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1.日本のオンライン学習の状況と可能性 

 本節では、日本、米国、中国、韓国における高校生のオンライン学習に関する意識調査の 2 次

分析を行うことで、日本の学校教育におけるオンライン学習の導入について示唆を得ることを目

的とする。 

 日本の小中学校では一人 1 台のタブレット環境の実現が進められており、オンライン学習の有

効な教育実践の方法を検討することが、今後さらに重要になるといえる。2016 年に実施した 4か

国における高校生の勉強に関する調査結果では、「インターネットで学習の情報や資料を調べたり、

収集したりすること」を「よくする」と「時々する」と回答した割合の合計は、日本では 61.3%で

あり、米国 85.5%、中国 76.9%、韓国 71.9%に対して低い割合であった１）。本調査でも図 2-1をみ

ると、オンライン学習を利用したことが「ある」と回答した日本の高校生は 48.8%であり、韓国

72.4%、米国 70.8%、中国 58.3%に対して、４か国中最も低いことが報告されている。さらに、イ

ンターネットの活用についての学校の取組すべてで「よくある」あるいは「時々ある」と回答し

た割合の合計も、日本は４か国の中で最も低かった（図 1-2）。「問 8 あなたは学校でインターネ

ットを利用する学習を取り入れてほしいですか。」という質問で「すでに取り入れている」という

回答割合は、米国 25.7%、中国 15.0%、日本 4.4%、韓国 4.4%であり、４か国で導入状況に差がみ

られる。この質問に対する日本の高校生の回答割合は、「ぜひ取り入れてほしい」25.8%、「どちら

かといえば取り入れてほしい」40.6%、「あまり取り入れてほしいと思わない」21.6%、「全く取り

入れてほしいと思わない」6.3%であり、学校教育におけるオンライン学習の導入へ抵抗感を抱い

ている高校生も３割弱ほど（「あまり取り入れてほしいと思わない」21.6%＋「全く取り入れてほ

しいと思わない」6.3%）みられた。日本では、オンライン学習のこれまでの経験が少ない状況で、

学校教育での導入が進んでいくことが予想される。学校でインターネットを利用する学習を取り

入れることへの意見によって、自分自身についての評価や勉強の自主性に違いがみられるかを明

らかにすることは、学校教育におけるオンライン学習を導入する上での参考になるといえる。そ

して、オンライン学習をしている時の状況でみられる意識（図 3-1～図 3-6）に着目し、その相互

関係を明らかにすることで、各国のオンライン学習の特徴について理解することができると考え

た。 

 具体的には、以下の 3つの分析を行う。第１に、自分自身についての評価（問 4）と勉強の自主

性（問 5）を尋ねる項目の内容を検討し、得点化を行う。第２に、自分自身についての評価（問 4）

と勉強の自主性（問 5）について、学校でのインターネットを利用する学習の取り入れへの意見

（問 8）による得点比較を４か国ごとに行う。第３に、オンライン学習をしている時の状況（問

19）の相互関係を４か国ごとに検討する。 
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2.自分自身についての評価および勉強の自主性に関する検討 

はじめに、自分自身についての評価を尋ねる 11 項目（問 4）への回答について、４か国をあわ

せて最尤法による因子分析（プロマックス回転）を行った（表 1）。分析の結果、２因子が最適解

として抽出された。第１因子には、「j.いろいろな体験をするのが好きだ」、「k.いろいろな人と会

って交流するのが好きだ」などの５項目が.350 以上の負荷量を示したことから、「体験への積極

性」として解釈された。第２因子には、「a.自分は、勉強が得意な方だ」、「b.私は人並みの能力が

ある」などの５項目が.350 以上の負荷量を示したことから、「自己肯定感」として解釈された。「体

験への積極性」はα=.794、「自己肯定感」はα=.738 であり、十分な信頼性が確かめられた。 

続けて、勉強の自主性を尋ねる 7項目（問 5、たとえば「d.授業の内容を復習する」）への回答

も、４か国をあわせて最尤法による因子分析（プロマックス回転）を行った。その結果、第１因

子への負荷量は.562～.732 であり、説明された分散の割合も 50.7%であった。α＝.837 であった

ことからも、その 1次元性が確かめられた。 

「体験への積極性」５項目と「自己肯定感」５項目、「勉強の自主性」７項目それぞれについて、

回答へ付与した値を足し算して項目数で除算することで得点を算出した。 

 

