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要　約

　文部科学省の平成22年度「大学生の就業力育成支援事業」［1］として，本学では「広島共生コ
ミュニティによる就業力育成支援」［2］が採択され実施中である。本稿では，その取組みの一環
として実施している学部事業「情報活用力診断テストによる調査及び有用性の検証」について，

平成22年度後期から平成23年度前期にかけて行った結果について報告する。まず，実施した情
報活用力診断テストの概要と活用意義について述べる。次に，経営情報学科に在籍する全学生を

対象に平成22年度後期行った第一回テストと，経営情報学科　1　年に在籍する全学生を対象に平
成23年度前期行った第二回テストの情報活用力診断結果について整理し考察する。さらに，今
後の計画および課題についても言及する。

　1　．はじめに

　経営情報学科（以下，本学科または学科と略す）では人材育成目標として，『情報システムの企

画・設計開発・運用管理の能力を身に付け，企業や社会の情報化に寄与できる「情報化推進者」，

および情報産業界において情報システムの開発を目指す「情報処理技術者」を育成します』と定

めている。本学科の卒業生の就業力育成を支援する上で，必要かつ十分な情報活用力を身につけ

させることは，他学部・他学科にも増して重要なことである。これまでも，アドミッションポリ

シーに沿った学生を集めるため，本学科に入学を検討している高校生を対象として，学科の特

徴・教育内容などの正しい理解を助けるためのe-learning教材公開用Webサイトを構築し，入学
後に学科で学ぶ内容がイメージできるように工夫した教材を作成し提供するなどの入口対策を施

してきた［3-5］。また入学後は，情報技術の基礎を早期に修得することにより，さらに高度な専
門知識を自発的に継続して学んで行く習慣を身につけさせる目的で，情報処理技術者の資格取得
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を推進し支援してきた［6-8］。
　本稿では，これらの取組みと本学科の専門教育によって，学生個々の情報活用力がどの程度身

についているか，あるいはどのように身についていくかを分析・検証すべく，特定非営利活動法

人ICT利活用力推進機構が主催する情報活用力診断テストRasti［9］（Rating and Assessment System 
for Total Ict-skills）を実施した結果を報告する。

　2　．情報活用力診断テスト

2．1　テストの概要

　情報活用力診断テストRasti（以降，Rastiと略す）は，2005年設立の特定非営利活動法人ICT
利活用力推進機構が主催し大阪商工会議所が後援するテストである。ビジネスの現場で業務の特

性に合わせた適切な情報活用ができる人材の育成を目的とし，個人や組織のICT利活用力を的確
に診断することのできる新しいタイプのテストを目指して開発され2006年にリリースされた。機
構では，現在の社会人が仕事を行ううえで必ず必要になる能力を「　5　つの基礎力」として体系化
している。「　5　つの基礎力」とは，“基盤力”，“情報活用力”，“ビジネスフレームワーク”，“モチ
ベーション”，“コミュニケーション”のことであり，Rastiでは，このうち最も中核にある“基盤
力”と“情報活用力”を診断できるように設計されている。ここで，“基盤力”とは，具体的には

“論理力”，“数理力”，“ICT基礎知識”の基礎力を指している。また，“情報活用力”とは，具体
的には“情報活用”，“インターネットコミュニケーション”，“ファイル・データ管理”，“法律・

モラル”，“セキュリティ”，“数値分析”，“データベース”，“文書表現”，“ビジュアル表現”にお

ける詳細能力を指している。

　Rasti受験の申し込み手続きはオフライン（FAXまたは郵送）だが，受験は送付された受験ID
とパスワードを用いてWeb上で行う。インターネットに接続されたパソコンがあれば，時間と場
所を問わず受験できる。回答時間は50分間ノンストップで，出題形式は多肢選択式（ほとんどが
四肢択一）であるが，後ろの方に実技問題が数問出題される。そのため，あらかじめパソコンの

ソフトウェア等の動作環境を確認しておく必要がある。

　診断結果は，後日診断シートとして発行される。診断シートには，総合評価の得点（1000点満
点），基盤力のバランス診断（レーダーチャート），情報活用力の詳細能力診断（能力スコアの棒

グラフ）および診断コメントが記載される。

2．2　テストの活用意義

　Rastiの活用意義としては二つある。一つは教員側からの視点に基づく活用意義である。すなわ
ち，学科の専門教育によって学生個々の情報活用力がどの程度身についているか，あるいはどの

ように身についていくかを把握し，授業改善やカリキュラム検討に役立てることができる。もう

一つは学生側からの視点に基づく活用意義である。すなわち，個人宛ての診断シートと教員側が

作成する学年単位の診断結果の集計を手にすることによって，本人の社会人としてのスキルの習

熟の度合いの認識が深まるとともに，相対的な強みと弱みを知ることにより，各自の学習目標を

明確にすることができる。

　これら直接的な活用意義の他にも，自身の成長に責任と自信が持てるようになり，就業意識の

高揚に結び付く間接的な効果が期待できる。 
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　3　．診断結果と考察

