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Ⅰ　はじめに

女性の就労について、様々な議論がなされているが、性によるライフコースには大きな

違いがあり、就業後のキャリア構築にも性差による影響は避けられない。幸せを感じるは

ずの結婚などのライフイベントが、キャリア構築に対して不安や葛藤をもたらす事象にな

り、仕事と家庭を両立する選択をした場合、職場に身近なモデルとなる女性がいない場合

は、未知の世界へ踏み込むような決意が必要となる。6 歳以下の子供を持つ母親の就業率

は、イギリスやドイツ、フランス、アメリカなどの欧米が 50% を超えているのに比較して、

日本では 35.6%（1999 年）であり、子育てをしながら仕事を継続することが困難である様

子が伺える 1。現在、少子高齢化という社会的背景から女性の労働力が注目され、政府は、

ワーク・ライフ・バランスに対する積極的に取り組み始めた。企業は、女性の登用や活用

の状況が CSR（企業の社会的責任）の指標として評価されるようになり、人的資源管理

という視点から女性のキャリア・ディベロップメントは、経営上必要不可欠なものとなっ

てきている。

ところで、両立支援の制度や施設、手当てが充実すれば、女性は就労するのであろうか。

筆者自身の経験や仲間との会話を通して、制度や施設、経済面の企業サポートは重要であ

るが、就労の動機づけとは不一致を感じる。また、働き続けている女性から、「辞めたい。

でも続けたい。」「仕事も家庭も十分にできていない。でも両立させたい。」という言葉を

よく耳にし、これらの言葉の裏にある女性の就労の動機づけの源泉を明らかにすることが

必要と考えた。そこで、本稿は、女性の就労継続に必要な支援を研究する上重要と考える、

ワーク･ファミリー･コンフリクト（以下 WFC）の構造を明らかにすることを目的として

いる。

女性のキャリア・ディベロップメントと

ワーク･ファミリー･コンフリクトについての研究
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1  平成 16 年版　働く女性の実情　図表 2─71　日本　総務省統計局「労働力調査詳細集計」、及び
OECD “Employment Outlook 2001”
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Ⅱ　女性を取り巻く社会情勢

