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論文

遠隔言語学習のプロセスにおけるオートノミーの発達
バーチャル学習環境で学ぶ日本語学習者に対する縦断的調査をもとに

陳　静怡 *

（大阪大学大学院）

1．問題の所在

テクノロジーの発展は，教室にアクセスできない

学習者のための遠隔教育に大きな変化をもたらし

た。遠隔教育とは，「違う時間・違う空間」，あるい

は「同じ時間・違う空間」で行われる教育形態である

（羅，寺嶋，2006）。前者は非同期的な遠隔教育であ

り，かつては教育機関から学習者に教材や CD-ROM

などを送るという一方向的な形態であったが，イン

ターネットの発達により，Eメールやブログ，掲示

概要

ICTの使用により，双方向・同期的に学習できるバーチャル学習環境における遠隔言

語学習が可能になった。しかし，自律学習に基づく遠隔学習プログラムの開発のみが

盛んに行われ，個々の学習者の遠隔学習プロセスについては十分に議論されておらず，

自律学習を支える学習者オートノミー，すなわち，H. Holecが指摘する自分自身の学

習を管理する能力もほとんど考察されていない。本稿は，バーチャル学習環境で学ぶ

日本語学習者1名に対する縦断的調査に基づき，遠隔言語学習のプロセスを記述し，学

習者オートノミーの発達を報告する。P. Bensonが示したコントロールの3つの次元の

枠組みで分析した結果，学習者オートノミーの発達はバーチャルクラスの役割，調査

介入の影響，学習者の主体性の発揮と関わっていることが分かった。自律的な遠隔学

習への支援に向けて，学習者の目標設定の妥当性，計画実行中の内省，学習効果の自

己評価，動機づけの維持に対する積極的な関与の必要性が示唆された。
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板を利用した双方向的な教育へと移り変わった。後

者の同期的遠隔教育では，テレビ会議システムの活

用により，双方向，かつマルチモーダルなコミュニ

ケーションが実現された。さらに，学習管理システ

ム（Learning Management System：LMS）を使用

することで，教育機関は遠隔地にいる学習者にマテ

リアルを配信し，学習の進捗状況を管理したり，成

果を評価したり，記録化することができる（當作，

2019）。このように，実際の教室で行われている教育

はネット上でも起こっており，テクノロジーはバー

チャル学習環境（Virtual Learning Environment：
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VLE）1を創出した。

完遂度が低いという遠隔教育の問題点は，一方

向・非同期的な遠隔教育の時代（Sweet，1986）から，

バーチャル学習環境が実現された現在まで懸念され

続けた（千葉，ほか，2018）。実際，筆者が携わって

いる中国のある民間の日本語教育機関の遠隔授業に

おいても，コースの3週目から受講生が徐々に減少

していく現象が頻発しており，関係者の中で「3週

目の呪い」と呼ばれるまでになった。このエピソー

ドが筆者が遠隔言語教育はなぜ続かないのかを探求

するきっかけとなった。以下では遠隔言語学習に関

する研究を検討し，本稿が着目した自分自身の学習

を管理する能力である学習者オートノミーと，遠隔

言語学習におけるオートノミー研究を概観する。そ

れを踏まえ，本稿の目的について論じる。

2．先行研究

2．1．自律学習に基づく遠隔言語学習環境の構築

ICT技術を活用し，地理的，時間的に制限された

言語学習者を支援するための遠隔学習プログラムは

2000年前後から多く開発された。国内外の教育機関

における学習者を繋げる遠隔テレコラボレーション

が行われ（宮崎，2002），その後，学習者の自律学

習に基づく遠隔学習環境の構築も始められた。以下

は自学自習のためのサイトの開発，既存のプラット

フォームにおけるオンラインコースの開発，独自の

プラットフォームに基づくオンラインコースの開発

1　本稿では Dillenbourg et al.（2002）を参考に，以下の
6つの特徴を有する学習環境をバーチャル学習環境と定
義する：⑴ 情報空間としてデザインされている，⑵ 教
育的インタラクションが行われている，⑶ マルチモーダ
ルなコミュニケーションが行われている，⑷ 学習者は
バーチャル空間を共同で構築している，⑸ 多様なテクノ
ロジーと複数の教授方法が統合されている，⑹ 多くは物
理的環境とオーバーラップしている。

