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１．はじめに

　2020年度は，COVID-19（2019年に発生した新型
コロナウィルス感染症）拡大により，大学教育のあ
り方が一変した．2020年度冒頭から，多くの大学は
突然に遠隔授業の実施を余儀なくされた．授業開始
が遅れた大学は多かったが，７月初めには全大学で

授業が再開され，84％という多数がｅラーニングを
活用した遠隔教育を行った（文部科学省，2020a）．
クラス規模や通学時間の長さなどの問題から，特に
都市部では多くの大学で年間を通じて，実習・演習
の一部授業を除き遠隔授業が継続された．
　その後，小中学校や高等学校では対面授業が再
開し，通勤ラッシュも復活する中，遠隔中心で授業
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が行われる大学生の辛さがメディアで取り上げられ
たが，学生たちはこのように始まった遠隔授業をど
のように受け止め，評価したのか．本稿は，選択の
余地なく遠隔授業を受けることになった大学生の認
識に関するデータを提供したい．

２．問　題

2.1　問題の所在
　21世紀に入り，情報通信技術はさらなる進展を遂
げている．総務省（2019）による通信利用動向調査
によれば，1990年代に始まったインターネットを現
在では約８割の日本人が利用しており，13 歳～ 59
歳での利用率は９割を超える．
　教育といえば教師と学生が対面で行うものであっ
たが，インターネットやパソコン，タブレットなどの
情報通信技術が活用されるようになり，情報通信技
術を利用した学習・教育はｅラーニングと呼ばれる．
多くの大学で遠隔授業が余儀なくされた2020年度，
ｅラーニングは特に注目を浴びたが，実は以前から
行われてはいた．それは，情報通信技術の発展に
加えて，2001年の大学設置基準改定の際にインター
ネットなどを介して非同期型で行う双方向授業が60
単位まで通学課程の単位として認定されるように
なったことが契機であったと考えられる．また，対
面授業の補助として，大学の通学課程の多くもパソ
コンやスマートフォンからアクセスできる授業支援
システム（Learning Management System）を，授
業課題のやり取りや小テストの実施などに使ってい
る．しかしながらCOVID-19の影響を受ける前の時
期に，通学課程でインターネットによる授業配信を
行っていた大学学部は16.5％に留まっていた（大学
ICT推進協議会ICT活用調査部会，2020）．
　なお，ｅラーニングには，同期型と非同期型の２
種類がある（青木，2012）．同期型とは，ライブ型
とも呼ばれ，テレビ会議システムなどを用いて特定
の時間帯に双方向授業を行うやり方である．通信の
ための環境を講師も学生も十分に整える必要がある
が，参加者同士のリアルタイムのやり取りが可能で

ある．一方，非同期型とは，オンデマンド型とも呼
ばれ，特定の場所にアップロードされる教材を学習
者が自分のスケジュールに合わせて学修するやり方
である．ある程度各教材の学修期間を制限すること
が一般的ではあるが，学習の場所や時間帯について
自由が効くという長所がある．一方で，やり取りにタ
イムラグが生じるという短所を持つことに留意が必
要である．

2.2　ｅラーニングの性質と学生たちの評価
　ｅラーニングは，従来型の教室で行われる授業と
どのように異なるのだろうか．この二者を比較した
研究を見ておきたい．非同期型で静止画と音声を配
信する形のｅラーニングの方は教室に集合して行わ
れる対面授業よりも学習しやすいと評価されている

（秋山・寺本・小薗，2006）．さらに，対面授業とｅラー
ニングによる授業に対する調査を大学生に行った中
條・佐久間・宮川（2002）では，ｅラーニングを選
択した学生の方が授業への満足度が高かった．ただ
し，ｅラーニング条件と対面授業とで学習内容や使
用教材は同一であっても，ｅラーニング教材の方が
短くまとめられており，その代わりにクイズが付くと
いう違いがあった．さらに，どちらの研究においても，
授業タイプを学生自身が選択できていた．
　ｅラーニングが，教室で行われる対面授業と最も
異なる点はどこにあるのか．ｅラーニングは場所と

（非同期の場合は）時間を超えて学べる点が長所と
して挙げられる一方，学生たちの孤独感が短所とし
て挙げられる．たとえば，全国大学生活協同組合連
合会（2020）が大学生・大学院生を対象に行った大
規模調査では，遠隔授業で困っていること（通信環
境以外）として，「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」が多
く挙げられた．別の学生対象調査でも，教員とのコ
ミュニケーション不足やスケジュール管理の難しさ
が遠隔授業に関する問題点として最も選ばれた（立
命館大学新聞社，2020）．専修大学広報課（2020）
が全学生を対象に行った調査では，遠隔授業に時間
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の節約，予習・復習のしやすさ，自分のペースで勉
強できることなどのメリットがあることが多くに認め
られているものの，友人がいない不安を感じる学生
が過半数に上ったことを報告している．一人で学ぶ
ことが事前にわかっているはずの通信課程において
も，中途退学者の主因の一つは一人で学習を行う形
態にあると指摘されている（吉田・田口，2005）．なお，
海外の調査においても，COVID-19の影響を受けて
のｅラーニングに関する実態調査が報告されている．
オンライン化の研究は蓄積の途上であり，同期型か
非同期型かを明確にせずに行われたものが多いが，
全体としてオンラインの方が理解が難しいとされる
ことや課題管理が問題としてより挙がることなどが
報告されている（e.g., Eltayeb. Alharthi, Elmosaad, 
& Waggiallah, 2020; Surani & Hamidah, 2020; 
Sarwar, Akhtar, Naeem, Khan, Waraich, Shabbir…, 
& Khurshid, 2020）． 

