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学生の自習時間に関するWeb 調査票調査の結果

池 　 周 一 郎＊

概　　要

　社会調査法I，II において，社会調査における仮説構成の必要性を講義

するために，本学学生の自習時間に関する調査票を作成した．調査はWeb 

上で行った．調査結果を集計分析した結果を示す．有効回答標本から推定

する限りでは，本学学生の自習時間は全国平均とそれ程変らない．自習時

間には，「学習に対する好き嫌い」と「就職に対する目的意識」が影響を与え

ることがわかった．しかし，それらの要因で説明できるのは，自習時間の

全分散の2 割程度に過ぎない．学生の自習時間の決定要因に関しては，今

後も調査・研究が必要であろう．

1 　仮説構成の為に

　社会調査法Iにおいては，社会調査の企画段階から講義しなければなら

ない．社会調査の企画段階できちんとした仮説を設定することの必要性は，

実査とその集計・分析の経験がある者なら誰しも認めるところだと思われ

るが，これを講義し学生に納得させることは難しいことである．

　社会調査法を受講するほとんどの学生には，社会調査の実査の体験がな

い．したがって，「仮説がないと，こんなに苦労しても無駄な努力に終わっ

たでしょう !」などという具体的な体験に訴えることもできない．

　更に十分な社会学の素養があるとはいえないので，理論的な仮説の検証

という話にしても付いて来ることができない．

――――――――――――――
＊Associate Profeesor of Teikyo University

帝京社会学第22 号（2009 年３月）
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　そこで日常的で身近な体験的事実が，どのように決定されているかを調

べるというようにして，彼らの感覚から論理形成を促さなければならない．

社会調査において，仮説とはどのように創るものなのかを，講義において

もバーチャルにかつ体験的に学ばせようと目論んだ訳である．

　そこで選んだのが「大学生の自習時間がどのように決まっているか」と

いう問題であった．学生諸君に学習への自覚を促すとともに，自分の生活

時間に関する因果関係を分析的に把握してもらいたいと考えた訳である．

　講義中に学生に質問したところ，授業時間以外の学習時間＝自習時間0 

の学生が相当数にのぼるものと予想され，調査の先行きも危ぶまれたので

ある．

1.1　Web 上のアンケート・システムの利用

　学生には，訪問面接法や留置き法等の調査票調査の各種実施法について

その特性，利点，欠点などを講義する．近年は，普及の状況を鑑み，Web 

上のアンケート・システム（電子アンケート・システム） について講義す

るが，その例を見せる必要もある．また，筆者一人で集計・分析しなけれ

ばならない手間を考えると，選択肢としては，Web 上のアンケート・シ

ステムを利用するしかない．

　筆者が研究代表者をつとめる文部科学省科学研究費補助金研究課題，課

題名「電子アンケート用HTML&CGI 生成プロセッサ 1による社会調査に

関する研究」，課題番号17530390 では，簡単にWeb サーバ上に調査票調

査システムを構築するプロセッサを製作しているので，このプロセッサを

利用して調査を実施することとした．

1.1.1　Web サーバ上の調査票調査システムの特性

　ここで，Web サーバ上の調査票調査システムの特性を簡単に整理して

おきたい．

――――――――――――――
1 本稿末のWeb 上の文献を参照のこと．
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● 自動的に設問番号を振るので，調査票の項目の順序などの並べ替え

を簡単に試行錯誤できる．
● 論理エラーを回答者に指摘するので，誤回答以外の回答エラーは原

理的には存在しない．
● 完全に自動的にCSVファイルを生成するので，コーディング作業が

不要である．
● 回答者の回答時刻を記録できる．
● 電子的スケール変数測定機能を備える．

教員が一人で，それ程の負担もなく，授業時間に仮説構成から調査票作成

を経て，コーディング結果の提示をし，集計までをこなせるシステムなの

である．

1.1.2　回答者の属性と回収調査票数

　回答者は，当初は社会調査法Iと社会調査法IIの履修者とするつもりで

あった．200名以上の履修者がいるからである．しかし，調査を実施して

みると，回答者が25％程しかなく，他の授業の履修者にも回答を協力戴

くことにした．結局，回答者が含まれる授業は以下の通りである．
● 社会調査法I
● 社会調査法II
● 社会学情報実習I
● ニュースメディアで知る欧米社会Ⅰ
● 情報社会環境論I

