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富士通における外国籍社員の活躍支援策について
̶インターンシップを通して、職場とのマッチングをはかる̶

富士通株式会社 人材本部 人材採用センター長
佐藤 渉（さとう わたる）氏
1990 年富士通株式会社入社。以降、本社、事業・営業部門、工場、グループ会社にて一貫して人事勤労業務に従事。
2016 年 10月人材採用センター長に就任し現在に至る。2017 年文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクトグローバ
ル人材育成コミュニティ協議会企画委員会委員、同プロジェクト民間選考委員に就任。

外国籍社員は全社員の1％
343名にのぼる
̶̶数多くの外国籍の社員が活躍する企業ということ

で、富士通のお取り組みを聞かせていただきたいと思

います。かなり以前から外国籍の社員を採用されてい

ると伺っていますが、現在は何名くらい在籍されてい

るのでしょうか。

Point
❶  富士通では毎年、新入社員の約1割の外国籍社員を採用している。2005年から本格的に採用を
開始、現在は343名（2017年 3月末時点）の外国籍社員が在籍している。

❷  採用の目的は、ネイティブの知見を海外展開に役立てるためと、「内なるグローバル化」を進める
ために新しい価値観を持つ人が必要と考えたため。

❸  採用ルートは二つで、来日している留学生と、ASEANから採用イベントを通じての採用となる。
後者は1カ月来日してインターンシップを受けてもらう。

❹  外国籍社員は入社後、サイト「Integr8」のコミュニティに参加し、情報交換や仲間づくりを行っ
ている。

聞き手
永池 明日香（ながいけ あすか）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部 コンサルタント

早稲田大学卒業。九州大学大学院修了。修士（経営学）。教育関連企業、学校法人を経て、2012年より東レ経営研
究所。現在は、自治体の受託業務、企業へのダイバーシティ・ワークライフバランス推進にかかるコンサルティング
や研修業務などに携わる。

ライター
フリージャーナリスト
土井 弘美（どい ひろみ）
立教大学卒業後、出版関係の業務に従事。科学雑誌『ニュートン』、ファッション業界誌『チャネラー』等を経て現在
フリーランスで活動。中国でのビジネス経験も有。

近年、ダイバーシティ推進は、女性活躍から高齢者、障がい者、外国人等に広がりを見せています。
今回は、外国人にスポットを当て、多くの外国籍社員が活躍する先進企業の取り組みをご紹介します。

ダイバーシティ ＆ ワークライフバランス
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佐藤　2005年から本格的に採用を開始し、現在
343名在籍しています。全社員約3万 5,000 人の、
1％というところでしょうか。国籍でいうとアジア
系が多く、中国・韓国で6割ほどです。

̶̶外国籍の社員の採用を始められた理由はどこにあ

るのでしょう。

佐藤　ビジネスのグローバル化が一つの理由で
す。現在、当社の海外売上額は全体の約4割で（図
表 3）、年々少しずつ上がってきています。目標は
海外売上を5割にすることですが、そのためには
現地の価値観や商習慣を理解しなくてはなりませ
ん。ネイティブの知見がとても大切になると考え
ています。

