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大学生の就職活動プロセスにおけるエントリー活動に関する
縦断的検討

―時間的展望，就職イメージ，進路未決定，友人の就職活動状況に注目して―

杉　本　英　晴 1）

問題と目的

　大学生の就業状況と就職活動　文部科学省（2006）に
よれば，大学卒業者の無業率 2）（以下，大卒無業率）は
2000年度から2005年度にかけて20.0%を上回った。2006

年度には，求人が急増し就職環境が大幅に改善されたた
め，大卒無業率は17.68%とやや下がったものの，依然
として高い比率を保っているといえよう。こうした現状
は，いわゆる“新卒無業”（大久保 , 2002）“大卒フリー
ター”（小杉 , 2003; 居神ら , 2005）といった造語のように，
大学卒業後に無業者となる者たちがまとめて特定の用語
で示されるほど，大学から職業への移行が困難な状況を
示している。
　大学から職業への移行の際，職業を選び出す過程に
は，求職に関する情報探索や面接要望，適性検査の受検，
内定取得などいくつかの段階が含まれている（Stumpf, 

Austin, & Hartman, 1984）。日本労働政策研究機構 （2007）
は，日本全国の人文科学，社会科学（社会福祉を除く）
を専攻とする大学4年生を対象として，就職活動プロセ
スを検討した。その結果，選抜性が中程度以上の大学で
1）就職支援サイトへの登録　2）企業への資料請求（エン
トリー）　3）合同企業説明会や，企業が独自に行う説明

会・セミナーへの出席　4）エントリーシートの提出　5）
就職希望企業での面接の順序からなる就職活動プロセス
が示された。また，近年の就職活動ではインターネッ
トの活用が不可欠であるといわれているが（下村・堀 , 

2004），インターネット上の複数の就職支援サイト 3）は，
就職活動プロセスを①自己分析 ②業界・仕事分析 ③企
業エントリー・書類の提出 ④企業説明会・セミナー ⑤
筆記試験・面接 ⑥内定という6つの共通する段階に分類
し，各段階の特徴や疑問点，解決方法をまとめている。
　このように，就職活動はさまざまな活動の集合体であ
ると同時に，ある程度順序の定まった連続体であること
が理解できる。そのうえ，それぞれが質の異なる活動で
あるがゆえに，ある1つの段階における優れた成果が，
必ずしも次の段階へのステップを保証するものではない
（Wanous, 1980）。たとえば，就職支援サイトに登録する
活動はインターネットでサイトを検索し基本情報の登録
（氏名や住所，希望職種など）を行う活動であるが，エ
ントリーシートの提出は特定の企業にアプローチする活
動であり，自己アピールスキルも必要となる。このよう
に，活動によって，内容も方法も大きく異なることが理
解できる。
　さらに，わが国の大卒労働市場では，新規学卒者採用
という独特の慣行・制度が存在するうえに，近年では採
用活動が早期化している。実際，ほとんどの大学生は若
干の程度の差こそあれ，大学3年生の10月頃から半年か
ら1年間，きわめて標準化・マニュアル化された就職活
動を展開していると考えられている（日本労働政策研究
機構 , 2007）。こうした状況は，就職活動を始めること
のできる者とできない者との差を大きくし，いわゆる就
職活動に「乗らない（あるいは乗れない）」学生（日本
労働政策研究機構 , 2007）を生みだすことにつながると
も考えられる。すなわち，就職活動プロセスにおける初
期の活動は大学から職業への移行過程をとらえるうえで
非常に重要な時期であると考えられる。
　そこで，本研究では，大学生の就職活動プロセスにお
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ける初期の活動に注目し，その活動と関連する要因を検
討することとした。
　就職活動と関連する要因　就職活動プロセスは内定を
取得することによって終結する。言い換えると，就職活
動プロセスを開始，継続して内定を取得することができ
なければ，大学卒業後無業者になる。そのため，就職活
動プロセスを構成するさまざまな活動に影響を及ぼす要
因を検討することは重要であろう。個々の就職活動は大
学から職業への移行過程における進路選択行動の1つで
あるが（浦上 , 1994），これまで，進路選択行動と関連
する要因については多くの研究で検討がなされている。
　とくに，自己効力を進路関連領域に適用したHackett 

& Betz（1981）以来，進路選択行動に影響を及ぼす要因
として「進路選択に対する自己効力」が注目され，多
くの研究が蓄積されてきた（e.g., 廣瀬 , 1998）。しかし，
その他の要因については進路選択に影響すると仮定され
つつも進路選択行動との関連はあまり検討されてこな
かった。そこで本研究では，時間的展望と就職イメージ，
進路未決定，そして，親しい友人の就職活動に注目し，
就職活動との関連を検討する。
　時間的展望は，進路選択にとって重要な要因として
位置づけられてきた（Super, 1983）。たとえばSavickas, 

