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就職に関する情報探索行動尺度の作成 1）

矢 崎 裕 美 子2）　　斎 藤 和 志3）　　高 井 次 郎

問題と目的

　就職活動は，就職を希望する学生，転職を希望する社
会人にとって重要な活動である。特に，大学生を中心と
する多くの学生は卒業後職業に就くことが初めてである
ことが多いため，数多くの職業から自らに合う職業を選
ぶために多くの時間や労力を割く。さらに日本では，学
生は企業の採用活動に合わせて就職活動をする必要があ
るため，自らの意志や希望にかかわらず，就職活動を始
めざるを得ない学生もいるであろう。
　就職活動はさまざまな活動を含んでいる。企業の会社
説明会やセミナーに出席する，インターネットで特定の
企業にエントリーする，就職試験を受けに行く，面接に
行くなどの企業と直接接触するような活動（求職活動）
は，一般的に就職活動の主な要素を占めると考えられる。
しかし実際は，求職活動を行う前の，インターネットで
個々の企業を調べる，自己分析をする，大学が開催する
就職セミナーやキャリア・ガイダンスに出席する，必要
な資格を取得する，OBやOG訪問をして興味ある企業
についてたずねる，など準備段階をも含む活動（準備行
動）がかなりの割合を占めるとされている（下村・堀，
1994）。そして，それらの多くは就職に関する情報を収
集することである。適切な情報収集をすることで，大学
生は企業社会に対する一定のリアリティを形成すること
が可能である（下村・堀，2004）。
　就職活動の際の情報収集に関係する行動は，「何を調
べるのか」という情報内容の観点からみたものと，「ど
こから，どのように調べるのか」という情報源の観点
からみたものの2つがある。このうち前者は，進路探索
行動（career exploration behavior；Stumpf, Colarelli, & 

Hartman，1983；安達，2001）に代表される。以下では

まず進路探索行動について述べる。
　進路探索行動は，「前もって刺激されていない分野の
職業や仕事，組織について情報を得るための行動および
認知活動」と定義され（Stumpf et al.，1983），環境につ
いての情報及び自己についての情報の2側面から構成さ
れている。環境探索行動は，役立つ知識の会得やセミナー
への参加といった活動を含み，職業世界に対する情報収
集行動として捉えられ，自己探索行動は，自分と職業を
関連づけて，自分自身についてじっくり考えるなどの活
動を含み，自己理解や自己洞察に関連している（安達，
2001）。
　従来の進路探索行動尺度は，項目が12項目と少ない
ため答えやすく，内容も抽象的なため，転職活動を含
めた幅広い就職活動や進路選択の文脈で使用されてい
る（e.g., 安 達，2001； 安 達，2006；Stumpf, Austin, & 

Hartman, 1984；Wanberg, Kanfer, & Banas, 2000；Zikic 

& Klehe，2006）。しかしながら，抽象的なゆえに現実の
就職活動の情報収集に関する側面が十分に反映されてい
ない可能性がある。また，自己探索行動は「自分という
人間についてよく考えてみる」，「これまで自分が行って
きたことと将来の職業について新しい関連付けをしてみ
ること」など，自分に関する情報内容が主であるが，環
境探索行動については，「関心のある仕事や組織につい
て情報を収集すること」のような情報内容を含んだ項目
と，「将来の職業に関連したガイダンスや講演を聞きに
行く」，「自分が興味を持っている職業領域に詳しい人と
話をする機会を持つ」など情報源を含む項目の両方が含
まれている。すなわち，環境探索行動については「なに
を調べるのか（情報内容）」と「どのように調べるのか（情
報源）」とが混在してしまっている。
　一方，もう1つの観点である情報源について言及す
ると，下村・堀（2004）は，大学生の就職活動におけ
る情報探索について，情報源と情報内容とには一定の
対応関係があることを示した。その対応関係から，大
学生が入手する情報を，「企業の特徴」，「就職活動の方
法」，「就職活動を行う自分に関する情報」，「人づてで得
る情報」の4つのグループに分けた。この4つのグルー
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プは，情報内容（自己関連情報―企業関連情報）と情報
源（マスメディア情報源―人づての情報源）の2軸から
解釈されている。ここで解釈された情報内容の「自己関
連情報―企業関連情報」は，進路探索行動（Stumpf et 

