ人通訳者対象者の属性などの基本的データについて 
 
 ここでは、タイ人通訳者対象者に性別、年齢、日本語習歴、卒業した大学と分野、日系企業に就

職すると決めた理由、勤務工業団地のエリア、企業での職位、企業規模、日系企業での勤務経験、

日本語能力検定のレベル、給与について尋ねた。 
 

3.1.1 性別 
  調査対象者の 90 名の中で、男性の通訳者は 18.9％（17 人）、女性の通訳者は 81.1％（73 人）

である。 
 

表 6  タイ人通訳者対象者の性別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 実数（人） 比率（％） 

男性 17 18.9 

女性 73 81.1 

合計 90 100.0 
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3.1.2 年齢 
調査対象者の年齢については、最年少が 23 歳で、最年長が 40 歳である。最も回答の多い回答は

「26 歳から 30 歳」の 47.8％（43 人）である。 次いで「25歳以下」の 37.8％（34 人）、「31歳
から 35 歳」の 11.1％（10 人）そして「36 歳以上」の 3.3％（3 人）である。 

        
表 7 タイ人通訳者対象者の 2016 年当時の年齢 

年齢 実数（人） 比率（％） 

25歳以下 34 37.8 

26～30歳 43 47.8 

31～35歳 10 11.1 

36歳以上 3 3.3 

合計 90 100.0 

 
3.1.3 日本語の学習歴 
 調査対象者の 90 名の中で、日本語をタイの大学で勉強したのは 98.9％（89 人）。日本語を日本

の職場で学んだのは 1.1％（1 人）である。 
表 8 タイ人通訳者対象者の日本語の学習歴 

 実数（人） 比率（％） 

タイの大学で勉強した 89 98.9 

日本の職場で学んだ 1 1.1 

        合計 90 100.0 

 
3.1.4 卒業した大学と分野  

タイ人通訳者対象者の卒業した大学は最も多いのはコンケン大学（71 人）である。分野で最も

多いのは日本語主専攻・副専攻（87人）である。他の大学は例えばタマサート大学、カセサート

大学、チェンマイ大学、ブラパー大学、泰日工業大学などである。 
 

表 9  タイ人通訳者対象者の専攻 

 実数（人） 比率（％） 

コンケン大学人文社会学部日本語学科の日本語主専攻・副専攻  
69 76.7 

コンケン大学の卒業生で、他の専門（英語、経営） 2 2.2 

他の大学で日本語主専攻 18 20.0 

他の大学の卒業生で、他の専門（電気工学） 1 1.1 

        合計 90 100.0 
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 3.1.5 日本への留学経験 
        

表 10 タイ人通訳者対象者の日本への留学経験 

 実数（人） 比率（％） 

日本へ約1年以下留学した 42 46.7 

日本へ1年以上留学した 6 6.6 

留学経験が無い 42 46.7 

        合計 90 100.0 

 
3.1.6 日本語能力検定 8 
 

表 11  タイ人通訳者対象者の日本語能力検定 

日本語能力検定 実数（人） 比率（％） 

N1レベル 13 14.4 

N2レベル 48 53.4 

N3レベル 27 30       

N4レベル 2 2.2 

      合計 90 100.0 

 
 
調査結果からみると、日系企業に就職することと関係がある日本語学習歴、日本への留学経験、

日本語の能力の三つがタイの工業団地のタイ人通訳者にとって必要な要素だといえる。9 割以上が

大学の学士レベルで日本語を学習しており、5 割以上が日本への留学経験を持つ。タイ人通訳者の

多くが取得している日本語能力認定レベルは N2認定 9である。三つの要素を持っている対象者のデ

ータを詳細にみると、90 名の中で 28 名（31.1％）がタイの大学で日本語を学習した後、大学間学

術交流協定（MOU）を通じて日本学生支援機構（JASSO）の奨学金で約 1年間留学し、卒業後日系

企業に就職して現在日本語能力試験 N2 レベルを持つというパターンが多い。 
 
 
タイ人通訳者の対象者のデータによると、日本語や日本文化に接したきっかけ、また日系企業に

就職したい理由などから、対象者を 5 つのグループに分類できる。次の図に示す。 
 
 
 

                                                           
8 日本語を母語としない人を対象に日本語能力を認定する検定試験とのことである。 

9 N2レベルは日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、

話の流れやれや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。

（http://www.jlpt.jp/about/の参照） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E8%A9%A6%E9%A8%93
http://www.jlpt.jp/about/
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図 7：タイの日系企業におけるタイ人通訳者の日本語学習について（N=90） 
 

グループ 1   グループ 2      グループ 3           グループ 4        グループ 5 
28.9％（26 人）           31.1％（28 人）       14.5％（13 人）           22.2％（20 人）              3.3％（3 人） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
日本語学習に関するデータから対象者は 5つのグループに分けられる。グループ 1 (28.9％)とグル

ープ 2 (31.1％)の対象者は、日本語の文字や日本のポップカルチャー10が好きで、大学で日本語を主

専攻にすると決めた。グループ 3 (14.5％)とグループ 4 (22.2％)は、日本は先進国というイメージを

持ち、また日本語は将来の職業に有利であるため、日本語を主専攻として学んだ。グループ 5
（3.3％）は日本語主専攻ではないが、学士レベルで工学などの分野を専攻し、日本へ留学した経

験があり、帰国後日系企業に就職した。 
 
日本語を主専攻とした者は、全体の 96.7％（87 名）である。その内の 6 割が日本語の文字や日本

のポップカルチャーがきっかけで、日本語の専攻を決めた。ジャパナイゼーションの背景から見る

と、1977 年から 1995 年の間に生まれた対象者は、生まれた時から日常生活で日本文化や商品に囲

まれており、日本のアニメやマンガの日本語を理解したいという欲求が生まれ、日本語を学ぶこと

に興味、関心を持ったといえる。 
 
また、日本語を主専攻とした者の 3 割が、日本は先進国のイメージを持ち、日本語は将来の職業

に有利という理由で日本語の専攻を決めたということから、日系企業がタイの社会において評判が

よかったといえる。つまり、現在の日本語主専攻のタイ人日本語通訳者は、文化的な魅力と経済的

な魅力という 2 つのジャパナイゼーションの影響を両方とも受け、日系企業で日本語を使いながら

働くことを目指したと推測できる。 
 
現在では、日本語や日本のポップカルチャーの影響の要素以外に、日本への留学という経験も、

グローバル化によるジャパナイゼーションの現象を生じさせる要素だと考えられる。グローバル化

                                                           
10 日本のポップカルチャーの例としては、日本のアニメ、マンガ、ファッション、コスプレなどがある。 
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の進展の中で、タイ人が日本へ留学する機会が増加しつつある。グループ 2 と 4 と 5 の対象者のデ

ータによると、約 5 割の対象者は日本へ留学し、卒業後日系企業に就職しているということである。 
 
 3.1.7日本企業に就職する理由 
 タイ人通訳者が大学を卒業してすぐに日系企業に就職すると決めた理由は様々である。一番多い

理由は、「給与が高い」（57.8％）で、二番目に多い理由が「日系企業の制度がよい」

（23.3％）、三番目に「日本語を使って仕事をしたい」(17.8 %)、四番目に「日本への出張や研修

などがある」(1.1％)である。「日系企業の制度がよい」というと回答した者からは、「年功序列と

終身雇用があり、安心感を得ること」や「昇給やポーナスがよいこと」、「企業は常に改革改善を

求めているため、仕事をしながら、自己開発ができること」などという意見が出た。日本の企業は

タイ人の間で評判がよいといえる 
 

              表12 対象者の日本企業に就職する理由 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
。 
  

3.1.8  勤務工業団地のエリア 
対象者は、タイの 15 県 47 の工業団地の内 10県 15 の工業団地で働いている。詳細にみると、対

象者が働くエリアは東部に立地する工業団地(72.4％）、中部に立地する工業団地(21.0％）、東北

地方に立地する工業団地(6.6％）である。最も多くの対象者が働く工業団地は、チョンブリー県ア

マタナコーン工業団地（17 名、18.9％）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理由 実数（人） 比率（％） 

給与が高い 52  57.8 

日本企業の制度がよい 21 23.3 

日本語を使って仕事をしたい 16 17.8 

日本へ出張や研修などのチャンスがある 1 1.1 

合計 90 100.0 
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表 13 タイ人通訳者対象者の 2016 年当時の勤務工業団地のエリア 

工業団地

の 
エリア 

 
工業団地の 
ある県 

 
 

勤務工業団地の名称 実数（人） 比率（％） 

東部 チョンブリー アマタナコーン工業団地 17 18.9 
  ピントーン工業団地 8 8.9 
 プラチンブリ 304工業団地 9 10.0 
  ガビンブリー工業団地 6 6.7 
 ラヨーン アマタシティー工業団地 9 10.0 
  イースタンシーボード工業団地 7 7.8 
  ヘームラート・イーススタンシーボード 6 6.7 
 チャチューンサオ ウェルグロー工業団地 3 3.3 

中部 バンコク バーンチャン工業団地 4 4.4 
  ラートグラバン工業団地 3 3.3 
 パトゥムターニー ナワナコーン工業団地 5 5.6 
 サムットプラカーン バーンプリー工業団地 4 4.4 
 アユタヤ ローチャナ工業団地 3 3.3 

東北部 コンケン ナムポーン工業団地 3 3.3 
 ナコンラーチャシ

ーマー 
ナワナコーン（コーラート）工業団

地 
3 3.3 

  合計 90 100.0 

 
 
3.1.9 企業規模 

表 14 は、対象者の現在働いているタイの工業団地 11の企業規模（タイの省令の工場法令,1993 ）
である。タイ人の卒業生は、日本語の仕事についての求人広告を見て日系企業に応募する。対象者

の 40 人 (44.4％)は大規模工場に就職している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 工業団地とは一定の区画の土地を工業用地として整備し、工場や倉庫を計画的に立地させた地域のことをいう。現

在、公社はタイ各地の15県47の工業団地を所有している。 
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表 14 対象者の企業規模 

 実数（人） 比率（％） 

大規模工場 (労働者 50 人以上)     40 44.4 

中規模工場(労働者 50人以下)    34 37.8 

小規模工場 (労働者 20人以下)      16 17.8 

        合計 90 100.0 
 
3.1.10 企業中でのポジション 

 
タイの工業団地における日本語を使う職位の業務内容は大きく二つに分けられる。一つ目は、言

語を訳す業務にあたる日本語通訳者や日本語翻訳者などで、7 割以上を占める。言語を訳す業務に

就いている対象者の中では、事務所のみの通訳者が 43 名で、事務所と工場の通訳者が 27 名であ

る。二つ目は、日本語を使う業務である秘書、日本語担当のセールス、人事部担当、マネージャー

などで 2 割強である。 
 

 対象者の 98.8％（89名）が最初に採用された際の職位が「日本語通訳者」や「日本語コーディネ

ーターだったと回答している。その内 19 名（21.1%）は、通訳の業務に従事しながら、関連知識や

技術を向上させた後、日本人の管理職から誘われ、中長期的なキャリアパスの機会があるという理

由で、現在 Japanese Speaking という「日本語担当」に職位を変えて、言語を訳す義務と専門知識に

関する仕事の二つを両立している。就職後にこのようなキャリアパスを歩むことから、日系企業が

採用時に重視する点は、「専門知識」より「日本語能力」と「日本への留学経験」である。19名の

対象者のケースから、言語を訳すという単一の業務から様々な業務を企業内部で教育し、能力を身

につけていくことは、日本的な終身雇用制度と社員の成長に関係があると考えられる。対象者から

の回答からも、2 割のタイ人通訳者は自分の成長のためにこのような日系企業の人事管理システム

に従って、現在対象者の 5 名が工場のマネージャーの職位に上がっていることがわかる。タイ人通

訳者が職位を変わることは日本企業の経営の影響だといえる。言い換えると、タイ人通訳者は通訳

の深い知識や優れた技術といったスペシャリストより分野を限定しない広い範囲の知識や経験とい

ったジェネラリストが望まれるという。 
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表 15 対象者の企業の中でのポジション 

 実数（人） 比率（％） 

日本語の通訳 70 77.8 

Japanese Speakingの工場マネージャー 5 5.6 

Japanese Speaking のセールスとカスタマーサポート 5 5.6 

Japanese Speaking の人事部担当 3 3.3 

Japanese Speaking の輸出入/物流担当    3 3.3 

Japanese Speakingの研究のエンジニアサポート 2 2.2 

Japanese Speakingの秘書 1 1.1 

Japanese Speakingのエンジニア 1 1.1 

        合計 90 100.0 

 
 
3.1.11 業務経験 
   調査対象者の業務経験は、1 年から 15 年の間で、最も回答の多い業務経験年数は 3年から 5 年の

間 (46 名,51.1％)である。       
 

表 16 タイ人通訳者対象者の 2016 年当時の業務経験   
業務経験 実数（人） 比率（％） 

2年以下 35 38.9 

3-5年 46 51.1 

6-8年 5 5.6 

9 年以上 4 4.4 

合計 90 100.0 

 
3.1.12 給与 

90 名の対象者の回答から浮かび上がる平均的な通訳者のプロフィールは、勤務年数が 3 年から 5
年の間（51.1％）で、給与は、残業代を含めず、約 30,001 バーツから 40,000 バーツ（27.8％）であ

る。 
 
日本語能力認定レベルによって、初任給の金額に大きく違いがある。30名の日本語主専攻の新卒

採用の初任給に関してのデータによると、勤務経験と留学経験を問わず N3・N4 の認定を持つ対象

者の 18 名が日系企業に正社員の日本語通訳者として採用され、初任給は 20,000 バーツからである。

N2の認定を持つ対象者の 8名の初任給は 30,000バーツからである。N１の認定を持つ対象者は 4名
であるが、2 名の初任給は 40,000 バーツからで、他 2 名の初任給は 60,000 バーツからであった。 
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タイの財務省（2015）が発表したタイ人公務員の学士レベルの初任給は 15,000 バーツ（約 48,000
円）である。修士課程レベルや医学の公務員の初任給は 17,500 バーツ（約 56,000 円）で、博士課

程レベルなどの公務員の給与は 21,000 バーツ（約 68,000 円）である。日系企業の日本語通訳者の

初任給と比べると、同じ学士レベルでも、通訳者の方が日本語能力が高ければ、給与がタイ人の医

者や公務員の倍得られることがわかる。タイの社会では日系企業の給与は高いと認識されている。

またタイの日本語主専攻の学士レベルでも、労働市場に求められる需要が高い学歴になっていると

いえる。 
 

表 17 タイ人通訳者対象者の 2016 年当時の給与 

給与 実数（人） 比率（％） 

月に20,000－30,000バーツ 23 25.5 

月に30,001－40,000バーツ 25 27.8 

月に40,001－50,000バーツ 19 21.1 

月に5,0001－60,000バーツ 6 6.7 

月に60,001－70,000バーツ 7 7.8 

月に70,001バーツ以上 10 11.1 

合計 90 100.0 

                                                                     (1 バーツ＝3.25 円)12 
 
3.2 日本人スタッフとタイ人従業員の間の相互作用のパターンと内容について 
 

JETROの日本貿易振興機構（2015）によれば、2010年から2014年にかけて、タイにおける日系企

業の中で、出資比率100.0%の企業は15.2%であり、約8割の日系企業はタイ企業との合弁会社とな

っている。現在、日系企業における日本人とタイ人の間のコミュニケーションでは、英語ではなく、

主に日本語が使われている。職場で異なる言語を話す日本人のスタッフとタイ人従業員の間に、短

い時間で正確にメッセージを伝えることが通訳者の業務である。こうして、日本人のスタッフとタ

イ人従業員とのコミュニケーションの際、通訳者は両者の間で中立的な立場で訳すという業務を行

うことが両者に期待される。 
 

 本調査の対象者は「日本語通訳者」と「日本語担当者」として採用された二つのグループに分け

られる。調査結果によると、職務や会社の規模を問わず、二つのグループの訳す言語比率、内容、

場面での差がはっきり見えず、ほとんど違いが見られない傾向が見られる。 
 
タイ人通訳者が具体的にどのような場面でどの内容を通訳するか、また日本人のスタッフとタイ

人従業員の間にどのような相互作用パターンが起こるかを把握するために、タイ人通訳者の訳す言

語の比率、通訳の形式、通訳者の利用者数、通訳者を介しての相互作用のパターンについて調査を

行った。 
 
 

                                                           
12   1 バーツは約 3.25 円（2017 年 1 月 23 日の為替レート）である。 
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3.2.1 タイの日系企業においての訳す言語の比率 
タイ人通訳者の訳す言語比率に関して、最も回答が多かったのは、「日本語からタイ語 50％と

タイ語から日本語 50％」である。95.6％の対象者が50%以上日本語からタイ語に訳すパターンの

ため、日本語からタイ語に訳す作業より比重が高いことがわかる。 
 

表 18 訳す言語の比率 

訳す言語の比率  実数（人） 比率（％） 

JTH ≥60％ THJ≤ 40% 
日本語タイ語の割合が60%以上   
（タイ語日本語の割合が40％以下）                       

3 3.3 

JTH＝60％ THJ＝40% 
日本語タイ語の割合が60％ 
（タイ語日本語の割合が40％）  

37 41.2 

JTH＝50％ THJ＝50% 
日本語タイ語の割合が50％ 
（タイ語日本語の割合が50％）  

46 51.1 

JTH≤50％ THJ≥50% 
日本語タイ語の割合が50％以下   
（タイ語日本語の割合が50％以上）  

4 4.4 

合計 90 100.0 

 
3.2.2 タイの日系企業においての通訳者の形式 

                     
 平塚（2013:52-53）によれば、、通訳の形式を逐次通訳者と同時通訳者の二種類に分類している。

逐次通訳とは、話し手がある程度の長さで話したメッセージを一区切りごとに順次通訳する作業で

ある。同時通訳では、国際会議やスカイプなどの訳す場面で聞いたメッセージを数秒の差で訳し聞

きながら話す作業である。タイの日系企業においては、逐次通訳と同時通訳の形式が両方とも用い

られる。83.3％の対象者が逐次通訳者のみとして訳を出す。16.7％の対象者が両方の形式を遂行し

ている。つまり、タイの日系企業においては逐次通訳者形式が主に用いられると理解される。 

 
表 19 通訳者の形式 

 実数（人） 比率（％） 

逐次通訳 75 83.3 

逐次と同時通訳    15 16.7 

合計 90 100.0 
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3.2.3 タイの日系企業においての通訳を利用する日本人スタッフの数  
 
本研究対象者のタイ人通訳者は90名であるから、およそ一人当たり5名の日本人の通訳を担当し

ている。担当する最大人数は日本人約20名で、最小人数は１名である。日本人のスタッフの97.2%
は、男性のスタッフで、主に経営者や技術者である。一方、2.8%の女性のスタッフは、経営者の

秘書である。タイ人通訳者の5.5％（5名）のみ、日本人の女性スタッフに仕事の内容を訳す機会が

ある。つまり、タイ人通訳者の主な利用者は、日本人男性のスタッフといえる。 
 

表 20 通訳を利用する日本人スタッフの数 
 実数（人） 比率（％） 

日本人男性のスタッフ 411 97.2 

日本人女性のスタッフ 12 2.8 

合計 423 100.0 

 

  3.2.4 タイ人通訳者を介しての相互作用のパターン  
タイの日系企業で起こっている相互作用のパターンの内、9割以上は以下の2つの相互作用のパタ

ーンである。１番多い相互作用のパターンは、社内の日本人1人対小集団のタイ人従業員のパター

ン（98.9％）で、このような相互作用のパターンの例には社内の朝礼や月例会議などがある。これ

に次いで多いのが、機械に関する訳などをはじめとする、日本人1人対タイ人従業員1人の相互作用

のパターン（97.8％）である。つまり、通訳者の主な任務は、社内の相互作用のパターンで、話し

手が日本人一人のケースが多いといえる。 
 

表 21 タイ人通訳者を介しての相互作用のパターン  
タイ人通訳者を介しての相互作用のパターン タイ人通訳者

に業務と 
される 

タイ人通訳

者に業務と 
されていな

い 
社内の個人と個人 日本人スタッフ 1 人対タイ人従業員 1 人  97.8％ 

(88 人) 
2.2％ 
(2 人) 

   個人と小集団 日本人スタッフ 1 人対タイ人従業員 2 人から 10 人程度 98.9％ 
(89 人) 

1.1％ 
(1 人) 

   集団と集団 日本人１人以上対タイ人従業員 10 人以上 78.9％ 
(71 人) 

21.1％ 
(19 人) 

社外の個人と小集団 日本人の上司 1 人対他の会社のタイ人従業員 2 人から 10
人程度 

75.6％ 
(68 人) 

24.4％ 
(22 人) 

  
 社内システムの相互作用のパターンを構造的にみると、ウォーラーステインの世界システムの概

念と関係があるといえる。世界システム論では、階層的に中心と周辺に分けられるが、「中心」で

ある日系企業は、「周辺」としてのタイ日系企業の工場に日本本社と同様の生産技術や日本的なマ

ネジメントシステムを持ち込むため、タイの工業団地の各日系企業に日本人スタッフを派遣し、タ

イ人通訳者を通じてタイ人の従業員に生産技術から生産管理まで教育しているという分析ができる。             
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図 8 タイ人通訳者を介しての日本人スタッフとタイ人従業員の相互作用のパターンの構造 

 

 
       

出所：筆者作成 
 
 

3.2.5 タイ人通訳者に義務とされる作業の内容 
 タイ人通訳者の業務とされる作業内容は、日本語の日常的な挨拶から始まり、公的な場面でのス

ピーチ、会議、本社の規則、機械についての技術、ミスの原因や叱責、パーティー会場での通訳、

応募者の面接など多岐にわたる。その中で、タイ人通訳者が自信を持って訳せる内容のトップ3は、

「社内での簡単な挨拶」（97.8%）、続いて「部署内での会議や朝礼」(83.3 %)、最後に「社内の日

本人スタッフとの食事や飲み会に行った時の通訳」（78.8％）である。 
 
一方、自信がなくあまりできないと思う内容のトップ3は、「公的な催しの際の挨拶」

（65.9％）、「会社の方針や規則の通達」（58.9%）、「会社の顧客接待の際の通訳」（57.8％）

である。公的な場面での挨拶や方針などを訳す際、大勢の従業員の前で正確に公的な表現で訳す必

要があり、タイ人通訳者は公的な場面でプロとして任務を果たすことを期待されるためだと考えら

れる。対象者の5割以上が会社の顧客に対して、自身の言語レベルに不安を感じており、ビジネス

の話が苦手だと述べている。 
 
またある対象者は、イベントや公的な催しなどでは、状況が頻繁に変わることがよくあり、最初

に立てられた計画通りに進められなくなった時に日本人スタッフに説明するのは難しいと述べてい

る。また、状況によって、式の順番が急に変わることが多く、準備の時間がなく不安になると語っ

ている。状況が変わる原因としては、タイの変わりやすい気候やバンコクの首都の交通の渋滞など

である。 
 
 
 
 
 

 
 

中心

周辺

日本本社から派遣される日本人スタッフ

(主に管理者と技術者）

タイ人通訳者を介してのコミュニケーション

タイの日系企業におけるタイ人従業員

(個人・小集団）
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表 22 タイ人通訳者に義務とされる作業の内容 
タイ人通訳者に義務とされる作業の内容 自信があり、 

できると思う 
自信がなく、 

あまりできない

と思う 
1）社内で会った時の簡単な挨拶 97.8％(88 人) 2.2％(2 人) 
2）公的な催しの際の挨拶 31.1％(28 人) 65.9％(62 人) 
3）部署内での会議や朝礼 83.3％(75 人) 16.7％(15 人) 
4）会社の方針や規則の通達 41.1％(37 人) 58.9％(53 人) 
5）仕事の内容や新しい技術の説明 53.3％(48 人) 46.7％(42 人) 
6) 仕事上でミスが起きた際の原因説明 64.4％(58 人) 35.6％(32 人) 
7) 仕事が終わって社内の日本人スタッフとの食事や飲み

会に行った時の通訳 
78.8％(71 人) 21.1％(19 人) 

8) 会社の顧客の接待の際の通訳 42.2％(38 人) 57.8％(52 人) 
9) 採用担当者と応募者の間の仕事のインタービューの通

訳 
68.9％(62 人) 31.1％(28 人) 

10)社員の叱責の通訳 60.0％(54 人) 40.0％(36 人) 
 
3.3 タイの日系企業においてのタイ人通訳者の役割     

  

ここでは、タイの工業団地の86社で働くタイ人通訳者のデータに基づいて、タイ人通訳者の役割

を分析する。多くの対象者は女性の通訳者で、8割は主に逐次通訳を担っており、1割は社内での逐

次通訳を担う者以外は皆、本社からのスカイプを通じての会議で同時通訳者としての役割を担って

いる。彼らの通訳者としての役割は、話し手の日本人のスタッフと聞き手のタイ人従業員の間に立

ち、日本語のメッセージを聞き、解釈し、記憶し、タイ語のメッセージを表現することであるとい

える。 

図 9 タイの工業団地でよく見られるタイ人の通訳プロセス 

 
                                                         
                      

 

１） 日本語によるメッセージを聞き取る。 

２） そのメッセージを理解・解釈する 

３） 記憶する（あるいはメモをする） 

４） タイ語によるメッセージを表現する 

     出所：筆者作成 

 

 

現在のところ、タイの日系企業における通訳者の役割はまだ十分ではない。本調査は、タイ人通

訳者は日系企業の通訳者としての役割をどのように認識しているかを焦点を当てて、タイ人通訳者

の考える「日系企業にとって一番重要な役割」、「タイ人通訳者が一番遂行できる役割」、「通訳

者の業務ではないと思う役割」に関して、意見を自由に記述してもらい。以下の内容のアンケート

を実施した。そのアンケート結果を、表23に多い順から並べて示す。 
 
 

話し手の日本人スタッフ 

1 人 
タイ人通訳者 

1 人 
 

聞き手のタイ人従業員 

2 人から 10 人程度 
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表 23 タイ人通訳者の考える、日系企業にとって一番重要な役割 
 実数（人） 比率（％） 

1）重要な内容をまとめて省略し訳す役割 40 44.4 

2）内容をそのまま直訳する役割 21 23.3 

3) 文化や考え方を紹介する役割 12 13.3 

4）文化摩擦などの仲介者の役割 10  11.1 

5) 秘書の役割 3 3.3 

6) 翻訳者の役割 3 3.3 

7）会社の顧客接待の役割 1 1.1 

合計 90 100.0 

  

タイ人通訳者が考える、日系企業にとっての通訳の重要な役割は様々である。一番多い役割は、

「重要な内容をまとめて省略し訳す役割」（40名）で、二番目に多い役割は「内容をそのまま直訳

する役割」（21名）である。続いて、三番目の役割は「文化や考え方を紹介する役割」(12名)で、

四番目は「文化摩擦などの仲介者の役割」(10名)である。さらに、「秘書」、「翻訳者」、「会社

の顧客接待」などの他の役割も挙げられた。6割の対象者は、通訳者の重要な役割は言語と関わっ

て「訳すもの」と回答した。2割が文化の紹介や文化の摩擦を重視し、「異文化仲介者」という役

割を認識しているといえる。つまり、タイ人通訳者が考える会社に期待される役割は主に言語に関

する訳すものと橋渡しの役である。 
 

表 24 通訳者の考える、日系企業において一番遂行できる役割 
 実数（人） 比率（％） 

1）省略し訳す役割 34 37.8 

2) 翻訳者の役割 14 15.6 

3) 文化や考え方を紹介する役割 12 13.3 

4) 日本人のコーディネーターの役割 12 13.3 

5）文化摩擦などの仲介者の役割 10 11.1 

6）直訳する役割 3 6.6 

7）タイ語を教える役割 1 1.1 

8) 社内イベントの司会者の役割 1 1.1 

合計 90 100.0 
  
 タイ人通訳者が一番遂行できる役割の高い順に述べると、一番目は「重要な内容をまとめて省略

し訳す役割」（34名）で、二番目は「社内の資料の翻訳者」（14名）、三番目は「文化や考え方 
を紹介する役割」(12 名)、四番目は「日本人のコーディネーター」（12名）、5 番目は「文化摩擦