2.3　本稿の目的
　著者らは，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評価と態度を把握したい
と考え，調査を実施した．ｅラーニングによる授業
は殆どの通学課程学生にとって想定外のことであり，
彼らは新たな学びの形態に適応を要する事態となっ
た．その効果を見た研究が報告されてはいるが，学
校や授業による差は否めない．そこで，主観的理解
度に加え，このタイプの授業で言われる長所や短所
に対する評価や対面授業と比較しての評価を検討し
た．
　ｅラーニングが効果的かどうかは授業の種類に
よって差があると思われる．ｅラーニングに関する
調査では種類を検討しないものもあるが，講義型授
業においては，演習型授業よりも遠隔授業が受け入
れられているようである（文部科学省，2020b；山口，
2020）．そのため，授業内容・教材・教員が同一で
ある授業に対する様々な学生の評価を比較するこ
とが理想だが，そのような授業がなかったため，今

回はパワーポイント（以下，パワポとする）がメイ
ン教材である講義型授業に限定し検討することとし
た．
　なお，授業方法に関して調査を行った大学では，
大学からは学生の通信環境に配慮して非同期型が推
奨され，音声付きパワポや軽量化した動画の使用が
多く用いられた。そのため，非同期型講義に対する
評価を取り上げる．
　春学期末に調査を実施し，二つの視点から分析を
行った．まず，非同期型ｅラーニングを用いた遠隔
授業の長所・短所・理解度などを通学課程の大学生
がどのように評価したのかを把握する．さらに，学
生たちの自由回答について，テキストマイニングを
用い，非同期型ｅラーニングに対する主観的な理解
度や選好について深く検討する．

３．方　法

3.1　調査手続きと対象者
　春学期末にあたる2020年８月上旬に，都内の私立
大学の通学課程において調査を実施した．各科目の
最終教材とともにアンケートを設置し，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，
2020年度春学期に非同期型ｅラーニングで行われた
特定の心理学系必修科目または履修者の多い心理
学系選択科目を受講して最終試験まで受けた705名
に協力を求めた．その結果，計635名から回答を得
た（表１，回収率89.9％）．調査は，著者らの所属大
学の研究倫理委員会の承認（2020-01号）を得て実
施された．
　調査対象者の専門は，心理学系（以後，心理とする）
と保育・教育系（以後，保教とする）に分かれてい
た．１年次開講科目の２年生14名，心理２年次開講
科目の３年生９名と４年生１名は，学年ごとのトレン
ドを分析する際に攪乱要因になりえることと，同一
人物がいる可能性が否定できなかったことから，分
析から除外した．その結果，分析対象者は表１に示
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す611名となった．
　当該大学では５月半ばより完全遠隔授業で春学期
が始まり，７月１日から学期末にあたる８月上旬まで
一部科目で対面授業が実施された．具体的には，１
年次に必修科目として設置されている初年次演習が
両専攻とも週１コマ，さらに保教では，１・２年次共
に実技科目で週２～３コマの対面授業が行われた．
一方心理２年生では，春学期に対面授業はほとんど
なかった．心理３年生では少人数制のゼミが必修科
目として設置され，その運営法は担当教員に委ねら
れていた．その後の聞き取りによれば，半数近いゼ
ミでテレビ会議システムを用いた同期型ｅラーニン
グが導入されていた．すなわち，対象者は選択の余
地なく遠隔授業を受けることになっていた．

3.2　調査対象となった授業の授業形態
　単位修得の要件は，毎週の授業として授業支援シ
ステム上に設置された授業資料（動画，音声付きパ
ワポ，または吹き出し付きパワポ）を視聴しかつ視
聴確認のための小課題を提出することを繰り返し，
学期末に最終課題に合格することであった．授業資
料は定期的に追加され，学生は順に学修を進めた．
また，科目毎に必ずフォーラム（掲示板）が設置さ
れており，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．

3.3　質問内容
　質問内容は以下に記す通りであった．設問にあた

り，調査対象者にとってあまりなじみのない「ｅラー
ニング」という用語は用いず，大学から発信されて
いて認知度が高い「遠隔授業」を使用した．
3.3.1　学修で主に用いた媒体
　この科目の学修で主に用いた媒体は何かと問い，
自分のパソコン，家族のパソコン，タブレット・スマー
トフォンから選択させた．
3.3.2　当該科目についての評価
　当該科目について以下を尋ねた．まず，主観的理
解度を測定するために，「動画での授業はわかりや
すかったですか」と尋ね，「わかりやすかった（５）」
から「わかりにくかった（１）」の５件法で回答を得た．

