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1. はじめに

本稿では第二言語としての日本語教育においてコーモーダル（ハイフレックス）

方式の授業のもたらす影響について考察する。コロナ対策に基づき、大学での授

業形態も大きく様変わりした。とりわけインターネットによる遠隔授業が主流を

占めるようになった現場において、コロナ対策後期の新たな形態として注目を浴

びているのがこの方式（対面・遠隔併用方式）である。新たな授業形態が教育の

現場にもたらす波及効果という観点から、第二言語としての日本語授業における

本方式の実践可能性を検討する。 

1.1 コロナ禍以前の授業形態 

コロナ禍以前、高等教育は通学制をベースとし、通信制と通学制の大学は機構

上異なっていた。一方、情報社会の進展と情報技術の発達により、通学制の大学

でもそれらを利用した授業が行われはじめていた。コーモーダル方式の確認をす

るために、まず、いくつかある授業形態をまとめてみたい。

通常の通学制大学で教室で教師・学生が行うのが対面方式であり、学生が通学

をせず離れた場所から授業を受けるのが遠隔方式である。遠隔方式の場合、同

時・非同時の可能性があり、前者はライブ配信型授業であり、後者はオンデマン

ド型授業である。学生視点からの前者のメリットとしては同時性の共有ができる

点、後者のメリットとしては時間に縛られずに受けられる（週単位から学期中視

聴できる）点である。そして、ライブ配信型授業の発展型として、配信しながら

教師と学生のやりとりができる双方向性型授業があり、これが Zoom 等テレビ会
議システムを利用したコロナ禍で広まった授業形態である。

これまで、通学制大学の場合、大半が対面方式で、なんらかの遠隔方式の授業

またはハイブリッド形態の授業が設けられていた。ハイブリッドは対面授業と遠

隔（オンライン）授業を組み合わせたものであるが、形態は一つではない。一つ

は分散型ともよばれるもので、学生を班分けし（たいてい 2つ）、日によって一
班は遠隔方式授業、二班は対面方式授業となり、学生は同日に異なる内容の授業

を受けるものである。これはコロナ禍下で特に実験実習等のある理系講義に導入

が見られた。もう一つは、ブレンド型ともよばれるもので、録画ビデオを含むオ

ンライン教材を使ったオンデマンド型授業の遠隔方式授業日と、キャンパスで行

われる教室に出席する対面方式授業日を隔週等で組み合わせて授業を行う形式で
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ある。この形式は反転授業 のベースともなり、その学習効果が注目されている。

一方、対面方式授業日に出席できない学生への対処という課題もでてきており、

次のコーモーダル（ハイフレックス）方式が注目されることにつながった。 
コーモーダル方式とは遠隔・対面併用方式であり、ハイブリッドのような「組

み合わせ」ではない。コロナ対策後期の新たな形態として注目を浴びているのは、

コロナ禍で通学が難しい学生に遠隔受講およびソーシャル・ディスタンスをまも

りながらの対面受講の機会を与えるからである。 
 
1.2 コーモーダル方式（遠隔・対面併用方式）とは 

コーモーダル方式とはオンラインでの遠隔授業と教室における対面授業を同時

進行で行う授業形態である。コーモーダルという名称は、ケベック州のラバル大

学 Frédéric Audet が使用しているもので、英語のハイフレックスは、Beatty 
（2019）による命名である。Beatty（2019）によると同じ形態を指しており、授

業の基本指針として、次の 4点をあげている。 
 
1) Learner Choice：学生による受講方式の選択 
2) Equivalency：どのような受講方式でも学習目標を達成できること 
3) Reusability：全ての教材を全ての学生が(再)利用できること 
4) Accessibility学生に学習ツールを最適に利用できる操作能力を持たせること 
 
厳密にはこれら 4 点を満たしていなければ Beatty はハイフレックスと呼べな

いと強調している。コロナ禍で単なるハイブリッドの授業にまでも使われている

ことがあるからであろう。ハイフレックスは学生本位の授業形態であり、そのフ

レキシビリティーは学生にとってのものである。「受講方式を学生が決める」の

である。受講期間全く教室に来ないことも可能であれば、双方向配信授業と教室

授業に交互に参加することも可能である。さらに、そのどちらの授業にも全く出

席しないことも可能だ。そのため教授法上、対面授業とも遠隔授業ともオンライ

ン授業とも異なるものと言える。そして、その観点から、教授法上ハイフレック

スが適合しない場合は導入しないことだ、と Beatty（2020）は言うに至っている。 
一般的に教員にとって、分散型（ハイブリッド）以上に、遠隔・対面授業の両

方の準備を行うため負荷が高くなる。そして、教員と学生間の双方向性、学生間

の交流を確保しようとすればするほど、柔軟性を追求すればするほど（例えば、

毎回の授業を録画してアップロードする・授業外の問い合わせへの返信）作業が

増えて行く。そのため、Beatty（2019）も大学運営側に補助の必要性を解いてい

る。具体的に、一つのハイフレックス授業を導入するのに例えば 1講義相当のイ

ンセンティブを提供する等である。また、ハイフレックスの授業例では大学院の

プログラム、または学士レベルで人数の多い授業であっても統計学など、語学の

授業の例は多くない。英語の授業でもハイフレックスを謳っているものはまだ多

くない。数少ない例として、ケベック州では、Cégep Limoilou（リモワルー・カ

レッジ）の Conception de jeux vidéo（ゲームデザイン） プログラムにおける英語

の授業が挙げられる（Van Drom 2018）。一方、この事例は、教育効果として英
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語の知識の異なる学生の出席率が上がった点が挙げられていることから、レベル