などの調整仲介者の役割」(10 名)となった。 
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図 10 通訳者の考える、一番重要な役割と一番十分に遂行できる役割 

                                                                              

                    一番重要な役割     一番遂行できる役割         
                                    省略し訳す役割 
                                  直訳する役割  
                                                       日本人のコーディネーターの役割 
               資料を翻訳する役割 
                 
             秘書の役割                             文化や考え方を    タイ語を教える役割 
                紹介する役割 
   会社の顧客接待の役割 
               文化摩擦などの       社内イベントの司会者の役割 
               仲介者の役割 
 
 
  
 
   
  出所：筆者作成 
 

図 10 のように、タイにおける日系企業のタイ人通訳者は複数の役割を持っている。通訳者の考

える「一番重要な役割」と「一番十分に遂行できる役割」はタイの日系企業におけるタイ人通訳者

が認識している通訳者の役割だといえる。二つの円の中では、複数の役割群がみられる。その中か

らは作業の内容によると、大きく 3つに分けられ、それぞれ細分化することができる。 

 

１） 正確にメッセージを訳す役割： 「省略し訳す者」、「直訳する者」、                     

                  「資料を翻訳する者」 

 

２） 橋渡しの役割： 「文化紹介者」、「異文化仲介者」 

 

３） 日本人スタッフの補助者の役割：  「秘書」、「顧客の接待」、 

                    「日本人のコーディネーター」、 

                  「タイ語の教師」、 

                  「社内イベントの司会者の役割」 

 

二つの円の重なっているところは、5 つの役割であり、「省略し訳す役割」、「直訳する役割」、

「資料を翻訳する役割」、「文化や考え方を紹介する役割」、「文化摩擦などの仲介者の役割」と

いうことである。会社に期待される「一番重要な役割」と通訳者の自分自身の「一番十分に遂行で

きる役割」の重なっている役割はタイの日系企業におけるタイ人通訳者がそのように認識して、タ

イ人通訳者の実際に担われている役割を反映している。 
 
上述したように、タイ人通訳者は様々な役割の束を要求されている。しかしながら、複数の役割

群の中で相互に矛盾や対立が生じることやその遂行に困難を感じることなどもある。以下は、タイ

人通訳者が考える、「通訳の義務ではないと思う役割」の結果である。 
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表 24 タイ人通訳者が義務ではないと思う役割 

 実数（人） 比率（％） 

1）コーディネーターの役割 20 22.2 

2）会社の顧客接待の役割 16 17.8 

3) 仕事の進捗管理の役割 15 16.6 

4）仲介者の役割 10 11.1 

5) 秘書の役割 8 8.9 

6) 突然呼ばれ、訳す機械の役割 7 7.8 

7) タイ語を教える役割 6 6.7 

8) 運動会などの司会者の役割 6 6.7 

9）ランチやコーヒーの準備などの役割 2 2.2 

合計 90 100.0 

 

 結果からみると、その内のトップ 4 は、訳す役割と関係なく、「コーディネーターの役割」

（22.2％）、「会社の顧客接待の役割」(17.8％)、「仕事の進捗管理の役割」（16.6％）、「仲介者

の役割」（11.1％）である。対象者の回答を詳細にみると、それらの役割の遂行に困難を感じるか

らという理由が多い。役割の遂行に困難を感じるということはやはりタイ人通訳者には役割葛藤が

生じているといえる。 
 

渡辺（1993:144-145）は、カーンらの役割葛藤の概念を引用し、役割葛藤 13を「2 つ以上の、一

方に従えば一方には従うことが困難な役割が同時に存在する状態」と定義している。 
 
表 24 によると、タイ人通訳者が義務ではないと思う役割で多かった回答は「コーディネーター

の役割」が 22.2％であり、「会社の顧客接待の役割」が 17.8％である。タイ人通訳者にとってこの

2 つの役割は「個人的役割葛藤」14が生じており、日本人スタッフとタイ人従業員の間で板挟みの

状態に置かれていると分析できる。 
 

日本人スタッフがタイ人通訳者に要求する「コーディネーター」という役割は、職務記述書に記

載されているが、コーディネーターの範囲は規定されておらず、またその内容にも矛盾を生じるこ

とがある。タイ人通訳者側からすると、コーディネーターの作業だけを求められると、訳す機会が

少なくなり、結局通訳者としてのスキルアップがしづらいと感じることになる。 

また、対象者が矛盾を感じた役割期待として 2 番目に多いのは、「会社の顧客接待」である。16
名の対象者(17.8％)が「会社の顧客接待」という業務は通訳の業務ではないと回答している。そし

て、その 16 名は全員女性である。その内の 4 名は、顧客接待の役割では日本人とタイ人の管理職

                                                           
13 組織における役割葛藤は「送り手内葛藤（Intra-sender conflict）」、「送り手間葛藤（Inter-sender conflict）」、「役割

間葛藤（Inter-role conflict）」、「個人的役割葛藤（Person-role conflict）」の 4 つに分けられる。 
 
14 「個人的役割葛藤 Person-Role Conflict」というのは、周囲からの役割期待が個人の内的な価値観と対立するということ

である。 
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や顧客の間で常に通訳を求められるため、十分な食事も採れず、疲れているにもかかわらず、なぜ

つまらなそうな顔をしているのかと日本人上司に問われることもあったという。 
 
このような 2 つの役割を担わされる際には、日本人スタッフとタイ人従業員に期待されることの

ギャップに困難を感じ、通訳の範囲を超えて「訳す」業務と関係ない役割を求められ、結局日本語

能力のレベルアップにつながらないと、回答者は述べている。 
 

また、タイ人通訳者がの「仕事の進捗管理」（16.6％）と「仲介者の役割」（11.1％）を期待さ

れることについては「送り手間葛藤」に当たると分析できる。「送り手間葛藤（Inter-sender 
conflict）」というのは、2 人以上の送り手から相容れない役割期待をうけ、板挟みの状態に置かれ

るということである。 
 

企業文化が異なるため、タイ人従業員は「報・連・相」という価値観を持っておらず、タイ人従

業員が日本人スタッフに業務の経過や結果を知らせないことや時間通りに仕事が進まないという問

題が生じている。報告が一切上がってこないケースが多いため、日本人スタッフはタイ人通訳者を

通じて業務の流れや進捗を何度も確認しなければならない。 
 
しかしながら、タイ的な上下関係と日本的な上下関係にはズレがあるため、14名のタイ人通訳者

(15.6%)は、日本人スタッフに「仕事の進捗管理」という役割を要求されると困難を感じると述べ

た。日本企業の文脈では、通訳者の場合は年齢と関わらず訳して伝える業務に位置付けられるが、

タイ企業の文脈では、階層構造や上下関係という価値観が存在しているため、通訳者は年齢や経験

的に年上のタイ人従業員より立場が弱く、後輩という地位に位置付けられる。タイ人の年下の通訳

者は、年上のタイ人従業員に対しては日本人スタッフのメッセージをそのまま直訳できず、丁寧に

話さなければならないと認識している。そのため、タイ人の先輩従業員に仕事の期限や仕事の指示

を伝えることは難しいと考えられる。 
 

10 名の対象者（11.1%）は、「仲介者としての役割」を担っているが、日本スタッフとタイ人従

業員間の対立にまだ慣れておらず、プレッシャーを感じていると回答した。10 名の内 3 名がミスの

原因や叱責を訳す際に、大きい声で話す日本人の男性スッフとタイ人の男性従業員の間で板挟みに

なり、先輩のタイ人従業員への叱責を通訳する自分自身にもストレスがかかり、困惑していたと述

べている。また 5 名が叱責を訳すときの事例を挙げた。日本人スタッフに言われた、「頭を使って、

仕事をしなさい」、や「頭に入れてください」という内容を訳す際に、対立を起こさないように、

「頭」の直訳を避け、タイ人従業員に「仕事にもっと真剣に取り組んでください。」や「この点に

はもっと注意してください。」などの言葉に言い換えて訳すという。タイの習慣では、「頭」には

「魂」が宿っていると信じられているため家族以外の人は絶対頭に触ってはいけない。タイの価値

観では、「頭」という言葉は、その人の知性やプライドを連想させるため、タイ人通訳者は頭に関

係する表現を訳す際に、気を付けなければならないという。一方、日本人スタッフからは、強く注

意しているにも関わらず、タイ人従業員に伝わっていないと感じ、タイ人通訳に対してクレームが

出たこともあった。結局、異文化仲介者の役割を担っているが、どちらの役割を果たすべきか、双

方から圧力を感じて、板挟みの状態に置かれてしまうこともある。 
 

結論としては、タイの工業団地における日系企業では、タイ人通訳者は複数の役割を担わなけれ

ばならないことが明らかになった。正確に訳す役割、橋渡しの役割そして日本人スタッフの補助者

の主な役割により、彼らには果たすべき複数の役割という役割セットが生じている。これにより個

人的役割葛藤と送り手間葛藤が生じている。 
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3.4 日本人スタッフとタイ人従業員の間の異文化（異なる資質と企業文化） 
 

現在日本とタイの結びつきは非常に強固なものとなり、在タイ日系企業で働くタイ人の数も増加

しつつある。しかしながら、日本人とタイ人の間の文化的な相違から発生する問題が数多く起こっ

ている。そのため、両者が仕事や企業組織をどう捉えているのか検討する必要がある。 
 

 ここでは、日本人とタイ人へのイメージや文化の相違点などについて「When Cultures Collide: 異
文化へのグローバルガイド文化が衝突するとき」(ルイス、2004：488-495)、「タイ人と働くヒエラ

ルキー的社会と気配りの世界」、「日本とタイのクロスカルチャー」を参考文献としてタイ人と日

本人の資質、企業文化、相互の文化適応についてのアンケートを作成した。 
 

日本人スタッフとタイ人従業員との間に立って働くタイ人通訳の経験を通じて、日本人スタッフ

とタイ人従業員の資質面、組織文化面、相互の文化適応に関する質問項目に対して、「5－そう思

う」、「4－どちらといえばそう思う」「3－どちらともいえない」、「2－どちらかといえばそう

思わない」、「1－そう思わない」の間隔尺度 5段階評価でアンケートを行った。 
 
 3.4.1 資質に関する項目 

 
表 25 タイ人従業員に対する回答率:資質面 
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資質面   

1 タイ人従業員はユーモアがあり、交渉術ができ

る人が好き 

33.3 
(30) 

48.9 
(44) 

15.6 
(14) 

2.2 
(2) 

0.0 
(0) 

4.13 
 

2 タイ人従業員はどんな場面でも笑顔でいる 21.1 
(19) 

34.4 
(31) 

32.2 
(29) 

7.8 
(7) 

4.4 
(4) 

3.60 

3 タイ人従業員は他人の面子を潰されないように

言葉遣いに気をつけている 

12.2 
(11) 

35.6 
(32) 

35.6 
(32) 

14.4 
(13) 

2.2 
(2) 

3.41 

4 タイ人従業員はプライドが高くて、他の人の前

で面子をつぶられるのがすきではない 

25.6 
(23) 

38.9 
(35) 

27.8 
(25) 

4.4 
(4) 

3.3 
(3) 

3.79 

5 タイ人従業員はわからなくても、あまり聞き返

してこない 

17.8 
(16) 

27.8 
(25) 

27.8 
(25) 

20.0 
(18) 

6.7 
(6) 

3.30 

6 タイ人従業員の話し方はストレートで、曖昧で

はない 

11.1 
(10) 

23.3 
(21) 

40.0 
(36) 

17.8 
(16) 

7.8 
(7) 

3.12 

7 タイ人従業員はプレッシャーに対応でき、我慢

強い 

10.0 (9) 17.8 
(16) 

47.8 
(43) 

21.1 
(19) 

3.3 
(3) 

3.10 
 

 

 タイ人通訳者が見たタイ人従業員の資質に関する結果をみると、「どちらといえばそう思う」を

選択した項目は以下の三つである。回答率の高い順に見ると、対象者の 48.9％が「タイ人従業員 は
ユーモアがあり、交渉術ができる人が好き」で、続いて、38.9％が「タイ人従業員はプライドが高
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くて、他の人の前で面子を潰されるのが好きではない」、そして 34.4％が「タイ人従業員はどんな

場面でも笑顔でいる」と回答した。 また、「どちらともいえない」を選択した項目は以下の二つ

である。40％が「話し方はストレートで、曖昧ではない」で、40％以上が「プレッシャー に対応

でき、我慢強い」と回答した。差があまりない項目は、「他人の面子を潰されないように言葉遣い

に気をつけている」と「わからなくても、あまり聞き返してこない」という資質で、「どちらとい

えばそう思う」と「どちらともいえない」と回答した。 
 

表 26 日本人スタッフに対する回答率:資質面 
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資格面   

1 日本人スタッフはユーモアがあり、交渉術がで

きる人が好き 

17.8 
(16) 

33.3 
(30) 

40.0 
(36) 

7.8 
(7) 

1.1 
(1) 

3.59 

2 日本人スタッフはどんな場面でも笑顔でいる 8.1 (7) 17.4 
(15) 

38.4 
(33) 

23.3 
(20) 

12.8 
(11) 

2.85 

3 日本人スタッフは他人の面子を潰されないよう

に言葉遣いに気をつけている 

17.8 
(16) 

36.7 
(33) 

31.1 
(28) 

10.0 
(9) 

4.4 
(4) 

3.53 

4 日本人スタッフは面子のことをあまり大切にし

ない 

10.0 (9) 28.9 
(26) 

37.8 
(34) 

18.9 
(17) 

4.4 
(4) 

3.21 

5 日本人スタッフの話し方はストレートではない 12.2 
(11) 

31.1 
(28) 

34.4 
(31) 

15.6 
(14) 

6.7 
(6) 

3.27 

6 日本人スタッフはプレッシャーに対応でき、我

慢強い 

58.9 
(53) 

34.4 
(31) 

6.7 (6) 0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

4.52 

 

 

回答率の高い順に見ると、50％以上が「日本人スタッフはプレッシャーに対応でき、我慢強い」

という項目に対して、「そう思う」を選択した。続いて、30％以上が「他人の面子を潰されないよ

うに言葉遣いに気をつけている」という項目に対して「どちらかといえばそう思う」と回答した。

「どちらともいえない」を選択した項目は以下の四つである。「ユーモアがあり、交渉術ができる

人が好き」、「どんな場面でも笑顔でいる」、「面子のことをあまり大切にしない」、「話し方は

ストレートではない」という四つの資質である。 
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表 27 タイ人従業員と日本人スタッフの資質の相違の比較 

 

 

性格面 

 

タイ人従業員に

対する回答の平

均値（） 

 

日本人スタッフに

対する回答の平均

値（） 

タイ人従業員と

日本人スタッフ

に対する回答の

平均値（）の

差 

1）社員はユーモアがあり、交渉術が 

 できる人が好き 

4.13 
 

3.59 
 

0.54 

2）社員はどんな場面でも笑顔でいる 3.60 2.85 0.75 

6）社員はプレッシャーに対応でき、 

  我慢強い 

3.10 
 

4.52 
 

1.42 

 

タイ人通訳者が見た両者に対する回答によると、両者の間には相違点が三つある。両者の相違の

差が大きいのは、プレッシャーへの対応である。表 25 と表 26 に示したとおり、対象者の 47.8％が

タイ人従業員に対する回答に「どちらともいえない」を選択したが、対象者の 58.9％が日本人スタ

ッフに対する回答に「そう思う」を選択した。この結果から、日本人スタッフはタイ人従業員より

プレッシャーに対応ができ、我慢が強いと考察できる。また、「ユーモアがあり、交渉術ができる

人が好き」と、「どんな場面でも笑顔である」に関する項目は、タイ人従業員に対する回答率が日

本人スタッフの回答率より高い。表 27 に示すように、(平均値)でもこの傾向は示されている。 
 
アメリカの人類学者 John F. Embree（1950:181-191）が提唱したようにタイ社会は日本社会と違

って、ルーズな構造の社会システムであり、タイ人が持っている仕事に対するイメージは日本人が

持っている仕事に対するイメージと異なる。日本人の方が仕事の面に関してはタイ人より積極的だ

ということである。 
 

また、末廣昭（2000：260）によると、タイ人と働く時にタイ人が持つ仕事に対するイメージは、

日本人が持つ仕事に対する「自己発展」や「仕事への生きがい」などと異なることである。タイは

かつて階層的な社会であったため、一般のタイ人は一生に一度、最低六ヶ月間、国王のため賦役に

出ることを強制されている。このような背景からタイ社会では仕事観や企業観に対するイメージは

「苦役」と認識されている。また、タイ人の職場・企業観に関する「三つの S」を定義した。 
 

1）サバ―イ：心がおだやかである。心身ともに健やかで気疲れしない。 

2）サヌック：心がうきうきする。楽しい。 

3）サドゥワック：便利、肉体的な負担や苦労を軽減する。 

出所：タイ人と働くヒエラルキー的社会と気配りの世界（末廣、2000：260） 
 

また、Bandhit Rojarayanont（2004：273）は、タイ人の価値観を表すために、タイ人がよく使う

言葉のリストを作った 25 の言葉の中で、「サバーイ」と「サヌック」という言葉が一番目と二番

目だと述べた。「サバーイ」というのは「快適だ」や「楽だ」などという意味である。「サヌック」

は「楽しい」や「面白い」という意味である。このように、タイ人従業員に対するアンケート結果

から言えるのは、快適さや楽しさという価値観はタイ人にとって重要であると位置づけられること

である。 
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 タイ人と働く際、もう一つのタイ人の特徴に留意する必要がある。タイ社会は面子にこだわる社

会だと言われ、タイ人は相手の面子を潰さないで、自分の面子も守る（末廣、2000：251-253）。

プライドと面子は関係があり、プライドが高いタイ人は、面子を潰さないようにする。理由は、自

分の信頼に傷がつくためである（Bandhit、2004:128） 

 

このように、タイ人従業員の働くことに対するイメージは、日本人スタッフの働くことに対す

るイメージとは異なり、「気楽に仕事をする」ことと「面子を大切にする」という傾向がみられ

る。一方、日本人スタッフは「プレッシャーに対応でき、我慢強い」ことが特徴といえる。 

3.4.2 組織文化に関する項目 
 

表 28 タイ人従業員に対する回答率:企業文化面 
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企業文化面        
1 タイ人従業員は会社や工場の規則やルールをしっか

り守る 

5.6 
(5) 

21.6 
(21) 

47.8 
(43) 

22.2 
(20) 

1.1 
(1) 

3.10 

2 タイ人従業員は日本人スタッフの意見やアドバイス

を聞いて、教えてもらったとおりにしている 

10.0 
(9) 

43.3 
(39) 

34.4 
(31) 

8.9 
(8) 

3.3 
(3) 

3.48 

3 タイ人従業員は時間を守って、全員が 10 分前ぐらい

会議室に到着する 

8.9 
(8) 

11.1 
(10) 

33.3 
(30) 

25.6 
(23) 

21.1 
(19) 

2.61 

4 タイ人従業員は自分のミスでなくても、仕事のミス

の責任を取って謝る 

4.4 
(4) 

21.1 
(19) 

33.3 
(30) 

25.6 
(23) 

15.6 
(14) 

2.73 

5 タイ人従業員は報告、連絡、相談という活動を毎日

する 

3.3 
(3) 

18.9 
(17) 

38.9 
(35) 

25.6 
(23) 

13.3 
(12) 

2.73 

6 タイ人従業員は公私の区別がある 8.9 
(8) 

16.7 
(15) 

44.4 
(40) 

23.3 
(21) 

6.7 
(6) 

2.98 

7 タイ人従業員はチームワークがとれる。 10.0 
(9) 

30.0 
(27) 

35.6 
(32) 

17.8 
(16) 

6.7 
(6) 

3.19 

8 タイ人従業員は会社への忠誠心を持ち合わせて、働

くのは会社のためという意識が先にある。 

2.2 
(2) 

11.1 
(10) 

38.9 
(35) 

32.2 
(29) 

15.6 
(14) 

2.52 

9 タイ人従業員はジョブ・ローテーションの制度が理

解できている 

6.7 
(6) 

28.9 
(26) 

38.9 
(35) 

21.1 
(19) 

4.4 
(4) 

3.12 

10 タイ人従業員は改善という価値観が理解でき、努力

している 

12.2 
(11) 

24.4 
(22) 

45.6 
(41) 

15.6 
(14) 

2.2 
(2) 

3.29 

11 タイ人従業員は会議の時にはよく意見を言う 3.3 
(3) 

18.9 
(17) 

48.9 
(44) 

21.1 
(19) 

7.8 
(7) 

2.89 

12 タイ人従業員は日本人スタッフの叱責の目的が理解

できる 

7.8 
(7) 

23.3 
(21) 

40.0 
(36) 

20.0 
(18) 

8.9 
(8) 

3.01 

13 タイ人従業員は約束どおりにしっかり行動する 8.9 
(8) 

21.1 
(19) 

46.7 
(42) 

18.9 
(17) 

4.4 
(4) 

3.11 
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 タイ人通訳者がタイ人従業員に対する企業文化面に関して、「どちらかといえばそう思う」と

「どちらともいえない」を選択した項目は以下の二つである。 

 対象者の 43.3％が「日本人スタッフの意見やアドバイスを聞いて、教えてもらったとおりにして

いる」という項目に対して「どちらといえばそう思う」と回答した。しかし、13 項目中 12 項目に

は「どちらともいえない」と回答した。回答率の高い順にみると、対象者の 40％が「会議の時に

はよく意見を言う」、「会社や工場の規則やルールをしっかり守る」、「約束どおりにしっかり行

動する」、「改善という価値観が理解でき、努力している」、「公私の区別がある」、「日本人ス

タッフの叱責の目的が理解できる」と回答した。また、30％が「報告、連絡、相談という活動を毎

日する」、「会社への忠誠心が持ち合わせて、働くのは会社のためという意識が先にある。」、

「ジョブ・ローテーションの制度が理解できている」、「チームワークがとれる」、「時間を守っ

て、全員が 10 分前ぐらい会議室に到着する」、「タイ人従業員は自分のミスでなくても、仕事の

ミスの責任を取って謝る」と回答した。 

 上述したように、タイ工業団地の日系企業で働くタイ人従業員は日本人スタッフから教えてもら

った日本企業の技術などの意見やアドバイスが理解でき、その通りに仕事を進める傾向があるが、

会議で意見をよく言うことやチームワークが取れることなどをはじめ日本企業的仕事の進め方をし

ない傾向がある。また、「報・連・相」、「改善」、「忠誠心」（（平均値）では最も低い）、

「ジョブ・ローテーション」などの仕事に対する価値観がまだはっきり理解できていないといえる。

つまり、タイ人従業員は日本的な仕事の進め方に合わせず、日本企業の価値観を受け入れにくい傾

向があるといえる。 
 

表 29 日本人スタッフに対する回答率:企業文化面 
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企業文化面   

1 日本人スタッフは会社や工場の規則やルールをし

っかり守る 

27.8 
(25) 

47.8 
(43) 

18.9 
(17) 

4.4 
(4) 

1.1 
(1) 

3.97 

2 日本人スタッフはタイ人従業員の意見やアドバス

を聞いて、教えてもらったとおりにしている 

10.1  
(9) 

39.3 
(35) 

38.2 
(34) 

10.1 
(9) 

2.2 
(2) 

3.45 

3 日本人スタッフはタイ人従業員の時間に対する価

値観が理解できる。 

12.2 
(11) 

41.1 
(37) 

36.7 
(33) 

7.8 
(7) 

2.2 
(2) 

3.53 

4 日本人スタッフは仕事のミスが起こった時に、ま

ずメンバーの前に原因を追求する 

57.3 
(51) 

31.5 
(28) 

7.9 (7) 2.2 
(2) 

1.1 
(1) 

4.42 

5 日本人スタッフは仕事のミスが起こった時に、タ

イ人従業員の意見を聞いて、その場で問題を解

決する方法を考え、行動する。 

8.9  
(8) 

24.4 
(22) 

44.4 
(40) 

15.6 
(14) 

6.7 
(6) 

3.13 
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6 日本人スタッフはタイ人従業員が「報・連・相」

という習慣がないと理解する 

6.7  
(6) 

27.8 
(25) 

41.1 
(37) 

21.1 
(19) 

3.3 
(3) 

3.13 

7 
日本人スタッフは公私の区別がある 

32.2 
(29) 

42.2 
(38) 

23.3 
(21) 

3.3 
(3) 

0.0 
(0) 

4.04 

8  

日本人スタッフはチームワークがとれる 

33.3 
(30) 

46.7 
(42) 

16.7 
(15) 

3.3 
(3) 

0.0 
(0) 

4.10 

9 日本人スタッフは会社への忠誠心が持ち合わせ

て、働くのは会社のためという意識が先にあ

る。 

52.2 
(47) 

36.7 
(33) 

10.0 (9) 1.1 
(1) 

0.0 
(0) 

4.40 

10 日本人スタッフはタイの日系企業ジョブ・ローテ

ーションの制度の定着させることを努力している 

21.1 
(19) 

45.6 
(41) 

28.9 
(26) 

4.4 
(4) 

0.0 
(0) 

3.83 

11 日本人スタッフはタイの日系企業で改善という価

値観の定着させることを努力している 

34.4 
(31) 

45.6 
(41) 

16.7 
(15) 

3.3 
(3) 

0.0 
(0) 

4.11 

12 
日本人スタッフはできれば叱責を避ける 

12.2 
(11) 

31.1 
(28) 

34.4 
(31) 

15.6 
(14) 

6.7 
(6) 

3.27 

13 日本人スタッフはタイ人従業員の約束に信頼性が

ある 

6.7  
(6) 

20.0 
(18) 

46.7 
(42) 

18.9 
(17) 

7.8 
(7) 

2.99 

 
 タイ人通訳者が日本人スタッフに対する組織文化面に関して、「そう思う」、「どちらといえば

そう思う」、「どちらともいえない」を選択した項目は以下の 3 つである。 

 「そう思う」と回答し、その回答率を高い順にみると、「仕事のミスが起こった時に、まずメン

バーの前に原因を追求する」とう仕事の進め方と「会社への忠誠心」という価値観である。また、

「ルールを守る」、「チームワーク」、「ジョブ・ローテーション」、「改善」、「公私の区別」、

「時間厳守」に対する項目は、回答率が高く「どちらといえばそう思う」を選択した。つまり、タ

イの工業団地の日系企業で働く日本人スタッフは日本企業的な価値観をタイの工場へ持ち込んで、

タイ社会にはない「改善」と「ジョブ・ ローテーションの定着させることに努力している」とい

う傾向がみられる。またタイ人と異なり日本人の会社への忠誠心は高くなっている。（＝4.40で 2
位） 
 
 「どちらともいえない」の回答率を高い順にみると、「タイ人従業員の約束に信頼性がある」、

「仕事のミスが起こった時に、タイ人従業員の意見を聞いて、その場で問題を解決する方法を考え、

行動する」、「タイ人従業員が「報・連・相」という習慣がないと理解 する」、「日本人スタッ

フはできれば叱責を避ける」という項目である。  
 

このように、日本人スタッフは日系企業的な仕事の進め方や価値観を持ち込んでいると同時にタ

イ人従業員の時間に対する価値観を理解できる傾向があるといえる。しかし、タイの組織文化にな

い日本企業的な特徴の仕事の進め方をタイ人従業員にも求めていることがわかる。対象者の80％以

上が日本人スタッフはタイの工場で仕事のミスが起こった時に、まずメンバーの前に原因を追求す

ることを体験しており、タイの工業団地でも日本的な価値観を強く保持している傾向がみられる。 
 

3.4.3 組織文化適応に関する項目 
 

タイ人通訳者がタイ人従業員に対する相互の文化適応面に関して、「どちらといえばそう思う」

を選択した項目は以下のとおりである。対象者の 35.6％が「タイ人従業員は出社、退社の時に、日
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本人スタッフにきちんと挨拶する」と回答した。また、33.3％が「タイ人従業員はいつも日本人ス