1．少子高齢化時代と女性の就労への影響

現在、我が国における労働環境における重要な課題のひとつが、少子高齢化に伴う労働

力問題である。1989 年に、合計特殊出生率が 1.57（1.57 ショック）になって以来、将来

の労働力の担い手の不足を案じ、女性に対して出生数を増やすための方策が提案され、ま

た労働力としての期待も高まっている。現在、我が国の少子化対策として、「仕事と子育

ての両立支援」を重要な方針とし、制度面の見直しが進み法的な環境整備が行われつつあ

る。企業に対しては、「ファミリー・フレンドリー企業（仕事と育児・介護とが両立でき

るような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組み

を行う企業）」2 として表彰する制度もできている。

女性の労働状態の実態は、2005 年の女性の就業者数が 2,633 万人で、前年の 2,613 万人

に比べて 20 万人増加している。女性の労働者数が増加した結果、従来、わが国の特徴と

されていた 20 歳代後半から 40 歳代前半にいたる労働者数の減少、いわゆる M 字カーブ

の形は、年々緩やかになっており、2006 年度のデータを見ると、ほぼ平坦な推移を示し

ている。しかしながらその増加率を就労形態別に見ると、一般労働者数は、男女とも 1.04

倍であるのに対して、パート労働者は、女性で 1.82 倍、男性は 2.58 倍となっており、就

労者数増加の内訳はパート労働者の増加を意味している 3。ここから、女性の労働者数は

増加、つまり量的な拡大をしているが、一般労働者数はあまり増えておらず、この実態は

若林（1985）が「女性が管理職や権限掌握といった質的な拡大になっていない。」と指摘

した状況と変わっていないと言える。

2．諸外国における女性の就労環境

ヨーロッパの家族政策の内容は多様であるが、給付水準や給付範囲など充実しているも

のが多い。家族政策は、その内容は異なるものの、両立支援の対象を「男女」と明確に捉

えているという共通点をもつ。また、少子化対策というよりも、子どもに対する投資は社

会にとって利益になるという考え方に基づくものである。そのため、児童手当は次代への

投資という社会的な共通の認識が存在し、企業負担を含めた高い国民負担が容認されてい

る。実際に、GDP（国内総生産）に占める家族政策費の水準は日本が 0.5％であるのに対し、

2  ファミリー・フレンドリー企業とは、次の 4 点の基準を満たすもの。1）法を上回る基準の育児・介
護休業制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること　2）仕事と家庭のバランスに配慮した
柔軟な働き方ができる制度をもっており、かつ、実際に利用されていること　3）仕事と家庭の両立を
可能にするその他の制度を規定しており、かつ、実際に利用されている　4）仕事と家庭との両立がし
やすい企業文化をもっていること

3  総務省統計局「労働力調査報告」表　データベースシステム　労働統計要覧（2005）
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ヨーロッパ諸国は、3% 前後と高くなっている。一方アメリカは、出生や育児は個人のも

のであり、少子化に対する積極的な政治介入は行っておらず、児童手当に相当する制度は

ない。しかし、企業の主導のワーク･ライフ･バランスのプログラムは、（1）フレキシブル・

ワーク、（2）保育サポート、（3）介護サポート、（4）養子縁組サポート、（5）転勤サポー

ト、（6）EAP（社員援護プログラム）、等 145 種類以上が開発されている 4。なかでも正

社員の働き方に柔軟性をもたせるプログラムは、ワーク・ライフ・バランス施策の中核と

して位置づけて、フレックス・タイム、ジョブ・シェアリング、テレコミュート（在宅勤

務）などのフレキシブル・ワークが活用されている。

Ⅲ　女性の就労をめぐる課題

1．家族の概念

家族成員や家族の機能は、夫婦及びその子どもからなる核家族を基本とし、家族の機能

とは、生殖、経済、教育、保護、保険、愛情給付、社会化などがある。本稿では、家族の

概念を「生殖、経済、教育、保護、看護、保険、愛情給付、社会化などの機能を持った生

活共同者」と定義し、核家族を中心対象として議論を行う。

少子高齢化と共に、家族成員の減少と家族機能の外部化が進んでいるが、核家族の進行

に比較して遅滞している。男女別の家事労働時間を比較すると「共働き世帯で子供がいな

い場合」では、夫は 10 年間で 5 分増え 26 分、妻は変化なく 3 時間 18 分、「共働き世帯で

子供がいる場合」では、夫の家事時間は 7 分増え 26 分、妻は 2 分減り 4 時間 37 分、「夫

だけが仕事をしている世帯で子供がいない場合」では、夫が 7 分増え 30 分、妻は 40 分減

で 5 時間 12 分、「夫だけが仕事をしている世帯で子供がいる世帯」では、夫は 10 分増の

35 分、妻は 8 分減の 7 時間 34 分であった。これらのデータから女性の家事負担が高い状

態が続いている状況は明らかである 5。なお、先進諸国における男性の家事時間割合と出

生率の関連をみると、ノルウェー、オーストラリアなど男性の家事時間割合が高く出生率

も高い国と、日本、イタリアのように男性の家事時間割合が低く出生率も低い国というよ

うに、ゆるやかな相関が見られる。

さらに、核家族の進行と都会への人口集中及び過疎化の二極化は、地域社会の機能低下

をもたらした。かつては地域社会で行われた「子育て」や「教育」「文化の伝承」「就業」

が困難になっている。その結果、近隣との付き合いが薄くなり、独居老人や育児中の母親

4  パク・ジョアン・スックチャ（2002）P92
5  平成 13 年度版「働く女性の実情」，国立社会保障・人口問題研究所
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の孤立によるストレスが社会問題になっている。

