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The purpose ofthis studyis to examine thelink between self－determinedlevels ofmotivation  

to“search for something to commit to”for career choices and difGculties in making career  

decisions．A questionnaire was administered to 241undergraduate students，COnSistlng Of scales  

relating to the motivation to“search fbr something to committo”and the revised Career Decision－  

making Di疏culty Questionnaire．The resultsindicate that undecided students who feel  

uncomfortable about the progressin making career decisions tend to experience higherlevels of  

difBcultyin making career decisions■ Among them，Students who reportlowerlevels of self－  

determined motivation to“search for something to commit to”tend to have difBcultyinidentifying  

theirpreferences for career choices and tolose con玉denceintheirchoices・This studyargueS that  

a sense of self疇determination to“search for something to commit to”islinkedwith difBcultiesin  

making career decisions．  

KeyWbrds：SearCh for something to commit to，Career decision－making difGculty；Self－  

determination theory；undergraduate students  

と志向」（安達．2004；日本労働研究機構，2000）  
である。当初はフリーターに特有のものとされたこ  

の志向は．現代の若者一般にも広く支持される価値  
志向であることが指摘されるようになった。同時  

に，「やりたいこと」へのこだわりが．自己分析か  

ら実際の就職活動への移行困牡（大久保，2002）  

や，職業の社会的意義・公共性の軽視（下札  
2003）といった不適応的状況をもたらすという報告  

がなされるようになっている。   

このような，自己の価値・興味に基づいてキャリ  

ア選択に関わる自己および環境の探索を行おうとす  

る「やりたいこと探し」については，キャリア未決  
定との関連で，これまで賛否両論の見解（e．g．安息   

問題と目的  

大学生のキャリア選択は成長の好機であると同時  

に，不首尾な選択による挫折の経験や，それに後続  

する社会的排除といった危機をも内包するライフ・  

イベントである。近年，将来の職莱に関する展望が  

持てず，職業を決定しない・できないという職業未  

決定の問題が多く取り上げられていること（後藤，  

2008；自札 2008；田滞，2005）を鑑みれば，現在  

の大学生はキャリア選択やその後の適応に問題を抱  

えていると考えられる。   

こうした未決定の問題に心理学的にアプローチす  

る立場から近年注目されてきたのが，「やりたいこ  
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2004；本多，2004；三宅，2005；若松・下村・山  