タッフと一緒に飲み会やカラオケなどに行く」と回答した。 

 

表 30 タイ人従業員に対する回答率：相互適応面 
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x̄ 

相互適応面   

1 タイ人従業員は出社、退社の時に、日本人スタ

ッフにきちんと挨拶する 

21.1 
(19) 

35.6 
(32) 

33.3 
(30) 

8.9 
(8) 

1.1 
(1) 

3.67 

2 タイ人従業員はいつも日本人スタッフと一緒に

飲み会やカラオケなどに行く 

23.3 
(21) 

33.3 
(30) 

32.2 
(29) 

4.4 
(4) 

6.7 
(6) 

3.62 

 

 タイ人通訳者が日本人スタッフに対する相互の文化適応面に関して、「どちらといえばそう思う」

を選択した項目は以下のとおりである。対象者の 47.8%が「タイ人従業員は出社、退社の時に、タ

イ人従業員にきちんと挨拶する」と回答した。また、35.6％が「日本人スタッフはいつもタイ人従

業員と一緒に飲み会やカラオケなどに行く」と回答した。 

表 31 日本人スタッフに対する回答率：相互適応面 
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相互の文化適応面   

1 日本人スタッフは出る出社、退社の時に、タイ

人従業員にきちんと挨拶する 

36.7 
(33) 

47.8 
(43) 

11.1 
(10) 

3.3 
(3) 

1.1 
(1) 

4.16 

2 日本人スタッフはいつもタイ人従業員と一緒に

飲み会やカラオケなどに行く 

30.0 
(27) 

35.6 
(32) 

23.3 
(21) 

7.8 
(7) 

3.3 
(3) 

3.81 

 

表 31 の回答率を詳細にみると、対象者の 80％以上が「日本人スタッフが社内の挨拶をきちんと

する」と回答し、また 60％以上 が「日本人スタッフはいつもタイ人従業員と一緒に飲み会やカラ

オケなどに行く」と回答した。つまり、日本人スタッフは日本人の価値観をタイの工業団地でタイ

人従業員に示し、社内の挨拶と飲み会を励行する傾向が見られる。 
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 Bandith（2004：108）は日本の職場と違って、タイの職場では出社の「おはようございます」と

退社の「お先に失礼します」という習慣がなく、タイ人が社内の挨拶をしないケースが多いと述べ

た。しかしながら、本調査の結果によると、タイ人通訳者の 50％以上が「タイ人従業員は出社、

退社の時に、日本人スタッフにきちんと挨拶する」と回答した。また、「タイ人従業員はいつも日

本人スタッフと一緒に飲み会やカラオケなどに行く」と回答しているため、タイ人従業員は日本人

スタッフと文化的に適応しているといえる。 

 以上のアンケート調査結果から、日本人スタッフとタイ人従業員の間に両者の資質面と企業文化

面には相違点があり、両者がお互いに文化的に適応し合っている傾向がみられるが、比率的には十

分ではないと筆者は考える。 

 

具体的には、資質面に関する回答率の高い順をみると、タイ人従業員の特徴は「ユーモアがあり、

交渉術ができる人が好き」、「プライドが高くて、他の人の前で面子を潰されるのが好きではな

い」、そして「どんな場面でも笑顔でいる」という傾向が見られた。一方、日本人スタッフの特徴

は「プレッシャーに対応でき、我慢強い」と「他人の面子を潰さないように言葉遣いに気をつけて

いる」という傾向が見られる。こうして、資質的には、両者のそれぞれの特徴があることが分かる。 

 

企業文化面に関しては、タイ人従業員は日本人スタッフから教えてもらった日本企業の技術など

の意見やアドバイスが理解でき、その通りに仕事を進める傾向が顕著に見られた。しかしながら、

会議で意見をよく言うことやチームワークが取れることなどをはじめ日本企業的仕事の進め方、ま

たは「報・連・相」、「改善」、「忠誠心」、「ジョブ・ローテーション」などの仕事に対する価

値観が理解しにくい傾向がある。タイの日系企業にはジャパナイゼーションといった日本企業文化

が存在しているが、タイ人従業員は日本的な仕事の進め方に合わせることが難しく、日本企業の価

値観を受け入れにくい傾向がある。一方、タイの工業団地の日系企業で働く日本人スタッフは日本

的な企業文化や価値観などをタイの工場へ持ち込んで、適用している。特に「仕事のミスが起こっ

た時に、まずメンバーの前に原因を追求する」という日本的な価値観を強く表す傾向がみられる。

さらに、タイ社会にはない「改善」と「ジョブ・ ローテーション」の定着させることを努力して

いるという傾向もみられる。企業文化の面では、両者の間に相違点が多いと理解できる。 

 

上述したように、アンケート調査の結果によると、日本人スタッフとタイ人従業員がお互いぶ

「出社、退社の時に、きちんと挨拶する」と「一緒に飲み会やカラオケなどに行く」という二つの

ことのみに両者の間に並行する傾向がある。つまり、日本人スタッフとタイ人従業員の資質の面と

企業文化の面に関しては様々な相違点がある。両者が相容れる価値観は会社での挨拶と仕事の後の

飲み会やカラオケなどの関係性を作ることである。この 2つの価値観は日本的な価値観であるた

め、タイの工業団地に持ち込まれて、タイ人従業員に適応を求める。日本人スタッフが社内の挨拶

と飲み会を励行するのに対して、タイ人従業員はその文化的価値観に合わせている傾向が見られ

る。 

3.5 タイ人通訳者が職場で直面している問題 

タイ人通訳者が日系企業において働く際に、日本とタイの企業文化の違いや背景などから発生す

る問題に直面することは避けられない。日系企業ではメッセージを正確に訳す役割以外に、異文化

を仲介する橋渡しの役割が要求される。ここでは、タイ人通訳者が直面している文化的な相違から
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発生する問題を把握するため、90名のタイ人通訳者が自由記述で回答した結果を示す。表32は、通

訳者からの回答を分類した14項目の文化的相違点である。相違点の中で、回答の多かった上位5項
目は、「報・連・相」（42.2%）、「時間の守り方」(12.2 %)、「マニュアルの通りに仕事をきちん

とするスタイル」(11.1%)、「叱責のスタイル」（8.9％）、最後に「仕事に対する積極性と責任の

取り方」（6.7％）である。  
 

表 32 タイ人通訳者が直面している日系企業のタイ文化との相違点 

文化の相違点 実数（人） 比率（％） 

1. 報・連・相の考え方 38 42.2 
2. 時間の守り方 11 12.2 
3. マニュアルの通りに仕事をきちんとするスタイル 10 11.1 
4. 叱責のスタイル 8 8.9 
5. 仕事に対する積極性と責任の取り方 6 6.7 
6. 意思決定に時間がかかること 3 3.3 
7. 仕事のミスの原因を追求するスタイル 3 3.3 
8. 意見をはっきり言わないこと 2 2.2 
9. 会議で意見を言うこと 2 2.2 
10. 約束をきちんと守ること 2 2.2 
11. 勤務時間中に携帯電話を利用すること 2 2.2 
12.挨拶すること 1 1.1 
13. 残業に対する態度 1 1.1 
14. 感情を顔にすぐ出すこと 1 1.1 

                                                             合計 90 100.0 

 
   タイ人通訳者は日本人スタッフとタイ人従業員の間にイメージや行動の相違が頻繁に生じてい

ると回答した。以下、回答の多かった上位 5 項目である「報・連・相」、「時間の守り方」、「マ

ニュアルの通りに仕事をきちんとするスタイル」「叱責のスタイル」「仕事に対する積極性と責任

の取り方」について順番に述べる。 
 
 本調査では、対象となるタイの日系企業で働く通訳者の 4 割以上が「報・連・相」という考え方

が、最も問題を生じさせるタイと日本企業の文化的相違点だと指摘した。回答者の実体験の事例を

表 33 に挙げる。 
 

表 33 「報・連・相」の考え方による文化的な相違から発生する問題の事例  

 タイ人通訳者の意見 

通訳者 1  日本人スタッフは仕事についての情報をすぐ報告してほしいと考えてい

ますが、タイ人従業員は自分で考えて行動し、結局解決できず、その後

に報告するため、かえって問題がひどくなってしまうということがあり

ます。 
通訳者 2 「報・連・相」というものがタイ従業員はうまくできていません。具体

的に言うと、報告することが少ないです。特に問題がある時です。タイ

人従業員は自分で問題を解決しようとします。問題がひどくなって、日
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本人のマネージャーがその情報を受け取った時には問題は解決できませ

ん。 
通訳者 3 日本人の上司は仕事の流れをいつも気にして聞いています。日本人の代

わりに、通訳者がタイ人従業員に仕事の流れを聞くことになるため、タ

イ人従業員は時々その報告がきめ細かすぎると感じて、進捗状況を通訳

者に教えたくないと考えることがある気がします。 

通訳者 4 問題が起こった時に、タイ人従業員はすぐ報告しない傾向があります。

報告するのは、問題がひどくなって解決できなくなってしまってからで

す。        
通訳者 5 問題が起こったことを報告しないことや問題を隠すことなどは上司の叱

責が怖いからだと思います。 例えば、不良品が見つかった時に、日本人

の上司に報告しません。 
通訳者 6 「報・連・相」についての問題です。日本人スタッフはこの考え方を大

切にしています。タイ人従業員もこの考え方は重要だとわかっています

が、真剣にやっていません。それに対して、時々日本人スタッフは不満

を持ってます。 
通訳者 7 タイ人従業員はあまり「報・連・相」をしていません。代わりに、通訳

者はタイ人従業員に仕事の流れを聞いて、仕事の進捗を待っている日本

人スタッフに報告するようになりました。 
通訳者 8 「報・連・相」による問題がよくあります。タイ人従業員はあまり順序

立てて仕事の流れを報告しません。問題を解決する前に、連絡もありま

せん。報告するのは結局 1回で済ませます。 
通訳者 9 よく起こっているのは、報告するのが遅いという問題です。タイ人従業

員は問題が起こっても、すぐ報告しない傾向がある。ミスを叱責される

のが怖いのです。自分で問題を解決する方法を探し、もし問題が解決で

きたら良しとするのです。しかし、自分で解決できない場合は最終的に

日本人スタッフに報告しなければなりません。急に報告されても、問題

の解決は間に合いません。 

通訳者 10 （タイ人従業員は）仕事についての報告をしていますが、全部は報告し

ないという傾向があります。褒められることなら、その情報を早く報告

します。しかし、問題になっている情報や仕事のミスについてはかなり

隠します。日本人の上司が問題について知るのは、お客さんからのクレ

ームや問題の影響を被っている部門からの連絡からです。 
通訳者 11 タイ人従業員は問題をあまり気にしません。問題が起こる際まで落ち着

いて様子を見ています。（たとえ問題が起こる兆候があって

も、。。。）日本人スタッフがタイ人従業員に認識させたのは、前もっ

て対策がとれるよう、問題が起こる前に報告してほしいということで

す。 
通訳者 12 タイ人従業員はなかなかすぐ問題を報告しません。その上、仕事の流れ

も報告しません。なので、通訳者は自分で仕事の進捗を確認して報告し

なければならなくなります。 

通訳者 13 タイ人従業員は仕事の流れを継続的に報告しません。さらに、大切な情

報をすぐ報告しません。その情報についての会議があるまで報告しませ

ん。このような行動は時々仕事の遅れる原因になります。 
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通訳者 14 情報、あるいは状況についての報告は異なる気がします。日本人スタッ

フは「誰がやったか、どこで起こったか、何が起こったか、どうのよう

な影響があったか、原因は何か、そして、どうやって解決したらいい

か」と知りたがります。しかし、タイ人従業員は情報を報告する前に、

報告内容をよく準備していません。報告するのは、「何が起こったか」

だけで、原因や詳細な情報を事細かく報告しません。そのため、タイ人

従業員が報告する時、うまくできないので、日本人スタッフは怒りま

す。 

通訳者 15 タイ人従業員はある情報を報告する必要がないと思っています。それ

で、お互いの間には共通の情報がなく、誤解が生じます。だから、会社

は「報・連・相」の考え方をすごく強調しています。 
通訳者 16 問題が起こった時に、タイ人従業員はあまり話さないし、また報告もし

ません。 
 

まず、最上位項目は「報・連・相」の項目である。日本の企業文化の文脈では、「報・連・相」

は仕事をスムーズに進めるために欠かせないものである。上司への早めの報告、途中経過の報告、

同僚からの参考意見やアドバイスをもらうことなどは一般的な常識だと考えられている。しかし、

タイの企業文化の文脈では、「報・連・相」といった仕事の進め方は存在していない。日本人スタ

ッフは「報・連・相」という考え方をタイの日系企業に持ち込んで、タイ人従業員に適用させよう

とする傾向があるが、タイ人従業員のこの考え方に対する行動は日本人スタッフが望むほどできて

いない。具体例を挙げれば、タイ人従業員は報告回数が少ない。問題が起こっても、すぐに報告し

ない。自分で解決方法を探しながら、問題解決が手遅れになるまで報告しない。また、業務の経過

や結果を知らせないことや、業務判断を行う前に日本人スタッフや同僚に参考意見を聞かないとい

といった問題を抱えている。 

 

このように業務の途中で、タイ人従業員からの報告が一切上がってこないというケースが多いた

め、日本人スタッフはタイ人通訳者を通じて業務の流れや進捗の状況を何度も確認しなければなら

ない。こうしてタイ人通訳者に「仕事の進捗管理」という新たな役割が要求されるようになった。

つまり、タイの日系企業においてタイ人従業員に「報・連・相」という日本の企業文化がまだ定着

されていない状態である。また、タイ人通訳者の役割にも影響を与えているといえる。 
 

続いて上位2項目は、「時間の守り方」の相違に関する項目である。Bandhit (2004：34）による

と、タイ人は日本人と違い、あまり時間に正確ではない。また仕事の期限などの観念が薄いため、

会議の時間に遅れることもよくあるという。本調査の結果からは、対象者の11名（12.2％）がタイ

人従業員が時間を守らないという問題があると回答した。その内3名がタイ人従業員が期限どおり

に仕事を済ませないと回答し、2名はタイ人従業員は会議に遅刻するケースが多いと回答している。

つまり、タイ人従業員は日本人スタッフより時間に対する観念が薄い。タイ人通訳者は会議の遂行

役を担うことも多いため、従業員に時間を厳守させることや、仕事の期限の管理者として役割を担

わなければならないこともある。 
 
   上位 3 項目は「マニュアルの通りに仕事をきちんとするスタイル」という項目である。タイ人通

訳者対象者の 1 割は日本人スタッフはマニュアルに従って、仕事をきめ細かくしていると回答した。

一方、タイ人従業員は自分の経験を信用し、マニュアルの通りに仕事を進めることをあまりしない
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ということ。タイ人通訳者 3 名が挙げた事例によると、タイ人通訳者は何度も日本人スタッフの

「確認しましたか。」や「チェックしましたか。」という仕事の指示をよく訳すという。タイ人従

業員は日本人スタッフほど仕事をきちんとしていない傾向が見える。 
 
日本とタイの文化的な相違の上位 4 項目は「叱責のスタイル」である。Jun Onishi（2006：125-

131）によれば、日本社会では「叱責」は部下や後輩の育成につながると捉えられている。上司は

部下や後輩に同じ失敗を繰りかえさないようにと叱責し、叱責から仕事の内容を学ぶと考えられて

いる。しかし、『日本とタイのクロスカルチャー』（Bandhit, 2004:271）によれば、他人の前での

叱責はタイの社会のタブーである。タイでは相手の面子を立てるという価値観があり、叱る時は、

できる限り他人の前で叱ることを避けて、1 対 1で話し合うようにするという。 
 
また、叱責のスタイルによる問題以外に、日本語とタイ語の叱責の言葉にずれるという問題があ

る。そのため、タイ人通訳者は日本人とタイ人のコミュニケーションが円滑に進むように、ずれる

言葉を削除し、訳さないというケースも多い。タイ人通訳者の 8 名は「頭」に関する表現や、失礼

になりそうな表現を通訳する時に、状況や文脈に影響がなければ、直接訳さないようにしていると

回答した。たとえばタイ人通訳者の 5 名は、タイ人の部下に仕事について注意する時、日本人スタ

ッフの「頭を使って、仕事をしてください」や「頭に入れてください。」という言葉を、必ず「頭」

という語を訳すことを避けて、「仕事をもっと真剣に考えてください。」や「この点にはもっと注

意してください。」などの言葉に言い換えて訳しているという。タイでは、「頭」には魂が宿って

いると信じられており、家族以外の人は絶対に頭に触ってはいけないというタブーがあるくらいで

ある。「頭」という言葉は、その人の知性やプライドを連想させるものであるため、タイ人は頭に

関する表現に非常に気をつけている。タイ人通訳者は日本人の言う「頭」の意味を理解し、またタ

イ人の価値観もわかっているため、このような場面では異文化仲介者の役割が要求される。通訳者

は双方の文化を知り、両者に双方の文化を納得できるように説明しなければ、小さな誤解が対立を

生む可能性もある。      
 

最後に、上位 5 項目の「仕事に対する積極性と責任の取り方」である。タイ人通訳者の 6 名はタ

イ人従業員が会議で意見を言わないことと、職務記述書に書いてある仕事の内容のみにしか責任を

取らないことなどが問題だと回答した。タイにおける日本経営について研究した Sununta Siengthai
（2015：11）によると、日本人とタイ人は文化が近いとよく言われるが、両者が実際に仕事を一緒

にすると、異なる面が様々出てくるという。特に、仕事に対する責任に関しては、両者が異なる考

え方を持っているため、仕事に対して努力する姿勢や行動が異なるという。日本では仕事範囲と責

任範囲について職務記述書に厳密に設定されておらず、また集団主義やチームワークという企業文

化があるため、お互いに助け合い、一体感やチームワークを大事にし、意見などを積極的に出すこ

とが一般的な常識となっている。一方、タイ社会は階層の社会で、上下関係という企業文化がある

ため、下の立場のタイ人はあまり意見を出さないが、上司に言われるとすぐ行動するというパター

ンが多い。 
 
本調査から、タイの日系企業におけるタイ人通訳者はタイと日本の文化の相違から発生する問題

に直面していることが明らかになった。14項目の相違点の中で、上位5項目は「報・連・相」、

「時間の守り方」、「マニュアルの通りに仕事をきちんとするスタイル」、「叱責のスタイル」、

「仕事に対する積極性と責任の取り方」である。相違点を詳細にみると、文化というより企業文化

から発生する問題だといえる。タイ人従業員は「報・連・相」、「時間の守り方」、「マニュアル

の通りに仕事をきちんとするスタイル」、「叱責のスタイル」、「仕事に対する積極性と責任の取

り方」などという日本的な企業文化を理解できないため、十分に適応できていないと考えられる。
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さらに、「報・連・相」と「叱責のスタイル」による問題はタイ人通訳者の役割に影響を与え、通

訳者には仕事の進捗の管理の役割と異文化仲介者の役割を担うことが求められるようになった。 
 
3.6 タイ人通訳者が日系企業で働くことに対する満足や不満とその理由 
 

本調査では、対象となるタイの日系企業で働くタイ人通訳者に仕事に対する満足や不満について

尋ねた。またその理由についても自由回答で尋ねオープン・コーディングにより分析した。対象者

のタイ人通訳者の 66名（73.3％）が仕事に対して満足を持っているに対して、10名（11.1％）が仕

事に対して不満を持っている。満足の所も不満の所も持っているのは 14名（15.6）である。 
 

         表 34 対象者のタイ人通訳者が日系企業での仕事に対する意見 
仕事に対する意見 実数（人） 比率（％） 

1. 仕事に対して満足をしている 66 73.3 
2. 仕事に対して不満を持っている 10 11.1 
3. 満足のところも不満のところも持っている 14 15.6 
                                                             合計 90 100.0 

 
表 35 のように対象者のタイ人通訳者の満足をしているところの中で最も多い回答は、様々な部

門で訳す機会があり、他の部門を学ぶチャンスを通してスキルや幅広い知識を身につけることであ

る。この 20 名からの回答が分かるのは、日本的なジョブローテーションという制度は日本本社か

らタイの日系企業に持ち込まれ、ジャパナイゼーションといった日本的な企業文化は具体的に適用

されていると理解される。正社員ではないタイ人通訳者にも関わらずジャパナイゼーションといっ

た企業文化の影響を与え、営業、経理、企画、総務など様々な職種を経験させることが現状である。

満足を得る他の理由は、日本人スタッフからもタイ人従業員に大切に位置付けられること、日本語

で仕事をすること、通訳者の架け橋の役割、高収入などの要素であるため、対象者の 90 名の中で

66 名（73.3％）が日系企業で働くことに対して満足度が高いことが明らかになった。 

表 35 対象者のタイ人通訳者が日系企業での仕事に対する満足の理由 
仕事に対する満足の理由 実数（人） 比率（％） 

1. 様々な部門で訳す機会があり、他の部門を学ぶチャンスを

通してスキルと幅広い知識を身につける 
20 

30.3 
2.仕事の量はちょっどいい。 17 25.8 
3. 満足している。 13 19.7 
4. 日本人スタッフにもタイ人従業員にも大切にされる 5 7.6 
5. 日本語を使って仕事をする 5 7.6 
6. 日本人スタッフとタイ人従業員との架け橋としての役割が

できる 4 
6.1 

7. 給与が高い 2 3.0 
                                                             合計 66 100.0 

 
対象者のタイ人通訳者の 90 名の内、22 名（24.4％）が仕事に対する不満だと考えたのは、職務

記述書に載ってない作業を要求される複数の役割(9 名)、タイの日系企業ではのキャリアが少ない

こと(4 名)、仕事の内容が毎日変わらなく、スキルアップできないこと(3 名)、職場での孤独感を感

じること(2 名)、給与が低い(2 名)、仕事を回されること(2 名)、板挟みの状態に置かれること（1
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名）、日本人スタッフの感情的な言葉に対応しなければならない（1 名）ことである。言い換える

と、タイ人通訳者の 10名が職場での役割に不満を持つと考えられる。9名の職務記述書に載ってな

い作業を要求される複数の役割のケースが役割葛藤の具体的なケースとしてここで挙げられる。 
 

表 36 対象者のタイ人通訳者が日系企業での仕事に対して不満を持つ理由 

仕事に対して不満を持つ理由 実数（人） 比率（％） 

1. 職務記述書に載ってない作業を要求される複数の役割 9 37.5 
2.会社ではキャリアアップの道は少ない。違うポジションに

チャレンジし、キャリアアップの道を広げたい 
4 16.7 

3. 仕事の内容がほぼ同じため、スキルアップできない 3 12.5 
4. 会社でのチームワークがとれなくて、孤独感を感じる 2 8.3 

5. 仕事の量が多すぎて、給与が低い 2 8.3 
6.ジョブローテーションによる職場を回されるのがいやであ

る 
2 8.3 

7.日本人スタッフとタイ人従業員の間に板挟みの状態に置か

れている 
1 4.2 

8.日本人スタッフの仕事のミスによる感情的な暴力の言葉な

どを対応しなければならない 
1 4.2 

                                                             合計 10 100.0 

 
 

対象者のタイ人通訳者の 14 名が満足のところも不満のところもあると回答した。日本的な価値

観や仕事の進め方には満足しているが、通訳の役割に与える影響があったため、不満をもっている

ことである。大きく二つの傾向が見られる。一つは、タイの日系企業における通訳者の複数の役割

の現状の中で、対象者の 9 名が訳す以外の作業を要求されて、通訳に練習することができなくな

り、通訳のスキルが上達できなくなる不安があると回答した。もう一つは、対象者の 5 名が日本的

なジョブローテーションに興味を持ち、仕事に関係がある幅広い知識を学びたがると共に、違うポ

ジションにチャレンジしたがる対象者のタイ人通訳者が少なくない。しかしながら、通訳者から他

のポジションにキャリアアップする道がまだ難しいと感じて、さらに周りのタイ人従業員にキャリ

アアップのことを認められないと実感したため、日本人スタッフの上司が帰国したら、自分は不安

がある。 
 
 

表 37 対象者のタイ人通訳者が日系企業での仕事に対して不満を持つ理由 
仕事に対して不満を持つ理由 実数（人） 比率（％） 

1. 日本的な企業文化に満足しているが、通訳者の複数の役割

を要求されることに不満を持っている。 
9 64.3 

2.日本的な文化に満足しているが、特にジョブローテーショ

ンに興味を持ち、違うポジションにチャレンジしたが、キャ

リアアップが少ないと感じる 
5 35.7 

                                                             合計 14 100.0 
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3.7 タイ人通訳者の転職回数と将来の計画 

3.7.1 タイ人通訳者の転職・離職回数 

  

 対象者の 90 名の内、対象者の 22 名（24.4％）が転職したことないと回答した。残りの 59 名

（65.6％）が転職したことがあるに対して、9 名（10％）が離職する予定があるということ。つま

り、対象者のタイ人通訳者の 7 割以上は転職・離職という経験を持ったと理解される。 
  

表 38 調査対象者のタイ人通訳者の転職回数 

転職・離職回数 実数（人） 比率（％） 

転職したことがない 22 24.4 

1回転職したことがある 20 22.2 

2回転職したことがある 19 21.1 

2回以上転職したことがある 20 22.2 

進学するため、離職する予定がある 7 7.8 

主婦になるため、離職する予定がある 1 1.1 

自営業をするため、離職する予定がある 1 1.1 

   合計 90 100.0 
 

3.7.2 タイ人通訳者の将来の計画 

 対象者の最も多い回答は、38.9％のタイ人通訳者は部門で訳す際に、いろいろな知識を持つよう

になり、キャリアアップの道も繋がるということである。また、彼らの 2、3、4、5、7 の回答から

では、彼らは通訳者としてやり続ける傾向が強いが、6.7％のタイ人通訳者は通訳者という仕事を

離職し、他の仕事をやる予定であると回答した。 

表 39 対象者のタイ人通訳者の将来の計画 

 実数（人） 比率（％） 

1.様々部門で訳す際に、いろいろな知識を持つようになり、

キャリアアップの道も繋がると思ってます。  
35 

38.9 
2.いろいろな経験を得るために、通訳者の仕事をやる 15 16.7 
3. 様々な部門で幅広い知識を身につけ、フリーランス通訳者

になる予定である 
10 

11.1 
4. 貯金すると共に日系企業に求められる通訳者になるように

学んでいる。 
10 

11.1 
5.会社でいろいろな物を学んで、求められる通訳者になる 9 10.0 
6.通訳者を離職し、他の仕事をやる予定である  6 6.7 
7. 給与が上がるため、同じ会社で仕事をやり続ける 3 3.3 
8.まだ計画していない 2 2.2 

                                                             合計 90 100.0 
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第 4 章 

 

タイの日系企業における日本人スタッフ向けのアンケート調査の結果 

 
 第 4 章では、タイの日系企業における日本人スタッフのタイ人通訳者を介したタイ人従業員との

コミュニケーション方法に関してアンケート調査を行い、その調査結果について報告する。日本的

な企業文化といったジャパナイゼーションの文脈に対してタイ人従業員とタイ人通訳者の資質やタ

イの企業文化、及び日本人スタッフがタイ人通訳者に求める役割や条件などに対する考えを明らか

にすることを目的としている。 
 

 日本人スタッフへのアンケートは、2016年 9 月 1 日から 12月 1 日にかけて回答のあった 90名の

タイ人通訳者に日本人スタッフの同僚を 1、2 名紹介してもらい、日本人向けのアンケート調査を

依頼した。40 社で働いている日本人スタッフの承諾を得た後、調査目的を説明した依頼文書と日

本語でのアンケートを、返信用封筒を添えて郵送した。43 名に送り、全員の回答を得た。以下の 6
つの項目に分け、論じていく。 

 
      4.1 日系企業の日本人スタッフの属性などの基本的データ 

    4.2 タイ人通訳者を介してのコミュニケーションの内容と理由                        

        4.3 対象者日本人スタッフのタイ人従業員及びタイ人通訳者に対する意見 

        4.4 日本人スタッフが持つタイ人通訳者の役割に関しての考え 

    4.5 日本人スタッフがタイ人通訳者に求める条件 

        4.6 日本人スタッフのインタビュー調査 

 
 
