
2012.10　経営センサー
4545

1．はじめに
日本で、仕事とプライベートな生活の調和を図

ること、つまりワーク・ライフ・バランス（以下、
WLB と記す）の実現は、国の重要な政策課題と
なっている。この背景には、日本の働き方の問題
に起因してさまざまな問題が生じていることがあ
げられる。例えば出生率の低下、労働力人口の減
少にもかかわらず女性労働力率が低いこと、正規
労働者と非正規労働者の処遇格差が大きいこと、
などである。これらの問題解決のためには、日本
の企業や職場に浸透している長時間労働を前提と
した働き方を変革し、個々人の WLB を実現する
ことが社会全体として必要であるとの共通認識が
形成されつつあり、個々の企業や組織において、

一定の時間内で効率的に働くことなどが推し進め
られている。特に、近年では仕事と介護の両立の
必要から WLB の実現が重要な課題になりつつあ
る。これまで WLB といえば、従業員の育児責任
への対応を話題としてあげることが多かったが、
要介護（要支援）認定者は 2001 年度末の 288 万
人から 2011 年度末で 530 万人を超え、この 10 年
強で 1.8 倍となっている。筆者が所属する東京大
学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・
研究プロジェクト（以下、東大 WLB プロジェク
トと記す）がプロジェクト参加企業 6 社で働く 40
代以降の従業員を対象に実施した仕事と介護の両
立にかかる調査からは、向こう 5 年間で家族・親
族等を介護する可能性が「かなり高い」と回答し
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た割合は全体計で 29.3％、「可能性が少しある」
を加えると全体計で 82.7％あることが明らかに
なっている 1。この介護の可能性がある従業員の
多くは、仕事を辞めずに両立支援制度を利用しな
がら普通に働き続けることを希望しているが、大
企業調査では、現在の勤務先で仕事を「続けられ
ると思う」と回答した人は全体で 35.1％しかなく、

「続けられない」が 23.6％、「わからない」が
41.4％と約 3 分の 2 の従業員が従来通りの働き方
を継続できない可能性がある。つまり、今後は育
児・子育てに加え、従業員の介護を含むさまざま
な生活ニーズと仕事の調和を図ることが、企業の
人材活用において極めて重要になる。

こうした仕事と生活の両立問題に起因する労働
市場・社会問題は、程度の差や特徴こそあれ、日
本に限らず世界の各国で課題となっており、それ
ぞれの国で調査研究が進められている。これらの
課題解決には国の枠組みを超えた先行調査研究の
収集や情報の交換が有効である。前述した筆者が
所属する東大 WLB プロジェクトは、わが国の企
業、労働者さらには社会全体の WLB 実現に向け
た情報やリソースの拠点として設立されたが、こ
のグローバル版としての役割を期待されているの
がペンシルバニア大学を拠点とする Work and 
Family Researchers Network （以下、WFRN と記
す）である。

本稿では、WFRN が各国の WLB 関連研究者を
集めて初めて開催し、筆者も参加した WFRN 

Inaugural Conference（以下、カンファレンスと記
す）について、その概要と主な研究発表について
紹介する。次節では当該組織とカンファレンスの
概要を紹介し、3 節で主な研究発表の内容を紹介
する。最後にわが国を含む世界の WLB 事情を総
括し、今後の WLB 推進に向けた課題を指摘する。

2．	WFRNと同機関主催のカンファレンスに
ついて

WFRN は、The Alfred P. Sloan Foundation2 の
Sloan Work and Family Research Network3 がこれ
まで担ってきた世界各国からの WLB にかかる研
究やデータソースを蓄積・提供するだけでなく、
同分野の研究者や政策者が Face-to-Face で交流し
情報交換することを目的に、2010 年 11 月にペン
シルバニア大学内に WLB に関する国際的な学際
会員機関として設立された。同機関には、2012 年