16,440
海外

連結計

45,0967,781

3,869

3,851

EMEIA*

アメリカ

アジア

オセアニア

28,656
国内

（注）仕向先別売上収益（外販）を掲載（2016年度連結決算概要）
*EMEIA…欧州、中近東、インド、アフリカ

（海外売上比率36.5%）

938

（億円）

図表 3　2016 年度地域別売上高

出所：富士通（株）

　また、外国籍の社員は、「富士通の技術やソリュー
ション力を、母国を含め海外に展開したい」とい
うモチベーションがとても高いです。日本と母国、
もしくは日本と海外との懸け橋になって自分が活
躍したいという思いが、日本人の学生に比べてと
ても強いと感じます。そのため、その意欲がグロー
バル化のための戦力になるという期待感がありま
す。
　もう一つの理由が、ダイバーシティ＆インクルー
ジョンです。これまで日本人特有の同質性を尊重
したマネジメントを行ってきましたが、現在はビ
ジネスも高度化、複雑化してきており、これまで
の同質的な組織から多様性を活かす柔軟な組織に
転換していかなくてはなりません。日本人と異なっ
たバックグラウンドで育ってきて、多様な価値観
を持つ人材をいかに内部に取り入れていくかの一
環としての採用です。さまざまな人材がお互いの
価値観をぶつけあい、新しいビジネスやイノベー
ションを生み出すのです。
　また、内なるグローバル化を推進していくとい
う意味もあります。これまでグローバル化という
と、日本人社員を3～ 5年海外駐在に出し、帰国
後外国の仕事のやり方や文化を組織に注入してい
くという方法でした。しかし、すぐに日本の仕事
に合わせてしまうので、それよりも、外国籍の社
員が1人入った方が効果としては非常に大きいと
いうことを体感したのです。

※ICT：Information and Communication Technology.
出所：富士通（株）

図表 1　富士通の概要 図表 2　 富士通のビジネス
～ ICTという手段で価値提供をする～

出所：富士通（株）
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1カ月のインターンシップで、
職場とのマッチングをはかる
̶̶進出したい国の国籍の方を採用するところから始

まり、ビジネスチャンスが拡大しているアジア、

ASEANなどの地域の方を採用されるようになったの

でしょうか。

佐藤　その通りです。富士通では最初に欧米のビ
ジネスを拡大したいと考え、アメリカの大学内で
のリクルート活動を行いました。一定の数の優秀
な方々が入社されたのですが、皆退職してしまい
ました。日本の労働に対する考え方や価値観にな
じめなかったこと、きちんと職場にマッチングで
きていなかったことが原因だったのだと思いま
す。この苦い経験からスタートし、試行錯誤を繰
り返した結果、現在では退職する社員も減少し、
一定数は確保できるようになりました。
　今、当社はアジア、ASEAN地域でのビジネス
拡大を重要戦略としていますので、その地域の学
生を採用していくことが、戦略とも合致している
のではないかと考えています。

̶̶現在は毎年何名の外国籍社員を採用されています

か。また、その採用ルートはどのようなものでしょ

う。

佐藤　近年では、（外国籍社員の採用数を）新卒採
用の1割としています。全体の採用数は、今春で
740名、来春で 750名ですので、その1割という

ことです。
　外国籍社員の採用には、二つの方法があります。
まず、日本に留学している外国人の留学生です。
こちらは、大学に行ってセミナーを行い、イベン
トに参加してもらいます。その後、エントリーシー
トの提出、適性検査、日本語での面接を経て、内
定を出します。日本人の学生と何ら変わるところ
はありません。強いていえば、留学生向けのセミ
ナーやイベントに出ているということくらいで
す。もちろん、日本語ができるということが前提
になります。
　もう一つが、現地の大学に通っている、外国籍
の学生へのアプローチです。留学生とは選考方法
が異なり、必ずインターンシップを経験してもらっ
ています。メインチャネルは、毎年冬にシンガポー
ルで行われる “ASEAN Career Fair” にて、現地
で人事担当が面接により一定数の絞り込みをした
後、本人のやりたいことと職場がこれを受け入れ
られるかどうかのマッチングをします。マッチン
グが成立すると、来日し、実際に職場で1カ月程
インターンシップを実施します。職務を経験し、
日本での生活も体験します。一方、職場でも「学
生の適合性」を見ます。最後に成果発表会を行い、
最終面接を実施し、本人の意思を確認するととも
に職場での評価と合わせて結論を出します。そこ
から、内定、入社という運びになります（図表4）。
　最初の現地スクリーニングから内定となるまで、
約半年間となります。入社時期はほかの学生と同
時期が望ましいため、4月で打診します。本人の

