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〈あらまし〉 eラーニングと実習中心の対面授業を隔週で組み合わせたブレンド型授業を実践
した．受講学生の，eラーニング指向性，ブレンド授業指向性，グループワーク指向性が，授業
前後でどのように変化したかをアンケート調査により検討した．３つの尺度を因子分析し，そ
の因子得点の変化を検討した結果，次のことが明らかになった．(1) eラーニングにおける「親
近感」は授業後に有意に高まり，「学習効果」は授業後に有意に低くなった．(2) ブレンド型授
業における「面倒さ」は授業後に低くなる傾向が示された．(3) グループワークにおける「スキ
ル」は授業後に有意に高まった．これらの結果は，ブレンド型授業が，eラーニングの有効性を
高め，同時に，教室での授業におけるグループワークのスキルを高めることを示唆するもので
あり，ブレンド型授業の有効性を示していると考えられる．
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1.　序論

1.1.　ブレンド型授業の実践と評価
eラーニングと対面授業を組み合わせたブレン
ド型授業の実践例の増加とともに，その効果の
高さが示されつつある．
冨永・向後（2009）は，eラーニングによる
オンデマンド講義を視聴後，教室授業でグルー
プワークを行うブレンド型授業を実施した．そ
の結果，次のことが示された．
(1) eラーニングの好み，ブレンド型の好み
は，授業前よりも授業後のほうが高くなり，し
かも成績による好みの違いはなかった．eラー
ニング学習やブレンド型授業は，成績下位者に
も好まれる．
(2) 成績上位者・中位者は，授業前より授業
後のほうがグループワークの好みが高くなっ
た．しかし，下位者は好みに変化はなかった．
オンデマンド講義とグループワークとが密接に
関連している場合，オンデマンド講義の内容の
理解が不十分だと，グループワークに積極的に
参加できず，その結果，授業がおもしろくなく
なることが示唆された．

(3) eラーニング学習の成績は，ブレンド型の
好みと相関があった．オンデマンド講義とグ
ループワークとが密接に関連している場合，ブ
レンド型のサイクルに適応できるかどうかがe
ラーニング学習の成績に影響を与えることが示
唆された．
以上のように，大学でのブレンド型授業が広
まっていくのと並行して，これからの大学生が
ブレンド型授業を好んでいき，その形態を受け
入れていくであろうと予測できる．

1.2.　問題提起
大学生がブレンド型授業を受けた前後では，e
ラーニング，ブレンド型授業，対面によるグ
ループワークのそれぞれに対する好意度はどの
ように変化するのだろうか．もし，ブレンド型
授業を受けたあとに，eラーニングやブレンド型
授業に対する好意度が高まっていれば，これか
らブレンド型授業が広まるに連れて，加速度的
にそのような形態の授業が増えていくだろうこ
とが予測できる．
本研究では，eラーニング，ブレンド型授業，
グループワークのそれぞれに対する指向性を測
るための尺度を開発し，その尺度を用いて，15



週間のブレンド型授業の最初と最後にそれぞれ
の指向性を測定することによって，受講生の指
向性の変化について検討する．

2.　授業

2.1.　授業の概要
授業は，私立大学で2009年度春学期に開講さ
れた，インストラクショナルデザインに関する
科目であった．登録受講者数は271人（男性174
人，女性97人）であった．

2.2.　オンデマンド講義
教室授業は隔週で行われ，その間に受講生はe 
ラーニングによるオンデマンド講義を，自宅ま
たは大学の端末室で視聴し，小テストを受け
た．小テストは，オンデマンド講義内容をその
まま出題するのではなく，内容を理解し，考え
なければ正解できないような問題を用意した．
回答方法は，○×式または選択式，回数は12
回，1回あたりの問題数は平均17.9問であっ
た．小テストは，自動採点されてフィードバッ
クされた．