田・佐藤・上瀬，2005）が散見されてきた（田揮，  

2006）。しかし近年では，この関連について体系的  

な説明が試みられてきている。   

例えば，安達（2008）は，キャリア意識の一つと  

しての「やりたいこと志向」が，就業動機のうち．  

自己の価値基準を重視する動機である自己向上志向  

を促進するものの，仕事を通した人とのかかわりを  

重視する対人志向や，社会的地位・名声を求める上  

位志向とは無関連であることを明らかにした。ま  

た，具体的なキャリア探索行動とも無関連であるこ  

とを示し，「やりたいこと志向」が就業動機・具体  

的行動の側面で，どのようにキャリア未決定と関連  

するか説明を行っている。また，若松（2008）は，  

進路意思決定方略の検討から，自己分析を先行させ  

る方略をとっていると，選択肢に納得がいかない感  

じを払拭できなかったり，決定に不本意なままで  

あったり，悩まされる困難さをなかなか解決・解消  

できなかったりといったネガティプな影響があるこ  

とを明らかにしている。このように，「やりたいこ  

と探し」がキャリア未決定のどのような側面におい  

て問題なのか，詳細な検討が試みられるようになっ  

ている。   

その中で，萩原・横井（2008）は，大学生のキャ  

リア選択における「やりたいこと探し」の動機を，  

自己決定理論（Ryan＆Deci，2000）の観点から明  

らかにし．併せて，「やりたいこと探し」の動機の  

個人差と進路不決断との関連を検討した。その結  

果，「やりたいこと探し」の動機のうち，非自己決  

定的な動機が優勢であると，職業決定に関する不  

安，職業選択に際しての葛藤．職業決定での外的な  

統制感，ならびにモラトリアム的な感覚が強いこと  

が示された。これにより，「やりたいこと探し」を  

する際の動機の自己決定性レベルは個人によって異  

なること，また，その個人差がキャリア未決定に対  

して影響を及ぼす可能性を持つことが示唆された。   

しかし，萩原・櫻井（2008）には次の2点で問題  

がある。第一の問題は，調査対象者のキャリア決定  

状況に関して，決定・未決定を込みにして「やりた  

いこと探し」とキャリア未決定との関連を検討して  

いる点である。より詳細な検討を行なうためには，  

対象者をキャリア未決定者に限定して，決定者との  

対比を行なう必要がある。第二の問題は，キャリア  

選択における「快適さ」の観点が入っていない点で  

ある。「快適さ」とは，自分のキャリアが決定・未  

決定の状況にあることに対する主観的な悩みの高低  

を指すものである（Gordon，1998；若松，2001）。  

未決定者のうち，快適さの高い人を除外することに  

よって，未決定についで悩んでいるという点でより  

均質な人たちを分析対象とすることが可能になるで  

あろう（若於，2001）。   

以上から，本研究では「やりたいこと探し」の動  

機とキャリア未決定との関連について，対象者の  

キャリア決定状況と「快適さ」を加味した検討を行  

なうことを目的とする。キャリア未決定との関連に  

ついては，進路意思決定上の困難を包括的に捉える  

ことができるCareerDecision－makingDifficulty  

Questionnaire（CDDQ；Gati，Krausz，＆ Osipow；  

1996）の改定版であるCDDQ－R（若松，2001；  

2004）を用いて検討を行なう。Gatietal．（1996）  

のCDDQは，未決定者の抱える困難さを体系的に  

整理して項目化したものである。網羅性も高く，抽  

象度が低い項目で，未決定のメカニズムにも迫りう  

るものであることから（若軋 2001），本研究での  

検討にふさわしいと考え，採用した。   

本研究の仮説は次の通りである。自己決定理論で  

は，より自己決定的に遂行された行動は適応的な結  

果と関連があることが示されている（勒an＆  

Deci，2000）。職業探索の動機についても同様の関  

連が示されていることから（e．g．vansteenkiste，  

Lens，De Witte，De Witte＆Deci，2004），「やりた  

いこと探し」の動機において，非自己決定的な動機  

が相対的に高い人ほど，進路意思決定における困難  

さの程度は高くなると予測される。また，「やりた  

いこと探し」は，自己の価値・興味に基づいたキャ  

リア選択に関わる自己および環境の探索であること  

から，「やりたいこと探し」の動機の個人差は．  

CDDQ－Rの中でも進路の選択肢や自分の興味・価  

値志向に関連する悩みと主な関連を持つと予測され  

る。  

方  法   

調査対象   

関東圏内にある国立大学法人の大学生241名（男  

性122名，女性118名，不明1名）であった。学年の  

内訳は，1年生7名（男性4名，女性3名），2年生  

199名（男性97名，女性102名），3年生29名（男性  

19名，女性10名），4年生5名（男性2名，女性3  

名），不明1名であった。平均年齢は19．81歳（ぶ∂  

＝0．92）であった。なお，まだ進路の確定していな  

い大学生のキャリア意識を調査する目的から，調査  

時点で既に卒業後の進路が確定している可能性が高  

い4年生5名と，学年・性別不明の1名を分析から  

除外した。これにより，分析対象者は235名となっ  

た。   
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調査時期および調査手続き   

