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原著

卒業論文作成に対する自己効力感と重要性認知が
一般性自己効力感に与える影響
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本研究の目的は，大学生の卒業論文作成に対する自己効力感と重要性認知が一般性自己効力感に与
える影響を検討することであった。
研究 1 では，卒業論文作成に対する自己効力感と重要性認知を測定する尺度を作成するために，大
学生と大学院生の計 341 名（平均年齢 20.2 ± 2.54 歳）を対象に質問紙調査を行った。その結果，2 下
位尺度（個人資源活用の自己効力感，他者資源活用の自己効力感）からなる卒業論文作成に対する自
己効力感尺度，および 5 下位尺度（興味価値重要性，私的獲得価値重要性，公的獲得価値重要性，利
用価値重要性，コスト重大性）からなる重要性認知尺度が作成され，十分な信頼性と妥当性を有する
ことが示された。
研究 2 では，卒業論文作成に対する自己効力感と重要性認知が一般性自己効力感に与える影響を検
討した。大学 3・4 年生の計 133 名（平均年齢 21.0 ± 1.20 歳）を分析対象とした。卒業論文作成に対
する自己効力感と重要性認知の交互作用項を含む重回帰分析を行った。その結果，卒業論文を作成す
ることに対して，重要性認知の中の興味価値重要性，私的獲得価値重要性，公的獲得価値重要性，利
用価値重要性を高く認知する場合では，個人資源活用の自己効力感が一般性自己効力感に対して比較
的高い正の有意な偏回帰係数を示した。また，公的獲得価値重要性を高く認知する場合では，他者資
源活用の自己効力感が一般性自己効力感に対して比較的高い正の有意な偏回帰係数を示した。
以上のことより，卒業論文を作成することに対して，肯定的な重要性を認知すると，卒業論文作成
に対する自己効力感が一般性自己効力感に与える影響が強くなることが示された。
キーワード：一般性自己効力感，特異的自己効力感，重要性認知，卒業論文作成

業場面（大内，2003）や対人場面（松島・塩見，2001）
，

問 題 と 目 的

身体活動場面（McAuley，1993）など，具体的な事柄

自己効力感（Self-efficacy）とは，望ましい結果を得

や領域に対する自己効力感を指す。
そ し て も う 1 つ は，一 般 性 自 己 効 力 感 と 呼 ば れ

るために必要な行動を成功裏に行うことができると
いった確信であり，行動を始め，維持し，完了させよ

（Generalized Self-efficacy : Tipton & Worthington，

うとする意志に影響を与えるものであるとされている

1984；坂野・東條，1986）
，行動全般に対する一般的な

（Bandura，1977）。この自己効力感は主に 2 つの水準

自己効力感を指し，努力や持続を必要とする状況や未

で理解されている。1 つは，特異的自己効力感と呼ば

経験の状況に対して，それらを上手く対処できるとい

れ（Specific Self-efficacy：Gist & Mitchell，1992)，学

う一般的な信念（e. g. Tipton & Worthington，1984；
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坂野・東條，1986；Schwarzer & Jerusalem，1995）を