ＰＲ
（Web）

イベント参加
(面接)

マッチング
面談

インターンシップ
第1期：5月～6月
第2期：7月～8月

母集団形成 スクリーニング 職場受け入れ 意思確認

1月 2月 3～4月 5～8月

図表 4　海外現地学生の採用スキーム

出所：富士通（株）
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事情で10月入社となったり、来春以降の入社と
なったりする場合もありますが、その辺りは柔軟
に考えています。

̶̶渡航費用、滞在費など、インターンシップにはコ

ストもかかりますね。受け入れる部門の反応はいかが

でしょうか。

佐藤　外国籍の方に入社してもらう価値自体を高
く評価していますので、インターンシップにかか
るコストは必要経費として受け止めています。受
け入れる職場の側も、積極的になってきました。
各部門に「インターンシップのテーマ」を募集す
るのですが、年々数が増えていることが、その証
拠と思っています。
　テーマを集めて学生たちに提示し、「これがやり
たい」となれば職場とマッチングしてもらうこと
になります。インターンシップは、基本、採用す
ることが前提ですので、それだけ採用したい職場
が徐々に増えているということになります。テー
マは毎回、30件ほど集まります。人工知能（AI）
や IoTなどトレンドの技術を扱うテーマは、学生
に人気があるようです。また、当社ではセキュリ
ティに力を入れていますのでこのテーマに関連し
たものもあります。

̶̶インターンシップを通して採用する人材には、何

を重視し採用のポイントとしているのでしょうか。

佐藤　海外ビジネスの拡大、多様性、内なるグロー
バル化をきちんと理解し、実践できる人材である
かを重視しています。そのためには、まず自分の
専門分野を明確に提示することです。インターン
シップのテーマごとに、求められる専門性を提示
していますので、それに対して学生がどのような
価値を提供できるか、また、その実行力があるか
否かがポイントになります。
　もう一つが、多様性です。日本に順応していけ
るかどうかだけではないのです。合わせるだけで、

“日本人化” していくことを望んではいません。日
本人の仕事のやり方を理解し、尊重した上で、自
分自身の価値観や考え方を主張していけるかどう
かを見ています。留学生も同じで、日本に順応し
言葉もできますが、自分の持つ価値観やバックグ
ラウンドは大切にしてほしいと思っています。

コミュニティ「Integr8」で
情報交換や仲間づくり
̶̶日本に「なじんでもらう」ための工夫は、どのよ

うになさっていますか。インターンで来られる方は、

日本語ができない方も多いと思うのですが。

佐藤　インターン期間中にも日本語の教育プログ
ラムがあります。また、同じイベント、プロセス
を踏んできた人たちのコミュニティができていく
のです。これが大切です。インターン生は2回に
分けて計30人くらい来日し、オリエンテーショ
ン、自己紹介、目的意識に対してのディスカッショ
ンを行います。日本語や日本文化を学ぶ研修もあ
り、顔を合わせるうちに次第に仲良くなり、イン
ターンが終了するころには、みな友人になってい
ます。このコミュニティは入社後も続き、情報交
換や悩みの相談ができるようになります。
　また、外国籍の先輩社員と対面させる「場」の
提供も行っています。実際に話を聞くことで、こ
れまでどういう気持ちで働いてきたかが分かりま
すし、遠慮なく質問もできます。自分が今後どの

富士通における外国籍社員の活躍支援策について
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ようなキャリアを積んでいくかが具体的に見える
ようになりますので、先輩社員の存在は大きいで
す。当社ではこの「場づくり」と「コミュニティ
形成」に非常に重きを置いています。
　内定後は、オンラインで日本語の研修プログラ
ムを提供します。初級レベルの人と、全くできな
い人がいますので、レベルに応じて内定期間中に
日本語をマスターしてくれることを期待していま
す。

