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職務遂行プロセスを包摂するワーク・ライフ・
バランス分析に関する研究

T社のケース

加 納 郁 也

1.はじめに

近年、「働き方改革」などの標語でも示されているとおり、企業や経営の実務面において、

従業員のワーク・ライフ・バランスの改善や健康経営の推進等に関する関心が高まっている。

ワーク・ライフ・バランス（以下「WLB」と表記）に関するこれまでの研究を辿ってみる

と、主にlifeの側面に焦点が当てられ、workの側面を包摂するような実証分析はあまり多く

ないことが分かる。もちろん、それらが皆無というわけではなく、職場の人間関係や人材育成

等、部分的な要因や特定の人的資源管理施策に焦点を当てた実証研究はいくつか見られるのだ

が、研究蓄積という点からみると、未だ十分であるとはいえない状況である。

また、WLBを量ではなく質で捉えようという視点での実証研究もほとんど行われてきてい

ない。すなわち、lifeについては労働者それぞれのlifeの質を企業がコントロールすることは

難しいため、残業時間の削減や有給休暇取得率の向上など、労働時間を問題とし、量で捉える

ことは重要であろうが、workについては日常の職務遂行の場面を含めた質の問題としても捉

える必要がある。

これまでのワーク・ライフ・バランス研究（以下「WLB研究」と表記）におけるマネジメ

ントの実践へのインプリケーションとして、「休暇を取りやすい職場の雰囲気づくりが重要」

等の指摘がなされてきたが、これは組織における分業や仕事の進め方そのものの問題であると

もいえる。

そこで、本稿では、WLB研究において、workの側面を包摂する分析枠組みを設計するた

めに、ある企業をケースとした定量的アプローチの結果を予備的分析と位置づけ、考察を行い

たい。

2.問題意識と先行研究レビュー

これまでのWLB研究の流れを辿ると、労働時間の短縮や休暇の取得率などに関わる量的な
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側面あるいは制度面に関する議論が中心となることが多かった。