2.3.　教室授業
教室授業ではレクチャーは行わず，6人で1つ
のグループを組み，ワークショップスタイルの
実習を行った．グループは，学年と性別ができ
るだけ均等になるようにランダムに編成され
た．
実習では，まず，アイスブレークとして簡単
な自己紹介を含むゲームを実施し，その後は，
15分を1セッションとするようなタスクを行っ
た．
タスクの内容は，その前の週に視聴したオン
デマンド講義の内容と密接に関連し，それを応
用するようなものとした．たとえば，行動分析
学の週では，グループ内で，トレーナー役と動
物役を設定し，動物役の人が知らない動作（た
とえば手を水平にして片足でぴょんぴょん跳ね
るなど）ができるようにコトバを使わずに訓練
する「シェイピングゲーム」と呼ばれるものを
実習した．
またタスクの中にはグループ内で討論をする
ような形式も多く含まれた．そのようなとき
は，前の週のオンデマンド講義を視聴しておか
なければ専門用語がわからないというような状
況になっていた．教室授業は全部で8回実施し
た．

3.　調査方法
2009年度春学期の授業の開始時期と終了時期
に，以下の調査が実施された．質問項目内容に
ついては「4.結果」で記述する．
(1)　eラーニング指向性尺度（24項目）
(2)　ブレンド型授業指向性尺度（10項目）
(3)　グループワーク指向性尺度（25項目）
それぞれの尺度は，質問項目に対して，「1.
まったくそう思わない，2.そう思わない，3.ど
ちらともいえない，4.そう思う，5.まったくそ
う思う」の5件法によって回答するものであっ
た．アンケートは，LMSのアンケート機能を
使って行った．回答期間は12日間とした．

4.　結果

4.1.　分析データ
事前調査の回答数は209人，事後調査の回答
数は155人であった．両方の調査における有効
回答数は74人であった．本研究では，両方の調
査に回答した74人分のデータを分析対象とし
た．

4.2.　項目分析
74人分の事前・事後の回答データに対して，
項目分析を行った．具体的には，G-P分析とI-T
相関を計算し，両方で有意差なしとなった質問
項目を不適切な項目として除外した．その結
果，以下の項目が残った．
(1)　eラーニング指向性尺度では，1項目が不
適切と判定され，表1に示す23項目が残った．
残った項目によるα係数は.877であった．
(2)　ブレンド型授業指向性尺度では，すべて
の項目が適切と判定され，表2に示す10項目が
そのまま残った．α係数は.828であった．
(3)　グループワーク指向性尺度では，1項目
が不適切と判定され，表3に示す24項目が残っ
た．残った項目によるα係数は.895であった．

4.3.　因子分析
項目分析で残った項目のデータを元にしてプ
ロマックス法による因子分析を行った．
(1)　eラーニング指向性尺度では，固有値が
順に，5.301，1.981，1.399，1.260，
1.130，.984 となり，固有値1以上を基準とし
た5因子解を採用した．これによる分散の説明
率は累積で67.0%であった．さらに，因子負荷
量が0.4未満の項目であった，4, 9, 15, 17, 22, 
23 の6項目を除外して，再び因子分析をした．



No. 質問項目 備考
1 ブレンド型は，生活のペースをつかみにくい． 逆転項目
2 ブレンド型は，eラーニングと対面授業のそれぞれ良いところを経験できる．

3 ブレンド型は，対面授業だけよりも自分の時間が増える．

4 ブレンド型は面倒くさい． 逆転項目

5 ブレンド型は，目的によって学習方法（eラーニングor対面授業）を使い分けられるところ
が良い．

6 ブレンド型は対面授業の日を忘れやすい． 逆転項目
7 ブレンド型は，eラーニングと対面授業が交互にあるのでメリハリがあって飽きない．

8 ブレンド型は，交友関係が広がらない． 逆転項目
9 ブレンド型は学習効率が高い．

10 対面授業かeラーニングかのどちらかに統一されているほうが楽である． 逆転項目
α=.828α=.828α=.828

No. 質問項目 備考
1 一人でeラーニングの授業を受けるのは寂しい．

2 知識を習得するときはeラーニングのほうがよい．

3 eラーニングは周囲の人に合わせずにすむのでよい．

4 eラーニングの授業は，ついつい先延ばしにしてしまう． 逆転項目
5 eラーニングは緊張感がなくなり，だらだらしてしまう． 逆転項目
6 eラーニングは，授業を受けている気がしない． 逆転項目
7 BBS上のディスカッションによって，思考が深まることがある．