al.，1983；安達，2001）の「自己探索―環境探索」行
動に対応するであろう。また，情報源の解釈について
は，Wanberg et al.（2000) の研究で用いられた，対人
相互作用のあるネットワーキングな仕事探しと対人相
互作用のない一般的な仕事探しという分類や，Schwab, 

Rynes, & Aldag（1987) の主張した，仕事探しにおける
インフォーマルな資源（友人や知人）とフォーマルな資
源（広告や雇用サービス）という分類と一致している。
すなわち，下村・堀（2004）で見られた4つのグループは，
Wanberg et al.（2000) や Schwab et al.（1987）の情報
源を裏づけるだけでなく，情報内容の観点から検討され
た進路探索行動（Stumpf et al.，1983；安達，2001）を
も包含することが可能であり，就職活動における情報探
索的側面を把握するには最適であることが言える。
　しかしながら，下村・堀（2004）では，調査の方法として，
情報内容及び情報源に関する単語を提示して，調査対象
者に就職活動で重視した情報に○をつけるよう求めるこ
とをしており，個人の情報探索の頻度については測定で
きず，現実の情報探索行動を十分に把握できるとは言い
難い。そこで本研究では，下村・堀（2004）で示された
情報内容及び情報源を参考に，就職に関する情報探索行
動の尺度項目を作成し，進路探索行動（Stumpf et al.，
1983；安達，2001）との関連を検討することを第1の目
的とする。進路探索行動の情報内容を具体化し，情報源
も含めた新たな尺度を作成することで，就職活動の際の
情報探索行動をより正確に測定することが可能になるだ
ろう。作成された尺度に下村・堀（2004）と同様の4グ
ループ構造が見られるならば，企業に関連した情報内容
である「企業の特徴」，「人づてで得る情報」は進路探索
行動の「環境探索」と，自己に関連した情報内容である
「就職活動の方法」，「就職活動を行う自分に関する情報」
は進路探索行動の「自己探索」とより関連が強く見られ
るだろう。
　では，情報探索行動は就職活動の結果 4) に対してはど
のような影響を及ぼすのだろうか。まず，情報内容に注
目すると，例えば，Zikic & Klehe（2006）は転職時に進
路探索行動における「環境探索」は退職意志の低さ，組
織同一化，キャリア成長など再雇用の質に正の影響を及

ぼすが，「自己探索」は負の影響を及ぼす傾向があるこ
とを示した。Werbel（2000）の研究では，「環境探索」
のみが「履歴書を送る」など求職活動の活発さに正の影
響を及ぼすが，求職活動の活発さは職務満足や初任給に
影響を与えないという結果が見出された。したがって，
進路探索行動は大学生の就職活動の結果にも何らかの直
接的間接的影響を与えることが予測されるが，これまで
の多くの研究は進路探索行動の要因の方に焦点が当てら
れているため（e.g., 安達，2001；下村・堀，1994），情
報内容と就職活動の結果との関連は明らかになっていな
い。
　次に，情報源に着目すると，下村・堀（2004）は，就
職活動の際にOBやOGを情報源とすること，すなわち
人づてで得る情報探索行動が，第1志望の企業を内定取
得したり，就職活動そのものを早期に終えることができ
たりなど，就職活動の結果に影響を与えることを明らか
にした。また，就職活動中に会ったOBの数が多いほど
内定先の企業の規模が大きい（平沢，1995），まったく
の自由応募による就職活動よりもOB／OGを媒介とし
た就職活動の方が，1000人以上の規模の企業に就職す
る割合が高い（下村，1999）なども示されている。ま
た，Wanberg et al.（2000）は，転職の際に人的ネット
ワークを情報源にする頻度は，失業保険の消耗を少なく
し，再就職やその決定の早さを予測することを明らかに
した。これらの先行研究で見られるように，就職活動の
結果には，特に大学生の就職活動についてはOBやOG