3．1　第一回テスト

　平成22年度後期　1　月29日から　4　月30日の受験期間で，本学科の　1　年生から　4　年生を対象と
し，第一回テストを団体受験した。表　1　にRastiの第一回受験状況および総合評価を示す。年度
末に実施したため，　4　年生の未受験者が多くなってしまったが，得点のばらつきは　4　学年中で最
も小さい。なお，学科全体の得点データのうち，平均点±　3　×標準偏差の範囲から外にあるデー
タを外れ値として集計から除外し，集計外人数としている。

　Rastiの社会人および学生の得点平均は，それぞれ615.5点，456.9点である（社会人目標得点
は650点，学生目標得点は550点）。表　1　を見ると，本学科の学生の総合評価は社会人の得点平均
には及ばないが，学生目標得点はほぼクリアしていることが分かる。なお，学科の中で　2　年生の
成績が一番悪い。俗に言う中だるみ現象なのかも知れないが，平成23年度後期に再度受験させ
対応を考えたい。

　図　1　から図　4　は，各学年の総合評価の得点分布を学科全体の得点分布と比較したグラフであ
る。これらを見ると，　1　年生の得点は低めに集まってはいるが単峰性であるのに対し，　2　年生お
よび　3　年生はばらつきが大きく，多峰性の分布形状を呈している様子が窺える。　4　年生は受験生
が少ないことに起因してか，比較的高得点に集中して分布している。

　表　2　は，基盤力（論理力，数理力，ICT基礎知識）のバランス診断結果（レーダチャート）を
形状により分類した表である。ここで，三つのスキルポイントの差が10ポイント未満に収まっ
ているものを均整型と名付けた。また，三つのスキルポイントを昇順に並べたとき，最小値と中

表　1　．第一回受験状況および総合評価

集計外人数標準偏差最 低 点最 高 点平 均 点受 験 率受験者数在籍者数

0106.1115772565.187.2％4147　1　年（2010年度入学）

1137.787818531.897.8％4445　2　年（2009年度入学）

3123.9336812596.582.9％3441　3　年（2008年度入学）

178.1438723614.835.7％1542　4　年（2007年度入学）

5123.087818566.976.6％134175学　科　全　体

図　1　．　1　年 （2010年度入学）の総合評価の得点分布



64 県立広島大学経営情報学部論集　第　4　号

図　2　．　2　年 （2009年度入学）の総合評価の得点分布

図　3　．　3　年 （2008年度入学）の総合評価の得点分布

図　4　．　4　年 （2007年度入学）の総合評価の得点分布

表　2　．基盤力のバランス診断結果の形状分類

それ以外
凹　部　顕　著　型凸　部　顕　著　型

均 整 型
ICT基礎知識数 理 力論 理 力ICT基礎知識数 理 力論 理 力

0122511290　1　年（2010年度入学）

099171160　2　年（2009年度入学）

06635740　3　年（2008年度入学）

03232310　4　年（2007年度入学）

03019121533200学　科　全　体
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央値の差が10ポイント未満でかつ中央値と最大値の差が10ポイント以上であるものを凸部顕著
型と名付けた。同様に，最小値と中央値の差が10ポイント以上でかつ中央値と最大値の差が10
ポイント未満であるものを凹部顕著型と名付けた。いずれのスキルポイントが突き出ているか，

あるいはへこんでいるかによって，それぞれさらに　3　種類の型に分かれる。また，いずれにも該
当しないものをそれ以外とした。

　表　2　から明らかなように，均整型とそれ以外の形状はなかった。受験者数が少なかった　4　年生
と専門教育の履修が進んでいる　3　年生を除けば，低学年においては比較的に，論理力や数理力が
強み（凸部顕著）として現れ，ICT基礎知識が弱み（凹部顕著）として現れる傾向が窺える。な
お，この傾向については年次進行の効果も含め，複数年のデータを得た後，改めて統計的な手法

で慎重に分析評価する必要がある。

　図　5　から図　8　は，各学年の情報活用力の詳細能力ごとのスコア平均を社会人および学生のスコ
ア平均と比較したグラフである。これらを見ると，いずれの学年もすべての詳細能力について学

生の能力スコアより高い得点を示していることが分かる。社会人のスコアと比較すると，　1　年生
は情報検索とビジュアル表現に強く，ファイル・データ管理に弱い様子が，　2　年生はインターネッ
ト・コミュニケーションに強く，セキュリティに弱い様子が，　3　年生は文書表現とビジュアル表
現に強く，弱みはない様子が，　4　年生はインターネット・コミュニケーションと数値分析とビ
ジュアル表現に強く，弱みはない様子が窺える。