の順で概観する。

発音や語彙など個別スキルの習得を支援するサイ

トの開発（隈本，ほか，2006；木下，ほか，2017）が

進められている一方，スキルに特化せず，統合的に

日本語学習を支援するサイトも開発されている（伊

藤，ほか，2019；熊野，川嶋，2011）。後者は日本語

能力の向上よりも，日本語を楽しむ，日本語を趣味

として学習する利用者の動機づけへの支援を重視し

ている。

サイトの開発以外に，既存のプラットフォーム

で，MOOCs（Massive Open Online Courses：大規

模公開オンライン講座）2を実践する研究も行われ

た。篠原，簗島（2015）は JMOOC
3のオンライン講

座「NIHONGO Starter」について報告している。こ

の講座も「楽しく継続できること」を主な方針とし

ている。学習者が自ら学習を進めていくために，ナ

ビゲーター役のキャラクターが設置され，課ごとに

目標を明示した。また，Facebookにおいては，学

習コミュニティと言語別のフォーラムが作られ，学

習者が自由に質問や議論する場が設けられている。

これらの取り組みに対して，講座実施後のアンケー

ト調査では肯定的な評価が得られている一方，依然

として継続性の問題が存在していることがアクセス

履歴から伺えた。また，戸田（2017）はグーロバル

MOOCで日本語発音オンライン講座を開講し，アン

ケート調査の結果に基づき，学習者のコンテンツに

対する評価，発音学習に関する意識の変化を報告し

ている。

近年，独自のプラットフォームに基づいたオンラ

インコースの開発も進めた。武田ら（2017）は国際

2　誰でも無料で受講できる大規模なオンライン講義の
ことである。2008年からアメリカで開始され，2012年に
スタンフォード大学などの有名な大学が講座配信に参
加することにより，ブームとなった。MOOCsを配信す
るプラットフォームは「Coursera」，「edX」などがある。