写真 1　カンファレンス入り口の案内

出所：事務局撮影

1   本調査はプロジェクト参加企業 6 社のほかに、財団法人兵庫県勤労福祉協会が実施する「平成 23 年度仕事と生活のバランス実態
調査」においても行われている。調査報告書では、プロジェクト参加企業 6 社を「大企業調査」、兵庫県勤労福祉協会で実施した
調査を「中小企業調査」と称している。本稿で掲載した数値は大企業調査によるものであるが、中小企業調査においても、全体
計で 66.6％が向こう 5 年間に介護する可能性があると回答している。なお、中小企業調査は 40 代より前の世代も含む全世代を対
象に実施していることから、大企業調査に比べて数値が低くなっている可能性があり、40 代以降に限定すると大企業と中小企業
で向こう 5 年間に家族や親族の介護に直面する可能性に大きな差はないと考えられる。詳細の調査結果は東大ワーク・ライフ・
バランス推進・研究プロジェクトのホームページに調査報告書が掲載されているため、こちらを参照いただきたい。

2   The Alfred P. Sloan Foundation は、1934 年に当時のジェネラルモータース（GM）の社長であり CEO であった Alfred P. Sloan 
Jr. が、GM とは関係なく、将来のアメリカ社会に大きく貢献する可能性を有する教育、科学、技術、経済分野で活躍する研究者
を支援するため、Boston college 内に設立した財団である。同財団の資金支援を受けた研究の中からノーベル賞をはじめとする高
名な賞を受賞した者もいる。

3   1998 年に The Alfred P. Sloan Foundation により、仕事と家庭の両立問題にかかる研究者のための学際的かつ国際的会員組織と
して設立されたものである。同機関は、同分野の研究に関する情報やデータ等を蓄積・提供するためのオンライン・デスティネ
ーションとして機能してきた。
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6 月時点で 800 人強が会員として登録している。
会員メンバーの研究範囲は社会科学研究にとどま
らず、政策研究も含まれる。学際的な研究には懐
疑的な議論もあるが、WLB にかかる研究は、健
康、幸福、ストレス、家族関係、出生率（少子化）、
高齢化、時間配分、所得、キャリア、人材活用（コ
ミットメント、定着率、人的資源の有効活用）、企
業経営への影響、男女平等、犯罪、さらには国家
の経済後退が国の社会サービスに与える影響まで
と大変幅広い。したがって、学際的な研究調査結
果の情報ソースが必要であるといえる。また、近
年は家族形態や構成、社会階層、ライフステージ
が多様化し、働き方も多様化しており、WLB の課
題が複雑化しているため、多様な側面からの研究
とその情報交換が重要となってきている。

こうした状況を背景に、WFRN 主催の初のカン
ファレンスが 2012 年 6 月 14 〜 16 日の 3 日間、
ニューヨークで開催され、約 30 カ国から 740 人
強が参加し、131 のセッション、ラウンドテーブ
ル、シンポジウム等が行われた 4。筆者も東大

WLB プロジェクトのメンバーと共同研究した成
果を 1 セッションで発表する機会を得ている 5。
発表された研究分野は、社会学、経済学、経営学、
心理学、人的資源管理、社会福祉、ジェンダー研
究、法学、教育、公共政策、人類学など多岐にわ
たっているうえ、企業の実務家や政策立案者、マ
スコミなどの参加も多くみられた。以下では、筆
者を含む東大プロジェクトメンバーが参加した
セッション等のうち、3 つの研究報告について、
その要点を紹介する。

  
3．主な研究報告の紹介
（1）	「柔軟な働き方による烙印」と「休業取得に

よるペナルティ」（The	"Flexibility	Stigma"	
and	the	"Caretaker	Penalty"）

本報告はカリフォルニア大学バークレー校（以
下、UC バークレー校と記す）のキャスリン・アル
ビソン（Chathrine Albiston）ほか 2 名による共
同研究であり、米国における仕事と家庭の両立に
関する法律や企業における施策が、子育て等をす

4   本カンファレンスでは、全てのプログラムは 1 時間 40 分で設定され、「セッション」は 3 人のプレゼンターが 15 〜 20 分程度発
表し質疑応答に応えるスタイル、「シンポジウム」は複数のパネリストが研究調査を発表し、聴講者からの質疑応答を受けるスタ
イルである。「ラウンドテーブル」は複数のグループに分かれてテーマについて参加者が自由にディスカッションするスタイルで
ある。また、このほか、ポスターセッションなどが開催されている。

