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原著

青年期における未来展望と
進路選択に対する自己効力感および一般性自己効力感との関連
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本研究は，青年期における未来展望の中で，特に希望と目標指向性について，進路選択に対する自
己効力感，および一般性自己効力感との関連を検討することを目的とした。
大学 1 年生 94 名（平均年齢 18.5 ± 1.03 歳），4 年生 69 名（平均年齢 21.7 ± 1.26 歳）の計 163 名
を対象に質問紙調査を実施した。希望，目標指向性，進路選択に対する自己効力感，および一般性自
己効力感の偏相関分析を学年別に行った。
そこで以下の結果が得られた。⑴希望は，1 年生において，進路選択に対する自己効力感とは有意
な偏相関が示されなかったが，一般性自己効力感とは有意な正の偏相関が示された。また，4 年生に
おいて，進路選択に対する自己効力感，および一般性自己効力感と有意な正の偏相関が示された。⑵
目標指向性は，学年に関わらず，進路選択に対する自己効力感とは有意な正の偏相関が示されたが，
一般性自己効力感とは有意な偏相関が示されなかった。
以上のことより，希望の獲得には一般性自己効力感が関連し，目標指向性の獲得には進路選択に対
する自己効力感が関連することが示唆された。ただし，学年，すなわち大学生のおかれた文脈によっ
ては，希望の獲得には進路選択に対する自己効力感も関連することが示唆された。
キーワード：未来展望，進路選択に対する自己効力感，一般性自己効力感

の指標が得られると指摘されている（姜・下田，2002）
。

問 題 と 目 的

未来展望と関連する要因として，自己効力感を取り
上げた研究は多い（林・瀧本，1992；浦上，1993；冨

1．青年期における未来展望と自己効力感について
時間的展望とは，ある一定の時点における個人の心

安，1997；姜・下田，2002；園田，2003）
。自己効力感

理学的過去，および未来についての見解の総体であり

とは，ある課題を達成するために必要となる行動を成

（Lewin，1951），青年期におけるアイデンティティの

功裏に実行できるという確信として定義される（Ban-

確 立 の 基 礎 と し て 位 置 づ け ら れ て い る（Erikson，

dura，1977）。この自己効力感は，将来の行動遂行の

1959）
。特に大学生は，就職や進学など自分の将来に

確信度を意味するため，将来に対する見通し，つまり

ついて考える機会が多く，時間的展望の中でも未来展

未来展望と関連があると指摘されている（冨安，1997）。
さらに，冨安（1997）は，自己効力感と未来展望が

望を獲得することが重要な課題になる（姜・下田，

相互規定的な関係にあることを指摘している。この指

2002）
。
また，未来展望に影響を与える要因とは何かを明ら

摘を踏まえると，未来展望と自己効力感のどちらか一

かにすることによって，未来展望の獲得のための 1 つ

方を高める介入を行うことで，双方に高めあうという
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肯定的な循環を生じさせることが可能であると考えら