しかし、GlassandEstes（1997）によれば、WLBの促進は、必ずしも制度だけではなく、

労働者が従事する仕事そのものからも影響を受けるという。

仕事生活と仕事外生活のバランスについても、上林（2013）のように、労働時間の短縮や休

暇の取得率向上など、量的な側面が強調され、仕事生活それ自体の中身を不問に付しており、

日常の仕事との結びつきが見られないことを指摘する研究もみられる。

ただし、これまでのWLB研究において、workの側面を包摂するような実証研究が行われ

てこなかったわけではない。たとえば、藤本（2009）は、仕事の多忙さや過重な労働負担等に

代表される「仕事の要求度」と、それを自らの裁量で軽減したり解消したりする「自律性」と

いう職務特性を重要なポイントとし、WLBにどのような影響を与えているのかを明らかにし

た主要な実証研究である。

GlassandFinley（2002）が指摘するように、仕事時間やスケジュールの管理を自らの判断

で柔軟に調整できるかどうかは、労働者のWLB意識に影響を与える｡このことから、藤本

（2009）では、労働者のWLB意識は、個人が従事する職務の特性によって影響を受ける可能

性が高く、組織レベルにおける公式なWLB制度だけではなく、個人レベルでの職務の特性も

考慮に入れたWLB推進の検討が必要であるという立場からの実証研究が行われている｡

Festinger（1954）によれば、労働者たちが職務の意義、重要性、多様性に関する知覚を発達

させる際に、社会的情報を利用する傾向があるという。SalancikandPfeffer（1978）は、この

Festinger（1954）による社会的比較理論から、社会的情報処理（SIP）モデルを提示している。

社会的情報処理（SIP）モデルの基底にあるのは、人々は客観的な職務というよりは、自分

の感じ方に従って職務に反応するとされていることである。すなわち、個人は接触した他人か

らもたらされる社会的コンテクストから規範的、情報的影響を受け、それに反応して態度や行

動を決めるのである。つまり、仕事の難しさ、要求の高さ、自律性といった職務の特徴に関す

る情報のやりとりによって、仕事の意味づけに関する労働者の意識を変えることができるとい

うことである。

これに従うならば、労働者がWLBをどう捉えているかという意識もまた、職務の性質その

ものではなく、職務に対する感じ方によって変化するはずであり、そうした視点からの分析が

必要である。

そもそもSalancikandPfeffer（1978）の社会的情報処理モデルは、HackmanandOldham

（1975）の職務特性モデルに対する批判から議論が始まっている。すなわち、職務態度とタス

ク設計に関して、①職務が、HackmanandOldham（1975）によって開発された測定尺度

（JDS:JobDiagnosticSurvey）で測定されるような客観的で固定的な特性をもつのか、②職

務特性とは固定的で客観的な現実ではなく、むしろ管理者や同僚などから構成される直接的な

社会的環境、社会的コンテクストを通して知覚される社会的に構成された現実なのではないの
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かというのである。

そして、社会的情報の交換とは、組織コミュニケーションにほかならず、労働者は日常の仕

事におけるコミュニケーションによって、自分の仕事に関するさまざまな情報を獲得するはず

である。このことから、本研究では、労働者自身のWLBの評価に影響力を持つ仕事要因とし

て、組織コミュニケーションを措定する。

以上で述べてきた議論をきわめて単純化して述べるとすれば、HackmanandOldham（1975）

の職務特性モデルとSalancikandPfeffer（1978）の社会的情報処理モデルとの関係が、WLB

意識あるいはWLBに対する労働者の評価という態度に関して、GlassandFinley（2002）あ

るいは藤本（2009）と本研究の関係として対置できるかもしれない。

仕事から得られる喜びや充実感は、もちろん仕事そのものの性質から得られる場合もあろう

が、仕事に対する意味づけや仕事の進め方から得られることも多いであろう。仕事そのものの

性質であれば藤本（2009）のように職務特性を要因として挙げることもできるが、本研究では、

より仕事そのものに関する要素を強化し、労働者が認識する仕事の意味づけや方向づけを先行

要因として措定したい。

WLBにおけるworkに対する個人の評価は、自分の仕事をどのように見ているかというこ

とと密接なつながりがあるはずである。すなわち、日常の仕事と切り離してWLBを論じるの

は必ずしも適切ではなく、workとlifeとの間の境界が明確ではないことを前提とした理論を

構築するために、以下では分析枠組みの検討を行う。

3.分析枠組みとデータ

本研究で用いるデータは、2016年7月から8月にかけて、自動車関連部品製造業T社の全

従業員319名を対象として、質問票による調査を実施し、収集したものである。質問票の配付

は319部、回収が258部、回収率80.8％であった。質問票は年齢や性別等のフェイス部分を

除いて、すべて5点尺度を利用している。また、年齢、性別（女性を1としたダミーを作成）、

役職（一般職、管理職）、職種（事務職、営業職、製造職）をコントロール変数として設定し

ている。

また、これまでのWLBに関する実証研究では、WLBの確保を促す諸制度が整備されてい

るかどうかという視点と、そうした制度の整備だけでなく、たとえば有給休暇の取得を促進す

るような職場風土の醸成など、現実の運用面での工夫が行われているかどうかという視点の

2つが重視されてきたことから、WLB諸制度の運用については、次の2つの下位次元を設定

した。第1に、これまでのWLB研究で用いられてきたWLBの量的側面に関する次元である

が、これを「時間外労働・休暇の取得しやすさ」変数として設定し、「私の会社では、上司や

同僚が仕事をしていると、先に帰りづらい雰囲気がある。」、「私の会社には、誰かが急に休ん

でも仕事に影響が出ないよう調整される仕組みがある。」等の4項目で測定した（α＝.689）。
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第2の次元は、WLBを改善あるいは促進する制度や職場の雰囲気に関する次元であるが、こ

