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1. はじめに

現在、公教育外で言語教育を行う民間教育機関は巨大な語学ビジネス市場をな

している。特に、教育市場への ITの導入によって、EdTech市場は急速に増大し、
言語学習のリソースやサービスが無料・有料で提供されるようになった。そこに

おいて、本来商業的価値を中心としないはずの教育は経済的行為と結びつき、価

値を持つようになっており、つまり、教育の「商品化」（瀬尾ほか，2015）が行
われている。本研究は中国の「オンライン教育（中国語：在线教育）」市場にお

ける S 校での調査をもとに、日本語教師の遠隔コースの開発・運営に取り組む
過程を、教育の商品化というマクロな経済的文脈と関連づけて明らかにする。

2. 遠隔教育市場の形成・拡大と遠隔日本語教育に関する研究

遠隔教育という教育形態はもともと 70 年代の放送メディアや印刷物で教育を
提供し、社会人の知識・技能の自己開発を支援する公開大学（Open university）
の世界における広がりによって、注目を集めるようになった（ピーター，2020）。
現在、民間の教育機関も遠隔教育の提供に参与しており、遠隔教育のパッケージ

やオンライン・コースは市場価値のある商品として販売されている。ピーター

（2020）は遠隔教育市場から「民営化」、「商業化」、「競争」といった特性を
見出し、遠隔教育は本質上、産業資本主義の産物であると述べる。ここ十数年で

急成長を遂げた中国のオンライン教育市場からはそれが窺われる。民営の遠隔教

育機関が集まるこの業界はベンチャーキャピタルによる出資、中国政府のインタ

ーネット推進戦略、コロナ後の授業のオンライン化への対応などにより、4.23 億

人のユーザーを確保し（中国互聯網絡中心，2020）、 2573 億元（約 4 兆 2000 億

円）の規模を有する市場として成長した（iResearch，2020）。そこには言語教育
など多様な分野が含まれ、遠隔コースやアプリなどの形態で教育サービスが提供

されている。遠隔教育は旅費やインフラのコストを最小限にし、地理的に分散し

ている学習にアプローチすることができるため、サービス提供者にとってはコス

パに優れている（Baldwin & Piazza，2009）。それに加え、コースを技術的に大

規模生産することも可能であることを考えると（Peters，1984）、遠隔教育は商
品化と親和性が高い教育形態であると言えるだろう。ところが、これまで遠隔教

育を日本語教育の商品化の議論の俎上に載せたことはなく、商品化が進む中での

遠隔日本語教育・学習の実態もほとんど知られていない。

このようなアプローチが欠如する理由の一つとして、現在、日本語教育の分野

では遠隔プログラムの開発と授業実践の報告が中心であり、遠隔教育・学習の過
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程が着目されていない（陳，2020）ことが挙げられる。遠隔プログラムの開発や

授業実践に関する研究においては、学習者の自律学習が期待され、プログラム進

行中の学習者の行動が報告されている一方（井口，2021 など）、自律学習を支

援する教師の経験は見逃されている。特に、遠隔プログラムの成功には学習者の

自律性のみならず、教師自身の自律性の発揮も関わっていると言われているが

（Little，1995）、現状では教師自身の自律性はほとんど着目されていない。

3. 理論的枠組みと研究課題

本研究はオンライン教師の自律性に着目し、「教師の自律性の制約モデル」

（Benson，2000）を理論的枠組みとして採用した。Benson は教師の専門的な活

動は常に複雑な社会的文脈に取り巻かれていることに着目し、教師の自律性を職

場環境における様々な制約の中で、専門的活動に従事するための空間を作り出す

能力と意欲として捉えている。このモデルを採用することは、教師の実践を取り

巻く社会的文脈を捉えることができ、教師がどのように主体性を行使し、制約を

調整するかについても議論できる。

以上を踏まえ、以下の 3つの研究課題を設定した。⑴教師はどのような遠隔コ

ースを作りたかったか、また、それができたかどうか。⑵できなかった場合、教

師の実践はどのように拘束されているか。⑶教師はどのように制約を調整してい

るか。

4. 研究概要

S 校が開講している N4 レベルの学習を行うクラスで参与観察を行い、教師へ

の半構造化インタビューを行った。このクラスは学習者 87 名、教師 5 名、TA3
名から構成されており、2020年 11 月 20日から 2021年 2 月 5日までの間に開講

