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はじめに

　仕事と家庭のバランスは，労働者にとって重要な課題
である。内閣府（2007）は，「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲章」を策定し，仕事と生活の
調和が実現した社会は，「国民一人ひとりがやりがいや
充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすととも
に，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年
期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・
実現できる社会」と定義し，さまざまなワーク・ライフ・
バランス促進のための施策がとられてきた。「働き方改
革」「プレミアムフライデー」などもその流れの中にあ
る。しかし，日本社会は，人々の働き方に関する意識や
環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず，仕
事と生活が両立しにくい現実に直面している。ワーク・
ライフ・バランスの実現は，労働者一人ひとりだけでな
く，企業，地域を含む社会全体の取り組みが必要である。
ワーク・ライフ・バランスの実感が低いという現状を考
慮すると，ワーク・ライフ・バランス実現のためには更
なる知見の積み上げを必要としている。
　そこで本研究では，ワーク・ライフ・バランスにかか
わる2つの概念であるワーク・ファミリー・コンフリク
ト（Work-family conflict）とワーク・ファミリー・ファ
シリテーション（Work-family facilitation）に関する先
行研究をもとに，ワーク・ファミリー・コンフリクトと
ワーク・ファミリー・ファシリテーションの関連要因に
ついて，これまでの主要な研究結果を整理し，今後の研
究の方向と課題を明らかにすることとした。
　ワーク・ファミリー・コンフリクトとワーク・ファミ
リー・ファシリテーションの関連要因に関するレビュー
文献をみてみると，Byron（2005）は，ワーク・ファミ
リー・コンフリクトの先行要因を，①仕事要因，②仕事

外要因と③デモグラフィック／個人要因と3つのカテゴ
リーに分類し，これらの要因とワーク・ファミリー・コ
ンフリクトとの関連についてメタ分析を行った。また，
Tsionou & Konstantopoulos（2015）は，仕事関連要因
と家庭関連要因の視点から，ワーク・ファミリー・コン
フリクトとワーク・ファミリー・ファシリテーションの
アウトカムについて検討した。以上のことから本稿では，
ワーク・ファミリー・コンフリクト／ファシリテーショ
ンの関連要因，すなわち先行要因とアウトカムをそれぞ
れ仕事要因，家庭要因，デモグラフィック／個人要因の
3つの視点から検討する。

ワーク・ファミリー・コンフリクトの関連要因

　ワーク・ファミリー・コンフリクトとは，個人の仕事
と家庭からの役割要請が，いくつかの観点で互いに両立
しないような役割間葛藤の一形態であり，3つの形態，
すなわち①時間に基づく葛藤（例：仕事で時間がふさが
り，家庭での責任が十分に果たせずにいる。），②スト
レインに基づく葛藤（例：職場でのストレスのために，
家に帰っても自分が好きなことさえ出来ないことがあ
る。），③行動に基づく葛藤（例：私の仕事を円滑に進め
る上で有効な考え方や態度は，家庭内の問題を解決する
上では，有害でさえある。）および，①家庭領域から仕
事領域への葛藤（Family to work conflict）と②仕事領
域から家族領域への葛藤（Work to family conflict）の2

つの方向からなる（Greenhaus & Beutell, 1985）。以下，
関連要因を先行要因とアウトカムに分けて概観する。

ワーク・ファミリー・コンフリクトの先行要因

1．仕事要因
　 1 ）労働時間
　Greenhaus & Beutell（1985）が提唱したワーク・ファ
ミリー・コンフリクトの3領域から考えると，仕事に費
やす時間が多くなる場合には，家族からの役割要請をう
まく遂行できなくなり，時間に基づく葛藤が生じる可能
性があると考えられる。長時間労働がワーク・ファミ
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リー・コンフリクトを高めることは，いくつかの研究に
よって示されている（Byron, 2005；松田，2006）。金井

（2002）は，研究対象者を共働き・女性群，共働き・男
性群，妻専業主婦・男性群の3群別に分析を行ったところ，
共働き・男性群と妻専業主婦・男性群については，仕事
時間関与からワーク・ファミリー・コンフリクトへの正
の影響が見いだされた。
　 2 ）役割過重
　Duxbury, Lyons, & Higgins（2008）は，役割過重（Role 

overload）を，「仕事の量に対して使用できる仕事の時
間が不足している」と定義した。役割過重は，ワーク・ファ
ミリー・コンフリクトを引き起こすことが示されている