2006年9月に無記名の個別記入形式の質問紙で，  

大学の講義時間中に集団式にて実施した。回答所要  

時間は約15～20分であった。   

調査内容   

「やりたいこと探し」の様態を問う項目：将来仕  

事につく上での「やりたいこと」に限定して，「や  

りたいこと」を過去探していたのか，今探している  

のか，過去も今も探していないのかについて回答を  

求めた。   

進路決定・未決定の定義：若松（2001：2002）の  

指標を用いて，（1）考慮している選択肢を全て挙げ  

させ，更に（2）「『この進路なら目指すと決めても  

う迷わないし，これ以上具体的に詰めるつもりがな  

い』という選択肢はどれですか（他にまだ迷ってい  

る選択肢があっても構いません）。」の設問で，1つ  

以上の選択肢を挙げた人を決定者と見なした。  

「やりたいこと探し」の動機尺度：萩原・櫻井  

（2008）が自己決定理論（Deci＆Ryan，1985：  

Ryan＆Deci，2000）に基づいて作成した，キャリ  

ア選択における「やりたいこと探し」の動機を測定  

する尺度である。やりたいことがあること，やりた  

いことを考えること自体が自己の充足感を高めると  

いう，自己決定的な動機である「自己充足志向」12  
項臥 将来における自分の社会的立場を確保し安定  

させるという，自己決定の面では中間的な動機であ  

る「社会的安定希求」9項目，自分は周りの人に比  
べて出遅れており，それに追随せねばならないとい  

う非自己決定的な動機である「他者追随」4項目  

の，3つの下位尺度から構成される。本尺度は萩  

原・櫻井（2008）にて信頼性と妥当性が確認されて  

いる。回答形式は「1 あてはまらない」から  

「5 あてはまる」までの5件法である。   

CDDQ－R（Career Decision－making Difficu［tyQuestion・  

naire）：Gatiet al．（1996）が作成した同尺度を，若  

松（2001：2004）が改定したものである。進路意思  

決定時に有する困難さを「能力に関する戸惑い」  

（例「私の能力は．その進路が必要とするくらいま  

で伸びるだろうか」），「適合へのこだわり」（例「自  

分が進路に持っている好みは将来変わるのではない  

だろうか」）「興味や好みの模索」（例「私はどうい  

う方向の進路に興味がある（意欲を感じる）のだろ  

うか」），「選択方法に関する迷い」（例「良い進藤選  
択をするにはどんな手順を踏まなくてはならないの  

だろうか」），「進路先の実情への不安」（例「ふつ  
う，その進路に進んだ後はどういうコースをたどる  

ことになるのだろうか」），「現実的な障害」（例「私  

が決意した進路のことを，私の大切な人たちにどう  

やって説得したらよいのだろうか」），「実現可能性  

への不安」（例「私がその進路に進める可能性はど  

のくらいありそうだろうか」）の7種類から測定す  

る尺度である。本尺度は40項目から構成され，回答  
形式は「1全然悩まされていない」から「6 す  

ごく悩まされている」までの6件法である。本研究  

では，それぞれの困難さの合計得点を項目数で除し  

た催を下位尺度得点として周いた。得点が高いほ  

ど，その下位尺度が示す意思決定に関して困難さを  

感じていることを表している。   

「快適さ」の指標：未決定の質を測定するための指  

標であり，Career Decision Pro航1e（Jones，1989）  

の同名の指標を，若松（2001；2005）が翻訳したも  

のである。「納得感」の項目（「私は自分が今まで進  

路について考えてきたことや決めてきたことに納得  

しており，すっきりした気持ちでいられる」），なら  

びに「非心配感」の項目（「私は自分の進路選択に  

ついて心配していない」）の2項目から構成される。  

回答形式は，「1全くそう思わない」から  
「8 全くそう思う」までの8件法である。  

結  果   

（1）「やりたいこと探し」と決定・未決定の様態   

′払blelに，本研究の調査対象者における進路決  

定・未決定の別と「やりたいこと探し」の様態に関  

するクロス集計表を示す。進路の決定・未決定別に  

「やりたいこと探し」の様態を比較したところ，有  

意な人数比率の偏りが見られた（㌔＝9．27．釘＝2．  

♪＜．05）。そこで残差分析を行ったところ，進路決  

定者は未決定者よりも「やりたいこと」を過去に探  

していた人が多く，現在探している人が少なかっ  

た。「やりたいこと」を過去も今も探していない人  

は，進路の決定・未決定による人数比率の差は見ら  

れなかった。以下の分析では，「やりたいこと探し」  

に関して「過去も今も探していない」と回答した5  

名を除く230名を分析対象とした1）。  

1）本研究の調査では，やりたいことが「見つかっている」   

と回答しながら「やりたいことを探している」と回答し   

た対象者が84名存在した。質問の意図からすると矛盾し   
た回答であるが，この回答は「自分のやりたいことが完   

全に確定した」というよりは．むしろ．「自分が今，将   

来やりたいと思っていることはあるが，それは確信に至   

るほどではない暫定的なもので．今後変わるかも知れな   

い」という意味を含んだ回答であると考えられる。本研   

究では，暫定的でも意思決定できている者は決定者とし   

て取り扱い，分析対象に含めた。   
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Tめ1el「やりたいこと探し」と決定・未決定の様態  