Silling, & Schwartz（1984）において，時間的展望にお
ける計画性と進路未決定との関連が検討されており，計
画性がないほど進路未決定であることが確認されてい
る。また園田（2003）においても，進路を確定している
者は進路を確定していない者よりも時間的展望は将来を
志向していることが示されている。
　また，就職イメージは，就職することに対する社会的
イメージであり，職業レディネスや職業選択に対する課
題認知との関連が示されているが（杉本 , 投稿中），進
路選択行動との関連性は検討されていない。イメージは，
経験や他者とのコミュニケーションなどから醸成され行
動と関連するとされている（永田・矢守 , 1996）ことから，
就職イメージが行動としての就職活動に，また就職活動
が経験として就職イメージに与える影響を検討すること
で，就職活動プロセスにおける就職イメージの役割を検
討できると思われる。
　進路未決定については，進路未決定であるほど進路選
択行動を起こさないという前提のもと，これまで進路選
択における不適応指標として取り上げられてきた。しか
し，進路選択行動の開始時点で進路未決定者であっても，
進路選択行動を行うことによって進路選択行動の終了時
点で自己概念の形成（浦上 , 1996a）や自己成長力向上（浦
上 , 1996b）につながることが示唆されている。このよ
うに，進路未決定であることが，進路選択行動の抑制要

因となるかはいまだ明らかでない。このため，進路未決
定と進路選択行動との関連性を検討することは，進路未
決定研究において重要な課題であると思われる。
　また，近年進路選択に影響を及ぼす要因としてソー
シャルネットワークが注目されている。たとえば，新
谷（2002）はどのように若者がフリーターから「抜けだ
し」ていくのかについて，下位文化とくに地元志向との
関連を強調している。また，堀（2004）は無業者とソー
シャルネットワークとの関連を検討し，「孤立型」「限定
型」が無業者の多くを占めていることを見いだしている。
このように，個人を取り巻くソーシャルネットワーク
が進路選択に影響することが考えられるが，Felsman & 

Blustein（1999）によれば，親よりも親しい友人との親
密さが進路探索行動を規定しているという。そこで，本
研究では親しい友人に注目し，友人の進路選択行動との
関連から就職活動プロセスを検討する。
　ところで，これまでの進路選択行動とその関連要因を
検討した研究は，方法論の観点から大きく2つに分類さ
れる。
　1つは，ある時点での進路選択行動と進路選択行動に
影響すると仮定された要因との関連を横断的方法から
検討したものである（Blustein, 1989; 安達 , 2001; 若松 , 

2006）。しかし，これらの研究は冨安（1997）が指摘す
るように，1時点で，過去もしくは現在の進路選択行動
とその影響要因を測定し関連性を検討しているため，因
果関係を捉えたものとはいえない。
　もう１つは，縦断的方法によって進路選択行動開始時
もしくは開始前に測定された要因がその後の進路選択行
動に与える影響を検討したものである。たとえば，浦上
（1996a）では，就職活動初期の進路選択に対する自己効
力が，就職活動終了時に測定された「自己と職業の理解・
統合」や「就職活動の計画・実行」に影響を及ぼすこと
が示唆された。また，初期の自己効力の高い者が低い者
よりも内定先の決定率や決定者の就職活動への満足度と
就職先への満足度が高い一方で，具体的な就職活動（資
料請求・セミナー参加・就職試験受験）に差はみられな
かったとされる（浦上 , 1994）。冨安（1997）は，就職
活動プロセス開始時点の進路決定自己効力がその後の多
面的な進路決定行動と有意な関連を示すこと，そして，
早期に進路目標を決めた者ほど進路決定自己効力が高い
ことを指摘している。これらの研究からは，進路目標が
ある程度早期に決定していることが，進路選択に対する
自己効力を高め，それが進路選択行動を促し，進路決定
に至るということがいえよう。
　しかし，これらの研究は，進路選択行動を進路決定後
に回想法で測定している。具体的には，半年にわたる行
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動が回想法でたずねられ，事前に測定された要因との関
連が検討されているが，こうした回想法による回答には
進路状況によって認知的バイアスがかかる可能性が考え
られる。たとえば，回答時点で内定を取得している者は
進路選択行動をより肯定的に，取得していない者は進路
選択をより否定的に評価するかもしれない。また，この
方法では進路選択行動初期に測定された影響要因が最終
的に進路選択行動全体を規定するという仮定をすること
となる。すなわち，影響要因の変動可能性を考慮できな
い。
　このように，進路選択行動に影響を及ぼす要因は，進
路選択行動の方向性を定めるもの，すなわち，進路選択
行動に先行するものと考えられ研究が蓄積されてきた
が，これまでの研究方法では進路選択行動を途中で中断
する者や進路選択行動を開始しない者の現象を捉えるこ
とは困難である。
　浦上（1996a）は，選択・決定の結果よりもその過程
が重要であることを指摘しているが，近年，進路選択プ
ロセスを詳細に検討することの必要性が指摘されてい
る（安達 , 2001; 浦上 , 1996a）。たとえば，社会・認知的
進路理論（Lent, Brown & Hackett, 1994）は，進路選択
プロセスモデルとして進路選択行動を理論の中に組み込
み，進路選択行動のパフォーマンスを目的変数とするの
ではなく，進路選択行動のパフォーマンスが学習経験と
なり自己効力や結果期待に影響を及ぼすという循環モデ
ルを仮定している。このような，進路選択をプロセスか
ら扱った研究（e.g., 高村 , 1997）は少ないため，進路選
択行動とその関連要因との相互作用プロセスを検討した
研究の蓄積が求められる。
　そこで，本研究では，就職活動開始時と就職活動プロ
セスの途中で実際に行われている就職活動を測定すると
いう縦断的方法を用いる。それにより，就職活動の生起
に影響を及ぼす要因を検討するとともに，就職活動から
影響を受ける要因を検討することで，就職活動とその関
連要因との相互作用プロセスを明らかにすることとし
た。
　本研究の目的と方法　以上をふまえ，本研究では，大
学生の就職活動プロセスにおける初期活動に注目し，活
動の開始に影響を及ぼす要因と活動から影響を受ける要
因を縦断調査によって明らかにすることで，就職活動と
その関連要因との相互作用プロセスを検討することを目
的とした。
　なお，社会・認知的進路理論（Lent, Brown & Hac-