を与えるのかを明らかにする必要があるといえる。

いう。

いくつかの研究で，特定の課題に対する特異的自己

一般性自己効力感は，嫌悪的な状況に長く耐えるこ

効力感と，その課題に対する重要性の認知が一般性自

とができるか，あるいは個人がいかに多くの努力を払

己効力感に影響を与えるということが指摘されてい

おうとするかを決定するものであり，個人の行動全般

る。たとえば，磯貝（2005）は，スキー実習を取り上

に長期的な影響を与えることが指摘されている（坂

げ，“スキーがどの程度重要であると思うか” を 4 件法

野・東條，1986；久野・矢澤・大平，2002）。さらに，

で尋ねた後，スキー実習を行わせた。その結果，スキー

坂野・前田（2002）は，一般性自己効力感の高い人は，

に対する自己効力感とスキーの重要性認知の両方の上

ストレッサーに直面した時に，それに対する対処行動

昇に伴い，一般性自己効力感も上昇することを指摘し

を採用することによって不安や腹痛といったストレス

た。Hendy, Lyons, & Breakwell（2006）は，遺伝子検

反応を軽減する傾向があり，一般性自己効力感と精神

査を受けるかどうかの意思決定を取り上げ，“自分で

的健康には密接な関係があることを指摘している。た

それを決定する能力があることは重要であると思う

とえば，一般性自己効力感が高いと抑うつが低く，生

か”などの 3 項目で自己の意思決定能力の重要性認知

活 に 対 す る 満 足 感（Life Satisfaction）や 生 活 の 質

を測定した後，意思決定に関する肯定的もしくは否定

（Quality of Life）が高いことが明らかにされている

的な記事を読む課題を行った。その結果，否定的な記

（Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & Schwarzer，2005）。

事を読んだ群で，事前に意思決定能力が重要であると

以上のことから，一般性自己効力感が低い人に対し

思っていた人は，意思決定の自己効力感が低下するの

て，それを高める支援を行うことで，日常生活におけ

に伴い，一般性自己効力感も低下することを明らかに

る様々な活動に対して忍耐強く努力するようになり，

した。

様々なストレッサーの影響を緩和して精神的健康を保
つようになると考えられる。

ただし，課題に対する重要性認知は，自然に生じる
ものではない。課題に対して何らかの価値を見出し，

しかしながら，一般性自己効力感は，ある程度の可

内在化することで認知されるものである（e. g. 伊田，

鍛性，すなわち変容可能性を持つこと（e. g. Eden &

2001）
。しかしながら，磯貝（2005）や Hendy et al.

Aviram，1993；Schwoerer, May, Hollensbe, & Mencl，

（2006）が取り上げた重要性認知は，どのような価値に

2005）が報告されているものの，どのように変容し得

より生じたものか明確にされておらず，どのような価

るかについて検討した研究は少ない。したがって，ど

値による重要性認知が高い場合に，特異的自己効力感

のような要因が一般性自己効力感に影響を与えるのか

が一般性自己効力感に影響を与えるのかを検討する必

を明らかにすることで，一般性自己効力感を高めるた

要がある。
課題に対する価値（課題価置）について，Eccles &

めに有効な支援が検討できると考えられる。
一般性自己効力感に影響を与える主要な要因とし

Wigfield（1985，1995）は，興味価値，獲得価値，利用

て，特異的自己効力感が挙げられる（e.g. 三木・桜井，

価値，コストの 4 つを挙げている。興味価値とは，何

1998；坂野・前田，2002）。これには，特異的自己効力

らかの課題に取り組むことが充実感や満足感を喚起す

感の般化（Bandura，1977）という考えが背景にあり，

るような価値であり，獲得価値とは，ある課題に取り

ある課題や領域で獲得された特異的自己効力感が，そ

組み，そこで成功することが望ましい自己スキーマの

の課題や領域を超えて一般化することで一般性自己効

獲得につながるような価値である。そして利用価値と

力感が高まると考えられている（坂野・前田，2002）。

は，何らかの課題を達成することが個人の短期的・長

しかしながら，特異的自己効力感が上昇すると一般

期的な目標への到達を助長するような価値であり，コ

性自己効力感も上昇するという研究（Eden & Avir-

ストとは，不安・失敗恐怖，あるいは成功における負

am，1993；Schwoerer et al., 2005）もあれば，特異的自

の要因であり，具体的には成功に必要な努力量やある

己効力感が上昇しても一般性自己効力感までは上昇し

選択をすることに伴う機会の損失とされている。

な い と い っ た 研 究（Weitlauf, Cervone, Smith, &

さらに伊田（2001）は，Eccles & Wigfield（1985，

Wright, 2001；原田・平井・荒井・岡・中村，2008）も

1995）の課題価値の枠組みを整理し，獲得価値につい

あり，全ての特異的自己効力感が一般性自己効力感に

て，自分自身が望ましいと考えている自己像の獲得に

影響を与えるとはいえない。したがって，どのような

つながるといった獲得価値を私的獲得価値，他者から

場合に，特異的自己効力感が一般性自己効力感に影響

見て望ましいと自分自身が考える自己像の獲得につな
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充実的達成動機と正の相関を示すと考えられる。