　協力者には僅かばかりの「ボーナス」が成績評価段階であるだろうとア

ナウンスしてあった．

　最終的に調査に協力してくれた学生数は，119名であった．あくまでも

協力という形式で調査を実施したのは，社会調査法の講義では，調査は対

象者の「自発的な協力」を基本とするという「調査の倫理」について講義し

ているので，その原則を破りたくなかったということがひとつの理由であ

る．また，強制力も何もない場合に，どのくらいの回収率となるかを見極
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めたいと思ったからである．上記の理由からも，今回実施したWeb上の

調査は，如何なる意味でも無作為抽出標本ではない．

　結局，履修者の総数から考えると，Web上の調査票調査の回収率は郵

送調査程度の回収率程度であると思われる．

　授業の出席率は100％ではない．そして協力をお願いしたときに，た

またま休んだ受講生もいるなど，さまざまな理由があろうが，それ程高

い回収率が期待されるものではない．教材の配布やWBT（Web Based 

Training） と組み合わされれば，よりよい回答率が期待できるであろう．

　しかしながら，結局のところ回答してくれた学生は学習意欲の高い・成

績が比較的よい学生へと偏った集合となっているのである．これは回答者

に強制的な拘束力を科さない限り避けられないことである．

　推測としては，このWeb上の調査票調査に回答した学生諸君は，相対

的にはまじめで学習意欲もある者に大きく偏っていることである．その可

能性に注意して戴きたい．

２　分析結果

２.1　単純集計結果

2.1.1　自習時間の測定はどのくらい正確か

　自習時間は，2 つの異なった方法で測定した．ひとつは具体的に数値を

0.5 時間等と記入してもらう方法であり，もうひとつは，スケールで指定

してもらう方法である．

　この異なった方法で測定された変数の相関関係は，Pearsonの 2次の積

率相関係数が0.438，Spearmanの順位相関が0.605となる2．この数値は

無相関ではないが良好な値ではない．グラフ化して見ても良好に一致して

いるとはいえない．

――――――――――――――
2　21時間というおよそ信じられない回答をしている者を無効票として除外してあ
る．（つまりn=118）除外前はPearsonの 2次の積率相関係数が0.269，Spearman
の順位相関が0.606
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　今回測定された自習時間は，それ程当てになるものではない．明らかに

適当に答えたと思われる回答もあるし，自習時間というもの自体が正確に

時間として認識されるものなのか怪しいのかもしれない．また，回答者の

記憶もあいまいである．であるから，自習時間はSpearmanの順位相関係

数の方がPearsonより大きくなることからも，その絶対的な量よりもむし

ろ大小の順位に意味があると考えた方がよいと思われる．

2.1.2　自習時間の統計量

　あまり信頼できない自習時間の数値であるが，集計結果は以下の表の通

りである．数値を具体的に入力してもらう方法とScaleによる測定の平均

値は類似している．一日の平均自習時間は70分から90分の間にあるであ

ろう．しかし，これはすべての学生が毎日70分以上自習していることを

意味しないので注意が必要である．0時間の学生が多くいることは度数分

布から明白である．この偏りのある標本でも，8.5％は0時間と回答して

いる．1時間以下のものは，27％以上も存在している．

表1： 自習時間に関する記述統計量
n 平均値 標準偏差 95％信頼区間

自習時間 118 1.464 1.185 1.25― 1.68
自発的自習時間 117 .660 .851 .50― .82
必要に迫られた学習時間 118 .940 1.015   .75― 1.12
Scale で測定した自習時間 118 1.421 1.463 1.15― 1.69

　なお，社会学科以外の標本が少ないが，学部・学科／学年別の自習時間

の差異は無いものと考えてよい．

2.1.3　他のデータとの比較

　NHK放送文化研究所が実施している生活時間調査（2005）の調査結果と

比較してみよう．NHKの生活時間調査は学生に小学生，中学生，高校生，

大学生および各種学校生を含んでいるが，平日の学校外の学習時間は，1 

時間25分であった．だいたい本調査結果と一致している．
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　NHKの行為者率（学校外の）は65％であるが，本調査では91.5％に及

