
１．はじめに

　情報通信技術の進展に伴い、ｅラーニングと呼ば
れる、ネットワークとパソコンやモバイル端末など
のコミュニケーションメディアを利用したメディア授
業が一般的となりつつある。ｅラーニングに関する
研究は数多くあり、ｅラーニングが従来の教育方法
と同程度かそれ以上の効果があることが示唆され、
ｅラーニングがより効果的となる特質として、反復
学習の最適化が可能であることと、学習者に対する
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要　約

　本研究では、東京未来大学モチベーション行動科学部の経営・心理・教育系学生において、2016年度

春学期に情報処理基礎Ⅰを受講した１年生60名を対象に、メディア授業に対する意識調査を行った。こ

の調査をもとに本学のメディア授業に対する効果、および今後の可能性と改善すべき課題を考察した。ま

た、本研究では、ｅラーニングを遠隔コミュニケーションとして考え、同じ情報処理基礎Ⅰの受講者を対

象に、この評価法に基づき意識調査を実施した結果についても考察した。結果より、遠隔コミュニケーショ

ンの一体感因子および、学習効果因子の２因子と、PCに対する意識７項目との関連を見るため相関分析

を行ったところ、ｅラーニングは一体感にも学習効果にも強い関連性があることが示唆された。
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フィードバックがシステムとして可能であることが
挙げられている（冨永、向後　2014）。
　こうした背景より、東京未来大学では、文部科学
省大学設置基準（第25条）及び文部科学省令（平
成13年文部科学省告示第51号及び平成19年文部科
学省告示第114号）に基づき、2014年より通信教育
課程においてメディア授業が導入され、2015年度よ
り通学課程においても、正規授業でメディア授業を
活用している。
　一方で北澤ら（2014）は、大学初年次における演
習系情報基礎科目の授業前後において、大学生の
ICTスキル習得に対する意識変化を追求するため、
学部・専攻と授業の事前・事後による二元配置分散
分析を行った結果より、「ワープロソフトを使って、
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複雑なレイアウト（段落番号・箇条書き・段組みなど）
を行うことができる」、「プレゼンテーションソフトを
使って、文字のスライドを作成できる」の項目に交
互作用が認められたことから、学部・専攻によって
指導法や指導内容を検討する必要性が示唆してい
る。また、「Webサイトによる情報検索ができる」の
項目は単純主効果が認められ、事前よりも事後の方
が有意に低いことがわかり、Webサイトによる情報
検索に対する大学生の意識を高めるような指導法や
授業内容の改善が課題であると指摘している。
　本研究では、東京未来大学モチベーション行動科
学部の経営・心理・教育系学生において、2016年
度春学期に情報処理基礎Ⅰを受講した１年生約60
名を対象に、メディア授業に対する意識調査を行っ
た。この調査結果をもとに、北澤ら（2014）の分析
結果との関係により、本学のメディア授業に対する
効果、および今後の可能性と改善すべき課題を考察
した。
　他方では、コミュニケーションメディアとして、事
業継続性のための危機管理、地域活性化などの観
点からテレワークが注目されている。情報通信研究
機構（NICT: National Institute of Information and 
Communications Technology）における超臨場感テ
レワークシステムの研究では、このシステムの評価
手法として、遠隔コミュニケーションを対象に個別
構造理論に基づくメンタルモデル・アプローチによ
り評価グリッド法をおこない、遠隔コミュニケーショ
ンに対する評価紙プロトタイプが策定されている（杉
本ら　2016）。本研究では、ｅラーニングを遠隔コミュ
ニケーションとして考え、同じ情報処理基礎Ⅰの受
講者を対象に、この杉本ら（2016）および櫻井ら（2016）
の遠隔コミュニケーションに関する尺度に基づき意
識調査を実施した結果についても考察した。

２�．メディア授業のコンテンツ作成と授業
方法

　メディア授業のコンテンツは、大学設置 基準（第
25条）及び文部科学省令（平成13年文部科学省告

示第51号及び平成19年文部科学省告示第114号）
に基づき、東京未来大学学則30条２を遵守して作
成した。（１）はメディア授業実施の条件を示し、（２）
に授業の方法を示す。

（１）メディア授業実施の条件
　メディア授業の実施は、以下の条件でおこなった。
① １回の動画コンテンツは、原則60分以上であるこ

と。 
② ｅラーニングの掲示板を通して質疑応答の機会を

設けること。
③ １回の授業ごとに確認テストを設定すること。
④ 成績評価にあたっては、「全授業の動画を閲覧し

ていること」と「すべての確認テストに合格して
いること」を条件とし、シラバスに記載すること。
なお、全回メディア授業を行う場合は、評価のた
めの課題ないし試験を課すことを推奨する。