2．ジェンダーからみた女性の就労上の課題

女性の就労に影響を及ぼす重要な要素として、性の社会的役割を意味するジェンダーが

ある。欧米諸国においては、ジェンダーに対する意識や社会構造の違いなどから女性のキャ

リアを尊重したライフイベントへの施策が充実している。内閣府平成 15 年度男女共同参

画白書によると、育児休業の取得状況は次のようになっている。アメリカでは、家族及び

医療休暇取得者のうち女性が 16.0%、男性の 0.3% が育児を理由に取得している（2000 年）。

スウェーデンでは、女性のほぼ 100% で男女比は、64 対 36 となっている（1999 年）。イ

ギリスは、男女とも 12% となっている（2000 年）。 Gender wage Gap（男性を 100 とした

時の女性の給与比率）は、日本 65.3％（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2001 年）、

アメリカ 76%（労働省「Employment and Earnings」2001 年）、イギリス 80.6%、ドイツ

74.2%、フランス 79.8%（ILO「Year book of labor statistics」2000 年）であり、国際的な

格差が現れている。ジェンダーの問題に、文化的な背景の影響は大きいが、今後ますます

産業のグローバル化が進む環境において、ローカルの問題ではなくグローバルな問題とし

て重要なテーマとなりつつある。学問の世界でも、労働研究の対象は男性を示し、人間の

発達研究過程はもっぱら母子関係を対象とされていたが、女性の就労に関する課題やキャ

リアについての研究が年々増えているという事実も、この変化を裏打ちするデータである

と言える 6。

3．職場環境による就業上の課題

産業組織の変化やグローバル化により、日本的経営といわれる年功序列、終身雇用、企

業内組合の人事制度から成果主義制度へと移行する企業が増えている。

職場環境に影響される課題として、ワーク･ライフ・バランスを目指すために労働時間

を減らすなど社会全体として働き方の見直しも重要であると考えられている 7。女性の就

業は、男性が中心であった社会構造に変化をもたらし始めていると言えよう。金井篤子

（2002）は「キャリア開発志向が高い場合は、低い場合と比較して職場からの要求の影響

を強く受け」、「キャリア開発志向が低い場合は高い場合と比較して家庭からの要求を強く

受ける」と述べている。

ここで、本研究におけるキーワードのひとつであるキャリアの概念を整理しておきたい。

Hall（1976）は、キャリアとは「個人の人生全般にわたる，仕事に関連した諸経験および

活動についての一連の態度・行動の知覚」であり、「主観性」、「開放性」、「相互性」、「連

6  ジェンダー問題多角的検討委員会日本学術会議（2003）『ジェンダー問題と学術の再構築』
7  少子化問題の現状と政策課題　─ワーク・ライフ・バランスの普及拡大にむけて─独立行政法人労働

政策研究･研究機構 2005 年 11 月
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続性」、「発達性」の 5 つの特徴を持つと述べている。Super（1980）は、キャリアとは「人々