4.1 日系企業の日本人スタッフの属性などの基本的データについて 
ここでは、調査対象者の日本人スタッフに性別、年齢、タイの日系企業で勤務している理由、タ

イの日系企業で働いた回数、2016 年までの在タイ期間、海外の日系企業で働いた経験、タイ語学

習経験、勤務先の業種、勤務先の従業員数、勤務先での職位についての回答についてまとめる。 
 
4.1.1 性別 
  調査対象者の 43 名中、男性のスタッフは 42名で 97.7％、女性のスタッフは 1 名で 2.3％であ

る。   
 
 

表 40 調査対象者の日本人スタッフの性別 
 
 
 
 
 
 
 

 実数（人） 比率（％） 

男性 42 97.7 

女性 1 2.3 

合計 43 100.0.0 
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4.1.2 年齢 
 調査対象者の年齢については、最年少が 28歳で、最年長が 59歳である。最頻値は「31歳から 40
歳」の 41.9％（18 人）である。次いで「41 歳から 50 歳」の 32.6％（14 人）、「51 歳以上」の

23.3％（10人）そして「30 歳以下」の 2.3％（1人）である。   
 

表 41 対象者日本人スタッフの 2016 年当時の年齢 

年齢 実数（人） 比率（％） 

30 歳以下 1 2.3 

31～40歳 18 41.9 

41～50歳 14 32.6 

51 歳以上 10 23.3 

合計 43 100.0.0 

 
4.1.3 タイの日系企業で勤務している理由 

        
表 42 調査対象者の日本人スタッフがタイの日系企業に勤務している理由 

 実数（人） 比率（％） 

転勤 29 67.4 

出張 11 25.6 

タイで就職した 3 7.0 

        合計 43 100.0.0 

 

4.1.4 タイの日系企業で働いた回数 
        

表 43 調査対象者の日本人スタッフがタイの日系企業で働いた回数 

 実数（人） 比率（％） 

初めて 32 74.4 

2回目 8 18.6 

5回目 1 2.3 

7回目 1 2.3 

18回目 1 2.3 

   合計 43 100.0.0 
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4.1.5 2016 年までの在タイ期間 
表 44 調査対象者の日本人スタッフの 2016 年時点での在タイ期間 

 実数（人） 比率（％） 

2年以下 17 39.5 

2～5年 19 44.2 

5～8年 4 9.3 

8年以上 3 7.0 

   合計 43 100.0.0 

 

4.1.6 海外の日系企業で働いた経験 
表 45 調査対象者の日本人スタッフが海外の日系企業で働いた経験 

 実数（人） 比率（％） 

有り 8 18.6 

無し 35 81.4 

   合計 43 100.0.0 

 

4.1.7 タイ語学習経験 
表 46 調査対象者の日本人スタッフのタイ語学習経験 

 実数（人） 比率（％） 

有り 7 16.3 

無いが、タイで働いてから勉強し始めた 22 51.2 

無いが、勉強しようと思う 14 32.5 

   合計 43 100.0.0 

 
4.1.8  勤務先企業の業種 

表 47 調査対象者の日本人スタッフの勤務先企業の業種 

 実数（人） 比率（％） 

製造業（自動車関係） 25 59.5 

製造業（化学・窯業） 12 28.6 

製造業（電気・機械） 3 7.1 

製造業（金属） 1 2.4 

サービス業 1 2.4 

   合計 43 100.0 
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4.1.9 勤務先企業の従業員数 
 

表 48 調査対象者の日本人スタッフの勤務先企業の従業員数 

 実数（人） 比率（％） 

200人以上 28 66.7 

50～200人 12 28.6 

50人以下 12 4.8 

   合計 43 100.0 

 
4.1.10 勤務先企業内での職位 
 

表 49 調査対象者の日本人スタッフの勤務先企業内での職位 

 実数（人） 比率（％） 

エンジニア 10 23.3 

課長 9 20.9 

部長 7 16.3 

技術者 5 11.6 

社長 4 9.3 

副社長 4 9.3 

取締役 3 7.0 

秘書 1 2.3 

   合計 43 100.0 

 

 以上の日本人スタッフの基本的データについて調査の結果から明らかになったことは、以下の

通りである。 
  
 調査対象者の日本人スタッフの 42名の中で、男性は 42名で 97.7％、女性は 1名で 2.3％である。

年齢は最年少が 28 歳で、最年長が 59 歳であるが、最頻値は「31 歳から 40 歳」の 41.9％（18 人）

である。対象者は転勤(67.4％)という理由で、また出張（25.6％）という理由でタイの日系企業に

勤務している。7 割以上の対象者はタイで勤務するのが初めてということである。1 割以上がタイ

での勤務は 2 回目（18.6％）で、最も回数が多いのは 18 回目である。在タイ期間に関しては、1 年

から 8 年までの間で、最頻値は、2 年から５年（19 名で 44.2％）である。タイの日系企業で働く以

前に海外の日系企業に勤務した経験を持っている対象者は 18.6%である。タイ語の経験に関しては、

8 割以上がタイ語に興味を持ち、勉強したことがないが、その中でタイで働いてからタイ語を勉強

し始めた対象者は 51.2％である。こうして、調査対象者の日本人スタッフの 8 割以上は海外で働く

経験やタイ語学習経験などを持たずに、タイの生産拠点で初めての海外勤務経験及びタイ語学習を
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始めるというパターンである。5 割以上の対象者は自動車関係の製造業に関わる。勤務先企業の従

業員数は 6 人から 4 千人までで、そのうち 6 割以上がタイ人スタッフ 200 人以上と働いている環境

という。対象者の職位に関しては、技術者と管理部門という大きく二つのグループに分けられ、タ

イの日系企業で働く対象者の中で最も多い職位は「エンジニア」（23.3％）である。管理部門の対

象者の中で最も多い職位は「課長」（20.9％）である。 
 

4.2.タイ人通訳者を介してのコミュニケーション  

4.2.1 タイ人通訳者を介してのコミュニケーションの場面   

 ここでは、日本人スタッフがどのような場面でタイ人通訳者を介してコミュニケーションをとる

のかを把握するため、日本人スタッフにそのような場面の上位 5 項目を選んでもらった。 
 
 調査結果によると、設定した 11 の場面の中で、日本人スタッフがタイ人通訳者を通してコミュ

ニケーションをとる場面の上位 5 項目は、「仕事の内容や新しい技術の説明」（19.4％）、「仕事

上でミスが起きた際の原因調査」（19.4％）、「会議の質疑応答」（18.4％）、「会社の方針や規

則の通達」（17.9％）、「公的な催しの際の挨拶」（12.2％）である。 
 

表 50 タイ人通訳者を介してのコミュニケーションの場面 (複数回答)    

 回答数 比率（％） 

1.仕事の内容や新しい技術の説明 38 19.4 
2.仕事上でミスが起きた際の原因調査 38 19.4 
3.会議の質疑応答 36 18.4 
4.会社の方針や規則の通達 35 17.9 
5.公的な催しの際の挨拶 24 12.2 
6.朝礼 11 5.6 
7.仕事が終わって社内の日本人スタッフとの食事や飲み会

に行った時 9 4.6 
8.社内で会った時の簡単な挨拶 2 1.0 
9.考え方やマナーについての質問がある時 1 0.5 
10.質問がある時 1 0.5 
11.日常生活についての質問がある時 1 0.5 
                   合計 196 100.0 

 
4.2.2 タイ人通訳者を介してのコミュニケーションの理由 

 調査対象者の日本人スタッフの 43 名全員が現在タイ人通訳者を通じてタイ人従業員とコミュニ

ケーションをとっているが、17 名がタイ人通訳者を介してコミュニケーションをとる理由を詳細

に自由記述で回答しているので、表 45 に示す。 
 
 日本人スタッフは自分で直接タイ人従業員とコミュニケーションをとろうとする傾向があるが、

言語の壁があり、お互いの間には通じない場合が多い。従って、両者がコミュニケーションをする
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時に必要とされるのがタイ人通訳者である。タイ人通訳者を介す理由に関しては、大きく三つ分け

られ、「仕事の内容を正しく細かく理解させること」、「英語で通じない場合が多い」、「タイ語

ができない」と書かれた。言語が通じないという理由に関しては、Sununta（2015:11）の研究結果

によると、タイの日系企業における基本的な問題は言語の問題であり、お互いにコミュニケーショ

ンが直接、効果的にとれないことによる問題がよく生じているという。 
 

 さらに、回答を詳細に検討してみると、タイの日系企業における日本人スタッフは簡単な内容な

ら、タイ人従業員と直接英語でコミュニケーションをとっているが、難しい内容や会議など、また

詳細な内容を伝える場合は、タイ人通訳者を介してコミュニケーションをとるパターンになってい

る。つまり、海外生産拠点であるタイの日系企業では、日系企業の技術や企業の教育について伝え

る際に主に使われている社内公用語は日本語だということである。ある日本人スタッフは社内公用

語を英語でコミュニケーションをとろうとするが、タイ人従業員には英語が通じないため、日本人

スタッフはタイ人従業員に仕事の内容を正しく細かく理解させ、仕事の内容を間違えないようにす

るためタイ人通訳者を介する傾向が強いと明らかになった。 

 

表 51 タイ人通訳者を介してのコミュニケーションの理由     

 

日本人スタッフ 1 「業務上で使用する言語（言葉）は専門性が高くタイ語で部下に正しく理

解させる事が重要な為。」 

日本人スタッフ 2 「意思の伝達ができないため通訳を通し伝える。」 

日本人スタッフ 3 「意思疎通で誤りたくない為。」 

日本人スタッフ 4 「立場上、伝達内容を正確にしたいため。」 

日本人スタッフ 5 「細かい内容には通訳者が必要。」 

日本人スタッフ 6 「会議は全て通訳を介して指示をだしているため割合が高くなると思

う。」 

日本人スタッフ 7 「主要幹部とは英語でコミュニケーションをとるが、難しい内容の時は 

正確に伝える為に通訳を介する」 

日本人スタッフ 8 「英語があまり通じないから。」 

日本人スタッフ 9 「業務上間違ってはいけない内容なのでしっかり通訳をお願いしていま

す。」 

日本人スタッフ 10 「短時間で集約した内容を伝えることが多く、その場合は自身で会話す

る。会議など、詳細内容を伝える場合は、通訳を介してコミュニケーショ

ンをしている」 

日本人スタッフ 11 「タイ語が話せないので教育の時は通訳してもらわないと内容が伝わらな

いから。」 
日本人スタッフ 12 「語学力レベルが低いため、日本語を使ってのコミュニケーションが主と

なる」 
日本人スタッフ 13 「なるべく簡単なタイ語であれば直接コミュニケーションをとったほうが

いいと思うが、本当に難しい内容（システム、法律）については間違いが

あると困るので通訳を介す。」 
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日本人スタッフ 14 「細かい内容には通訳者が必要。会議では、多数日本人・タイ人が合わせ

るため、同時通訳となる。」 
日本人スタッフ 15 「タイ語が話せないから。」 
日本人スタッフ 16 「タイ語ができない為。」 
日本人スタッフ 17 「日常会話は自分で対応しますが、仕事の説明、指示については通訳を使

います。  仕事上での間違いをなくすため。」 
 

 

4.3 調査対象者の日本人スタッフのタイ人従業員及びタイ人通訳者に対する意見 

  日本企業の海外進出に伴い、多くの日本人スタッフが生産拠点へ派遣され、日本本社の代表者

として日本式経営や仕事のやり方などを生産拠点に移植する義務を負っている。しかしながら、日

本企業の経営や仕事の進み方を模倣し、生産拠点の国々で適用することは常に成果を収めているわ

けではない（コーエン・ケネディ、2003: 98)。タイの日系企業においても、異なる言語のみならず、

企業文化の違いなどのため、日本人スタッフとタイ人従業員は、両者の間に相容れない意見や異な

る仕事の進み方などの問題を生じさせていると考えられる。両者の間の誤解のギャップやずれを減

らすために、日本人スタッフはタイ人スタッフの資質や企業組織などをどのように考えているか検

討する必要がある。また、日本人スタッフはタイ人通訳者の資質、企業文化、そして相互適応につ

いてどのように意見を持っているかを尋ねた。 
 

回答の項目に対して、「4－そう思う」、「3－どちらといえばそう思う」、「2－どちらかとい

えばそう思わない」、「1－そう思わない」の間隔尺度 4 段階評価でアンケートを行った。調査対

象者の日本人スタッフが持つ、タイ人従業員及びタイ人通訳者に対しての考えについての詳細は次

の、表 46、表 47、表 48、表 49、表 50、表 51 のように「賛成」（「そう思う」及び「どちらとい

えばそう思う」）と「賛成しない」（「どちらかといえばどう思わない」及び「そう思わない」）

の割合と回答数で示す。 
 
 

4.3.1 調査対象者の日本人スタッフのタイ人従業員に対する意見 

 

調査対象者の日本人スタッフのタイ人従業員に対する経験に関しては、資質面、組織文化面、相

互文化適応の 3 項目に分類した。 

 

 

4.3.1.1 資質に関する項目 

 

表52に示すように、調査対象者の日本人スタッフがタイ人従業員と一緒に働いた経験を通じて、

「資質面」に関して「賛成」の割合の多かった上位3項目は、7.「タイ人従業員はプライドが高く

て、他の人の前で面子をつぶされるのが好きではない」（88.4％）、3.「タイ人従業員はどんな場

面でも笑顔でいる」（86％）、4.「タイ人従業員はどんな場面でもユーモアがある」（83.7％）で

ある。一方、「賛成しない」の割合の多かった項目は、8.「タイ人従業員はプレッシャーに対応で

き、我慢強い」（79.1％）である。 
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表 52 調査対象者の日本人スタッフが持つタイ人従業員に対する意見：資質面 
 

資質面 
賛成（％） 
（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

1．タイ人従業員は素直で清純だ 81.3％（35） 18.7％（8） 100.0   (43) 

2．タイ人従業員は冷静さを保てる人を尊敬する 69.7％（30） 30.3％（13） 100.0   (43) 

3．タイ人従業員はどんな場面でもユーモアが

ある 
83.7％（36） 16.3％（7） 100.0   (43) 

4．タイ人従業員はどんな場面でも笑顔でいる 86.0％（37） 14.0％（6） 100.0   (43) 

5．タイ人従業員は人を傷つけてまで真実を追

求しない  
79.0％（34） 21.0％（9） 100.0   (43) 

6．タイ人従業員は怒った時、復讐には巧妙な

方法を使う 
44.2％（19） 55.8％（24） 100.0   (43) 

7．タイ人従業員はプライドが高くて、他の

人の前で面子をつぶされるのが好きではな

い 

88.4％（38） 11.6％（5） 100.0   (43) 

8．タイ人従業員はプレッシャーに対応でき、

我慢強い。 
20.9％（9） 79.1％（34） 100.0   (43) 

9．タイ人従業員は分からなくても、あまり聞

き返してこない 
69.8％（30） 30.2％（13） 100.0   (43) 

10．タイ人従業員の話し方はストレートだ。

曖昧ではない 
51.2％（22） 48.8％（21） 100.0   (43) 

 
4.3.1.2 企業文化に関する項目 
調査対象者の日本人スタッフが接触した「企業文化」に関して、「賛成」の割合の多かった上位

3項目は、20.「タイ人従業員は会社への忠誠心が持ち合わせていない。働くのは自分や家族のため

という意識が先にある。」（81.4％）、22.「タイ人従業員は重要な議論は上層部から話し始める」

（76.8％）、25.「タイ人従業員は仕事のミスが起こった時、求めない限り反応がない。黙っている。

質問に答えようとしない。」（65.1％）である。一方、「賛成しない」の割合の多かった項目は、

12.「タイ人従業員は時間を守って、全員が10分前ぐらい会議室に到着する」(93.0％）である。 
 

表 53 調査対象者の日本人スタッフが持つタイ人従業員に対する意見：企業文化面 

企業文化面 
賛成（％） 
（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

11.タイ人従業員は会社や工場の規則やルール

をしっかり守る 
37.2％（16） 62.8％（27） 100.0   (43) 

12.タイ人従業員は時間を守って、全員が 10
分前ぐらい会議室に到着する 

7.0％（3） 93.0％（40） 100.0   (43) 
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13.タイ人従業員は勤勉で、真面目に仕事をす

る 
62.8％（27） 37.2％（16） 100.0   (43) 

14.タイ人従業員は会社の一員としての責任感

を持っている 
44.2％（19） 55.8％（24） 100.0   (43) 

15.タイ人従業員は報告、連絡、相談という習

慣がない 
60.5％（26） 39.5％（9） 100.0   (43) 

16.タイ人従業員は最後まで仕事をやり遂げる

忍耐力がある 
30.2％（13） 69.8％（30） 100.0   (43) 

17.タイ人従業員は問題があっても、すぐ仕

事を辞めない 
30.2％（13） 69.8％（30） 100.0   (43) 

18.タイ人従業員は公私の区別がある 28.0％（12） 72.0％（31） 100.0   (43) 
19.タイ人従業員はチームワークがとれる。 65.1％（28） 34.9％（15） 100.0   (43) 
20.タイ人従業員は会社への忠誠心が持ち合わ

せていない。働くのは自分や家族のためとい

う意識が先にある。 

81.4％（35） 18.6％（8） 100.0   (43) 

21.タイ人従業員はジョブ・ローテーションの

制度が理解できている 
30.2％（13） 69.8％（830） 100.0   (43) 

22.タイ人従業員は重要な議論は上層部から話

し始める 
76.8％（33） 23.2％（10） 100.0   (43) 

23.タイ人従業員は会議の時にはよく意見を言

う 
37.2％（16） 62.8％（27） 100.0   (43) 

24.タイ人従業員は計画とおり仕事を進める 23.2％（10） 76.8％（33） 100.0   (43) 

25.タイ人従業員は仕事のミスが起こった時、

求めない限り反応がない。黙っている。質問

に答えようとしない。 

65.1％（28） 34..9％（15） 100.0   (43) 

26.タイ人従業員は人の前で仕事のミスの原因

を追求された時に、非常に苛立つ 
53.5％（23） 46.5％（20） 100.0   (43) 

27.仕事で問題が起こった時、タイ人従業員

は日本人のテンションが上がること（大き

い声でタイ人に質問することなど）が理解

できる 

44.2％（19） 55.8％（24） 100.0   (43) 

 
4.3.1.3 相互適応に関する項目 

表54に示すように、「相互適応」に関しては、「賛成」の割合の多かった上位3項目は、28.「タ

イ人従業員は出社、退社の時に、きちんと挨拶をする」(65.1％）、32.「タイ人従業員はマニュア

ルや日本人にきめ細かく仕事を教えてもらったとおりにしている」（58.2％）、31.「タイ人従業員

は日本人と会議が長引く時、夕飯時間が過ぎていても、休憩することなくそのまま会議を続ける」

(58.2％）である。一方、「賛成しない」の割合の多かった項目は、29.「タイ人従業員はオフィス

で仕事中には携帯電話を使わない」(88.4％）である。 
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表 54 調査対象者の日本人スタッフのタイ人従業員に対する意見：相互適応面 

 

相互適応面 
賛成％ 

（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

28.タイ人従業員は出社、退社の時に、きちん

と挨拶をする 
65.1％（18） 34.9％（15） 100.0   (43) 

29.タイ人従業員はオフィスで仕事中には携帯

電話を使わない 
11.6％（5） 88.4％（38） 100.0   (43) 

30.タイ人従業員は自分のミスに起因する問題

や結果に対して反省する 
32.6％（14） 67.4％（29） 100.0   (43) 

31.タイ人従業員は日本人と会議が長引く時、

夕飯時間が過ぎていても、休憩することなく

そのまま会議を続ける 

58.2％（25） 41.8％（18） 100.0   (43) 

32.タイ人従業員はマニュアルや日本人にきめ

細かく仕事を教えてもらったとおりにしてい

る 

58.2％（25） 41.8％（18） 100.0   (43) 

33.タイ人従業員はしっかり時間どおりに頼ま

れた仕事ができる 
34.9％（15） 65.11％（28） 100.0   (43) 

34.タイ人従業員は日本人と一致した計画や

約束どおりにしっかり行動するため、信頼

性がある 

65.1％（18） 34.9％（15） 100.0   (43) 

35.タイ人従業員は日本人のスタッフの曖昧な

指導を受けたとき、その場の状況を察して行

動している 

39.5％（17） 60.5％（26） 100.0   (43) 

36.タイ人従業員はいつも日本人のスタッフと

一緒に飲み会やカラオケなどに行く 
32.6％（14） 67.4％（15） 100.0   (43) 

 
4.3.2 調査対象者の日本人スタッフのタイ人通訳者に対する意見 

調査対象者の日本人スタッフのタイ人通訳者に対する意見に関しては、言語能力とスキルの面、

組織文化面、相互文化適応の 3 項目に分類した。 

 

4.3.2.1 能力とスキルに対する項目 

言語能力とスキルの面に関しては、調査対象者の日本人スタッフの 6 割以上が全項目に賛成する

と回答した。特に、最も回答数が多いのは 97.6％で、5.「タイ人通訳者は日本語でメールの やり取

りができる」と 8.「タイ人通訳者は電話対応ができる」である。続いては、3.「タイ人通訳者は日

本語で仕事に関する書類が翻訳できる」(92.9%)で、1.「タイ人通訳者は逐次通訳者として一般的な

会話が正確に訳せる」である。 
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表 55 調査対象者の日本人スタッフが持つタイ人通訳者に対する意見：言語能力とスキルの面 

言語能力とスキルの面 
賛成％ 

（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

1.タイ人通訳者は逐次通訳者として一般的な

会話が正確に訳せる 
90.5％（38） 9.5％（4） 100.0   (43) 

2.タイ人通訳者は同時通訳者として会議が正

確に訳せる 
78.5％（33） 21.5％（9） 100.0   (43) 

3.タイ人通訳者は日本語で仕事に関する書類

の翻訳ができる 
92.9％（39） 7.1％（3） 100.0   (42) 

4.タイ人通訳者は業務上の会話（報告、連

絡、相談など）ができる。 
88.1％（37） 11.9％（5） 100.0   (42) 

5.タイ人通訳者は日本語でメールのやり取り

ができる 
97.6％（41） 2.4％（2） 100.0   (42) 

6.タイ人通訳者は日本人の方言や早いスピー

ドの日本語が聞き取れてすぐ訳せる 
69.0％（29） 31.0％（13） 100.0   (42) 

7.タイ人通訳者は敬語が適切に使える 76.2％（32） 23.8％（10） 100.0   (42) 

8.タイ人通訳者は電話対応ができる 97.6％（41） 2.4％（1） 100.0   (42) 

9.タイ人通訳者は職場で用いる専門用語の知

識が十分である 
69.0％（29） 31％（13） 100.0   (42) 

10.タイ人通訳者はビデオ会議などの通信シス

テムを通じて同時通訳者として訳せる 
66.7％（28） 33.3％（14） 100.0   (42) 

11.タイ人の通訳者は資格取得や技術を高める

ために、通訳者のための会計コースの受講や

日本語能力試験などに積極的である 

76.2％（32） 23.8％（10） 100.0   (42) 

 

4.3.2.2 企業文化に対する項目 

企業文化に関しては、調査対象者の日本人スタッフが最も賛成した上位 6 項目は 13 番の「タイ

人通訳者は時間をしっかり守る」（97.6％）、14.「タイ人通訳者は勤勉で、真面目に仕事をする」

（95.2％）、12.「タイ人通訳者は規則やルールをしっかり守る」（92.9％）、17.「タイ人通訳者は

最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある」（92.9％）、15.「タイ人通訳者は会社の一員としての責

任感を持っている」（90.5％）、19.「タイ人通訳者は公私の区別がある」である。7 割以上が 16..
「タイ人通訳者は報告、連絡、相談をまめにする」と 17.「タイ人通訳者は最後まで仕事をやり遂

げる忍耐力がある」に賛成すると回答した。又は、6割以上の調査対象者が 22.「タイ人通訳者は年

功序列という制度が理解できている」と 24.「タイ人通訳者はジョブ・ローテーション（人事異

動）の制度が理解できている」と回答した。 

その一方、調査対象者が賛成しない上位 2 項目は 27.「タイ人通訳者は会社への忠誠心を持ち、

終身雇用で働く希望を持っている」（76.2％）、続いては、23.「タイ人通訳者は終身雇用という制

度が理解できている」（53.8％）であるように、会社への忠誠心には低いと考えられている。 

上に述べたようにタイ人通訳者に対する企業文化面の各項目には割合が高い傾向があり、タイ

人通訳者は日本人スタッフが持ち込んだ日本的な企業文化に合わせて適応していて、日本人スタッ
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フの中に評判が良いと考えられるが、調査対象者の日本人スタッフはタイ人通訳者に対しては終身

雇用という価値観を持っていないと考えていることを明らかになった。 

 

表 56 調査対象者の日本人スタッフが持つタイ人通訳者に対する意見：企業文化面 

企業文化 
賛成％ 

（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

12.タイ人通訳者は規則やルールをしっかり守

る 
92.9％（39） 7.1％（3） 100.0   (42) 

13.タイ人通訳者は時間をしっかり守る 97.6％（41） 2.4％（1） 100.0   (42) 

14.タイ人通訳者は勤勉で、真面目に仕事をす

る 
95.2％（40） 4.8％（2） 100.0   (42) 

15.タイ人通訳者は会社の一員としての責任感

を持っている 
90.5％（38） 9.5％（4） 100.0   (42) 

16.タイ人通訳者は報告、連絡、相談をまめに

する 
78.5％（33） 21.5％（9） 100.0   (42) 

17.タイ人通訳者は最後まで仕事をやり遂げ

る忍耐力がある 
92.9％（39） 7.1％（3） 100.0   (42) 

18.タイ人通訳者は日本人とタイ人の間の架け

橋になって、双方のチームワークがとれる 
78.5％（33） 21.5％（9） 100.0   (42) 

19.タイ人通訳者は公私の区別がある 90.5％（38） 9.5％（4） 100.0   (42) 

20.タイ人通訳者は改善という文化が理解でき

て、タイ人の従業員にその文化を定着させて

いる 

57.1％（24） 42.9％（18） 100.0   (42) 

21.タイ人通訳者は整理整頓という文化が理解

できて、タイ人の従業員にその文化を定着さ

せている 

50.0％（21） 50.0％（21） 100.0   (42) 

22.タイ人通訳者は年功序列という制度が理解

できている 
64.3％（27） 35.7％（15） 100.0   (42) 

23.タイ人通訳者は終身雇用という制度が理

解できている 
45.2％（19） 54.8％（23） 100.0   (42) 

24.タイ人通訳者はジョブ・ローテーション

（人事異動）の制度が理解できている 
61.9％（26） 38.1％（16） 100.0   (42) 

25.タイ人通訳者は日系企業の組織が理解でき

ていて、他のポジションにチャレンジする希

望を持っている。 

57.1％（24） 42.9％（18） 100.0   (42) 

26.タイ人通訳者は仕事のミスが起こった時

に、日本的なやり方で関係者全員を会議に参

加させる制度が理解できていて、仲介として

原因が納得できるまで関係者に真実を追求す

る努力をしている。 

52.4％（22） 47.6％（20） 100.0   (42) 
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27.タイ人通訳者は会社への忠誠心を持ち、終

身雇用で働く希望を持っている 
23.8％（10） 76.2％（32） 100.0   (42) 