⑤ その他の事項については、対面授業の場合と同様
に扱う。

　図１は、各回におけるメディア授業の概要を示す。
一つの動画視聴時間は５〜 15分以内とし、それを各
回で５〜６個用意し合計60分とした。Officeのバー
ジョンは2013でコンテンツを作成した。
（２）授業方法
　東京未来大学モチベーション行動科学部の経営・
心理・教育系学生において、2016年度春学期に情
報処理基礎Ⅰを受講した１年生約60名を対象に実施
した。授業方法は初回のみ対面によりガイダンスと

図１　メディア授業における各回の概要
　　　（東京未来大学教務委員会　2014）
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情報システムの利用方法についておこない、２回目
以降は、東京未来大学のｅラーニングシステム

（CoLS）を使用した。情報処理基礎Ⅰの授業概要お
よび、15回実施した授業内容は以下のとおりである。
①授業概要
　今後の大学生活および社会人としての生活に不可
欠なパソコンやネットワークについての基礎的な知
識と技能を修得することを目標とする。情報収集、
情報処理、情報発信のテクニックを身につける。具
体的には、インターネットを利用した検索、文書作
成ソフトによる文書の作成、表計算ソフトによる表
計算の操作、図表の作成、プレゼンテーションソフ
トによるスライド作成を行う。最終的に情報処理技
能を駆使し、図表を含む説得力ある内容のレポート
や論文の文書を作成できるようになることが目標で
ある。
②授業内容
第１回　ガイダンス、情報システムの利用方法
第２回　電子メールと情報検索
第３回　文書作成ソフト（１）
学習内容： 文章の入力と保存、ページレイアウトの

設定、ヘッダーとフッターの編集、文字
のフォントとサイズ、文字の装飾、文字
のフォントとサイズ、文字の装飾

第４回　文書作成ソフト（２）
学習内容： 段落番号と箇条書き、文字の移動、コピー

と貼り付け、検索と置換、特殊な入力方
法

第５回　文書作成ソフト（３）
学習内容： 図形の挿入、スマートアート、表の作成、

行・列の挿入と削除、列幅の変更
第６回　文書作成ソフト（４）
学習内容：ドロップキャップ、ページ罫線
第７回　表計算ソフト（１）
学習内容： 表計算ソフトの画面構成、データの入力

と保存、データの修正と削除
第８回　表計算ソフト（２）
学習内容： 関数を用いた計算と演算子を用いた計算、

セルのコピー
第９回　表計算ソフト（３）
学習内容： 表の形式の調整、相対参照と絶対参照、

セルの表示形式
第10回　表計算ソフト（４）
学習内容： グラフについて、棒グラフ作成と加工、

文章作成ソフトへの図表の貼り付け
第11回　表計算ソフト（５）
学習内容：並び替え、フィルタ、その他の関数 
第12回　プレゼンテーションソフト（１）
学習内容： プレゼンテーションとは、スライド作成

とスライドの実行
第13回　プレゼンテーションソフト（２）
学習内容： デザインの変更、アニメーションの設定、

図の挿入
第14回　プレゼンテーションソフト（３）
学習内容：図の編集
第15回　総括

３．分析方法

　情報処理基礎Ⅰの科目履修者数は65名（再履修
者含む）で、全動画閲覧者数は46名、全課題の提
出を終えた受講生は42名であった。
　分析の対象は、2016年度春学期に情報処理基礎
Ⅰを受講し、アンケートに回答した36名を対象とし
た。調査時期は、全授業の動画を閲覧し、全課題の
提出を終えた受講生を対象に、CoLSを利用してア
ンケートを行った。アンケートの回答期間は2016年
７月28日から８月31日までの期間であった。
　調査項目は、北澤ら（2014）のPCスキルの状況
に関する項目を参考に、動画内容の理解度に関する
17項目を作成した。また、PCスキルの必要性や不
安感、ｅラーニングに対する意識といったPCに対す
る意識に関する７項目を作成した。更に櫻井ら（2016）
の遠隔コミュニケーションに関する尺度35項目より、
本学のメディア授業に適した項目と考えられた16項
目を、表現を一部修正し用いた（各項目内容につい
ては表１を参照）。動画内容の理解度に関する項目
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表１　調査に用いた全40項目の基本統計量（N＝36）
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17項目、PCに対する意識７項目、遠隔コミュニケー
ションに関する尺度16項目、全40項目（５件法）を
用いた。

