
はじめに

　2020年度春学期は感染症対策のため、多くの大
学では遠隔授業の実施を余儀なくされた。また、規
模の大きさや通学時間の長さなどから、特に都市部
では多くの大学で年間通じ実習・演習の一部授業を
除き遠隔授業が行われる見通しである。このような
状況下で、開講時期こそ遅れが見られたものの、各
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要　約

　This study analyzes the evaluations of e-learning among college students. The assessments of 

e-learning were examined between correspondence course students and students in commuting 

courses who took an asynchronous class using on-demand videos. With the videos used was evaluated 

easy to understand by both groups, it was found that correspondence college students considered 

e-learning more positively than commuting students. They were pleased with the clarity and 

convenience of the video classes, and were not dissatisfied with the one-sidedness and difficulty in 

maintaining motivation to keep studying.　On the other hand, the commuting students were not very 

satisfied much with the clarity and convenience of the video classes, suffered more from the one-

sidedness, and felt difficulty in keeping study motivation. The score of the final exam was not related 

to satisfaction or dissatisfaction with e-learning.
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大学が教員に教材の作り方や授業の進め方について
の研修を実施したりマニュアルを配布したりして対
応したことや、国立情報研究所をはじめ各所で遠隔
教育に関する情報交換が盛んに行われことにより、
遠隔授業体制の確立が早急に進められた。その結果、
文部科学省（2020）が７月に行った調査によれば最
終的には84％という多数の大学で遠隔教育が行わ
れ、その多くでICTが活用（ｅラーニング）された。
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　このように始まった今回の遠隔授業は、学生たち
にどのように受け止められたのか。世間では遠隔の
みで行われる授業のつらさが新聞や雑誌で取り上げ
られた。本稿では、動画をオンデマンド視聴する形
の遠隔授業を受けることになった通学課程学生によ
る授業への反応・評価を、同じ教材を用いた通信課
程の学生と比較しながら報告する。

問　題

　情報通信技術（インターネットやパソコン、タブ
レットなど）を利用した学習・教育はｅラーニングと
呼ばれ、通学課程においても課題のやり取りなどに
使われてきたが、多くの大学で遠隔授業が余儀なく
された今年度特に活発に用いられるようになった。
ｅラーニングのみを用いた授業は以前から行われて
はいた。これは、情報通信技術の発展に加え、大学
設置基準が2001年に改定され、インターネット等を
用いて非同期型の双方向で行う授業が60単位まで
通学課程の単位として認定されるようになったこと
や、通信課程で必須とされる双方向性が担保された
対面授業もまたｅラーニングでの代替も可能になっ
たことが契機であったと考えられる。
ｅ-ラーニングの種類
　ｅラーニングは、同期型と非同期型に大別できる

（青木，2012）。インターネットにより教材を配信する
非同期型（オンデマンド型とも呼ばれる）では、学
習者の都合の良い時間帯・場所で学修することがで
きるが、やり取りにはタイムラグが生じる。一方、
講師が行う授業をテレビ会議システムなどを用いて
遠隔地に同時配信する同期型（ライブ型とも呼ばれ
る）では、通信環境を十分に整える必要があるが、
講師と同時双方向のやり取りが可能である。また通
信技術の進展により、100名を超える人数の参加や
受講生同士の交流もできるようになっている。2020
年度の大学における遠隔授業においても、大学に
よってどちらかのタイプが優先されることはあった
が、多くのケースでは科目の性質と担当者の考えに
よって同期型と非同期型が使い分けられた。

学生の反応に関する先行研究
　今回のｅラーニングに対する学生たちの反応はど
うだったのだろうか。九州大学が授業開始２～３週
間目に当たる６月に行った学生対象調査によると、