図　5　．　1　年 （2010年度入学）の詳細能力スコア

図　6　．　2　年 （2009年度入学）の詳細能力スコア
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　表　3　は，Rastiを受験した学生の平成23年　3　月14日現在の情報処理技術者試験の受験状況で
ある。ただし，受験区分は細分していない。表　4　は，表　3　に該当する学生のRasti総合評価の平
均点である。例えば表　3　と表　4　から，　1　年生のRasti受験生のうちで情報処理技術者試験の受験
歴のない者が25名おり，平均点が560.7点であったことが分かる。表　4　から，情報処理技術者試
験の受験歴の有無とRastiの得点の高低との関連性については明言できないが，合格歴の有無は
Rastiの得点の高低と関連があるように思われる。このことについては，さらにデータを収集した
上で改めて統計的な手法で分析評価することにしたい。

表　3　．情報処理技術者試験の受験状況

情報処理技術者試験

受験歴あり受験歴なし
合格歴あり合格歴なし

881625　1　年（2010年度入学）
10162617　2　年（2009年度入学）
1811292　3　年（2008年度入学）
104140　4　年（2007年度入学）
46398544学　科　全　体

図　7　．　3　年 （2008年度入学）の詳細能力スコア

図　8　．　4　年 （2007年度入学）の詳細能力スコア
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3．2　第二回テスト

　平成23年度前期　5　月15日から　6　月23日の受験期間で，本学科の　1　年生を対象とし，第二回
テストを団体受験した。第一回テストと異なり，2011年度入学の学生である。表　5　にRastiの第
二回受験状況および総合評価を示す。

　未受験者および集計外になった者はいなかった。

　図　9　は，　1　年生の総合評価の得点分布のグラフである。これを見ると，母集団および受験時期
が異なるので直接比較できないが，第一回テストを受験した　1　年生（2010年度入学）に比べ，若
干多峰性の分布形状を呈している様子が窺える。

　表　6　は，基盤力（論理力，数理力，ICT基礎知識）のバランス診断結果（レーダチャート）を
形状により分類した表である。

表　4　．情報処理技術者試験の受験歴・合格歴と総合得点の関係

情報処理技術者試験

受験歴あり受験歴なし
合格歴あり合格歴なし

611.4532.8572.1560.7　1　年（2010年度入学）
588.9504.4536.9523.9　2　年（2009年度入学）
620.2560.2597.4582.5　3　年（2008年度入学）
622.9594.5614.8－　4　年（2007年度入学）
612.4535.2577.0547.5学　科　全　体

表　5　．第二回受験状況および総合評価

集計外人数標準偏差最 低 点最 高 点平 均 点受 験 率受験者数在籍者数

0127.4266841520.1100.0％4646　1　年（2011年度入学）

図　9　．　1　年 （2011年度入学）の総合評価の得点分布

表　6　．基盤力のバランス診断結果の形状分類

それ以外
凹　部　顕　著　型凸　部　顕　著　型

均 整 型
ICT基礎知識数 理 力論 理 力ICT基礎知識数 理 力論 理 力

0651031570　1　年（2011年度入学）
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　表　6　から明らかなように，均整型とそれ以外の形状はなかった。数理力が強み（凸部顕著）と
して現れている様子が窺える。

　図10は，　1　年生の情報活用力の詳細能力ごとのスコア平均を社会人および学生のスコア平均
と比較したグラフである。これを見ると，すべての詳細能力について学生の能力スコアより高い

得点を示していることが分かる。社会人のスコアと比較すると，ファイル・データ管理とデータ

ベースに弱く，強みはない様子が窺える。

　5　．おわりに

　本稿では，本学における大学生の就業力育成支援事業「広島共生コミュニティによる就業力育

成支援」の取組みの一環として実施している学部事業「情報活用力診断テストによる調査及び有

用性の検証」について，平成22年度後期から平成23年度前期にかけて　2　回行った情報活用力診
断テストRastiの団体受験結果についてまとめた。受験結果から本学科の学生は，学生の目標得
点を入学当時からほぼクリアしている実態が明らかになった。しかしながら，社会人の得点平均

には達していない実態も同時に明らかになった。その原因としては，基盤力のバランスの悪さ

や，情報活用力のうち，ファイル・データ管理，セキュリティ，データベースに関する詳細能力

スコアの低さなどが考えられる。今後の対策として，関連した授業の中でこれらのスキルを実践

的に強化する必要があると考えられる。

　本事業の今後の計画としては，11月に　3　年生（2009年度入学）を，　2　月に　1　年生（2011年度
入学）をそれぞれ対象にした第三回，第四回Rasti団体受験を計画している。前者は主に就職活
動に資する目的で，後者は主に　1　年生の　1　年間の学習成果を検証する目的で実施する。なお，受
験結果に対する今回の直観的な評価を裏付けるため，統計的な手法を使い分析的に再び評価する

ことを今後の課題としたい。また，学生のRasti受験に対する取組み姿勢について調査する必要
性も感じている。

 

図10．　1　年 （2011年度入学）の詳細能力スコア
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