5   東大 WLB プロジェクトからは日本の WLB の実態について 3 つのグループがそれぞれ「わが国における WLB 推進施策の効果（次
世代育成支援対策推進法の効果）」「日本企業における WLB 推進の現状と課題」「企業における多様な働き方の導入と公平性の確
保について」を発表している。

写真 2　WFRN 代表（Jerry A.Jacobs ペンシルバニア大学教授）によるプレゼンテーション内容

WFRNの組織および本カンファレンスについて紹介している
出所：プロジェクトメンバー撮影
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る親への偏見や低い能力評価等の問題解決に寄与
しているかを考察したものである。一般的に、欧
米ではダイバーシティや男女均等が進んでいると
イメージされているが、米国でも “母親は仕事を
しないものである” という偏見（Status-based 
Discrimination）または “男性／女性とはかくある
べき” という既成概念（Normative Discrimination）
があり、これに反する行動を取ることにより周囲
からマイナス評価を受け、賃金、評価、昇進・昇
格等において公正に処遇されないという問題が生
じている。

米国では、従業員の家族が病気等によって看護
や介護を要する場合に、従業員が最高 12 週間の
無給休暇を取得できる権利を与えること、同休暇
の取得による不利益を禁じること、伝統的な性的
役割とは異なることを各従業員が行った場合でも

従業員の権利を広く確保することを「家族・医療
休暇法」（The Family and Medical Leave Act : 以
下、FMLA と記す）で定め事業主に求めている。

しかし、現実的には、休暇の取得や既存概念に
反した行動に伴う不利益を被るケースが少なくな
い。

キャスリンほかは、評価者と被評価者をそれぞ
れ 3 つのグループに分けて、どのようなグループ
がどのような評価をする傾向があるのか、または、
どのようなグループはどのような評価を受ける傾
向があるのかを実験を通して分析している。具体
的には、評価者については UC バークレー校に通
う大学生 131 名を、①「FMLA を順守すると記載
された、企業の規定書を理解しているグループ」、
②「仕事と家庭の両立に対する企業方針を理解し
ているグループ」、③「法律や会社の規定について
何も知らないグループ」の 3 グループに、被評価
者については、同一企業で働く従業員を男女別で
ほぼ同一の職務経験年数、職位ごとに（a）「子を
持たないグループ」、（b）「育児休暇を取得してい
ないグループ」、（c）「育児休暇を取得したグルー
プ」の計 9 グループに分け、昇給の幅、昇進の可
能性、能力、業績貢献、人間関係の対立度、人間
性（温かみ）の 6 項目における評価の違いを考察
している 6。

その結果、③「法律や会社の規定について何も

6  ここにおける育児休暇は、正確には「両親休暇」である。

図表 1　 “法律や会社の規定について何も知らないグループ” における、
昇給に関する評価の違い

（基準：“親でない”従業員）
男性 女性
B B

休暇を取得していない親 -22.727 486.842
休暇を取得した親 -1022.727† -1007.895＊
（Constant） 4750.000 4644.737

N 22 19
R2 .056 .193

†	p<.10;		＊	p<.05
●分析手法：回帰分析
●結果
　・	休暇を取得した親は、親ではない従業員に比べて昇給がない（有意）
　・賃金格差は、男女ともに親ではない従業員よりも約1,000ドル低い
　・休暇を取っていない女性は、昇給に影響がない