表 1 自分自身についての評価 11 項目への因子分析結果（最尤法、プロマックス回転） 

 
 

3．「体験への積極性」と「自己肯定感」、「勉強の自主性」の学校でのインターネットを利用する

学習の取り入れへの意見による得点比較 

「体験への積極性」と「自己肯定感」、「勉強の自主性」の各得点について、学校でのインター

ネットを利用する学習の取り入れへの意見（問 8）を要因とした分散分析を４か国ごとに行った

（表 2）。 

オンライン学習の利用率が低い日本での結果に着目すると、「体験への積極性」（F(4, 

2168)=8.055, p<.001）と「勉強の自主性」（F(4, 2162)=4.636, p<.01）で有意差がみられた。多

重比較（Tukey の HSD 法）の結果、学校でのインターネットを利用する学習を「ぜひ取り入れてほ

しい」という高校生は、「すでに取り入れている」以外の回答者と比べて、体験への積極性がみら

f1 f2 共通性 平均値 (SD )

j. いろいろな体験をするのが好きだ .937 -.201 .674 1.810 (0.749)

k. いろいろな人と会って交流するのが好きだ .663 -.108 .358 2.020 (0.845)

i. 自分で観察したり、実験したりするのが好きだ .538 .184 .452 2.140 (0.821)

g. いつも新しいことに挑戦している .435 .345 .504 2.190 (0.788)

h. わからないことを自分で考えたり、調べたりするのが好きだ .378 .318 .400 2.050 (0.772)

a. 自分は、勉強が得意な方だ -.083 .712 .437 2.450 (0.783)

b. 私は人並みの能力がある .070 .606 .427 2.010 (0.742)

f. 人から言われなくても、自分から進んでやる .153 .533 .413 2.100 (0.726)

d. 自分のことは、できるだけ自分でするようにしている .190 .402 .297 1.800 (0.661)

e. きまりやルールをきちんと守るほうだ .145 .361 .219 1.720 (0.670)

c. 周りの人の意見に影響されるほうだ .020 -.032 .001 2.310 (0.816)

因子間相関                     f1　 .649

注) 2因子で説明された分散の割合の合計は、48.0%であった。.350以上の因子負荷量を枠で囲んだ。得点範囲は

　　「とてもそう思う」(1点)～「全くそう思わない」（4点）、SD（Standard Deviation）は標準偏差である。

　　9163名の回答を分析した。　
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れた。学校でのインターネットを利用する学習を「あまり取り入れてほしいと思わない」という

高校生は、「どちらかといえば取り入れてほしい」という回答者に比べて、勉強の自主性がみられ

た。 

４か国すべてにおいて、学校でのインターネットを利用する学習を取り入れることに前向きで

あるほど、体験への積極性もみられるという傾向が示された。一方で、日本においては、学校で

のインターネットを利用する学習を「あまり取り入れてほしくない」という高校生が自主的な勉

強を行う傾向がみられた。したがって、現在の学習方法にある程度慣れている高校生は、学校で

インターネットを利用する学習を取り入れることへ抵抗感を示す場合もあることが考えられた。

なお、日本以外の３か国では学校でのインターネット利用を「ぜひ取り入れてほしい」という高

校生が自己肯定感を抱いている傾向にあり、米国と中国では「ぜひ取り入れてほしい」という高

校生が勉強の自主性を示す傾向が概ねみられた。 

 

表 2 「体験への積極性」と「自己肯定感」、「勉強の自主性」の学校でのインターネット     

を利用する学習の取り入れへの意見による得点比較 

 

 

4.オンライン学習をしている時の状況の相互関係 

オンライン学習をしている時の状況について尋ねる６項目（問 19）について、４か国ごとに

Spearman の順位相関を算出した（表 3）。これらの項目には、オンライン学習をしたことが「ある」

という高校生のみが回答している。 

「a.集中して学習できる」と「b.授業内容が理解できる」は、4 か国すべてで.300 以上の正の

相関がみられた。中国では、「a.集中して学習できる」、「b.授業内容が理解できる」、「c.学習の効

果を高めるために、いろいろな工夫をする」と「d.わらかないことがあったら、オンライン上の

先生やメンバーなどに質問をする」、「e.わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる」

の間に.300 以上の正の相関がみられた（rs=.445～.657）。韓国でも、「c.学習の効果を高めるため

に、いろいろな工夫をする」と「e.わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる」の間

に.327 の正の相関がみられた。 

問8.あなたは学校でインター

ネットを利用する学習を取り

入れてほしいですか。
F値

多重比較の
結果

日本

体験への積極性 2.109 (0.591) 2.278 (0.534) 2.236 (0.579) 2.268 (0.699) 2.233 (0.563) 8.055 *** 1<2=3=4