kett, 1994）では行動する者としない者は異なる循環モ
デルをたどることが想定されることから（廣瀬 , 1998），
就職活動を開始する者と開始しない者とでは異なる相互

作用プロセスとなることが考えられる。そこで，本研究
では縦断調査の調査時期に活動を開始しない群と開始し
た群，すでに開始している群に分類し，初期活動と時間
的展望，就職イメージ，進路未決定状態，親しい友人の
就職活動との相互作用について検討する。
　また，本研究では，調査協力者を文系学部に在籍する
大学生に限定した。理系学部に在籍する大学生の就職活
動は，4年生時点でも進学希望者が多いこと，依然とし
て研究室推薦で就職する者も多いことなどから文系学部
に在籍する大学生の就職活動とは異なる様相を示すと考
えられたからである。 

方法

　調査協力者　調査協力者は首都圏の大学の文系学部に
在籍する，3年生84名（男性44名，女性40名）であった。
平均年齢は，21.30歳（SD＝0.76）であった。
　調査内容　①希望進路　希望進路を具体的に決定して
いるか回答を求めた。また，決定している者については，
第1希望から第3希望まで進路先をたずねた。②時間的
展望　白井（1994）によって作成された時間的展望体験
尺度を用いた。この尺度は時間的展望の態度側面を測定
する尺度で，目標指向性，希望，現在の充実感，過去受
容の4下位尺度18項目からなる。それぞれの項目につい
て，“あてはまらない”（1点）から“あてはまる”（5点）
の5件法で回答を求めた。③就職イメージ　杉本（投稿
中）が大学生の就職することに対するイメージについて，
大学生の自由記述回答をもとに作成した尺度で，拘束的
イメージ，制度的イメージ，希望的イメージ，自立的イ
メージの4下位尺度22項目からなる。それぞれの項目に
ついて，“全くそう思わない”（1点）から“大変そう思
う”（5点）の5件法で回答を求めた。④進路未決定　下
山（1986）によって作成された職業未決定尺度を用いた。
この尺度は，大学生の職業未決定の状態を測定する尺度
で，未熟，混乱，猶予，模索，安直，決定の6下位尺度
からなる。決定は下位尺度の中で進路未決定を示す下位
尺度ではないため，本調査では決定を除く5下位尺度35

項目を用いた。それぞれの項目について，“全くそう思
わない”（1点）から“大変そう思う”（5点）の5件法で
回答を求めた。⑤就職活動プロセス初期活動　就職活動
プロセスにおける初期の活動について17項目を提示し，
活動の有無について「行っていない」（0点）と「行っ
ている」（1点）の2件法で回答を求めた。⑥親しい友人
の就職活動状況　⑤と同様の尺度を用いて，「今現在よ
く一緒にいる」友人がそれぞれの就職活動を行っている
か，「行っている」（0点）「行っていない」（1点）「わか
らない」（2点）の3件法で回答を求めた。
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　手続き　上記の内容を含んだ質問紙調査が，2時点で
行われた。第1次調査が2004年10月下旬から11月上旬，
第2次調査が11月下旬から12月上旬に実施された。なお，
質問紙は大学の授業時間に協力者に手渡され，自宅で回
答された後，回収された。

結果と考察

　調査協力者の希望進路　まず，第1次調査，第2次調
査における調査協力者の希望進路について検討した。決
定している者の中で第1希望の進路先に進学や大学院，
留学，専門学校といった記述のある者を進学群，そうで
ない者を就職群とした。さらに，希望する就職先が決定
している者を決定群，決定していないものを未決定群と
した。各群の人数をTable1に示す。

　第1次調査，第2次調査ともに進学群は10.71%で，就
職群は89.29%であった。また，調査期間中に希望進路
決定に変化があった者の人数を検討したところ，就職群
において，第1次調査では希望進路が決定していたが第
2次調査では未決定となった者が6名，第1次調査では
未決定であったが第2次調査では決定した者が6名みら
れた。さらに，就職群で就職先を決定していない者の割
合（第1次調査64.29%，第2次調査65.48%）が，決定し
ている者の割合（第1次調査25.00%，第2次調査23.81%）
より高かった。これらの結果から，決定と未決定を変動
する者もいくらかみられるが，協力者の半数以上の者は
大学3年生の12月上旬までに就職先が明確になっていな
いことが示された。
　本研究では，就職活動プロセスを検討するため，以下
の分析では進学を希望している者を除いた75名（男性
37名，女性38名）を分析の対象とした。
　尺度構成　時間的展望体験尺度，就職イメージ尺
度，職業未決定尺度それぞれの下位尺度に関して，
第 1次調査，第 2次調査ともに信頼性係数の推定値
（Cronbachのα係数）を算出した。その結果，第 1次
調査，第2次調査の順に，時間的展望体験尺度の下位

