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緒　言

　社会人基礎力は，「職場や社会の中で多様な人々ととも
に仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力」に対する概
念であり，3 つの力（「前に踏み出す力（アクション）」，「考
え抜く力（シンキング）」，「チームで働く力（チームワー
ク）」）とそれを構成する 12 の能力要素（「主体性」，「働き

かけ力」，「実行力」，「課題発見力」，「計画力」，「創造力」，
「発信力」，「傾聴力」，「柔軟性」，「情報把握力」，「規律性」，
ストレスコントロール力））から成る（経済産業省 , 2006；
社会人基礎力に関する研究会 , 2006；辰巳 , 2006）． 
　近年，企業の新卒採用現場や入社後の人事評価におい
て社会人基礎力の重要性が増すにつれて（経済産業省 , 
2006・2010），大学教育においても社会人基礎力の育成
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“Fundamental competencies for working persons”(FCWP) consists of three competencies and twelve competency 
factors, and the cultivation of FCWP has been one of an important theme in academic education. In previous studies, 
we uniquely invented a valuation method of FCWP using visual analog scale (VAS) method and then we revealed 
FCWP scores were increased by the regular physical education classes in academic education (Ishido et al. 2015, 
2016). On the other hand, because the valuation method of FCWP has not been established academically until now, 
neither reliability nor validity for our valuation method of FCWP using VAS method also has been fully examined, 
academically. The aim of this study was to clarify the reliability and validity of the valuation method of FCWP 
using VAS method in the regular physical education classes in academic education by elucidating the relationship 
between FCWP and communication skills. First, the present study investigated the differences between evaluation 
results of VAS and 5-point evaluation method in evaluating FCWP scores. Next, the present study investigated 
the relationship between the evaluation results of VAS method for FCWP scores and the scores of communication 
skills scale “ENDCOREs”. As a result, in three competencies and twelve competency factors for FCWP, all items 
indicated significant correlations between VAS and 5-point evaluation methods (p<0.05). Thus, it was suggested 
that the direction of evaluation results for FCWP using VAS method may indicate a similar trends for that using 
5-point evaluation method. Moreover, when dependent variables were three competencies scores of FCWP using 
VAS method and independent variables were communication skills scores using ENDCOREs in multiple regression 
analysis, significant regression models were respectively detected in three competencies of FCWP (p<0.05). Thus, it 
was suggested that the three competencies in FCWP may potentially include basic abilities evaluated in ENDCOREs. 
In conclusion, in the present study, it was demonstrated that the valuation method of FCWP using VAS method was 
fully valuable in the regular physical education classes in academic education, and the present study brought useful 
basic findings to establish the valuation method of FCWP.　
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が重要視されている．一方で，我々の知る限り，学術的
に確立された社会人基礎力の評価方法は未だにない．多
くの先行研究が，経済産業省のキャリア教育事業の一環
として公開されている社会人基礎力レベル評価基準表

（経済産業省 , 2008）をもとにした調査や評価を行ってい
るのが現状である（青木ほか , 2012；石道ほか , 2015・
2016；築山ほか , 2008；引原ほか , 2016；深津ほか , 
2012；北島ほか , 2011）．
　我々は，教育分野において視覚的評価スケール（Visual 
Analog Scale：VAS）による評点尺度法の有用性が示さ
れていることから ( 成橋ほか，2003，2006；相良ほか，
2007；渡邉ほか，2011)，社会人基礎力の 12 の能力要素
をそのまま設問とし VAS 法によって評価するという独
自の社会人基礎力の評価法を考案した（石道ほか , 2015・
2016）．我々はこの評価方法を用いて，１）大学での体育
実技授業を選択的に受講する学生は，元々高い社会人基礎
力を備えていること（石道ほか , 2015），２）通常の体育
実技授業を受講することで社会人基礎力が向上すること