別している。そして利用価値について，ある内容の学

これらのことより，卒業論文作成に対する自己効力

習が就職や進学の試験で合格するために必要であると

感と未来展望，そして重要性認知と自己充実的達成動

いった利用価値を制度的利用価値，職業的な実践にお

機との相関を検討することにより，本研究で作成した

いて有用性があるといった利用価値を実践的利用価値

尺度の基準関連妥当性を検証する。

として 2 つに区別している。ただし，後者の制度的利

方

用価値と実践的利用価値の区分に関しては内部相関が
高く，弁別は難しいと指摘している。

法

調査協力者

以上のように，課題に対する価値は複数あり，それ

福岡県のＡ大学で，心理学を専攻する大学生，およ

らの価値ごとに重要性認知を捉えることが可能である

び大学院生の計 348 名に調査協力を得た。そのうち，

と考えられるが，現在のところ，そのように重要性認

回答に欠損のある 7 名を除いた 341 名（平均年齢 20.2

知を捉えた研究は見当たらない。

± 2.54 歳）を分析対象とした。

したがって，本研究では，複数の価値ごとに重要性

調査時期と手続き

認知を捉えたうえで，特異的自己効力感と重要性認知

2011 年 7 月上旬に調査を行った。質問紙は大学内

が一般性自己効力感に与える影響を検討することを目

の講義中に配布し，配布後 2 週間以内に，所定の回収

的とする。

箱に提出してもらった。

なお，Schwoerer et al.（2005）は，一般性自己効力

倫理的配慮

感がある程度の可鍛性を持つ理由として，大学生を対

調査協力者には，調査への協力依頼文書の中で，回

象とした研究から，未熟な状態にあることや，経験の

答は任意であること，回答されたデータは統計的に処

少なさを挙げている。そこで本研究では，大学生を対

理されるので，個人が特定されたり個人の回答が公表

象とし，特異的自己効力感と重要性認知の対象となる

されることはないこと，回答内容が授業の成績に影響

課題として，卒業論文作成を取り上げることにした。

を及ぼすことはなく個人の不利益には一切ならないこ

これは，卒業論文作成は，レポート作成や作文を書く

とを記した。

作業が少なからず先行経験になる可能性があるが，大

調査内容
性別，学年，進路希望（就職か進学）を尋ねるフェー

学生，特に卒業期にある大学生のそれとは明らかに異

スシートと，以下の 5 つの質問紙を用いた。なお，分

なるものであると考えたためである。
本研究では，上述した目的の検討に先駆け，研究 1
で，卒業論文作成に対する自己効力感尺度，および

析には⑴〜⑷を用いた。
(1)

卒業論文作成に対する自己効力感尺度

Eccles & Wigfield（1985，1995）と伊田（2001）の課題

本研究では，卒業論文作成に対する自己効力感を“卒

に対する価値の区分を援用した重要性認知尺度を作成

業論文を作成するうえで必要となる行動を成功裏に実

して信頼性と妥当性の検討を行い，研究 2 でそれらの

行する確信”と定義して，その上で，心理学を専攻する

尺度を用いて上述した目的の検討を行うこととした。

大学院生 36 名（平均年齢 25.8 ± 6.68 歳）を対象に，
「あなたが卒業論文を作成する上で役に立った行動は

研究 1

何ですか」という教示文をもとに複数回答有りの自由

目

記述を求めた。その結果得られた 154 個（平均回答数

的

4.7 ± 1.92 個）の記述をもとに，心理学を専攻する大

卒業論文作成に対する自己効力感尺度と重要性認知

学院生 6 名が KJ 法を用いて 15 項目からなる尺度を

尺度を作成することを目的とした。なお，自己効力感

作成した。
「卒業論文を作成することについてどう思

は時間的展望，特に未来の明るい見通し（未来展望）

いますか」と教示し，それぞれ「1．全く自信がない」

と正の関連を示すことが明らかにされているため（冨

から「5．かなり自信がある」の 5 件法で評定を求めた。

安，1997），卒業論文作成に対する自己効力感は未来展

(2)