出所：�上記資料は、キャスリンほかの発表資料を本人たちから直接提供してもらい、筆者が和訳
したもの

写真 3　カンファレンス風景（1）

本研究の発表者たち
出所：事務局撮影
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知らないグループ」は、（c）「育児休暇を取得し
たグループ」の昇給における評価が厳しいこと（図
表 1 参照）、特に（c）「育児休暇を取得したグルー
プ」の女性については能力を適正に評価するもの
の、昇進の可能性については厳しいこと（図表 2
参照）、（b）「育児休暇を取得していないグループ」
の男性については、人間性や人間関係の対立に対
してそれぞれ好評価であることを明らかにしてい
る。さらに、図表を掲載していないが、②「仕事
と家庭の両立に対する企業方針を理解しているグ
ループ」は、休暇取得者の賃金不利益に対しては
公正であるが、昇進については（c）「育児休暇を
取得したグループ」の女性に対して厳しいこと、
①「FMLA を順守すると記載された、企業の規定
書を理解しているグループ」は、（c）「育児休暇
を取得したグループ」の女性の人間関係対立項目
について好評価であったことを明らかにしてい
る。つまり、FMLA や企業の WLB に対する姿勢
を従業員に周知徹底することは、一定の効果をも
たらすことを明らかにしたといえる。

日本企業においても、松原（2011）が WLB に
対する企業の方針を周知徹底することが従業員の
WLB 実現に寄与することを明らかにしているが、
法律や企業方針の徹底はいずれの国においても従
業員の WLB 実現に必要な要素であるといえる 7。

（2）	西欧諸国における高齢者介護の状況について
（Adult	and	Elder	Care	in	The	Western	
World）

本報告は、仕事と生活の調和促進のための欧州
基金（European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions）が実施した、
EU 加盟 11 カ国 50 以上の企業を対象に、障害ま
たは障害・病気・加齢により介護を要する家族や
親族等の看護・介護をする従業員への支援のあり
方・状況を調査した報告書を紹介したものであ 
る 8。この報告のもとになった調査（Company 
initiatives for workers with care responsibilities for 
disabled children or adults）は、看護と仕事の両
立を長期間している従業員に加え、今後は高齢者

7   詳細は、筆者が分析・執筆した「第二章　社員のワーク・ライフ・バランスの実現と管理職の役割」佐藤博樹・武石恵美子編（2011）
『ワーク・ライフ・バランスと働き方改革』勁草書房 pp50 〜 73 を参照願いたい。

8   EU 加盟 11 カ国は以下のとおり。オーストリア、ベルギー、ドイツ、フィンランド、フランス、アイルランド、オランダ、ポー
ランド、ポルトガル、スロベニア、英国。

図表 2　 “法律や会社の規定について何も知らないグループ” における、
昇進に関する評価の違い（“５年以内に、この従業員は昇進す
ると思うか”）

（基準：“親でない”従業員）
男性 女性

B Odds	Ratio B Odds	Ratio
休暇を取得していない親 -.182 .833 -.491 .612
休暇を取得した親 .560 1.75 -2.06＊ .128
（Constant） .000 1.000 1.030 2.800

N 22 19
Psuedo	R2 .018 .124

＊p<.05
Odds	Ratio（オッズ比）：	2つの事象の関係の強さを示すもの。0から∞の間を動き、オッズ比が1

の時、2つの事象の間に関係はない
●分析手法：2項ロジスティック回帰
●結果
　・休暇を取得した男性について、昇進における不利益は被っていない（有意でない）
　⇒	昇給については、一定の制約を受けるものの、昇進のような影響が長期にわたるものについ

て、不利益を被っていない
　・休暇を取った女性は、親でない女性に比べ、昇進において負の影響を被る

出所：�上記資料は、キャスリンほかの発表資料を本人たちから直接提供してもらい、筆者が和訳
したもの
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の家族・親族等を介護する従業員が増えていく状
況がある中、労働市場への女性参加が一層必要と
なる状況を鑑み、企業による従業員の仕事と介護
の両立支援のあり方・課題について企業へヒアリ
ングしたものである。