「わかりやすい」と「理解することが簡単」は同意義
であるので，これで主観的理解度が測れると考えた．
つぎに，主観的努力を測定するために，「この科目の
勉強をあなたはどのくらい頑張りましたか」と尋ね，

「とても頑張った（６）」から「全く頑張らなかった（１）」
の６件法で回答を得た．最後に，学修モチベーショ
ン維持の難しさを測定するために，「本科目の学修
モチベーションを保つのはどのくらい難しいですか」
と尋ね，「とても難しかった（６）」から「全く難しく
なかった（１）」の６件法で回答を得た．
3.3.3　非同期型ｅラーニングの評価
　後半では，非同期型ｅラーニング全般について
尋ねた．まず，ｅラーニングの長所と短所について
は，通信課程授業にて自由回答方式で尋ねた予備調
査の結果をもとに項目を策定した大橋（2021）で使
用された項目を参考にした．先行研究で用いた「配

表１　回答者と授業の方式

学年 最終週まで
受講した者 回答者 分析

対象者 男性 女性 授業方式

心理学系
１年 120 100 94 （11） （65）音声付きパワポ
２年 96 86 76 （20） （74）音声付き動画
３年 93 77 77 （23） （53）音声付きパワポ
保育・教育系
１年 205 199 191 （37） （154）音声付きパワポ
２年 191 173 173 （36） （137）　→吹き出し付きパワポ
計 705 635 611 （127） （483）
注．３年心理に一人性別が不明の者がいた。
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布資料を自分で印刷しなくてはならないところ」は，
今回は大学より印刷しなくても学べるよう指示され
ており該当しないため，使用しなかった．また，調
査時点までに授業に対するコメントとして複数から
挙がった「生活空間で学ぶことになるところ」を短
所として追加した．そのため，「この科目に限らず遠
隔授業全般の特徴を対面授業と比べて考えながら，
以下の質問に答えてください．」というリード文を付
けてから，長所６項目（表２上部）について，「とて
も満足（４）」「満足（３）」「すこし満足（２）」「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２下部）について，「とても不満（４）」

「不満（３）」「すこし不満（２）」「特に問題ない（１）」
の４件法で回答を得た．
　さらに，非同期型ｅラーニングの相対的内容理解
度を測定するために，「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」と尋ね，「対面授業以上の理解ができた（５）」

「対面授業と同等の理解ができた（４）」「対面授業
よりやや低いが，十分理解できた（３）」「対面授業
よりかなり低いが，だいたい理解できた（２）」「対

面授業よりも理解ができなかった（１）」の５件法で
回答を求めた．
3.3.4　遠隔授業もしくは対面授業の選択
　一定の教材を学び終えた段階でのｅラーニングと
対面授業の選好を測るために，「もし同じ内容の授
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，「対面授業（１）」「た
ぶん，対面授業（２）」「たぶん，遠隔授業（３）」「遠
隔授業（４）」の４件法で回答を求めた．さらに，そ
のように回答した理由を自由記述で求めた．１年生
に関しては大学の授業は初めてとなるが，高校まで
の経験から類推してもらった．

４．結　果

4.1　回答者の様相
　まず，使用媒体については，大多数の学生が自分
のパソコンを学修に使用しており（93.8％），家族の
パソコン（1.0％）やタブレット・スマートフォン（5.2％）
の使用者はごく少数であった．
　つぎに，当該授業評価に関する項目を見ていく．
まず，主観的理解度の指標として，授業資料のわか

表２　遠隔授業の長所と短所に関する因子分析結果
項目 M （SD） 因子Ⅰ 因子Ⅱ 共通性
長所 便利さへの満足 明瞭さへの満足

「他の受講生に気を遣わないでよいところ」 2.87 （1.17） .88 -.08 .68
「交通費・通学時間がかからないところ」 3.11 （1.06） .77 .01 .60
「自分の都合に合わせて受講できるところ」 3.19 （1.01） .73 .12 .67
「わかりにくいところだけ繰り返し視聴できるところ」 3.26 （0.90） .33 .52 .62
「配布資料がカラーで用意されているところ」 3.13 （1.10） -.09 .84 .61
「画面が見やすく音量が調整できるところ」 3.15 （1.01） .04 .90 .87

因子寄与 3.14 3.04
α係数 .78 .78

短所 単方向性への不満 モチベ困難への不満
「教員に質問がしにくいところ」 1.92 （1.03） .82 .01 .68
「教員と交流しにくいところ」 2.44 （1.10） 1.00 -.10 .87
「他の受講生と交流しにくいところ」 2.32 （1.06） .54 .18 .46
「教材が一方通行であるところ」 2.28 （1.06） .54 .33 .64
「生活空間で学ぶことになるところ」 2.55 （1.15） -.07 .89 .71
「1人なのでモチベーションを保つのが難しいところ」 2.18 （1.08） .12 .66 .55
「回によって学修時間が異なるところ」 2.24 （1.14）