が生涯において追求し、占めている地位、職務、業務の系列」と定義している。そして、

職業に限定された従来のキャリアを職業的キャリアと呼び、さらに広義の概念として、主

婦の役割や市民活動など仕事以外の経験や地位などを含め、生涯を通じた経験や地位、役

割をさすライフ・キャリアという概念を提案している。本稿では、キャリアを「個人があ

る組織に所属しながら、仕事の遂行を通して経験を積み学習を重ねることで、自己成長し

て行くプロセス」と定義する。

また、E. H. Schein は、主なキャリア・アンカーは「管理能力」、「技術的・機能的能力」、

「安全性」、「創造性」、「自律と独立」の 5 つに分類されるとした。金井寿宏（2002）は、

Erikson.E.H のライフサイクル論でもあるように生涯発達論を引用し、キャリア・デザイ

ンとは「人生の節目に自分を見つめ直し将来の方向性をじっくり考えることである」と述

べている。キャリア・デザインは、男性だけでなく、女性においても必要なものである。

人間は、社会を生きる存在であるため、職場での個人の行動は、職場の中だけの要因で完

結するものではなく、個人の生育歴や家庭、地域などに関連するものである。そのため、

その人を取り巻く様々な関係性が、その人の行動に影響を及ぼす。このことからもキャリ

アを考える上で、家庭と職場は共に重要なキーファクターと言える。キャリアは生き方の

問題でもあるから、人生におけるいくつかの領域や局面を無視できない。

Ⅳ　WFCの調査と分析

1．先行研究の調査

「女性の就労継続」に関する先行研究として、加藤（2004）はロールモデルについて述べ、

企業の姿勢を重要なファクターとしている。しかしながら、「企業の制度や組織風土が整

えば、女性は就労を継続するのであろうか？」。私は、それだけでは十分ではないと考え、

女性と就労を考える上で、家族と企業の関係や実際にどのような行動をしているのかとい

うことに、着目して研究することの必要性を感じた。

私と同様な視点で、大卒女性の就業意欲について調査を行ったのが濱田（2002）である。

濱田は、高学歴女性の年齢別労働力率が M 字型になっていないという事実に着目して、

就業意欲のアンケート調査を行っている。その結果、大学卒業時は、就業継続志向型が 4

割おり、仕事をやめようと思った問題を解決した方法は、「自分の考え方を変えた」が 6

割と最も多かった。また、就業を継続している理由としては、約半数が「生活のため」を

挙げていたが、「仕事から得るものが多い」が 3 割、「やりがいのある仕事」「使命感」が

2 割あった。そして、退職の理由は、「結婚や夫の転勤による引越し」が 32.3%、「子育て
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は自分の手でしたかった」が 32.1%、「両立は時間的・体力的に困難」が 30.4% であった。

この研究から、女性は、職場でやりがいや満足感のある仕事を任されて、キャリアを積む

ことに前向きな姿勢でいるものの、夫や子どもなどの家族の状況によって、実際に就業継

続が困難になっている様子が伺えた。特に、「子育ては自分の手でしたかった」、「両立は

時間的・体力的に困難」の回答は、仕事と家庭の両立によるコンフリクトの状態であるこ

とが想起される。

2．利用する尺度について

本稿は、女性の継続就労に影響をもたらす様々な環境の中で、特に、仕事と家庭の両立

に関する課題に注目する。T. Holmesら（1967）らが作成したストレス尺度においても、様々

なライフイベントは、精神的ストレスの因子であることが知られている。本研究では、女

性の継続就労について、女性一人ひとりのキャリアという視点から「本人の意識」に注目

して実証的に分析を試み、その結果が現在のライフコースにどのように繋がっているとい

うことを重視して行う。なお、本研究にあたっては、関西学院大学の倫理規程及び ICN

の倫理綱領に基づき、個人のプライバシーと価値観を尊重した。

Ⅴ　WFCの構造モデルの仮説

WFC についての研究は、Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J.（1985）をはじめ、1980 年

代から欧米を中心に研究が行われている。Greenhaus らは、職場と家族における役割がコ

ンフリクトに影響をしていることに注目した研究を行い、規定因子を、時間・ストレス反

応・行動とした。Kossek ＆ Ozeki（1998）は、ワーク・ライフ・コンフリクトと職務満

足などの仕事の成果に注目した研究を行っている。これらは、家族看護学の M. Friedman

（2002）による家族関係の構造にも共通する役割論と共通する面が多い。Haar J. M. （2005）

は、WFC（職場での役割要因が家庭における役割の達成を阻害すること）とファミリー・

ワーク・コンフリクト（家族での役割要因が職場における役割の達成を阻害すること。以

下 FWC）を複合的に捉え、双方の影響の研究をしている。また、Kim（2002）は、WFC

と FWC の相互作用についての構造を① rational view 仕事の時間や労働経済などの「合

理的な見解」、② spillover トレードオフなど仕事を行うことで発生する「副次影響」、③

compensation 仕事によって得られる収入などの「補償」、④ instrumental 生活の「手段

になるもの」、⑤ segmentation 仕事と家庭の役割を「分割するもの」、⑥ conflict 二つの

事象を両立するための「対立」、⑦ predictions「予測」と分析し、それぞれのスケールを

開発している。日本においては、金井・若林（1998）が、WFC を、「家庭での役割が職

場における役割の達成を阻害し，職場での役割が家庭における役割の達成を阻害する可能
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性」と定義し、ワーク･ライフ・バランスの問題を考える際に、十分に検討される必要の