に基づいた語学プログラムとは基盤が違う授業の例といえる。義務教育課程等で

ある一定の英語の運用能力を得た学生が対象の、ゲーム開発分野で必要な英語の

授業は、自ずと文字・語彙習得から始める日本語の授業とは要件が異なる。 
では、第二言語としての「日本語」の授業ではどのような課題があるだろうか。

コロナ禍下で始まった授業では、そもそも上記 4) Accessibilityの問題があったが、
コロナ禍が長引いたため、4)を満たせるような教室環境整備および学生への大学

の支援体制が高まったといえる。それは 2021 年冬学期には顕著だったのではな

いか。そのため、本稿では 1)〜3) について、検討することとする。 
 
2. コーモーダル（ハイフレックス）（遠隔・対面併用方式）の導入にあたって 

コロナ禍の前において、コーモーダル方式の導入目的は第一に学生の確保であ

る。柔軟性を上げ、学生の選択肢を広げることで、遠隔地に住む学生や仕事の都

合のつかない学生に対応できるからである。本学の一部のプログラムでも導入が

見られ、キャンパスが交通の便のよい市内にあるとはいえ、遠隔地の学生の要望

に応えるためであった（Collin 2016, 2021）。つまり、コロナ禍が終わっても、

そのようなメリットがコストに比べて高いと考えられる講義やプログラムはコー

モーダルの導入が検討されつづけるであろう。こうした状況をふまえて、以下、

コロナ禍におけるオンライン遠隔授業の経験から、コーモーダル方式の日本語授

業への適応可能性を検討した。 
検討に用いた本学の日本語の授業「1〜6」は全て聞く・話す・読む・書く、の

4 技能を扱っている総合的授業で、「混合」のみ「聞く」を扱わない資料読解の

クラスである。教師にとっては異なる方式の授業を同時に運営することは、すく

なくとも初めての学期では 1コマの授業に対して単純に 2コマ分の負荷になる、

と予想される。そして以降の学期においてもその負担が本来の 1コマの授業に近

づくことはあっても、同等になることはないであろうと考えられる。次の比較評

価の運営効率性はそれを前提としたものである。いいかえると、教師の負荷は直

接的な分析対象とはしていない。異なる方式の授業を教師が同時に運営しなけれ

ばならないことから効率的な授業運営が困難になり、それが学生側のデメリット

に繋がる点が考慮されているのである。 
 

2.1 比較評価 

比較にあたって、授業運営の効率性の評価に「◎〜？？」の５段階評価を用い

た。５段階評価の基準に関しては、実際の本学（ケベック大学語学学科）の授業

で行った対面方式授業、遠隔方式授業での学生からのフィードバック、つまり教

師側から見た授業運営の難易度、学生側から見た授業運営の効率性を元に作成し

た。方法として、コーモーダル方式を他の二つの異なる授業方式（対面方式、遠

隔方式）と照らし合わせ、効率性を推測するという形で行った。そのため、対

面・遠隔の学生の学習効率に相違があれば、コーモーダルの評価は必然的に影響

される。 
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また、学生の学習レベルの高低および受講者数の大小で、授業運営が異なって

くると考え、1）学生数 2）レベルという２つのカテゴリーを設け、それぞれの

カテゴリーについて授業運営の効率性と授業方式との相関性を考察した。 
 
表 1 学生数に関する考察 
学生数 小 (5〜15) 中 (16〜25) 大(26〜35 ) 特大(35 〜50) 

対面 ◎ ◎ ○ △ 

遠隔 ○ ○ △ △ 

ｺｰﾓｰﾀﾞﾙ 
(HyFlex) ○ △ ? ? ? 

授業運営の効率性が高い ◎  ＞  ○  ＞  △  ＞  ?  ＞  ? ? 低い・疑問 

 

 学生数に関しては、語学クラスの対面での最適・上限登録人数以上のクラス運

営は、登録がオンラインまたはコーモーダルであるゆえに可能になった（教室の

広さ等の制約がなくなる）としても、困難である。考察の結果、学生数の大小と

コーモーダル方式との相関性に関しては、少人数クラスの方が大人数クラスより

も授業効率性が高いと推測された。根拠としては学生数が少ない場合、各学生の

授業参加に割り当てられる機会（演習時における発表回数等）が相対的に多くな

り、より学習効果が高くなることが理由として考えられる。 

 

表 2 レベルに関する考察 
本学 1 2  3 4 5 6 混合 
CECR A1.1 A1.2 A1+ A2.1 A2.2 A2-B1 A1–B1 
JLPT N5 N4 N3 

 

対面 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

遠隔 ○ ○ ○ ○ ○ ○／△ △ 

ｺｰﾓｰﾀﾞﾙ

(HyFlex) ?? ? △ ○ ○ ○／△ ?? 