因子寄与 3.17 2.69
α係数 .83 .69
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りやすさについて５件法で尋ねたところ，「わかりや
すかった」「やや，わかりやすかった」が計91.5％
という多数を占めた（M＝4.46, Median＝5.00 SD
＝0.77）．また，回答者の主観的努力の平均値も高
かった（M＝4.89, Median＝5.00,  SD＝0.81）．当該
科目の学修モチベーション維持の難しさ（M＝3.61, 
Median＝4.00,  SD＝1.15）についてはやや評価が
分かれた．

4.2　非同期型ｅラーニングの長所と短所
　つぎに，非同期型ｅラーニング一般に関する質問
を見ていく．まず，長所６点への満足度と短所７点
への不満度について，記述統計を表２にまとめた．
　この13項目について，それぞれ重み付き最小二
乗法を用いたカテゴリカル因子分析を用いて探索的
に検討した．その結果，固有値の減衰および説明可
能性からそれぞれ２因子が抽出されたが，共通性が
0.25未満であった短所の「回によって学修時間が異
なるところ」を除外して再度行った結果（プロマッ
クス回転を使用）を表２にまとめた．
　まず，長所に関し，第１因子は，「他の受講生に気
を遣わなくてよいところ」「交通費・通学時間がかか
らないところ」など，履修の時間や場所に関する融
通が利くという意味で「個人」にとっての便利さに
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２因子は，「画面が見やすく，音量が
調整できるところ」「配布資料がカラーで用意されて
いるところ」という学修に用いる教材自体の見やす
さや聞きやすさに関連が深かったため，「明瞭さへの

満足」と名付けた．
　次に，短所に関してである．第１因子は，短所の
中でも特に「教員に質問しにくいところ」「他の受講
生と交流しにくいところ」など，教員や同じ授業に
参加している人々との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２因子は，「一人なのでモチベーションを保つこと
が難しいところ」「生活空間で学ぶことになるところ」
が関係していた．生活空間という本来リラックスす
る場で勉強をしなくてはならないという状況への問
題提起であると考え，「モチベーション維持困難へ
の不満（以下，モチベ困難への不満）」と名付けた．
短所と長所に関する因子のまとまり方は概ね通信課
程と通学課程で動画教材を用いた授業への評価な
どを比較した大橋（15）と同一であった．なお，因子
間相関は長所でr＝.70, 短所でr＝.68であった．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．
　長所への満足・短所への不満と，理解度などとの
関係を，スピアマンの順序相関係数を用いて検討し
た（表３）．その結果，長所への満足が強いほど非
同期型ｅラーニングの相対的内容理解度が高く，授
業をわかりやすいととらえ，モチベーションを保つ
困難を感じにくかった．また，短所への不満が強い
ほど非同期型ｅラーニングをわかりにくく感じ，相対
的内容理解度が低く，モチベーション維持に困難を
感じていた．主観的努力は，長所に満足している人
ほど高い傾向が見られた．さらに，モチベーション
を保つ困難さという短所に不満を感じない者ほど頑

表３　満足・不満の程度と主観的理解度などとの関係
便利さへ
の満足

明瞭さへ
の満足

単方向性
への不満

モチベ困難
への不満

授業のわかりやすさ .12** .28** −.13** −.17**
主観的努力 .11** .21** .00 −.10**
モチベーション維持の難しさ −.11** −.11** .09* .18**
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 .33** .39** −.40** −.39**

注　** p < .01, * p < .05
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張るという弱い関連が見られたが，単方向性への不
満の程度は主観的努力と関連が見られなかった．な
お，モチベーション維持への不満とモチベーション
維持の難しさの相関は弱い正の相関に留まった．

4.3　相対的内容理解度とそれに影響する要因
　今回用いた非同期型ｅラーニングが対面授業と同
じくらい授業の内容を理解できると思うかについて
尋ねた結果は，M＝3.10, SD＝1.05であり回答が分
かれた．具体的には，「対面授業と同程度あるいは
それ以上」ととらえる者が34.37％いた一方，「対面
授業よりやや低いが，十分理解できた」が37.8％，

「対面授業よりかなり低いが，だいたい理解できた」
が21.1％，「対面授業よりも理解ができなかった」が
6.71％いた．

　この相対的内容理解度を取り上げ，長所や短所の
認識の影響について順序回帰分析を用いて検討した

（表４）．この時，専攻は心理＝１，保教＝２，性別
は男性＝１，女性＝２と数値化した．
　全体でのモデルは有意であり（調整済R2＝.29,  
χ2

（7）＝166.81, p＜.001），非同期型ｅラーニングの
相対的内容理解度は，保教の学生でより高く，非同
期型ｅラーニングの持つ２つの短所に不満が少ない
ほど高く，非同期型ｅラーニングの持つ２つの長所
に満足しているほど高かった．性別と学年の効果は，
有意ではなかった．なお，専攻と不満・満足の交互
作用項を加えた分析も行ってみたが，交互作用項で
有意なものはなかったため，最終的なモデルでは外
した．
　専攻によって満足・不満足の代表値そのものが異
なっていたため，専攻ごとに同じ分析を行った．心
理でも（調整済R2＝.28, F（6, 239）＝16.75, p＜.001），
保教でもモデルは有意であった（調整済R2＝.22, F