（石道ほか , 2016）を明らかにした．しかし，学術的に確
立された社会人基礎力の評価方法がないことから，我々の
開発した評価法の学術的妥当性や信頼性は十分に精査され
てはいない．
　我々が開発した VAS 法による調査では，社会人基礎力
の 12 の能力要素をそのまま設問としているため，回答者
に抽象的な問いかけをしていると考えられる．そこで本研
究では，経済産業省が公開している社会人基礎力レベル評
価基準表（経済産業省 , 2007）に記載されている具体的な
行動や思考例を設問として 5 段階評価を行う調査用紙を作
成し，社会人基礎力に対する VAS 法による評価結果と 5
段階評価法による評価結果との比較検討が必要であると考
えられる．
　また VAS 法による社会人基礎力の評価方法の妥当性
及び信頼性を検討する上で，学術的に確立された評価方
法との関連性を明らかにすることが重要だと考えられる．
しかし，現状では，学術的に確立された社会人基礎力の
評価方法はなく，直接的な比較検証は困難である．そこ
で，本研究では，体育実技授業の構成因子の１つであり，
さらに体育実技授業により向上することが報告されてい
るコミュニケーション・スキルに着目した（杉山 , 2008；
丸井ほか，2011；中山ほか，2001；江川 , 2014）．近年，
企業の新卒採用現場では，選考時に重視する要素として

「コミュニケーション力」が 12 年連続で第 1 位となって
おり，大学教育においても社会人基礎力と同様に重要視
されている（日本経済団体連合会 , 2016）．またコミュニ
ケーション・スキル尺度 ENDCOREs は，「自己統制」，「表

現力」，「解読力」，「自己主張」，「他者受容」，「関係調整」
から構成されるすでに学術的に確立されたコミュニケー
ション・スキル尺度であり（藤本ほか , 2007・2011；藤
本 , 2013），この尺度評価を用いた先行研究において体育
実技授業の教育効果としてコミュニケーション・スキル
が向上することが明らかにされている（江川 , 2014）．一
方，体育実技授業の教育効果として社会人基礎力も向上
する（石道ほか，2016）．両者とも体育実技授業の教育効
果として向上する点や，両者の構成概念の共通性が高い
と予想される点から，社会人基礎力とコミュニケーショ
ン・スキルとの間に関連性があると仮説をたてた．した
がって，この仮説の立証により，間接的に VAS 法による
社会人基礎力の評価尺度の妥当性及び信頼性を示す結果
につながると考えられる．
　本研究の目的は，社会人基礎力とコミュニケーション・
スキルの関連性の解明を介して，大学での体育実技授業に
おける VAS 法による社会人基礎力の評価方法の妥当性及
び信頼性を検討し，学術的に確立された社会人基礎力の評
価法の開発に寄与する基礎知見を得ることである．

方　法

1）調査対象者と調査時期
　本研究は，関西地区における私立大学の工学部に所属し，
2 ～ 4 年生対象の選択科目である共通体育実技科目を履修
した者（127名）とした．体育実技科目受講者127名はバレー
ボール（13 名），バドミントン（33 名），サッカー（41 名），
レクリエーションスポーツ（25 名），テニス（15 名）の５コー
スの合計人数となる．調査対象者の人数，年齢は表 1 に示
した．本研究では女子学生の受講者が 6 名と僅少であった
ため，調査対象者から除外した．
　本研究は，2015 年度前期授業期間（4 月～ 9 月）に調
査を行った．なお本研究計画は，大阪工業大学のライフサ
イエンス実験倫理委員会より承認されている．

表 1　調査対象者のプロフィール
調査人数 年齢（歳） 受講スポーツ種目（人数）

127 19.5 ± 0.7

バレーボール（13）
バドミントン（33）

サッカー（41）
レクリエーションスポーツ（25）

テニス（15）
年齢（歳）= 平均値±標準偏差
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2）手続き

　授業初回のガイダンス終了後，内容や結果の公表に関し
て口頭と文書で説明した．その後，同意書に署名した対象
者（127 名）に 3 種類の調査票を配布した．3 種類の調査
票の回答の順番は，回答者の任意としたため，回答の順番
が本研究結果に及ぼす影響は無視できるものと考えられ
る．なお，本調査への参加に際し，謝金等の報酬は一切無
く，成績にも一切関係の無い旨の説明も行った．

3）調査内容
① VAS を用いた社会人基礎力に関するアンケート調査

　VAS を用いた社会人基礎力に関する調査は，先行研究
（石道ほか，2015・2016）にもとづいたアンケート方式で
実施した．本研究で用いた質問項目は，経済産業省のキャ
リア教育事業の一環として公開されている社会人基礎力
レベル評価基準表（経済産業省 , 2007）における 12 項目，
つまり社会人基礎力にける 12 の能力要素をそのまま設問
として用いた． VAS は，左端を「全くない」，右端を「最

