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目 的目 的 方 法方 法
時間的計画的偶発性(planed happenstance)    

理論 (Krumboltz,  & Levin, 2004)とはキャリア発達
において，偶然を計画的に設計して，積極的に活
用する考え方である。そのためには，5つのスキル
（好奇心，持続性，柔軟性，楽観性，冒険心）が
重要である(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999)。
こうした考えに基づいて，浦上・高綱・杉本・矢崎
(2017)は境遇活用スキル30項目からなるCPFOST
尺度を開発している。

この尺度が，仕事経験を通して獲得される実践
知，人生経験を通して獲得される叡智(Baltes & 
Smith, 2008)，そして発達的変化については不明で
ある。

そこで，本研究では，境遇活用スキルが，年齢や
パーソナリティから受ける影響，さらに実践知，叡
智，幸福感に及ぼす影響について，会社員，教員，
看護師に対するウエッブ調査に基づいて検討する。

参加者
調査対象者 全国の20-60代の
会社員471(男309, 女162)人
教員255(男198, 女57)人，
看護師348(男62, 女286 )人

に対してオンライン調査を実施した。

【まとめ】

1. 境遇活用スキルの年齢変化（図２） 境遇活用スキルの平均尺度値は，
教員と看護師では，加齢によりゆるやかに上昇していた。

2. 境遇活用スキルと他の指標との相関(表１) 境遇活用スキル尺度値と叡智，
実践知との相関は，高年群，および教員においてやや高かった。仕事満足
度との相関は，会社員がやや低かった。

3. パス解析の結果（図１） 性格5因子の外向性と開放性が境遇活用スキル
下位尺度に影響し，とくに，変化スキルが，実践知と叡智知識を高め，
その結果，人生満足度を高めるというパスモデルをSEMで検証できた。

手続き
表１の境遇活用スキル(浦上ら, 2017)

30項目について，7 段階(1:うまくやれないと思う～7: うまくやれると思う)で評定を求めた。

そのほか，仕事の実践における知識や方法(テクニカルスキル，ヒューマンスキル，コンセプチュアル
スキルの各4項目，計12項目(楠見,2017)，Baltes らの規準に基づく叡智(事実，方法，文脈，相対主義，
不確実性)の各2-4項目，計12項目,楠見,2014)を身につけている程度を5段階(初級，一人前，中級，
上級，達人)で評定を求めた。

さらに，10 Item Personality Inventory(小塩ほか，2012;10項目)，人生満足度(Diener et al.,1985,          
5項目) についても回答を求めた。
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図2 なつかしさ傾向の年齢変化

図2 会社員・教員・看護師の境遇活用スキル下位尺度の年齢変化 (カッコ)は人数

図1 境遇活用ｽｷﾙのﾊﾟｽ解析結果(数値は標準化回帰係数)
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興味探索 .54 .33 .60 .20 .29 .42 .12 .17 .24 .13 .24 .38 .07 .30 .40 .31 .11 .12 .30 .20 .24
継続 .52 .25 .49 .21 .16 .46 .15 .03 .40 .16 .09 .40 .08 .17 .42 .34 .13 .20 .31 .08 .21
変化 .54 .40 .60 .28 .31 .45 .20 .24 .29 .20 .29 .40 .18 .34 .42 .20 .14 .13 .28 .21 .26
楽観 .52 .38 .55 .26 .22 .44 .14 .21 .33 .20 .13 .34 .15 .26 .39 .20 .18 .19 .31 .30 .21
開始 .50 .22 .53 .23 .24 .34 .16 .20 .22 .13 .11 .24 .11 .14 .25 .28 .15 .10 .23 .21 .12
紐帯 .56 .35 .52 .23 .15 .34 .16 .19 .21 .29 .35 .38 .12 .24 .35 .33 .16 .24 .39 .32 .29
教員 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年

興味探索 .58 .68 .59 .49 .35 .43 .38 .24 .43 .40 .27 .45 .34 .32 .55 .60 .45 .42 .59 .31 .17
継続 .44 .63 .58 .47 .32 .42 .22 .25 .38 .28 .25 .42 .18 .24 .48 .40 .54 .43 .48 .31 .17
変化 .59 .70 .63 .39 .41 .44 .46 .30 .48 .44 .35 .50 .55 .37 .60 .59 .45 .41 .66 .43 .19
楽観 .56 .64 .61 .43 .34 .43 .36 .26 .41 .46 .34 .44 .46 .32 .53 .61 .60 .42 .70 .49 .22
開始 .55 .64 .58 .47 .43 .47 .29 .39 .48 .47 .46 .49 .40 .46 .59 .49 .45 .45 .62 .30 .15
紐帯 .67 .60 .58 .38 .40 .37 .44 .29 .38 .46 .38 .44 .44 .40 .50 .60 .43 .34 .42 .54 .24

看護師 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年 若年 中年 高年

興味探索 .43 .34 .66 .15 .32 .48 .20 .21 .23 .27 .29 .38 .22 .30 .28 .20 .23 .42 .32 .38 .33
継続 .40 .32 .66 .14 .34 .46 .21 .21 .28 .32 .27 .42 .27 .31 .26 .32 .36 .36 .15 .33 .37
変化 .51 .37 .67 .24 .37 .48 .26 .20 .27 .37 .36 .45 .31 .32 .30 .30 .16 .32 .28 .30 .31
楽観 .38 .37 .70 .15 .35 .45 .15 .21 .23 .19 .33 .40 .17 .25 .24 .27 .24 .35 .33 .31 .35
開始 .37 .32 .71 .22 .36 .48 .19 .20 .26 .28 .30 .40 .22 .24 .27 .29 .20 .30 .32 .33 .26
紐帯 .45 .46 .59 .16 .39 .34 .13 .20 .12 .29 .37 .30 .18 .39 .17 .17 .20 .25 .28 .36 .35
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表2 境遇活用スキルと叡智，実践知および人生・仕事満足度との相関 （若年・中年・高年別）

表１ 境遇活用スキル(浦上・高綱・杉本・矢崎,2017) 各因子５項目

• 開始 (α=.88)：経験のない新しいことであっても，取り組んでみること
• 継続 (α=.88)：嫌なことでも何とかやり遂げること
• 楽観的認識 (α=.87)：どんな時でも前向きな気持ちを持ち続けること
• 興味探索 (α=.85)： 新しい体験ができるチャンスを見つけ，

積極的にかかわること
• 変化 (α=.85)：物事をうまく進めるために，自分の考え方を変えること
• 紐帯 (α=.83)：立場や考え方の違う人と積極的につながりを持つこと