未来展望尺度

望と正の相関を示すと考えられる。また，課題に対す

白井（1994）の時間的展望体験尺度のうち，将来の

る価値は自己充実的達成動機との正の相関を示すこと

目標があるか，そのために何か準備をしているかと

が明らかにされているため（伊田，2004），課題に対す

いった目標指向性尺度（5 項目）と自分の将来に希望

る価値が内在化されることで生じる重要性認知は自己

が持てるか，将来を自分で切り開く自信があるかと
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いった希望尺度（4 項目）を用いた。「以下のことにつ

まる」の 5 件法で評定を求めた。

いてどう思いますか」と教示し，それぞれ「1．当ては

(5)

まらない」から「5．当てはまる」の 5 件法で評定を求

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（7 項目）

めた。

を用いた。これは主観的な感覚としての全般的な自己

(3)

効力感の程度を測定するものである。
「以下のことに

卒業論文作成に対する重要性認知尺度

本研究では重要性認知を“ある領域や課題に対して

ついてどう思いますか」と教示し，それぞれ「1．全く

何らかの価値を認識し，それを内在化している程度”

当てはまらない」から「5．非常に当てはまる」の 5 件

と定義して，その上で心理学を専攻する大学院生 6 名

法で評定を求めた。なお，特性的自己効力感と一般性

で Eccles & Wigfield（1995）や伊田（2001）の課題に

自己効力感はともに Generalized self-efficacy の訳語

対する価値を測定する尺度を参考に項目を出し合い，

であり，実質的な違いはないと判断した。

20 項目からなる尺度を作成した。「卒業論文を作成す

結 果 と 考 察

ることについてどう思いますか」と教示し，それぞれ
「1．全くそう思わない」から「5．かなりそう思う」の

1．卒業論文作成に対する自己効力感尺度

5 件法で評定を求めた。

卒業論文作成に対する自己効力感尺度について，因

(4) 達成動機測定尺度

子数を決定するために主成分解による因子分析を行っ

堀野・森（1991）の達成動機測定尺度のうち，自分

た結果，カイザー基準とスクリー基準から 2 因子を採

自身にとって価値のあることを成し遂げたいといった

用した。そこで因子数を 2 に固定して最尤解，プロ

自己充実的達成動機尺度（13 項目）を用いた。「以下

マックス回転による因子分析を行い，どの因子にも

のことについてどう思いますか」と教示し，それぞれ

｜ .40 ｜以上の因子負荷を示さない，あるいは 2 つ以

「1．全然当てはまらない」から「5．非常によくあては

上の因子にまたがって｜ .30 ｜以上の因子負荷を示す

表1

最尤解・プロマックス回転による卒業論文作成に対する自己効力感尺度の因子分析
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項目を 1 つ 1 つ削除し，そのような項目がなくなるま

項目に高い因子負荷を示したため，個人資源活用の自

で繰り返し因子分析を行った。その結果（表 1），第 1

己効力感と名付けた。次に探索的因子分析によって得

因子（8 項目）は，x9 統計解析の方法について友人や

られた因子構造について構造方程式モデリングを用い

先輩，教員に尋ねること，x12 先輩に自分の研究計画

て適合度を算出した結果，GFI が .91，AGFI が .87，

について相談することなどの項目に高い因子負荷を示

CFI が .91，RMSEA が .09 となり，概ね良い適合度

したため，他者資源活用の自己効力感と名付けた。第

を示した。

2 因子（5 項目）は，x5 興味がある分野の先行研究を

次に，卒業論文作成に対する自己効力感尺度の下位

読み込むこと，x4 読んだ論文を要約することなどの

尺度ごとに Cronbach のα係数を算出し，未来展望尺

表2

卒業論文作成に対する自己効力感と未来展
望の相関係数および Cronbach のα係数

度との相関を算出した。その結果（表 2）
，2 つの下位
尺度で概ね良好な内的整合性が認められた。さらに，
卒業論文作成する自己効力感の下位尺度と未来展望の
下位尺度間の全てで有意な正の相関が見られ，基準関
連妥当性が認められた。
これらの結果から，卒業論文作成に対する自己効力
感尺度は信頼性と妥当性を有するものであることが確
認された。