高に高い」とした 10 cm の直線上で自己評価した任意の
位置に垂線を記入することにより回答させた（表 2）．調
査用紙の回収後，左端から垂線の位置までの距離を測定し
た．その後，1cm = 1 ポイントに換算し VAS スコアとし
て評価した．
　さらに VAS での質問項目の中で，「1. 主体性」，「2. 働
きかけ力」，「3. 実行力」の平均値を「前に踏み出す力（ア
クション）」，「4. 課題発見力」，「5. 計画力」，「6. 創造力」
の平均値を「考え抜く力（シンキング）」，「7. 発信力」，「8. 傾
聴力」，「9. 柔軟性」，「10. 状況把握力」，「11. 規律性」，「12.
ストレスコントロール力」の平均値を「チームで働く力

（チームワーク）」とし，それぞれ評価した．
　なお，アンケート調査を実施するにあたり使用した教示
文は以下の通りである：「アンケート用紙の各項目に対し

“全くない”を“Min”，“最高に高い”を“Max”とした
場合，現在の自分に最も当てはまる状態の線上に（│）」
で記入して下さい．ひとつひとつの質問には深く考え込ま
ず，第一印象を大切にありのままの様子をお答え下さい．」

表 2　VAS を用いた社会人基礎力に関するアンケート項目
評価項目 設問（能力要素）

前に踏み出す力
（アクション）

1） 主体性（物事に進んで取り組む力）
2） 働きかけ力（他人に働きかけ巻き込む力）
3） 実行力（目的を設定し確実に実行する力）

考え抜く力
（シンキング）

4） 課題発見力（現状を分析し目的や課題を明らかにし準備する力）
5） 計画力（課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力）
6） 創造力（新しい価値を生み出す力）

チームで働く力
（チームワーク）

7） 発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力）
8） 傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力）
9） 柔軟性（意見の違いや立場の違いを理解する力）
10）  情況把握力（自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力）
11）  規律性（社会のルールや人との約束を守る力）
12）  ストレスコントール力（ストレスの発生源に対応する力）

全くない 最高に高い

VAS での回答
10 cm

＊ VAS スコア：1 cm = 1ポイントで換算
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② 5 段階評価法を用いた社会人基礎力に関するアンケート

調査

　5 段階評価法を用いた社会人基礎力に関する調査は，先
行研究にもとづき（石道ほか，2015），経済産業省のキャ
リア教育事業の一環として公開されている社会人基礎力
レベル評価基準表（経済産業省 , 2007）に記載されている
各能力要素に関する具体的な行動や思考例をそのままア
ンケート項目として援用し，調査を行った（表 3）．本研
究では，各設問について「1. 全くそう思わない，2. あま
りそう思わない，3. どちらでもない，4. 少しそう思う，5. 
強くそう思う」の 5 段階で評価した．
　本研究では，先行研究（石道ほか，2015・2016）にも
とづき，アンケートの設問 1) ～ 3) の平均値を「主体性」，
設問 4）～ 6) の平均値を「働きかけ力」，設問 7）～ 9）
の平均値を「実行力」とし，「主体性」「働きかけ力」「実
行力」の平均値から「前に踏み出す力（アクション）」の
スコアを算出した．また設問 10）～ 12）の平均値を「課
題発見力」，設問 13）～ 15）の平均値を「計画力」，設問
16）～ 18）の平均値を「創造力」とし，「課題発見力」「計
画力」「創造力」の平均値から「考え抜く力（シンキング）」
のスコアを算出した．最後に設問 19）～ 21）の平均値を「発
信力」，設問 22）～ 24）の平均値を「傾聴力」，設問 25）
～ 27）の平均値を「柔軟性」，設問 28）～ 30）の平均値
を「状況把握力」，設問 31）～ 33）の平均値を「規律性」，
設問 34）～ 36）の平均値を「ストレスコントロール力」
とし，「発信力」「傾聴力」「柔軟性」「状況把握力」「規律性」

「ストレスコントロール力」の平均値から「チームで働く
力（チームワーク）」のスコアを算出した．
　なお，アンケート調査を実施するにあたり使用した教示
文は以下の通りである：「アンケート用紙の各項目に対し
現在の自分に最も当てはまる数字に◯印をつけてくださ
い．ひとつひとつの質問には深く考え込まず，第一印象を
大切にありのままの様子をお答え下さい．」．