れを「仕事面の相互支援」変数として設定し、「私の会社には、誰かが急に休んでも仕事に影

響が出ないよう調整される仕組みがある。」、「私の会社では、仕事面でお互いにフォローし合

う雰囲気がある。」等の4項目で測定した（α＝.652）。

本研究は、lifeや時間的側面だけでなく、workそのものが、労働者自身のWLBに対する

評価、すなわち自分の仕事と私生活のバランスがうまく取れているどうかに関するワーク・ラ

イフ・バランス意識（以下「WLB意識」と表記）を決定づけているという立場をとっている。

そこで、WLB意識に関する変数については、「総合的にみて、私は仕事と生活のバランスが

とれている。」、「私の会社には、誰かが休んでも仕事に影響が出ないよう調整される仕組みが

ある。」等の4項目を用いて測定した（α＝.785）。

仕事そのものの意味づけについては、HackmanandOldham（1980）の職務特性モデルを

利用し、その下位次元である「課業有意味性（タスク重要性）」と「自律性」の2変数を設定

した。課業有意味性については、「自分の仕事のできばえは、多くの人々に影響を与える。」、

「自分の仕事は、その結果が他の人の仕事や生活に非常に重要な影響を与える。」の2項目を用

いて測定し（α＝.716）、自律性については、「自分の仕事では、仕事をどう進めるかをかなり

の範囲まで自分で決めることができる。」、「自分の仕事では、仕事の進め方を完全に自分で自

由に決められる。」の2項目を用いて測定した（α＝.738）。

さらに、社会的情報の交換の頻度を表す組織コミュニケーションについては、次の3つの下

位次元を設定した。第1に、「上司との職務内コミュニケーション」変数である。これについ

ては「私の上司は、私の仕事がうまく進むように、適切な情報を提供してくれる。」、「私の上

司は、私の仕事に必要な情報をきちんと伝えてくれる。」等の4項目を用いて測定した（α＝

.885）。第2の変数は、「同僚との職務内コミュニケーション」であり、「同僚との間で、私が

仕事を進めるうえで必要な情報のやりとりが頻繁にある。」、「私の会社では、仕事の情報やア

イデアについて積極的に意見交換することが多い。」等の4項目を用いて測定した（α＝.758）。

第3の変数は、「職務外コミュニケーション」変数であり、「私は、仕事以外の用件で、同じ部

門内の同僚とよく接触する。」、「私は、仕事以外の用件で、上司とよく接触する。」等の3項目

を用いて測定した（α＝.683）。

最後に、組織的アウトカムとしての情動的コミットメント、個人的アウトカムとしてのモチ

ベーションと職務満足については、三崎（2006）による組織的公正研究の尺度を参考に、一部

を修正して測定した。まず、情動的コミットメントについては、「この職場に一体感を感じてい

る。」、「この会社の問題を、まるで自分自身の問題であるかのように感じている。」等の4項目

を用いて測定し（α＝.774）、モチベーションについては、「自分の仕事に誇りを感じている。」、

「私は、自分の仕事にやりがいを感じている。」等の4項目を用いて測定した（α＝.879）。さ

らに、職務満足については、「私の仕事は、満足できる仕事だと思う。」、「私は、今の仕事に満
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足している。」等の5項目を用いて測定した（α＝.901）。

以上で述べてきた変数および測定尺度を用いて分析される本研究の枠組みを示せば、次の図

1のとおりである。

この分析枠組みを用いて実証分析を行うためには、WLB意識に関する変数が、独立変数で

あるWLB諸制度の運用および仕事に関する情報交換と従属変数である組織的アウトカム、個

人的アウトカムとの間で媒介効果をもつことを実証しなければならない。

BaronandKenny（1986）によれば、ある変数が媒介効果を持つことを示す条件として、

①独立変数の分散の水準が有意に媒介変数の分散を説明すること、②独立変数の分散の水準が

有意に従属変数の分散を説明すること、③媒介変数の分散の水準が有意に従属変数の分散を説

明すること、の3点が挙げられている。このとき、独立変数と従属変数との間の有意な関係が、

媒介変数を加えることによって有意ではなくなる場合を「完全媒介」と呼び、有意ではあるも

ののその値が減少する場合を「部分媒介」と呼ぶ。独立変数と従属変数の有意な関係が消滅す

るか減少するかによって呼称は異なるが、上記の3つの条件を満たしていれば媒介効果がある

とされる。

媒介効果の検証については、ブートストラップ法（またはブートストラッピング法）に基づ

いて標準誤差推定に伴うバイアスを修正することによって、直接的な検証を行う方法が一般的

になりつつある。そこで、本研究においてもバイアス修正済みブートストラップ信頼区間を算

出することによって、媒介関係または間接効果を直接的に検証することとしたい。

4.分析結果と考察

まず、本研究で使用する測定尺度の記述統計および変数間の相関係数を表1に示す。
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図1 分析モデル