自己肯定感 2.207 (0.459) 2.260 (0.398) 2.214 (0.414) 2.280 (0.553) 2.257 (0.453) 2.034

勉強の自主性 2.161 (0.482) 2.183 (0.457) 2.079 (0.495) 2.080 (0.556) 2.196 (0.508) 4.636 ** 3<2

米国

体験への積極性 1.779 (0.532) 1.834 (0.548) 1.898 (0.488) 2.140 (0.704) 1.789 (0.520) 5.367 *** 1=2=5<4

自己肯定感 1.745 (0.515) 1.776 (0.482) 1.867 (0.470) 1.981 (0.589) 1.742 (0.465) 3.450 ** 1=5<4

勉強の自主性 1.854 (0.400) 1.875 (0.402) 1.956 (0.422) 2.052 (0.441) 1.887 (0.400) 3.175 * 1<4

中国

体験への積極性 1.802 (0.638) 2.031 (0.508) 2.191 (0.561) 2.429 (0.803) 2.056 (0.558) 63.197 *** 1<2=5<3<4

自己肯定感 1.812 (0.528) 1.939 (0.414) 1.978 (0.497) 2.301 (0.742) 1.966 (0.475) 35.008 *** 1<2=3=5<4

勉強の自主性 1.735 (0.513) 1.872 (0.400) 1.875 (0.454) 2.069 (0.632) 1.891 (0.455) 26.811 *** 1<2=3=5<4

韓国

体験への積極性 1.906 (0.582) 2.141 (0.525) 2.231 (0.569) 2.275 (0.608) 2.132 (0.512) 15.191 *** 1<2=3=4=5

自己肯定感 2.130 (0.515) 2.189 (0.413) 2.232 (0.418) 2.242 (0.558) 2.331 (0.475) 3.809 ** 1<5

勉強の自主性 1.901 (0.549) 1.895 (0.498) 1.875 (0.495) 1.979 (0.531) 1.901 (0.451) 0.972

　　* p<.05（5%水準で有意）、 ** p<.01（1%水準で有意）、*** p<.001（0.1%水準で有意）を示している。

1.ぜひ取り入れて

ほしい

2.どちらかといえば

取り入れてほしい

3.あまり取り入れて

ほしいと思わない

4.全く取り入れて

ほしいと思わない

5.すでに

取り入れている

461-467名 486-490名 89-90名 41-43名 379-384名

566-567名 890-895名 473-475名 138-139名 97-98名

103名 584名

注）「体験への積極性」と「自己肯定感」（1.000-4.000）、「勉強の自主性」（1.000-3.000）の得点が小さいほど、各傾向がみられる。

252-254名 882-889名 257-260名 132-133名 70-71名

1213名 1634名 369名
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 ４か国ごとにオンライン学習をしている時の状況間の相関係数に相違がみられたことから、「オ

ンライン学習」と一口にいっても、各国におけるオンライン学習の形態や利用の仕方は異なる可

能性が指摘できる。特に中国では、オンライン学習をしている時に集中して学習できたり、授業

内容が理解できたりしているほど、わからないことがあったらオンライン上の先生やメンバー、

周りの友達に聞いてみるという傾向がみられた。すなわち、オンライン学習への個人による取り

組みと他者とのやり取りが相互に活性化しているという特徴があるといえる。 

 

表 3  オンライン学習をしている時の状況に関する Spearman の順位相関係数 

 

 

5.日本の学校教育におけるオンライン学習の導入の展望 

以上の追加分析の結果から、日本、米国、中国、韓国すべての高校生で学校でのインターネッ

トを利用する学習を取り入れることに前向きであるほど、体験への積極性もみられることが示唆

された。一方で、現在の学習方法にある程度慣れている日本の高校生は、学校でインターネット

を利用する学習を取り入れることへ抵抗感を示す場合もあることが考えられた。さらに、各国に

おけるオンライン学習の形態や利用の仕方が異なる可能性にも留意する必要がある。 

 本調査ならびに本節の追加分析における国際比較の結果を踏まえて、特に日本の学校教育にお

けるオンライン学習の導入について、次の３点を提案する。第１に、学校でインターネットを利

用する学習を取り入れることへ抵抗感を示す高校生に、現在の学習方法とオンライン学習の橋渡

しを行うことである。これまでの学習方法に慣れている高校生ほど、オンライン学習という新し

b c d e f

日本 (1053-1056名)