んでいる．やはり偏りのある標本となっていることは間違いが無いだろう．

NHKの調査からも明らかであるが，我が国の学生の学習時間の長期的な

低下傾向が継続していることには，注意が払われるべきである．本学の学

生のみならず，日本の小学生から大学生まで学校外の学習時間は，行為者

率 3も平均時間も低下しているのである．

2.1.4　自習時間とその中身の関連

　自習時間に関しては，Sub-Questionとして「自発的自習時間」と「必要に

迫られた自習時間」に分けて，それぞれ時間を尋ねた．「自発的自習時間」

＋「必要に迫られた自習時間」を計算して自習時間との相関係数を求める

と，.908と高い相関関係を示す．つまり回答は内的にある程度一貫してい

る．しかし，これは調査票自体がそのような一貫性を課したものと評価す

べきであろう．また多くの学生が

自習時間< 自発的自習時間+ 必要に迫られた自習時間 （1）

という回答結果になっており，やはり信頼性が揺らいでいる．

　自習時間と必要に迫られた自習時間との相関係数は .814 とかなり大きく，

やはり宿題などの課題とそのチェックが，自習時間にとって重要な要素で

あることが推測される．回帰分析により推定された自習時間に関する式は，

自習時間= .293 + .602 × 自発的自習時間+
 .821 × 必要に迫られた時間 （2）

　　　　　　　　　　　　　　　　自由度調整済みR2 = .853

また，Scale によって観測された自習時間に対しては，

自習時間= .695 + .704 × 自発的自習時間+
 .244 × 必要に迫られた時間 （3）

　　　　　　　　　　　　　　　　自由度調整済みR2 = .243
――――――――――――――
3 放送文化研究所の標本中において学校外の学習をおこなっている者の割合．05年
は学生の行為者率は65％である．つまり35％は学校外の自習時間は0時間である．
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という逆のウェイトが推定されてしまう．調査票で測定する変数の信頼性

は所詮この程度のものなのだろうか．Scaleでの自習時間の測定は成功し

なかったかもしれない．また，別の見方をすると，自習時間に対する回答

は本当はいい加減なものであるが，調査票で造られた「物語」への適応力

がかなり大きいものであるのかもしれない．

2.1.5　回答者内での成績に対する非識別性

　回答者内では，自習時間は，筆者が担当した科目の成績の説明要因とは

ならない．そもそもWeb調査票調査に協力してくれた学生の期末テスト

の成績の平均は70.1であり，協力しなかった学生の56.6に比べると明ら

かに高い．また協力しなかった学生には期末試験の未受験者がかなり多い

のである．しかし，困ったことに回答者内部に限って見ると，自習時間と

成績には若干の負の相関が観察されるのである．したがって，ある程度の

成績をあげている者には，自習時間の「長さ」は必ずしもよい説明変数と

はなっていない．

　むしろいい加減な回答をして長時間の自習時間を答えた者の成績がよく

ないことが影響している可能性もある．

　調査票内で観測した「成績評価」や「取得単位数」とも明確な関連が見ら

れなかった．「自発的自習時間+ 必要に迫られた自習時間」と取得単位数が

関連があるが，これもそれ程大きいものではない．これは，筆者の成績評

価自体が，ある程度能力のある学生の学力差を識別する能力が低いことを

物語るものであろうか．

3　自習時間と他の要因との関連

　さて，因果的な仮説を検証するという当初の目的に沿って，自習時間の

長短を決定する要因への推定を行おう．
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3.1　関連がないと思われる要因

　まず関連がないと思われる要因を列挙しておく．「アルバイトの有無」，

「性別」は自習時間の長短には比較的影響を与えていない．これは分散分析

でも，自習時間を階級化したクロス集計表の分析からも同じ結果を得ている．

　自習時間帯は自習時間の長短に影響を与えている．

表2：アルバイトの有無と自習時間
度数 平均値 標準偏差 95％信頼区間

している 90 1.514 1.266 1.25― 1.78
していない 28 1.464  .8750   .96― 1.64

表3：分散分析表
平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

アルバイト .950  1  .950 .674  .413
誤差 163.401  116  1.409
合計 164.351  117

表4：性別と自習時間
度数 平均値 標準偏差 95％信頼区間

男子 69  1.425  1.216  1.13― 1.72
女子 49  1.520  1.150  1.19― 1.85

表5：分散分析表
平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

性別 .263  1   .263  .186  .667
誤差 164.088  116  1.415
合計 164.351  117

表6：自習時間帯別にの自習時間
度数 平均値 標準偏差 95％信頼区間

お昼から夕方 15  2.137 1.927.185 1.11― 3.24
夜 59 1.314        1.062 1.04― 1.59
深夜 44 1.425          .939 1.14― 1.71