（Elloy & Smith, 2003）。Ilies, Schwind, Wagner, Johnson, 

DeRue, & Ilgen（2007）は，労働時間をコントロールし
たとしても，役割過重は仕事から家庭へのコンフリクト
を高めることを見いだした。
　 3 ）仕事ストレッサー
　Peeters, Jonge, Janssen, & Linden（2004） は， 仕 事
の認知的ストレッサー（Cognitive stressors），情緒的
ストレッサー（Emotional stressors），身体的ストレッ
サー（Physical stressors）の3つの仕事ストレッサーを
測定した結果，すべてのストレッサーがワーク・ファミ
リー・コンフリクトを高めることを示している。また，
Ghislieri, Emanuel, Molino, Cortese, & Colombo（2017）
は，情緒的不調和（Emotional dissonance）が労働者の
ワーク・ファミリー・コンフリクトを高めることを示し
ている。Noor & Zainuddin（2011）のマレー人教師102

名を対象とした研究では，感情労働（Emotional labor）
がワーク・ファミリー・コンフリクトを高めることと，
ワーク・ファミリー・コンフリクトを媒介しバーンアウ
トを引き起こすことが明らかにされている。
　 4 ）ソーシャル・サポート
　職場におけるソーシャル・サポートとしては，上司
からのサポート，同僚からのサポートなどが挙げられ
る。ソーシャル・サポートはワーク・ファミリー・コン
フリクトを緩和する効果が示されている（Frone, 2003; 

Byron, 2005）。また，Cinamon & Rich（2009）は上司か
らのサポート，同僚からのサポートと仕事外要因である
配偶者からのサポートの効果をそれぞれ測定した結果，
上司からのサポートのみワーク・ファミリー・コンフリ
クトへの影響が有意であった。このように，労働者にお
けるワーク・ファミリー・コンフリクトの変動はソーシャ
ル・サポートの属性によって異なることが考えられる。
　 5 ）仕事の裁量権
　Butler, Grzywacz, Bass, & Linney（2005）は，日単位
の仕事の裁量権（Job autonomy）は，日単位の仕事か

ら家庭へのコンフリクトを弱めることを指摘している。
また，Grönlund（2007）は，スウェーデン人労働者800

名を対象として行った研究では，仕事の裁量権は仕事か
ら家庭へのコンフリクトを弱めることを示している。
　 6 ）企業政策
　 Raymond & Fitz（2004）は，企業側が実施する家庭
支援政策とワーク・ファミリー組織支援が仕事から家庭
へのコンフリクトを緩和することを見いだした。
　 7 ）仕事の要求度―資源モデルとの関連
　仕事要因は後述する家庭要因，デモグラフィック／個
人要因よりも，ワーク・ファミリー・コンフリクトと
強い相関があることが先行研究によって示されている

（Frone, Russell, & Cooper, 1992）。ワーク・ファミリー・
コンフリクトに影響を及ぼす仕事要因は様々であるが，
仕事の要求度―資源モデル（Job Demands-Resources 

model: Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 

2001）を用いて二つのカテゴリー（仕事の要求度，仕事
の資源）に分類することができる。仕事の要求度―資源
モデルは職務ストレスを説明するモデルであり，現時点
では最も支持されているモデルの一つである。ワーク・
ファミリー・コンフリクトにおいては，仕事領域の状況
をとらえるモデルと位置付けることができる。仕事の要
求度とは，従業員の適応能力を超えた場合，精神的な
ストレスを引き起こす可能性がある仕事の特性である

（Bakker, Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007）。
上記の労働時間，役割過重，職務ストレッサーは仕事の
要求度の例である。一方，仕事の資源とは，個々の従業
員に資源を提供する仕事の側面を意味する（Demerouti 

et al., 2001）。ソーシャル・サポート，仕事の裁量権，
企業側の支援政策は仕事の資源の例である。以上の先行
研究をみてみると，仕事の要求度はワーク・ファミリー・
コンフリクトを高めるのに対し，仕事の資源はワーク・
ファミリー・コンフリクトを低減させることが明らかに
されている。