のような人づてから得られる情報探索をすることが，ポ
ジティブな影響を示すことが予想される。
　以上のことから，本研究では構成された情報探索行動
尺度を用い，就職に関する情報探索行動により就職活動
の結果がどのように影響を受けるかについて検討するこ
とを第2の目的とする。

方法

調査対象者
　主に一般企業への就職活動を経験した，愛知県内の7

つの四年制大学4年生125名（男性35名，女性90名）お
よび2つの短期大学2年生女子129名の計254名。平均年
齢は20.8歳（SD = 1.11）。学科の内訳は，四年制大学が

心理系110名，経済系7名，文学系4名，不明4名であった。
短期大学が教養系96名，文学系32名，不明1名であった。

調査時期と手続き
　調査時期は2007年1月であった。心理学関連の授業で
一斉に配布・回収，または個人的に依頼し配布・回収を
した。回答時間は20–30分であった。

4）本研究では，就職活動の結果を「進路決定」，「就職
活動満足度」，「内定先企業が第1志望だったかどうか」，
「内定先企業満足度」の指標で捉えた。
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質問紙構成　
　就職に関する情報探索行動　下村・堀（2004）を参考
に，就職に関する情報探索行動について91項目を作成
した。項目は，下村・堀（2004）において，大学生が就
職活動の際に重視したとされる「就職サイト」，「友人」，
「OB／OG」など7つに，「自分」を加えた8つの情報源と，
「企業の給与」，「履歴書の書き方」，「自分のやりたいこ
と」，「職場の雰囲気」など44の情報内容を組み合わせ，
適切と思われる動詞を語尾につけた（例えば，“就職サ

イトで，企業の給与について調べた”，“自分の仕事をす
る上での能力について，友人と話した”など）。作成し
た91項目について，「来年度から就職する予定の企業に
ついて（就職先未定の人については，第一志望の企業に
ついて），就職活動の際にはどの程度行ったか」をたず
ねた。回答は，“とても行った（5）”～“全く行わなかっ
た（1）”の5件法。
　進路探索行動　進路探索行動尺度12項目（Stumpf et 