（6, 239）＝17.80, p＜.001）．パターンも基本的には
同じであったが，心理においては，モチベーション
を保つ困難への不満の影響が有意ではなかった．ま
た保教においては，便利さへの満足が有意ではな
かった．すべてのモデルについて，多重共線性の指
標であるVIFは２未満と小さかった．

表４　非同期型ｅラーニングの相対的内容理解度
に対する重回帰分析（β）　　　　　　

変数名 全体 心理 保教
専攻 .10 **
性別 −.06 −.08 −.05
学年 .06 + .07 .05
便利さへの満足 .10 * .15 * .06
明瞭さへの満足 .22 ** .19 ** .24 **
単方向性への不満 −.21 ** −.27 ** −.18 **
モチベ困難への不満 −.17 ** −.14 + −.19 **

R2 .29 ** .31 ** .25 *
注　** p < .01, * p < .05, + p < .10

表５　専攻別でみた対面授業と遠隔授業の選択（度数と％）
心理 保教

１年 ２年 ３年 １年 ２年 合計
１．対面 25 20 17 56 35 153

（4.09） （3.27） （2.78） （9.17） （5.73） （25.04）
２．たぶん，対面 39 30 31 65 46 ** 211

（6.38） （4.91） （5.07） （10.64） （7.53） （34.53）
３．たぶん，遠隔 21 16 14 49 51 151

（3.44） （2.62） （2.29） （8.02） （8.35） （24.71）
４．遠隔 9 10 15 21 * 41 *** 96

（1.47） （1.64） （2.45） （3.44） （6.71） （15.71）
合計 94 76 77 191 173 611

（15.38） （12.44） （12.6） （31.26） （28.31） （100）
注　*** p<.001, ** p< .01, * p< .05
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4.4　遠隔授業または対面授業の選択とその理由
　今後選択できるとしたら対面授業を選ぶか遠隔授
業を選ぶかを，専攻別に検定したところ，有意な関
係が認められた（表５：χ2

（12）＝25.77，V＝.12，p＜.05）．
残差分析の結果，保教２年生において「たぶん，対
面」と「遠隔」が多く，保教１年生において「遠隔」
が少なかった．ここまでの分析にはHAD ver16（清
水，2016）を用いた．
　この設問への回答の理由を自由記述で尋ねた結果
をKH Coderを用いて分析した．具体的には，自由
記述回答から頻出語を抽出し，共起の程度が強い語
と語を線で結び可視化した（図１）．分析にあたり，「オ
ンライン」「リモート」を「遠隔」，「意欲」「やる気」
を「モチベーション」，「パワーポイント」「pptx」「パ
ワポ」を「スライド」，「レポート」「提出物」を「課題」，

「コロナ」「コロナウィルス」「ウィルス」を「COVID-19」
とし，それぞれ同一語として抽出されるよう処理し
た．また，「その」と「場」で分割して抽出される「そ
の場」を一語として抽出されるよう強制抽出，回答
の文末に用いられる「思う」「感じる」「述べる」「良い」

「出来る」を強制削除として設定し，固有名詞，タグ，
感動詞は分析から除外した．回答の文末を削除し
た理由は，これらは様々な言葉にかかっており，ま
た例えば「良い」の使用例として「良いかもしれな
い」「良いという人もいる」など自分の意見のみなら
ず，他者の意見を反映させている文章も見られ，一
つの抽出語として取り出すのは不適切だと判断した

ためである．共起ネットワークとして可視化する際，
強い共起関係にあるほど，語と語を結ぶ線は太くな
るように設定し，語の最小出現数を10語以上，上位
50語に設定し，係数の標準化は外した．
　全記述から抽出された語は全13,042語（全723文）
だった．遠隔授業と対面授業のどちらを選択するか
という問いに「対面授業」選択者の自由記述から，

「直接」「実際」「わかる」「モチベーション」という
語でネットワークが形成された．遠隔授業を経験し
た結果，やはりこれまでどおりの対面授業を選択す
ると回答した学生は，授業内容でわからないことを
その場で教員に確認したり，質問したりすることが
できる対面授業の良さを感じており，学習のモチベー
ションも維持しやすいと考えていた．一方，「遠隔授
業」選択者の自由記述からは，「今」「感染」「リス
ク」という語によるネットワークや，「自分」や「時間」
という語が抽出された．遠隔授業を選択した学生に
とっては，自分のペースで学習できる良さや，自分
の時間を有意義に使えることをポジティブに評価し
ており，遠隔授業の特徴的な長所を評価した結果と
なった。しかし，2020年度の情勢が反映された語も
抽出されており，COVID-19への感染対策も反映さ
れていた．
　専攻別に頻出語を検討したものが表６である．
Jaccard係数とは，語と語の関連性の強さを示す指
標であり，1.0に近いほど関連性が強く，０に近いほ
ど関連性は弱くなることを示す係数である．保教１