③ コミュニケーション・スキル尺度に関するアンケート

調査

　本研究では，藤本ら (2007, 2011, 2013) が作成したコミュ
ニケーション・スキル尺度 ENDCORE ｓを用いて，調査
を行った（表4）．ENDCOREｓは「自己統制」，「表現力」，「解
読力」，「自己主張」，「他者受容」，「関係調整」の 6 つのス
キルを測定することが可能である．本研究では，各設問に
ついて「1. かなり苦手，2. 苦手，3. やや苦手，4. 普通，5. 
やや得意，6. 得意，7. かなり得意 」の 7 段階で評価した．
　本研究では，アンケートの設問 1) ～ 4) の平均値を「自
己統制」，設問 5）～ 8) の平均値を「表現力」，設問 9）～

12）の平均値を「読解力」，設問 13）～ 16）の平均値を「自
己主張」，設問 17）～ 20）の平均値を「他者受容」，設問
21）～ 24）の平均値を「関係調整」としてスコアを算出した．
　なお，アンケート調査を実施するにあたり使用した教示
文は以下の通りである：「アンケート用紙の各項目に対し
現在の自分に最も当てはまる数字に◯印をつけてくださ
い．ひとつひとつの質問には深く考え込まず，第一印象を
大切にありのままの様子をお答え下さい．」．

4）統計処理
　結果は全て平均値±標準偏差で示した．社会人基礎力に
関する 12 の能力要素及び 3 つの力について，VAS 法お
よび 5 段階評価法のぞれぞれの評価尺度の最大値（VAS
は“10”，5 段階評価は“5”）に対する相対値（％）を算
出し，評価結果の差を対応のある t 検定を用いて検討し
た．VAS 法と 5 段階評価法の相対値の一致度を，Bland-
Altman plot を 用 い て 評 価 し た（Bland and Altman, 
1986）．Bland-Altman plot では，VAS 法と 5 段階評価法
の相対値の差を Y 軸に，両者の平均値を X 軸にプロット
し，VAS と 5 段階評価の相対値の差の平均値± 2 標準偏
差（SD）を精度の指標として評価を行った．同一項目に
おける VAS 法による測定値と 5 段階評価法による測定値
との相関関係は，ピアソンの相関関係を用いて検討した．
また，VAS 法による社会人基礎力の 3 つの力とコミュニ
ケーション・スキル尺度による 4 つのスキルとの関係は，
ピアソンの相関関係を用いて検討した．さらに，VAS 法
による社会人基礎力の 3 つの力をそれぞれ従属変数とし，
コミュニケーション・スキル尺度による 4 つのスキルをそ
れぞれ独立変数としたステップワイズ法による重回帰分析
を行い，VAS 法による社会人基礎力の 3 つの力に関連す
るコミュニケーション・スキル尺度因子を検討した．なお，
統計処理は，統計ソフト SPSS 14.0J from Windows (IBM, 
Tokyo, Japan) を用いて行った．有意水準は全て 5％未満
とした（p<0.05）． 

結　果

　5 段階評価法を用いた社会人基礎力に関する 12 の各能
力要素のα係数を各 3 つの設問をもとに算出し，3 つの
各力のα係数については，「前に踏み出す力（アクショ
ン）」と「考え抜く力（シンキング）」は，各 9 つの設問を，

「チームで働く力（チームワーク）」は，18 の設問をもと
に算出した．その結果，「主体性：α =0.78」，「働きかけ
る力：α =0.80」，「実行力：α =0.77」，「課題発見力：α
=0.75」，「計画力：α =0.79」，「創造力：α =0.79」，「発信力：
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表 3　5 段階評価を用いた社会人基礎力に関するアンケート項目
評価項目 能力要素 設問

前に踏み出す力
（アクション）

( α =0.89)

主体性
( α =0.78)

1） 自分がやるべきことは何かを見極め、自発的に取り組むことができる
2） 自分の強み・弱みを把握し、困難なことでも自信を持って取り組むことがで

きる
3） 自分なりに判断し、他者に流されず行動できる

働きかける力
( α =0.80)

4） 相手を納得させるために、協力することの必然性 ( 意義、理由、内容など ) を伝
えることができる

5） 状況に応じて効果的に巻き込むための手段を活用することができる
6） 周囲の人を動かして目標を達成するパワーを持って働きかけている

実行力
( α =0.77)