28.タイ人通訳者はジョブホッピング型スタイ

ルを持っていて、転職が多い 
59.5％（25） 40.6％（17） 100.0   (42) 

29.タイ人の通訳者が将来のため修士に進学

する理由や日本へ留学する理由などで退職

することを理解できる 

71.4％（30） 28.6％（12） 100.0   (42) 

 

4.3.2.3 相互適応に対する項目 

相互適応に関しては、調査対象者の日本人スタッフの賛成回答が多かった 3 項目は、30.「タイ

人通訳者は「お世話になりました」や「お疲れ様でした」などの形式表現をいつも使用する」

(92.9％）、続いて、31.「タイ人通訳者は日本人の仕事の進め方や日本的な考え方が理解できてい

て、一緒に仕事をやり取りするのが円滑にできる」（90.5％）、37.「タイ人通訳者の訳す者として

の役割に満足している」（81％）という項目である。タイ人通訳者は挨拶する習慣をはじめとした

日本的な企業文化を日本人スタッフに合わせて実行していると理解できる。しかしながら、日本人

スタッフが最も賛成しない項目は 39「タイ人通訳者はよく日本人のスタッフと一緒に飲み会やカ

ラオケなどに行く」という項目である。 
 

表 57 調査対象者の日本人スタッフのタイ人通訳者に対する意見：相互適応面 

相互適応 
賛成％ 

（回答数） 

賛成しない

（％） 
（回答数） 

合計 

30.タイ人通訳者は「お世話になりました」や

「お疲れ様でした」などの形式表現をいつも

使用する 

92.9％（39） 7.1％（3） 100.0   (42) 

31.タイ人通訳者は日本人の仕事の進め方や日

本的な考え方が理解できていて、一緒に仕事

をやり取りするのが円滑にできる 

90.5％（38） 9.5％（4） 100.0   (42) 

32.タイ人通訳者は上司のはっきりしていない

曖昧な指示などを聞いてもその要求が理解で

きている 

64.3％（27） 35.7％（15） 100.0   (42) 

33.タイ人通訳者は日本とタイの仕事の進め方

が違うことを理解しており、一生懸命その違

いの調整を図る 

71.4％（30） 28.6％（12） 100.0   (42) 

34.タイ人通訳者は仕事のミスの原因について

訳すとき、タイ人の従業員に質問を答えさせ

ることがかなり円滑にできる。 

66.7％（28） 33.3％（14） 100.0   (42) 

35.タイ人の通訳者は仕事のミスで日本人の

テンションが上がる時（怒っている時に感

情が顔に出たり、話すスピードが早くなっ

76.2％（32） 23.8％（10） 100.0   (42) 
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たりすることや暴言を使うことなど）が理

解できていて、一生懸命文化仲介者として

調整する 
36.タイ人通訳者はタイと日本の異なる組織文

化のため、期待されるプレシャーが大きくて

もすぐ辞めない 

76.2％（32） 23.8％（10） 100.0   (42) 

37.タイ人通訳者の訳す者としての役割に満足

している 
81.0％（34） 19.0％（8） 100.0   (42) 

38.タイ人通訳者の文化仲介者の役割に満足し

ている 
76.2％（32） 23.8％（10） 100.0   (42) 

39.タイ人の通訳者はよく日本人のスタッフと

一緒に飲み会やカラオケなどに行く 
31.0％（13） 69.0％（24） 100.0   (42) 

   

以上をまとめると、調査対象者の日本人スタッフはタイの生産拠点でタイ人スタッフの資質、企

業文化、相互適応などに接触しているが、タイ人従業員とタイ人通訳者の行動には、日本人スタッ

フと働くことに対しての共通点と相違点がみられる。 

共通点は、社内で会う時に、タイ人スタッフは日本人スタッフにきちんと日本的な挨拶をしよう

とする傾向があることである。調査対象者の日本人スタッフの 6 割以上が 28.「タイ人従業員は出

社、退社の時に、きちんと挨拶をする」と接触し、また 9 割以上が 30.「タイ人通訳者は「お世話

になりました」や「お疲れ様でした」などの形式表現をいつも使用する」に賛成すると回答した。

つまり、タイの日系企業におけるタイ人スタッフは相互適応の面では日本人スタッフの行動に合わ

せ、日本的な挨拶する習慣をきちんと始めたといえる。 

一方、調査対象者の日本人スタッフの回答からは、タイ人従業員とタイ人通訳者の間には相違点

が様々あることがわかる。同じタイ人と言っても、持っている習慣や価値観などが異なることがは

っきりみられる。特に、企業文化の面である。調査対象者の日本人スタッフが賛成する割合を詳細

にみると、タイ人従業員とタイ人通訳者の間で異なっている企業文化の行動は、「時間をしっかり

守る」、「最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある」、「公私の区別がある」、「規則やルールを

しっかり守る」、「会社の一員としての責任感を持っている」、「勤勉で、真面目に仕事をす

る」、「報告、連絡、相談をまめにする」である。前述の７項目の中で割合の差が最もはっきりし

ている項目は「時間を守る」である。調査対象者の日本人スタッフの９割以上はタイ人通訳者は時

間をしっかり守ることに賛成しているのに対して、タイ人従業員は時間をしっかり守ることにと賛

成しているのは１割弱にすぎない。要するに、タイ人通訳者はタイ人従業員より時間を守る価値観

を大切にし、しっかり時間を守ろうとしているといえる。 

 

表 58 調査対象者の日本人スタッフのタイ人従業員とタイ人通訳者に対する賛成割合の比較 

企業文化 
タイ人従業員に

対する賛成割合 
タイ人通訳者に

対する賛成割合 
割合の差 

時間をしっかり守る 7.0％ 97.6％ 90.6 
最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある 30.2％ 92.9％ 62.7 
公私の区別がある 28.0％ 90.5％ 62.5 

規則やルールをしっかり守る 37.2％ 92.9％ 55.7 
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会社の一員としての責任感を持っている 44.2％ 90.5％ 46.3 

勤勉で、真面目に仕事をする 62.8％ 95.2％ 32.4 
報告、連絡、相談をまめにする 60.5％ 78.5％ 18 

 
 
4.4 日本人スタッフのタイ人通訳者の役割に関しての考え 

 ここでは、調査対象者の日本人スタッフがタイ人通訳者の役割をどのように考えているかを理解

するため、「重要だと思われる項目」と「良く担っていると思われる項目」をそれぞれ順に上位 5
項目を選んでもらった。 

 

4.4.1 日本人スタッフが考えるタイ人通訳者の重要な役割 

表59に示したように、通訳に重要だと思われる役割の上位5項目は、「重要な内容をまとめて省

略し訳す役割」（17.7％）、「言葉を一語一語訳する者」（13.5％）、「工場の資料を翻訳する者」

(12.6%)、「日本人スタッフにタイの文化や考えを紹介する者」（12.1％）、「コミュニケーション

や文化摩擦などの整理仲介者」（9.3％）である。日本人スタッフはタイ人通訳者の重要な役割は

言語と関わる「訳す者」と「異文化仲介者」と理解される。 
 

表 59 調査対象者の日本人スタッフが考えるタイ人通訳者の重要な役割    

 回答数 比率（％） 

1. 重要な内容をまとめて省略し訳す者 38 17.7 
2. 言葉を一語一語訳する者 29 13.5 
3. 工場の資料を翻訳する者 27 12.6 
4. 日本人スタッフにタイの文化や考えを紹介する者 26 12.1 
5. コミュニケーションや文化摩擦などの整理仲介者 20 9.3 
6. タイ人従業員に日本の文化や考え方を紹介する者 15 7.0 
7. 仲間 13 6.0 
8. コーディネーター（生活面を含めて、ゴルフ場の予

約、ビザの申請、タクシーを呼ぶことなど） 12 5.6 
9. グループのメンバー 12 5.6 
10.秘書 7 3.3 
11.タイ語レッスンの教師 7 3.3 
12. 日本からの顧客の接待、上司との飲み会の接待 5 2.3 
13.工場のマネージャー 3 1.4 
14.仕事の進捗する者 1 0.5 
                   合計 215 100.0 

 
 
4.4.2 調査対象者の日本人スタッフが考えるタイ人通訳者が良く担っている役割   
 

調査対象者の日本人スタッフが考えるタイ人通訳者が良く担っている役割の上位5項目は、「重

要な内容をまとめて省略し訳す役割」（16.5％）、「工場の資料を翻訳する者」(16.5%)「言葉を一

語一語訳する者」（16.0％）、「日本人スタッフにタイの文化や考えを紹介する者」（8.7％）、

「コミュニケーションや文化摩擦などの整理仲介者」（7.3％）である。 
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表 60 調査対象者の日本人スタッフが考えるタイ人通訳者の良く担っている役割    
 回答数 比率（％） 

1. 重要な内容をまとめて省略し訳す者 34 16.5 
2. 工場の資料を翻訳する者 34 16.5 
3. 言葉を一語一語訳する者 33 16.0 
4.日本人スタッフにタイの文化や考えを紹介する者 18 8.7 
5. コミュニケーションや文化摩擦などの整理仲介者 15 7.3 
6.タイ人従業員に日本の文化や考え方を紹介する者 15 7.3 
7.コーディネーター（生活面を含めて、ゴルフ場の予約、ビ

ザの申請、タクシーを呼ぶことなど） 13 6.3 
8.仲間 10 4.9 
9.タイ語レッスンの教師 8 3.9 
10.グループのメンバー 8 3.9 
11. 秘書 6 2.9 
12.工場のマネージャー 5 2.4 
13. 日本からの顧客の接待、上司との飲み会の接待 4 1.9 
14. 仕事の進捗する者 1 0.5 
                   合計 206 100.0 

  

 調査対象者の日本人スタッフの回答から理解できるのは、タイ人通訳者の重要な役割と、良く

担っている役割に対する結果が同じ傾向にあることである。具体的には、上位５項目は、「重要な

内容をまとめて省略し訳す役割」、「言葉を一語一語訳する者」、「工場の資料を翻訳する者」、

「日本人スタッフにタイの文化や考えを紹介する者」、「コミュニケーションや文化摩擦などの整

理仲介者」である。つまり、調査対象者の日本人スタッフが考えるタイ人通訳者に対する役割は

「訳すもの」と「異文化仲介者」と認識していると考えられる。 
 

4.5 日本人スタッフがタイ人通訳者に求める条件 
 

日系企業におけるタイ人通訳者の持つべき基本的な資質を把握するため、調査対象者の日本人ス

タッフに、タイ人通訳者に求められる「性別」、「分野」、「語学力」、「日本へ留学経験」、

「日本的なしきたりや考えからの理解程度」、「日本人との付き合い」、「知っておくべき企業文

化」について尋ねた。 

 

4.5.1 タイ人通訳者の性別  
  調査対象者の日本人スタッフの８割以上は、タイ人通訳者に特定の性別は希望しておらず、ど

ちらの性別でも良いと回答している。 
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表 61 タイ人通訳者の性別に対する希望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.5.2 タイ人通訳者の分野 

調査対象者の日本人スタッフの 7 割以上は、理系でもいい文系でもいいと回答しているが、2 割

は理系のみを希望していることが分かる。 
 

表 62 タイ人通訳者の分野に対する希望 

 

 

 

 

 

4.5.3 タイ人通訳者の仕事に必要な日本語能力検定 
 日本人対象者の 9 割以上は日本語能力検定 N2又は N1 を持っている通訳者の方が望ましいと回

答した。 
表 63 タイ人通訳の日本語能力検定 

 

 

 

 

 

4.5.4 タイ人通訳者の日本への留学経験 
留学経験に関しては、日本人対象者の 7 割以上は、日本への留学経験はないよりあった方がいい

と回答した。 
 

 実数（人） 比率（％） 

男性の通訳者を希望する 1 2.3 

女性の通訳者を希望する 6 14 

どちらの性別でも良い 36 83.7 

合計 43 100.0 

 実数（人） 比率（％） 

理系を希望する 11 25.6 

文系を希望する 0 0.0 

どちらでも良い 32 74.4 

合計 43 100.0 

 実数（人） 比率（％） 

N1レベル 18 41.9 

N2レベル 22 51.2 

N3レベル 3 6.9 

合計 43 100.0 
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表 64 タイ人通訳の日本への留学経験 

 

 

 

 

4.5.5 タイ人通訳者の日本的なしきたりや考え方の理解度 
日本的なしきたりや考え方に関する項目について、日本人対象者の 6 割以上はタイ人通訳者があ

る程度理解できることを希望するという。 
 

表 65 タイ人通訳者の日本的なしきたりや考え方の理解度 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 タイ人通訳者の日本人との付き合い 
日本人対象者の 6 割以上はタイ人通訳者がある程度、日本人との付き合いを理解できることを希

望するという。 
 

表 66 タイ人通訳者の日本人との付き合い 
 

 

 

 

 

 

 

   調査結果から、タイの日系企業においてタイ通訳者に求められる基本的な条件については、性別

と専攻分野は問わないが、日本語の能力や日本の文化を理解できることは仕事に必要になるため、

日本語能力検定 N2 以上と日本の留学経験は希望されるということが分かった。日本のしきたりや考

え方については、ある程度理解できる通訳者が望まれるが、日本人スタッフと飲み会やカラオケに

行くことは希望していないと回答している。 

 実数（人） 比率（％） 

あったほうが良い 31 72.1 

なくても良い 12 27.9 

合計 43 100.0 

 実数（人） 比率（％） 

よく理解できる 3 7.0 

ある程度理解できる 29 67.4 

すこし理解できる 10 23.3 

理解しなくても構わない 1 2.3 

合計 43 100.0 

 実数（人） 比率（％） 

よくするべき 1 2.3 

ある程度するべき 22 51.2 

しなくても良い 20 46.5 

合計 43 100.0 
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4.5.7 タイ人通訳者が知っておくべき日本的な企業文化 
日本的な企業文化の考え方は様々である。ここでは、タイ人通訳者の知っておくべき日本的企業

文化に関して調査対象者の日本人スタッフに重要と思われる上位 5 項目を選んでもらった。回答の

多かった上位 5 項目は、「報・連・相」（21.5%）、「改善」(20.5 %)、「整理整頓」(19 %)、「会

社への忠誠心・愛社精神」（16.5％）、最後に「朝礼」（11.0％）である。  
 

表 67 タイ人通訳者が知っておくべき日本的な企業文化 (複数回答) 

 回答数 比率（％） 

1.報・連・相 43 21.5 
2.改善 41 20.5 
3.整理整頓 38 19.0 
4.会社への忠誠心・愛社精神 33 16.5 
5.朝礼 22 11.0 
6.年功序列 13 6.5 
7. 終身雇用 10 5.0 

合計 200 100.0 
  

表 67 によると、タイ人通訳者が知っておくべき日本的な企業文化の 7 項目の中で、最も知って

おくべき項目は「報・連・相」である。言い換えれば、タイの日系企業においては、「報・連・

相」という日本的な考え方はまだ定着していないといえる。タイ人従業員に伝達する媒介としての

タイ人通訳者は、日本語や日本の社会・文化を理解していることから日本的な企業文化をもっと学

ばなければならない、と日本人スタッフに要求されているといえる。 
 

4.6 日本人スタッフのインタビュー調査 
               

ここでは、通訳者として勤務経験のあるタイ人社員を通じて、インタビュー調査の許可を得たタイ東

北地方の工業団地にある日本企業 2 社 3 名の日本人スタッフに対するインタビュー調査の結果を分析す

る。 
 
4.6.1 P グループの海外関連会社のケース 
調査対象者：日本人のスタッフ 2 名、タイ人の通訳者 2 名 

タイにおける P グループは、関連会社が 19 社あり、総従業員数は約 14,000 名である。2016 年 3
月 23 日に訪問した P グループの各企業は日本の電気機器メーカーの関連会社でタイの東北地方の

BOI の第 3 ゾーンにあるコンケンの工場である。主にスイッチと継電器（リレー）を製造する工場

である。この企業は 2003 年に設立され、日本の出資が 100％で、香港、シンガポール向けなどに

販売することを目的としている。現在タイの従業員は約 2,700 名、日本人のスタッフは 13 名、タ

イ人の通訳者が 2 名となっている。日本人のスタッフは全員男性で、90％はエンジニアや機械の技

術者である。日本人技術者はタイ人技術者に日本から輸入された機械に関する技術を教え、機械

の設定から実際の生産ができるようにサポートする役割を担っている。日本へ研修に行った経験

があるタイの技術者と、英語でまたは専門用語を使用することによってコミュニケーションをと

っている。 
 
タイ人の通訳者の話によると、タイ人の通訳者は全員女性である。この企業では、通訳課という

課はないが、COOPERATIVE AFFAIR という課がある。通訳以外に、日本人の生活に関するサポ
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ートとしての役割も大きく、主にビザの手続き、アパートに関する問題の解決、航空便やゴルフ

場の予約、日本人のスタッフ向けのタイ語のレッスンなどにも携わっている。三重県にある親会

社へタイ人の技術者と共に 2 週間の研修に行くことも年に 2、3 回程度あるという。 
 
今回インタビューに応じた日本人のスタッフは、社長と機械の技術者で、それぞれ 20分程度のイ

ンタビュー調査を行った。日本人のスタッフの 50％以上は、海外での経験を持ち、また時間の関

係でタイ語の勉強がなかなかできないため、ほとんど簡単な英語でコミュニケーションをとるパ

ターンが多いということである。 
 
社長の話によると、タイ人と日本人の経営者が会議を行なう時、普段はタイ人の通訳者を通じて

コミュニケーションを取るパターンが多いが、製造ラインで品質管理を行う時や製造プロセスを

チェックする時は、英語や専門用語で通じるので、自分でタイ人の技術者とコミュニケーション

を取るパターンが多い。社長については、タイのコンケンの工場への派遣は 2 回目で、タイ人の仕

事のやり方には慣れているという。タイ人と働く時には特に通訳を必要としないとのことだが、

タイ人のスタッフにはさらに自分の義務や仕事に関するスキルなどについてしっかり学んでほし

いとのことだった。またコミュニケーションに関する要求として、お互いに話す時には、英語で

もかまわないが、質問に答える前に、論理的に考えてほしいとのことで、時間の無駄にならない

ように改善してほしいという希望を述べた。 
 
日本人のスタッフの 13 名の中で、タイ語や東北地方の方言をマスターしているスタッフは 1 名で

ある。技術者としてコンケン工場で 3 年間程度働き、組織内の環境をよくするために、タイ人の技

術者と飲み会に頻繁に参加していると言っていた。タイ人の通訳者をさほど活用訳しない理由は、

もともと通訳者の数は少ないこともあるが、自分でタイ語を少しずつ学び、通じてない時もある

が、ジェスチャーでコミュニケーションをとることによって、仕事がスムーズにできるためであ

ると述べた。 
 
タイ人の通訳者に期待される役割に関しては、両者の見解は似通っていた。日本人との触れ合い

が多ければ多いほど仕事のやり方がもっと効果的になるということである。社長の話によると、

現在働いているタイ人の通訳者は日本へ留学経験を持ち、日本人の考え方や仕事をよく理解して

いる人材であるため、仕事の進め方には満足しているという。日本人のスタッフはタイ人の通訳

者らは女性なのであまり飲み会に参加しないため、日本人との触れ合いがなかなかできないこと

は残念だと述べた。 
 
タイ人の通訳者にインタビューしたところ、2 名ともコンケン大学の卒業生であった。コンケン

工場で働く理由は、日本語で仕事ができ、さらに家に近いというのがその理由である。P グループ

の海外関連会社での勤務経験としては、一人は 2 年程度で、もう一人は 8 ヶ月程度である。現在、

日本人サポートの役割は楽しく行っているが、これから新しい機械が次々に日本から輸入される

ため、機械に関する知識が必要になるだろうと述べた。自分が製造ラインでタイ人の技術者と仕

事に関する知識を学ぶ必要があるという。二人とも会議の通訳業務がない時には、常に製造ライ

ンを見学しているという。 
 
本調査によって、P グループの海外関連会社におけるタイ人の通訳者は、美しい日本語で完璧に

訳すことより、正確で端的に訳すことを期待されていることがわかった。また、通訳という業務

は他のタイ人の従業員と同じように機械に関する知識を持っていないと、正しく訳せないという

点が問題だということが明らかになった。 
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4.6.2  HF グループの海外関連会社のケース  
   
調査対象者：日本人のスタッフ 1 名、タイ人の通訳者 1 名、タイ人のマネージャー 1 名 
    
HF グループはアメリカ、中国、ブラジル、フィリピン、タイにおいてアルミ鋳造を行う企業である。

タイにおける関連会社は、2003 年に東北地方のナコラチャシーマー県スラナリー工業団地に設立

された。現在、日本人のスタッフは 4 名で、タイ人の従業員は 830 名、タイ人の通訳者は、2 名で

ある。生産品目は、H グループ向けの車とバイクのピストンという部品で、日本の出資は 100％で

ある。インタービュー調査対象者は、日本人の社長、タイ人の生産管理マネージャー、タイ人の

通訳者の 3 名である。 
 
こちらの企業では、通訳課が設けられているが、タイ人通訳者の退職問題はまだ解決されていな

い。通訳部門のタイ人課長の話によると、生産プロセスや品質管理に関する業務が基本となって

いるため、経験が浅い新卒の通訳者にとっては対応が難しいことから、過去には退職してしまっ

た通訳者が複数名いるという。特にピストンに関する知識を持っていないと、業務上は難しいと

のことだった。通訳部門のタイ人課長は、以前は会計課で働いていたが、たまたま生産プロセス

で訳すチャンスがあり、その時から現在まで 5 年間技術向けの通訳者として働いているという。 
 
タイ人マネージャーは元コンケン大学の卒業生で、日本の琉球大学へ 1 年留学し、卒業後ナコン

ラチャシーマー県にある日本企業で通訳者、続いて生産管理マネージャーとして 11 年間働いた。

2014 年に HF グループに転職し、始めは 2 年間程度日本語の通訳者として働いた。現在の役職は、

生産管理マネージャーだが、社内に日本語が分かる人材がまだ少ないことと日本人のスタッフは

タイ語ができないことから、社長の秘書として日本語について全面的にサポートしているとのこ

とだった。 
 

日本人の社長は、5 年間中国へ派遣されたことがあり、タイに来て現在 4 年目になるとのことだ

った。現在、通訳者以外に、日本語や日本文化が理解できるタイ人のスタッフが 5 名いるため、あ

る程度仕事が円滑にできるようになった。また「報・連・相」や「整理整頓」という日本的な仕

事のやり方などはしっかり行なわれているが、「ジョブ・ローテーション」という考え方がまだ

理解されていないことは残念だと語った。 
 
社長が望む通訳者の姿であるが、通訳者という役職は企業にとって大切だが、他の社員と同じよ

うに仕事の内容をしっかり学ばないと、いい通訳者になれないと述べていた。また、できれば、

通訳者にもいろいろな部門の業務を体験してほしいと希望していた。コミュニケーションについ

て、タイ人通訳者を通じてタイ人に日本的な仕事の進め方や日本文化を円滑に伝達してほしいと

強調した。また通訳者の役割は、言葉を一語一語訳すだけではなく、全体の内容を訳すべきであり、

仕事のミスが起こった時、たとえ日本人から暴言が出たとしても、コミュニケーションの調整仲介者と

してそれを適切に訳すことを期待しているという。 
 
タイにおける日本企業では、ジャパナイゼーションの影響を受けたプロセスが具体的な現状の中

に垣間見られる。タイ人の通訳者を通じて、日本的な仕事の進め方や企業文化などがしっかり守

られているという傾向が顕著であった。また通訳者はただ訳すだけではなく、日本人の人数や日

本語ができるスタッフの人数やその他いろいろな要素によって、役割が少しずつ変わるといえる。

2 社のケースはどちらも日本の出資が 100％のため、企業文化を維持するためのコミュニケーショ

ンが活用されている。また、タイ人の通訳者自身も仕事に関する専門知識を習得し、異なる企業

文化の障壁を乗り越え、通訳者からマネージャーへと役職を変えて対応しているといえる。 
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第 5 章 

 
日系企業に勤務するタイ人通訳者へのインタビュー調査結果 

 

 本章では、タイの日系企業においてタイ人通訳者が、異なる背景や文化を持つタイ人従業員と日

本人スタッフと接する時に、お互いが衝突しないよう、どのように行動を合わせているのか、具体

的な適応方法を収集することを目的とし、対象者のタイ人通訳者 90 名中 30 名に対し、2016 年 9
月 1 日から 2017 年 1 月 30 日にかけ、1人 2 時間程度のインタビュー調査を行った。インタビュー

では、主に「対象者の背景」、「職場への適応方法」や「辞職に影響を与える要素」、に関する意

見を聞き取った。これらのトピックを以下の 3 項目に分け、論じていく。 
 

 5.1 インタビュー調査対象者の背景 

 5.2 在タイ日系企業においてタイ人通訳者が採る職場への適応方法  

 5.3 タイ人通訳者の辞職に影響を与える要素 
 
5.1 インタビュー調査対象者の背景 

タイ人対象者の属性など、基本的項目については、性別、年齢、留学経験の有無と留学期間、日

本語能力試験の保有級、日系企業での勤務経験、勤務先での現在の職位を聞き取った。 
 

表 68 在タイ日系企業に勤務する調査対象者（タイ人通訳者） 
ケー

ス名 
性

別 年代 日本への 
留学期間 

日本語 
能力 

日系企業で

の勤務経験 
転職回数 

勤務先での現在の職位 

T01 男 20 代 1 年 N1 4 年 4 回 正社員の通訳者 
T02 女 20 代 なし N2 3 年 1 回 正社員の通訳者 
T03 男 20 代 1 年 N2 3 年 2 回 正社員の通訳者 
T04 女 20 代 1 年 N2 2 年 1 回 正社員の通訳者 
T05 男 20 代 なし N2 4 年 4 回 正社員の通訳者 
T06 女 20 代 1 年 N1 4 年 2 回 正社員の通訳者 
T07 男 20 代 なし N3 3 年 1 回 正社員の通訳者 
T08 女 20 代 1 年 N2 4 年 3 回 正社員の通訳者 
T09 女 30 代 1 年 N2 5 年 5 回 契約社員の通訳者 
T10 女 20 代 なし N3 4 年 4 回 契約社員の通訳者 
T11 男 20 代 なし N2 2 年 1 回 契約社員の通訳者 
T12 女 20 代 なし N3 4 年 4 回 正社員の通訳者 
T13 女 20 代 なし N3 2 年 1 回 正社員の通訳者 
T14 男 20 代 1 年 N1 2 年 0 回 正社員の通訳者 
T15 女 20 代 なし N2 4 年 2 回 正社員の通訳者 
T16 女 30 代 6 年 N1 3 年 0 回 正社員の通訳者 
T17 女 20 代 1 年 N2 2 年 1 回 正社員の通訳者 
T18 女 20 代 1 年 N2 3 年 4 回 フリーランスの通訳者 
T19 女 20 代 1 年 N2 2 年 2 回 正社員の通訳者 
T20 女 20 代 1 年 N2 2 年 1 回 正社員の通訳者 
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T21 男 20 代 1 年 N2 2 年 2 回 正社員の通訳者 
T22 女 20 代 なし N2 3 年 0 回 正社員の通訳者 
T23 女 20 代 1 年 N2 3 年 2 回 正社員の通訳者 
T24 女 20 代 1 年 N2 4 年 0 回 正社員の通訳者 
T25 男 20 代 1 年 N1 2 年 0 回 工場のマネージャー 
T26 女 20 代 なし N3 4 年 1 回 正社員の通訳者 
T27 女 20 代 なし N4 5 年 2 回 正社員の通訳者 
T28 女 20 代 1 年 N2 5 年 2 回 正社員の通訳者 
T29 男 20 代 1 年 N2 4 年 2 回 正社員の通訳者 
T30 女 30 代 5 年 N1 5 年 0 回 工場のマネージャー 