表3

卒業論文作成に対する重要性認知尺度の確証的因子分析
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2．卒業論文作成に対する重要性認知尺度

た。

卒業論文作成に対する重要性認知尺度は，知的好奇

調査内容

心を刺激してくれるので重要といった興味価値重要
性，自分の良い面を見いだせるので重要といった私的

分析には，研究 1 で使用したフェースシートと，⑴，
⑶，⑸を用いた。

獲得価値重要性，できると頼られるので重要といった

結

公的獲得価値重要性，経験は目標の実現に生かせるの

果

で重要といった利用価値重要性，沢山の時間がかかる

各変数の Cronbach のα係数を算出した。その結果

ので重大といったコスト重大性の 5 因子構造を想定し

（表 5）
，いずれの変数も高い値のα係数を示し，研究

ていたため，構造方程式モデリングを用いて確証的因

に十分使用できると判断した。

子分析を行った。その際，因子負荷量が低かったコス

卒業論文作成に対する自己効力感と重要性認知が一

ト重大性の 1 項目を除いた。その結果（表 3），モデル

般性自己効力感に与える影響を検討するために，交互

の適合度は，GFI が .89，AGFI が .84，CFI が .91，

作用項を含む強制投入法による重回帰分析を行った。

RMSEA が .07 となり，概ね良い適合度を示した。

目的変数を一般性自己効力感，説明変数を卒業論文作

次に，卒業論文作成に対する重要性認知尺度の下位

成に対する自己効力感（個人資源活用の自己効力感，

尺度ごとに Cronbach のα係数を算出し，自己充実的

あるいは他者資源活用の自己効力感）と卒業論文作成

達成動機との相関を算出した。その結果（表 4），全て

に対する重要性認知（興味価値重要性，私的獲得価値

の下位尺度で概ね良好な内的整合性が認められた。さ

重要性，公的獲得価値重要性，利用価値重要性，ある

らに，重要性認知と自己充実的達成動機に有意な正の

いはコスト重大性），およびそれらの交互作用項の 3

相関が見られ，基準関連妥当性が認められた。

変数とした。さらに，性別と学年，進路希望を統制変

これらの結果から，卒業論文作成に対する重要性認
知尺度は，信頼性と妥当性を有するものであることが

数とした。なお，交互作用項には自己効力感と重要性
認知の平均偏差の積を用いた（Aiken & West，1991）。
まず，個人資源活用の自己効力感と重要性認知を用

確認された。

いて重回帰分析を行った。その結果（表 6）
，個人資源
活用の自己効力感とコストを除く全ての重要性認知と

研究 2

目

の交互作用項の偏回帰係数（β）が有意であった。そ

的

こで，重要性認知の高低の区分については平均± 1 標

複数の価値ごとに重要性認知を捉えたうえで，卒業

準偏差を採用し（Cohen & Cohen，1985），重要性認知

論文作成に対する自己効力感と重要性認知が一般性自

が高い場合（平均＋ 1 標準偏差）と低い場合（平均

己効力感に与える影響を検討することを目的とした。

− 1標準偏差）における，個人資源活用の自己効力感

方

と一般性自己効力感の関連を検討する単純傾斜検定を

法

行った。その結果（図 1）
，いずれにおいても重要性認
知が高い場合では，個人資源活用の自己効力感から一

調査協力者
分析対象は，卒業論文作成を行う時期と考えられる

般性自己効力感へ，正の有意な比較的高い偏回帰係数

3，4 年生とした。研究 1 の 3・4 年生の計 133 名（平均

を示し（β＝.53〜.61）
，重要性認知が低い場合では，

年齢 21.1 ± 1.27）を分析対象とした。内訳として，

有意となっても弱い正の偏回帰係数を示す程度であっ

男性が 43 名，女性が 90 名，大学 3 年生が 66 名，4 年

た（β＝.090〜.201）
。

生が 67 名，就職希望が 96 名，進学希望が 37 名であっ

表4

さらに，目的変数を一般性自己効力感，説明変数を

卒業論文作成に対する重要性認知と達成動機との相関係数および Cronbach のα係数
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各変数の Cronbach のα係数
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個人資源活用の自己効力感とコストを除く全ての重要