授業運営の効率性が高い ◎  ＞  ○  ＞  △  ＞  ?  ＞  ? ? 低い・疑問 

 
レベルとコーモーダル方式との相関性に関しては、初級者レベルよりも中上級

者レベルの方でより高い授業効率性が保たれると推測された。根拠としては中上

級者レベルに関してはある程度自立学習が可能な学力を持つ学生が多いため、コ

ーモーダル方式を採用することで生じると考えられるデメリット（例：演習を受

講者全員にとって効率的に行うことが困難）を学習者自身が補うことができるた

めである。具体的にはヨーロッパ言語共通参照枠（仏語 CECR／英語 CEFR）の
A2以上である。 
 一方、対面方式、遠隔方式と比較すると同人数規模のクラスでのコーモーダル

方式の授業効率性が概して低くなると予想された。根拠としては対面方式、遠隔

方式で行った授業で、学生とのコミュニケーションが遠隔方式では効率が落ち、

さらにコーモーダル方式では対面、遠隔方式を同時に行うことで、結果として授
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業中の全体のコミュニケーションが低くなると予想されたことが挙げられる。こ

れはレベル 6を改めて○／△したことに繋がる。コロナ禍での学生からのフィー

ドバックでは B1 レベル以降で遠隔方式のコミュニケーション効率が落ちること

への不満が大きかった。 

 そして、レベルの異なる学生が混じって受ける形態の授業では同一レベルの学

生のみで構成される授業に比べると、学生同士および学生と教師間のコミュニケ

ーションをより密接に取ることでレベルの低い学生を援助することが必要となる

が、コーモーダル方式では授業の運営そのものに取られる労力が他の二つの方式

に比べて高くなると予想されることから、この種の授業に関してはコーモーダル

方式で高い効率性の授業運営を行うのは難しいと判断された。次に、具体的な判

断理由を列挙する。 
 
2.2 コーモーダルのメリットとデメリット 

 コーモーダルのメリット 
・ 本学においては、特にレベル 3以降は開講が毎学期ではなく、定員の 35 名

に達することはほとんどない。コーモーダルを取り入れることで、講義時

間帯の都合で受講できない学生（他の講義との重複・仕事）が開講学期に

とることが可能になる。 
 
コーモーダルのデメリットとしては、評価方法の硬直化と全ての学生が同じ形

態で演習を行うことの困難さが挙げられる。それぞれの具体的論拠を以下に示す。 
 
・ あらゆる評価は公平性を保つために、同じ評価方法を用いなければなら

ない。遠隔（試験監督なし・非同時）でテストを受ける学生と教室でテ

ストを受ける学生に同じ評価方法を行うには、テストはオンライン化す

る必要がある。そのため、選択問題中心にし、紙ベースの評価方法を排

除しなければならない。一方、教室に来る学生は対面方式を選んでいる

にも関わらず、遠隔方式のようにオンラインテストを受けるためにコン

ピュータを持ってくる必要がでてくる。 
・ 紙ベースの評価排除は、新しい文字を常にテストする必要がある日本語

の授業にとって著しく非効率である。オンラインの場合にそういった宿

題は、仮名/漢字の書き間違いの指摘のために書いてもらったものをスキ

ャンしてもらっている。現在のところ、感度のいいデジタルペン等は高

価であり、また、デジタルペン等で修正する作業は紙ベースの添削より

時間がかかっている。また、前述のテストと同じで、教室において紙で

提出できる学生はスキャンを面倒くさいと感じるだろうから、紙で提出

させると、提出方法の非統一化による管理面に不安が残る。 
・ 語学の場合学習項目の演習が授業において重要なウェイトを占めるが、

コーモーダル方式だと演習の際のチーム分けが難しくなる。遠隔受講学

生の例えば二人一組の演習指導は、現状の技術では、教師が教室の学生
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と同時に見ることが不可能なので、倍の時間をかけることになる。その

ため指導を諦めることにもなりそうである。 
・ 仮名/漢字の書き間違いの指摘指導・発音指導、また即座の対応（米本ほ

か 2021）がむずかしいため、あらゆる演習は、遠隔受講学生がいる場合、

対面のみの授業の場合より指導に時間がかかりそうである。 
 
3. 結論／おわりにかえて 

以上、コーモーダル方式の日本語授業への導入に関して考察を行った。導入す

るためには遠隔方式に適した授業環境の整備を進めると同時に、学生側の要望を

取り込む形で授業形態を発展させていくことがどこまで可能か探る必要がある。

コロナ禍で対面方式を望む声が多いのは初級者レベルの学生よりもレベルが上の

学生に多かったことから、上記の遠隔授業での演習やテスト方式の効率性の問題

が学生にとっても問題であることがわかっている。これらデメリットを解決し、

対面・遠隔双方で受講する学生のテスト、演習、宿題等の管理を効果的に行える

授業環境を整えてはじめて、A2 レベル以上の学習者の日本語の授業でコーモー
ダル方式の授業が可能となるであろう。 
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