「やりたいこと探し」の様態：「やりたいこと」を  

進路が  乃  過去に探していた  探している  過去も今も探していない  

26（23．4）   

⊇坦＊＊  

12（9．7）  

－2．9＊＊   

84（75．7）  

－2．3＊  

108（87．1）   

呈遥＊   

1（0．9）  

－1．2  

4（3．2）   

昆  

決 定  111  

未決定  124  

合 計  235  38（16．2）  192（81．7）  5（2．1）  

＊♪＜．05，＝♪＜．01．   a）括弧内は行和の％  

b）下線を付した数億は調整された残差である  

C）ズ2＝9．27．釘＝2，♪＜．05．  

（2）「やりたいこと探し」の動機パターンによる  

調査対象者の分類  

「やりたいこと探し」の動機尺度の3つの下位尺  

度である「自己充足志向」「社会的安定希求」「他者  

追随」をZ得点に換算し，それを用いてクラスタ分  

析（k－meanS法）を行った。各クラスタに含まれる  

調査対象者の数，クラスタの解釈可能性．自己決定  

理論との整合性などから総合的に判断した結果，3  

クラスタによる分類が「やりたいこと探し」の動機  

パターンを最もよく表していると考えられた  

（ngurel）。   

各クラスタの特徴は，以下の通りである。   

第1クラスタ：自己決定的な「自己充足志向」が  

他の2動機よりも相対的に最も高く，次いで自己決  

定の面で中間的な「社会的安定希求」，非自己決定  

的な「他者追随」という順に低くなる群である。以  

上から，この群を自己決定的動機群とした。   

第2クラスタ：非自己決定的な「他者追随」が相  

対的に最も高く，次いで自己決定の面で中間的な  

「社会的安定希求」，自己決定的な「自己充足志向」  

という順に低くなる群である。なお，非自己決定的  

な動機が優位であるが，「自己充足志向」も低くは  

ないため，動機が拡散しているととらえることもで  

きる。このことから，この群を拡散的動機群とし  

た。   

第3クラスタ‥「自己充足志向」「社会的安定希  

求」が相対的に最も低く，「他者追随」は前二者ほ  

どではないものの，平均より低い群である。以上か  

ら，この群を億劫機群とした。   

なお，分析対象者230名のうち，自己決定的動機  

群は95名，拡散的動機群は99名，低動機群は36名で  

あった。  

1．5  

1  

0．5   

1唾  

虻 O  N  

－0．5  

1  

－1．5  

－2  

Rgurel本研究における「やりたいこと探し」  
の動機尺度のクラスタパターン  

（3）「やりたいこと探し」の動機パターンによる  

CDDQ－R得点の差   

次に，（2）で得られた3つのクラスタ群を独立変  

数，CDDQ－Rに含まれる7つの下位尺度「能力に関  

する戸惑い」「適合へのこだわり」「興味や好みの模  

索」「選択方法に関する迷い」「進路先の実情への不  

安」「現実的な障害」「実現可能性への不安」を従属  

変数として，1要因の分散分析を行った。その結果，  

全ての分析において有意な群間差が見られたため．  

¶止eyのHSD法による多重比較（5％水準）を行っ  

た。多重比較の結果 CDDQTRのいずれの下位尺度  

においても，拡散的動機群が自己決定的動機群，低  

動機群よりも有意に得点が高かった（nble2）。   

（4）決定・未決定および快適さの指標を加味し  

た分析   

次に，調査対象者のCDDQ－Rの下位尺度得点に  

おける平均値の差を決定群・未決定群で比較するた  

め，f検定を実施した（nble3）。その結果，「進路  

先の実情への不安」を除いた6つの下位尺度得点に  

おいて，未決定群が決定群よりも高かった。   

更に，決定群のうち快適さの得点が高い人と未決   