性，公的獲得価値重要性，あるいは利用価値重要性が

性認知，および個人資源活用の自己効力感とコストを

高いと，個人資源活用の自己効力感が一般性自己効力

除く各重要性認知との交互作用項，そして上記した 3

感に与える影響が強くなるが，コスト重大性が高くて

つの統制変数の計 12 変数とする stepwise 法による重

も，個人資源活用の自己効力感が一般性自己効力感に

回帰分析を行った。その結果，3 つの統制変数と個人

与える影響が強くならないことが示された。コスト

資源活用の自己効力感，私的獲得価値重要性，そして

は，興味価値や私的獲得価値，公的獲得価値，利用価

個人資源活用の自己効力感と私的獲得価値重要性の交

値とは異なり，いわば負の価値であると指摘されてい

互作用項が選択された。

る（伊田，2001）ことを踏まえると，本結果は負の価

次に，他者資源活用の自己効力感と重要性認知を用

値ではなく正の価値による重要性，すなわち肯定的な

いて重回帰分析を行った。その結果（表 7）他者資源

重要性認知が高いと，特異的自己効力感が一般性自己

活用の自己効力感と公的獲得価値重要性との交互作用

効力感に与える影響が強くなることが示されたといえ

項の偏回帰係数が有意であった。そこで，単純傾斜検

る。以上のような結果は，課題に対して，その重要性

定を行った。その結果（図 2），公的獲得価値重要性が

をどの程度認めているか，その価値や意義をどの程度

高い場合では，卒業論文作成に対する自己効力感から

認識しているかということが，その課題から得られる

一般性自己効力感へ，正の有意な比較的高い偏回帰係

自信の形成に大きく影響するという磯貝（2005）の指

数を示し（β＝.55），公的獲得価値重要性が低い場合

摘と一致するものといえる。

では，
有意傾向となる弱い正の偏回帰係数を示した（β

さらに，有意となった全ての変数を含む stepwise
法による重回帰分析の結果，個人資源活用の自己効力

＝.22）。

考

感と私的獲得価値重要性との交互作用項のみが選択さ

察

れた。このことは，特に私的獲得価値重要性が高いと，

目的変数を一般性自己効力感，説明変数を個人資源
活用の自己効力感と卒業論文作成に対する重要性認

個人資源活用の自己効力感が一般性自己効力感に与え
る影響が強くなる可能性を示している。
私的獲得価値重要性は，“人間的な成長が期待でき

知，およびそれらの交互作用項とする重回帰分析を
行った。その結果，
卒業論文を作成することについて，

る”，“自分の新しい可能性の発見につながる”といった

重要性認知の中の興味価値重要性，私的獲得価値重要

項目からもわかるように，自分自身が望ましいと考え
ている自己像の獲得につながるという価値（伊田，

表7

他者資源活用の自己効力感と各重要性認知
を説明変数とする重回帰分析

2001）についての重要性認知であり，私的獲得価値重
要性が高い卒業論文作成に対して自信をつけること
は，望ましいと感じる自己，すなわち理想の自己の実
現につながると考えられる。さらに，理想自己と現実
自己のズレが自己評価と有意な負の相関を示すという

図2
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水間（1998）の指摘を踏まえると，その理想自己の実