尺度α＝ .74~.85，.61~.87，就職イメージ尺度の下位尺
度α＝ .70~.79，.70~.85，職業未決定尺度の下位尺度α

＝ .55~.82，.66~.86であった。第1次調査の職業未決定
尺度の模索においてα＝ .55と若干低い値をとったが，

以下の分析にはすべての下位尺度を用いた。なお，各下
位尺度における各項目得点の加算平均を算出し，その得
点をそれぞれの下位尺度得点とした。
　就職活動プロセスの初期活動尺度に関しては，全17

項目に対し主成分解による因子分析（バリマックス回
転）4）を行った。固有値の減衰状況と意味内容から判断
し，5因子を採用した。どの因子に対しても .40以上の
因子負荷量を持たなかった項目を削除し，繰り返し因子
分析を行った結果，2項目が削除され，最終的に15項目
が採用された。その結果を具体的な項目内容とともに
Table2に示す。
　第Ⅰ因子は，「就職支援サイトに登録する」「インター
ネットで就職活動について調べる」「就職活動関連の書
籍を買う」という，就職活動についての情報を探索し始
める活動をあらわす項目から構成されたため「予備的探
索活動」と名付けられた。第Ⅱ因子は，「就職に必要と
考えられる資格をとる」「就職関連の説明会に出席する」
「キャリアセンターに行く」という，今後展開される就
職活動プロセスを補う活動をあらわす項目から構成され
たため「補助的活動」と名付けられた。第Ⅲ因子は，「企
業の資料請求をする」「SPIなどの試験勉強や資格のた
めの勉強をしている」「会社にエントリーする」という，
就職活動プロセスで特定の企業にコンタクトし始める活
動をあらわす項目から構成されたため「エントリー活
動」と名付けられた。第Ⅳ因子は，「OB・OG訪問を行う」
「親と就職のことについて話す」「友達と就職のことにつ
いて話す」という，就職活動プロセスを進める際の他者
との関わりを示す活動をあらわす項目から構成されたた
め「周囲への相談活動」と名付けられた。第Ⅴ因子は，「企
業分析を行う」「会社の説明会・セミナーに出席する」「自
己分析を行う」という，特定の企業と自分とをマッチン
グさせていくための活動をあらわす項目から構成された
ため「自己と企業のマッチング」と名付けられた。各下
位尺度の信頼性係数の推定値（クーダー・リチャードソ
ンの公式20）を算出したところ，第Ⅰ因子から順に，α
＝ .78, .60, .60, .57, .42となった。
　日本労働政策研究機構（2007）が取り上げた就職活動
プロセスにおける具体的な活動は，就職活動プロセスの
初期活動尺度における予備的探索活動，エントリー活動，
自己と企業のマッチング活動に含まれており，この順序
で就職活動プロセスは進むと考えられる。予備的探索活

4） 2値変数に対する因子分析のため，2つの変数間のϕ

係数行列を算出し，それをもとに因子分析を行った。

Table 1　各調査における協力者の希望進路
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動は多くの就職希望者が早期にそして困難なく行うこと
のできる活動といえる。一方，エントリー活動と自己と
企業のマッチング活動は予備的探索活動とは質の異なる
活動であり，活動ごとに開始・継続を求められる活動で
ある。本研究の調査時期を勘案すれば，この時期に始ま
る活動は，エントリー活動であり，自己と企業のマッチ
ングは2月頃本格化してくる行動であると考えられる。
なお，補助的活動は既述の通り就職希望者すべての者が
行う活動ではなく，周囲への相談活動は就職活動プロセ
スにおいて非常に重要な活動であるが，就職活動プロセ
ス初期の活動というより就職活動プロセス全体を通して
行われる活動であると考えられる。
　以上，各下位尺度の内容と信頼性係数，調査時期を考
慮し，本研究では，就職活動プロセスにおける初期活動
のうちでエントリー活動に注目することとした。なお，

下位尺度に属する3項目の得点を加算したものを，エン
トリー活動の尺度得点とした。
　開始活動類型の分類　次に，調査期間中にエントリー
活動を開始しない者と開始した者，すでに開始している
者とに分析対象者を分類した。第1次調査0点，第2次
調査0点の者を＜未開始群＞，第1次調査0点，第2次調
査1点以上の者を＜開始群＞，第1次調査1点以上，第2

次調査1点以上の者を＜既開始群＞と名付けた。
　各開始活動類型の人数は＜未開始群＞26名，＜開始
群＞23名，＜既開始群＞26名であった。各開始活動類
型の第1次調査・第2次調査のエントリー活動状況を確
認するために，エントリー活動を従属変数とした2（時期 : 