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Tbble2「やりたいこと探し」の動機のパターンによるCDDQ－Rの各下位尺度の差の検討（全体）  

CDDQ－Rの下位尺度 クラスタパターン  M  5β  ダ億  多重比較  

能力に関する戸惑い  自己決定的動機群 3．71 1．07  9．54＊＊＊ 自己決定，低動機＜拡散   

拡散的動機群   4．23  1．03   

低動機群  3．45  1．12  

適合へのこだわり  自己決定的動機群   

拡散的動機群   

低動機群  

自己決定的動機群   

拡散的動機群   

低動機群  

3．14  1．03   10．85＊＊＊  自己決定，低動機＜拡散  

3．70   0．96  

2．95   1．09   

3．45  1．10   12．92＊＊＊ 自己決定．低動機＜拡散  

4．00   1．06  

3．04   0．98  

興味や好みの模索  

選択方法に関する迷い 自己決定的動機群  3．70  1．19  4．91＊＊ 自己決定，低動機＜拡散  

拡散的動機群   4．15  1．04  

低動機群  3．揖  1．19   

進路先の実情への不安 自己決定的動機群  3．41  0．95  11．13＊… 自己決定，低動機＜拡散  

拡散的動機群   3．90   0．88  

低動機群  3．22   0．71   

現実的な障害  自己決定的動機群  2．70  1．01  7．87＊＊＊ 自己決定，低動機＜拡散  

拡散的動機群   3．18  1．01  

低動機群  2．58   0．81   

実現可能性への不安  自己決定的動機群  3．67  1．11  8．82＊＊＊  自己決定．低動機＜拡散  

拡散的動機群   4．23  1．01  

低動機群  3．55  1．15  

aJ表中の記号＜は♪＜．05を表す．  …♪＜．01，＊＊＊♪＜．001，  

b）各クラスタパターンの乃は以下の通り：自己決定的動機群乃＝95，拡散的動機群乃＝99，低動機群乃＝36．  

Table3 CDDQ－R下位尺度の平均値の比較  

快適さを加味  全員を対象  

決定かつ快適さ 未決定かつ快適さ  

高群（兜＝＝81） 低群（乃＝＝86）  
〟  〃  

決定群   未決定群  

CDDQ－Rの下位尺度 （n＝110）（n＝＝120）  

〃  〃   

r倦  

邸＝165  
f値  

好＝228  

4．18（0．88）  4．65＊＊＊  

3．67（0．93）   5．23＊拳＊  

4．08（0．92）   6．85＊＊＊  

4．19（0．96）   4．21＊＊＊  

3．64（0．87）   0．67  

3．07（0．97）   3．01＊＊  

4．10（0，90）   3．10＊＊  

4．10（1．00） 3．02＊＊  

3．60（0．97） 3．86＊＊＊  

3．94（1．00） 4．70＊＊＊  

4．07（1．08） 2．61＊＊  

3．58（0．96） 0．21  

3．06（1．00） 2．67＊＊  

4．04（1．02） 2．12＊  

3．47（1．08）  

2．89（1．00）  

3．06（0．99）  

3．51（1．13）  

3．56（0．75）  

2．62（0．96）  

3．61（1．12）  

3．67（1．16）  

3．08（1．07）  

3．27（1．14）  

3．68（1．19）  

3．60（0．89）  

2．71（1．00）  

3．73（1．18）  

能力に関する戸惑い  

適合へのこだわり  

興味や好みの模索  

選択方法に関する迷い  

進路先の実情への不安  

現実的な障害  

実現可能性への不安  

＊♪＜．05，＊＊♪＜．01，＊＊＊♪＜．001．   a）括弧内は£β．  
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討するため，（2）で得られた3つのクラスタ群を独  