表7：分散分析表
平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

時間帯     8.950  2 4.475 3.311  .040
誤差 155.401  115 1.351
合計 164.351  117
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3.1.1　成績との関連

　考慮すべき重要な点は，これらの要因は調査に協力してもらった学生諸

君の「成績」も規定していないということである．調査に協力してもらえ

なかった学生諸君の平均点は明らかに低いが，結局これらのグループを分

析対象としない限り，なかなか有意な差を検出することはできない．性

別に関しては，確かに通説通り「女性」の方が若干平均点は高い．しかし，

この調査に協力してくれたグループ内では差は僅かなものであった．

表8：入試形態別の成績と自習時間
AO 推薦 一般 センター

期末テスト得点 67.5 51.0 74.3 66.6
自習時間 1.77 1.20 1.60 1.18

入試形態と成績と自習時間　推薦入試での入学者の成績は低調である 4 ．

自習時間も少ないことから努力も多とは言えない．AO入試で入学した学

生は，一般入試の学生には学力は及ばないが健闘している．自習時間は

AO入学者が一番平均時間が長いことから，熱意と努力は評価できる．セ

ンター入試の利用者は成績の伸びが無いし，努力に欠けるようである．

　あらためて感じることは，よい学生を採用することの重要性である．そ

ういう意味でAO入学者の平均点は，このグループ内では決して低いとは

言えない．よい学生もAOで採っているのである．したがって，AO入試

で如何によい学生を選別するかは重要な課題であろう．調査に非協力だっ

た者の入試形態と成績を是非とも分析したいところである．

　しかし，「自分の成績評価」と自習時間には何ら相関関係は無い．成績が

悪いから一生懸命やるというロジックは無いのである．また，自分の成績

がよいと評価している学生が自習時間が長いという訳でもない．成績不振

の学生には，学習時間などを指定して具体的な勉強法を教える必要がある

――――――――――――――
4 推薦入試で入学した学生の成績は多重比較によれば相対的に明らかに低いと結論
できる．
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だろうし，ある程度力のある学生をより鍛えるという必要があるだろう．

3.2　生活時間の中の自習時間

　学習時間も生活時間の中の一部分である．したがって，他の生活時間が

多く取られれば，学習時間は少なくなるだろうか？　という仮説が検証の

対象であった．しかし，この仮説は「大外れ」であった．

3.2.1　アルバイト

　アルバイトをしている学生は，76.3％である．これは大学生として平均

的な数値であろう．1日のアルバイト時間の平均値は6.231時間で，若干

他の調査などの平均より長めであるが，特に長いという値ではない．本学

学生は非常に平均的である．

　困ったことは，アルバイトをしている学生と，していない学生に「自習

時間」には何ら差が無いことである．むしろ，「アルバイトをしていない学

生」の方が若干自習時間が少ないのである．仮説はもろくも潰えたのであ

る．もちろん「差がないという」帰無仮説H0 を

表 9：アルバイトの有無と生活時間
アルバイト 自習時間 自習時間（Scale） n
している 1.514 1.478 90
していない 1.304 1.239 28

棄却できない．

　学生の自習時間は「1週間のアルバイト日数」，「一日の平均アルバイト時

間」，「自由時間」，「睡眠時間」，「テレビ試聴時間」ともほとんど関係がない．

確かに，「1週間のアルバイト日数」が多くなると，自習時間は減る傾向は

ある．しかしそれも相関係数は－ .183に過ぎない．
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表10：生活時間の各項目間の相関
自習時間 アルバ

イト日数
平均アル
バイト時間

自由時間 睡眠時間 テレビ
試聴時間

自習時間 1.000  -.183  .030  .078  -.050  .071
アルバイト日数 1.000  -.214  -.306  -.122 -.111
平均アルバイト時間 1.000  .075  .034  -.190
自由時間 1.000  .206 .207
睡眠時間 1.000  .063
テレビ試聴時間 1.000

　学生は自由時間を調整することで，他の生活時間の項目と折り合いを付

けている．つまり，アルバイトが多くなればそれだけ自由時間やテレビ試

聴時間が減るのである．自習時間はある意味コンスタントである．やはり

「やらなければならない課題・宿題」の量が必要とされるのではないだろ

うか．

　もちろん，本調査に回答していない学生諸君が過大なアルバイトにより

自習時間を取っていない可能性を否定するものではない．そういった意味

で，すべての学生をカバーしたより網羅的な調査の必要性は大きいといえ

るだろう．

3.2.2　寝ていない帝京大生?