7） 小さな成果に喜びを感じ、目標達成に向かって粘り強く取り組み続けることが
できる

8） 失敗を怖れずに、とにかくやってみようとする果敢さを持って、取り組むこと
ができる

9） 強い意志を持ち、困難な状況から逃げずに取り組み続けることができる

考え抜く力
（シンキング）

( α =0.89)

課題発見力
( α =0.75)

10） 成果のイメージを明確にして、その実現のために現段階でなすべきことを的確
に把握できる

11） 現状を正しく認識するための情報収集や分析ができる
12） 課題を明らかにするために、他者の意見を積極的に求めている

計画力
( α =0.79)

13） 作業のプロセスを明らかにして優先順位をつけ、実現性の高い計画を立てられ
る

14） 常に計画と進捗状況の違いに留意することができる
15） 進捗状況や不測の事態に合わせて、柔軟に計画を修正できる

創造力
( α =0.79)

16） 複数のもの ( もの、考え方、技術等 ) を組み合わせて、新しいものを作り出すこ
とができる

17） 従来の常識や発想を転換し、新しいものや解決策を作り出すことができる
18） 成功イメージを常に意識しながら、新しいものを生み出すためのヒントを探し

ている

チームで働く力
（チームワーク）

( α =0.94)

発信力
( α =0.83)

19） 事例や客観的なデータ等を用いて、具体的にわかりやすく伝えることができる
20） 聞き手がどのような情報を求めているかを理解して伝えることができる
21） 話そうとすることを自分なりに十分に理解して伝えている

傾聴力
( α =0.90)

22） 内容の確認や質問等を行いながら、相手の意見を正確に理解することができる
23） あいづちや共感等により、相手に話しやすい状況を作ることができる
24） 相手の話を素直に聞くことができる

柔軟性
( α =0.79)

25） 自分の意見を持ちながら、他人の良い意見も共感を持って受け入れることがで
きる

26） 相手がなぜそのように考えるかを、相手の気持ちになって理解することがで
きる

27） 立場の異なる相手の背景や事情を理解することができる

状況把握力
( α =0.83)

28） 周囲から期待されている自分の役割を把握して、行動することができる
29） 自分にできること・他人ができることを的確に判断して行動することができる
30） 周囲の人の情況 ( 人間関係、忙しさ等 ) に配慮して、良い方向へ向かうように行

動することができる

規律性
( α =0.84)

31） 相手に迷惑をかけないよう、最低限守らなければならないルールや約束・マナー
を理解している

32） 相手に迷惑をかけたとき、適切な行動を取ることができる
33） 規律や礼儀が特に求められる場面では、粗相のないように正しくふるまうこと

ができる

ストレス 
コントロール力

( α =0.87)

34） ストレスの原因を見つけて、自力で、または他人の力を借りてでも取り除くこ
とができる

35） 他人に相談したり、別のことに取組んだりする等により、ストレスを一時的に
緩和できる

36） ストレスを感じることは一過性、または当然のことと考え、重く受け止めすぎ
ないようにしている

５段階での回答　1: 全くそう思わない　2: あまりそう思わない　3: どちらでもない　4: 少しそう思う　5: 強くそう思う
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表 4　ENDCOREs によるコミュニケーションスキルに関するアンケート項目
評価項目 設問

自己統制

1） 自分の衝動や欲求を抑える
2） 自分の感情をうまくコントロールする
3） 善悪の判断に基づいて正しい行動を選択する
4） 周りの期待に応じた振る舞いをする

表現力

5） 自分の考えを言葉でうまく表現する
6） 自分の気持ちをしぐさでうまく表現する
7） 自分の気持ちを表情でうまく表現する
8） 自分の感情や心理状態を正しく察してもらう

読解力

9） 相手の考えを発言から正しく読み取る
10） 相手の気持ちをしぐさから正しく読み取る
11） 相手の気持ちを表情から正しく読み取る
12） 相手の感情や心理状態を敏感に感じ取る

自己主張

13） 会話の主導権を握って話を進める
14） まわりとは関係なく自分の意見や立場を明らかにする
15） 納得させるために相手に柔軟に対応して話を進める
16） 自分の主張を論理的に筋道を立てて説明する

他者受容

17） 相手の意見や立場に共感する
18） 友好的な態度で相手に接する
19） 相手の意見をできるかがり受け入れる
20） 相手の意見や立場を尊重する

関係調整

21） 人間関係を第一に考えて行動する
22） 人間関係を良好な状態に維持するように心がける
23） 意見の対立による不和に適切に対処する
24） 感情的な対立による不和に適切に対処する