「春学期授業期間中に受けたオンライン授業は対面
授業を代替できていたと思いますか」という質問に
対し、「できていた」41％、「できていなかった」
17％、「どちらとも言えない」42％であり、２年生以
上に限ると53％ができていたと評価した（野瀬・長沼，
2020；回収率27％）。なおこの大学は同期型授業の
経験がある学生が95％とかなり多いため（非同期型
動画授業の経験者は69％）、同期型をかなり取り入
れた進行だったと思われる。そのためか、学習に関
する教員とのコミュニケーションに満足との回答が
45％を占めた。
　遠隔授業の満足度には授業形態による違いも指摘
されている。立教大学経営学部で春学期末に１・２
年生を対象に行われた調査（山口，2020；回収率
89.3・97.6％）では、双方向の同期型動画授業、同
期型動画配信型授業、非同期型動画授業、非同期
型で課題のみを示す授業それぞれについて授業への
満足度を尋ねた。その結果、同時双方向型で実際に
やり取りがある授業への満足度が最も高く、課題の
みを示す授業の満足度は最も低く、「不満」が半数
を超えた。また、同時双方向型ではあるものの一方
的に教員が動画を配信するやり方の授業は、非同期
型動画授業と満足度が変わらなかった。また、立命
館大学で６月後半に行われた調査によれば（立命館
大学新聞社，2020；1155名／ 32000名）、学生が最
も好ましいと考える授業形態は、遠隔授業よりも対
面授業が圧倒的に多く、遠隔授業に限定すれば、非
同期型授業が62.8％と高く、同期型授業が21.2％、
資料配布型が16.1％であった。これらから、学生へ
のフィードバック機会をこまめに作ることが大切だ
と考えられる。
　ただ、同期型と非同期型にはそれぞれ一長一短が
あり、どちらを好むかについては、科目の性質・学
生の気質・通信環境・慣れなど様々な要因が影響す
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ると考えられる。関西地方の二大学で学生対象に調
査を行った村上（2020）は、一方の大学では非同期
型がより満足度が高く、他方の大学では同期型がよ
り満足度が高かったことを報告している。実はそれ
ぞれの大学において多数派であった授業形式が好ま
れていたと推測され、科目や学生の気質に合った方
法が自然と選ばれていたとも、学生は多く使われた
手法を好むようになった（単純接触効果）とも解釈
できる。
ｅ-ラーニングの性質
　遠隔授業（ｅラーニング含む）が、教室で行われ
る対面授業とで質的に最も異なる点はどこにあるの
だろうか。遠隔授業は場所と（非同期の場合は）時
間を超えて学べるところが長所として挙げられる一
方、孤独感が短所として考えられる。実際通信課程
においては、途中で学習をやめてしまう人の割合が
高いが、その主要な要因の１つは１人で学習を行う
形態にあるとされ、教員や学習者同士が使えるフォー
ラムや受講者同士で話す場を作るなどの交流を薦め
ている（吉田・田口，2005）。
　今回の遠隔授業に関しても、孤独感（特に１年生
の）は新聞や雑誌でも何回も取り上げられ（東京新聞，
2020）、学生対象調査でも、スケジュール管理に加
え教員とのコミュニケーションが遠隔授業を受ける
環境的な問題点として最も選ばれた（物理的な問題
である通信環境とプリントアウトの問題を除外した
場合；立命館大学新聞社，2020）。別の大規模調査

（N=35,542）でも、遠隔授業で困っていること（通
信環境以外）として最も多く挙げられたものは「目
が疲れる」と「集中力が続かない」であり、「先生と
の対話・質問がしにくい」「独りぼっち、友達がいな
い、孤独感を感じる」がそれに続いた（全国大学生
活協同組合連合会，2020）。
ｅ-ラーニングの効果
　ｅラーニングは、従来の学習方法と同程度以上の
学修効果があるのか。ここで「従来の学習方法」と
して、紙媒体での学習、集合型授業の両者が考えら
れる。ただ、本学においてｅラーニングは対面授業

に代わるものという扱いであるため、集合型授業と
比較した研究を調べた。すると、ｅラーニングの方
が集合型授業よりも試験の成績が有意に高いことを
示す研究と、有意差が見られなかったとする研究が
ある（斎藤・金，2009；富永・向後，2014；山口，
2020）。ただ、方法を詳しく見ると、授業の説明で使
用した教材は同じでも、ｅラーニングの方は講義を
前撮りで短くまとめる代わりにクイズを必ずつける
など教材構成が異なるケースもあるため比較は難し
い（この研究ではｅラーニング条件の方が、成績が良
く満足度も高い：中條・佐久間・宮川，2002）。50も
の先行研究をまとめたU.S. Department of Education

