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抄録：我々はWWWを用いた教育素材の評価と改

善の試みを２００２年から続けてきたが，IT 技術の急

速な進歩により学生のネットワーク利用状況も大き

く変化したと思われる。そのため，改善に必要な基

礎的情報を得ることを目的に，インターネット利用

動向等に関するアンケートを行い，２００２年との比較

を中心に分析を行った。２００４年１月と２月に東京歯

科大学３年生，５年生および６年生に対して行い，

その有効回答率は９０．４％（３５８人）であった。パソコ

ン利用率，インターネット利用時間はともに２年前

に比べ増加していた。半数近くの学生が自宅からも

教育用WWWを利用していた。補綴ⅠWWWの利

用率，利用目的は各学年によって違いがあることが

分かった。よって，学年ごとのニーズを把握した上

で，更新する必要性が示された。「動画や写真など

の視覚素材の増量」や「表示速度の向上」の希望が

多く，これは２００２年と同様であり改善が不十分であ

ることが伺われた。

緒 言

我々の講座では２００１年１０月に歯科補綴学第一講座

教育用WWW（補綴ⅠWWW）として，総義歯学，

老年歯科医学の教育用サイトを立ち上げ，学内イン

トラネット（東京歯科大学ネットワークシステム，

Tokyo Dental College Information Network Sys-

tem ; TDC net）を通じて提供してきた。しかし，

Web Based Training（WBT）は自学自習が基本であ

るため，教育素材の提供者からは学生の利用状況や

ニーズを的確に把握するのは困難である。そのため

我々は，２００２年の１月と２月にWWWを用いた教

育素材の利用実態に合わせた内容の更新，充実およ

び技術的な改善を目的としてアンケートを行い，そ

の結果を報告してきた１～４）。そして，実際にその結

果を我々の教育用WWWの評価と改善に役立てて

きた。その後２年が経過し，我が国におけるインター

ネットの世帯普及率が７割を超える１）など社会と学

生をとりまく状況も変化してきたため，再度アン

ケート調査を行うことで現在の利用状況を把握する

とともに，前回の調査結果と比較，検討し補綴Ⅰ

WWWの評価と更新のために関する有益な情報を

得ることとした。

方 法

調査対象は，東京歯科大学に在籍する３年生１３９

人，５年生１２１人，６年生１３６人の合計３９６人を調査

対象とした。２００４年１月２８日，２月１８日，２７日の３

日間に質問紙によるアンケートを集合調査法にて実

施した。サンプリングはせず全数調査を行った。ア

ンケートは無記名で行った。調査項目は，２００２年の

調査２，３）を参考に IT機器の所有および利用に関して

７問，教育用Web（http : //www.tdc.ac.jp/edu/）に

調査報告

WWW（World Wide Web）を用いた教育素材の
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関して３問，補綴ⅠWWW（http : //www.tdc.ac.jp

/edu/cdp/）に関して７問，学年・性別２問の計１９

問で構成した（表１）。分析は単純集計およびクロス

集計にて行った。

結 果

有効回答率は，３年生１００％（１３９人），５年生９６．７％

（１１７人），６年生７５．０％（１０２人），全体では９０．４％（３５８

人）であった。回答者の性別は，男性６３．９％（２２９人），

女性３５．９％（１２８人），無回答０．２％（１人）であった。

１．IT機器の所有および利用

パーソナルコンピュータの所有率の結果を表２に

示す。ノート型パーソナルコンピュータ，デスクトッ

プ型パーソナルコンピュータのいずれも所有してい

ない者は２００２年調査時に１２．９％であったが，２００４年

では４．２％となり所有率は上昇した。特に，ノート

パソコンの所有率の上昇が顕著であった。インター

ネット利用歴（表３）は，最も多い回答が，「１年以上

３年未満」から「３年以上」へとシフトした。イン

ターネットをよく利用する場所は，インターネット

利用者全体で７８．８％が自宅と回答した（表４）。１週

間あたりのインターネットの利用時間を表５に，１

表１ インターネットの利用に関するアンケート

Ａ インターネットの利用に関して
１ あなたは，パーソナルコンピューターを持っていますか。
２ 現在，インターネットを利用していますか？また，利用
歴はどれくらいですか。