̶̶入社が近づくと不安になる方もいらっしゃるのでは。

佐藤　採用のメンバーが、オンラインで面談して
不安がないかどうか聞いています。インターンの
ときもメンターを置いて職場や生活の面倒をみる
ようにしていますが、それ以外にも採用のメンバー
がインターンの受け入れから入社までをサポート
しています。日本人の学生に対するのとは違い、
個人につながる支援をしていくわけです。

̶̶入社後の導入研修はどのようになさっていますか。

佐藤　基本、日本人と同じ研修に参加しますが、
英語版のテキストを作ったり、クラスの担任に英
語の堪能な日本人を配置したりしています。また、

最近、日本の学生の英語力も高くなってきました
ので、日本の新入社員の中で英語力のある人を外
国籍新入社員のクラスに配置しています。こういっ
た工夫により、外国籍社員が新人研修に後れを取
ることなく、またクラスメンバーにもなじんでき
ているようです。

̶̶ほかにどのようなサポートシステムがありますか。

佐藤　日本人も同じですが、トレーナー制度があ
ります。外国籍社員にも1人ずつトレーナーがつ
き、業務的な面からプライベートな生活面まで、
密接にサポートしています。もちろん職場でも言
葉の問題も含め、適任者を配置しています。また、
基本的なことですが、弊社ではグローバル化の影
響に伴い、各種の通知や社内アナウンスは英語で
も同時に行っています。
　もうひとつ、「Integr8」というコミュニティが
あり、外国籍の社員が活躍するベースとして効果
を上げています。
　「Integr8」は、ウエブサイトからの立ち上げか
ら始まった、情報提供するインフラのようなもの
でした。英語での人事相談窓口の開示、働く上で
の規則や規定、手続きの方法などを解説するとと
もに、日本で生活する上でのさまざまなこと、例

外国籍社員が能力を最大限に発揮できる支援プロジェクトとして
2007年に「Integr8（インテグレイト）」を発足
〈活動内容〉

富士通で仕事をする上で必要な規則・規定や、出張などの人事手続き、
ビザの取得方法、衣食住などについて解説するイントラネットを整備

イベントや講演会の開催等を通じた、人脈形成や活発なコミュニケーション
の場の支援（コミュニティメンバーは400名超）

富士通グループにおけるグローバルソサエティーの形成支援や、異文化を許
容し多様性を活かすマインドの醸成を目的に、講演イベントや外国籍社員
の上司を対象としたディスカッションイベント等を開催

図表 5　グローバルな人材の活躍支援

出所：富士通（株）
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えば観光や交通機関、エンターテインメントなど
を紹介していました。そこから、次第にコミュニ
ティができてきました。外国籍社員を中心に、そ
の上司、同僚、部下、海外拠点に勤務する社員、
帰国した社員、またはグローバルマインドを持っ
た社員などが少しずつ集まるようになり、今では
400人を超えるまでになっています。
　この「Integr8」が母体となり、異文化交流の勉
強会やイベント、日本語を学ぶセッションを実施
しており、仲間ができていきます。以前は（人事
部が）受け入れ側の上司や同僚にセッションを行っ
たこともあったのですが、「Integr8」がそういっ
た機能をどんどん吸収していきました。現在では、
会社主導での研修等は実施していませんが、自発
的なアクションとなり、ここに人事も事務局とし
て関わっているという形となっています。
　また、受け入れ側のモチベーションも高くなっ
ています。日本語が話せない外国籍の社員が来る
ということは、インターンシップで分かっていま
すし、「そのために何をすればいいか」という情報
を積極的に取りに来る。こういった場で自分たち
も学んでいくのです。このような対応により、外
国籍社員の定着率も日本人と同じくらいになって
きています。