（2010）は、ｅラーニングを用いて学習した者のほう
が対面で学習した者よりも良い成績を収めているこ
とを報告しているが、これは単にｅラーニングとい
う技術によるものではなく、学習の個別化や双方向
性の向上が入っている面もあるようである。
　以上より、ｅラーニングはいわゆる対面式講義と
同等の学修効果が得られる可能性が高いが、いわゆ
る講義的なやり方を取った場合を比較してみる意味
はあると考える。
本稿の目的
　本稿では、入学前からわかっていて動画を用いた
非同期型授業を受けた通信課程の学生と、この度の
社会的状況により急遽非同期型動画授業を受けるこ
とになった通学課程の学生の、ｅラーニングに対す
る意識を比較した。具体的には、動画そのものやこ
のタイプの授業で言われる長所や短所に対する評価
を測定した。また、客観的理解度（試験の点数）と
主観的理解度（わかりやすさ）を別のものとしてと
らえ、それぞれと関係する要因を探索的に検討した。

方　法

研究参加者
　都内の私立大学において、ある特定の非同期型動
画授業を受けた者を対象とした。当該科目は心理学
関係の内容を扱っており、どちらの課程においても
２年次配当の選択科目であった。
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　通信課程において、2018年度及び2019年度秋学
期に当該授業を受講し、最終試験まで受けた97名
に協力を求めた。その結果、計82名（回収率85.48％、
男性16名女性66名、M=37.80歳、SD=10.99）から
回答を得た。なお通信課程においては一定数以上の
科目を対面授業で履修するように義務付けられてい
るが、当科目はこの対面授業に代替する科目として
設置されている。
　また、同大学の通学課程において、2020年度春
学期に当該科目を受講し最終試験まで受けた96名
に協力を求めた。その結果、計86名（回収 率
89.6％、男性17名女性69名）から回答を得た。年齢
情報を聴取していないが、そのうち76名が２年生で
あり、３年生９名、４年生１名という学年構成であっ
た。
授業形態
　授業は15回（通信課程、90分×15回）または14
回（通学課程、100分×14回）に分かれており、授
業用LMS上に授業の数だけフォルダを設置した。
そのフォルダ内に授業動画と確認テストが設置され
た。
　単位修得の要件は、授業動画を視聴した上で、各
回の小テストに全問正解し、最終試験に合格するこ
とであった。動画は、パワーポイントで作成した説
明画面の右下に講師の姿を小さく映り込ませたもの
を基本的に使用しており、細切れ視聴が可能なよう
に約15分ごとに切ってあった。また、科目専用の
フォーラムが設置されていた。フォーラムとは、そ
の科目担当の教員と受講生が自由に書き込むことが
できる掲示板であり、匿名で書き込むことも可能な
ものである。そこで適宜講師に質問したり他の学生
の意見を聞いたりすることができた。
　同じ動画を用いたとはいえ、通信課程と通学課程
とで異なる点もあった。まず、通信課程の場合１か
月の間完全に自由なペースで受講することが認めら
れていた。そのため、極端なケースでは、全ての学
修を２日間で終える者がいた。本学の通信課程の対
面授業は３日間または４日間で組まれていることを

考えると、これは奇妙なことではない。逆に、初日
から学習を始め１週間程度で教材を終える者もいた
が、最終試験は14日以降からと大学で定められてい
た。
　一方感染症対策として始まった通学課程において
は、学修期間は約13週間にわたり、当該科目ではあ
まり厳格にしなかったが、毎週１教材ずつ学修を進
めていくことが奨励された。このような性質であっ
たため、授業に課される小課題及び中間試験という
形成的評価を最終評価の対象に含めた。これは、最
終試験のみで成績評価が行われる通信課程とは異
なっていた（通信課程では２つほど小課題はあった
が、提出することが要件になっているだけで、内容
は成績に影響しなかった）。
調査手続き
　通信課程は2019年１月上旬及び2020年１月上旬、
通学課程は2020年８月上旬に調査を実施した。依
頼の際は、学術目的のみに使用し回答の有無や内容
が授業の成績とは無関連であること、匿名性が確保
されていること、統計的に集計した結果は公表され
ることを明記した上で、ボランティアでの協力を依
頼した。調査は、所属大学の研究倫理委員会の承
認を得て実施された。
　各科目の最後の教材の下にアンケートを設置し、
最終試験終了後、未回答者に対して一度だけ督促を
行った。
質問内容
　質問内容はつぎに記す通りであった。
　１）主観的理解度
　 　「動画での授業はわかりやすかったですか」と