第1次調査・第2次調査）×3（行動類型 : 未開始群・開
始群・既開始群）の2要因混合計画の分散分析を行った
（Table3）。

Table 2　就職活動プロセス初期活動尺度における主成分解による因子分析（バリマックス回転後）の結果
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　その結果，交互作用が有意であった（F（2, 72）＝29.86, 

p<.001）ため，単純主効果の検定（Bonferroni法）を行っ
たところ，第1次調査で＜既開始群＞が＜未開始群＞
＜開始群＞よりも，第2次調査で＜開始群＞と＜既開始
群＞が＜未開始群＞よりもエントリー活動得点が高かっ
た（p<.01）。また，＜開始群＞＜既開始群＞において，

第2次調査の得点が第1次調査の得点より有意に高かっ
た（p<.01）
　すなわち，＜開始群＞はエントリー活動を調査時期に
行っていない＜未開始群＞と同様，第1次調査時には活
動を行っていなかったが，第2次調査までに活動を開始
したことにより，第2次調査時には＜未開始群＞よりも
有意に活動を行っていることが確認された。また＜既開
始群＞は，第1次調査時で＜未開始群＞，＜開始群＞よ
りも活動を行っているだけでなく，第2次調査時までに
より一層活動を進めていることが確認された。
　希望進路の決定とエントリー活動との関連　希望進路
の決定がエントリー活動と関連することが考えられるた
め，第1次調査時の希望就職先の決定群・未決定群と開
始活動類型との関連を検討するためにχ2検定を行った。

なお，調査時期別の希望進路と開始活動類型の人数は
Table4に示した通りである。
　その結果，人数比率の偏りに有意傾向がみられた（χ2

＝ 4.73, df＝2, p<.10）。残差分析の結果，＜未開始群＞

において希望就職先が未決定の者が多く，決定している
者が少ない傾向（p<.10）が，＜既開始群＞において，

決定している者が多く，未決定の者が少ない（p<.05）
ことが明らかとなった。すなわち，行動を開始しない者
は，第1次調査時点で希望就職先が未決定な者が多い傾
向があり，すでに活動を開始している者は，第1時調査

時点で希望就職先が決定している者が多いといえる。た
だし，＜開始群＞，＜既開始群＞において，それぞれ
群内の73.91%，57.69%は希望就職先が決定していない。
すなわち，協力者の半数以上は就職先を具体的に決定
していないことが確認された。浦上（1996a）は教養学
科の短大生において，就職活動の初期に就職先が明確に
なっていないことを指摘しているが，本調査における協
力者の大学生においても同様の傾向がみられた。
　これまでに，進路探索行動（自己探索行動や職業探
索行動）が，職業的自己概念の明確化や（浦上 , 1996a），
進路探索行動の後の活動である面接を受けること，さら
には採用通知を得ることに有意な影響を及ぼすことが明
らかとなっている（Stumpf et al., 1984）。また，実際の
就職活動においても，進路探索行動はその後続く進路選
択行動の指針となる進路先の明確化を促進する行動とし
て，進路選択の第1段階と考えられてきた。
　しかし，本調査の協力者においては，この時期までに
重要だと考えられている進路探索行動が，十分に行われ
ていない可能性が示された。このことは，因子分析で第
Ⅴ因子として抽出された自己と企業のマッチングが，進
路探索活動として考えられてきた「自己分析」や「企業
分析」と，試験や面接の直前に行われる「企業の説明会
やセミナーへの出席」とで構成されたことからも推測さ
れる。このように，日本の大学生においては，進路探索
行動は進路選択の第1段階に行われるというよりは，就
職活動プロセス全体を通して行われるものとして捉える
ことが必要であると考えられた。
　エントリー活動と諸要因との関連　本研究の目的は，
大学生の就職活動プロセスにおけるエントリー活動の開
始に影響を及ぼす要因とエントリー活動から影響を受け

Table 3　時期・開始行動類型別協力者のエントリー活動平均点と分散分析の結果

Table 4　希望進路とエントリー活動における開始活動類型
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る要因を検討することであった。以下では，時間的展望，
就職イメージ，進路未決定，親しい友人の就職活動をそ
れぞれとりあげる。
　各開始活動類型において，各要因の下位尺度ごとに調
査時期における違いや変化がみられるかを検討するため
に，2（時期 : 第1次調査・第2次調査）×3（開始活動類型 : 

未開始群・開始群・既開始群）の2要因混合計画の分散
分析を行った。その結果をTable5に示す。
　時間的展望とエントリー活動との関連　時間的展望の
目標指向性，希望，現在の充実感，過去受容に対する分
散分析の結果は以下の通りである。
　まず，交互作用を検討したところ，希望において交互
作用傾向がみられたため（F（2, 72）＝2.80, p<.10），単