a. 集中して学習できる  .570***  .386***  .066*  .154*** -.183***

b. 授業内容が理解できる  .401*** -.023  .106** -.132***

c. 学習の効果を高めるために、いろいろな工夫をする  .157***  .268*** -.144***

d. わからないことがあったら、オンライン上の先生やメンバーなどに質問する  .314***  .085**

e. わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる

f. わからないことがあったら、そのままにしておく

米国 (1027-1043名)

a. 集中して学習できる  .338***  .284***  .103**  .116*** -.131***

b. 授業内容が理解できる  .245***  .131***  .190*** -.191***

c. 学習の効果を高めるために、いろいろな工夫をする  .176***  .164*** -.196***

d. わからないことがあったら、オンライン上の先生やメンバーなどに質問する  .164***  .006

e. わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる -.112***

f. わからないことがあったら、そのままにしておく

中国 (2275名)

a. 集中して学習できる  .628***  .511***  .445***  .478***  .098***

b. 授業内容が理解できる  .582***  .525***  .505***  .140***

c. 学習の効果を高めるために、いろいろな工夫をする  .587***  .562***  .192***

d. わからないことがあったら、オンライン上の先生やメンバーなどに質問する  .657***  .268***

e. わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる  .228***

f. わからないことがあったら、そのままにしておく

韓国 (1161-1167名)

a. 集中して学習できる  .541***  .350***  .276***  .242*** -.089**

b. 授業内容が理解できる  .389***  .224***  .292*** -.177***

c. 学習の効果を高めるために、いろいろな工夫をする  .208***  .327*** -.166***

d. わからないことがあったら、オンライン上の先生やメンバーなどに質問する  .254***  .043

e. わからないことがあったら、周りの友達に聞いてみる -.222***

f. わからないことがあったら、そのままにしておく

注) 人数以外の数値はSpearmanの順位相関係数（rs）であり、rs>.300以上の箇所を網掛けした。

　　* p<.05（5%水準で有意）、 ** p<.01（1%水準で有意）、*** p<.001（0.1%水準で有意）を示している。
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い方法をうまく活用できないのではないかという不安が生じることもありえる。また、学校での

インターネットを利用する学習を取り入れることに前向きであるほど体験への積極性もみられる

という傾向が示されたことから、様々な体験への積極性を養うこともオンライン学習への抵抗感

を小さくする上で有効であると考えられる。第２に、オンライン学習への個人による取り組みと

他者とのやり取りをつなげることである。中国におけるオンライン学習を提供するプラットフォ

ームとして、「独立型」（知名度の高い講師が独自コンテンツを提供）、「提携型」（オーディオ関連

商品に加えたコンテンツの多様化を推進）、「モデルシフト型」（ソーシャルネットワークを活かし

コンテンツ提供者や利用者同士のコミュニケーションが可能）という三つの分類が紹介されてい

る 2）。プラットフォームの有効活用に加えて、eラーニングによる授業運営においては、個々の学

習者に対する指導や支援、グループディスカッションでのモデレーションなどの学習支援活動の

役割を担う「メンター」の重要性も指摘されている 3）。第３に、オンライン学習の経験が卒業後の

インターネットの活用にもつながることを視野に入れることである。本調査における日本の高校

卒業後の進路（問 3）は「大学へ進学する予定」が 81.1%であり、オンライン学習をする主な理由

は「試験のため」が 52.9%で最も多かった（図 2－4）。このようにオンライン学習の導入について

回答する上で、大学入試を念頭に置いている高校生が多いことも考えられる。これに対して、小

学生や中学生ではオンライン学習に対する意識も異なることが予想される。そこでは、単なる試

験勉強にとどまらず、生徒にとってオンライン学習の経験が卒業後にどのように役立つのかを考

えることが重要になるといえる。 

 オンライン学習は、インターネットを利用することによって、生涯をとおして継続的で多様な

形態での学習を可能にする。平成 29・30（2017・2018）年改定の学習指導要領では、生徒自身が

問題を発見し、解決するという探究の過程が重視されている。日本の学校教育におけるオンライ

ン学習の導入にあたっても、青少年が生涯にわたって学び続けることのできる力を育てることが

大切であると考えられた。 
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