未来展望が進路選択に対する自己効力感と関連するの

れる。

か，あるいは一般性自己効力感と関連するのか検討す

自己効力感は，課題や行動の水準によって多様に概
念化されている。その中でも未来展望と関連のあるも

る必要があるといえる。
2．本研究における未来展望の側面と 2 水準の自己効

のとして，進路選択に対する自己効力感と一般性自己

力感について

効力感が取り上げられることが多い。

未来展望について，白井（1989；1994）は，大学生

進路選択に対する自己効力感とは，個人が進路選択

を対象にした調査から，自分の将来に希望が持てるか，

をするにあたって必要となる行動を成功裏に実行する

将来を自分で切り開く自信があるかといった希望，将

ことができるという信念（Taylor & Betz，1983；Betz，

来の目標があるか，そのために何か準備をしているか

2001）であり，進路選択に対する自己効力感が高いも

といった目標指向性の 2 因子から成ることを検証して

のは，肯定的な未来展望を持つことが報告されている

いる。そして白井（1989）は，希望は未知なるものに

（浦上，1993；冨安，1997；園田，2003）。ところで，

対する不安と対をなし，目標指向性は具体的な目標の

このように進路選択が取り上げられるのは，青年期が

実現に対する予測不可能性と対をなすものであり，目

職業選択を機に現実的な視点から未来の決定とそれに

標指向性は予期の働きにおける行為調節的な営みであ

対する準備を行なう時期であること（大石・岡本，2010）

り，希望はそれを超えたものであると指摘している。

や，自己と進路を意識することで，生きる過程として

また，杉山・神田（1996）は，希望が「私の将来には

の時間軸上に自己の存在を展望する（五十嵐，1994）

希望が持てる」というような，未来へのより感情的側

ためであると考えられる。このような視点に立つと，

面を表し，目標指向性が「私には，将来の目標がある」

青年期の未来展望の獲得のために，進路選択は重要な

というような未来の生活設計・人生計画に対する認知

課題であり，それができそうか否かといった自己効力

的側面を表すことを指摘している。つまり，希望は比

感は，未来展望と直接的に関連するといえる。

較的一般的な漠然とした未来展望の感情的側面であ

一方，一般性自己効力感とは，努力や持続を必要と
する状況や未経験の状況に対して，それらを上手く対

り，目標指向性は比較的具体的で現実的な未来展望の
認知的側面であるといえる。
大内（2004）は，一般性自己効力感は具体的な行動

処できるという一般的な信念（Tipton & Worthington，1984；坂野・東條，1986；Schwarzer& Jerusalem，

を予測するというよりも，一般性の高い認知変数と関

1995）であり，一般性自己効力感が高いものは肯定的

連を持つことを指摘している。上記した通り，希望は

な未来展望を持つこと（林・瀧本，1992）や，未知の

比較的一般的で漠然とした認知変数であり，進路選択

状態も怖れず挑戦し，未来を信頼する傾向にあること

に対する自己効力感のような特異的なものよりも一般

（宮嶋・榎本，2006）が報告されている。また，自己に

性自己効力感と強く関連すると予測される。

対する一般的な期待である一般的統制感が未来展望の

これに対して，目標指向性は，将来の目標の有無や

形成と密接な関連をもつこと（杉山，1994）や，青年

そのための準備をしているかを表し，今後進むべき目

期の不安について，それを対処できるという自己効力

標を立て，その目標のために活動する進路選択の過程

感が未来展望と関連すること（姜・下田，2002）が明

で顕在化されると考えられる。そのため，進路選択に

らかにされている。

対する自己効力感と強く関連すると予測される。

以上のように，進路選択に対する自己効力感と一般

3．本研究の目的

性自己効力感のどちらか一方と未来展望との関連は検

以上のことから，本研究では，青年期における未来

討されている。しかしながら，進路選択に対する自己

展望について，進路選択に対する自己効力感は目標指

効力感と一般性自己効力感の間には中程度の相関があ

向性と関連し，一般性自己効力感は希望と関連すると

ること（Betz & Klein，1996）が報告されていることか

いう仮説を立て，検証することを目的とした。また，

ら，どちらかの自己効力感と未来展望との相関が疑似

大学に入学してまもない大学 1 年生と，進路決定を迫

相関の可能性もある。また，進路選択に対する自己効

られる大学 4 年生では，進路選択に対する自己効力感

力感のような特異的な自己効力感と一般性自己効力感

と未来展望の関連が変容する可能性が指摘されている

とでは介入法が異なることが指摘されているため（坂

（冨安，1997）ことから，大学生を対象に学年別に検討

野・前田，2002），未来展望と 2 つの自己効力感との関

した。

係の様相を明らかにする必要性がある。したがって，
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方

動に対する自信の程度を測定するものであり，14 項目

法

からなる尺度である。これには，
「1．全く自信がない」
〜「5．非常に自信がある」の 5 件法で評定を求めた。

調査参加者
福岡県のＡ大学で，心理学を専攻する大学 1，4 年生

(3)