ことと，その一方で，特異的自己効力感が低い状態の

現が自己評価である一般性自己効力感を高めることに

まま重要性認知を高めると，むしろ一般性自己効力感

つながると考えられる。

が低くなる可能性があることを示している。したがっ

また，目的変数を一般性自己効力感，説明変数を他

て，一般性自己効力感を高める支援を考える際に，少

者資源活用の自己効力感と卒業論文作成に対する重要

なくとも特異的自己効力感を十分に高めたうえで，肯

性認知，およびそれらの交互作用項とする重回帰分析

定的な重要性認知を高める必要があるといえる。

を行った。その結果，卒業論文を作成することについ

本研究の今後の課題は次の 2 点である。1 つは，因

て，重要性認知の中の公的獲得価値重要性が高いと，

果関係の問題である。本研究では 1 時点における質問

他者資源活用の自己効力感が一般性自己効力感に与え

紙調査によって，特異的自己効力感と重要性認知が一

る影響が強くなるが，興味価値重要性，私的獲得価値

般性自己効力感に与える影響を検討した。しかしなが

重要性，利用価値重要性，あるいはコスト重大性が高

ら，一般性自己効力感は，特異的自己効力感に影響を

くても，他者資源活用の自己効力感が一般性自己効力

与 え る と い う こ と（e. g. Chen, Gully, Whiteman, &

感に与える影響が強くならないことが示された。した

Kilcullen，2000）も指摘されているため，特異的自己

がって，肯定的な重要性認知が高くても，他者資源活

効力感と一般性自己効力感の因果関係が逆転する可能

用の自己効力感が一般性自己効力感に与える影響が強

性がある。したがって，今後は，縦断的研究や構造方

くなるとは限らないことが示された。

程式モデリングにおける双方向性因果モデルを活用す

この理由として，個人資源活用の自己効力感とは異
なり，他者資源活用の自己効力感の対象と重要性認知

るなどして，因果関係の検討を詳細に行う必要がある
と考えられる。

の対象に不一致が生じていた可能性が考えられる。個

そしてもう 1 つは，複数の重要性認知を別々に取り

人資源活用の自己効力感の対象は，論文を読んで要約

扱っているということである。本研究では，5 つの重

し，研究動向を整理することなど，いわば卒業論文作

要性認知が，各々どのように一般性自己効力感に影響

成の基礎的な行動であり，卒業論文を作成することに

を与えるかを検討した。しかしながら，5 つの重要性

対する重要性認知について尋ねられた場合，大多数が

の認知の仕方に何らかのパターンが存在する可能性が

この行動を想起すると考えられる。一方，他者資源活

考えられるため，どのようなパターンが一般性自己効

用の自己効力感の対象は，研究計画について友人や先

力感に影響を与えるのかを検討する必要もあると考え

輩，先生に相談するなど，いわば卒業論文作成の補助

られる。

的な行動であり，
重要性認知について尋ねられた場合，

引

この行動を想起する人は少ないと考えられる。した
がって，本研究で捉えた重要性認知と個人資源活用の

用
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Influence of Self-Efficacy and the Importance Cognition in Undergraduate Thesis Creation on
Generalized Self-Efficacy
NOBORU YAMAMOTO (Graduate School of Psychology, Kurume University)
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of self-efficacy and the importance cognition in
undergraduate thesis creation on generalized self-efficacy.
In study 1, a questionnaire was administered to 341 undergraduates and graduate students (mean age 20.2 ± 2.
54)to develop scales to measure self-efficacy and the importance cognition in undergraduate thesis creation. As a
result, a scale for self-efficacy in undergraduate thesis creation, which consists of 2 subscales (self-efficacy for
personal resource utilization, self-efficacy for others resource utilization), and a scale for the importance cognition in
undergraduate thesis creation, which consists of 5 subscales (interest value importance, private attainment value
importance, public attainment value importance, utility value importance, cost importance), were developed and
both scales were shown to have sufficient reliability and validity.
Study 2 examined the influence of self-efficacy and the importance cognition in undergraduate thesis creation on
generalized self-efficacy. 133 juniors and seniors (mean age 21.0 ± 1.20) were candidates for the analysis. A multiple
linear regression analysis including the interaction between self-efficacy and the importance cognition in
undergraduate thesis creation was conducted. As a result, self-efficacy for personal resource utilization showed a
relatively high positive significant partial regression coefficient to generalized self-efficacy when interest value
importance, private attainment value importance, public attainment value importance, and utility value importance
in the importance cognition were highly recognized. Self-efficacy for others resource utilization also showed a
relatively high positive significant partial regression coefficient to generalized self-efficacy when public attainment
value importance was highly recognized.
These results showed that the more positive importance in undergraduate thesis creation is recognized, the
stronger the influence self-efficacy in undergraduate thesis creation has on generalized self-efficacy.
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