立変数 CDDQ－Rに含まれる7つの下位尺度を従  

属変数として，1要因の分散分析を行った。   

その結果，決定かつ快適さ高群においては，「進  

路先の実情への不安」「現実的な障害」において有  

意な群間差が，「能力に関する戸惑い」「適合へのこ  

だわり」「興味や好みの模索」「選択方法に関する迷  

い」において有意傾向の群間差が見られたため，  

ThkeyのHSD法による多重比較（5％水準）を行っ  

た。多重比較の結果，「進路先の実情への不安」「現  

実的な障害」ならびに「能力に関する戸惑い」にお  

いて，拡散的動機群が低動機群よりも有意に得点が  

高かった（籠ble4）。一方，未決定かつ快適さ低群  

においては，「適合へのこだわり」「興味や好みの模  

索」「進路先の実情への不安」において有意な群間  

定群のうち快適さの低い人を比較するため，快適さ  

の項目の「納得感」に着目して，決定群のうち「納  

得感」の評定が5以上の人（「決定かつ快適さ高群」  

とした：81名）と未決定群のうち評定が4以下の人  

（「未決定かつ快適さ低群」とした：86名）を抽出し  

た。なお，「非心配感」の項目は，若松（2001）と  

同様の床効果が見られたため，快適さの指標として  

は使用しなかった。抽出された2群間で，CDDQ－R  

の下位尺度得点における平均値の差を比較するた  

め，オ検定を実施した（取ble3）。その結果「進路  

先の実情への不安」を除いた6つの下位尺度得点に  

おいて，未決定かつ快適さ低群が，決定かつ快適さ  

高群よりも得点が高かった。   

そこで，この2群内における「やりたいこと探  

し」の動機パターンによるCDDQ－R得点の差を検  

Table4「やりたいこと探し」の動機のパターンによるCDDQrRの各下位尺度の差の検討（決定かつ快適さ高群）  

CDDQ－Rの下位尺度 クラスタパターン  M  SD  F備  多重比較  

能力に関する戸惑い 自己決定的動機群 3．40  0．99  3．10† 低動機＜拡散  

拡散的動機群   3．82  1．13  

低動機群  2．97  1．08   

2．83  0．90  2．81†  

3．18   1．06  

2．41   1．05   

3．10  0．93  2．57†  

3，26   1．06  

2．52   0．93   

3．39  1．10  2．41†  

3．86   1．07  

3．12   1．26   

3．58  0．77  3，13＊  低動機＜拡散  

3．73   0．70  

3．12   0．67   

2．58  0．93  3．71＊  低動機＜拡散  

2．93   1．04  

2．09   0．59  

適合へのこだわり  自己決定的動機群  

拡散的動横群  

低動機群  

興味や好みの模索  自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  

選択方法に関する迷い 自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動樺群  

進路先の実情への不安 自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動樺群  

現実的な障害  自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  

実現可能性への不安 自己決定的動機群  3．50  1．12  2．30  

拡散的動機群   3．95  1．19  

低動機群  3．23   0．82  

a）表中の記号＜は♪＜．05を表す．  †♪＜・10，＊♪＜・05・  

b）各クラスタパターンのガは以下の通り‥自己決定的動機群乃＝40，拡散的動機群〃＝2乳低動機群れ：＝13・   
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差が見られたため，¶止eyのHSD法による多重比較  