４．結果および考察

　はじめに、調査に用いた項目の傾向を知るため、
基本統計量を求めた（表１参照）。その結果、全て
の項目において、平均値が3.0以上であった。特に
動画内容の理解度に関する項目においては、平均値
が3.5以上であった。
　北澤ら（2014）の分析結果では、学部・専攻によっ
て指導法や指導内容を検討する必要性が示唆され
ているが、本研究では経営・心理・教育系学生のみ
を対象としたため、他学部・他専攻の分析は今後の
課題となった。また、北澤ら（2014）は、Webサイ
トによる情報検索に対する大学生の意識を高めるよ
うな指導法や授業内容の改善が課題であることを指
摘されているが、本調査においては、表１より、「情
報検索に関して、どの程度理解できましたか」の項
目（１．全く理解できなかった、２．あまり理解でき
なかった、３．どちらとも言えない、４．やや理解で
きた、５．非常に理解できた）では平均値が4.08で
高い値であった。しかし、本調査は授業前のアンケー
トは実施せずに、受講後のアンケートのみを対象と
しているため、北澤ら（2014）の分析結果の事後に
近似している。そのためメディア授業においても、
大学で求められる情報検索について分かりやすく明
示するとともに、繰り返し検索の機会を与えるなど
の支援が必要であると考えられる。
　表１より、「このｅラーニング教材を用いた授業は、
自分自身の予定通りに学習を進めれましたか」の項
目（１．全くできなかった、２．あまりできなかった、
３．どちらとも言えない、４．やや予定通りに進めら
れた、５．予定通りに進められた）の平均値が3.00
で最も低い値であった。例えば、この回答で低い値
を付けた学生の自由記述からは、全体の何%を進め
たかがわかるようにすれば、状況を把握できて良い
という趣旨が指摘されていた。このことから、自分

自身の学習予定と実際の授業との進行度のマッチン
グができることは重要であると考えられる。したがっ
て今後の課題として、適切なタイミングで授業の進
行度が確認できる仕組みや工夫が必要であろう。
　表１に関して結果全体を見ると、動画内容の理解
度に関する項目群の平均値が他の項目群よりも全体
的に高い傾向にあることが指摘でき、「情報処理基
礎Ⅰ」の授業の性質に、メディア授業がふさわしい
と考えることができるであろう。
　次に、対象者36名を対象に、試行的に遠隔コミュ
ニケーションに関する尺度に対して因子分析（最尤
法・プロマックス回転）を行った。スクリープロット
の減衰率、因子の解釈可能性から２因子解を採用し
た（表２参照）。第１因子に負荷量の高かった項目は

「相手（教員）の表情や身振り手振りから感情が読
み取れる」、「やりとりがスムーズで相手が身近に感
じる」、「音声がクリアである」、「相手の意見が読み
取れる」といった内容であった。川井ら（2008）の
提案している一体感が醸成されるためのファクタで
ある、（ａ）　他のユーザの思考が読み取れる、（ｂ）
他のユーザの感情が読み取れる、（ｃ）他のユーザ
の意見が読み取れる、（ｄ）他のユーザの評価が読
み取れる、（ｅ）ユーザ自身も容易に参加が可能であ
る、（ｆ）ユーザ自身が参加した実感が得られる、（ｇ）
ユーザ自身の思考や感情・意見や評価に対する他の
ユーザの反応が読み取れる、以上の７項目を踏まえ
て、一体感因子と命名した。
　第２因子に負荷量が高かった項目は、「Colsを活
用することにより、情報共有がよりよくできる」、「こ
れからの学習内容の予測をつけやすいと感じた」、「と
もに学習している・作業していると感じられる」といっ
た一緒に学習を進めている感覚に関する内容である
ことから、学習効果因子と命名した。
　次に、遠隔コミュニケーションの２因子（一体感
因子、学習効果因子）と動画内容の理解度との関連
性を見るため、相関分析を行った。その際、動画内
容の理解度に関する項目を、理論的な内容（PC理論）
と実際の操作を伴う内容（PC操作）に分け、相関
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を求めた（表３参照）。その結果、遠隔コミュニケー
ションの２因子とPC理論、PC操作において、いず
れも有意な正の相関がみられた。
　同様に、遠隔コミュニケーションの２因子（一体
感因子、学習効果因子）とPCに対する意識７項目
との関連を見るため、相関分析を行った（表４参照）。
その結果、遠隔コミュニケーションの２因子とPCス

キルの必要性や苦手意識との相関はあまり高くない
という結果であった。また、PC資格の取得とは有意
な相関が見られなかった。一方で、ｅラーニングに
関する４項目とでは、いずれも.55以上の正の相関が
見られた。このことより、ｅラーニングは、一体感に
も学習効果にも強い関連性があることが示唆され
た。

表２　遠隔コミュニケーションに関する尺度16項目の因子分析結果

表３　遠隔コミュニケーションの２因子と動画内容の理解度との相関
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５．おわりに

　遠隔コミュニケーションの一体感因子および、学
習効果因子の２因子と、PCに対する意識７項目との
関連を見るため相関分析を行ったところ、ｅラーニ
ングは一体感にも学習効果にも強い関連性があるこ
とが示唆された。
　今後の課題は、ドロップアウトが比較的多いとい
われているｅラーニングの短所を補うため、その時
期と原因を分析することが必要と考えられる。例え
ば、自分自身の学習予定と実際の授業との進行度の
マッチングができることは重要であると考えられる。
したがって、適切なタイミングで授業の進行度が確
認できる仕組みや工夫が必要であろう。
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表４　遠隔コミュニケーションの２因子とPCに対する意識との相関
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