 
 次に、インタビュー調査の結果を報告していく。タイ人対象者の総数は 30 名である。男性通訳

者は 9 名（30.0％）、女性通訳者は 21 名（70.0％）である。20 代の通訳者は 27 名（90.0％）、30
代の通訳者は 3 名（10.0％）である。その内、日本留学経験に関しては、17 名（56.7％）が約 1 年

間の留学を経験したことがあると回答した。2 名（6.7％）は 5 年以上留学したと回答した。留学経

験がないタイ人対象者は 11 名（36.6％）である。調査対象者の勤務経験は、2 年から 5 年に分布し、

最頻値は 2年 (9 名,30.0％)である。転職回数に関しては、2 割が転職したことがなく、8 割は転職し

たことがあると回答した。最も多い転職回数は 2 回である。調査対象者の勤務先での現在の職位は

大きく分けて、正社員の通訳者、契約社員の通訳者、フリーランスの通訳者、工場マネージャーと

いう四つの職位に分かれる。調査対象者の 8 割が正社員の通訳者である。 
 調査対象者は全員、タイ王国国立コンケン大学の卒業生で、調査対象者の多くは大学で日本語を

専攻し、約 1 年の日本留学経験を持ち、20代からタイの日系企業に勤め始めている。 
  
5.2 在タイ日系企業においてタイ人通訳者が採る職場への適応方法 

ここでは、在タイ日系企業においてタイ人通訳者がタイ人従業員と日本人スタッフという、異な

る文化を背景に持つ者らが働いているという勤務環境へどのように適応しているのかについて論じ

る。その方法を理解するために、タイ人通訳者が日本人スタッフとタイ人従業員の間で通訳業務に

従事する際に、どのような問題に遭遇するのか、またどのようにそれらの問題に対処しているか、

次の三つの問いについて尋ねた。 
 
問 1：日本人スタッフに通訳する際にどのような問題に直面しているか。また困難を感じているとこ

ろがあるか。それはどのような問題、困難か。 
問 2：タイ人従業員に通訳する際にどのような問題に直面しているか。また困難を感じてところがあ

るか。それはどのような問題、困難か。 
問 3：効果的に通訳するためには、通訳者として勤務に際しどのような適応方法を持っていれば

良いか。 

問 1のインタビュー結果を表 69に示した。日本人スタッフに通訳する時にタイ人通訳者が最も困

難を感じることは「日本人スタッフの話すスピードが速い」ことである。調査対象者のタイ人通訳

者の 7 割は、「日本人スタッフは話すスピードが早く、聞き取れない場合が多い」と語った。これ

に対する解決方法は、日本人スタッフにもう一度聞くか、またはゆっくり言ってもらうように頼む

ことである。続いて、対象者の 1 割以上が「日本人スタッフの話す内容が長すぎて、なかなか区切

りを付けられない」と述べた。日本人スタッフの話が長い時に、タイ人通訳者はどこで話を遮って
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通訳に入ればよいのか、そのタイミングをはかるのが難しい。また、日本人スタッフは長い話をす

るものの、通訳のための時間をあまりくれない。これに対してタイ人通訳者は、メモを取り、内容

を整理して、適切な言葉に置き換えて短い時間で訳して対処するということである。「専門用語で

話す」という問題に対して、調査対象者のタイ人通訳者は、その意味が分かるように日本人スタッ

フに漢字で書いてもらったり、図で書いてもらったりすることもあるという。最後に、「怒りの感

情をはっきり表す」に関しては、調査対象者のタイ人通訳者 2 名がそのような問題に直面している

と語った。1 名は日本人スタッフが言葉の暴力でタイ人従業員に叱るという経験をしたのに対して、

もう 1 名は日本人スタッフが物を投げるという暴力を体験したと述べた。これらのタイ人通訳者は

2 名とも女性で、同時に会議で暴力を初めて体験したため、プレッシャーを感じたが、冷静な声で

訳し乗り切ったという。 
 

問 1：日本人スタッフに通訳する際にどのような問題に直面しているか。また困難を感じているところ

があるか。それはどのような問題、困難か。 

 
表 69 調査対象者のタイ人通訳者が日本人スタッフと働く際によく遭遇する問題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 2 のインタビュー結果によると、調査対象者のタイ人通訳者が困難を感じていることは、多い

順に「質問にはっきり答えない」、「話す順番が分かりにくい」、「専門用語を省略しすぎる」と

いう 3 項目である。 
 

表 70  調査対象者のタイ人通訳者がタイ人従業員と働く際によく直面する問題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査では、対象となる在タイ日系企業勤務の通訳者の 8割が「タイ人従業員は日本人スタッフ

の質問にはっきり答えない」という問題に直面していると述べた。このような問題は業務上のミス

の原因を追求する際によく生じるということである。インタビュー対象者の実体験に基づく意見を

表 71 に挙げる。 

調査対象者のタイ人通訳者が困難を感じること 実数（人） 比率（％） 

日本人スタッフの話すスピードが速い。 21 70.0 

日本人スタッフの話す内容が長すぎて、なかなか区切りを

付けられない。 4 13.3 

特別な専門用語で話す。 3 10.0 

日本人スタッフは怒りの感情をはっきり表す。 2 6.7 

合計 30 100.0 

調査対象者のタイ人通訳者が困難を感じること 実数（人） 比率（％） 

タイ人従業員は日本人スタッフの質問にはっきり答えない 24 80.0 

タイ人従業員の話す順番が分かりにくい。 5 16.7 

タイ人従業員が話す時に、専門用語を省略しすぎて、わかり

にくくなる。 
1 3.3 

合計 30 100.0 
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表 71 タイ人従業員が質問にはっきり答えないという問題に関する意見 

 

 タイ人通訳者の意見 
通訳者 1 「質問に答えようとしません。なんというか、ミスが生じた時に、（タイ人従

業員は）自分の責任ではないと思っているようで…。」 
通訳者 2 「質問にはっきり答えません。聞かれたポイントに答えません。関係ないこと 

を話します。こうして、会話がもっとややこしくなります。」 
通訳者 3 「（タイ人従業員は）4～5 文で答えたんですが、聞かれたことと全然関係が

ないものばかりでした。答えが見つかりませんでした。日本人の上司からタイ

人従業員への「私の質問がどういう意味なのか（分かっているのか）と彼に聞

いて！」という質問をもう一回訳さなければなりません。」 
通訳者 4 「聞かれたことに関係ないことを答えます。5 分で終わらせられる会話なの

に、1 時間以上時間をかけてしまったこともあります」 
通訳者 5 「タイ人従業員がはっきり質問に答えなかったため、日本人スタッフは何回も

同じ質問をしました。日本人スタッフは、納得できない時には、通訳者は本当

に訳せているのかという疑念も湧いてきます。同時に、タイ人従業員にもイラ

イラされて、「私が言うとおりに通訳しなさい」と言われました。このような

場面は好きではありません。」 
 

続いては、「タイ人従業員の話す順番が分かりにくい」という項目である。この点に関しては、

調査対象者のタイ人通訳者は、多くのタイ従業員は内容を整理しないまま報告する傾向があり、結

果、話が二転三転して、時間の無駄になってしまうことが多い、と述べている。 
 
前述したように、タイ人通訳者はタイ人従業員の「質問にはっきり答えない」と「話す順番が分

かりにくい」という問題に直面しいるということである。つまり、タイ人従業員の話し方には、コ

ミュニケーション上の問題がまだあるといえる。間に立って通訳する義務があるタイ人通訳者の話

では、できれば、質問の形を換えて、「はい」か「いいえ」の返事を求める質問で聞いたほうがい

いという。また、基本的な質問から始めたほうがいいという意見もある。具体的には「いつ、どこ

で、だれが、なぜ、どのようにを、なにをしたか」という質問をすると、会話が円滑に進み、双方

納得のいく結論まで至ることができるのである。 
 

最後に、「タイ人従業員が話す時に、専門用語を省略しすぎて、わかりにくくなる」という項目

について述べる。例えば、タイ人従業員が言う「In mai dai」という表現である。タイ人通訳者が

直訳すと、「In できない」という表現になるのだが、何の話なのか通じなかったという。解決方法

ととして、タイ人通訳者がタイ人従業員本人に意味を確認しないといけないと語った。実は、

「In」というのは「Inspection」からの省略であり、「In mai dai」というのは、「検査ができな

い」という意味だったということである。 

 

問 3 のインタビュー結果によると、通訳に重要だと考えるスキルについては、調査対象者のタイ

人通訳者 27 名が「専門用語の知識と日本語能力」の両方を大切にしているということが分かった。

彼らのアドバイスによると、専門用語を習得するためにはいろいろな方法がある。仕事の関係者と

よく話すこと、現場の生産ラインへよく行って、仕事の内容を学ぶこと、新しい言葉や内容はきち
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んとメモを取ることなどである。続いて、2 名が「仲介者としてのタイ語スキル」そして、1 名が

「メモの取り方」を重要だと答えた。仲介者の役割が期待されているため、通訳者はどのようなタ

イ語を選んで使うか、気を付けなければならないというアドバイスがあった。メモの取り方に関し

ては、通訳者は限られた時間内に通訳をしなければならない職務だと考えられるため、できれば省

略しメモする方が効果があるという。例えば、「ラインAのタイ人従業員は部品を 45,000個全て組

み立てられる予定である。」というメッセージを省略し、「A/N 45000pcs」とメモを取るという

ことである。 
  

表 72 調査対象者のタイ人通訳者が通訳に重要だと考えるスキル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 タイ人通訳者の辞職に影響を与える要因 

 

表 73 に示すように、調査対象者のタイ人通訳者の 7 割以上が困難を感じ、対応できないため辞め

たいと考えさせられる要因は、日本人スタッフとタイ人従業員の間に対立が起こった時である。経験豊

富な通訳者でも、お互いに怒っている日本人とタイ人の間にいると、言語能力が十分だろうかという不

安や両者から期待されることによるプレシャーを感じるのである。さらに、ヒートアップした日本人ス

タッフの話すスピードが速くなりすぎて、何を話しているのかが聞き取れなくなる、という新たな問題

も生じる。相手がヒートアップして感情的になっている時に、繰り返し聞き返すことはできない。した

がって聞き取れなかった内容は適当に訳すしかない。また、タイ人従業員はテンションが上がると声が

どんどん大きくなり、怒った表情になる。このような状況が毎日繰り返され、板挟みになり、結局、適

応できなくなることが、辞職の重要な要因だ考えられる。 
 
対象者の 2 割が、キャリアアップの道が狭いことを辞職に影響を与える要因だと答えた。タイの日系

企業が持つ日本的な企業文化の一つ、従業員はジェネラリストであるべき、という考えは日本人スタッ

フと共に持ち込まれる傾向がある。調査対象者のタイ人通訳者の何人もが、日本人スタッフに通訳者か

ら他のポジションに変更しないかと誘われた。しかしながら、タイの日系企業の経営はまだタイ的な構

造をしており、通訳者からキャリアアップすることは周りのタイ人従業員になかなか認められない、と

調査対象者のタイ人通訳者 3 名が語っている。さらにもう 3 名は、日本人スタッフにマネージャーポジ

ションに就かないかと誘われたが、途中でその日本人スタッフが帰国することになってしまい、この誘

いはなかったことになってしまった。このように、タイの日系企業では、職種転換が実際には適用され

るのはまだ認められない状態だと考えられる。タイ社会では通訳者から他のポジションにキャリアアッ

プすることはまだ難しく、周りの従業員に認められないというケースが多い。 
 
そして対象者の１割弱は、要求される職務や役割が多すぎると語った。複数の役割を要求されると、

混乱してしまったり、また仕事を効果的に遂行できなくなったりして、仕事への不満が生じるというわ

けである。調査対象者のタイ人通訳者の 1 名が残業に関するカルチャーショックについて以下のように

述べた。 
 

調査対象者のタイ人通訳者が困難を感じること 実数（人） 比率（％） 

専門用語と日本語能力 27 90.0 

仲介者としてのタイ語スキル 2 6.7 

メモの取り方 1 3.3 

合計 30 100.0 
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「一か月に土日の休日出勤が 3 回あって、自分は毎回行っているんです。一か月に一回だけ、休みに

なる土曜日がありますね。その空いている土曜日はプライベートな時間になるわけではないですか。な

のにある日、上司の日本人スタッフに急に「今週の土曜日に来られませんか。」と聞かれました。ちょ

うどその日には友達の結婚式があったため、日本人スタッフに「すみませんが、今週の土曜日はもとも

と出勤日でもなく、友達の結婚式に参加する予定になっていて…。」と答えました。すると、日本人ス

タッフには「会社のことをもっと考えてほしい」と言われたので、自分は今までずっと残業にも行って

きたのに、自分のプライベートの時間に友達の結婚式にすら行くことができないというのはとてもショ

ックでした。」 
 
このような仕事に対する態度に関する職場でのプレッシャー、キャリアアップの道、要求される職務

や役割は仕事を辞める要因と連係すると考えられる。 

 
表 73 調査対象者のタイ人通訳者が辞職する理由として考えられる要因 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象者のタイ人通訳者が困難を感じること 実数（人） 比率（％） 

職場でのプレシャーが大きく適応できない 22 73.3 

キャリアアップの道が狭い 6 20.0 

要求される職務や役割が多すぎる 2 6.7 

合計 30 100.0 
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第 6 章 

 
結論と今後の課題 

 

6.1 結論  

 

本研究では、タイの工業団地における日本企業の圧倒的な進出によるジャパナイゼーションの影

響に焦点を当て、タイの日系企業に勤務する 90 名のタイ人通訳者と 43 名の日本人スタッフの視点

から、（1）タイの日系企業におけるジャパナイゼーション現象の実態、（2）タイ人通訳者の役割

にジャパナイゼーションが与える影響、（3）タイ人通訳者が抱える問題と職場においての異文化

適応について調査し分析を行った。本章では、本研究の結論を総括した上で、今後の課題について

述べる。 
 

6.1.1 タイの日系企業におけるジャパナイゼーションの実態 
本研究の目的の 1 つは、タイの日系企業に勤務する 90 名のタイ人通訳者の視点から、タイの日

系企業においてどのようなジャパナイゼーション現象が表れているのかを明らかにすることである。

多くの日系企業の進出により日本人スタッフによって持ち込まれる日本的な企業文化は、タイ社会

の間で以前よりも知られるようになった。現在は日本的な文脈が誕生し、それがタイ社会に広く行

き渡っているといえる。本研究の結果から判明した、タイの日系企業で見られるジャパナイゼーシ

ョンとその影響は以下の通りである。 
 
6.1.1.1 日本人スタッフとタイ人通訳者の相互作用のパターン 

タイ人通訳者を利用する日本人スタッフがほとんど男性であるのに対して、タイ人通訳者はほと

んど女性というのが最もよく見られるパターンである。 
 
第 3 章のデータに基づくと、調査対象者のタイ人通訳者を利用する日本人スタッフ 423 名の中、

男性は 411 名で 97.2%、女性は 12 名で 2.8%である。男性のスタッフは主に経営者や技術者で、女

性のスタッフは経営者の秘書である。第 4章のデータによると、調査対象者の日本人スタッフ 43名
中、男性は 42名で 97.7％、女性は 1名で 2.3％である。年齢の最頻値は「31歳から 40歳」の 41.9％
（18 人）である。職位は、技術者と管理部門という二つのグループに分けられ、最も多い職位は

「エンジニア」（23.3％）である。管理部門の対象者の中で最も多い職位は「課長」（20.9％）で

ある。この二つのデータが示すように、日本人スタッフの数は、男性スタッフの方が女性スタッフ

よりもずっと多い傾向にある。このような現象は、日本的な「男社会」を反映しているといえる。 
 
 日本社会は、人間関係よりも成功を重視する価値観が存在している社会である。男社会では、ス

タッフは男らしく振舞う傾向が強いという。ホフステードのサイトに書かれた内容によると、世界

における男らしさのスコアの中で、日本は 2 番目にスコアの高い国（95）であるが、タイは男らし

さのスコアが低い国（34）である。このような状況下で、日本人スタッフが男性的な企業文化や仕

事の進め方を在タイ日系企業に適用しようとすると、文化的なギャップの問題が生じると考えられ

る。第 3 章に示すように、タイの日系企業における日本人スタッフには会社のために真剣に仕事を

し、「報・連・相」、「改善」や「整理整頓」などの日本的な企業文化を重視する傾向が見られる。

また、部下のタイ人従業員に失敗を繰り返させないように、日本的な「ミスの原因を追及したり叱

責する」というスタイルで、大きな声で叱責する事態によく遭遇すると回答するタイ人通訳者もい
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た。「大声の叱責」について具体的に回答したのは 2 名だが、その他の回答者も日本とタイの文化

ギャップとして「叱責のスタイル」を挙げているケースが複数あり、同様の問題が起こっていると

理解できる。 
 

一方、調査対象者のタイ人通訳者の 90 名中では、女性が 73 名で 81.1％を占める。年齢の最頻値

は「26 歳から 30 歳」の 47.8％（43 人）である。タイ人通訳者の卒業した専攻に関しては、最も多

いのは、日本語専攻・副専攻（96.7％）である。タイ社会では、昔から生計の維持のため男性だけ

でなく女性も仕事をすることがよくある。現に、工業団地で働く女性の労働者も多い。もう一つの

具体的な例を挙げると、筆者が勤めている人文社会学部では、学部長、副学部長、学科長などは全

員女性である。以上のような状況から、タイの職場文化は、人間関係を重視する女性的な社会だと

言えるであろう。 
 

つまり、タイの日系企業において日本人スタッフとタイ人通訳者の典型的なのは、30代男性の日

本人スタッフと 20 代後半女性のタイ人通訳者という組み合わせであり、日本人スタッフの男性的

な叱責のスタイルが通訳者のストレスになるのも、このようなジェンダーバイアスのある組み合わ

せによる相互作用の結果と考えられる。 
 
6.1.1.2 タイの日系企業における「社内公用語としての日本語」 
 

通訳する言語の比率に関する調査結果は、調査対象者のタイ人通訳者の95.6％が、50%以上が日

本語からタイ語に訳すパターンであると回答している。日本語からタイ語に訳す作業より比重が高

いことが事情であり、タイ人通訳者は主に日本語からタイ語への通訳業務に従事していえよう。 
 
調査対象者の日本人スタッフの意見から、日本人スタッフは簡単な挨拶などを英語で直接タイ人

従業員とコミュニケーションをとっているが、難しい内容を伝える時には、英語でコミュニケーシ

ョンをとろうとしても、タイ人従業員には英語が通じないことが多かった。対象者の日本人スタッ

フの 8 割以上が新しい技術の説明や仕事のミスの原因調査、また会議の質疑応答などを伝える時、

仕事の内容や指示を正確かつ詳細に理解させ、仕事の内容を間違えさせないようにするために、日

本語を用い、タイ人通訳者を介する傾向が強いことが明らかになった。 
 
言い換えると、海外生産拠点であるタイの日系企業では、日系企業の技術や企業の教育について

伝える際に主に使われている社内公用語は日本語であることが明らかになった。ジャパナイゼーシ

ョンが進行しているタイ社会において日本語が経済的に有利な資源になっているため、タイの日系

企業においてのおいてのコミュニケーションでは、タイ人通訳者を介するコミュニケーションは欠

かせないものといえる。 

 

6.1.1.3 タイの日系企業における日本的な企業文化と価値観   
 
日本企業の進出に伴い、多くの日本人スタッフがタイに派遣されている。彼らは日本の親会社の

代表として、日本的な生産システム、企業文化や価値観などをタイの工業団地の子会社に持ち込ん

でいる。例えば「改善」、「報・連・相」や「整理整頓」などの文化や、タイ企業の習慣にはない

「会社への忠誠心」、「ジョブローテーション」や「叱責」などといった価値観である。タイ人通
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訳者を通じて、これらの日本的な企業文化や価値観をタイ人従業員に理解させようとするのが、タ

イの日系企業によくある典型的なパターンである。 

第 3 章では、タイ人従業員と日本人スタッフがそれぞれ持っている日本的な企業文化にはどのよ

うな違いがあるか、調査対象者であるタイ人通訳者に、勤務経験を通じて感じたことを尋ねた。仕

事の進め方に関する項目は、「規則やルールを守ること」、「チームワーク」、「叱責の仕方」な

どである。仕事に対する価値観に関する項目は 「改善」、「報・連・相」、「会社への忠誠心」、

「ジョブローテーション」、「時間に対する価値観」などがある。 

 

 タイ人従業員が持っている企業文化である、とタイ人通訳者がみなしている項目を平均値（）
で解釈すると、企業文化に関する 13 項目のうち、11 項目の平均値は「どちらもいえない」に相当

すると解釈できる。一方、「意見やアドバイスを聞いて、教えてもらったとおりにしている（＝
3.48）」という項目は「そう思う」と解釈され、「会社への忠誠心を合わせて、働くのは会社のた

めという意識が先にある（＝2.52）」という項目は「あまりそう思わない」と解釈される。  

日本人スタッフが持っている企業文化である、とタイ人通訳者がみなしている項目を平均値（）
で解釈すると、企業文化に関する 13 項目は、「とてもそう思う」、「そう思う」、「どちらもい

えない」という解釈のいずれかに当てはまった。「会社への忠誠心を合わせて、働くのは会社のた

めという意識が先にある（＝4.40）」と「仕事のミスが起こった時にまずメンバーの前で原因を

追求する（＝4.42）」という項目が「とてもそう思う」と解釈される。続いて、「ルールをしっ

かり守る（＝3.97）」、「意見やアドバイスを聞いて、教えてもらったとおりにしている（＝
3.45）」、「公私の区別がある（＝4.04）」、「チームワークがとれる（＝4.10）」、「改善と

いう価値観を定着させることを努力している（＝4.11）」、「ジョブローテーションという価値

観を定着させることを努力している（＝3.83）」という項目が「そう思う」と解釈される。 

 調査対象者のタイ人通訳者の視点からみると、日本人スタッフとタイ人従業員が持っている企業

文化には、相違点が大きく二つある。一つ目は、企業文化をしっかりと維持することである。日本

人スタッフに対する平均点が全体的に高いことは、日本人スタッフは日本的な企業文化をタイの日

系企業に持ち込み、それをしっかりと維持している傾向が強いと理解できる。もう一つの相違点は、

日本人スタッフとタイ人従業員が重んじる企業文化の部分は違っていて、現場では両者の一体性が

一致してないことをもたらすと考えられる。日本人スタッフは「会社への忠誠心」と「仕事のミス

の原因を追及すること」を重んじる傾向が強い。一方、タイ人従業員は「意見やアドバイスを聞い

て、教えてもらったとおりにしている」を重んじるが、日本人スタッフが重んじる「会社への忠誠

心」という企業文化を共有していない。 

 言い換えると、日本人スタッフが日本的な企業文化や価値観などをタイの日系企業に持ち込ん

で、しっかり維持している傾向が強いが、タイ人従業員がそれに合わせようとしない傾向があり、

特に、「会社への忠誠心」という価値観には両者の間には最も平均点の差が大きいと明らかになっ

た。こうして、日本人スタッフとタイ人従業員の間には企業文化の認識についてギャップが生じる

可能性が高いといえる。  
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6.1.1.4 日本人スタッフとタイ人従業員の相互作用から見られる「タテ社会」と「世界システム」の

関係性 
 
 第 3 章の社内システムの相互作用のパターンを構造的にみると、「タテ社会」と「世界システム

論」は構造的に似ている部分があるといえる。本研究においては、ジャパナイゼーションの現象に

対して、中根千枝の序列的な人間関係の「タテ社会」と Immanuel Wallerstein の資本主義的な世界

経済の中心―周辺の関係を強調する「世界システム論」を分析枠組みとして採用した。 
 

 中根（1967:70-73）が述べたように、「タテ」という人間関係の形式は同列に置かれない A・B
と結ぶ関係であり、「親分・子分」や「上役・部下」、「先輩・後輩」などの関係は具体的な例と

して挙げられる。すなわち、タテ社会は、序列関係が重んじられる社会ということである。日本企

業がタイに進出した場合を分析すると、日本本社とタイにおける日系企業の関係には、「親会社・

子会社」という関係が存在し、あるいは、「親・子」という序列的な関係が「タテ社会」の構造を

反映しているといえる。 
 
世界システムの概念から見ると、タイにおける日系企業はタイに進出し、親会社と子会社の関係

を通じて、「中心」である日系企業は、「周辺」としてのタイ日系企業の工場に日本本社と同様の

生産技術や日本的なマネジメントシステムを持ち込むため、タイの工業団地の各日系企業に日本人

スタッフを派遣し、タイ人通訳者を通じてタイ人の従業員に生産技術から生産管理まで教育してい

るという分析ができる。 
 

図 11 日本人スタッフとタイ人従業員の相互作用のパターンと「タテ社会」と「世界システム」

の構成との関係性 

 

  相互作用のパターン     タテ社会     世界システム 

 
日本人スタッフ 

 

 

親会社 

      

中心 

 

タイ人通訳者 

 

  

 

タイ人従業員 

 

子会社 周辺 

 

出所：筆者作成 

 
 日本人スタッフとタイ人従業員の相互作用のパターン、タテ社会、世界システムの共通点は、三

つとも序列関係を強調することである。具体的に言うと、「日本人スタッフ」、「親会社」、「日

本」は上にいる立場で、「タイ人従業員」、「子会社」「タイ」は下の立場である。タイ人通訳者

は、日本人スタッフとタイ人従業員の間にあり、板挟みの状況になることもある。特にタイ人従業

員がタイ人通訳者より年上である場合、6.1.2 で論じるような役割葛藤が起こることがある。 
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6.1.2 タイ人通訳者の役割にジャパナイゼーションが与える影響 
 

ジャパナイゼーションが進行しているタイ社会では、タイ人通訳者の間に日本的な企業文化が浸

透していることが本研究により明らかになった。本研究の結果から、タイ人通訳者が日本企業文化

を受け入れていて、「日本的な企業文化に合わせる傾向」、「職場で複数の役割を担っていること

による役割葛藤」、「ジェネラリストという価値観からの影響」、という三つの現象が表れている。 
 

6.1.2.1 タイ人通訳者が日本的な企業文化に合わせている現象 
本研究では調査対象者の日本人スタッフに、タイ人スタッフの資質やタイの企業文化などについ

て尋ねた。その結果によると、タイ人従業員とタイ人通訳者の間には、特に、企業文化の面で相違

点がある。タイ人通訳者はタイ人従業員より「時間をしっかり守る」、「最後まで仕事をやり遂げ

る忍耐力がある」、「公私の区別がある」、「規則やルールをしっかり守る」、「会社の一員とし

ての責任感を持っている」、「勤勉で、真面目に仕事をする」、「報告、連絡、相談をまめにする」

という項目に関して、日本的な企業文化をきちんと認識している。前述の 7 項目の中で、タイ人従

業員とタイ人通訳の間の割合差が最もはっきりしている項目は「時間を守る」である。すなわち、

調査対象者の日本人スタッフの 9 割以上が、タイ人通訳者については「時間をしっかり守る」とい

う項目に賛成しているのに対して、タイ人従業員については「時間をしっかり守る」という項目に

賛成しているのは 1 割弱にすぎない。タイ人通訳者はタイ人従業員より時間を守る価値観を大切に

し、しっかり時間を守ろうとしている、と日本人スタッフに認識されているといえる。 
 
6.1.2.2 タイ人通訳者が複数の役割を担っていることによる役割葛藤 
 タイの日系企業における日本人スタッフの行動やニーズに応えるため、タイ人通訳者は複数の役