（5％水準）を行った。多重比較の結果，「適合への  

こだわり」「進路先の実情への不安」において，拡  

散的動機群が自己決定的動機群よりも有意に得点が  

高かった。また「興味や好みの模索」においては，  

拡散的動機群が自己決定的動機群，低動機群よりも  
有意に得点が高かった（nble5）。  

考  察  

本研究では「やりたいこと探し」の動機とキャリ  

ア未決定との関連について，対象者のキャリア決定  

状況と「悦適さ」に着目した検討を行なった。「や  

りたいこと探し」の動機とキャリア未決定との関連  

については，進路意思決定上の困難を包括的に捉え  

るため，CDDQ－R（若松，2001）による検討を行  

なった。その結果，以下の2点が明らかとなった。   

第一に，分析対象者全体に対する検討から，「やり  

たいこと探し」の動機において非自己決定的な動機  

が優勢な拡散的動機群は，他の2群に比して進路意  

思決定に関する悩みが大きいことが明らかになった。  

この結果は，萩原・櫻井（2008）やⅥlnSteenkiste  

et al．（2004）と同様であり，自己決定的に遂行さ  

れた行動は適応的な結果と関連があるとされる自己  

決定理論（Ryan＆Deci，2000）が予測する結果に  

整合するものであると考えられる。   

…方で，この結果を詳細に検討すると，調査対象  

者全体において共通するキャリア選択上の悩みが示  

Table5「やりたいこと探し」の動機のパターンによるCDDQ－Rの各下位尺度の差の検討（未決定かつ快  
適さ低群）  

CDDQ－Rの下位尺度 クラスタパターン  M  SD  F値  多重比較  

能力に関する戸惑い  自己決定的動機群  3．98   0．79  2．11  

拡散的動機群   4．37   0．92  

低動機群  4．01  0．87   

3．30  0．90  6．74＊＊   自己決定＜拡散  

4．01   0．84  

3．38   0．98   

3．80  0．94  6．96＊＊   自己決定，低動機＜拡散  

4．41   0．79  

3．52   0．95  

3．93  1，09  2．24  

4．39   0．91  

適合へのこだわり  自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  

興味や好みの模索  自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  

選択方法に関する迷い 自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  4．13   0．43   

進路先の実情への不安 自己決定的動機群 3．29  0，80  6．27…  自己決定＜拡散  

拡散的劫横群   3．94   0．84  

低動機群  3．43   0．78   

2．87  1．02  2．16  

3．28   0．94  

2．80   0．73  

3．86   0．89  1．90  

4．21  0．86  

4．37  1．07  

現実的な障害  自己決定的動機群  

拡散的動轢群  

低動機群   

実現可能性への不安 自己決定的動機群  

拡散的動機群  

低動機群  

＊＊♪＜．01．   a）表中の記号＜は♪＜．05を表す．  

も）各クラスタパターンの〃は以下の通り：   

自己決定的動機群乃＝32，拡散的動機群〃＝4A低動機群乃＝10・  
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唆される。本尺度は6件法であることから，下位尺  