8 eラーニングだと自分の都合に合わせて学習できる．

9 BBS上のディスカッションには参加しにくい． 逆転項目
10 eラーニングは単元名が書いてあるので，何を勉強するのかがわかりやすい． 削除項目
11 eラーニングは，友人に会えないので寂しい． 逆転項目
12 eラーニングの場合，わからないときは繰り返し見るようにしている．

13 eラーニングは単調な感じがする． 逆転項目
14 ディスカッションは対面授業のほうがやりやすい．

15 eラーニングを受けるためのパソコン操作が苦手である． 逆転項目
16 eラーニングだと気が散って先生の話に集中できない． 逆転項目
17 eラーニングのほうが効率よく学習できる．

18 eラーニングは時間や場所に拘束されないところがよい．

19 eラーニングの場合，自分が知っているところは飛ばせるのでよい．

20 eラーニングは臨場感に乏しい． 逆転項目
21 eラーニングだと計画的に学習できる．

22 eラーニングのほうが一人でじっくり勉強できる．

23 eラーニングの授業は物足りない． 逆転項目
24 eラーニングは対面授業よりも先生に対して親近感がわく．

α=.877α=.877α=.877

表1　eラーニング指向性尺度の質問項目

表2　ブレンド型授業指向性尺度の質問項目



その結果の因子パターンを表4に示した．ここ
で，それぞれの因子に対して，「緊張感，柔軟
性，孤独感，親近感，学習効果」というラベル
をつけた．最終的なα係数は.840であった．
(2)　ブレンド型授業指向性尺度では，固有値
が順に，4.163，1.322，.967 となり，固有値1
以上を基準とした2因子解を採用した．これに
よる分散の説明率は累積で64.5%であった．さ
らに，因子負荷量が0.4未満の項目であった項目
8を除外して，再び因子分析をした．その結果の
因子パターンを表5に示した．ここで，それぞ
れの因子に対して，「学習効果，面倒さ」とい
うラベルをつけた． 最終的なα係数は.842で
あった．
(3)　グループワーク指向性尺度では，スク
リープロットの急落から4因子解を採用した．

これによる分散の説明率は累積で56.8%であっ
た．さらに，因子負荷量が0.4未満の項目，およ
び複数因子で負荷量が0.4以上の多重負荷項目で
あった，14, 15, 16, 18, 25, 11, 20 の6項目を
除外して，再び因子分析をした．その結果の因
子パターンを表6に示した． ここで，それぞれ
の因子に対して，「スキル，意義，達成感，メ
ンバーシップ」というラベルをつけた． 最終的
なα係数は.856であった．

4.4.　授業前後での因子得点の変化
前項の因子分析を元にして，各受講生の授業
前後での因子得点を算出した．その因子得点の
平均値について，授業前後で有意な差があるか
どうかをt検定した．
(1)　eラーニング指向性尺度では，「緊張
感，柔軟性，孤独感」の3因子では，前後での

No. 質問項目 備考
1 グループワークで他の人の意見を聞くとき，適切なあいづちを打てる．

2 グループのメンバーの中に不真面目な人がいると，不愉快になる． 削除項目
3 グループワークで他人の意見を聞くことは有意義だと思う．

4 グループのメンバー全員が同じ評価になるのは不公平だと思う． 逆転項目
5 グループワークでは，リーダーシップを発揮できる．

6 グループワークで自分の役割を果たすことができる．

7 グループワークで初対面の人と話すのに抵抗がある． 逆転項目
8 グループワークで自分の意見を述べることは有意義だと思う．

9 グループワークがうまくいかないときに，解決策を示せる．

10 グループワークは達成感がある．

11 グループで話し合うのは無意味だと思う． 逆転項目
12 グループのメンバーの中に能力の低い人がいると，イライラする． 逆転項目
13 グループワークでは，メンバー全員を見渡しながら話せる．