「ダイバーシティ」の本質的な意味に気付く
̶̶インターンシップで来られた方々、また外国籍社

員の方に企業理念を浸透させるのは難しくありません

か。

佐藤　難しい問題ですが、企業理念に共感できる
かどうかは重要です。当社では「FUJITSU Way」
という理念を掲げ、ワールドワイドに共有してい
ます。普及には特効薬などはなく、地道に言い続
けていくしかありません。外国籍社員にも導入研
修から「FUJITSU Way」をプログラムに織り込
んでいます。「FUJITSU Way」カードを配り「仕
事で何か問題にぶつかったときは、ここに立ち返
るように」と伝えます。日本人社員に対してと同様、
言い続ける、伝え続けるほかありません。
　また機をとらえ、経営層が「FUJITSU Way」
に基づき判断し行動する姿を社員に見せていくこ
とも重要であると考えています。

̶̶外国籍社員が組織に入ってくることによって、日

本人社員が変わった、企業風土が変化したということ

はありませんか。

佐藤　「多様性の受容」と言葉でいうと簡単ですが、

外国籍社員を受け入れる部署の
管理職向けに開催されたセミナー

外国籍社員による座談会

図表 6　グローバルな人材の活躍支援

出所：富士通（株）

富士通における外国籍社員の活躍支援策について



経営センサー　2018.1・2
5454

これを体感できたという社員は着実に増えていま
す。これまでの職場は日本人だけの、同質的な集
団であったために、「あ・うんの呼吸」に見られる
ような婉曲的な言い回しになっていました。これ
ではグローバル環境では相手に真意が伝わらず、
その結果業務がうまく進まないことを実感したの
です。一方で日本人の若い世代に対しても同じ感
覚を持つところもあると思います。相手の言って
いること、考えていることを尊重して自分を変え
ていくことができるかという意味では、対日本人
でも同じではないか、と感じています。
　こうして、本質的な意味での「多様性の受容」
に気付いたのです。例えば、障がい者の置かれた
状況を理解し、活躍いただける環境を整えること
や、育児や介護など、さまざまな事情によりフル
タイムは無理だが週3日勤務ならいいとなったと
きに、そうした人材を活かせるよう、仕事の棚卸
しを行い、業務を適切に配分するなど、「働き方改
革」を考えるきっかけになるのだと思います。

̶̶これからの課題として考えておられること、また

方向性を教えていただけますか。

佐藤　外国籍社員の採用は、新卒の1割程度を維
持したいと考えています。今のところ国籍が中国・
韓国で6割と偏っていますので、多様性の面でも
もう少しASEAN地域の割合を増やしたいと考え
ています。現在は採用イベントのみの活動ですが、
今後は現地の大学と緊密に連携を取り、個別の大
学にアプローチするなど採用活動を強化していき
たいと考えています。また、育成に関しては、外
国籍社員だけのことではないのですが、富士通で
国内外にかかわらず、どれだけ活躍できる人材を
増やしていけるかだと思っています。そうした意
味でも、本人の専門性を踏まえた資質と職場の上
司によるマネジメント両面を注意深く見ていく必
要があると考えています。

（聞き手　永池よりコメント）
　インターンシップを通してのマッチング、コミュ
ニティ形成、場づくり等、これまでの失敗や経験
を活かして、さまざまな取り組みにつなげている
ところに感銘を受けました。外国籍社員が職場に
溶け込み、能力を発揮し定着することによって先
輩社員が増えます。結果としてロールモデルが蓄
積され、後輩社員のキャリアのイメージが具体化

されるといった好循環ができてきているように感
じました。
　また、「Integr8」を母体としたコミュニティが
自発的なアクションをしていますが、ここが重要
だと思っています。やらされ感からではなく、自
発的な取り組みによる効果が大きいのだと感じま
す。現在、外国籍社員の管理職の方は18人だそう
ですが、今後さらに増えることを期待しています。

企業DATA
富士通株式会社
所在地：本店 川崎市中原区上小田中4‒1‒1
☎ 044‒754‒2112（人材採用センター）

佐藤氏と聞き手 永池
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