３ あなたがインターネットをよく利用する場所はどこですか。
４ １週間あたりのインターネット利用時間はどれくらいですか。
５ １回あたりのインターネット利用時間はどれくらいですか。
６ 現在利用しているもの，また，現在は利用していないが
今後利用してみたいものはなんですか。
① 電子メール（携帯電話での利用を除く）
② 携帯電話を利用してのメール
③ 電子メールによる無料情報配信サービス（無料メー
ルマガジンなど）

④ 電子メール以外のコミュニケーションサービス
（チャット，掲示板）
⑤ ニュース・天気予報・スポーツニュース
⑥ 生活情報
⑦ 趣味・エンターテイメント
⑧ 学術情報（文献，論文など）

７ あなたは，何かを学ぶためにインターネットを利用した
ことがありますか。

Ｂ 東京歯科大学教育用Webサイトの利用に関して
８ 教育用Webサイトは自宅（学外）から接続（アクセス）で
きることを知っていましたか。

９ あなたは，東京歯科大学教育用サイトを自宅（学外）から
利用したことがありますか。

１０あなたはなぜ，東京歯科大学教育用サイトを自宅（学外）
から利用しなかったのか。

Ｃ 補綴第一講座の教育用Webに関して
１１補綴第１講座の教育用Webサイトを最低１年間で閲覧
しましたか。

１２補綴第１講座の教育用Webサイトに自分自身で接続
（アクセス）した回数はどれくらいですか。

１３あなたは，なぜ１回～３回しか接続（アクセス）しなかっ
たのですか？

１４何のために補綴第１講座の教育用Webサイトを利用し
ましたか？

１５補綴第１講座の教育用Webサイトを利用して，知りた
い情報が見つかりましたか？

１６あなたが補綴第１講座の教育用Webサイトに期待する
ことはなんですか？

１７今後，補綴第１講座の教育用Webサイトの構成上，最
も改善を期待することはなんですか？

１８学年
１９性別

表２ パーソナルコンピュータ所有率（％）

２００４年（n＝３５８） ２００２年（n＝３６９）

ノートパソコン ８５．５ ６３．２
デスクトップパソコン ３１．６ ３９．９
どちらも所有しない ４．２ １２．９
無回答 ０．０ ０．６

（対象：全回答者）

表３ インターネット利用歴（％）

２００４年（n＝３３０） ２００２年（n＝３１５）

１年未満 ７．６ ２２．７
１年以上３年未満 ３２．６ ４９．５
３年以上 ５７．４ ２５．２
わからない １．７ １．６
無回答 ０．７ １．０

（対象：インターネット利用者）

表４ インターネットを利用する場所（複数回答）（％）

２００４年（n＝３３０） ２００２年（n＝３１５）

自宅 ７７．１ ７８．８
学校・勤務先 ３７．７ ３９．３
その他 ３．２ １０．９

（対象：インターネット利用者）
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回あたりのインターネットの利用時間を表６に示