（出所）筆者作成。
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表1 使用した変数の平均値、標準偏差および相関行列

（出所）筆者作成。



次に、組織的アウトカムである情動的コミットメントを従属変数とした場合の重回帰分析結

果を示したものが次の表2である。この結果をみると、上司との職務内コミュニケーション、

同僚との職務内コミュニケーション、課業有意味性、WLB意識（自身のWLBの評価）が、

情動的コミットメントに対して統計的に有意な影響力を持っている。R
2
の変化量も有意であ

り、職務特性と自身のWLBの評価は、情動的コミットメントに対してポジティブな効果を持っ

ていることが分かる。

また、バイアス修正済みブートストラップ信頼区間が上限と下限の間で0を含まない場合、

媒介効果が有意に認められることから、WLB意識を媒介変数として、上司との職務内コミュ

ニケーションを独立変数とし、情緒的コミットメントを従属変数とした場合に、ブートストラッ

プ法（5000回のリサンプリング、バイアス修正法）により標準回帰係数の95％信頼区間を算

出したところ、0は含まれておらず（95％CI［.107 .259］）、WLB意識の有意な媒介効果が

確認された。同僚との職務内コミュニケーションを独立変数とした場合も同様の手続きで標準

回帰係数の95％信頼区間を算出したところ、0は含まれておらず（95％CI［.132 .323］）、

WLB意識の有意な媒介効果が確認された。

次の表3は、個人的アウトカムであるモチベーションを従属変数とした場合の重回帰分析結

果を示したものである。この結果から、上司との職務内コミュニケーション、課業有意味性、

WLB意識が、モチベーションに対して有意な影響力を持っていることが分かる。R
2
の変化量

も有意であり、職務特性とWLB意識は、モチベーションに対してポジティブな効果を持って

いる。
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表2 重回帰分析結果（1）

（出所）筆者作成。



情緒的コミットメントの場合と同様に、今度はWLB意識を媒介変数として、上司との職務

内コミュニケーションを独立変数とし、モチベーションを従属変数とした場合に、ブートスト

ラップ法（5000回のリサンプリング、バイアス修正法）により標準回帰係数の95％信頼区間

を算出したところ、0は含まれておらず（95％CI［.135 .303］）、WLB意識の有意な媒介効

果が確認された。また、Model2においてモチベーションとの間に有意な関係がみられた自律

性について、標準回帰係数の95％信頼区間を算出したところ、0は含まれておらず（95％CI

［.074.224］）、WLB意識の有意な媒介効果が確認された。ただし、課業有意味性を独立変数

とした場合のブートストラップ信頼区間には0が含まれており（95％CI［ .011 .141］）、有

意な媒介効果は認められなかった。

最後に、個人的アウトカムである職務満足を従属変数とした場合の重回帰分析結果を示した

ものが、次の表4である。この分析結果から、上司との職務内コミュニケーション、仕事面で

の相互支援、課業有意味性、自律性、WLB意識が、職務満足に対して有意な影響力を持って

いることが分かる。R
2
の変化量も有意であり、職務特性とWLB意識は、職務満足に対して

ポジティブな効果を持っている。

先の2つの重回帰分析の手続きと同様に、WLB意識を媒介として、上司との職務内コミュ

ニケーションを独立変数とし、職務満足を従属変数とした場合に、ブートストラップ信頼区間

を算出したところ、0は含まれておらず（95％CI［.169 .365］）、WLB意識の有意な媒介効

果が確認された。また、仕事面での相互支援を独立変数とした場合も同様の手続きで標準回帰

係数の95％信頼区間を算出したところ、0は含まれておらず（95％CI［.204 .403］）、WLB

意識の有意な媒介効果が確認された。最後に、自律性を独立変数とした場合のブートストラッ
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表3 重回帰分析結果（2）