まず、企業は主な支援策として、「介護のための
休業」「短時間勤務」「柔軟な働き方や仕事との調整」
など、多様な働き方に関する制度を導入している
ほか、「介護に関する情報提供」「カウンセリング
や介護役割に対する実質的な支援」「従業員と管理
職との意識を高める・能力開発」などのプログラ
ムを用意している。「従業員と管理職との意識を高
める・能力開発」については、親等の介護をする
従業員は、子育て支援を要する世代の従業員に比
べて年齢層が高く就業経験も十分にあるケースが
多いことから、働くことへの意識を高く維持・向
上させることが重要であるとして導入されてい
る。この視点はわが国の介護支援策の中には見ら
れず特徴的であり興味深い。また、多様な働き方
に関連する制度だけでなく、介護にかかる情報提
供やカウンセリング、介護サービスを探すための
費用支援などを組み合わせながら支援することが
有効であることを本調査報告は指摘している。

また、同報告は、仕事と介護の両立には各職場
の管理職の役割が極めて重要であり、職場管理職
の意識を高め、介護をする従業員の管理職を会社
として支援することが職場の円滑運営に効果的で
あること、女性は長期的な休業やキャリア形成に
ネガティブな選択をする可能性があるため、均等
支援にも合わせて取り組むことが重要である点を
指摘している。わが国でも仕事と子育ての両立支
援を進める際に、合わせて男女均等施策にも取り
組むことが重要であるとしているが、介護問題に
おいてもこの点は同じであるといえる。

さらに、本報告では英国のブリティッシュ・テ
レコム（以下、BT 社と記す）における取り組みを

具体的に紹介している 9。同社は、従業員の 7 人
に 1 人が介護者となっており、従業員の介護支援
は喫緊の課題である。したがって、同社では、介
護をする従業員の支援は組織運営上の課題と捉え、
2009 年から同社が中心となって「介護者のための
雇用者」という企業間活動を展開している。また、
介護者があらゆる場で介護責任について話し合え
るよう、介護者のための社内ネットワークの構築、
外部機関が主催するカンファレンス等への参加機
会の提供等を行っているほか、介護をする従業員
が柔軟に働くことができるよう、職場の管理職に
働き方にかかる権限を委譲したり、在宅勤務がで
きるよう支援するなどの取り組みを展開してい
る。今後は、高度に訓練された従業員の保持に向
けたキャリアパスの開発なども進めることとして
いる。

また、本報告では、米国における取り組みも紹
介されている。具体的には、前述した The Alfred 
P. Sloan Foundation が 3 年 ご と に 実 施 す る
"National Study of Employers"10 の調査結果をベー
スとしたもので、多様な働き方の推進状況やその
理由、推進上の課題に焦点を当てながら大企業と
中小企業の取り組みの違いを考察した内容となっ
ている。米国企業における WLB の推進はリーマ
ンショック以降、働く時間や場所に裁量権を与え
る取り組みへと移行する傾向がみられ、特に中小

9  BT 社は英国の WLB 推進企業として数多くの表彰を受けている。
10  調査対象は従業員数 50 人以上の企業 1,126 社。

写真 4　カンファレンス風景（2）

出所：事務局撮影
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企業でその傾向が顕著である。また、介護にかか
る支援については高齢者介護や介護サービスへの
情報提供が増えており、企業が従業員に働き方の
裁量を与えながら外部サービスを活用し仕事と介
護を両立させることが支援の中心になりつつある
といえる。

以上の報告から、欧米企業では、長い休業を取
らせることによる仕事と介護の両立を支援ではな
く、働き続けながら従業員が介護責任も果たせる
こと、キャリアの中断が生じないような施策を提
供しているといえる。わが国では、多様な働き方
の必要性に理解を示しながらも、いまだ画一的な
働き方から脱却できていないといえる。来たる“大
介護時代” に向け、従来の職場運営のあり方を見
直す必要が目の前まで来ているといえる。

（3）	職場への介入に関する学際的な調査
（Interdisciplinary	Research	on	
Workplace	Intervention）

本内容は、仕事・家族・健康ネットワーク（Work, 
Family & Health Network）11 に所属する各分野の
研究者が、職場の WLB 実現に向けた教育訓練を
受けた管理職とそうでない管理職の 2 ケースを比
較しながら、各項目における部下の WLB 度を分
析しているものの途中経過を報告したものである