尋ね、「はい（5）」から「いいえ（1）」の５件法で
回答を得た。
　２）動画による遠隔授業の評価
　 　「このやり方による授業で、対面授業と同じくら

い授業の内容を理解できると思いますか。同じ授
業を対面で受けたわけではないので難しいと思い
ますが、いままで受講してきた科目などを考えな
がら答えてください。」と尋ね、「対面授業以上の
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理解ができた（5）」「対面授業と同等の理解がで
きた」「対面授業よりやや低いが、十分理解できた」

「対面授業よりかなり低いが、だいたい理解できた」
「対面授業よりも理解ができなかった（1）」の５件
法で回答を得た。
　３）動画による遠隔授業の選好
　 　「もしも同じ内容の授業で形式を選べるとした

ら、対面授業と遠隔授業のどちらを選びますか。」
と尋ね、「遠隔（4）」「たぶん、遠隔」「たぶん、
対面」「対面（1）」の４件法で回答を得た。また、
自由記述でなぜそのように考えるかを参考のため
に尋ねた。
　４）動画による授業の長所と短所
　 　2017年度の通信課程授業にて自由回答方式で

尋ねた予備調査の結果を参考に項目を策定した。
長所６項目（表４上部）について、「とても満足（4）」
から「何とも思わない（1）」の４件法で回答を得た。
つぎに、短所７項目（表４下部）について、「とて
も不満（4）」から「特に問題ない（1）」の４件法
で回答を得た。
　５）動画を利用した授業の経験（通信課程のみ）
　 　通信課程の学生は、ふだんは紙に印刷された教

科書を利用して学修を進め、一部単位を大学に来

学して受ける対面授業または動画を利用した非同
期型ｅラーニングを受講することで習得する。動
画を利用したこの形式の授業を受けた経験が多い
と当該授業への評価が変わってくる可能性がある
と考え、当該科目がいくつめにあたるかを数字で
回答させた。

結　果

回答者について
　通信課程学生の動画授業の経験について尋ねた
結 果、履 修回数 の平 均 値は本 科目で3.48回目

（SD=1.82）であった。今回の授業が初めてである者
は少なく（約18.5％）、３回目（26.1％）・４回目（25.0％）・
５回目（12.0％）の者が多かった。一方、６回目以上
という者も約10.98％おり、最大値は10回目であった。
動画を用いた非同期型ｅラーニングに対する評価
　動画による授業のわかりやすさについての回答を
表１にまとめた。８割近い学生が肯定的に評価して
おり、否定的な回答は１割以下であった。またx2検
定の結果、わかりやすさ認知に課程による有意差は
認められなかった（x2

（4）=3.73, V=.15, p=.44）。
　一方、対面授業と比較した理解度については（表
２）、通信課程では４割以上が対面授業と同等以上

表２　�このやり方による授業で、対面授業と同じくらい授業の内容を
理解できると思うか

課程 １ ２ ３ ４ ５ 合計
通信 ５ ７ 35 23 12 82

（6.10） （8.54） （42.68） （28.05） （14.63） （100.00）
通学 16 21 27 10 12 86

（18.60） （24.42） （31.40） （11.63） （13.95） （100.00）
合計 21 28 62 33 24 168

（12.50） （16.67） （36.90） （19.64） （14.29） （100.00）

表１　動画のわかりやすさ
課程 １ ２ ３ ４ ５ 合計
通信 ３ ３ ９ 30 37 82

（3.66） （3.66） （10.98） （36.59） （45.12） （100.00）
通学 ２ ４ 15 37 28 86

（2.33） （4.65） （17.44） （43.02） （32.56） （100.00）
合計 ５ ７ 24 67 65 168

（2.98） （4.17） （14.29） （39.88） （38.69） （100.00）
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の理解ができる（４と５）と評価したが、通学課程
ではその割合は25％と低かった。x2検定の結果、こ
の差は有意であり（x2

（4）=18.83, V=.34, p=.001）、残
差分析（p<.05）によれば太字のセルが有意であった。
すなわち、通信課程よりも通学課程の学生の評価が
有意に否定的であることが示された。
　また、形式が選べるなら対面授業と遠隔授業のど
ちらを選ぶかという問いにおいても、通信課程より
も、通学課程では対面授業への選好が有意に強いこ
とが示された（表３；x2