割を要求されるようになった。それらの役割は作業内容によって大きく次の 3 つの役割群に分けら

れる。①正確にメッセージを訳す役割：「省略し訳す者」、「直訳する者」、「資料を翻訳する

者」、②橋渡しの役割：「文化紹介者」と「異文化仲介者」、③日本人スタッフの補助者の役

割：「秘書」、「顧客の接待」、「日本人のコーディネーター」、「タイ語の教師」、「社内イベ

ントの司会者の役割」である。タイ人通訳者は日系企業に合わせて、複数の役割群を担っていると

理解される。しかしながら、調査対象者のタイ人通訳者は、複数要求される役割群の中で相互に矛

盾や対立が生じて、遂行に困難を感じると回答している。本研究の分析結果によると、「コーディ

ネーターの役割」と「会社の顧客接待の役割」という役割は「個人的役割葛藤」に当たり、「仕事

の進捗管理」と「仲介者の役割」は「送り手間葛藤」に当たる。つまり、調査対象者のタイ人通訳

者は、日系企業から求められる役割に対応できないことで「役割葛藤」が生じているのである。 

6.1.2.3 ジェネラリストという価値観からの影響 
日本人スタッフはタイの日系企業へ「報・連・相」、「叱責」などの日本的な価値観を持ち込ん

でいるだけではなく、構造的な「終身雇用」や「ジョブローテーション」というシステムも持ち込

み、タイ人スタッフに適用しているが、タイ人従業員には「ジョブローテーション」という考え方

はまだ定着していないという。 
 
一方で、調査対象者のタイ人通訳者の 21.1%（19 名）が通訳業務に従事しながら、関連知識や技

術を向上させた後、日本人の管理職から誘われ、中長期的なキャリアアップの機会があるという。

現在、優秀な通訳者の中には、分野を限定しない広い範囲の知識や経験が必要とされる Japanese 
Speaking (日本語担当者)に職位を変えて、言語を訳すという業務と専門知識に関する業務の二つを

両立している者もいる。対象者 19 名のうち 5 名は、工場のマネージャーに職位が上がっており、
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「日本語通訳者」から「日本語担当の秘書、日本語担当のセールス、人事部担当、マネージャー」

など職位が変わることは日本的な企業文化というジャパナイゼーションの影響だといえる。 
 

6.1.3 タイ人通訳者が抱える問題と職場においての異文化適応 

6.1.3.1 文化的相違から発生し、タイ人通訳者が抱える問題とその影響 

調査対象者のタイ人通訳者が仕事をする上で日本人スタッフとタイ人従業員の間には、異なる企

業文化や行動によって、14項目の相違点を抱えていることが明らかになった。14項目15の相違点の

中で、上位5項目は「報・連・相」、「時間の守り方」、「マニュアルの通りに仕事をきちんとす

るスタイル」、「叱責のスタイル」、「仕事に対する積極性と責任の取り方」である。タイ人従業

員は日本的な企業文化を理解できないため、またそれに合わせようとしないと考えられる。タイ人

従業員の行動によって、「報・連・相」、「時間の守り方」、「叱責のスタイル」による問題はタ

イ人通訳者の役割に影響を与え、通訳者には仕事の進捗の管理の役割、会議の遂行役、異文化仲介

者の役割を担うことが求められるようになった。 
ジャパナイゼーションの流れの中で、日本人スタッフと比べると、タイ人通訳者の方が日本的な

企業文化に合わせて、日本的な習慣や価値観などを持つようになった傾向がみられる。例えば、

「時間をしっかり守る」、「最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある」、「公私の区別がある」、

「規則やルールをしっかり守る」、「会社の一員としての責任感を持っている」、「勤勉で、真面

目に仕事をする」、「報告、連絡、相談をまめにする」などである。要するに、タイ人通訳者は日

本企業の文化の影響を受け入れて、その場で求められるように振舞う傾向がある。 

 
6.1.3.2 ジャパナイゼーションを求める企業文化へのタイ人通訳者の不適応 

本研究の結果からいえるのは、タイ人通訳者がジャパナイゼーションを問題なく受け入れ日本的

な職場にすっかり馴染んでいるとは言い難い。たとえば転職・離職経験をみると、最も多い業務経

験年数は 3 年から 5 年の間 (46名, 51.1％)であるが、59名（65.6％）が転職したことがあり、転職経

験者の中で 3回以上転職経験を持つ対象者は 20名である。辞職を考える理由について 30名のタイ人

通訳者から回答を得た。調査対象者の 7 割以上が困難を感じ、辞めたいと考えさせられる要素は、日

本人スタッフとタイ人従業員の間に対立が起こった時にプレッシャーに対応できないということである。

このような状況が毎日繰り返され、板挟みになり、結局、適応できなくなることが、辞職を促す重要な

要因だと考えられる。 

 
6.1.4 結語 

6.1.1 から 6.1.3 の各項で、ジャパナイゼーションの影響のもとでのタイの日系企業の通訳者につ

いて、その実態と、役割への影響、異文化適応について論じてきた。結語として世界システム論で

総括すれば、日本とタイは中心－周辺の関係にあり、その重要なアクターである多国籍企業、本研究の

文脈で言えばタイの日系企業で勤務するタイ人の通訳者はその狭間にあって前述した様々な問題を抱え

                                                           
15 「報・連・相」（42.2%）、「時間の守り方」(12.2 %)、「マニュアルの通りに仕事をきちんとするスタイル」(11.1%)、
「叱責のスタイル」（8.9％）、「仕事に対する積極性と責任の取り方」（6.7％）、「意思決定に時間がかかること」

（3.3％）、「仕事のミスの原因を追求するスタイル」（3.3％）、「意見をはっきり言わないこと」（2.2％）、「会議で

意見を言うこと」（2.2%）、「約束をきちんと守ること」（2.2％）、「業務時間中に携帯電話を利用すること」

（2.2％）、「挨拶すること」（1.1％）、「残業に対する態度」（1.1％）、「感情を顔にすぐ出すこと」（1.1％）があ

る。 
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ており、彼女ら/彼らは主体的にせよ戦略的にせよ適応を余儀なくされている。これが、世界システム

のタイ日系企業におけるリアリティである。 
 

6.2   今後の課題 
本研究では、タイの工業団地におけるジャパナイゼーションの影響に焦点を当て、タイの日系企

業に勤務するタイ人通訳者と日本人スタッフを研究対象とし、タイの日系企業におけるジャパナイ

ゼーション現象の実態、タイ人通訳者の役割にジャパナイゼーションが与える影響、タイ人通訳者

が抱える問題と職場においての異文化適応の三つの点について研究した。本研究の調査範囲では、

タイ人通訳者と日本人スタッフの双方にアンケート調査を行ったが、インタビュー調査においては

日本人スタッフのケースが少なくなっている。本研究をより確実なものにするためには、日本人ス

タッフへのインタビュー調査をより多く得ることが本研究の今後の課題といえる。 
 また、本研究を進める中で大量の量的データが収集できた。本論文ではジャパナイゼーションに

焦点を当てて分析を行ったが、変数間の関連など、より深い分析を行う余地が残されている。 

本研究の中で、ジャパナイゼーションを促進する要因としてタイ人通訳者の学歴（日本語主専攻

の出身者はジャパナイゼーションを受け入れやすい）が析出されたが、データを見返すと日本への

留学経験の有無も関わっているようである。これは、日本への留学経験が日本の社会や文化につな

がる社会関係資本を形成することに関わりがあると推察される。 

以上のように今回の研究成果から得られた問題意識を生かして、社会関係資本の視点から研究を

進めていくことを今後の課題としたい。 
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付記 

 

本研究は、タイの工業団地における日本企業の進出によるジャパナイゼーションの現象の実態、

そのタイ人通訳者の役割への影響、職場における異文化適応に焦点を当て、2016 年 3 月 1 日から

12 月 1 日にかけてタイの日系企業に勤務する 90 名のタイ人通訳者と 43名の日本人スタッフに調査

を行った研究成果をまとめたものである。 
 
ジャパナイゼーションが進行しているタイ社会においては、日系企業が日本的企業文化を持ち込

み、タイ人従業員に適用しようとすることによって、タイの日系企業は日本的な経営の文脈に属し

ている状況にある。しかしながら、タイ人従業員は日本企業文化を理解できず、またそれを受け入

れがたいために、様々な問題が生じている。さらに、重要なコミュニケーションの媒介としてのタ

イ人通訳者は、日本的な企業文化の影響によって、通訳者としての役割の葛藤や異なる文化接触か

ら生じる問題も抱えている。 
 

本研究では、日系企業におけるタイ人通訳者と日本人スタッフが直面している日本的な経営の文

脈の実態を調査し、現在生じているタイ人通訳者の役割葛藤の問題や異文化への適応方法について

事例を収集し、通訳者が働きやすくなるような知見を提言する。 

 

本論文の作成にあたり、ご指導とご助言をいただいた数多くの方々に厚く御礼申し上げ、ここに

感謝の意を表したい。まず初めに、琉球大学人文社会学研究科比較地域文化博士後期課程の指導教

官である鈴木規之教授(国際社会学・タイ地域研究)に心より感謝を申し上げる。本テーマの決定か

ら論文執筆に至るまで、長期にわたり、学術的な事柄についてのみならず、社会学的な見方や批判

的な考え方、研究者としての在り方についても、時に厳しく熱意のあるご指導を頂いた。ここに深

謝の意を表したい。次に、副査を務めてくださった石原昌英教授（言語学）、同副査の稲村務教授

(文化人類学)にも貴重な講義時間を割いて、専門の知識やご指導などを頂き、感謝の念に堪えな

い。日本語の表現や論文の書き方に関しては、金沢大学非常勤講師の岡本さや子氏、琉球大学非常

勤講師の崎浜佳代氏、神田外語大学語学専任講師の冨岡裕氏をはじめ、日本人の友人に何度も丁寧

に読んでもらい助言をいただいたことにも深く感謝する。さらに、論文のための調査にあたり熱心

にご協力を頂いたコンケン大学人文社会学部卒業生のタイ人通訳者の皆様にもお礼を申し上げた

い。調査対象者のタイ人通訳者から紹介して頂いた日本人スタッフにもご協力頂き、十分な調査情

報を提供して頂いた。また、鈴木ゼミの院生の皆様にも様々な面で協力を頂いた。心から感謝申し

上げたい。最後に、これまで温かい目で見守り支えてくれた家族にも心から感謝し、ここに

深謝の意を表したい。 

 

      2019 年 3 月 
ラッチャニー・ピヤタムロンチャイ 
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แบบสอบถาม 
     แบบสอบถามนี ้เป็นสว่นหนึง่ของการเก็บข้อมลูวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทและการปรับตวัในการทํางานของลา่มภาษา ญ่ีปุ่ น 

กรณีศกึษาบริษัทญ่ีปุ่ นในเขตนิคมอตุสาหกรรมของไทย”  ของนางสาวรัชนี ปิยะธํารงชยั นกัศกึษาปริญญาเอก  บณัฑิตวิทยาลยั 

สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัริวกิว ประเทศญ่ีปุ่ น อีเมล์ tukishere@hotmail.com  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.

ซูซูกิ โนริยกิู เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีเมล์ nsuzuki@ll.u-ryukyu.ac.jp  ข้อมลูท่ีได้จาก

การเก็บแบบสอบถามนีนํ้ามาใช้สาํหรับงานวิทยานิพนธ์เพ่ือคาํนวณหาคา่เฉลีย่และแปลผลทางสถิติ โดยข้อมลูสว่นตวัของผู้ ท่ีตอบ

แบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบัและใช้เพ่ือการศกึษาวิจยัเทา่นัน้  

 

คําชีแ้จง แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้คือ  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  

สว่นท่ี 2 รูปแบบการสือ่สารระหวา่งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นผา่นลา่ม 

สว่นท่ี 3 บทบาทหน้าท่ีของลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทย 

สว่นท่ี 4 ความแตกตา่งทางวฒันธรรมท่ีลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยพบในการทํางานร่วมกบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ นและชาวไทย 

สว่นท่ี 5 ปัญหาท่ีลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยพบในท่ีทํางาน 

สว่นท่ี 6 ความพงึพอใจและเหตผุลของความพงึพอใจของลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยท่ีมีตอ่การทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น 

สว่นท่ี 7 จํานวนครัง้ในการลาออกจากการทํางานและแผนการในอาชีพการทํางานเป็นลา่มในอนาคต 

 

กรุณากรอกข้อมูลและใส่เคร่ืองหมาย / ลงในวงเล็บหน้าคาํตอบที่ของท่าน 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1  เพศ  (    ) ชาย   (    ) หญิง 

1.2  อาย ุ __________ ปี 

1.3  เรียนจบจากมหาวิทยาลยั     ______________________   

1.4  วิชาเอก                               ______________________ 

1.5  ผลการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั  (    ) มี   สอบผา่นระดบั _________ 

      (    ) ไมม่ ี 

      (    ) อ่ืนๆ  __________________ 

 

1.6  ประสบการณ์ในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นหรือประเทศญ่ีปุ่ น ก่อนตดัสนิใจเข้าทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น 

       ・แรงจงูใจหลกัในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น   

(    ) ชอบตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น  

(    )  ชอบวฒันธรรมป๊อปของญ่ีปุ่ น (การ์ตนู อนิเมชัน่ ดนตรี แฟชัน่ อืนๆ เป็นต้น) 

mailto:nsuzuki@ll.u-ryukyu.ac.jp
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(    )  ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศพฒันา หากเรียนภาษาญ่ีปุ่ นจะมีประโยชน์ในอนาคตและหางานได้ง่าย 

 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   _________________________ 

       ・ประสบการณ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  (    ) เคยไปศกึษาแลกเปลีย่นระยะสัน้ น้อยกวา่ 1 ปี  

     (    ) เคยไปศกึษาแลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 1 ปี 

     (    ) เคยไปศกึษาแลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น มากกวา่ 1 ปี 

     (    ) ไมเ่คยไปแลกเปลีย่น  

     (    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   _________________________   

1.7 เหตผุลหลกัท่ีตดัสนิใจเข้าทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น (    )  ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในการทํางาน    

      (    )  เงินเดือนสงู 

      (    )  มีโอกาสได้ไปญ่ีปุ่ น 

(    ) ระบบการบริหารจดัการของบริษัทญ่ีปุ่ นด ี   

        โปรดระบรุายละเอียด    _____________________  

 

1.8 สถานท่ีทํางาน   เขตนิคมอตุสาหกรรม  ____________________ จงัหวดั  _____________________  

1.9  ขนาดบริษัท     (    ) ขนาดเลก็    พนกังานน้อยกวา่ 20 คน   

(    ) ขนาดกลาง    พนกังานน้อยกวา่ 50 คน   

(    ) ขนาดใหญ่ พนกังานมากกวา่ 50 คน   

 

1.10 ช่ือตําแหนง่งาน   ____________________________________________ 

1.11 อายกุารทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น _____________  ปี  

1.12 รายได้โดยเฉลีย่ตอ่เดือน (    ) น้อยกวา่ 15,000 บาท 

(    ) 15,000 - 20,000 บาท 

(    ) 20,001 - 30,000 บาท 

(    ) 30,001 - 40,000 บาท 

(    ) 40,001 - 50,000 บาท 

(    ) 50,001 - 60,000 บาท 

(    ) 60,001 - 70,000 บาท 

(    ) มากกวา่ 70,000 บาท 

(    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   _________________________ 
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ส่วนที่ 2: รูปแบบการติดต่อสื่อสารของพนักงานชาวญ่ีปุ่นและพนักงานชาวไทยผ่านล่ามภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย 

2.1 สดัสว่นการแปลภาษา หากเทียบเทา่กบั 100 % ทา่นแปลภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทยในสดัสว่น 

(    )  JT 60 % และ TJ 40% 

(    )  JT 50 % และ TJ 50% 

(    )  JT 40 % และ TJ 60% 

(    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   _________________________ 

 

2.2 ชนิดของลา่มท่ีทา่นทําหน้าท่ีแปล  

(    )  ลา่มแปลพร้อมอยา่งเดยีว 

(    )  ลา่มแปลสลบัอยา่งเดียว 

(    )  ลา่มแปลพร้อม และ ลา่มแปลสลบั 

 

2.3 จํานวนของพนกังานชาวญ่ีปุ่ นท่ีทําแปลให้ประจํา     

(    )  เพศชาย  จํานวน  ______________ คน  

(    )  เพศหญิง จํานวน  ______________ คน 

   

2.4 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในการแปลของทา่น  

กรณีท่ีแปลภายในบริษัท 

・แปลให้กบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ น 1 คน และพนกังานชาวไทย 1 คน 

 （  ）ได้รับมอบหมาย 

（  ）ไมไ่ด้รับมอบหมาย 
 

・แปลให้กบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ น 1 คน และกลุม่พนกังานชาวไทย  

（  ）ได้รับมอบหมาย 

                       (หากได้รับมอบหมาย กรุณาระบจํุานวนคนในกลุม่พนกังานชาวไทยโดยคร่าวๆ ท่ีทา่นแปลให้ _____ คน ) 

（  ）ไมไ่ด้รับมอบหมาย 

กรณีท่ีแปลภายนอกบริษัท 

・แปลให้กบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ นบริษัทของตนเอง 1 คน และกลุม่ของพนกังานชาวไทยบริษัทอ่ืนๆ  

（  ）ได้รับมอบหมาย 

                       (หากได้รับมอบหมาย กรุณาระบจํุานวนคนในกลุม่พนกังานชาวไทยโดยคร่าวๆ ท่ีทา่นแปลให้ _____ คน ) 

（  ）ไมไ่ด้รับมอบหมาย 
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2.5 ลกัษณะงานแปลท่ีทา่นได้รับมอบหมาย 

 

ลกัษณะงานแปลท่ีได้รับมอบหมาย 

ถนดัและ 

มีความมัน่ใจ 

ไมถ่นดัและ 

ไมม่ีความมัน่ใจ 

1. แปลทกัทายในบริษทัแบบกนัเองในบริษทั   

2. แปลการกล่าวทกัทายเป็นทางการ   

3. แปลประชุม หรือ ประชุมเชา้ภายในแผนก   

4. แปลกฎ ระเบียบ หรือ นโยบายของบริษทั   

5. แปลอธิบายเน้ือหางาน หรือเทคนิคใหม่   

6. แปลหาสาเหตงุานท่ีเกิดขอ้ผิดพลาด   

7. หลงัเลิกงาน ติดตามไปแปลบทสนทนาช่วงทานขา้ว หรือสงัสรรค์

ใหก้บัพนกังานชาวญ่ีปุ่น 

  

8. แปลในงานตอ้นรับแขกของบริษทั   

9. แปลสมัภาษณ์ล่ามภาษาญ่ีปุ่นท่ีสมคัรเขา้มาทาํงานในบริษทั   

10. แปลการวา่กล่าวตกัเตือนพนกังาน   

 

ส่วนที่ 3: บทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยในบริษัทญ่ีปุ่นนิคมอุตสาหกรรม 

3.1 บทบาทหน้าท่ีของลา่มภาษาญีปุ่ นชาวไทย 

      จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัลา่มภาษาญ่ีปุ่ น พบวา่ ลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยมีบทบาทหน้าท่ีหลายบทบาท ดงัตอ่ไปนี ้ 

ได้แก่  

1. บทบาทแปลพดูโดยเนน้การแปลตรง 

2. บทบาทแปลพดูโดยเนน้ใจความสาํคญั เกลาเน้ือหา  

3. บทบาทแปลเอกสารในบริษทั 

4. บทบาทเลขานุการพนกังานชาวญ่ีปุ่น 

5. บทบาทผูส่ื้อแนวคิดและวฒันธรรมการทาํงาน 

6. บทบาทผูไ้กล่เกล่ียประนีประนอมปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวฒันธรรม 

7. บทบาทผูป้ระสานงานใหก้บัพนกังานชาวญ่ีปุ่น 

8. บทบาทผูต้อ้นรับแขกบริษทั 

9. บทบาทครูสอนภาษาไทย 

10. บทบาทพิธีกรในงานของบริษทั 

11. บทบาทผูติ้ดตามความกา้วหนา้ของงาน 
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จากประสบการณ์การทํางานเป็นลา่มของทา่น ทา่นคดิวา่บทบาทตา่งๆในคาํถามด้านลา่งนีต้รงกบับทบาทใดมากท่ีสดุ  

(สามารถเลอืกจากบทบาทด้านบน หรือ ตอบบทบาทอ่ืนๆ ได้)  

・บทบาทท่ีสาํคญัท่ีสดุตอ่บริษัทของลา่ม คือ บทบาทใด  

__________________________________________________________________________________________________ 

・บทบาทท่ีทา่นได้รับมอบหมายและสามารถได้ดีท่ีสดุ คือ บทบาทใด  

_______________________________________________________________________________________________      

・ในบทบาทท่ีทา่นได้รับมอบหมาย แตท่า่นคดิวา่ไมใ่ช่บทบาทหน้าท่ีของลา่มภาษาญ่ีปุ่ นมากท่ีสดุ คือ บทบาทใด    

      กรุณาระบเุหตผุลประกอบ 

_______________________________________________________________________________________________      

 

 

 

ส่วนที่ 4: ความแตกตา่งทางวฒันธรรมท่ีลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยพบในการทํางานร่วมกบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ นและชาวไทย 

 

4.1 จากประสบการณ์การทํางานร่วมกบัพนกังานชาวไทย กรุณาเลอืกข้อท่ีตรงกบัความเห็นด้วยของทา่นเพียง 1 ข้อ 

 

ข้อ 

 

ประเด็นคาํถาม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

 ด้านอปุนิสยั      

1 พนกังานชาวไทยช่ืนชมผู้มีอารมณ์ขนั ประนีประนอม      

2 พนกังานชาวไทยมีรอยยิม้ ไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด      

3 พนกังานชาวไทยระมดัระวงัคําพดู หลกีเลีย่งการทําให้ผู้ อ่ืนเสยีหน้า      

4 พนกังานชาวไทยรักในศกัดิศ์รี และไมพ่อใจหากถกูทําให้เสยีหน้า      

5 พนกังานชาวไทยไมท่วนคาํถาม แม้จะไมเ่ข้าใจคาํสัง่      

6 พนกังานชาวไทยพดูตรง ไมอ้่อมค้อม      

7 พนกังานชาวไทยมีความอดทนสงู และสามารถรับแรงกดดนัได้      

 ด้านวฒันธรรมองค์กร      

1 พนกังานชาวไทยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัทอยา่งเข้มงวด      

2 พนกังานชาวไทยรับฟังความคิดเห็นของพนกังานชาวญ่ีปุ่ นและปฏิบตัิ

ตาม 

     

3 พนกังานชาวไทยรักษาเวลา มากอ่นการประชมุ 10 นาที      
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4 พนกังานชาวไทยแสดงความรับผิดชอบตอ่ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ และ

กลา่วขอโทษ แม้ไมใ่ช่ความผิดของตน 

     

5 พนกังานชาวไทยรายงานความก้าวหน้าในการทํางานทกุวนั      

6 พนกังานชาวไทยสามารถแยกเร่ืองสว่นรวมและเร่ืองสว่นตวัได้      

7 พนกังานชาวไทยทํางานเป็นทีมได้      

8 พนกังานชาวไทยมีความภกัดีตอ่องค์กร และมคีติในทํางานเพ่ือบริษัท      

9 พนกังานชาวไทยเข้าใจระบบการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน      

10 พนกังานชาวไทยเข้าใจแนวคิดเร่ือง ไคเซ็น และให้ความร่วมมือ      

11 พนกังานชาวไทยแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุบอ่ยๆ      

12 พนกังานชาวไทยเข้าใจจดุมุง่หมายในการวา่กลา่วตกัเตือนของพนกังาน

ชาวญ่ีปุ่ น 

     

13 พนกังานชาวไทยปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด      

 ด้านการปรับตวัเข้าหากนั      

1 พนกังานชาวไทยทกัทายพนกังานชาวญ่ีปุ่ นเมื่อเข้างานและออกงาน

อยา่งสมํา่เสมอ 

     

2 พนกังานชาวไทยสงัสรรค์ทานข้าวหรือ ร้องเพลงคาราโอเกะกบัพนกังาน

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นประจํา 

     

 

4.2 จากประสบการณ์การทํางานร่วมกบัพนกังานชาวญ่ีปุ่ น กรุณาเลอืกข้อท่ีตรงกบัความเห็นด้วยของทา่นเพียง 1 ข้อ 

 

ข้อ 

 

ประเด็นคาํถาม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

 ด้านอปุนิสยั      

1 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นช่ืนชมผู้มีอารมณ์ขนั ประนีประนอม      

2 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นมีรอยยิม้ ไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด      

3 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นระมดัระวงัคําพดู หลกีเลีย่งการทําให้ผู้ อ่ืนเสยีหน้า      

4 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นไมใ่ห้ความสาํคญักบัเร่ืองศกัดิ์ศรีมากนกั      

5 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นไมพ่ดูตรงๆ       

6 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นมีความอดทนสงู และสามารถรับแรงกดดนัได้      

 ด้านวฒันธรรมองค์กร      

1 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัทอยา่งเข้มงวด      
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2 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นรับฟังความคดิเห็นของพนกังานชาวไทย และปฏิบตัิ

ตาม 

     

3 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นเข้าใจคา่นิยมเร่ืองการตรงตอ่เวลาของพนกังานชาว

ไทย 

     

4 เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทํางานขึน้  พนกังานชาวญ่ีปุ่ นจะประชมุเพ่ือ

สบืหาสาเหตตุอ่หน้าพนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

     

5 เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทํางานขึน้  พนกังานชาวญ่ีปุ่ นรับฟังความ

คิดเห็นของพนกังานชาวไทยเรียบร้อยแล้ว จึงจะตดัสนิใจดําเนินการ

แก้ปัญหา  

     

6 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นเข้าใจพนกังานชาวไทยเร่ืองการไมม่ีแนวคดิ เร่ือง โฮ-

เรน-โซ  

     

7 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นสามารถแยกเร่ืองสว่นรวมและเร่ืองสว่นตวัได้      

8 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นสามารถทํางานเป็นทีมได้      

9 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นมีความภกัดีตอ่องค์กร และมคีติในทํางานเพ่ือบริษัท      

10 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นพยายามนําเอาระบบการหมนุเวยีนเปลีย่นงานมาใช้

ในบริษัทญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

     

11 พนกังานขาวญ่ีปุ่ นพยายามนําเอาแนวคดิเร่ือง ไคเซ็น มาใช้ในบริษัท

ญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

     

12 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นพยายามหลกีเลีย่งกลา่วตกัเตือนของพนกังานชาว

ไทย 

     

13 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่พนกังานชาวไทยจะปฏิบตัิตามสญัญา      

 ด้านการปรับตวัเข้าหากนั      

1 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นทกัทายพนกังานชาวไทยเมื่อเข้างานและออกงาน

อยา่งสมํา่เสมอ 

     

2 พนกังานชาวญ่ีปุ่ นสงัสรรค์ทานข้าวหรือ ร้องเพลงคาราโอเกะกบั

พนกังานชาวไทยเป็นประจํา 

     

 

ส่วนที่ 5 ปัญหาด้านความแตกตา่งทางวฒันธรรมท่ีลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยพบในท่ีทํางาน 

ความแตกตา่งทางวฒันธรรมใดท่ีทําให้เกิดปัญหาในการทํางานระหวา่งพนกังานชาวญ่ีปุ่ นและพนกังานชาวไทยมากท่ีสดุ   

กรุณายกตวัอยา่ง  หรือ ให้เหตผุลประกอบ  

_______________________________________________________________________________________________      
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________________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________   

 

ส่วนที่ 6 ความพงึพอใจและเหตผุลของความพงึพอใจของลา่มภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยท่ีมตีอ่การทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น 

ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลา่มภาษาญ่ีปุ่ น  

(    )  พงึพอใจ      

        โปรดระบเุหตผุลของความพงึพอใจ    ________________________________________________ 

(    )  ไมพ่อใจ   

         โปรดระบเุหตผุลของความไมพ่อใจ    ________________________________________________ 

(    )  พงึพอใจบางสว่น ไมพ่อใจบางสว่น  

โปรดระบเุหตผุลของความพงึพอใจและไมพ่อใจ    

______________________________________________________________________________________ 

 

ส่วนที่ 7   จํานวนครัง้ในการลาออกจากการทํางานและแผนการในอาชีพการทํางานเป็นลา่มในอนาคต 

・ประวตัิการทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น 

(    ) ไมเ่คยเปลีย่นงาน  

(    ) เคยเปลีย่นงาน 1 ครัง้ 

(    ) เคยเปลีย่นงาน 2 ครัง้ 

(    ) เคยเปลีย่นงานมากกวา่ 2 ครัง้ 

(    ) เคยเปลีย่นงาน มากกวา่ 3 ครัง้ 

(    ) ลาออก    โปรดระบเุหตผุล    _________________________ 

(    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   _________________________ 

 

・ทา่นวางแผนเก่ียวกบัเส้นทางการทํางานเป็นลา่มภาษาญ่ีปุ่ นในอนาคตของทา่นอยา่งไร 

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________   

  

      ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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アンケート調査 

私は、琉球大学大学院博士課程のラッチャニー・ピヤタムロンチャイと申します。このアンケート

のテーマは「ジャパナイゼーションの中でのタイ人通訳者の役割と異文化適応―タイの日系企業の事

例からー」で、人文社会科学研究科比較地域文化専攻の博士論文のための調査です。私の連絡先は

xxxx@hotmail.com  です。指導教員は鈴木規之教授です。連絡先は xxxx@ll.u-ryukyu.ac.jp  です。  

 

調査の結果は統計的に処理され、学術的な目的のみに使われます。皆様の個人情報は、調査者の管

理責任の下、厳重に保護されます。 

 

アンケートの質問は、以下の 7 つの項目に分かれています。 
Part 1: タイ人通訳者対象者の属性などの基本的データについて 
Part 2:  日本人スタッフとタイ人従業員の間の相互作用のパターンと内容について 
Part 3:  タイの日系企業においてのタイ人通訳者の役割について 
Part 4:  タイ人通訳者が見た日本人スタッフとタイ人従業員の間の異文化 
Part 5:  タイ人通訳者が職場で直面している問題 
Part 6: タイ人通訳者が日系企業で働くことに対する満足や不満とその理由 
Part 7: タイ人通訳者の転職回数と将来の計画 
 
Part 1: ご自身および事業所の概要についてお尋ねします。（ ）の中に○印を付けてください。 
 
1.1  性別 （  ） 男性（  ） 女性 
1.2  年齢            ＿＿＿＿＿ 才   
1.3  卒業した大学  ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
1.4  分野   ＿＿＿＿＿＿＿＿  
1.5  日本語能力検定 （  ）ある  N＿＿＿ 
   （  ）なし   
    
1.6  日本語学習 

       ・日本語の学習の動機づけ (複数の回答) 
（  ）日本語の文字が好き 
（  ）日本のポップカルチャーが好き(例えば、マンガ、アニメーション、音楽、 

    ファッションなどです。) 

        (    ) 日本は先進国で、また日本語は将来の就職に実利があります。 
    (    ) その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

    ・日本への留学経験  
（  ）1 年以下留学したことがあります。 
（  ）約 1 年間留学したことがあります。         

 (    )  1 年以上留学したことがあります。         
    (    )  留学したことがありません。 
    (    ) その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

1.7 日本企業に就職する理由  
(    )日本語を使って仕事をしたい        

 (    )給与が高い 
 (    ) 日本へ出張や研修などのチャンスがある     
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     (    ) 日本企業の制度が良い  

      （よろしければ、詳しい理由をご記入ください。） 

              ➡  ________________________________________________________________ 
(    ) その他 ________________________________ 

 
1.8 勤務工業団地のエリア     ___________________工業団地  

___________________県 
 

1.9  企業規模  (    ) 小規模工場 (労働者 20人以下)      

(    ) 中規模工場(労働者 50人以下)    

(    ) 大規模工場 (労働者 50 人以上)     
 

1.10 企業中のポジション(職位) ________________________________ 
 
1.11業務経験 _____________  年  
 

1.12給与  

(    ) 月に 15,000 バーツ以下 
(    ) 月に 15,001－20,000 バーツ 

 (    ) 月に 20,001－30,000 バーツ 
(    ) 月に 30,001－40,000 バーツ 
(    ) 月に 40,001－50,000 バーツ 
(    ) 月に 50,001－60,000 バーツ 
(    ) 月に 60,001－70,000 バーツ 
(    ) 月に 70,000 バーツ以上 

 
Part 2: 日本人スタッフとタイ人従業員の間の相互作用のパターンと内容についてご記入くださ

い。 
 
2.1 タイの日系企業においての訳す言語の比率 (100の割合) 

         例えば、日本語からタイ語 50％ と タイ語から日本語 50％ 

      ➡ 日本語からタイ語 _______ と タイ語から日本語 _______   

 

2.2 通訳者の形式  
(    )  同時通訳のみ 

(    )  逐次通訳のみ 

(    )  同時通訳と逐次通訳 

 

2.3 通訳を利用する日本人スタッフの数  

(    )  男性    ______________ 人 
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(    )  女性   ______________ 人 

   
2.4 タイ人通訳者を介しての相互作用のパターンについてお尋ねします。 
 

社内で訳す場合 

・日本人スタッフ 1 人対タイ人従業員 1 人   
（  ）義務とされる  
（  ）義務とされていない 
 

・日本人スタッフ 1 人対タイ人従業員のグループ 
（  ）義務とされる    
   （義務される場合は、タイ人従業員のグループの数はほぼ＿＿＿ 人）    
（  ）義務とされていない 

 

社外で訳す場合 

・日本人の上司 1 人対他の会社のタイ人従業員のグループ 

（  ）義務とされる    
   （義務される場合は、タイ人従業員のグループの数はほぼ＿＿＿ 人）    
（  ）義務とされていない 

 

2.5 タイ人通訳者に義務とされる作業の内容 
 

義務とされる作業の内容 

自信があり、 
できると思う 

自信がな

く、 
あまりでき

ないと思う 

1. 社内で会った時の簡単な挨拶   

2. 公的な催しの際の挨拶   

3. 部署内での会議や朝礼   

4. 会社の方針や規則の通達   

5. 仕事の内容や新しい技術の説明   

6. 仕事上でミスが起きた際の原因説明   

7. 仕事が終わって社内の日本人スタッフとの食事や飲み会

に行った時の通訳 

  

8. 会社の顧客の接待の際の通訳   

9. 採用担当者と応募者の間の仕事のインタービューの通訳   

10. 社員の叱責の通訳   
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Part 3: タイの日系企業においてのタイ人通訳者の役割についてご記入ください。  
 

タイ人の日本語通訳者に関する先行研究によると、タイ人通訳者タイにおける日系企業のタイ人

通訳者の役割は多様であり、以下のように幅広い捉え方がありますが（ナッタポーン、2011: 168-
204 、Phatchaya, 2017：172-185）、通訳者としてのご経験から「日系企業にとって一番重要な役割」、

「日系企業において一番遂行できる役割」、「通訳者の義務ではないと思う役割」についてお尋ねしま

す。 

1. 内容をそのまま直訳する役割 

2. 重要な内容をまとめて省略し訳す役割 

3. 翻訳者の役割 

4. 秘書の役割 

5. 文化や考え方を紹介する役割 

6. 文化摩擦などの仲介者の役割 

7. 日本人のコーディネーターの役割 

8. 会社の顧客接待の役割 

9. タイ語を教える役割 

10. 社内イベントの司会者の役割 

11. 仕事の進捗管理の役割 

 

 
タイ人通訳者の役割についての質問 
 
 
・以上の選択肢の中から、日系企業にとって一番重要だと思われる役割はどのような役割ですか。 

____________________________________________________________________________________________ 
 
・以上の選択肢の中から、日系企業において一番遂行できる役割はどのような役割ですか。 
 

____________________________________________________________________________________________ 
・以上の選択肢の中から、人通訳者の義務ではないと思う役割  はどのような役割ですか。 

 (理由もお書きください。) 

____________________________________________________________________________________________ 
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Part 4: 日本人スタッフとタイ人従業員の間の異文化（異なる資質と企業文化） 

・タイ人従業員に対する意見をご選択ください。 

タイ人従業員と一緒に働いたご経験から、以下の項目に関して、ご自身の考えに一番近いものに○を記入

してください。 

 

 

 

項目 

そ
う
思
う 

 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
と
い
え
ば
そ

う
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

 資質面   
 

  

1 タイ人従業員はユーモアがあり、交渉術ができる人が

好き 

     

2 タイ人従業員はどんな場面でも笑顔でいる      

3 タイ人従業員は他人の面子を潰されないように言葉遣

いに気をつけている 

     

4 タイ人従業員はプライドが高くて、他の人の前で面子

をつぶられるのがすきではない 

     

5 タイ人従業員はわからなくても、あまり聞き返してこ

ない 

     

6 タイ人従業員の話し方はストレートで、曖昧ではない      

7 タイ人従業員はプレッシャーに対応でき、我慢強い      

 企業文化面      

1 タイ人従業員は会社や工場の規則やルールをしっかり

守る 

     

2 タイ人従業員は日本人スタッフの意見やアドバイスを

聞いて、教えてもらったとおりにしている 

     

3 タイ人従業員は時間を守って、全員が 10 分前ぐらい会

議室に到着する 

     

4 タイ人従業員は自分のミスでなくても、仕事のミスの

責任を取って謝る 
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5 タイ人従業員は報告、連絡、相談という活動を毎日す

る 

     

6 タイ人従業員は公私の区別がある      

7 タイ人従業員はチームワークがとれる。      

8 タイ人従業員は会社への忠誠心を持ち合わせて、働く

のは会社のためという意識が先にある。 

     

9 タイ人従業員はジョブ・ローテーションの制度が理解

できている 

     

10 タイ人従業員は改善という価値観が理解でき、努力し

ている 

     

11 タイ人従業員は会議の時にはよく意見を言う      

12 タイ人従業員は日本人スタッフの叱責の目的が理解で

きる 

     

13 タイ人従業員は約束どおりにしっかり行動する      

 相互の文化適応面      

1 タイ人従業員は出社、退社の時に、日本人スタッフに

きちんと挨拶する 

     

2 タイ人従業員はいつも日本人スタッフと一緒に飲み会

やカラオケなどに行く 

     

 

・日本人スタッフに対する意見をご選択ください。 

日本人スタッフと一緒に働いたご経験から、以下の項目に関して、ご自身の考えに一番近いものに○を記

入してください。 
 

 

 

項目 

そ
う
思
う 

 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な

 
 

そ
う
思
わ
な
い 

 

 資質面      

1 日本人スタッフはユーモアがあり、交渉術ができる人

が好き 
     

2 日本人スタッフはどんな場面でも笑顔でいる      
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3 日本人スタッフは他人の面子を潰されないように言葉

遣いに気をつけている 
     

4 日本人スタッフは面子のことをあまり大切にしない      

5 日本人スタッフの話し方はストレートではない      

6 日本人スタッフはプレッシャーに対応でき、我慢強い      

 企業文化面      

1 日本人スタッフは会社や工場の規則やルールをしっかり

守る 

     

2 日本人スタッフはタイ人従業員の意見やアドバスを聞い

て、教えてもらったとおりにしている 

     

3 
日本人スタッフはタイ人従業員の時間に対する価値観が

理解できる。 
     

4 
日本人スタッフは仕事のミスが起こった時に、まずメン

バーの前に原因を追求する 
     

5 
日本人スタッフは仕事のミスが起こった時に、タイ人従

業員の意見を聞いて、その場で問題を解決する方法を考

え、行動する。 

     

6 
日本人スタッフはタイ人従業員が「報・連・相」という

習慣がないと理解する 
     

7 日本人スタッフは公私の区別がある      

8 日本人スタッフはチームワークがとれる      

9 日本人スタッフは会社への忠誠心が持ち合わせて、働く

のは会社のためという意識が先にある。 
     

10 
日本人スタッフはタイの日系企業ジョブ・ローテーショ

ンの制度の定着させることを努力している 
     

11 
日本人スタッフはタイの日系企業で改善という価値観の

定着させることを努力している 
     

12 
日本人スタッフはできれば叱責を避ける      

13 
日本人スタッフはタイ人従業員の約束に信頼性がある      

 相互の文化適応面      

1 日本人スタッフは出る出社、退社の時に、タイ人従業員

にきちんと挨拶する 
     

2 日本人スタッフはいつもタイ人従業員と一緒に飲み会や

カラオケなどに行く 
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Part 5: 通訳者として職場で直面している問題についてご記入ください。 

通訳者として仕事する上で、文化的な相違から発生する問題がありますか。ある場合は最も困っている問

題はどのような問題かをご記入ください。 

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________   

 

Part 6:日系企業で働くことに対する満足度を選択し、その理由をご記入ください。 
 
 通訳者の仕事に対して、どう思われますか。 

 (    )  仕事に対して満足をしている 

         満足している理由： ________________________________________________ 

(    )  仕事に対して不満を持っている 

         不満を持っている理由： ________________________________________________ 

 (    )  満足のところも不満のところも持っている 

   満足しているところと理由： _________________________________________________________ 

     不満を持っているところと理由：_____________________________________________________ 

 

Part 7:   ご自身の転職回数と将来の計画について、ご記入ください。 

・転職・離職回数 

(    ) 転職したことがない 

(    ) 1 回転職したことがある 

(    ) 2 回転職したことがある 

(    ) 2 回以上転職したことがある 

(    ) その他 _________________________ 

 

・通訳者としての将来についてどのような計画を立てていますか。 

_____________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________   

アンケートは以上です。ご協力、誠にありがとうございました。 
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アンケート調査 

私は琉球大学大学院博士課程のラッチャニー・ピヤタムロンチャイと申します。 

このアンケートは、博士論文執筆のために、タイの日系企業で働く日本人の皆様にご協力をお願いする

ものです。 

現在日本とタイの結びつきは非常に強固なものとなっており、在タイ日系企業で働くタイ人の数も増加

しております。しかしながら、日本人とタイ人の間の文化的な考え方の相違による問題も生じています。

そこで、日本人とタイ人との間に立って働くタイ人通訳に注目し、その役割や彼/彼女達がかかえる問題

を明らかにすることで、日本人とタイ人の相互理解を深め、より良好な関係の構築に貢献したいと考えて

おります。 

調査の結果は統計的に処理され、学術的な目的のみに使われます。皆様の個人情報は、調査者の管理責

任の下、厳重に保護されます。 

またこのアンケート調査に加えて、後日、個別にインタビューをお願いすることも考えております。お

忙しい中大変恐縮ですが、ぜひ研究にご協力頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。 

  

                                         調査者 琉球大学大学院人文社会科学研究科 

博士後期課程比較地域文化専攻 

                                                              ラッチャニー・ピヤタムロンチャイ 

   mail：XXXX@hotmail.com 

 

                                                                          指導教員 

    琉球大学法文学部教授 鈴木 規之        

mail：XXXX@ll.u-ryukyu.ac.jp 

 

Part Ⅰ: ご自身および事業所の概要についてお尋ねします。（  ）の中に○印を付けてください。 
問 1． 性別  （  ） 男性  （  ） 女性 
問 2．  年齢    ＿＿＿＿＿ 才      
問 3． タイの日系企業で義務している理由  
   （  ）転勤   （  ）出張 （  ）タイで就職した  （  ）その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
    タイの日系企業で働いた回数       
   （  ）初めて （  ）複数 ＿＿＿回目  
    現在までの在タイ期間       ＿＿＿＿年間 ＿＿＿ヶ月 
 
       3.1 タイの日系企業で働く前に、海外の日系企業で働いた経験がありますか。 
      （  ）はい、あります。           
      （  ）いいえ、ありません。 
    3.2 タイの日系企業で働く前に、タイ語を勉強したことがありますか。 

① （  ）はい、あります。         
② （  ）いいえ、ありませんが、タイで働いてから勉強し始めました。 
③ （  ）いいえ、ありませんが、勉強したいと思います。 
④ （  ）いいえ、ありません。勉強しようと思いません。 

 
① から④のようにお答えになった理由をご記入ください。 
_____________________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_________  

 日付   ______________ 

 

mailto:XXXX@hotmail.com
mailto:XXXX@ll.u-ryukyu.ac.jp
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問 4．企業の業種   （  ）製造業 (自動車関係)     
（  ）製造業 (化学・窯業)   
（  ）製造業 (電気・機械)         
（  ）製造業 (金属)                   

                       （  ）サービス業       
                        （  ）その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿     
            
            企業の従業員数 ____________ 人 
 

企業内での職位 (名称が異なる場合は、相当する職位をお答えください。)   
1（  ）社長、所長      

       2（  ）部長     
 3（  ）課長     

4（  ）エンジニア   
5（  ）技術者  

    6（  ）その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

Part II: 日本人・タイ人従業員間のコミュニケーションについてお尋ねします。 
 

問 5．どんな場面でタイ人通訳を介して、日本語でタイ人従業員とコミュニケーションをとっています

か。（複数回答） 
  

（  ）1. 社内で会った時の簡単な挨拶    
（  ）2.  公式的な催しの時にの挨拶 
（  ）3  .朝礼の時 

            （  ）4.会社の方針や規則についてお知らせる時 
            （  ）5.会議の時に仕事に関する内容の質疑応答の時 
   （  ）6.仕事の内容や技術を説明する時 
            （  ）7.仕事でミスが起きた時に原因を調査する 
       （  ）8. 仕事が終わって、食事や飲み会に行った時 
   （  ）9. 考えやマナーについての質問がある時 
   （  ）10..質問がある時 
   （  ）11. 日常生活についての質問がある時 
 
 
タイ人通訳者の介してのコミュニケーションの理由をご記入ください。 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 



113 
 

問 6 タイ人と一緒に働いたご経験から、以下の項目に関して、ご自身の考えに一番近いものに○を記入し

てください。 
 

 

 
No 項目 

そ

う

思

う 

 

ど
ち
ら
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

資質面  

1 タイ人従業員は素直で清純だ     

2 タイ人従業員は冷静さを保てる人を尊敬する     

3 タイ人従業員はどんな場面でもユーモアがある     

4 タイ人従業員はどんな場面でも笑顔でいる     

5 タイ人従業員は人を傷つけてまで真実を追求しない      

6 タイ人従業員は怒った時、復讐には巧妙な方法を使う     

7 タイ人従業員はプライドが高くて、他の人の前で面子をつぶされ

るのが好きではない 

    

8 タイ人従業員はプレッシャーに対応でき、我慢強い。     

9 タイ人従業員は分からなくても、あまり聞き返してこない     

10 タイ人従業員の話し方はストレートだ。曖昧ではない     

企業文化面   
11 タイ人従業員は会社や工場の規則やルールをしっかり守る     

12 タイ人従業員は時間を守って、全員が 10分前ぐらい会議室に到着

する 

    

13 タイ人従業員は勤勉で、真面目に仕事をする     

14 タイ人従業員は会社の一員としての責任感を持っている     

15 タイ人従業員は報告、連絡、相談という習慣がない     

16 タイ人従業員は最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある     

17 タイ人従業員は問題があっても、すぐ仕事を辞めない     

18 タイ人従業員は公私の区別がある     

19 タイ人従業員はチームワークがとれる。     

20 タイ人従業員は会社への忠誠心が持ち合わせていない。働くのは自

分や家族のためという意識が先にある。 

    

21 タイ人従業員はジョブ・ローテーションの制度が理解できている     

22 タイ人従業員は重要な議論は上層部から話し始める     

23 タイ人従業員は会議の時にはよく意見を言う     

24 タイ人従業員は計画とおり仕事を進める     

25 タイ人従業員は仕事のミスが起こった時、求めない限り反応がな

い。黙っている。質問に答えようとしない。 

    

26 タイ人従業員は人の前で仕事のミスの原因を追求された時に、非常

に苛立つ 

    

27 仕事の問題が起こった時、タイ人従業員は日本人のテンションが上

がること（大きい声でタイ人に質問することなど）が理解できる 
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異文化適応面  
28 タイ人従業員は出社、退社の時に、きちんと挨拶をする     

29 タイ人従業員はオフィスで仕事中には携帯電話を使わない     

30 タイ人従業員は自分のミスに起因する問題や結果に対して反省する     

31 タイ人従業員は日本人と会議が長引く時、夕飯時間が過ぎていて

も、休憩することなくそのまま会議を続ける 

    

32 タイ人従業員はマニュアルや日本人にきめ細かく仕事を教えてもら

ったとおりにしている 

    

33 タイ人従業員はしっかり時間どおりに頼まれた仕事ができる     

34 タイ人従業員は日本人と一致した計画や約束どおりにしっかり行動

するため、信頼性がある 

    

35 タイ人従業員は日本人のスタッフの曖昧な指導を受けたとき、その

場の状況を察して行動してする 

    

36 タイ人従業員はいつも日本人のスタッフと一緒に飲み会やカラオケ

などに行く 

    

 

Part III：タイ人の通訳者に対する意見をお尋ねします。 
問 11．現在、何人のタイ人通訳者と仕事をされていますか。   
              企業内の正社員の通訳者   ＿＿＿ 人   
              企業内の契約の通訳者  ＿＿＿ 人 
         フリーランス通訳者   ＿＿＿ 人 
 
問 12．正社員の通訳者、契約の通訳者、フリーランス通訳者の内で、仕事が一番円滑に運ぶのはどの通訳 
   者ですか。その理由もお書きください。 
      ______________________________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________ 
 
問 13．日系企業においてタイ人通訳者はどのような役割を担っていると思いますか。（回答複数） 
 

1. 言葉を一語一語訳す者 
2. 全体の内容（大意）を訳す者 
3. 工場の資料を翻訳する者  
4. 秘書  
5. タイ語レッスンの教師  
6. タイ人のスタッフに日本の文化や考え方を紹介する者 
7. 日本人のスタッフにタイの文化や考え方を紹介する者 
8. コミュニケーションや文化摩擦などの調整仲介者 
9. 工場のマネージャー 
10. コーディネーター (生活面を含めて、ゴルフ場の予約、ビザの申請、タクシーを呼ぶことなど) 
11. 日本からのお客さんの接待、上司との飲み会の接待 
12. グループのメンバー 
13. 仲間 
14. その他 ＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



115 
 

 
     13.1 以上の選択肢の中から、重要だと思われる役割はどのような役割でしょう。 
  ＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
         13.2 以上の選択肢の中から、よく担っているだと思われるはどのような役割でしょう。 
  ＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

問 14. 現在一緒に働くタイ人通訳者に関する以下の項目に関して、ご自身の考えに一番近いものに○を記

入してください。 

 

 

 

No. 

 

 

 

項目 

 

 

そ

う

思

う 

 

ど
ち
ら
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

 

スキルと言語能力面 

1 タイ人通訳者は逐次通訳者として一般的な会話が正確に訳せる     

2 タイ人通訳者は同時通訳者として会議が正確に訳せる     

3 タイ人通訳者は日本語で仕事に関する書類の翻訳ができる     

4 タイ人通訳者は業務上の会話（報告、連絡、相談など）ができる。     

5 タイ人通訳者は日本語でメールのやり取りができる     

6 タイ人通訳者は日本人の方言や早いスピードの日本語が聞き取れて

すぐ訳せる 

    

7 タイ人通訳者は敬語が適切に使える     

8 タイ人通訳者は電話対応ができる     

9 タイ人通訳者は職場で用いる専門用語の知識が十分である     

10 タイ人通訳者はビデオ会議などの通信システムを通じて同時通訳者

として訳せる 

    

11 タイ人の通訳者は資格取得や技術を高めるために、通訳者のための

会計コースの受講や日本語能力試験などに積極的である 

    

 
企業文化面  
12 タイ人通訳者は規則やルールをしっかり守る     

13 タイ人通訳者は時間をしっかり守る     

14 タイ人通訳者は勤勉で、真面目に仕事をする     

15 タイ人通訳者は会社の一員としての責任感を持っている     

16 タイ人通訳者は報告、連絡、相談をまめにする     

17 タイ人通訳者は最後まで仕事をやり遂げる忍耐力がある     

18 タイ人通訳者は日本人とタイ人の間に架け橋になって、双方のチー

ムワークがとれる 

    

19 タイ人通訳者は公私の区別がある     
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20 タイ人通訳者は改善という文化が理解できて、タイ人の従業員にそ

の文化を定着させている 

    

21 タイ人通訳者は整理整頓という文化が理解できて、タイ人の従業員

にその文化を定着させている 

    

22 タイ人通訳者は年功序列という制度が理解できている     

23 タイ人通訳者は終身雇用という制度が理解できている     

24 タイ人通訳者はジョブ・ローテーション（人事異動）の制度が理解

できている 

    

25 タイ人通訳者は日系企業の組織が理解できていて、他のポジション

にチャレンジする希望を持っている。 

    

26 タイ人通訳者は仕事のミスが起こった時に、日本的なやり方で関係

者を全員会議を参加させる制度が理解できていて、仲介として原因

が納得できるまで関係者に真実を追求する努力をしている。 

    

27 タイ人通訳者は会社への忠誠心を持ち、終身雇用で働く希望を

持っている 

    

28 タイ人通訳者はジョブホッピング型スタイルを持っていて、転職が

多い 

    

29 タイ人の通訳者は将来のため修士に進学する理由や日本へ留学する

理由などで退職することが理解できる 

    

 
異文化適応面 
30 タイ人通訳者は「お世話になりました」や「お疲れ様でした」など

の形式表現をいつも使用する 

    

31 タイ人通訳者は日本人の仕事の進め方や日本的な考え方が理解でき

ていて、一緒に仕事をやり取りするのが円滑にできる 

    

32 タイ人通訳者は上司のはっきりしていない曖昧な指示などを聞いて

もその要求が理解できている 

    

33 タイ人通訳者は日本とタイの仕事の進め方が違うことを理解してお

り、一生懸命その違いの調整を図る 

    

34 タイ人通訳者は仕事のミスの原因について訳すとき、タイ人の従業

員に質問を答えさせることがかなり円滑にできる。 

    

35 タイ人の通訳者は仕事のミスで日本人のテンションが上がる時（怒

っている時に感情が顔に出たり、話すスピードが早くなったりする

ことや暴言を使うことなど）が理解できていて、一生懸命文化仲介

者として調整する 

    

36 タイ人通訳者はタイと日本の異なる組織文化のため、期待されるプ

レシャーが大きくてもすぐ辞めない 

    

37 タイ人通訳者の訳す者としての役割に満足している     

38 タイ人通訳者の文化仲介者の役割に満足している     

39 タイ人の通訳者はよく日本人のスタッフと一緒に飲み会やカラオケ

などに行く 
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問 15．タイ人通訳者に関する求められる条件について  
 

項目 選択 理由がありましたら、お書きください。 

 
性別 

 
（  ）男子の通訳者    
（  ）女子の通訳者 
（  ）どちらでもよい 

 

  

 

 

 
分野 

 
（  ）理系   
（  ）文系   
（  ）どちらでもよい 
 

 

 

 

 
日本語能力の 
レベル 

 
（  ）N1 
（  ）N2 
（  ）N3 
（  ）その他 ＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

日本への 
留学経験 

 
（  ）あったほうがいい 
（  ）なくてもいい 

 

 

 

 
日本的な視

点、しきた

り、考え方な

ど 

 
（  ）よく理解できる 
（  ）ある程度理解できる 
（  ）少し理解できればいい 
（  ）理解できなくてもかまわない 
 

 

 

 

 

 

 
日本人との 
付き合い 
(飲み会やカ

ラオケなど)  

 
（  ）よくするべき 
（  ）ある程度するべき 
（  ）しなくてもよい 
 
 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

問 16．タイ人通訳者が知っておくべき日本の企業文化はどのような項目だと思いますか。以下の選択肢の   
   中から、重要だと思われる企業文化は何でしょう。 （複数回答）   
 

1. 改善 
2. 報・連・相 
3. 朝礼  
4. 生理整頓  
5. 年功序列  

6. 終身雇用 
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7. 会社への忠誠心・愛社精神 
8. その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

アンケートは以上です。ご協力、誠にありがとうございました。 

 

問 17．タイ人通訳者と仕事する上で、困難に感じている問題がありますか。ある場合はご記入ください。 
                                 ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