され、特に社会人学生が多かった。コースはプラットフォームにおけるオンデマ

ンド型講義とライブ授業、SNS グルー プの質疑応答、アプリにおける課題添削

など、多様なテクノロジーの統合によって運営されている（図 1）。学習者は毎

週 3 時間の講義動画を独習し、言語知識を学習した上で、計 6 時間のライブ授業

に出席し、学習した知識の復習・運用に取り組む。さらに毎日課題を提出し、

SNSグループで質問することも期待されている。 

図 1 N4コースの構成 

このコースの設計・運営において重要な役割を果たしているのは H さんであ

る。彼女は中国語を母語とする 30 代の女性であり、S 校の経営者であり、教師

プラットフォームの授業

SNSグループの質疑応答

アプリの課題添削

・知識を解説する講義の録画
・復習・応⽤のライブ授業
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でもある。5 年の教職歴を持っており、N4 コースでは講義の解説と SNS グルー
プの質疑応答を担当している。本研究では H さんが遠隔コースを開発・運営す

る過程に焦点を当てる。分析に際しては、彼女への半構造インタビューと参与観

察の際に記録したフィールドノーツから、本研究の研究課題に関連する部分を抜

き出し、カテゴリーごとにまとめた。なお、インタビューは 2021年 2 月 26日に
中国語で行った後、日本語に訳した。以下は H さんの語りを引用をしながら、

分析結果を述べる。Hさんの語りの引用は「」で示し、筆者によって補足した部

分は（）で示す。5.1 で H さんが遠隔コースを整備する過程、5.2 で自らの業務

を遂行していく過程を述べ、5.3 と 5.4 では上記の過程で H さんが不自由を感じ

たことを述べる。 
 
5. 分析 

5.1 H による遠隔コースの整備 

S 校のコースはもともと言語知識の解説と復習・応用を全てライブ授業で行わ

れていた。しかし、Hさんは社会人学生の中では通勤時間などの隙間時間に録画

されたものにアクセスして勉強する人が多く、「毎日授業に来られるのは余裕が

ある一部の人だけ」だということに気づいた。社会人学習者には、いつでもどこ

でもアクセスできるようなコンテンツの提供が望ましいと意識した H さんはコ

ースを、知識伝達はオンデマンド型講義で行い、練習のための実践授業のみライ

ブで提供するというブレンド型学習の形態にコースを調整した。その後、学習者

の中では自分たちで SNS グループを立ち上げ、授業時間外で学習の進捗を共有

したり、質問に答え合ったりしている人がいることに気づき、学習者には相互交

流の意欲があることを知り、コースに学習者全員を含む SNS グループを統合し

た。さらに、学習者がライブ授業や SNS グループで積極的に発話・投稿しない

原因を推測し、自信のない学生や恥ずかしがり屋の学生がいること、「自分の

（発言における）間違いが録画されて、保存されて、同じクラスの知らない人た

ちに見られることが心配」な学生もいると考え、大人数クラスの前ではなく、教

師による一対一のフィードバックがもらえるアプリを導入した。このような試行

錯誤の過程を経て、現在のオンデマンド型講義とライブ授業、SNS グルー プの
質疑応答、アプリにおける課題添削を統合したコースにたどり着いたのである。 
 
5.2 H の業務遂行 

 N4コースにおいて Hさんが主に担当するのはオンデマンド型講義と SNSグル
ープの対応である。オンデマンド型講義は文法項目とそれを応用した会話文の解

説が中心で、録画として提供されている。コンテンツ作成の際に、Hさんは「オ

ンライン授業は全てが録画されているから、繰り返し見る学生もいる。自分の口

から出た言葉に、間違った内容があったら、学生は間違いを繰り返し学習してい

くことになります。これはいけないので、オンライン授業は準備段階で苦労しま

す」と感じている。また、「若い方が多いので、日本のアニメやドラマ、食べ物、

旅行などに興味関心が高いんだよね。授業にもこのようなものがあった方がいい
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と思って、いろいろ調べています」と語っている。このように、Hさんは学生が