す。

インターネットの利用目的を図１に，現在は利用

していないが今後利用してみたい項目を図２に示

す。学習目的でのインターネットの利用では，３年

生９７．８％，５年生８３．８％および６年生の６６．７％が「大

学の勉強」を目的に利用していた。また全体の６８．０％

が「一般教養・趣味」のために利用していた（表７）。

２．教育用Web の認知度および利用

２００２年調査時には教育用Web は自宅（学外）から

接続することはできなかった。当時，学外から接続

することができないことを知っていた者は全体で

６８．８％であり，知らなかった者は８．１％であった。

現在，教育用Web は学外から接続が可能になり，

そのことを知っている者は８５．７％，知らない者は

１４．３％であった。

２００２年の調査では，教育用Web を利用している

と回答したもの（１８９名）の中で教育用Web が学外

から接続が可能であれば利用したいと回答した者は

６５．３％であり，利用しないと回答した者は４．１％で

あった。今回の調査で教育用Web を利用している

と回答したもの（２２０名）で，教育用Web を学外か

らも利用していると回答した者は全体の４４．４％，利

用していないと回答した者は４０．５％，わからない

１４．５％，無回答０．６％であった。また，教育用Web

を学外から接続したことのないものの理由は，「必

要がなかったから」２９．８％，「インターネットに接

続できる環境がないから」２９．２％，「利用しようと

したが，利用の仕方がわからなかった」２７．１％，そ

の他１１．２％，無回答２．７％であった。

３．補綴ⅠWWWの利用

最近１年間に補綴ⅠWWWを閲覧したことがあ

る者は，全体の６３．７％であった（表８）。また，最近

１年間で補綴ⅠWWWへ自分自身で接続した回数

を表９に示す。また，この質問で「１～３回しか接

続しなかった」と回答したものに対し，その理由を

問うたところ「機会がなかった」，「１回で十分だっ

た」との回答が多かった（表１０）。補綴ⅠWWWの

利用目的を表１１に示す。補綴ⅠWWWにおける情

報検索の難易度を表１２に示す。学生が補綴ⅠWWW

表６ １回あたりのインターネット平均利用時間（％）

２００４年（n＝３３０） ２００２年（n＝３１５）

１５分未満 １３．６ １６．５
３０分未満 ２３．９ ２３．８
１時間未満 ３３．０ ２９．２
２時間未満 １７．９ １９．７
２時間以上 ８．８ ７．３
わからない ０．９ ２．２
無回答 ２．１ １．８

（対象：インターネット利用者）

表５ １週間あたりのインターネット平均利用時間（％）

２００４年（n＝３３０） ２００２年（n＝３１５）

１時間未満 ４０．０ ４３．７
５時間未満 ３８．２ ３２．２
１５時間未満 １２．１ １４．３
１５時間以上 ５．５ ６．０
わからない ２．７ ２．５
無回答 １．５ １．３

（対象：インターネット利用者）

図１ 現在利用しているインターネットの内容
（複数回答可）

図２ 今後利用してみたいインターネットの内容
（複数回答可）
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にどのようなことを期待しているかを表１３に示す。

今後，補綴ⅠWWWでの提供や改善を期待する事

項を表１４に示す。

考 察

１．IT機器の所有および利用

パーソナルコンピュータの所有率，インターネッ

ト利用歴ともに２００２年の調査より上昇しており，IT

環境が着実に浸透していることを裏付ける。しかし

ながらインターネットの利用時間は，２００５年の全国

調査では１日２時間以上利用するものが４７％に上昇

している５）のに対し，本学では１回あたりおよび１

週間あたりともに大きな変化は見られなかった（表

５，表６）。インターネットの利用が浸透し，効率

よく情報が得られるようになったことも考えられる

が，よく利用するものでは電子メールの利用が３６ポ

イント，ニュース・天気予報の閲覧が９ポイント増

加しており，短時間の利用が中心であることも理由

であると思われる。さらに，学術情報の検索に利用

しているものは２５％にとどまり，学習など長時間の

利用が浸透したとはいえない現状が明らかになっ

た。総務省の行った全国調査６）ではインターネット

を利用する場所は「自宅・その他」の割合は約８割

を占めるが，東京歯科大学の学生においても２００２年

からほぼ変わらず約８割が自宅であった。現在本学

では，図書室，教室，ラウンジ，セミナー室等様々

な場所からインターネットに接続できる環境を提供

しているが，自宅からも大学が提供する教育用Web

表７ 学習目的でのインターネット利用経験（複数回答）（％）

２００４年（n＝３３０） ２００２年（n＝３１５）

大学の勉強 ８２．８ ６５．５
一般教養・趣味 ６８．０ ５７．０
歯科医師国家試験勉強 １２．０ ６．８
歯科以外の資格試験 ５．９ ４．４
利用経験なし ６．２ ０．０

（対象：インターネット利用者）

表８ 補綴ⅠWWWの利用経験の有無（％）

２００４年（n＝３５８） ２００２年（n＝３６９）

３年生 ９２．８ ９６．９
５年生 ４７．４ ７．０
６年生 ４３．１ ３６．７
全体 ６３．７ ４８．２

（対象：全回答者）

表９ 補綴ⅠWWWへのアクセス回数（％）

２００４年（n＝２２０） ２００２年（n＝１７８）

０回 ３．５ １２．４
１～３回 ３９．０ ３６．０
４～１０回 ３２．８ ２９．２
１０回以上 ２４．７ １８．５
わからない ０．０ １．７
無回答 ０．０ ２．２