（出所）筆者作成。



プ信頼区間も0が含まれておらず（95％CI［.088 .263］）、WLB意識の有意な媒介効果が確

認された。

以上の分析結果から、情動的コミットメント、モチベーション、職務満足に対して効果を持っ

ているのは、WLB施策の設計や運用に関する要因だけではないことが明らかとなった。また、

社会的情報の交換や仕事の性質そのものが直接的に情動的コミットメント、モチベーション、

職務満足を高めるだけでなく、WLB意識が一定程度の媒介効果を持つことを確認できたこと

によって、workを包摂するWLBの質の分析が重要であることも指摘できるであろう。

5.むすび

WLBに関する従来の研究・分析では、主にlifeの側面を中心としてWLB施策の導入に関

する制度的要因と運用面の要因ばかりが先行要因として採り上げられていたが、本研究では、

職務遂行プロセスを包摂したworkとlifeの統合的な理論枠組みの検討を行ってきた。

労働者のWLB意識に対しては、組織コミュニケーションによる社会的情報のやりとりが重

要である。職務関連要因を組み入れた既存のWLBの実証研究として職務特性を用いた研究が

あり、一定のインプリケーションが得られているが、この点について、本研究の分析結果から

も、より職務関連要因を組み入れたWLBの質に関する分析枠組みが必要であることを示すこ

とができた。

また、本研究では、組織コミュニケーションに着目することによって、社会的情報のやりと

りによる仕事の意味づけや方向づけを含めた、よりworkの質的な側面に焦点を当てた理論枠

組みの重要性を指摘した。
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表4 重回帰分析結果（3）

（出所）筆者作成。



先行研究やこれまでの経営の実務でみられたような、WLB諸制度が整備されているか、ま

たそれらが取得しやすい雰囲気が醸成されているかという観点でWLBをめぐる諸課題を捉え

るのではなく、組織コミュニケーションの問題であると認識する必要があり、それは結局のと

ころ、「仕事の進め方そのもの」の問題であるといえよう。誤解を恐れずに言うならば、WLB

とは「働きやすい職場づくり」の問題にほかならず、企業に対する労働者のWLBの意識およ

び評価を高めるためには、仕事の進め方を見直す方策と結びついていなければならないという

ことである。

より簡潔に言えば、企業がWLB諸制度を導入することはもちろん必要なことであるが、労

働者のWLB意識を高めるために特別な努力をするよりも、日常業務をどのように遂行してい

るかということのほうがいっそう重要であるといえるかもしれない。

ただし、今回の研究は、1社をケースとして採り上げて分析を行ったものであるため、この

企業の傾向が明らかになっただけであるという批判は免れない。この課題については、より大

量のサンプルを収集し、企業だけでなく業種や職種のバイアスが軽減されたデータを用いて分

析を行っていきたい。

それと同時に、仕事と生活のバランスをどのように操作化するのかという課題も残っており、

本研究のアプローチが最も説明力の高い分析枠組みであるのかどうかを検討しつづける必要が

ある。たとえば、仕事と生活を Hi-Hiパラダイムとしてとらえることや分析モデルの設計に

おいても交互作用項を用いた分析等が挙げられるが、これについては、ワーク・ライフ・バラ

ンス概念の再検討を行いながら進めていきたい。
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Analysis of Work-life Balance Subsuming the Job

Performance Process － The Case of Company T

Ikuya Kano

Summary

Previous research on work-life balance（hereinafter referred to as “WLB”）has

mainly focused on the aspect of life, giving rise to the problem that only institu-

tional factors and operational factors related to the introduction of WLB meas-

ures were considered the leading factors. In this research, however, we also

examined an integrated theoretical framework of work and life that includes

the process of performing work. Furthermore, instead of dealing with only time

problems, such as long hours at work or paid vacation, we conducted an empirical

study with quantitative approach in the case of one company from the viewpoint

of comprehending the quality of WLB. The results of this study indicate that

WLB is nothing but a matter of creating a workplace that is easy to work in.

In order to raise companies’ awareness of workers’ WLB, it is suggested to link

it with measures for reviewing the work process.
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