繰り返し視聴でき、また、彼らの興味に応えるような動画作りに努めている。

SNS グループにおける学習者からの質問への対応については、H さんは SNS
グループを遠隔コースに統合することによってもたらされた、学習者はいつでも

どこでも教師にアプローチでき、教室内と教室外の境界が溶け合っている状況に

直面している。その際、「こんなに大きいクラスで、SNS グループもあって、
（質問への回答を）引き延ばしてはいけない。［中略］SNS グループの対応は

非常に難しくて［中略］学生は質問の答えを求めていることより、質問をする際

の個人の気持ちの問題、（コースへの）不満とかを訴えていることもある。本当

に複雑で。さらに、グループだから、一人の発言から他人も影響されやすいです」

と語っている。以上のように、SNSグループに関する業務に対して、Hさんは学

習者の要望に即時に対応する構えを身につけ、対応する際は、学生の情意面のケ

ア、コースへの苦情の対応、SNSグループの秩序の維持などを心かげている。

5.3  教師の過労につながる「至れり尽くせり」の支援 

ここまで H さんが遠隔学習環境を整え、教師自身の役割遂行を図る過程を見

てきた。ところが、その過程には H さんの思い通りに行かないところもあり、

以降はそれを取り上げていく。

ハクさんは SNS グループへの対応に常に膨大な労力と時間をかけており、時

には「たまに自分のことがかわいそうで、本当に皆さんにサービスしている気が

します」と感じている。つまり、教師として喜んで SNS グループの至れり尽く
せりの支援に取り組んでいるのではなく、そうせざるをえない環境におかれてい

た。このことは SNSグループ設立の 2つ目の目的から窺われる。 

H：（SNSグループ設立の）2つ目はうんー、宣伝のため、つまり、そうです 
ね。学生に（クラスへの）参加の実感を与える。先生はオンライン授業

が終わったら消えるっていう印象を与えてはいけないです［中略］先生

は一生懸命学生を支援していると感じさせる。そうすると、学生は「あ

ーここは面倒を見てくれる学校だなあ」って思うようになるわけです。

はい、そしてずっとここで勉強し続けたい気持ちになるんですね。

上記の語りから、Hさんが即時的な支援をせざるを得ないことは学校経営と関

わっていることが分かる。SNSグループの即時的な支援を通して、Hさんが狙っ

ているのは、教師によってサポートされている感覚、「ここは面倒を見てくれる

学校」という感覚を学習者に与え、S 校に対する信頼感を高めてもらうことであ

る。このような信頼関係の結成は次第に学生に「ここで勉強し続けたい気持ち」

（＝消費し続けたい気持ち）を生じさせるのである。この経営方略を採択した理

由はオンライン教育市場における競争と関わっていることも以下で垣間見られた。

H：私たちの教師チームはある程度実力のある方からなっているので、（オン 
ライン教育）市場ではなかなか見つからないです。教師のレベルが達して

いないと、このモデル（SNSグループの即時的な応答）をまねしようとし
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ても、形だけで質」に追いつくのは難しいです。