14 グループワーク中に，その場の空気を読んで対応できる．

15 グループで話し合うのは楽しい．

16 グループワークでは，学術的知識は得られないと思う． 逆転項目
17 グループワークで相手の意見を引き出すような質問ができる．

18 グループのメンバーの中に強引な人がいると，気後れする． 逆転項目
19 グループワークで相手の意見に対して適切なコメントができる．

20 グループワークは面倒くさい． 逆転項目
21 自分の考えを整理して話すことが苦手である． 逆転項目
22 グループワークでは積極的に発言できる．

23 グループワークはやりがいがある．

24 グループのメンバーによっては，やる気がなくなる． 逆転項目
25 グループワークでいろいろな人に出会えるのがうれしい．

α=.895α=.895α=.895

表3　グループワーク指向性尺度の質問項目



質問項目
因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５

質問項目
緊張感 柔軟性 孤独感 親近感 学習効果

13. eラーニングは単調な感じがする． 0.796 -0.059 0.077 0.005 0.170

6. eラーニングは，授業を受けている気がしない． 0.699 -0.122 -0.064 -0.058 0.020

20. eラーニングは臨場感に乏しい． 0.589 0.052 0.003 -0.219 -0.004
16. eラーニングだと気が散って先生の話に集中で
きない． 0.494 -0.054 0.125 0.136 -0.155

5. eラーニングは緊張感がなくなり，だらだらして
しまう． 0.480 0.053 0.141 -0.004 -0.156

3. eラーニングは周囲の人に合わせずにすむのでよ
い． 0.091 0.779 -0.182 0.117 -0.274

18. eラーニングは時間や場所に拘束されないとこ
ろがよい． -0.006 0.613 0.061 -0.313 0.270

8. eラーニングだと自分の都合に合わせて学習でき
る． -0.082 0.578 0.071 -0.054 0.099

19. eラーニングの場合，自分が知っているところ
は飛ばせるのでよい． -0.121 0.553 0.309 0.012 0.061

2. 知識を習得するときはeラーニングのほうがよ
い． -0.025 0.527 -0.059 0.215 -0.111

1. 一人でeラーニングの授業を受けるのは寂しい． 0.123 0.031 0.745 0.108 -0.119

11. eラーニングは，友人に会えないので寂しい． 0.073 0.131 0.715 -0.003 -0.006
24. eラーニングは対面授業よりも先生に対して親
近感がわく． -0.001 -0.015 0.042 0.784 0.191

14. ディスカッションは対面授業のほうがやりやす
い． 0.113 -0.010 -0.057 -0.529 -0.144

12. eラーニングの場合，わからないときは繰り返
し見るようにしている．

0.096 0.034 -0.190 0.102 0.511

21. eラーニングだと計画的に学習できる． 0.104 0.303 -0.114 0.238 0.489
7. BBS上のディスカッションによって，思考が深ま
ることがある． -0.107 -0.107 0.091 0.181 0.473

α=.840α=.840α=.840α=.840α=.840α=.840

表4　eラーニング指向性尺度の因子分析結果

質問項目
因子１ 因子２

質問項目
学習効果 面倒さ

5. ブレンド型は，目的によって学習方法（eラーニングor対面授業）を使い分けられる
ところが良い． 0.994 0.212

2. ブレンド型は，eラーニングと対面授業のそれぞれ良いところを経験できる． 0.652 -0.037

9. ブレンド型は学習効率が高い． 0.459 -0.266

3. ブレンド型は，対面授業だけよりも自分の時間が増える． 0.451 0.065

10. 対面授業かeラーニングかのどちらかに統一されているほうが楽である． 0.008 0.815

6. ブレンド型は対面授業の日を忘れやすい． 0.270 0.695

1. ブレンド型は，生活のペースをつかみにくい． -0.097 0.630

4. ブレンド型は面倒くさい． -0.258 0.557
7. ブレンド型は，eラーニングと対面授業が交互にあるのでメリハリがあって飽きな
い． 0.340 -0.461