3　2013年に成立した一般社団法人日本オープンオンラ
イン教育推進協議会の略称である。



84

遠隔言語学習のプロセスにおけるオートノミーの発達　陳静怡

交流基金が運営しているプラットフォーム「JF日本

語 eラーニング　みなと」で開講している「まるご

と日本語オンラインコース」の開発に取り組んでい

る。この遠隔プログラムも「自学自習が﹁楽しく」

続けられる」ことを目指している。特に自学自習の

孤独感や不安を減らすために，各課の補助用の資料

と動画を充実させた。さらに，遠隔地にいる学習者

が自らの学習を管理し，振り返ることができるよう

に，「学習進捗ページ」と「ポートフォリオページ」

を用意した。このコースには「教師サポート付き

コース」が設けられており，教師はサイトの掲示板

における学習者たちのやりとりに関与したり，ライ

ブレッスンを開講し，授業への参加を促すメッセー

ジを送ったりすることなどを通して，支援を行って

いる（千葉，ほか，2018）。受講生向けのアンケート

の結果では，学習者はオンライン上での他者とのや

りとりを評価し，教師による支援に対しても高い満

足度を示した。

ここまで述べてきように，多くのプログラム開発

者は遠隔学習の継続性を重視している。プログラム

をデザインする際の工夫を積み重ねれば，遠隔地に

いる学習者は自らの学習を管理し自律的・継続的に

学習を進めることができる，という期待を持ってい

る。しかし，上述した研究では，プログラムの開発

のみが盛んに行われ，実際に使う学習者の反応を窺

うことはアンケート調査にとどまっており，学習者

が実際にどのようなプロセスで遠隔言語学習を行っ

ているのかは明らかになっていない。自律学習に基

づく遠隔プログラムのデザインと改善を目指すなら

ば，プログラムの充実だけではなく，個々の学習者

に着目し，遠隔地にいる彼らの学習プロセスに目を

向け，なぜある人は自らの学習を管理できるが，あ

る人はできないのかを理解することが必要不可欠で

あろう。そこで，学習管理に関する能力である「学

習者オートノミー（learner autonomy）」は注目に値

する。次に自律学習とそれを支える学習者オートノ

ミーについての文献をまとめ，遠隔学習プロセスに

おける学習者オートノミーについての研究を概観す

る。

2．2．学習者オートノミーとその捉え方

「 自 律 学 習（autonomous learning）」 と は 学

習者オートノミーが発揮された学習行動である

（Benson，2011）。学習者オートノミーは自分自身の

学習を管理する能力（Holec, 1981）として知られて

おり，1970年代に，成人の生涯学習の機会の保障，

個人の自由，社会的責任と関連する理念として言語

教育の分野に紹介された。この最初の定義は現在で

も広く使用されている。しかし，「管理」という言葉

が漠然としているため（Benson，2003），それに対

する解釈も分かれている。

青木（2005）は「管理」を，自分の学習に関する意

思決定を自分で行う能力として解釈し，学習者オー

トノミーとは「自分で自分の学習の理由あるいは目

的と内容，方法に関して選択を行い，その選択に基

づいた計画を実行し，結果を評価できる能力」（pp. 

773-774）であると述べる。この捉え方は，教室活動

の計画やカリキュラムの作成に学習者を関与させる

実践においてよく用いられている（八木，2016）。学

習者オートノミーを育む教室において，教師は言語

学習アドバイザーとしての役割（青木，2010）が求

められている。学習者が Plan（学習計画を立てる），

Do（実行する），See（判断・評価する）の PDSサ

イクルを作るのを助けたり，言語学習のノウハウに

関する専門知識を提供したり，学習者の「理想の私」

（Dörnyei，2009）に働きかけことなどを通して動機

づけの維持を助けたりすることが望まれる。

Benson（2011）はこの「管理」を3つの次元に分

けて解釈している。彼は Holecの定義では学習管理

の基礎となる認知能力が見逃されていると指摘し，

学習者オートノミーを「学習管理のコントロール」，
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「認知プロセスのコントロール」，「学習内容のコン