S 校は「市場ではなかなか見つからない」、「実力のある」教師を集め、SNS
グループの即時的な支援体制を構築しており、それにより、競合他社と差異性を

作り、自社の優位性を確保している。ところが、この教師をセールスポイントと

する即時的な支援は、教師にいつでも・どこでも仕事ができる構えを求め、教師

の過労を代償とするものでもあることが窺われる。

5.4 教師のプライバシー侵害につながる教師の自己開示 

SNSグループにおける学生とのやりとりを積み重ねていく中で、Hさんのこと

をまるで友達のように親しく「H姉さん」と呼ぶ学生も増えてきた。また、Hさ
んに学習とは関係のない日常生活などプライベートなことについて聞く学生も続

出し、Hさんは正直に答えた。また、取り組んでいる自己啓発活動を自ら発信し、

元気よく頑張っている自分を見せる場合も多かった。インタビューで、Hさんは

自分の SNS でも学生をたくさん追加して、自らの日常生活に関する投稿も頻繁

に行っていることを語り、ただ、それは「正直言ってしょうがない」ことである

と以下のように打ち明けた。

H：会社の運営が関わって［中略］教師の誰かをある程度の知名度や影響力の 
ある人として作りあげるとしたら、授業外のことも学生に知ってもらうこ

とが必要で、つまり先生個人のキャラクターですね。元気の良い人か、真

面目な人か、日本語を教えること以外に、どんな魅力があるか［中略］そ

うした方が学生に好まれるでしょう。

この語りから、Hさんがわざと学生と近い距離を保つように工夫していること

も、会社の経営方略と関わっていることが分かる。教師を「ある程度の知名度や

影響力のある人として作り上げたい」ことから、Hさんはデジタルマーケティン

グの手法の一つである「インフルエンサー・マーケティング（ Influential 
Marketing, IM）」（Marjerison et. al, 2020）を意図していることが分かる。これは

インフルエンサーが消費者の購買意欲に強い影響力を持っていることを見据え、

彼らと連携し、自社の商品やサービスのプロモーションを展開するような手法で

ある。つまり、Hさんが日本語教師以外の自分を見せ、積極的に自己開示し、学

生との距離を縮めるように努めているのは、学生に好まれる魅力的な教師「キャ

ラクター」を作り、学生顧客の間での影響力を高め、彼らの遠隔コースの購買意

向を掻き立てるためであろう。

ところが、その過程で H さん自身も被害を受けていた。「本当にこれ（SNS
グループ）は諸刃の剣で、ひどい冗談を言ってくる人もたくさんいたし、怒って

しまったこともありました」と H さんが語るように、IM の採用によって、H さ
んは通常の教師以上にプライバシーを公開する境地に立たされた。それによって、

ハラスメントとも言えるような悪質的ないたずらで困っていた。この H さんの

経験から、教師キャラクターを中心とする IM は実は教師のプライバシー侵害と

いう潜在的な危険性を代償としていることが分かる。
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6. 考察