表６　専攻別にみた頻出語のJaccard係数
保教１春 保教２春 心理１春 心理２春 心理３春

授業 .26 遠隔 .21 対面 .15 遠隔 .10 自分 .09
対面 .24 時間 .12 集中 .08 自分 .09 自宅 .08
理解 .12 理解 .11 質問 .07 理解 .08 通学 .08
時間 .12 通学 .09 自宅 .07 学校 .08 時間 .08
先生 .09 課題 .08 内容 .05 課題 .08 モチベーション .07
聴く .09 聴く .08 多い .05 聴く .08 大変 .07
直接 .08 先生 .08 人 .05 COVID-19 .07 内容 .06
質問 .07 集中 .07 入る .05 集中 .07 受講 .06
課題 .07 怖い .07 深める .04 モチベーション .06 課題 .06
COVID-19 .06 COVID-19 .07 頭 .04 多い .06 学校 .06
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⒜_遠隔授業か対面授業かについての選択理由（共起ネットワーク）

⒝_専攻別に見た選択理由（共起ネットワーク）

図1　遠隔授業もしくは対面授業を選択する理由（共起ネットワーク）
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年生の頻出語は「授業」「対面」「理解」「時間」「先
生」，保教２年生では「遠隔」「時間」「理解」「通学」

「課題」だった．心理１年生の頻出語は「対面」「集
中」「質問」「自宅」「内容」，心理２年生では「遠隔」

「自分」「理解」「学校」「課題」，心理３年生では「自
分」「自宅」「通学」「時間」「モチベーション」だった．
専攻および学年別で頻出語の共通性を分析すると，
保教２年生と心理２年生で「COVID-19」が出現し，
保教２年生ではさらに「怖い」という語が出現した．
心理３年生では「モチベーション」が語として出現し，
一人でもモチベーションを維持することは可能だか
らといったポジティブな内容もあるが，モチベーショ
ンを一人，もしくは自宅で維持することへの困難を
示したネガティブなものが88.64％と多い結果となっ
た．保教１年生と心理１年生においては，「質問」と
いう共通した語が出現し，保教１年生ではさらに「直
接」という語が抽出された．

５．考　察

　本調査は，急遽，ｅラーニングによる遠隔授業を
受けることになった通学課程学生の，非同期型ｅラー
ニングに対する認識を把握することを目的に，主観
的な理解度や相対的な内容理解度に加え，長所や短
所に対する満足度を測定した．その結果，非同期型
ｅラーニングの理解度について，対面と同等もしく
はそれ以上の理解ができたと評価した学生は1/3程
度と少数派であった．これはSarwar  et al.（2020）
や山口（2020）において今後もｅラーニングによる
授業を受けたいと答えた層が一定数いたが多くはな
かったことと一致する結果である．自分で選べた研
究では主観的理解度はｅラーニングでより高かった
という先行研究（e.g., 中條他，2002；冨永・向後・
岡田，2011）があるが，強制的にかつ全面的にeラー
ニングになったことが大きく影響したと考えられる．
　このような結果になった理由は，自らの学習習慣・
学習イメージとは異なる学び方をせざるを得なかっ
たことによるものではないか．彼らの自由記述から，
量的データでは見えなかった，遠隔授業への評価を

抽出することができた．特に，「対面授業」を選んだ
者は，直接教員やクラスメイトに会うことで理解が
進みモチベーションが保てるという語のネットワー
クが形成された．教員や友人との交流を通してわか
らないことを確かめたり確認しあったりしながら自ら
のモチベーションを保ち学びたいと思う学生にとっ
ては，対面授業が望ましいととらえられることが明
らかとなった．2020年度，ｅラーニング全面移行の
契機となったCOVID-19感染のリスク認知が，対面
授業を選ぶか遠隔授業を選ぶかを分ける背景要因に
もなっていた．この結果は，授業タイプの選択に関し，
2020年度においては，社会的な状況が大きく影響し
ている可能性を示す．
　また，非同期型ｅラーニングの長所として「便利
さ」と「明瞭さ」，短所として「単方向性」と「モチ
ベーション維持困難」が抽出された．これらは大橋