2 ．家庭要因
　 1 ）子どもの人数
　Giray & Ergin（2006）は共働き夫婦157組を対象とし
た研究では，女性労働者の場合，子どもの人数と家庭か
ら仕事への葛藤との間に正の相関があることが明らかに
されている。子供の数が多いほど，家庭から仕事への葛
藤は高くなる傾向が見られた。
　 2 ）配偶者の就業／労働状況
　Elloy & Smith（2003）の研究では，共働き夫婦は片
働き夫婦に比べるとより多くのワーク・ファミリー・
コンフリクトを経験する傾向が見いだされた。Geurtsa, 

Ruttea, & Peetersb（1999）がオランダ人研修医166名を
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対象に行った研究では，配偶者の残業時間が仕事から家
庭へのコンフリクトを高めることを見いだした。
　 3 ）ソーシャル・サポート
　仕事外のソーシャル・サポート，主に配偶者からのサ
ポートは仕事から家庭へのコンフリクトを低減させる
ことが明らかになった（Halbesleben, Wheeler, & Rossi, 

2012; Blanch & Aluja, 2012a）。

3 ．デモグラフィック要因／個人要因
　 1 ）性別
　Duxbury, Higgins, & Lee（1994）は，男性より女性の
方がワーク・ファミリー・コンフリクトを多く経験する
ことを指摘している。Kossek & Ozeki（1998）のメタ分
析においても同じ結果が示唆された。また，金井（2002）
は，同じ共働きの男女間では，女性のワーク・ファミ
リー・コンフリクトの得点が高い結果が得られた。金
井（2002）は共働きの状況においても，男性は仕事で女
性は家事という伝統的性役割観が明確であり，特に家庭
から職場に進出している形になっている女性の方に家事
時間関与や家事過重は重く，ひいてはワーク・ファミ
リー・コンフリクトの負荷が生じることを指摘した。一
方，Balmforth & Gardner（2006）の研究では，ワーク・
ファミリー・コンフリクトに男女差がないことを報告し
た。さらに，松田（2006）は，育児期の共働き夫婦237

組を対象に研究を行い，以下のような知見を示している。
第一に，労働時間の長さが等しい場合，夫よりも妻の方
がワーク・ファミリー・コンフリクトの水準が高い。第
二に，本人の労働時間が長いほどワーク・ファミリー・
コンフリクトが高まる効果の大きさは，夫と妻で等しい。
松田はこの相反する結果から，ワーク・ファミリー・コ
ンフリクトの男女差を検討する際，労働時間，家事・育
児時間の量的な面のみではなく，質的な面を考慮する必
要性を指摘した。ワーク・ファミリー・コンフリクトの
性差を検討する際，家族の就業形態，ジェンダー観など
を含めて検討する必要があると考えられる。
　 2 ）パーソナリティ特性
　Wayne, Musisca, & Fleeson（2004）の研究では，ワー
ク・ファミリー・コンフリクト／ファシリテーションと
ビッグファイブとの関連性について検討した。高い神経
症傾向（Neuroticism）と低い誠実性（Conscientiousness）
は，ワーク・ファミリー・コンフリクトを予測する要因
として存在することが示されている。
　 3 ）個人資源
　個人資源（Personal resources）とは労働者自身の
資源であり，仕事のパフォーマンスを高めるために開
発・ 管 理 で き る も の で あ る（Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti, Schaufeli, 2007）。 そ れ ら は， 例 え ば 自 己

効 力 感（Self-efficacy, Bandura, 1989）， 組 織 内 自 尊
心（Organizational-based self-esteem, Pierce, Gardner, 

Cummings, & Dunham, 1989）， 楽 観 性（Optimism, 

Scheier & Carver, 1985）などである。先行研究を概観
すると，個人資源はワーク・ファミリー・コンフリク
トを低減させることが明らかにされている。例えば，
Rashid, Nordin, Omar, & Ismail（2012）が 689 名の看護
師を対象として行った調査では，組織内自尊心がワー
ク・ファミリー・コンフリクトと有意な負の相関が認め
られた。高自尊心をもつ労働者は，ワーク・ファミリー・
コンフリクトのような仕事と家庭の葛藤に対して対処す
る能力が高いことが示唆された。また，Boyar & Mosley