一般性自己効力感尺度

三好（2003）の人格特性的自己効力感尺度を用いた。

の 168 名に調査協力を得た。そのうち，回答に欠損の
ある 5 名を除いた大学 1 年生 94 名（平均年齢 18.5 ±

これは主観的な感覚としての全般的な自己効力感の程

1.03 歳）
，4 年生 69 名（平均年齢 21.7 ± 1.26 歳）の

度を測定するものであり，7 項目からなる尺度である。

計 163 名を分析対象とした。

特性的自己効力感と一般性自己効力感はともに

調査時期と手続き

Generalized self-efficacy の訳語であり，実質的な違い

2011 年 7 月上旬に調査を行った。質問紙は大学内

はないと判断した。これには，「1．全く当てはまらな

の講義中に配布し，配布後 2 週間以内に，所定の回収

い」〜「5．非常に当てはまる」の 5 件法で評定を求め

箱に提出してもらった。

た。

倫理的配慮

結 果 と 考 察

調査協力者には，調査への協力依頼文書の中で，回
答は任意であること，回答されたデータは統計的に処

1．各変数の基礎統計量と学年差について

理されるので，個人が特定されたり個人の回答が公表

各変数の平均（標準偏差）と Cronbach のα係数，

されることはないこと，回答内容が授業の成績に影響

および学年による一要因分散分析の結果を表 1 に示

を及ぼすことはなく個人の不利益には一切ならないこ

す。いずれの変数も内的整合性が高く，研究に十分使

とを記した。

用できると判断した。学年による一要因分散分析の結

調査内容

果，いずれの変数においても有意な学年差は示されな

性別，学年を尋ねるフェースシートと，以下の 3 つ
の質問紙を用いた。
(1)

かった。
2．未来展望と自己効力感の関連について―相関分析

未来展望尺度

／偏相関分析による検討―

白井（1994）の時間的展望体験尺度のうち，将来の

未来展望と自己効力感の関連を調べるために，未来

目標があるか，そのために何か準備をしているかと

展望と自己効力感の相関，および偏相関を学年別に算

いった目標指向性尺度（5 項目），自分の将来に希望が

出した結果を表 2 に示す。

持てるか，将来を自分で切り開く自信があるかといっ

まず，希望について，相関分析では，1 年生も 4 年生

た希望尺度（4 項目）を用いた。これには，
「1．当ては

も，進路選択に対する自己効力感，および一般性自己

まらない」〜「5．当てはまる」の 5 件法で評定を求め

効力感と有意な正の相関が示された。また，偏相関分
析では，1 年生において，進路選択に対する自己効力

た。
(2)