（2021）で指摘されたものと共通であり，さらに，周
囲を気にせず自分の時間で学べる自由度の高さとい
う長所に満足しているほど，また，短所への不満が
少ないほど，対面授業と比較しての非同期型ｅラー
ニングの内容理解度を高く評価していることが示さ
れた．つまり，これらの長所および短所についての
認識は，非同期型ｅラーニングに対する評価と関連
したものであった．また，学生たちにとって，非同
期型ｅラーニングによる学びは，モチベーション維
持が難しく，自分自身を頑張ったと認知する傾向が
強かった．モチベーションに関しては，前年の対面
授業と2020年度の非同期型ｅラーニングを比較して
非同期型ｅラーニングの方が最終試験の得点差が大
きいことを報告した中村（2021）の，学習意欲の高
い者はむしろｅラーニングの方が効果的であろうと
いう考察と重なる．先行研究（立命館大学新聞社，
2020）では学年が低いほど遠隔授業に否定的だった
が，本調査においては必ずしもそうではなかった．
　これらのことから，非同期型ｅラーニングの理解
度を高めていくためには，遠隔でも取り組みやすい
課題の設定や分量に配慮するなど，学生のモチベー
ション維持をも意識した授業の設定が必要と言えよ
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う．大学審議会（1997）では，対面授業においては
「授業時間中に必要に応じ教員に質問等」できること，
また，「学生間の交流等を通じて学生の学習に対す
る意識を高め」ることを求めている．非同期型ｅラー
ニングにおいても授業期間中に教員等に質問できる
環境設定は必要で，通学課程に通う多くの学生自身
もこのことを求めていることが示された．ｅラーニン
グの優れた長所を把握しながら，今後は様々な形態
や方法を取り入れ，学生の学修をサポートしていく
必要があることを示唆する．
　本稿にはいくつか制限がある．１点目は，専攻と
学年の特性を見るため複数の授業を比べたため，授
業担当者が異なっていたという点である．本研究は，
受講者が多い心理系講義科目を条件に調査対象者
を揃え，調査を依頼する際は「遠隔授業」について
知りたいという旨記載して調査目的を伝え，理解を
得たうえで回答を得た．しかし，それでも科目内容
や授業担当者の特性が結果に何らかの影響を及ぼし
た可能性は否めない．当たり前だが大学の授業は学
年を追うごとに難しくなっており，それまでの学習を
踏まえれば理解できるように構成されることが一般
的であるものの，学年による差が，内容の複雑さに
よるのか大学での学習歴によるのかあるいは他の要
因によるのかは区別し難い．
　なお，「モチベーション維持の難しさ」と「モチベ
困難への不満」との相関はあまり高くなかった．こ
れは，前者は難しさ自体を聞き，後者はその事実に
対してどのくらい不満を感じているかを聞いたため，
高い相関にはならなかったと考える．さらに，前者
は当該科目について聞き，後者はオンデマンドで行
われた遠隔授業全体について聞いたことも影響した
と考えられる．
　２点目は，遠隔授業がメインの中，７月から対面
授業が再開されたが，対面授業実施頻度には専攻
や学年による差があったことである．心理２年生は，
今回調査対象とした各専攻・学年中最も対面授業が
少なく，標準的な履修では春学期の対面授業は０～
１回であった．一方，心理１年生は週１度の対面授

業があり，保育・教育系では週に複数回の対面授業
が行われた．また，心理３年生では，ゼミが対面ま
たは同期型ｅラーニングで行われるケースが多かっ
た．調査対象とした科目は全回で非同期型ｅラーニ
ングが行われたが，他の科目の対面授業の頻度によ
り当該科目のとらえ方が異なった可能性がある．
　ところで，本稿で扱った学生本人の認識や主観的
理解度は，客観的理解度とは一致しないことが知ら
れる（e.g., 大川内・大谷・米村・徳永，2012）. 客
観的理解度とは，学習者の理解度を学習者本人の
感覚ではなく，試験や質問への回答など外部からの
客観的な尺度を用いて測ったものを指し，主観的理
解度とは，講義内容について学習者本人の基準で
測ったものを指す．ｅラーニングの客観的な理解度
については，従来型の集合授業よりも学習効果が高
いことが示されている（e.g., 中條他，2012；斉藤・
金，2009；富永・向後，2014；U.S. Department of 
Education, 2010）．ただし苦手な箇所を繰り返して
学修するなど個別対応を併用しやすいという点も含
むことには，比較の際注意が必要である．本稿では
扱えていないが，今後は，客観的な理解度に影響す
る要因を検討していくことも必要になるだろう．
　本稿は，通学課程の大学生が非同期型ｅラーニン
グで学ぶことの長所と短所，また，学びの理解度や
学修へのモチベーションの現状という新規性のある
データを提供し，今後続くかもしれない遠隔授業の
教育効果や質を保証するための一助となる示唆を投
げかける．今回示されたｅラーニングの長所および
短所についての理解は，通信課程のみならず，通学
課程の学生においても共通していること，また学年
や専攻により違いがあることを示したことに意義が
ある．研究の対象者は一大学の２専攻のみで汎用性
は低いが，文系学生の一例として貴重であろう．本
研究は，COVID-19の感染症対策が必要なくなった
後においても，ICTを活用した大学教育を考える上
で一つの可能性を提供する．



通学課程大学生の遠隔授業に対する主観的理解度と評価にかかわる要因の検討
大橋　　恵・川口めぐみ・井梅由美子

− 132 −

引用文献
秋山　秀典・寺本　明美・小薗　和剛（2006）．ストリー

ミング技術を用いたオンライン授業の教育効果．電学
論A，126，782-788．

青木　久美子（2012）. eラーニングの理論と実践　放送
大学出版会

大学ICT推進協議会（AXIES）ICT活用調査部会（2020）．
高等教育機関におけるICTの利活用に関する調査研究

（ 第2版 ）https://axies.jp/_media/2020/03/2019_axies_
ict_survey_v2.1.pdf　（2021.9.1アクセス）