（2007）は介護施設の従業員124名を対象に，自己効力感，
組織内自尊心がワーク・ファミリー・コンフリクトを低
減させることを指摘した。

ワーク・ファミリー・コンフリクトのアウトカム

1．仕事要因
　組織行動・態度
　ワーク・ファミリー・コンフリクトは，仕事満足感を
引き下げることがいくつかの研究によって示されている

（Wayne et al., 2004; Zhao, Qu, & Ghiselli, 2011）。また，
高水準のワーク・ファミリー・コンフリクトは組織コ
ミットメント（Organizational commitment）へのネガ
ティブな効果も見いだされた（Kossek & Ozeki, 1998）。
Demerouti, Bouwman, & Sanz-Vergel（2011） は， 金 融
機関に勤務する女性従業員386名を対象とした縦断調査
を行い，高水準のワーク・ファミリー・コンフリクトは
一年後の欠勤頻度と欠勤期間を予測する結果が得られ
た。

2 ．家庭要因
　仕事満足感と同様に，Zhao et al．（2011）は，ワーク・
ファミリー・コンフリクトが労働者の家庭満足感を引き
下げるといったネガティブな効果をもたらすことを指摘
した。Ilies et al．（2007）の縦断研究では，日々のコン
フリクトと家庭関連の社会的活動との関連について検討
した。仕事から家庭へのコンフリクトを体験した日にお
いては，そうではない日と比べると社会的活動が著しく
減少する傾向が見いだされた。

3 ．個人要因
　 1 ）精神的健康
　ワーク・ファミリー・コンフリクトが労働者の精神的
健康を引き下げることは，多くの先行研究によって実
証されてきた（Grice, McGovern, Alexander, Ukestad, & 

Hellerstedt, 2011; Innstrand, Langballe, Espnes, Falkum, 

& Aasland, 2008）。ワーク・ファミリー・コンフリクト
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は労働者のバーンアウトを高めることが明らかにされて
いる（Cinamon & Rich, 2009）。松浦他（2008）は，成
人期の女性のワーク・ファミリー・コンフリクトが抑う
つ傾向を高めることと，パーソナリティ特性である自己
志向がワーク・ファミリー・コンフリクトから抑うつ傾
向への影響を調節することを明らかにしている。
　 2 ）行動
　ワーク・ファミリー・コンフリクトは労働者の精神的
健康に影響を与えるだけでなく，一人ひとりの行動面に
様々な影響をもたらすことが明らかにされている。例え
ば，Wang, Liu, Zhang, & Shi（2010）の日誌法による縦
断研究では，日単位の仕事から家庭へのコンフリクトは，
日単位のアルコール依存を誘発することを指摘した。
　 3 ）対処行動
　ワーク・ファミリー・コンフリクトのあり方によって，
ワーク・ファミリー・コンフリクトへの対処行動が異な
ることが明らかにされている。加藤（2006）の共働き家
庭を対象として行った研究では，ワーク・ファミリー・
コンフリクトへの対処行動を夫婦間役割調整対処，家庭
役割低減対処，家庭役割充実対処，仕事役割低減対処を
分類した。さらに，ワーク・ファミリー・コンフリクト
への対処行動のプロセスを検討した結果，夫婦間役割調
整対処や家庭役割充実対処は家庭から仕事へのコンフリ
クトによって生起し，それらの対処が個人の満足感や精
神的健康にポジティブな影響を及ぼすというプロセスが
示され，対処行動の緩衝効果が指摘された。

ワーク・ファミリー・ファシリテーションの
関連要因

　ワーク・ファミリー・コンフリクトのように，仕事
と家庭とが葛藤するといったネガティブな側面だけで
なく，仕事と家庭が支えあうといったポジティブな側
面にも注目することの重要性が示唆されてきた。藤本

（2011）は，Poelmans, Stepanova, & Masuda（2008）の
レビュー文献で扱った仕事と私生活のポジティブな関係
を捉える概念をいくつか紹介した。例えば，ひとつの役
割における経験が別の役割における経験の質を高めるこ
とであるワーク・ファミリー・エンリッチメント（Work 

enrichment; Greenhaus & Powell, 2006），気分，スキル，
価値観などが役割間で流出し生活全体の質を高めること
であるポジティブ・スピルオーバー（Positive spillover; 