純主効果の検定（Bonferroni法）を行ったところ，第1

次調査において＜既開始群＞が＜未開始群＞＜開始群＞

よりも得点が高く（p<.05），第2次調査において＜既開

始群＞が＜未開始群＞よりも得点が高いことが示された
（p<.05）。また，＜開始群＞において第2次調査の方が
第1次調査よりも得点が高かった（p<.05）。
　目標指向性，現在の充実感，過去受容において交互作
用はみられなかったため，主効果の検定を行った。その
結果，開始活動類型において目標指向性（F（2, 72）＝4.73, 

p<.05）と現在の充実感（F（2, 72）＝5.76, p<.01）に有意

な主効果がみられ，過去受容（F（2, 72）＝2.64, p<.10）
に有意傾向がみられた。そこで，それぞれの下位尺度に
ついて多重比較（Bonferroni法）を行った。目標指向性
では，＜既開始群＞が＜未開始群＞より得点が高かった
（p<.05）。つまり，エントリー活動をすでに開始してい
る者は開始しない者より目標指向性を高く抱いているこ
とが示された。現在の充実感については，＜既開始群＞

Table 5　時期・開始活動類型別の時間的展望・就職イメージ・職業未決定・親しい友人のエントリー活動の
平均点と分散分析の結果
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が＜未開始群＞（p<.05）および＜開始群＞（p<.01）よ
り得点が高かった。つまり，エントリー活動をすでに開
始している者は開始しない者や開始した者より現在の充
実感を高く抱いていることが示された。過去受容につい
ては，＜既開始群＞が＜未開始群＞（p<.10）より得点

が高かった。すなわち，エントリー活動をすでに開始し
ている者は開始しない者より過去受容の程度が高いこと
が示された。
　就職イメージとエントリー活動との関連　就職イメー
ジの拘束的イメージ，制度的イメージ，希望的イメージ，
自立的イメージに対する分散分析の結果は以下の通りで
ある。
　まず，交互作用を検討したところ，就職イメージのす
べての下位尺度で有意な交互作用はみられなかった。そ
のため，主効果の検定を行ったところ，制度的イメー
ジでは時期（F（1, 72）＝ 3.22, p<.10）において主効果

に有意傾向がみられ，開始活動類型においても（F（2, 

72）＝5.14, p<.01）有意な主効果がみられた。多重比較
（Bonferroni法）を行った結果，第2次調査時のほうが
第1次調査時よりも得点が高かった（p<.01）。つまり，

調査期間中に制度的イメージ得点が高まったといえる。
また，＜開始群＞および＜既開始群＞が＜未開始群＞よ
りも，得点が有意に高かった（p<.05）。つまり，エント

リー活動を開始した者とすでに開始している者は開始し
ない者よりも制度的イメージを高く有していることが示
された。希望的イメージでは，開始活動類型において有
意な主効果がみられた（F（2, 72）＝4.42, p<.05）。多重比

較（Bonferroni法）を行った結果，＜既開始群＞が＜未
開始群＞よりも，得点が有意に高かった（p<.05）。すな

わち，すでにエントリー活動を開始しているものは開始
しない者よりも希望的イメージを高く有していることが
示された。
　進路未決定とエントリー活動との関連　進路未決定の
未熟，混乱，猶予，模索，安直に対する分散分析の結果
は以下の通りである。
　まず，交互作用を検討したところ，混乱（F（2, 72）＝
2.70, p<.10）と模索（F（2, 72）＝ 5.77, p<.10）で交互作

用傾向がみられたため，それぞれの下位尺度について単
純主効果の検定を行った。その結果，混乱では，＜開始
群＞と＜既開始群＞において第1次調査時のほうが第2

次調査時よりも得点が高かった（p<.05）。つまり，調査

期間中にエントリー活動を開始した者とすでに開始して
いる者では，進路に関する混乱の程度が低減したといえ
る。模索では，＜既開始群＞において第1次調査時のほ
うが第2次調査時よりも得点が高かった（p<.001）。す

なわち，活動をすでに開始している者は，調査期間中に

進路についての模索の程度が低減したといえる。
　未熟，猶予，安直については交互作用はみられなかっ
たため，主効果の検定を行った。その結果，開始活動類
型で未熟（F（2, 72）＝4.39, p<.05）と猶予（F（2, 72）＝

5.25, p<.01）に主効果がみられたため，それぞれの下位
尺度について多重比較（Bonferroni法）を行った。未熟
では，＜未開始群＞が＜既開始群＞より得点が高かった

（p<.05）。すなわち，エントリー活動を開始していない
者はすでに開始している者より進路について未熟な状態
であることが示された。猶予では，＜未開始群＞が＜既
開始群＞より得点が高かった（p<.01）。すなわち，活動

を開始していない者は，開始している者より進路を決定
することに対する猶予傾向が高いと考えられた。
　親しい友人のエントリー活動との関連　親しい友人の
エントリー活動に対する分散分析の結果は以下の通りで
ある。なお，友人のエントリー活動については，「行っ
ていない」「わからない」を0点，「行っている」を1点
として，項目の得点を加算し，尺度得点とした。
　まず，親しい友人のエントリー活動において交互作
用を検討したところ，有意な交互作用がみられた（F（2, 

72）＝6.70, p<.05）。そのため，単純主効果の検定を行っ
た結果，＜開始群＞と＜既開始群＞において第2次調査
時のほうが第1次調査時よりも得点が高かった（p<.01）。