７段階での回答 1: かなり苦手 2: 苦手 3: やや苦手 4: 普通
 5: やや得意 6: 得意 7: かなり得意

α =0.83」，「傾聴力：α =0.90」，「柔軟性：α =0.79」，「状
況把握力：α =0.83」，「規律性：α =0.84」，「ストレスコ
ントロール力：α =0.87」，「前に踏み出す力（アクション）：
α =0.89」，「考え抜く力（シンキング）：α =0.89」，「チー
ムで働く力（チームワーク）：α =0.94」であり，全てに
おいてα係数が「0.70」以上を示したことから，各能力要
素および各力の内的一貫性が確保されていることが確認
された（表 3）．そこで本研究では，先行研究（石道ほか，
2015・2016）にもとづき，各能力要素および各力のスコ
アを平均値から算出した．
　社会人基礎力の 12 の能力要素および 3 つの力につい
て，VAS 法および 5 段階評価法による評価結果の相対
値を比較した結果，いずれの項目においても統計的有意
差が認められ，VAS 法で得られるスコアは 5 段階評価
法で得られるスコアに比べ相対的に低値となることが示
された（図 1）( 全て p<0.05)．しかし，VAS 法と 5 段
階評価法との間に有意な正の相関が認められれば，VAS
法によって得られた社会人基礎力に対する評価結果は，
社会人基礎力を評価する尺度として十分に活用できるも
のと考えられる．そこで社会人基礎力における 12 の能
力要素および 3 つの力における同一項目間で，VAS 法

による評価値と 5 段階評価法による絶対値の関係をそれ
ぞれ検討した．その結果，全ての項目において，有意な
正の相関関係が認められた（図 2）（全て p<0.05）．また
Bland-Altman plot の結果，いずれの測定項目において
も平均値± 2SD の一致限界の許容範囲を逸脱する値が目
立って観察されることはなかった（図３）．
　社会人基礎力の 3 つの力である「前に踏み出す力（アク
ション）」，「考え抜く力（シンキング）」，「チームで働く力

（チームワーク）」とコミュニケーション・スキルの 6 つの
スキルの関係をそれぞれ検討した結果，各力ともにコミュ
ニケーション・スキルの 6 つのスキル全てと有意な相関が
認められた（表 5）（全て p<0.05）．さらにステップワイ
ズ法による重回帰分析を行ったところ（表 6），「前に踏み
出す力（アクション）」に対して，抽出された独立変数は「自
己主張」（β =0.637）であり，有意な回帰モデルが得られ
た（p<0.05）．「考え抜く力（シンキング）」に対して，抽
出された独立変数は「自己主張」（β =0.422）であり，有
意な回帰モデルが得られた（p<0.05）．「チームで働く力

（チームワーク）」に対して，抽出された独立変数は「関係
調整」（β =0.286），「自己主張」（β =0.291），「他者受容」（β
=0.232）であり，有意な回帰モデルが得られた（p<0.05）．
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　5段階評価法　　　 　VAS 法

数値（平均値±標準偏差）は評価尺度の最大値（i.e. 5段階評価法は“5”、VAS 法は“10”）に対するそれぞれの
相対値 (%) を示す。　* p<0.05

図 1　社会人基礎力の 12 の能力要素と 3 つの力の相対評価における 5 段階評価法と VAS 法との比較

表 5　VAS 法による社会人基礎力の 3 つの力と 
コミュニケーション・スキル尺度との相関関係

社会人基礎力
コミュニケーション・

スキル
相関係数

前に踏み出す力
（アクション）

自己統制 0.245*
表現力 0.460*
解読力 0.331*

自己主張 0.637*
他者受容 0.372*
関係調整 0.415*

考え抜く力
（シンキング）

自己統制 0.237*
表現力 0.348*
解読力 0.196*

自己主張 0.422*
他者受容 0.176*
関係調整 0.225*

チームで働く力
（チームワーク）

自己統制 0.259*
表現力 0.448*
解読力 0.448*

自己主張 0.564*
他者受容 0.571*
関係調整 0.607*

*p<0.05

表 6　VAS 法による社会人基礎力の 3 つの力に関連する 
コミュニケーション・スキル尺度に対する重回帰分析

回帰係数 標準誤差 標準回帰係数 P 値
前に踏み出す力1（アクション）

定数項 8.408 4.0742 0.656
自己主張 8.4601 0.916 0.637 P<0.05

考え抜く力2（シンキング）
定数項 17.726 4.786 P<0.05

自己主張 5.607 1.076 0.422 P<0.05

チームで働く力3（チームワーク）
定数項 4.368 4.659 0.350

関係調整 3.277 1.100 0.286 P<0.05
自己主張 3.504 3.504 0.291 P<0.05
他者受容 3.044 1.199 0.232 P<0.05