Carlson, Kacmer, Wayne, & Grzywacz, 2006），複数の役
割に携わることで個人がもつ心理的，社会的資源が強
化されることであるエンハンスメント（Enhancement; 

Ruderman, Ohlott, Panzer, & King, 2002）などが挙げら
れる。本稿では，ワーク・ファミリー・ファシリテーショ

ンに焦点をあてることにする。ワーク・ファミリー・ファ
シリテーションとは，ひとつの役割に携わることで得ら
れる資源が，別の役割遂行を容易にする相乗効果の一形
態である（Wayne et al., 2004）。ワーク・ファミリー・
コンフリクトと同様に，ワーク・ファミリー・ファシリ
テーションも家庭領域から仕事領域への促進（Family 

to work facilitation）と仕事領域から家庭領域への促進
（Work to family facilitation）の2つの方向からなる。

ワーク・ファミリー・ファシリテーションの
先行要因

1．仕事要因
　 1 ）ソーシャル・サポート
　Karatepe & Bekteshi（2008）は，職場におけるソー
シャル・サポートがワーク・ファミリー・ファシリ
テーションを促進することを明らかにしている。また
Cowlishaw, Birch, McLennan, & Hayes（2014）は，上司
のリーダーシップの発揮がワーク・ファミリー・ファシ
リテーションへのポジティブな影響を見出した。
　 2 ）仕事の裁量権
　仕事の裁量権はワーク・ファミリー・ファシリテー
ションを促進することが明らかにされている（Butler et 

al., 2005）。Sanz-Vergel, Demerouti, Moreno-Jimenez, & 

Mayo（2010）は，仕事中の余暇におけるリカバリーはワー
ク・ファミリー・ファシリテーションを高めることを明
らかにした。
　 3 ）その他の仕事の資源
　その他の仕事の資源として，仕事課題の意義（Chen, 

Chiang, & Huang, 2017）， 企 業 政 策（Raymond & Fitz, 

2004）がワーク・ファミリー・ファシリテーションを促
進する効果をもつことが確認されている。

2 ．家庭要因
　ソーシャル・サポート
　Voydanoff（2004）は，家族・友人からのサポートが
仕事から家庭へのファシリテーションと正の関連がある
ことを示した。家族からのサポートはワーク・ファミ
リー・ファシリテーションを促進する上で重要な役割を
担うことが考えられる。

3 ．デモグラフィック要因／個人要因
　 1 ）婚姻状態
　Balmforth & Gardner（2006） は， 既 婚 労 働 者 よ り
未婚労働者の方が高水準のワーク・ファミリー・ファ
シリテーションがあることを報告した。Balmforth & 

Gardnerは，未婚労働者は家庭生活における役割が少な
いため，より多くの時間とエネルギーを仕事に投入する
ことができており，仕事から家庭へのファシリテーショ
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ンが容易に達成できると指摘した。労働者の婚姻状態が
ワーク・ファミリー・ファシリテーションに影響をもた
らす可能性があると考えられる。
　 2 ）パーソナリティ特性
　前述したWayne et al., （2004）が行ったワーク・ファ
ミリー・ファシリテーションとビッグファイブの関連性
についての研究では，高い外向性はファシリテーション
の予測要因であることを指摘した。

ワーク・ファミリー・ファシリテーションの
アウトカム

1．仕事要因
　 1 ）組織行動・態度
　ワーク・ファミリー・ファシリテーションは仕事
満 足 感 を 高 め る こ と が 示 さ れ て い る（Choi & Kim, 

2012; Karatepe & Kilic, 2009; Wayne et al., 2004）。Van 

Steenbergen & Ellemers（2009）は，ワーク・ファミリー・
ファシリテーションが高い労働者は，1年後の欠勤率が
低いことを指摘した。Amah（2009）は，ワーク・ファ
ミリー・ファシリテーションが労働者の離職意思を低減
させる直接効果と，ワーク・ファミリー・コンフリクト
から離職意志への影響を緩和する間接効果を持つことを
明らかにしている。Karatepe & Bekteshi（2008）は，ワー
ク・ファミリー・ファシリテーションが高い労働者は，
より良い仕事のパフォーマンスを発揮できることを見出
した。Karatepe & Kilic（2009）は，家庭から仕事へのファ
シリテーションは労働者の組織コミットメントを促進す
る効果があることを示している。