α=.842α=.842α=.842

表5　ブレンド型授業指向性尺度の因子分析結果
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質問項目
因子１ 因子２ 因子３ 因子４

質問項目 スキル 意義 達成感 メンバー
シップ

5. グループワークでは，リーダーシップを発揮できる． 0.956 -0.280 -0.057 0.000

22. グループワークでは積極的に発言できる． 0.875 0.047 -0.126 0.032
19. グループワークで相手の意見に対して適切なコメントがで
きる． 0.627 0.045 0.093 0.109

17. グループワークで相手の意見を引き出すような質問ができ
る． 0.616 -0.004 0.087 -0.085

9. グループワークがうまくいかないときに，解決策を示せる． 0.608 -0.159 0.215 -0.077

7. グループワークで初対面の人と話すのに抵抗がある． -0.571 -0.306 0.063 0.182

21. 自分の考えを整理して話すことが苦手である． -0.556 -0.017 0.054 -0.030

6. グループワークで自分の役割を果たすことができる． 0.546 0.244 0.106 0.048
1. グループワークで他の人の意見を聞くとき，適切なあいづち
を打てる． 0.463 0.041 -0.123 -0.063

13. グループワークでは，メンバー全員を見渡しながら話せ
る． 0.423 0.374 0.053 0.118

3. グループワークで他人の意見を聞くことは有意義だと思う． -0.117 0.816 -0.113 -0.062
8. グループワークで自分の意見を述べることは有意義だと思
う． 0.105 0.677 0.058 0.081

10. グループワークは達成感がある． -0.036 -0.139 1.030 -0.020

23. グループワークはやりがいがある． -0.033 0.342 0.533 -0.005
12. グループのメンバーの中に能力の低い人がいると，イライ
ラする． 0.031 -0.113 -0.026 0.761

4. グループのメンバー全員が同じ評価になるのは不公平だと思
う． 0.132 -0.029 -0.002 0.596

24. グループのメンバーによっては，やる気がなくなる． -0.221 0.140 -0.015 0.508

α=.856α=.856α=.856α=.856α=.856

表6　グループワーク指向性尺度の因子分析結果
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図1　授業前後でのeラーニング指向性尺度の因子得点（縦軸）の変化

ns. ns. ns.



有意差はなかった（t(73)=-1.34, ns.; t(73)=-0.25, 
ns.; t(73)=0.56, ns.）．しかし「親近感，学習効
果」の2因子では，前後での有意差が見られた
（t(73)=-2.23, p<.05; t(73)=2.31, p<.05）．eラー
ニングにおける「親近感」は授業後に有意に高
まり，「学習効果」は授業後に有意に低くなっ
た．
(2)　ブレンド型授業指向性尺度では，「学習
効果」の因子では，前後での有意差はなかったt
(73)=-0.75, ns.）．しかし「面倒さ」の因子で
は，前後での有意な傾向が見られた（t(73)=1.69,  
p<.10）．ブレンド型授業における「面倒さ」は
授業後に低くなる傾向を示した．
(3)　グループワーク指向性尺度では，「意
義，達成感，メンバーシップ」の3因子では，前
後での有意差はなかった（t(73)=-1.58, ns.; 
t(73)=-1.43, ns.; t(73)=0.50, ns.）．しかし「スキ
ル」の因子では，前後での有意差が見られた（t
(73)=-5.66, p<.01）．グループワークにおける
「スキル」は授業後に有意に高まったことが示
された．