al.，1983；安達，2001邦訳）。項目それぞれについて，「就

Table 1
就職に関する情報探索行動の因子分析結果 （主因子法，プロマックス回転）

F1 F2 F3 F4

70 企業の給与について，企業のHPで調べた .85 –.15 –.13 .10

79 企業の労働条件について，企業のHPで調べた .83 –.10 –.04 .08

63 企業の福利厚生について，企業から送付された資料で見た .82 –.12 .01 .05

62 企業の労働条件について，企業から送付された資料で見た .81 –.10 .03 –.01

47 企業の規模や知名度について，企業から送付された資料で見た .79 –.05 –.04 .00

23 就職サイトで，企業の社風について調べた .75 .09 –.08 –.07

40 企業の給与について，企業から送付された資料で見た .72 –.16 .08 –.01

46 企業の業務内容について，企業のHPで調べた .71 .01 .06 –.12

43 企業の採用計画について，企業のHPで調べた .71 –.03 .05 –.02

86 就職サイトで，企業の採用計画について調べた .71 .09 –.05 –.05

31 企業の規模や知名度について，企業のHPで調べた .70 .06 –.09 .00

18 企業の福利厚生について，企業のHPで調べた .70 –.06 –.02 .08

89 企業の勤務地について，企業のHPで調べた .69 .07 –.04 –.05

74 企業の業務内容について，企業から送付された資料で見た .69 –.03 .08 –.01

45 就職サイトで，企業の給与について調べた .68 –.01 –.07 .04

33 就職サイトで，企業の業務内容について調べた .68 .17 .02 –.17

57 就職サイトで，企業の労働条件について調べた .68 .01 –.02 .05

59 企業の方針や今後の動向について，企業から送付された資料で見た .66 –.02 .10 .02

16 企業の方針や今後の動向について，企業のHPで調べた .65 .09 –.02 –.06

82 就職サイトで，企業の福利厚生について調べた .65 .06 –.04 .13

20 企業の社風について，企業のHPで調べた .65 .07 .04 .00

83 企業の勤務地について，企業から送付された資料で見た .64 .14 .04 –.14

9 就職サイトで，企業の規模や知名度について調べた .62 .08 –.04 .03

7 就職サイトで，企業の方針や今後の動向について調べた .60 .09 .11 –.02

38 企業の社風について，企業から送付された資料で見た .60 –.04 .15 .06

68 就職後の昇進や昇格について，企業から送付された資料で見た .58 –.05 –.02 .19

27 企業の採用計画について，企業から送付された資料で見た .57 –.09 .18 .02

6 就職サイトで，企業の勤務地について調べた .57 .17 .03 –.17

69 就職後の昇進や昇格について，就職サイトで調べた .51 .05 –.06 .25

2 就職後の昇進や昇格について，企業のHPで見た .48 .02 –.01 .19

76 敬語の使い方について，就職ガイダンスで聞いた –.12 .87 .02 –.06

35 自己PRの仕方について，就職ガイダンスで聞いた –.03 .85 .07 –.16

91 就職活動に必要なマナーや礼儀について，就職ガイダンスで聞いた –.16 .85 .17 –.20

84 履歴書の書き方について，就職ガイダンスで聞いた –.09 .82 .07 –.15

80 企業への電話のかけ方について，就職ガイダンスで聞いた –.11 .78 .00 .11
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F1 F2 F3 F4