あるものと位置づけている。

WFC も FWC も共に、仕事と家庭を両立する上で生ずる葛藤である。金井篤子（2002）

は、キャリア・ストレス・モデルに基づき、WFC の発生メカニズムおよびメンタルヘル

スへの影響を検討している。キャリア･ストレス･モデルとは、Lazarus ＆ Folksman（1984）

のストレス・モデルを援用し、個人のかかわる職場と家庭の二大領域を視野に入れ、キャ

リア・ストレスを「組織からのキャリア開発に関する要求、および家庭からの要求が個人

のキャリア開発志向と出合う際に引き起こされる個人内の情動的変化」と定義している。

図 1 はそれぞれの役割間にコンフリクトが発生する様子を示したものでのあり、「個人

としての役割」は、一人の人間として自分自身の意思や自己実現を行う存在としての役割

を意味している。「家族構成員としての役割」は、家族成員である母・妻・嫁・娘といっ

た役割を担う存在を意味している。そして、「会社内での役割」は、職場組織のインフォー

マルな組織行動における役割を含んだ職場における仕事担当者としての役割を現してい

る。本稿では、それぞれ「個人」「家族」「仕事」の 3 つの主体に注目した図 2 のモデルを

提示し、WFC について言及したいと考える。図 2 の WFC モデルは、役割間に発生する

対立という概念ではなく、「個人」の生き方（キャリア）と「仕事」、「個人」の生き方（キャ

リア）と「家族」は、対立するものではなく、どちらも実現したいものであるという関係

の中でとらえたモデルとして WFC モデルの仮設を設定した。

会社内での
役割

個人としての
役割

家族構成員
としての役割

コンフリクト

コンフリクト コンフリクト

図 1　女性の役割規定から見た「個人」「家族」「仕事」

WFC

仕事

個人

家族

FWC

図 2　WFCモデル
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Ⅵ　WFCの構造モデルの検証

1．仮説設定のためのアプローチ

今回の研究では、子育てをしながら就労する女性の WFC/FWC の構造モデルを設定す

ることと、測定尺度の作成のための基礎知識を得ることを目的に行うために、アンケート

調査とインタビュー調査を行った。

2．アンケート調査

1）方法

調査対象は、週 35 時間（フルタイム）以上の就労している女性とした。調査の趣旨を

説明してアンケート用紙を手渡しで配布し、記入者のプライバシーに配慮して配布者が回

収した。その際、記入者が特定されないように無記名とした。

2）アンケート調査結果

平成 18 年 3 月 11 日から 3 月 17 日にアンケートを実施した。有効回収調査票数は 162

票で、年齢分布は、29 歳以下が 25％、30 ～ 39 歳が 44％、40 ～ 49 歳が 24％、50 ～ 59

歳が 6％、60 歳以上が 1％であった。

アンケートで採用した順序尺度を本稿では、順序尺度を便宜上隣接する値に等間隔を想

定して間隔尺度とみなすことでデータ解析を行い、構成概念である「会社要因」、「家庭要

因」、「自己要因」の尺度項目の妥当性について分析した。その結果、「会社要因」に関し

ては、Cronbach のアルファ値が 0.687 と各尺度項目の相関が高く、信頼性があるといえる。

「家庭要因」は、質問項目 13 を削除することによって Cronbach のアルファ値が 0.505 に

上昇するので、アンケートの信頼性を高めるために分析の際は質問項目 13 を削除するこ

ととした。「自己要因」も、Cronbach のアルファ値が負の値となった質問項目 C1 ～ 4 を

除いて分析した。

女性の就労動機と「自己実現」との間に相関については、度数分布表でそのばらつきを

見たところ、年代によって、動機づけ要因に差があることが判明した。そこで、それぞれ

の動機づけとして、収入以外の要因を分類すると、29 歳以下が「仕事そのもの」、30 歳代

は、「自己解放」、40 歳代は「組織参加や他者とのふれあい」を求めているという傾向が

あることが推察された。

また、仕事への動機づけを分析するために、SPSS を用いて Ward 法によるクラスター

分析をした結果、クラスター 1：会社重視・社交型、クラスター 2：自己実現・社交型、