5.　考察

5.1.　eラーニング指向性の変化
eラーニング指向性尺度のデータ分析によっ
て，eラーニングにおける「親近感」は授業後に
有意に高まり，「学習効果」は授業後に有意に
低くなったことが示された．
授業前では，eラーニングに対して持っていた
機械的で冷たい印象が，授業後にはそれほどで
もないという印象に変化したことが示唆され
た．
一方，学習効果については，授業後には低く
なった．これは，授業が進むにしたがって，e
ラーニングの役割が軽くなっていったことが考
えられ．この授業では，配信されたオンデマン
ド講義をかなり忠実に文章化したテキストが配
布されており，このテキストを読むことで内容
のほとんどは理解できる．このため，オンデマ
ンド講義にそれほどの学習効果を見いだせな
かったのではないかと考えられる．
これは，見方を変えると，対面授業が強制力
を持ち，そのことにより学習のペースを作って
いたとも考えられる．
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図2　授業前後でのブレンド型授業指向性尺度の因子得点（縦軸）の変化
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図3　授業前後でのグループワーク指向性尺度の因子得点（縦軸）の変化
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5.2.　ブレンド型授業指向性の変化
ブレンド型授業指向性尺度のデータ分析に
よって，ブレンド型授業における「面倒さ」は
授業後に低くなる傾向が示された．
授業前では，ブレンド型授業に対して持って
いた面倒な印象が，授業後にはそれほどでもな
いという印象に変化したことが示唆された．こ
れは，オンデマンド講義と教室での対面授業が
内容的に強く結びついており，また，オンデマ
ンド講義では知識の習得，対面授業では議論を
中心とした実習という特徴的な学習形態の組み
合わせであったため，授業が進むにつれ，その
やり方に慣れてくると，そのサイクルが自然な
ものとして受け入れられるようになったと考え
られる．

5.3.　グループワーク指向性の変化
グループワーク指向性尺度のデータ分析に
よって，グループワークにおける「スキル」は
授業後に有意に高まったことが示された．
これは，小グループにおける討論や発表と
いった活動を毎回ほぼ90分間続けることによ
り，最初は苦手だった受講生も，次第にスキル
を上げていったのではないかと考えられる．単
に，その場で考えたことを話しあうようなグ
ループワークでは，表面的なコミュニケーショ
ンで終わってしまう可能性が高い．しかし，こ
の授業では，前の週にオンデマンド講義を受
け，小テストによって知識を獲得していた．そ
れが準備となって，グループによる学習活動が
苦手な人であっても，何がしかの貢献ができ，
結果としてグループワークのスキルが伸びたの
ではないかと考えられるだろう．

5.4.　ブレンド型授業における授業者の懸念
ブレンド型授業を行う場合，授業者は，(1) 学
生が対面授業の日を間違えないか，また，(2) 
eラーニングを視聴せずに来るのではないか，と
いうことを懸念するだろう．しかし，ブレンド
型指向性の「面倒さ」が低くなったことから，
(1)の懸念は小さくなった．むしろ，対面授業が
学習を進めるうえでのペースメーカーとなり，
自発的な学習を促進しているということが示唆
された．
ブレンド型授業の場合，対面授業はアクセン
ト的なイベントとなっている．すべてをeラーニ
ングで実施する場合は，「＊月＊日までに視聴
せよ」という区切りはあるけれども，目立つイ

ベントはない．また，すべてを対面授業で行う
場合も，毎週繰り返し授業が続くだけで，イベ
ントはない．この意味で，授業の途中に目安と
なるイベントがあれば，ペースもつかみやすい
だろう．ブレンド型授業では，このような特徴
によって，学習のペースがつかみやすいのでは
ないだろうか．それがブレンド型授業を実施す
るメリットともいえるだろう．

6.　結論
eラーニングと実習中心の対面授業を隔週で組
み合わせたブレンド型授業を実践した．受講学
生の，eラーニング指向性，ブレンド授業指向
性，グループワーク指向性が，授業前後でどの
ように変化したかをアンケート調査により検討
した．３つの尺度を因子分析し，その因子得点
の変化を検討した結果，次のことが明らかに
なった．(1) eラーニングにおける「親近感」は
授業後に有意に高まり，「学習効果」は授業後
に有意に低くなった．(2) ブレンド型授業におけ
る「面倒さ」は授業後に低くなる傾向が示され
た．(3) グループワークにおける「スキル」は授
業後に有意に高まった．これらの結果は，ブレ
ンド型授業が，eラーニングの有効性を高め，同
時に，教室での授業におけるグループワークの
スキルを高めることを示唆するものであり，ブ
レンド型授業の有効性を示していると考えられ
る．
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