（写真 5 を参考）。
具体的には、IT 企業グループ（55 対象グループ、

694 人）と介護サービス企業グループ（30 施設、
1,528 人）において、上司へ部下の WLB を実現す
るための教育訓練 12 を提供したグループ（以下、
介入グループと記す）とそうでないグループに分

11   Work, Family & Health Network：国立子どもの健康と人間発達研究所（NICHD）他の支援を受けて、職場におけるワーク・ラ
イフ・コンフリクトや従業員の家族問題、健康問題を研究している機関。社会学、組織行動学、健康科学などの研究者が 6 つの
チームに分かれて学際的に研究を進め、従業員の WLB 実現を図るための、職場での介入について研究を進めており、多様な職
場での実態把握を通じて、一般モデルの構築を目指している。

12   Family Supportive Supervisory Behavior（家族支援的な上司が持つ行動特性）の教育訓練とは、感情レベル、日々のマネジメン
トにおける支援、ロールモデル的な行動、仕事と家庭を両立できるマネジメントなどの行動特性を管理職が身に付けるための教
育プログラムである。具体的には、e ラーニングで企業による WLB 取り組み意義を理解させるほか、対面での対話訓練、訓練
後の行動確認（部下と話した、部下の家族や自分の家族について話した、部下の仕事ぶりについてポジティブなフィードバック
をした、部下の業務改善について支援した、部下のスケジュール管理を支援した）など。

写真 5　研究報告資料

介入グループとそうでないグループとの夫婦関係と親子関係に対する効果の違いに関する資料
①　両写真内のUP（Usual	Practice）＝介入していないグループ、INTV＝介入グループを示している。
②　	左は夫婦関係への影響を見たものであり、INTVの薄いグレー＝WLC減少が濃いグレー＝WLC悪化を大きく上回っていることがわかる。こ

れは上司の支援がありかつWLCが減少した際に夫婦関係が良好になった結果を示している。
③　	右は、親子関係への影響を見たものであり、INTVの薄いグレー＝上司の支援ありの場合に、濃いグレー＝上司の支援なしに比べて親から子へ

の干渉度が大きく改善していることを示している。
出所：プロジェクトメンバー撮影
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け、部下の WLB 実現に関する指標に違いがある
かを見ている。各指標については、従業員のワー
ク・ライフ・コンフリクト（以下、WLC と記す）13

とファミリー・ワーク・コンフリクト、個人の福
利水準指標（心血管リスク、睡眠中断、心理スト
レスなど）、家族の福利水準指標（家族関係、夫婦
関係）、仕事の効果指標（職務満足度、離職意識、
パフォーマンス、安定感など）などがある。なお、
本報告は調査開始から半年程度しか経過しておら
ず、報告後も調査・検証が続いている点に留意す
る必要がある。

まず、調査開始前 1 週間における部下の睡眠時
間、心血管疾患のリスクについて調べると、自分
の上司を「部下の WLB のニーズを理解し柔軟で
ある」と思っている場合、部下の心血管疾患のリ
スクは低く、睡眠時間が長い傾向がある。そのう
えで、介入グループとそうでないグループの調査
結果をみると、IT 企業グループの介入グループで
は、従業員の仕事管理および従業員の仕事と家庭
の調和が改善したとの結果が得られている。また、
労働時間の変化や多忙感に関する指標について、
両グループに大きな変化は見られなかったが、週
の労働時間が 50 時間以上の勤務者（29％）につ
いて、一部の指標に改善が見られたこと 14、家族
の福利水準指標については、介入グループで上司
の支援が高まった場合や WLC が減少した場合に
夫婦（カップル）の助け合いの関係に正の効果が
みられたこと、親子の関係において介入グループ
で上司の支援が高まった場合や WLC が減少した
場合に、親から子への過剰反応を減らす効果が
あったことを明らかにしている。

4．おわりに
筆者が参加できたものは本カンファレンスで発

表された多数の研究発表のうちのわずかであり、
本稿で紹介したものは、さらにそのうちの 3 つだ
けである。本紹介事例から、世界の WLB 事情を
考察することは不可能であるが、紹介した報告内
容を参考に、わが国を含む各国企業における
WLB の課題と特徴をまとめてみる。