1 除外変数：自己統制、表現力、解読力、他者受容、関係調整
（R2=0.406、調整済み R2=0.401、p<0.05）

2 除外変数：自己統制、表現力、解読力、他者受容、関係調整
（R2=0.178、調整済み R2=0.172、p<0.05）

3 除外変数：自己統制、表現力、解読力（R2=0.470、調整済み
R2=0.457、p<0.05）
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破線は identity line を示す

図 2　社会人基礎力の 12 の能力要素と 3 の力における VAS 法と 5 段階評価法間の関係
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図 3　異なる社会人基礎力の評価方法に対する Bland-Altman plot　
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考　察

　本研究では，VAS 法は社会人基礎力の 12 の能力要素を
そのまま設問にしているため，回答者は 12 個の抽象的な
質問項目を回答することになる．一方，5 段階評価法に対
しては，社会人基礎力に関する 36 個の具体的な行動や考
え方を設問として設定し，そこから社会人基礎力の 12 の
能力要素や 3 つの力を算出している．VAS 法で得られた
全スコアは，5 段階評価法で得られたスコアと比較して，
有意に低い値であり，各質問項目ともにスコアが相対的に
過小評価される可能性が示唆された．しかし，12 の能力
要素及び 3 つの力全てにおいて，VAS 法による評価結果
は，5 段階評価法による評価結果と有意な相関が認められ
た．したがって，本研究で用いた抽象的な 12 個の設問と
VAS 法による社会人基礎力の評価結果は，相対的に過小
評価される可能性はあるものの，具体的な行動や思考例を
設問とした 5 段階尺度による評価結果と類似した傾向を示
すことが明らかとなった．また，質問項目が多くなると回
答時間が長くなり，回答者に与える負担が増え，集中力の
低下とともに正確な回答が得にくくなる可能性を考慮した
場合，社会人基礎力を簡易に評価する上では，本研究で用
いた設問数の少ない VAS 法の方がより有用性の高い評価
方法であることが示唆された．
　次に，コミュニケーション・スキルとの関連について考
察する．体育実技授業によりコミュニケーション・スキル
が向上することや（杉山 , 2008），コミュニケーション・
スキル尺度 ENDCOREs による評価により， 6 つのスキル

（「自己統制」，「表現力」，「解読力」，「自己主張」，「他者受容」，
「関係調整」）全てが向上することが報告されている（江川 , 
2014）．本研究で用いた ENDCOREs 自体は，すでに学術
的に確立されたコミュニケーション・スキルであり（藤本
ほか , 2007・2011；藤本 , 2013），体育実技授業の教育効
果を測る有効な指標と１つである．本研究で，社会人基礎
力の 3 つの力を従属変数とした場合，ENDCOREs による
6 つのスキルを独立変数とした有意な回帰モデルがそれぞ
れ得られたことから，社会人基礎力とコミュニケーション・
スキルとの間に関連性があるとする本研究仮説が立証され
たことから，本研究で用いた VAS 法による社会人基礎力
の評価方法は一定の妥当性と信頼性が示されたものと考え
られる．
　社会人基礎力における 3 つの力に ENDCOREs によっ
て評価される 6 つのスキルがそれぞれ関連している可能
性には次の理由が考えられる．「前に踏み出す力（アク
ション）」は，目標達成のために他者からの指示待ちでは
なく，自分から進んで動く能動的行動能力に関する領域で