14 就職活動の服装について，就職ガイダンスで聞いた –.02 .78 .09 –.14

4 面接の受け方について，就職ガイダンスで聞いた –.16 .74 .12 –.03

88 敬語の使い方について，就職情報雑誌で見た .00 .74 –.08 .10

60 企業研究の仕方について，就職ガイダンスで聞いた –.06 .72 .15 –.05

30 企業への手紙の書き方について，就職ガイダンスで聞いた –.07 .72 .00 .09

5 履歴書の書き方について，就職情報雑誌で見た .02 .69 –.04 .02

53 企業への電話のかけ方について，就職情報雑誌で見た .00 .68 –.15 .23

50 就職活動の服装について，就職情報雑誌で見た .11 .65 –.02 .06

29 面接の受け方について，就職サイトで調べた .24 .63 –.06 –.04

36 企業への手紙の書き方について，就職サイトで調べた .10 .63 –.16 .22

90 企業への手紙の書き方について，就職情報雑誌で見た .03 .63 –.10 .21

15 企業研究の仕方について，就職情報雑誌で見た .08 .60 .10 .12

10 就職活動に必要なマナーや礼儀について，就職情報雑誌で見た .17 .60 .04 –.01

81 就職活動に必要なマナーや礼儀について，就職サイトで調べた .22 .59 –.15 .02

13 企業研究のしかたについて，就職サイトで調べた .07 .58 .10 .09

34 敬語の使い方について，就職サイトで調べた .12 .58 –.09 .12

11 自己PRの仕方について，就職サイトで調べた .22 .56 .00 –.04

22 企業への電話のかけ方について，就職サイトで調べた .16 .54 –.15 .13

71 自分の職業の興味や関心について，友人と話した –.03 –.07 .80 .06

85 自分の仕事をする上での能力について，友人と話した –.13 .04 .76 .19

21 自分が仕事でやりたいことについて，友人と話した .02 –.12 .74 .09

78 自分の性格について，友人と話した –.04 .08 .69 .02

1 自分の適した職業について，友人と話した –.09 .03 .69 .11

61 自分が仕事でやりたいことについて考えた .19 –.06 .65 –.17

64 自分の職業の興味や関心について考えた .20 .00 .63 –.16

72 仕事と家庭環境との関係について，友人と話した –.05 –.01 .63 .26

87 自分の性格について考えた .17 .15 .58 –.22

37 自分が小さい頃に憧れていた職業について，友人と話した –.10 –.08 .58 .28

66 自分の専攻と職業との関係について，友人と話した –.07 .10 .53 .24

77 自分が小さい頃に憧れていた職業について振り返った –.02 .04 .51 .07

41 自分の職業適性について考えた .26 .13 .49 –.06

52 自分の仕事をする上での能力について考えた .23 .16 .48 –.14

44 OBやOGに，仕事の厳しさについて聞いた .02 –.13 .14 .78

48 OBやOGに，人事の人の印象について聞いた .01 –.10 .10 .77

49 OBやOGに，職場の雰囲気について聞いた .06 –.15 .12 .75

56 OBやOGに，企業側の説明のしかたについて聞いた .01 .16 –.04 .70

12 OBやOGに，実際に働いている人の印象について聞いた .08 –.07 .03 .67

73 大学の先輩に，OBやOG訪問の仕方について聞いた –.11 .15 –.02 .66

3 大学の先輩に，自己PRの仕方について聞いた .03 .07 .14 .57

25 大学の先輩に，面接の受け方について聞いた .09 .05 .10 .56

26 OBやOG訪問の仕方について，就職サイトで調べた .04 .26 –.12 .55

75 自分のスケジュール管理のしかたについて，大学の先輩に聞いた –.11 .21 .07 .54

因子間相関  F1 .59 .43 .26

 F2 .39 .40

 F3 .23
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職活動の際にどの程度行ったか」をたずねた。回答は，“非
常によく行った（5）”～“全く行わなかった（1）”の5件法。
　就職活動の結果　①大学・短大卒業後進路の決定・未
決定，②就職活動の満足度 (0–100)，③来年度から就職
をする予定の企業が第1志望か否か，④来年度から就職
をする予定の企業に対する満足度 (0–100)。（③，④は①
において，進路決定をしていると答えた者のみ）。
　デモグラフィック変数　大学，学部学科，学年，性別，
年齢の回答を求めた。

結果

尺度項目の分析
　就職に関する情報探索行動尺度　全91項目の因子分
析（主因子法，プロマックス回転）を行った。1つの因
子に対してのみ因子負荷 .40以上という基準を満たさな
い項目を削除しながら因子分析を繰り返し，最終的に
14項目を除外した77項目を採用した。また，固有値の
減衰状況（25.76, 6.33, 4.98, 4.02, 2.53, 2.37…）と解釈可能
性の観点から4因子解を採用した（累積説明率53.35%）。
その結果をTable 1に示す。第Ⅰ因子は，“企業の給与に
ついて，企業のHPで調べた”，“就職サイトで，企業の
社風について調べた”など個々の企業の特徴に関した内
容であったため，「企業の特徴に関する情報（以下，企
業特徴と記す）」，第Ⅱ因子は“敬語の使い方について，
就職ガイダンスで聞いた”，“企業への手紙の書き方につ
いて，就職情報雑誌で見た”など，就職活動の方法や就
職活動を行う上で必要な情報であることから，「就職活
動の方法に関する情報（就活方法）」，第Ⅲ因子は“自分
の職業の興味や関心について，友人と話した”，“自分の
仕事をする上での能力について考えた”などの内容から，
「就職や就職活動における自己関連情報（自己関連）」，
第Ⅳ因子は，“OBやOGに，仕事の厳しさについて聞い
た”，“大学の先輩に，OBやOG訪問の仕方について聞
いた”など，就職活動や就職後の経験や体験に関する情
報内容であることから，「就職や就職活動の経験や体験
に関する情報（経験・体験）」と名づけた 5)。因子間相
関は，.23～.59であった。また，各下位尺度の平均値と
SD，信頼性係数αをTable 2に示した。下位尺度の信頼