大学審議会（1997）．『遠隔援業』の大学設置基準におけ
る取扱い等について（答申）」https://warp.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/11293，659/www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315878.
htm　（2021.9.1アクセス）

Eltayeb, L. B., Alharthi, N. S., Elmosaad, Y. M., & 
Waggiallah, H. A.（2020）. Students’ perception on 
E. Learning and Remote Exams during COVID 19 
Outbreak 2020. International Journal of Pharmaceutical 
and Phytopharmacological Research（eIJPPR）, 10（5）, 
142-148.

中條　安芸子・佐久間　拓也・宮川　裕之（2002）．教
育の情報化がもたらした効果: オンデマンド型の遠隔
授業の実現から見えたこと　情報研究，28，167-179．

文部科学省（2020a）. 新型コロナウィルス感染症の現状
を踏まえた大学等の授業の実施状況　令和2年7月1
日時点https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt_
kouhou01-000004520_2.pdf（2021.9.1アクセス）

文部科学省（2020b）. 大学等における後期等の授業
の実施状況に関する調査 https://www.mext.go.jp/
content/20201223-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

（2021.9.1アクセス）
中村　哲之（2021）. オンライン授業（オンデマンド型） 

における教育効果: 教育心理学的観点からの実践的検
討. 東洋学園大学教職課程年報, 3, 1-14. 

大橋　恵（2021）. 動画を用いた非同期型遠隔授業に対
する，通信課程学生と通学課程学生の評価の違い　東
京未来大学研究紀要，14, 1-10.

大川内　隆朗・大谷　淳・米村　俊一・徳永　幸生（2012）. 
e-learning 用講義ビデオにおける学習者の学習行動を
利用した主観的難易度の把握方法の基礎的検討. 日本
教育工学会論文誌, 36, 193-203.

立命館大学新聞社（2020）. 立命館大学生1115人が回

答《コロナ禍における学生生活実態調査》https://
ritsumeikanunivpress.com/07/01/4257/（2021.11.01ア
クセス）

斉藤　貴浩・金　性希（2009）.  高等教育における
e-Learningの効果に関するメタ分析.　日本教育工学論
文誌, 32, 339-350.　

Sarwar, H., Akhtar, H., Naeem, M. M., Khan, J. A., 
Waraich, K., Shabbir, S., ... & Khurshid, Z.（2020）. 
Covid-19 Pandemic and Challenges of Dentistry: Self-
Reported Effectiveness of e-Learning Classes during 
COVID-19 Pandemic: A Nation-Wide Survey of 
Pakistani Undergraduate Dentistry Students. European 
Journal of Dentistry, 14（Suppl 1）, S34.

専修大学広報課（2020）. オンライン授業アンケート
　ニュース専修　596号（2020年9月号）, 2. https://
www.senshu-u.ac.jp/senshuonline/ newssenshu/

（2020.10.10アクセス）
清水　裕士（2016）. フリーの統計分析ソフトHAD：機

能の紹介と統計学習・教育，研究実践における利用方
法の提案　 メディア・情報・コミュニケーション研究, 
1, 59-73.

総務省（2019）. 平成30年通信利用動向調査http://www.
soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/190531_1.
pdf（2020.10.10アクセス）

Surani, D., & Hamidah, H.（2020）. Students perceptions 
in online class learning during the Covid-19 pandemic. 
International Journal on Advanced Science, Education, 
and Religion, 3（3）, 83-95.

富永　敦子・向後　千春（2014）.  eラーニングに関
する実践的研究の進展と課題．教育心理学年報，53, 
156-165. 

冨永　敦子・向後　千春・岡田　安人（2011）. e ラー
ニング・対面講義・グループワークに対する学習者の
認知と成績との関連性. 教育システム情報学会誌, 28, 
247-252.

U.S. Department of Education（2010）. Evaluation of 
evidence-based practices in online learning: A meta-
analysis and review of online learning studies. http://
www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-
practices/finalreport.pdf（2020.9.1アクセス）

山口　和範　（2020）. オンライン授業に関する学生意識
調査（立教大学経営学部調査）　https://www.rikkyo.
ac.jp/news/2020/09/mknpps000001bg3b-att/report.pdf



− 133 −

東京未来大学研究紀要  Vol.16　2022.3

（2020.10.10アクセス）
吉田　文・田口　真奈（2005）.　模索されるeラーニング:

事例と調査データに見る大学の未来 東信堂
全国大学生活協同組合連合会（2020）. 「緊急！大学生・

院生向けアンケート」大学生集計結果速報　https://
www.univcoop.or.jp/covid19/enquete/pdf/link_pdf02.
pdf（2021.9.1アクセス）

（おおはし　めぐみ・かわぐち　めぐみ・
いうめ　ゆみこ）

  【受理日　2021年11月25日】