感とは有意な偏相関が示されず，一般性自己効力感と

進路選択に対する自己効力感尺度

松井・前田（2007）の進路選択に対する自己効力感

は有意な正の偏相関が示された。また，4 年生におい

尺度を用いた。これは進路を選択するために必要な行

て，進路選択に対する自己効力感，および一般性自己

表1

各変数の平均(標準偏差）と Cronbach のα係数および学年による分散分析結果

― 104 ―

久留米大学心理学研究

表2

第 11 号

2012

未来展望と 2 つの水準の自己効力感の相関（右上段）／偏相関（左下段，斜体）

向性は，進路選択に対する自己効力感と関連すること

効力感と有意な正の偏相関が示された。
これにより，本研究の仮説は 1 年生で支持され，4

が明らかとなった。このことから，就職前の 20 歳前

年生では支持されなかったといえる。すなわち，自分

後の青年にとっては，未来展望としての目標指向性の

の将来に希望が持てるか，将来を自分で切り開く自信

獲得を促進させるためには，進路選択という課題が達

があるかといった未来展望の希望は，大学 1 年生では，

成できそうかといった具体的な自信を持たせることが

進路選択が上手くできそうか否かにかかわらず，未知

１つの指標となり得ることが示唆された。

の状況や困難な状況でも対処できるといった自信，す

ま

なわち一般性自己効力感と関連することが明らかに
なった。そしてこれは，一般性自己効力感が高い人は

と

め

従来の研究では，進路選択に対する自己効力感と一

未来を信頼する傾向があるという宮嶋・榎本（2006）

般性自己効力感のどちらか一方と未来展望との関連が

の指摘と一致する結果である。これらのことから未来

検討されている（e. g. 林・瀧本，1992；冨安，1997）
。

展望としての希望の獲得を促進させるためには，1 年

しかしながら，本研究では，それらの関連を同時に検

生の時期は，進路選択という課題を達成できそうかと

討し，未来展望の異なる側面に対して進路選択に対す

いった具体的な自信ではなく，将来何があってもうま

る自己効力感と一般性自己効力感がそれぞれ関連する

く乗り切れるといった一般的な自信を持たせることが

ことを明らかにできた。これにより，未来展望のうち，

1 つの指標となり得ることが示唆された。ただし，4

どの側面が未獲得かによって，介入する自己効力感が，

年生の時期は，それにとどまらず，進路選択という課

進路選択に関するものか，より一般的なものか検討す

題を達成できそうかといったような具体的な自信を持

る 1 つの指標を示すことができたといえる。
また，本研究では，冨安（1997）が指摘するように，

たせることも 1 つの指標となり得ることが示唆され
た。これは進路選択に対する自己効力感を持つこと

1 年生と 4 年生では，未来展望における希望と進路選

が，その後の将来に対する統制可能感を引き起こすと

択に対する自己効力感との関連が異なることも明らか

いう浦上（1993）の指摘とも通じる結果である。

になった。このことは，未来展望のような認知変数と

次に，目標指向性について，相関分析では，1 年生も

自己効力感の関連を検討する際，個人のおかれている

4 年生も，進路選択に対する自己効力感，および一般

文脈，本研究でいうならば大学生が進路選択の危機に

性自己効力感と有意な正の相関が示された。また，偏

さらされているか否かに着目する必要性を示唆するも

相関分析では，1 年生も 4 年生も，進路選択に対する

のである。したがって，今後の課題として，進路選択

自己効力感とは有意な正の偏相関が示され，一般性自

の危機が喚起されるような文脈，たとえば，入学・編

己効力感とは有意な偏相関が示されなかった。

入学の時期や研究室の選択，卒業までの時期といった

これにより，本研究の仮説は学年にかかわらず支持

異なる文脈において，未来展望と進路選択に対する自

されたといえる。すなわち，将来の目標が具体的で，

己効力感，および一般性自己効力感との関連性を検討

その準備をしているかといった未来を展望する目標指

する必要があると思われる。
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また，本研究の課題として，因果関係の検討が行わ

自己効力感尺度（SMSGSE）の開発．発達心理学研

れていないことが挙げられる。冨安（1997）は，未来
展望と自己効力感は，相互規定的な概念ではあるが，

究，14，172-179．
大内善広（2004）
．認知変数との相関から見た自己効

一方が他方に対してより強く影響を与えている可能性

力感の一般性一般的自己効力感と課題固有的自己効

があると指摘している。したがって，今後は進路選択

力感の比較．早稲田大学大学院教育学研究科紀要，

に対する自己効力感や一般性自己効力感，もしくは時

別冊 12，185-192．

間的展望を実験的に操作することで，因果関係を検討

大石郁美・岡本祐子（2010）
．青年期における時間的展

したり，共分散構造分析の 1 つである双方向性因果モ

望とレジリエンスとの関連広島大学大学院心理臨床

デルなどを活用することで，因果関係に関する示唆を
得る必要があると思われる。

引

教育研究センター紀要，8，43-53．
坂野雄二・前田基成（編）（2002）
．セルフ・エフィカ
シーの臨床心理学．北大路書房．
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relation of future perspectives in adolescence, specifically
“hope” and “goal orientation”, to self-efficacy for career decision-making and to generalized self-efficacy.
A survey questionnaire was administered to 163 university students ; 94 freshmen (mean age 18.5 ± 1.03) and
69 seniors (mean age 21.7 ± 1.26). A partial correlational analysis was conducted by school years on “hope”, “goal
orientation”, self-efficacy for career decision-making and generalized self-efficacy.
The results were following : (1) There was no significant partial correlation between “hope” and self-efficacy for
career decision-making, but a significant positive partial correlation was found between “hope” and generalized selfefficacy in freshmen. A significant positive partial correlation was also found between “hope” and both of selfefficacy for career decision-making and generalized self-efficacy in seniors. (2) There was a significant partial
correlation between “goal orientation” and self-efficacy for career decision-making in all school years, but no
significant partial correlation was found between “goal orientation” and generalized self-efficacy.
These results suggest that the acquisition of “hope” is associated with generalized self-efficacy and the
acquisition of “goal orientation” is associated with self-efficacy for career decision-making. However, the acquisition
of “hope” is also associated with self-efficacy for career decision-making depending on school years, that is, the
context of university students being placed.
Key words : future perspective, self-efficacy for career decision-making, generalized self-efficacy
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