性は，.91～.96であり十分な信頼性が得られた。
　進路探索行動尺度　先行研究に基づき，全12項目の
因子分析を行った（主因子法，プロマックス回転）。複
数の因子に負荷する項目および1つの因子負荷が .35以

下の項目3項目を削除し，2因子9項目を採用した。そ
れぞれの信頼性係数αは，自己探索行動5項目α =.72，

環境探索行動4項目α =.80と十分な値であった。因子間
相関は .51であった。

進路探索行動尺度との関連
　作成した就職に関する情報探索行動尺度の下位尺度そ
れぞれが，進路探索行動の「自己探索」と「環境探索」
とどの程度関連があるのかについて検討した。進路探索
行動の2側面は，因子間相関が .51と比較的高いため，「自
己探索」「環境探索」それぞれを統制した偏相関を算出
した（Table 3）。その結果，「環境探索」と「経験・体
験」に関する情報以外は，すべて有意な正の相関が見ら
れた。特に，「自己探索」は，「自己関連」情報と「経験・
体験」情報に対し，「環境探索」は，「企業特徴」と「就
活方法」についての情報に対して中程度の正の相関が確
認された。

就職活動の結果への影響
　まず，就職に関するどの情報探索行動が，大学卒業後
の進路決定状況や就職活動満足度に影響を及ぼすのかに
ついて検討した（Table 4）。進路決定状況については「進
路決定=1」，「進路未決定=0」のダミー変数を設定し，
就職に関する情報探索行動の各下位尺度を独立変数，進
路決定状況を従属変数にした二項ロジスティック回帰分
析を行った。また，同様の独立変数で，就職活動満足度
を従属変数にした重回帰分析を行った。その結果，「経験・
体験」が進路決定状況，就職活動満足度の両方に有意な
正の影響を与えることが明らかになった。すなわち，就
職や就職活動の経験や体験に関する情報を多く収集した
者ほど，卒業後の進路を決定している者が多く，就職活

5）下村・堀（2004）の分類での，「人づてで得る情報」
に該当するが，「人づて」は人から間接的に情報を聞く
という意味合いが含まれるため，この因子名にした。

Table 3
就職に関する情報探索行動と進路探索行動（9項目）

との偏相関

企業特徴 就活方法 自己関連 経験・体験
自己探索行動 .29** .24**  .48**   .27**

環境探索行動 .31** .18** .11† –.01

** p < .01  † p < .10

Table 2
就職に関する情報探索行動尺度の平均値，SD，α

平均値 SD α
1 ．企業特徴（30項目） 3.32 0.90 .96

2 ．就活方法（23項目） 2.87 0.96 .96

3 ．自己関連（14項目） 3.32 0.83 .92

4 ．経験・体験（10項目） 2.00 0.87 .91
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動の満足度が高いことが示された。
　次に，卒業後の進路が決定した者について，就職に関
するどの情報探索行動が，卒業後就職をする予定の企業
が第1志望かどうか，就職をする予定の企業に対する満
足度に影響を及ぼすのかについて検討した（Table 5）。
第1志望だったかについては，先の手続きと同様に，「第
1志望＝1」，「第1志望ではない＝0」のダミー変数を設
定し，二項ロジスティック回帰分析を行った。また，企
業に対する満足度を従属変数にした重回帰分析を行っ
た。その結果，就職に関するどの情報探索行動も第1志
望や企業満足度は有意な影響を示さなかった。

考察

　本研究では，就職に関する情報探索行動の尺度項目
を作成し，進路探索行動（Stumpf et al.，1983；安達，
2001）との関連，就職に関する情報探索行動が就職活動
の結果に与える影響についての2点を検討した。