（3）=16.81, V=.32, p=.001）。
なお、１割強の通学課程学生が、この質問に続いて
尋ねた選択理由として、コロナへの感染が怖いから
と明記していた。通信課程の授業はコロナ流行以前

であったのでそのような記述は見られなかった。
尺度構成
　遠隔授業一般に関する長所６点への満足度と短所
７点への不満度について、最尤法プロマックス回転
を用いて探索的因子分析を行った。その結果、固有
値の減衰及び説明可能性から４因子が抽出された
が、２つの因子に同程度の負荷がある項目「配布資
料を自分でプリントアウトしないとならないところ」
が認められた。そこで、これを除外して再度行った
結果を表４にまとめた。モデル適合度は十分に高かっ
た（CFI =.990, RMSEA =.045, AIC = 116.014）。
　第一因子は、モチベーション維持の困難さ以外の
短所が全て関連していたが特に「教員と交流しにく

表４　遠隔授業の長所と短所に関する因子分析結果

項　目 単方向性
への不満

便利さへ
の満足

明瞭さへ
の満足

モチベ困難
への不満 共通性

長所
「交通費・通学時間がかからないところ」 −.045 .760 −.010 −.055 .568
「他の受講生に気を遣わないでよいところ」 −.061 .614 .104 −.012 .502
「自分の都合に合わせて受講できるところ」 .119 .797 −.001 .118 .634
「わかりにくいところだけ繰り返し視聴できるところ」 −.027 .297 .456 −.135 .543
「配布資料がカラーで用意されているところ」 .039 −.013 .722 .087 .523
「画面が見やすく音量が調整できるところ」 −.047 .202 .556 −.009 .510
短所

「１人なのでモチベーションを保つのが難しいところ」 .084 −.013 −.048 −.857 .865
「教員に質問がしにくいところ」 .814 .054 −.067 .068 .599
「教員と交流しにくいところ」 .976 .028 .040 .133 .769
「他の受講生と交流しにくいところ」 .601 −.205 .195 −.188 .626
「教材が一方通行であるところ」 .632 −.057 −.047 −.161 .626
「回によって学修時間が異なるところ」 .336 .225 −.297 −.143 .234
因子寄与 3.761 3.525 2.567 2.487
α係数 .834 .783 .743 ---

因子間相関 Factor1 1.000 −.496 −.341 −.608
Factor2 −.496 1.000 .601 .435
Factor3 −.341 .601 1.000 .218
Factor4 −.608 .435 .218 1.000

表３　形式を選べるとしたら対面授業と遠隔授業のどちらを選ぶか
課程 対面 やや、対面 やや、遠隔 遠隔 合計
通信 10 13 32 27 82

（12.20） （15.85） （39.02） （32.93） （100.00）
通学 20 31 20 15 86

（23.26） （36.05） （23.26） （17.44） （100.00）
合計 30 44 52 42 168

（17.86） （26.19） （30.95） （25.00） （100.00）
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いところ」「教員に質問しにくいところ」など交流を
意識した項目との関連が深かったため、「単方向性
への不満」と名付けた。第二因子は、「自分の都合
に合わせて受講できるところ」「交通費がかからない
ところ」など利便性に関わる長所がまとまったこと
から、「便利さへの満足」と名付けた。第三因子は「配
布資料がカラーで用意されているところ」「画面が見
やすく、音量が調整できるところ」という見やすさ
や聞きやすさに関わる長所がまとまったことから、

「明瞭さへの満足」と名付けた。第四因子は、「１人
なのでモチベーションを保つことが難しいところ」
という短所のみが関係していたので、「モチベ困難
への不満」と名付けた。
　以降の分析では、各因子に関連した項目の平均値
を尺度得点として用いた。第四因子の因子負荷量は
負の値を取っているが、得点化の際には、不満を感
じるほど得点が高くなるようにした。
動画を用いた非同期型ｅラーニングの長所と短所
　各尺度得点について、課程ごとに記述統計を算出
した結果を表５にまとめた。長所への満足と短所へ
の不満はそれぞれ４件法であったため、通信課程で
は長所への満足度は高く短所への不満は低いといえ
るだろう。一方、通学課程の平均値は尺度の中点程
度であるため、そうは言えない。また、通学課程で
はモチベーションを維持することの困難さへの不満
について、個人差が大きかった。
　各尺度得点についてt検定を行ったところ、通学
課程の学生は、通信課程の学生と比べて長所への
満足度が有意に低く、短所への不満が有意に大きい
ことが示された（表５）。