すなわち，調査期間中にエントリー活動を開始した者と
すでに開始している者において，親しい友人のエント
リー活動状況も進んでいると考えられた。また，第2次
調査において，＜未開始群＞よりも＜開始群＞（p<.05）

および＜既開始群＞（p<.01）は得点が有意に高かった。
すなわち，第1次調査では3つの開始活動類型で親しい
友人の活動に差はみられなかったが，第2次調査までに
活動を開始した者とすでに開始している者は，親しい友
人の就職活動状況が進む一方，開始しない者は親しい友
人の就職活動も進まないことが示された。

総合考察

　本研究の目的は，就職活動プロセスにおける初期活動
の開始に影響を及ぼす要因と活動から影響を受ける要因
を明らかにすることによって，就職活動初期における活
動とその関連要因との相互作用プロセスを検討すること
であった。
　まず，初期活動の開始に影響を及ぼす要因を検討する
ために，調査期間中にエントリー活動を開始した者とし
ない者とを比較した結果，第1次調査時で差がみられた
のは就職イメージの制度的イメージのみであった。制
度的イメージは，就職に対する社会的義務や責任などの
イメージであるが，こうした規範的な価値観やイメージ
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が進路選択プロセスに影響していることが推測された。
Perron, Corbiere, Coalloer, & Cloutier（2006）は，知覚
された行動統制や社会的規範が職業探索意図に影響を及
ぼすことを示唆しているが，本研究では，進路選択に対
する意図だけでなく，行動にも影響を及ぼす可能性が示
唆された。
　一方，初期活動が影響を及ぼす要因を明らかにするた
めに，開始活動類型別に，それぞれの要因の変化を検討
した結果，活動を開始しない者では変化する要因はみら
れなかった。しかし，調査期間中に活動を開始した者で
は時間的展望の希望が上昇し，進路未決定の混乱状態が
低下し，親しい友人の就職活動状況が進むことが示され
た。また，すでに活動を開始している者では時間的展望
や就職イメージで変化はみられなかったが，進路未決定
の混乱状態や模索状態が低下し，親しい友人の就職活動
が進む傾向がみられた。
　このように，これまでの横断的研究や就職活動の前後
を検討した縦断的研究から関連性が見出されてきた時間
的展望や進路未決定，親しい友人の要因は，本研究で検
討された短期縦断的研究において，エントリー活動の開
始には影響を与えないことが示され，一方でこれらの要
因は開始されたエントリー活動からの影響を受け，変動
することが示された。
　以上をまとめると，大学生の就職活動プロセスにおけ
る初期の活動とその関連要因との相互作用は以下のよう
なプロセスであると推測される。
　就職希望である大学生のほとんどは，就職支援サイト
に登録するといった予備的探索活動を10月までに行う
ことができる。しかし，その後企業へのコンタクトを取
るといったエントリー活動を開始するかどうかは，就
職に対する制度的イメージの高さによって規定されるた
め，制度的イメージが高い者は活動を開始するが低い者
は開始しないというばらつきがみられる。活動を開始し
た者は，時間的展望の希望側面が広がり，進路に対する
混乱状態が低下し，親しい友人の就職活動状況が進む一
方で，活動を開始しない者は時間的展望，就職イメージ，
進路未決定，親しい友人の就職活動状況において，変化
がみられない。さらに，すでにエントリー活動を開始し
ている者を，本調査時期に開始した者のその後ととらえ
るならば，3年生の10月から12月の時点で開始した者は，
この調査以降もエントリー活動を継続することで，進路
に対して混乱しなくなり，模索しなくなるというように
進路未決定状態が低下し，親しい友人はより一層就職活
動進めていくということになるであろう。
　ところで，エントリー活動の開始には，時間的展望や
進路未決定，親しい友人の就職状況，また就職に対する

拘束的，希望的，自立的イメージといった要因は影響を
及ぼさないと考えられた。しかしこれらの要因について，
すでにエントリー活動を開始している者と開始しない者
との間に有意な差が見出された。すなわち，すでに開始
している者は開始しない者よりも，時間的展望をもち，
進路選択を促す就職イメージを抱き，進路決定状態にあ
るといえる。本調査期間にこれらの要因の変動は確認さ
れなかったため断定することは難しいが，開始した者の
尺度得点が，開始しない者と早期に開始した者との中間
に位置することから，開始した者の諸要因が本調査以降
に変動して，すでに開始している者の水準まで到達する
可能性も十分に考えられる。
　以上，就職活動初期活動とその関連要因との相互作用
プロセスを検討してきた。この中で最も注目すべきは，
エントリー活動を開始しない者において，進路選択に影
響を及ぼすとされている時間的展望，就職イメージ，職
業未決定，友人の就職活動状況に変化がみられないこと
であろう。とくに，本調査で検討した要因の中で唯一エ
ントリー活動の開始に影響を及ぼすことが示された制度
的イメージに変化がみられなかったことから，開始しな
い者においては，制度的イメージは活動開始を促す程度
まで高まらず，そのため活動は開始されず，開始しない
ために制度的イメージも高まらない，という循環が生じ
る可能性が推測された。
　これまで，進路未決定の学生の中でも，卒業を延期す
るほどの未決定状態の学生は慢性的に未決定状態である
indecisive型と判断され，気質的な不安の高さにその原
因が求められることが多かった（若松 , 2001）。もちろん，
本研究では測定していない気質的な不安の高さを検討す
ることはできないが，本調査結果から推測されたように，
大学生は気質的な不安傾向にかかわらず，就職活動プロ
セスにおける質の異なる各活動を開始できずに，就職活
動プロセスを継続できない循環に入ってしまうことで，
就職活動を先延ばしにしたり早期にあきらめてしまった
りするのかもしれない。