就職に関する情報探索行動尺度について
　本研究で作成した就職に関する情報探索行動尺度は，
「企業特徴」，「就活方法」，「経験・体験」の4因子に分
かれた。これらは，下村・堀（2004）で見出された4グルー
プとほぼ対応する結果であった。異なった点は，「大学
の先輩」からの情報が，先行研究では「就活方法」のグ
ループに含まれていたが，本研究では「経験・体験」の
因子として捉えられた点であった。OBやOGを情報源
とした情報内容は「職場の雰囲気」や「人事の人の印象」
など，企業に関係するものが多く，大学の先輩を情報源
とした情報内容は「自己PRの仕方」や「面接の受け方」
など，就職活動の方法に関係するものが多いため，情報
内容から見ると異なる分類となる。しかしながら，「経験・
体験」因子の項目は，人的ネットワークを情報源とした
生の情報であるという点において，大学の先輩とOBや
OGが共通の因子として捉えられたのであろう。

就職に関する情報探索行動と進路探索行動との関連
について
　全体的に情報探索行動の4つの側面は，進路探索行動
（Stumpf et al.，1983；安達，2001）の「自己探索」と「環
境探索」との両方の側面と関連していることが明らかに
なった。しかし，4側面と進路探索行動との関連のパター
ンはそれぞれ異なった。「企業特徴」，「就活方法」は「環
境探索」と，「自己関連」は「自己探索」と強い関連が
見られた点については予測したとおりの結果になった。
一方，「経験・体験」が「自己探索」のみとの関連が見
られた点については，情報内容の観点から見れば予測と
は異なる結果であった。この点は，下村・堀（2004）で
指摘された「マスメディア情報源―人づてで得る情報源」
の軸での捉え方に対応している。「経験・体験」の項目は，
先述のように，情報源が「大学の先輩」や「OBやOG」
であり，人づてで得る情報が大部分を占めるためである。
したがって，情報内容自体は環境探索的側面が強いが，
自己との関連において人づてすなわち人的ネットワーク
によって得る生の情報であるため，「自己探索」との関
連が見られたことが考えられる。

就職に関する情報探索行動が就職活動の結果に及ぼ
す影響
　まず，就職や就職活動の経験・体験について情報探索
を行うことが，進路決定や就職活動満足度に影響を与え
ることが示唆された。この結果は，人づてで得る情報が
就職活動の結果を左右することを示した下村・堀（2004）
や，人的ネットワークが再雇用を予測するなどを示し
たWanberg et al.（2000）を支持する結果である。また，

Table 4
進路決定，就職活動満足度の回帰分析結果（N = 249）

進路決定 就職活動満足度
Exp B β

企業特徴 1.34 .09

就活方法 0.69 –.00

自己関連 1.11 –.01

経験・体験 2.17* .20*

 χ2 (df) 9.89 (4)*

R2 .06*

*p < .05
Exp B：ロジスティック回帰オッズ比　β：標準偏回帰係数

Table 5
第一志望，企業満足度の回帰分析結果（N = 207）

第一志望 企業満足度
Exp B β

企業特徴 0.83 .03

就活方法 1.01 .13

自己関連 1.52 –.00

経験・体験 1.08 .13

 χ2 (df) 5.40 (4)