クラスター 3：会社重視・専念型、クラスター 4：自己実現・専念型と、まとめることが

できた（図 3）。そしてこの 4 つのタイプの中で、クラスター 2 の自己実現・社交型に
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WFC を感じる人が多いのではないかと推測された。

社交型

cluster 2

cluster 3

cluster 4

cluster 1

人間として当前

キャリアアップ

目標追求

責任感
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図 3　動機づけの関係図表

3．インタビュー調査の実施

1）インタビューの目的

対象者は、現在、就労を継続している小学生以下の子を持つ兵庫県在中の核家族の母親

を選択した。調査期間は 7 月 8 日から 7 月 14 日とし、調査の意図を了解して協力いただ

けた 6 名に実施した。年齢は 30 歳代が 4 名と 40 歳代が 2 名である。30 歳代の 2 名は子

が 2 人、1 名は子が 1 人、1 名は子が 3 人、40 歳代の 2 名は子が 1 人であった。

2）インタビューの結果

インタビューの結果、以下の 4 つの知見が得られた。

（1）女性自身の中のジェンダー

「仕事をすることは大変だが楽しい」というポジティブな言葉と「仕事をすることで周

りに迷惑をかけていると思うときがある」という周囲への気遣いや「働くことは悪いこと
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なのか」と自問自答する言葉も聞かれた。これらから無意識のうちに彼女たちは「自分自

身がイメージする妻や母親のあるべき姿」を重視している様子が伺えた。ジェンダーの問

題は、社会的な性差別という認識が広く存在するが、女性自身の中に「自らが自らを縛る」

という形で存在しているという実態は、思いもよらない発見であった。

（2）逸脱への不適応

「最も困ったこと」は、共通した答えとして「子どもの病気や子どものトラブル」をあ

げられた。「子どもの病気や子どものトラブル」は予測不可能なことであり、事前の準備

が困難である。そういった「予測できない事象に対する『逸脱』のストレス」が、彼女ら

に大きなコンフリクトをもたらすのではないかと思われる。実際にベビーシッターと契約

することで、病気の時の同様が軽減したというケースもそれを補強する事実であると思わ

れる。「急に残業を言われると困るのよ。保育園にお迎えに行く時間が来てしまうから。」

という時間に関するイライラだけでなく、「逸脱」に対するストレスとも考えられる。

（3）夫との関係のジレンマ

インタビューの結果、夫が家事や育児の参加状況は様々であった。その中で「申し訳な

いけど、ありがたい」という意見があり、「家事を協力してくれることはありがたい」が、

「本来自分がすべきことを夫にさせている」という意識があることがわかった。この意識

を更に深掘りすると、「家事も育児も自分で行いたい」という二面性が予測される。

（4）キャリア・ディベロップメントとの関係 - 両立に伴うジレンマ

「独身の人や男性に負けないように」という意識や「女性の立場自覚しながら仕事をし

ている」という意識から、キャリアに対する意識とジレンマがあることが確認された。

また、女性が使う「仕事」という言葉の意味は、「アウトプットをもたらす業務」だけ

ではなく、家事労働も含む場合があるという特徴も見られた。

Ⅶ　残された課題と提言

今回の研究では、子育てをしながら就労する女性の WFC/FWC の構造モデルを明らか

にすることと、測定尺度の作成のための基礎知識を得ることを目的に行ったものである。

その結果、「両立そのものにコンフリクトが生じるのではなく、両立しようとする状況に、

予測できない逸脱があった時に、コンフリクトが高まる」という状況を確認することがで

きた。これとは別に、両立のための施策だけではなく、「キャリア選択の自己決定権を認

められない」という心理面にアプローチした研究も残された課題である。
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