2 ．家庭要因
　家庭満足感
　ワーク・ファミリー・ファシリテーションは労働
者の家庭満足感を高めることが明らかにされている

（Karatepe & Bekteshi, 2008; Pattusamy & Jacob, 2016）。

3 ．デモグラフィック要因／個人要因
　 1 ）精神的健康
　ワーク・ファミリー・ファシリテーションは，労働者
の精神的健康にポジティブな影響をもたらすことが示
されている。Culbertson, Mills, & Fullagar（2012）は，
ワーク・ファミリー・ファシリテーションが労働者ワー
ク・エンゲイジメント（work engagement）を高めるこ
とを指摘している。ワーク・エンゲイジメントとはバー
ンアウトの対概念であり，仕事に向けられた持続的かつ
全般的な感情と認知と定義される（Schaufeli, Salanova, 

Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002）。ワーク・ファミリー・
ファシリテーションにより高まるワーク・エンゲイジメ
ントが高い労働者は，仕事に対して誇りややりがいを持

ち，仕事に対して熱心に取り組み，いきいきとした状態
にあるというポジティブなパフォーマンスをもたらすと
言える。
　 2 ）身体的健康
　ワーク・ファミリー・ファシリテーションは労働者の
精神的健康を維持するだけでなく，身体的健康へのポ
ジティブな影響も実証されてきた。Van Steenbergen & 

Ellemers（2009）は金融機関に勤務する従業員 1134 名
を対象に研究を行った。その結果，ワーク・ファミリー・
ファシリテーションはより良いコレステロール値，BMI

といった身体的指標を予測することを示している。この
結果から，従来重視されてきている主観的ウェルビーイ
ング以外に，ワーク・ファミリー・ファシリテーション
から客観的な指標で測定できる身体的健康への影響も重
要である。

考察

　以上，ワーク・ファミリー・コンフリクト／ファシリ
テーションの関連要因に関する先行研究から，以下のよ
うな知見が得られた。

ワーク・ファミリー・コンフリクト／ファシリテー
ションの先行要因に関する知見
　まず，ワーク・ファミリー・コンフリクトに影響を与
える仕事要因として，労働時間，役割過重，職務ストレッ
サー，ソーシャル・サポート，仕事の裁量権，企業政策
が挙げられた。各要因をまとめると，仕事の要求度はワー
ク・ファミリー・コンフリクトを増大させ，仕事の資源
はワーク・ファミリー・コンフリクトを低減させること
が示された。また，家族構造，家族からのサポートなど
の家庭要因からの影響も見いだされた。特にワーク・ファ
ミリー・コンフリクトを緩和する視点から考えると，家
族からのサポートは不可欠な要因だと考えられる。さら
に，性別といったデモグラフィック要因を扱った研究は
いくつかあったが，一致した結果が見いだせなかった。
金井（2002）と松田（2006）の研究結果を合わせて考え
ると，性役割観や労働時間といった他の要因を含めて検
討すると，働く男女の経験するワーク・ファミリー・コ
ンフリクトが異なることが明らかになった。パーソナリ
ティ特性と個人資源といった個人要因とワーク・ファミ
リー・コンフリクトとの間に関連があることが示された。
ワーク・ファミリー・コンフリクトの対処法を考える際，
労働者は組織レベルの資源を利用すると共に，いかに個
人資源を充実させることは重要であろう。
　一方，ソーシャル・サポートと仕事の裁量権や，その
他の仕事の資源は，ワーク・ファミリー・ファシリテー
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ションを促進する仕事要因であることが示された。ま
た，ワーク・ファミリー・コンフリクトと同様に，家族・
友人からのサポートは重要な家庭要因として存在するこ
とが明らかになった。さらに，少数だが婚姻状態といっ
たデモグラフィック要因とパーソナリティ特性からワー
ク・ファミリー・ファシリテーションへの影響も示され
た。