R2 .06*

*p < .05
Exp B：ロジスティック回帰オッズ比　β：標準偏回帰係数
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本研究では，進路決定や再雇用のような客観的な側面だ
けではなく，就職満足度のような個人の心理的主観的な
側面を予測することが示唆された。
　OBやOG，大学の先輩などから聞く就職や就職活動の
経験や体験が，就職活動の結果に影響を及ぼす背景には
「企業社会」に対するリアリティを早い段階で形成でき，
膨大な情報を取捨選択する際の基準となる現実に沿った
見方を手に入れることができること（下村・堀，2004）
が考えられる。リアリティ形成が可能であるという意味
では，就職活動の文脈ではないが，新入社員が上司に直
接聞くなどの情報収集を行うことが職業への期待と現実
とのギャップを低減させることを示した道谷（2007）の
研究からも同様のことが言えるであろう。
　「企業特徴」，「就活方法」，「自己関連」については，
それらは就職活動の結果には直接影響を与えなかった
が，次の2つの観点から間接的には影響を与えているこ
とが考えられる。まず本研究では，情報探索行動のどの
側面が相対的に就職活動の結果に影響を及ぼすかについ
て検討したため，各下位尺度の4側面を並列に扱い分析
を行った。しかし，下村・堀（1994）は就職活動の早期
には「自分」，後期には「企業」に関する情報が重視さ
れることを明らかにしている。本研究で作成した尺度の
4側面に当てはめると，「自己関連」を探索した後，「企
業特徴」，「就活方法」を行うことが示唆される。また，
下村・木村（1998）は，大学生の就職活動ストレスとソー
シャルサポートについて，異性の友人からは「自分を励
ましてくれた」，同性の友人からは「就職活動の現在の
状況について教えてくれた」などのサポートを受けてい
ることを示した。この結果から，「友人」の機能は情報
源になるような情報的サポートだけではなく，情緒的な
サポートであることも言えよう。したがって，情報源と
して「友人」を含む「自己関連」に関する情報探索を行
うことは，その他の「企業特徴」や「経験・体験」など
の情報探索を行うことや，実際の求職活動をするための
手がかりになることが言えるだろう。
　以上のことから，今後は就職活動において適切で大学
生が重視する情報探索行動の時期や役割にも注目をし，
本研究では就職活動の結果に直接影響を与えなかった
「企業特徴」，「就活方法」などの変数の機能を明らかに
していく必要がある。

本研究の限界について
　本研究は，短期大学生2年生と四年制大学生4年生を
対象に，卒業前の1月に調査を行った。したがって，情
報探索行動の頻度は回想法のデータである。また，就職
活動終了後も例えば内定式など内定先企業と接触を持つ

機会がある。その点を考慮すると，就職活動満足度や企
業満足度も，進路が決定した時点とは異なる可能性があ
ることに留意する必要があるだろう。
　また，本研究では就職に関する情報探索行動の相対的
な頻度を検討したため，短大生と四大生をまとめて分析
した。しかし，短大生は在学期間が2年間のため，4年
間の四大生と比較すると就職のための準備期間は短く，
早期に進路成熟（e.g., 坂柳・竹内，1986）や職業レディ
ネス（e.g., 若林・後藤・鹿内，1983）が高くなることが
より望まれるであろう。すなわち，同じ探索行動を行う
学生でも大学種別によって就職活動の結果へのプロセス
は異なることが考えられる。したがって，今後は就職活
動前から後の縦断調査を行い情報探索行動と就職活動の
因果関係をさらに明確にすることや，短大生と大学生と
の情報探索行動の違いを，就職活動のプロセスの観点か
ら明らかにすることについて検討することが求められ
る。
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ABSTRACT

Development of the Career Information Exploration Behavior Scale

Yumiko YAZAKI,  Kazushi SAITO,  Jiro TAKAI

The purpose of this study was to construct the Career Information Exploration Behavior Scale and 

to examine the infl uence of career information exploration behavior on the outcomes of job hunting.  

Participants consisted of 125 fourth-year undergraduates (35 males, 90 females) and 128 second-year 

women’s junior collage students.  Factors analysis revealed four factors: company characteristics, job 

hunting methods, self-related during job hunting, and gathering information for job hunting from alum-

ni.  Results showed that exploring fi rst-hand information from alumni or a person who works at the 

company predicts the outcomes of job hunting such as satisfaction for one’s own job hunting or career 

decision. Other information exploration behavior (company characteristics, job hunting methods, self-

related during job hunting) were not directly effective for outcomes of job hunting.

Key words: information sources, information contents, outcomes of job hunting, Career Information 

Exploration Behavior Scale
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