（対象：補綴ⅠWWWを利用したことがある者）

表１０ 補綴ⅠWWWを１～３回しか接続しなかった理由（％）

２００４年（n＝８９）２００２年（n＝６４）

機会がなかった ２１．３ ３．１
１回で十分 １４．６ ４．７
自宅で利用できない １１．２ ４０．６
ダウンロードした ９．０ ６．３
必要な所を印刷した ７．９ １５．６
特に理由はなく利用したから ６．７ ３．１
知りたい情報がない ５．６ ７．８
操作が難しい ２．２ ３．１
その他 １３．５ １０．９
無回答 ８．０ ４．７

（対象：補綴ⅠWWWの利用回数を１～３回と回答したもの）

表１１ 補綴ⅠWWWの利用目的（複数回答）（％）

２００４年（n＝２２０） ２００２年（n＝１７８）

試験勉強 ６４．５ ７３．０
連絡事項閲覧 ６１．８ ５２．８
予習・復習 ４６．８ ４３．８
レポート ２５．９ １０．７
理由なく ２５．５ ３２．０

（対象：補綴ⅠWWWを利用したことがある者）

表１２ 補綴ⅠWWWにおける情報検索の難易度（％）

２００４年（n＝２２０）２００２年（n＝１７８）

簡単に見つかった ７４．５ ５８．４
時間がかかったが見つかった ２２．７ ２５．８
見つからなかった ２．８ ７．３
無回答 ０．０ ８．４

（対象：補綴ⅠWWWを利用したことがある者）
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を閲覧できることが学生のニーズであることがこの