第一に、長期の休業・休暇制度の利用は制度利
用者のキャリアに影響を及ぼす可能性がある。わ
が国でも育児休業制度の利用者に対する目標設定
や評価のあり方については、松原（2004）（2010）、
21 世紀職業財団（2009）（2010）をはじめ数多
くの研究がなされているが、いまだに WLB に関
する調査では、制度運用上の課題に「制度利用者
の評価」「目標管理のあり方」をあげる企業、管理
職は多い。特に、わが国の企業は多様な働き方の
制度利用者が少なく、時間外労働など決まった労
働時間以外にも働くことができる従業員が多数い
る中では、制度利用者の目標設定、評価において
公正性を確保することは難しい 15。しかし、今後

「仕事と介護の両立」が課題になる中で、子育てを
する従業員を加えると、従来どおりの働き方がで
きる従業員はこれまで以上に少なくなる。制度利
用者の人事管理のあり方については、海外におけ
る研究を参考にしながら積極的に取り組んでいか
ねばならないといえる。

第二に、前述のとおり、WLB の課題が「仕事と
介護の両立」に移行しつつある点があげられる。
本カンファレンスの研究発表では、仕事と介護の
両立には、フレックスタイムや在宅勤務などの多
様な働き方の制度と社会サービスをうまく活用し
ながら働き続ける仕組みを構築することが有効で

13   ワーク・ライフ・コンフリクトとは、社員が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の生活で取り組みたいこと、取り組む
必要があることに取り組めなくなる状態をいう。

14   この結果について、調査対象グループの 90％以上が男性の高学歴者であるため、長時間労働が常態化しているケースについて
一定の効果が表れる可能性があることが考えられる。

15   日本企業の従業員の働き方が EU 諸国（イギリス、ドイツ、オランダ、スウェーデン）に比べて短時間勤務制度やフレックスタ
イム制度、在宅勤務制度の利用者が少なく、かつ勤務時間も画一的であることは武石（2010）が詳しい。参照されたい。
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あると紹介した。多様な働き方の推進には、それ
を可能にする IT 環境の整備と職場体制の構築が
不可欠である 16。特にわが国は、世界一の高齢化
率となり、今後も急速に高齢化が進んでいく。ま
ず経営者や管理職は、各職場の人的資源がいかな
る状況に置かれているのか、今後どのような人材
活用上の課題が生じる可能性があるかを把握し、
そのうえで事業方針に適した人材活用と能力開発
のあり方を真剣に検討する必要があろう。また、
高年齢者雇用安定法により企業が高い年齢層の従
業員を雇用し続ける必要も高まる。これまでは 40
代以降のキャリア形成については企業は消極的で
あったが、今後は 40 代以降にも継続的にキャリ
ア形成していくことを加味した人事管理のあり方
を検討することも重要である。

第三に、前述の第一、第二とも関連するが、職
場の管理職のマネジメント力向上の必要性であ
る。海外では WLB に関する研修・訓練を提供し
た管理職とそうでない管理職の職場生産性や従業
員の WLC 度を比較検証していた。やや極端な言
い方であるが誤解を恐れずに言えば、もし従業員
の職場生産性や健康に管理職の WLB に対する理
解や関わりが関連するのであれば、「部下の WLB
の実現に支援的であるか」という点は、組織の業
績に影響する重要要素であり、管理職の選抜基準
にもなりえるのではないか。どのようなタイプの
管理職が職場生産性のみならず従業員のモチベー
ション向上に寄与するかについては筆者を含め研
究が進んでいるが、さらに同分野の調査が必要で
あろう 17。

わが国は法的整備が進み、それによって企業の
WLB 関連制度の導入はかなり進んだといえる。
しかし、働き方については依然画一的で、WLB 関
連制度を十分に使える状況にあるとは言い難い。
まずは制度を円滑に利用できる職場環境の整備が

不可欠であるが、今後は制度利用者のキャリア形
成や処遇についても考察を深めていく必要がある
と考える。
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