　調査に協力してくれた帝京大生の平均睡眠時間は，5.85時間であった．

これは非常に少ないといえる．全国調査と比較しても少ないばかりではな

く，「寝ないで勉強している東大生」と表現されている東大生の平均睡眠時

間の6時間35分よりも大幅に少なくなっている．授業中に寝て睡眠時間

を取り返しているとしたら，少しゆゆしき事態である．

表11：睡眠時間に関する統計
平均睡眠時間 標準偏差

帝京大生 5 時間 51 分 1.285
全国学生 7 時間 44 分
東大生 6 時間 35 分 ―

　では，寝ないで何をしているかというと，テレビの試聴時間が1.968と
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平均程度（NHKの生活時間調査では平日の平均は2時間11分である．）で

あり，また本調査の自由時間が4.338であることから推測すると，全国平

均との単純な比較は測定カテゴリーが違うために困難ではあるが，テレビ

試聴時間と合わせて6時間を超え，全国の大学生よりも長くなっている．

テレビを見てぼんやりし過ぎの傾向はあるようだ．

3.3　勉強への態度

　「あなたは勉強が好きですかそれとも嫌いですか．」という質問文で電子

的Scale により勉強への態度を測定してある．相関分析では，これは比較

的はっきりと好きと答える者がより学習時間が長くなるという関連を見せ

ている．（r =| .360 ; .338|） 面接には「勉強が好きか嫌いか」を巧妙に尋ねる

質問を準備したらよいのではないだろうか．

3.4　目的意識

　就職への目的意識の有る無しが，自習時間へ影響があるかないかを検討

した．就職への目的意識は自習時間を長くするという効果が見られると結論

できるだろう．

表12：就職への目的意識別の自習時間の記述統計量
希望する職業 度数 平均自習時間 標準偏差
ある 68 1.709 1.2899
決めていない 46 1.165 .9707
ない 4  .750 1.1852

表13：分散分析表
平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

希望する職業 10.221 2 5.11  3.813 .025
誤差 154.129 115 1.340
合計 164.351 117

　ただし，マスコミ・出版などの希望者が2 時間以下の自習時間では到底

少な過ぎるだろう．
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4　重回帰モデルでの検証

　さて，最後に自習時間を従属変数とした重回帰式を推定しておくことに

する．今まで，各要因別に分析してきたが，各要因別には関係がないと思

われても，要因相互の関係があると，従属変数である自習時間に実は関連

がある場合もあるからである．

　独立変数としては，自習時間帯，目的意識のあるなし，勉強への態度，

1週間のアルバイト日数，性別，睡眠時間，自由時間，居住形態（一人暮し，

寮がダミー変数），テレビ試聴時間，入試形態をベースラインとした．

　標準偏回帰係数の大きさと各係数に関する t 値から，自習時間帯，自由

時間，テレビ試聴時間，性別，入試形態を取り除き，以下の回帰式が推定

されている．

　自習時間= 2.588 + .271 × 勉強が好きか－ .190 × 1 週間のアルバイト日数
　　　　　　－ .148× 睡眠時間+ .484× 志望職業あり+ .476 × 一人暮しダミー
　　　　　　+ 1.189 寮ダミー（R2 = .221，自由度調整済み R2 = .156） 　　　（4）

表14：重回帰モデルの分散分析表
平方和 自由度 平均平方 F 有意確率

回帰 30.157 6 5.026 3.442 .005
残差 106.592 73 1.460
合計 136.749 79

　やはり，睡眠時間を除けば，生活時間変数は自習時間とは関連が無いよ

うである．それだけ，自習時間は少ないのである．他の生活時間を圧迫す

る程度に学習時間を確保してもらいたいものである．

5　おわりに

　結局のところ，自習時間を決定する要因はまだよく判らないのである．8 

割近い分散が未知のままである．回答がいい加減であるという推測も可能

であろうが，何が長短を決めるのか，なかなか決定的なことは見出せない．
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　就職の意思がはっきりしていて目標が有ることは大切な要素である．そ

れゆえに，キャリア教育の重要性は基本的には正しい方向だと思われる．

課題は，キャリア教育と日々の講義・授業との関連をどのように付けるか

ということなのである．
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