度得点の理論的中間点は3．5点である。1もble2で  

は，「選択方法に関する迷い」「実現可能性への不  

安」の得点に関しては，3群いずれの得点も理論的  

中間点を上回っていた。また，「能力に関する戸惑  

い」の得点については，拡散的動機群と自己決定的  

動機群が理論的中間点を上回っていた。このことか  

ら，キャリア選択に関する具体的手順に関する情報  

不足，進路の実現可能性を見通す難しさ，能力に関  

する見積もりの難しさといった悩みは，確かに拡散  

的動機群の得点が高いものの，調査対象者全体にお  

いても共通するキャリア選択上の悩みであると推測  

される。   

第二に，決定・未決定の別と快適さの高低を加味  

して検討を行ったことで．未決定に悩む人において  

「やりたいこと探し」の動機がキャリア未決定に対  

してどのように関連するかが明らかになった。   

恥ble3を見ると，未決定かつ快適さ低群におい  

ては，CDDQ－Rの「進路先の実情への不安」「硯  

的な障害」を除いた5つの下位尺度において，その  

得点は理論的中間点を上回っており，決定かつ快適  

さ高群よりも有意に得点が高かった。このことは．  

キャリア未決定の状態に納得していない人は，キャ  

リア選択に関わる意思決定の悩みが全般的に高いこ  

とを示唆していると考えられる。   

その上でT址Ie4，nble5の結果を検討すると，  

決定かつ快適さ高評では2つの下位尺度で有意差が  

見られた。しかし．有意差の見られた下位尺度のう  

ち，最も高得点である拡散的動機群の得点が理論的  

中間点の3．5点を超えたのは「進路先の実情への不  

安」のみであった。また．有意差の見られなかった  

下位尺度を含めて見ても，4点を超える点数はいず  

れの下位尺度においても見られていない。つまり．  

決定かつ快適さ高評では，全般的に困難さの程度が  

低く，「やりたいこと探し」の動機の個人差による  

影響は見られるものの，その得点は「困難がある」  

とは言いがたい高さである。したがって，決定かつ  

快適さ高群における結果は，この群に属する調査対  

象者が自らの決定に対して納得していることを示唆  

したものであると考えられる。   

それに対して，未決定かつ快適さ低群では，有意  

差の見られた下位尺度のうち，「適合へのこだわり」  

「興味や好みの模索」において，拡散的動機群の得  

点はいずれも4点を超え．自己決定的動機群，低動  

機群とは対照を成していた。これらの下位尺度はい  

ずれも，自分の興味や好みがどこにあるのか，ある  

としてもその興味や好みは確かなものか，といった  

価値志向に関わる意思決定の悩みやこだわりを示す  

ものであった。したがって，キャリア未決定に悩ん  

でいても，「やりたいこと探し」の動機の自己決定  

性が高ければ，価値志向に関わる意思決定の悩みの  

程度は低く，逆に「やりたいこと探し」の動機の自  

己決定性が低ければ，価値志向に関わる意思決定の  

悩みの程度は高いと考えられる。   

以上の結果から．「やりたいこと探し」の動機に  

おいて非自己決定的な動機が相対的に高いほど，進  

路意思決定における困難さの程度は高くなることが  

示された。また，実際にキャリア未決定で悩んでい  

る人においては，「やりたいこと探し」の動横は，  

進路意思決定上の困難さの中でも，自分の興味や好  

みが分からなかったり確信が持てないといった，価  

値志向に関する悩みと関連することが示された。以  

上より，仮説は検証されたと考えられる。   

なお，「やりたいこと探し」の動機パターンにお  

いて，いずれの動機も低い低動機群では，進路意思  

決定上の困難が他の群に比して高いという結果は，  

本研究のどの分析においても示されなかった。自己  

決定理論（Ryan＆Deci，2000）では，動機の全般  

的な低さや，そもそも動機がない状態が最も不適応  

的であるとしている。このことを考えると，本研究  

における低動機群は自己決定理論に整合しない群と  

も考えられる。   

しかし，「やりたいこと探し」は，キャリア決定  

に至るための必要不可欠な行動とは言えない点には  

留意する必要がある。溝上（2004）は，学校や会社  

にまず所属することで社会のレールに乗り，大人社  

会に身を委ねることで人生形成を図ろうとする生き  

方を取る青年もいることを指摘しており，低動機群  

の中にはこれに該当する者も存在するのではないか  

と考えられる。一方で，未決定かつ快適さ低群にお  

いては有意差こそ見られなかったものの，低動機群  

はCDDQ－Rの4つの下位尺度で得点が3．5点を超  

え，そのうち3つの下位尺度で得点が4点を超えて  

いた。このことから，低動機群には「やりたいこと  

探し」をキャリア決定において必要不可欠な行動と  

とらえていない人と，萩原・櫻井（2008）で指摘さ  

れたような適応的ではない人が混在しているのでは  

ないかと考えられる。したがって，「やりたいこと  

探し」の動機パターンに見られる低動機群について  

は，今後の研究でより詳細な検討を行なっていく必  

要がある。   

また，本研究では進路意思決定上の困難について  

は検討したが，「やりたいこと探し」の動機が大学  

生の実際のキャリア選択に関わる行動に対してどの  

程度予測力を持つのかは明らかにされていない。  

「やりたいこと志向」が社会的動機や具体的行動に   
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は無関連であることを示した安達（2008）の知見と  

併せて，今後検討を行なう必要があると考えられ  

る。  
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