今後の課題

　本調査は，10月下旬から12月上旬の短期的な縦断調
査ということから，特定の企業へコンタクトをとり始め
る活動であるエントリー活動に注目した。しかし，就職
活動プロセスはエントリー活動以降にも，企業の説明会
や筆記試験，面接，内定，内定後の適応などさまざまな
活動が控えている。また，本調査時期にエントリー活動
を開始しない者がこの先も活動を開始しないとは限らな
い。さらに，この時期に活動を開始したものの内定を取
得する前に就職活動をやめてしまう者もいるだろう。以
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上のことから，今後，本調査でとりあげられなかった就
職活動プロセスにおける後期の活動を取り上げつつ，初
期の活動との関連や関連要因を検討していくことが課題
となるだろう。
　また，本調査では，調査協力者の人数が少なく，性差，
学部差，学校差などを検討することはできなかった。学
校差に注目すると，選抜性が中程度以上の大学では，マ
ニュアル化されたとおりの就職を行うが，選抜性の低い
大学では，こうした就職活動の手順をふまないことが示
唆されている（日本労働政策研究機構，2007）。このよ
うに，個人を取り巻く社会的文脈を考慮することで，よ
り詳細な大学生の就職活動プロセスを理解できると考え
られる。そのため，今後協力者数を増やし，さらなる検
討をしていくことが必要であろう。
　ところで，エントリー活動の開始に影響を及ぼす要因
として，制度的イメージが見出されたが，単純に制度的
イメージを有していればいいというわけではない。近
年，文部科学省はキャリア教育を推進し，小学校からの
進路探索行動の充実によって職業観や勤労観の育成を掲
げている。キャリア教育の中で進路探索行動によって進
路の明確化を促すことは，長期的にみれば大学卒業後の
無業者を減少させる1つの予防策といえるだろう。しか
し，さまざまな生き方や働き方が提案される現代におい
て，制度的イメージにみられるような一元的な勤労観の
育成は難しいと思われる。さらに，永作・新井（2005）
は，進学動機が「普通は学校に行くものだから」などの
自律的とはいえないものの場合，進学後の学校不適応
の高さにつながる可能性を示唆している。本研究の制度
的イメージは自己決定理論に置き換えるのであれば非自
律的なものであると考えられるため，制度的イメージを
高めて就職活動を行うことができるようになったとして
も，より自律的なイメージに変容することができなけれ
ば，就職活動からの退却や，就職後の不適応につながる
可能性が危惧される。これらのことから，今後のキャリ
ア教育や就職活動支援において，進路選択行動場面にの
み注目するのではなく，今後の生活を考慮した上で大学
生を支援できるよう，さらなる要因の検討が望まれる。
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ABSTRACT

The Longitudinal Study of the Entry Activities in the Process of Job Hunting 
among University Students

Hideharu SUGIMOTO

The purpose of this study was to reveal the following two factors through the longitudinal study: 

(1) factors that would affect the entry activities in the process of job hunting, such as requesting com-

pany brochures and participating in job fairs, and (2) factors that would be affected by such activities. 

A sample of 75 third-year university students from several arts departments were asked twice to fi ll 

in  questionnaires regarding the entry activities of job hunting and related factors (time perspective, 

image of getting a full-time job [IGFTJ], career indecision, and job-hunting activities of close friends). 

The dependent variables were set as the entry activities-related factors, and subsequently analyses of 

variance (ANOVAs) were performed on the dependent variables in this 2 (the period of the study: fi rst 

study or second study) × 3 (the status of the participant’s entry activities: not-launched, launching, and 

already-launched) mixed factorial design. The results indicated that there was a marginal difference 

only in the Institution factor (a subscale of the IGFTJ scale) of the fi rst study between the launching 

group and the not-launched group. Also, between the fi rst and the second study, there were a number 

of changes found among participants in the launching and already-launched group: In the launching 

group, hope in the time perspective were increased, confusion in the career indecision was decreased, 

and job-hunting activities of closed friends were getting in progress, while in the already-launching 

group, confusion and exploration in the career indecision were decreased and job-hunting activities 

of closed friends were getting in progress, although there were no such changes in the not-launching 

group. From these results, it was concluded that institutionalized images affected the entry activities 

of job hunting, and such activities affected the participant’s time perspective, career indecision, and 

job-hunting activities of close friends, implying that job-hunting activities and their related factors mu-

tually affected one another.  

Key words:  entry activities in the process of job hunting, longitudinal study, image of getting a full-time 

job, career indecision, job-hunting activities of closed friends