ワーク・ファミリー・コンフリクト／ファシリテー
ションのアウトカムに関する知見
　仕事領域において，ワーク・ファミリー・コンフリク
トは労働者の仕事満足感を引き下げ，様々なネガティブ
な組織行動（低組織コミットメント，欠勤）をもたらす
ことが明らかになった。また，家庭満足感の低下，社会
的活動の減少といった家庭領域のネガティブな結果も見
いだされた。さらに，ワーク・ファミリー・コンフリク
トのバーンアウト，抑うつ傾向，アルコール依存など，
労働者の精神的健康や日々の生活への影響は無視できな
い問題だといえよう。
　一方，ワーク・ファミリー・ファシリテーションは労
働者の仕事満足感，家庭満足感を高め，ポジティブな組
織行動を促進することが示された。さらに，ワーク・ファ
ミリー・ファシリテーションの発生により，労働者の精
神的健康，身体的健康が維持される傾向が見られた。

今後の研究の方向性

　本研究では，労働者のワーク・ファミリー・コンフリ
クト／ファシリテーションの関連要因に関する主要研究
を概観し，それらの要因を仕事関連要因，家庭関連要因，
デモグラフィック／個人関連要因の3つの領域に分類し
た。今後の課題と研究の方向性を以下のように示すこと
とする。
　第一に，ワーク・ファミリー・コンフリクト／ファシ
リテーションの仕事から家庭，家庭から仕事という2つ
の方向性を重視することが挙げられる。これまでの研究
をみてみると，多くの研究者が家庭から仕事へのコンフ
リクトよりも仕事から家庭へのコンフリクトについてよ
り注目してきたことが示され（吉田，1999），仕事要因
の側面のみでワーク・ライフ・バランス対策を講じる傾
向があると考えられる。しかし，女性の社会進出や核家
族の増加など，家族構造，家族の労働状況といった家庭
要因は益々重要になるのであろう。従って，ワーク・ファ
ミリー・コンフリクト／ファシリテーションの仕事から
家庭，家庭から仕事という二つの方向を共に重視するこ
とは，ワーク・ライフ・バランスを実現させる上で重要
な課題だと考えられる。

　第二に，ワーク・ファミリー・ファシリテーションの
ようなポジティブな仕事と家庭の関係性に関する知見を
積み上げることの必要性である。本論文において，ワー
ク・ファミリー・コンフリクト／ファシリテーションに
共通している要因はあるものの，それぞれ別の関連要因
があることが明らかになった。このことから，ワーク・
ファミリー・コンフリクトの対処策として通用するもの
は，必ずしもワーク・ファミリー・ファシリテーション
の促進策とは限らないことが指摘できる。これまでの仕
事と家庭の両立に関する研究の多くは，支援政策やコー
ピングを通していかにワーク・ファミリー・コンフリク
トを解消し，バランスを達成させるかに関するものであ
る。ワーク・ファミリー・ファシリテーションのような
ポジティブな関係性を論じる研究はまだ少数であり，特
に日本においてあまり関心が払われてこなかった部分で
ある。今後この視点からの検討が期待される。
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ABSTRACT

Research Perspectives on the Antecedents and Consequences of Work Family 
Conflict and Work Family Facilitation

Chen DI and Atsuko KANAI

 In recent years,researchers have begun to pay increasing attention to the issue of work-life balance. 

In the present study,we attempted to review the recent literature and to categorize the various ante-

cedents and consequences of the two aspects of work-life balance: work family conflict and work fam-

ily facilitation. The factors of work family conflict/facilitation were classified as three categories: work 

related factors,family related factors and,demographic/individual factors. The findings showed that 

work family conflict was influenced by work hours,role overload,job stressors,job autonomy,social 

support and organizational policies in work domain and,family structure,social support in family do-

main. On the other hand,work family facilitation was influenced by job autonomy,social support. Work 

family conflict/facilitation had impact on job and family satisfaction,behaviors and mental health. Work 

family conflict/facilitation have the same and unique factors,and therefore,require different solutions 

to prevent conflict and benefit facilitation. Lastly,it is considered that further study is needed to 1)put 

emphasis on the two directions of work family conflict/facilitation, 2)put more focus on work family 

facilitation.

Key words: Work family conflict,Work family facilitation,Antecedents,Consequences,Review