ある．そのため，「前に踏み出す力（アクション）」の要素
として ENDCOREs によるにおける「自己主張」の構成
因子の１つである「独立性」の能力評価が内包されていた
と考えられる．（藤本ほか , 2007；経済産業省 , 2010）．ま
た「考え抜く力（シンキング）」は，問題解決のために自
分で主体的に知識やスキルを上手く活用し，要領よく解
決していくための能力に関する領域である．したがって，
ENDCOREs によるにおける「自己主張」の構成因子の１
つである「柔軟性」や「論理性」と類似した能力評価が「考
え抜く力（シンキング）」の要素に含まれていると考えら
れる（藤本ほか , 2007；経済産業省 , 2010）．最後に，「チー
ムで働く力（チームワーク）」は，集団における人間関係
の中で自分を活かし，その集団に貢献していく能力に関す
る領域である．ENDCOREs においては，周囲の人間関係
に働きかけ良好な状態に調整する能力を反映する「関係調
整」，「自己主張」の構成因子の１つである「柔軟性」，さ
らに相手を尊重して相手の意見や立場を理解する能力を反
映する「他者受容」といった能力評価を内包していると考
えられる（藤本ほか , 2007；経済産業省 , 2010）．今後，さ
らなる研究により社会人基礎力の３つの力に潜在的に内包
される他の要素が明らかにされていくことが期待される．

研究の限界

　本研究で VAS 法の比較対照とした 5 段階評価による質
問用紙は，経済産業省のキャリア教育事業の一環として公
開されている社会人基礎力レベル評価基準表（経済産業省 , 
2007）にもとづいて作成しているが，信頼性と妥当性に
対する学術的評価を得ているわけではない．また，社会人
基礎力とコミュニケーション・スキルとの関係性は明らか
になったものの，社会人基礎力そのものの信頼性や妥当性
の学術的検証は十分に行われているとは言い難いのが現状
である．このように社会人基礎力の評価方法を学術的に確
立するためには解決すべき多くの課題が残されており，本
研究で用いた VAS 法による社会人基礎力の評価方法を厳
密に学術的に評価することは現状では困難である．

まとめ

　本研究で用いた VAS 法による調査方法は，体育実技授
業における社会人基礎力の評価法として，有効である可能
性が示唆された．一方で，本研究では評価尺度の信頼性と
妥当性の精査が十分とはいえないため，教育現場での適用
においては留意が必要と考えられる．また，質問紙は 12
の能力要素をそのまま設問に設定する簡易なものであり，
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具体的な行動や思考例を設問とした 5 段階評価に比べ回答
時間もより短時間ですむため，回答者に与える負担も軽減
可能であり，汎用性の高い評価方法であると考えられる．
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　社会人基礎力は 3 つの力と 12 の能力要素から構成されており，社会人基礎力の育成は主要な大学教育の 1 つとなってい
る．我々の先行研究では，独自に考案した VAS 法を用いた社会人基礎力の評価方法により，体育実技授業により社会人基礎
力が向上することが明らかになった（石道ほか，2015・2016）．一方で，学術的に確立された社会人基礎力の評価方法はなく，
我々が考案した VAS 法による社会人基礎力の方法も学術的信頼性と妥当性の精査は十分ではない．本研究の目的は，社会人
基礎力とコミュニケーション・スキルの関連性の解明を介して，大学での体育実技授業における VAS 法による社会人基礎力
の評価方法の妥当性及び信頼性を検討することである．そこでまず，VAS 法による社会人基礎力の評価結果と 5 段階評価に
よる社会人基礎力の評価結果との違いを検討した．次に VAS 法による社会人基礎力の評価結果とコミュニケーション・スキ
ル尺度 ENDCOREs によるコミュニケーション・スキルの評価結果との関連性を検討した．その結果，社会人基礎力の 3 の
力および 12 の能力要素全てにおいて，VAS 法による評価結果と 5 段階評価による評価結果との間には有意な相関が認めら
れた（p<0.05）．さらに，VAS 法による社会人基礎力の 3 つの力に対する評価結果を従属変数とし，ENDCOREs によるコ
ミュニケーション・スキルを独立変数とした重回帰分析の結果，3 つの力それぞれで有意な回帰モデルが検出された（p<0.05）．
VAS 法による社会人基礎力の評価結果は，5 段階評価法による評価結果と類似した傾向を示すことが示唆されるとともに，
社会人基礎力の 3 つの力は，ENDCOREs による基本的なコミュニケーション・スキルと類似した能力を評価している可能
性が示唆された．したがって，本研究は，大学での体育実技授業において VAS 法による社会人基礎力の評価方法に対する一
定の妥当性と信頼性を示すと同時に，社会人基礎力の評価方法を確立する上で有意義な基礎知見をもたらすものであった．
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