授業理解度との関連
　最後に、最終試験得点と様々な変数との関係につ
いて相関係数を算出した（表６）。順位相関係数（ス
ピアマン）も算出したが、ほとんど変わらなかった
ため、表にはピアソンの積率相関係数を掲載した。
　表６を見ると、動画がわかりやすいと感じること
や、非同期型動画授業で対面のように理解が可能だ
と認識することが最終試験得点につながらないこと
が示された。遠隔授業の長所への満足や短所への
不満も試験得点とはほとんど関係が見られず、通学
課程において見られた、ｅラーニングの明瞭さへ満
足するほど成績が低いという弱い相関のみが有意で
あった。
　動画のわかりやすさ認知については、課程によっ
てパターンが異なっていた。通信課程では、便利さ
と明瞭さに満足する人ほど、単方向性に不満を持た
ない人ほど動画をわかりやすいと評価する関係が見
られたが、モチベーション維持に困難を感じること
はわかりやすさ認知と関連が見られなかった。一方
通学課程では、明瞭さに満足するほど動画はわかり
やすいと評価されたが、他の長所・短所はわかりや
すさの認知に関連していなかった。ただし、動画を
わかりやすいととらえる者ほど対面授業と比較して
ｅラーニングの理解度が高いと考えるという弱い正
の相関が、どちらの課程においても見られた。
　なお、最終試験の平均値は通信課程で79.87点

（SD=13.16）、通学課程で72.92点（SD=13.83）であっ
た。この差は有意であったが（t（166）=3.33, d=.51, 
p<.001）、課程により試験問題そのものが異なるため
平均値の差は相関係数の解釈には関係しないと考え
る。

表５　非同期型ｅラーニングの長所と短所に対する評価の違い
通信 通学

t値 df p値 d
因子 M　（SD） M　（SD）

長所 便利さへの満足 3.44（0.76） 2.83（0.97） 4.60 159.49 .000 0.70
明瞭さへの満足 3.37（0.71） 2.84（0.90） 4.23 160.40 .000 0.65

短所 単方向性への不満 1.72（0.71） 2.39（0.87） 5.47 161.83 .000 0.84
モチベ困難への不満 1.48（0.77） 2.50（1.14） 6.86 150.49 .000 1.05
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考　察

　動画を用いた非同期型ｅラーニングについて、全
体として受講者たちは、教材動画をわかりやすいと
評価したという意味で肯定的にとらえていた。しか
し、受講の便利さと教材の明瞭さという長所に対し
て通信課程学生は満足していたが、通学課程学生
はそうではなかった。興味深いことに、動画そのも
ののわかりやすさ（主観的な理解度）には課程によ
る差は認められなかったが、対面授業と比しての動
画を用いた非同期型ｅラーニングで理解できる程度
について、通信課程生よりも、通学課程生の方が否
定的に評価した。また、ｅラーニングの様々な長所・
短所についても、通学課程の学生は、動画授業の長
所への満足度がより低く、短所への不満がより強
かった。
　これは、自らの意思で通信制を選んだ者とは異な
り、通学課程の学生は外的環境の変化により、意思
に反して遠隔授業を受けていることの反映であろう。
また、学業に集中できる環境にあり、同時に10 ～ 14
科目を履修する通学課程と、社会人としての生活と

表６　課程ごとの、最終試験得点との相関係数
通信課程 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
１　最終試験得点
２　動画のわかりやすさ 　.06*
３　動画を用いたｅラーニングの
　　　対面と比べた理解度評価 　.07* 　.23**

４　遠隔授業の選好度 　.22+ 　.21+* 　.54**
５　単方向性への不満 −.18+ −.25** −.45** −.71**
６　便利さへの満足 　.03* 　.29** 　.22+* 　.52** −.34**
７　明瞭さへの満足 −.01* 　.29** 　.33** 　.40** −.33** 　.63**
８　モチベ困難への不満 　.17* 　.11** 　.34** 　.47** −.46** 　.35** 　.23*
通学課程 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
１　最終試験得点
２　動画のわかりやすさ −.01*
３　動画を用いたｅラーニングの
　　　対面と比べた理解度評価 　.17* 　.23**