ここまで、教師としてのハクさんが遠隔コースを開発・運営するまでの過程と

その過程で思い通りにならなかった経験を記述・分析してきた。本節ではそれを

踏まえ、本研究で立てた 3つの研究課題について答え、考察を加えていく。 

6.1 教師の実践を拘束するもの 

研究課題 1の教師はどのような遠隔コースを作りたかったか、それができたか

どうかについては、5.1 と 5.2 の分析から分かるように、H さんは遠隔環境で学

習する多様な学習者のニーズや希望を見極めつつ、それに敏感に反応し、コース

のデザインと運営方法を調整してきている。また、学習者の興味に応じるような

コンテンツ作りに努めており、学習者の要望に真摯に受け止めている。このよう

なことを通して、多様な属性と背景からなる学習者のニーズをカバーし、学習支

援を届け、誰もが興味関心をもって、安心して学習できるようなコースを作るこ

とを目指している。ところが、5.3 と 5.4 の分析から分かるように、その過程で

教師は過労とプライバシー侵害で困っていた。

続いて、研究課題2の教師の実践はどのように拘束されているかについて考察

する。まず、即時的な学習支援を達成するために、Hさんは膨大な労力と時間を

かけ、「自分のことがかわいそう」と思うほどの窮境に追い込まれた。このHさ
んの苦境はS校の経営方略による直接的な影響を受けている。S校の経営方略は

「至れり尽くせり」の学習支援に励む教師像をSNSグループで意図的に構築し、

それを学習者の当該教育機関への信頼感を高め、言語学習を消費するための手段

として利用している。つまり、顧客維持の経営方略が即時的な支援体制としてコ

ースデザインに埋め込まれているS校の制度がHさんの学習支援に対する倦怠感

の重要要因となっている。次に、Hさんは学習者と日本語学習のこと以外で、友

人関係に近い関係性が築かれたことによって、プライバシーが侵害されているこ

とも窺われた。この被害もS校の経営方略と切り離すことはできない。この経営

方略は、教師の積極的な自己開示によって、魅力的な「教師キャラクター」を意

図的に構築し、それを学生顧客の購買意欲を掻き立てる道具として利用している。

この教師のプライバシーを危険なインターネット世界に曝け出すことを代償とす

るS校の制度はハクさんがハラスメント被害を受ける一因にもなり得るだろう。 
以上のように、Hさんの実践は教師の労働やプライバシーなど、教師を「セー

ルスポイント」とする教育機関のマーケティングによって拘束されており、教育

の商品化は学校の制度的規則を媒介に、教師の実践に足かせをかけている。

6.2 教師による制約を調整 

本節では研究課題 3、教師がどのように制約を調整しているかを考察する。H
さんは学校存続に関する責任を担っている経営者の立場にあり、彼女にとって利

益を追求することは当たり前であることから、それを常に優先的に考える必要が

あると言っても過言ではない。彼女と同じ立場の民間の語学学校の経営者は、カ

リキュラムの一貫性を考慮せず、宿題も課さずに、顧客学生に大量のレッスンチ

ケットを購入させたり（Kubota，2011）、英語が主に使われるプログラムにスペ
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イン語学習の名目をかけて、プロモーションを進めたり（Lotherington，2007）、
ジェンダーを利用した留学サービスの宣伝（Piller & Takahashi，2006）に取り組
んだりすることなど、利益追求の商人として映されることが多かった。一方、H
さんは学校の存続が脅かされる市場競争の中で、学習者各々が自律学習を行いつ

つ、暖かく見守られているような遠隔環境の構築を目指して、教育活動を営んで

おり、先行研究で描かれている経営者とは異なる姿勢を示している。 
Hさんは先行研究における経営者たちが採用しているような、学習者が受ける

教育の質を犠牲にする経営方略ではなく、労働やプライバシーなど教師の「守ら

れるべき利益」を犠牲にする逆の経営方法を採用している。このような教師にと

って「無理のある」経営戦略を選択したことで、Hさんは教師としての自分にも

負担をかけるジレンマに追い詰められていた。ところが、この一連の教師を「搾

取」する経営方略は遠隔教育の弱点を補うことにつながった。というのは、遠隔

教育において教師やクラスメートとの接触が極めて限られているため、学習者は

孤独感を感じ、動機づけが低下しやすいが（Keegan，1990）、Hさんが意図的に

作り上げたオンラインクラスの互いに支え合う学習雰囲気と教師―学習者の友人

関係は、遠隔環境に学習の仲間をもたらし、一人で学習することの孤独感を緩和

し、動機づけの維持に働きかけている。 
このように、Hさんは教育が商品化され、利益追求の優先順位が高いオンライ

ン教育市場において、自らの経営者の立場を生かしながら、学習者が不利益を被

らず、彼らの希望やニーズに応えるような遠隔コースの開発・運営に取り組んで

いる。経営的配慮と教育的配慮の緊張関係の間の個人の主体的な調整から H さ
んの教師の自律性の発揮が窺われた。 
 
7. まとめと今後の課題 

 本研究は民間の遠隔教育機関の経営者であり、教師でもある H さんが遠隔コ

ースの開発・運営に取り組む過程に着目し、Hさんの実践が学校の制度的規則に

よって媒介された教育の商品化の経済的文脈に拘束されていることを明らかにし、

制約に取り囲まれる中、Hさんが教師の自律性を発揮し、自らを含む教師への不

利益を代償に、学習者の自律学習のための空間を開いていることを明らかにした。 
 ところが、経営者と教師という二つの役割を同時に担っている H さんにとっ

て、教師として遠隔コースの整備に取り組み、自らの業務遂行を図る過程は、教

育ビジネスの競争で勝ち取るための経営者としてのスキルを開発する過程でもあ

り、Hさんは「自分のことがかわいそう」、「しょうがない」と常に葛藤に駆ら

れていた。本研究では上記したような H さんのアイデンティティの葛藤を十分

に扱うことはできなかったため、それを今後の課題とする。 
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