結果からも伺われる。２００２年調査で利用が多かった

「趣味・エンターテイメント」「電子メール」は今回

も高い利用率であったが，「ニュース・天気予報」に

加え「学術情報」の利用が増加していた。大学の勉

強のための利用も大きく増加した。これらは，本学

がインターネットを利用した情報収集法の教育を

行ってきた結果と思われる。

２．教育用Web の認知度および利用

前述の通り，学生がインターネットを最も利用す

るのは自宅である。教育用Web を自宅から利用す

ることができるようになり，約半数のものがこれを

利用していた。大学のシステム改善が学生のニーズ

を満たしたものと思われる。しかし，「利用しようと

したが，利用のしかたがわからなかった」との回答

もあることから，利用方法の周知もより一層必要で

あろう。

３．補綴ⅠWWWの利用

２００２年の調査での３年生が今回の調査の５年生で

あるが，３年生ではほぼ全員が利用していた補綴Ⅰ

WWWを５年生になってから利用していたものは

半数程度であった。これは，講義・基礎実習のため

の学習では多くの学生が利用しているが，臨床実習

での利用は少ないことを示している。２００２年と２００４

年の結果でも同様ことがいえる。補綴ⅠWWWの

目的は，「試験勉強のため」「連絡事項を見るため」

「予習・復習のため」が多かった。しかし，各学年

で利用目的は異なり，３年生は総義歯学の講義，臨

床基礎実習の「連絡事項を見るため」「予習・復習

のため」が多く，５年生では臨床実習期間の口頭試

問，レポート作成のための「試験勉強のため」「レ

ポートなど提出課題作成のため」が，６年生では歯

科医師国家試験対策としての利用が多かった。また，

アクセス回数は０回のものは減少したものの，依然

１～３回が最も多かった。このことから，試験勉強

のために利用していても，体系的な学習ではなくわ

からないことを検索するのが中心であるものが多い

ものと思われる。明治薬科大学の２００４年のアクセス

ログ解析による調査でも、講義期間中の利用は少な

いものの定期試験前に利用が急増することを明らか

にしている７）。補綴ⅠWWWを用いて情報検索する

際，「簡単に見つかった」と回答した者は，２００２年調

査時と比較して増加した。これは，学生のパソコン，

インターネットに対するスキルの向上が関与してい

ると思われる。また，我々がこれまで行ってきた評

価をもとに，ナビゲーション等を改善してきたこと

も大きく関与していると思われる。

２００２年調査時に比べ，「教科書としての充実」を望

む学生が減少した。これは，総義歯学では学生に教

科書を購入させていなかったが，現在は講義資料を

提供していることが影響していると思われる。この

ことから，学生が冊子体の教育素材に慣れ親しんで

おり，それらに対する提供の希望が多いことが伺わ

れた。また，補綴ⅠWWWに対し，「動画や写真な

どの視覚素材の増量」「表示速度の向上」を求める

回答が多かったが，これらは２００２年にも同様の傾向

であり，依然として学生の要望に応えられていない

部分があることも明らかになった。

結 論

WWWを用いた教育素材の評価と改善のための

基礎情報を得るために，２００４年１月と２月に東京歯

表１３ 補綴ⅠWWWに期待する事項（％）

２００４年（n＝２２０） ２００２年（n＝１７８）

臨床手技・術式 ３４．１ １６．９
教科書 １６．８ ２７．５
問題集 １６．４ １１．８
講義 １５．５ ２０．８
用語集 ６．８ ３．９
実習書 ５．５ ７．３
情報伝達手段 ５．０ ２．８
無回答 ０．０ ９．０

（対象：補綴ⅠWWWを利用したことがある者）

表１４ 補綴ⅠWWWの構成に、改善を期待する事項（％）

２００４年（n＝２２０）２００２年（n＝１７８）

動画 ４５．９ ３３．１
写真 ２５．０ ２３．０
操作性（ナビゲーション） １３．６ １０．７
表示速度 ９．２ １１．８
デザイン １．８ ２．２
その他 ４．５ １１．２
無回答 ０．０ ７．９

（対象：補綴ⅠWWWを利用したことがある者）
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科大学３年生，５年生および６年生に対しアンケー

トを行った結果，次の結論を得た。

１．パソコン利用率，インターネット利用時間はと

もに２年前に比べ増加していた。

２．半数近くの学生が自宅からも教育用WWWを

利用していた。

３．補綴ⅠWWWの利用率，利用目的は各学年に

よって違いがあることが分かった。よって，学年

ごとのニーズを把握した上で，更新する必要性が

示された。

４．２００２年に最も希望の多かった「教科書としての

充実」への回答は減少した。

５．「動画や写真などの視覚素材の増量」「表示速度

の向上」の希望が多く，これは２００２年と同様であっ

た。

本論文の要旨は，第２７７回東京歯科大学学会例会（２００４年６
月５日，千葉）において発表した。
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Approach to Evaluation and Improvement of WWW（World Wide Web）-based
Educational Materials

―Comparison of the Usage of the Educational WWW in２００２and２００４―

Takayuki UEDA, Satoshi KOSUGI, Tetsuya SUGIYAMA,
Kaoru SAKURAI, Ken ISHIZAKI and Kazuhiro WATANABE

Department of Complete Denture Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chair : Kaoru Sakurai）

Key words : Dental Education, Trend in Internet Utilization, Web Based Training（WBT）, Questionnaire Method

We have been evaluating and attempting to improve WWW-based educational materials since ２００２.

Student usage of the Internet appears to have undergone a major change in response to the rapid progress

that has been made information technologies. In order to assess improvement in this new information re-

source, we conducted a survey on student use of the Internet and the educational WWW and compared the

information obtained with that for２００２. The survey targeted ３rd, ５th and ６th grade students of Tokyo

Dental College and was given in January and February２００４. Valid answers were obtained from３５８stu-

dents（９０．４％）. Rate of student PC use and amount of time spent on the Internet were found to have in-

creased compared to that in２００２. Approximately half the students surveyed were using the educational

WWW at home in２００４. Rate and purpose of use of educational WWW varied depending on student year.

This suggests the necessity of improving such materials according to the needs of each student year.“In-

creases in visual materials including animations and photos”and“increase in data transmission rate”were

requested by a great number of the students surveyed. These results were similar to those obtained for

２００２. This suggests that there in still further need for improvement.

（The Shikwa Gakuho，１０５：６０９～６１５，２００５）
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