４　遠隔授業の選好度 　.13* 　.06** 　.56**
５　単方向性への不満 −.04* −.13** −.43** −.49**
６　便利さへの満足 　.08* −.08** 　.34** 　.59** −.35**
７　明瞭さへの満足 −.22* 　.22** 　.39** 　.36** −.24** 　.52**
８　モチベ困難への不満 −.13* 　.09** 　.19+* 　.38** −.59** 　.30** 　.14*

** p < .01, * p < .05, + p < .10

の両立が必要で同時履修科目は教科書を用いた科目
１～２科目のみである通信課程の違いかもしれない。
　一方、個人差も見られた。たとえば、動画を用い
た非同期型ｅラーニングで「対面授業以上の理解が
できた（5）」が選ばれた割合は通信課程と通学課程
で実は変わらない（表２）。これは渡邉・向後（2017）
が指摘するように、ｅラーニング適性の個人差があ
ることを反映しているのだろう。通信課程にはｅラー
ニングに向いた学生が進学している可能性が高い
が、通学課程の学生の中にも向いている学生と向か
ない学生がいるのだろう。
　課程によって異なったのは、通信課程では対面授
業でも動画授業でも同じだと割り切った回答が多
かったのに対し、通学ではこの回答を選んだ者が少
なく、対面授業にかなり劣るという回答が多かった
点である。通信課程の学生は、非同期型ｅラーニン
グの経験がある者がもともと通学生よりは多い。し
かし通学生は突然のこととはいえ調査実施段階では
10以上の授業を様々な形のｅラーニングで学んだ体
験があったため、数の問題ではないのではないだろ
う。むしろ生活の中で大学が占める割合が大きい通
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学課程の学生と、社会人生活の方がメインであり大
学は「手段」に過ぎない通信課程学生とでは、「授業」
に対するイメージないし期待値が異なったことが大
きいのではないか。つまり、通学課程では大学での
人的交流がより重視されており、また期待されてい
たことが影響しているのではないか。このように考
えると、大学が生活のうちで大きな割合を占める通
学制学生に対しては、少しずつでも対面授業や同期
型演習授業を行う、授業外の場で人的な交流を促す
などして、単方向性やモチベーション維持の難しさ
という短所をカバーする必要があるのではないか。
対面授業と組み合わせたブレンディッドラーニング
の推進が謳われるが、科目性質に合わせた棲み分け
も検討すべきであろう。
　授業内容理解度との関連に関しては、客観的理解
度（最終試験得点で測定）を上げる要因は見つから
なかったが、主観的理解度（わかりやすさ認知で測
定）については、便利さと明瞭さへの満足と単方向
性への不満のなさが関連していた。ただしこれは、
通信課程においてのみであり、通学課程においては
関連する心理学的な要因が見られなかった。通学課
程の学生は、様々な種類の遠隔授業を同時期に並行
して受けることになったため、１つの授業に関して
わかりやすさや長所などについて考える余裕がな
かったのかもしれない。
　本研究は特定の講義科目１種類のみを取り上げた
ため、科目内容及び授業者の特性が結果に何らかの
影響を及ぼしている可能性がある。当該科目は対面
で行っても一方通行の面が強い大規模講義科目であ
り、対面で行えば学生間のやり取りもあるような小
規模授業と比べて遠隔が適切だとみなされやすかっ
た（山口，2020）可能性は高い。また、学年が低い
ほど遠隔授業に否定的だというデータがあるため（立
命館大学新聞社，2020）、学生の学年も問題になる
だろう。そのため、様々な科目や教授者での検討が
必要であると考える。
　講義においては、教員が説明し学生が聞く時間が
長いため、ｅラーニング（動画）に置き換えても同

じような学習ができるように感じられるが、学生側
は異なった認識をしているようである。そのため、
私たちは改めて臨場性（その場に居合わせること；
斎藤，2020）のもたらすものについて考える必要が
あるだろう。精神科医である斎藤（2020）は、「人と
人が出会うとき、それがどれほど平和的な出会いで
あっても、自我は他者からの侵襲を受け、大なり小
なり個的領域が侵される。」と論じる。臨場性の高さ
はストレスになることもあるが、話を進める圧力にな
り、欲をわかせ、関係性を強化する面もまたある。
これが学習・教育にどのように影響してくるかを考
える必要があるだろう。本稿が、ｅラーニングを用
いた教育に関して１つの知見を提出できれば幸いで
ある。
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