トロール」という相互依存している3つの次元から

捉えている。学習管理のコントロールには，学習目

標の選択，コンテンツと進捗状況，学習方法とテク

ニックの使用，習得手順のモニタリング，学習成果

の評価などが含まれている。認知的プロセスのコン

トロールは気づき，内省，メタ認知的知識の発達な

ど「学習プロセスや内容に関する特別な心理的関連

性を生み出すことである」（Little, 1991，p. 4）と述

べている。そのほか，学習内容のコントロールは学

習目標，内容，リソースについて他者と交渉するこ

とを指す。この交渉は教室と教育機関の力関係に注

目するため，学習内容のコントロールは学習者オー

トノミーの状況的，社会的側面を表していると述べ

る。

そのほか，学習者オートノミーの捉え方には，学

習者を学習環境と意図的に関わらせる主体として

捉える言語生態学の観点もある。例えば，van Lier

（2004）は学習者オートノミーを「実践共同体の内部

で，自分の行為の主体となり，自分の言葉を発する

声を持ち，自分の行動とことばに感情のレベルで結

びつく」ことであり，Murray et al.（2014）は「空間

において主体性を行使する可能性を持つ」ことが学

習者オートノミーであると解釈している。

このように，学習者オートノミーに関する定義，

解釈は様々だが，本稿は遠隔プログラムが提供した

カリキュラムとマテリアルに対する学習者のレスポ

ンスを見るため，学習内容に関する要素が含められ

た Benson（2011）の枠組みを採用し，学習管理のコ

ントロール，認知プロセスのコントロール，学習内

容のコントロールの3つの次元から学習者オートノ

ミーを捉える。学習者オートノミーは相互依存した 

3つの次元に跨る「多次元的な能力」（Benson，2011）

であり，かつ状況によって異なる形で現れたり，獲

得されたり失われたりする（Little，1991）ため，外

部から観察しにくく，一般化した尺度では捉えきれ

ない。よって，その発達を追求する場合は，個々の

学習者に着目し，個人の言語学習経験におけるオー

トノミーの長期的発達を質的に分析する手法が勧め

られている（Benson，2011）。以下では，学習者オー

トノミーの長期的発達を実際に質的な手法で分析し

た研究を取り上げ，長期的発達を質的に分析する意

義を述べる。

2．3．遠隔言語学習プロセスにおけるオートノミー

White（1999）は大学の遠隔プログラムで，スペ

イン語と日本語を学ぶ学習者に着目し，遠隔学習に

関する学習者のビリーフがどのように変容していく

のかを縦断的に調査している。このプログラムは，

学習者が大学から送られたオーディオカセットや動

画，テキストに基づき，自らで学習していく非同期

的な遠隔形態であった。初期段階において，学習者

は遠隔学習を時間と場所を柔軟に調整できる手段

として捉えていた。しかし，学習が進むにつれて，

この捉え方は「学習者と文脈のインターフェース

（learner-context interface）」の見方によって置き換

えられる。すなわち，学習者は徐々に，自らは目標言

語のマテリアルを独自のテキストに転換する作業を

行っていることに気づいた。この作業を通して，学

習者と学習文脈の間に特別なインターフェースが確

立された。このインターフェースにおいて，学習者

とプログラムの文脈はお互い影響し合っており，プ

ログラムが提供したマテリアルの使用を通して，学

習者の言語スキルと自らの学習スタイルに関する理

解というメタ認知能力が発達したと述べている。一

方，プログラムが提供した共通のマテリアルを自ら

にとって意味のあるテキストに転換することを通し

て，目標言語のリソースは個々にとって，唯一のも

のとなったとしている。このWhite（1999）の研究

は，学習者と文脈のインターフェースを学習者オー

トノミーの発達と関連づけて調査する価値と遠隔学
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習と学習者オートノミーは深い関わりを持っている

ことを示唆している。

その後，この学習者と文脈のインターフェースは

理論化された（White，2005）。この理論は「学習

者」，「文脈」，「インターフェース」という3つの次

元から構成されており，学習者の次元は，個人の属

性や，スキル，ニーズ，動機づけや情意的要因など

を含む。一方，文脈の次元は学習者が知覚した遠隔

コースの特徴全般を指す。上記の学習者と文脈の次

元の相互作用で生まれたのが，インターフェースの

次元であると説明している。この理論は学習者の視

点に基づいた学習者オートノミーの理論として評価

され，「学習者と学習文脈の間の個人的に意味のあ

るインターフェースの継続的な構築」は自律的な

遠隔学習の特徴として挙げられた（White & Bown，

2019，p. 32）。

このインターフェースの構築は，遠隔言語学習者

としてのアイデンティティを発達させる手段として

も利用できるとWhite（2005）は述べている。この

有用性を発揮させるための鍵は，学習者の属性，遠

隔学習の文脈，個人の社会的，仕事的環境の間の調

和を保つことであると挙げられている。しかし，上

述した研究では，学習者が埋め込まれた実生活の文

脈についての言及は少ない。遠隔教育の参加者は成

人学習者が多く，彼らの学習と仕事，家庭の調和の

課題も指摘されている（Kember，1999）。遠隔学習

者の特殊な属性を考えると，彼らの生きている実生

活の文脈に目を向ける必要性が一層強まってくる。

上述した学習者の実生活の文脈にも目を向けたの

が Sataporn and Lamb（2005）である。この研究で

は縦断的ケーススタディを採用し，タイの大学の遠

隔プログラムで英語学習を継続した学習者と脱落し

た学習者の学習プロセスを比較している。調査が行

われたプログラムはWhite（1999）で言及されたの

と同じく，一方向・非同期的な形態であった。分析

の結果，両氏は遠隔学習が継続できるかどうかは，

「学習者ゾーン（learner zone）」，「プログラムゾーン

（program zone）」，「実生活の文脈（context in life）」

の3つの要素が噛み合うように調整されている「適

応的ゾーン（accommodation zone）」の構築（図1）

によって決められると述べる。この3つの観点は学

習者と文脈のインターフェース理論における学習者

の次元，文脈の次元をカバーしているとともに，学

習者の家庭や仕事の状況に関する新たな次元―実生

図1．遠隔言語学習のプロセスを説明する「適応的ゾーン」．Sataporn and 
Lamb（2005，p. 123）をもとに作成 : Sataporn, S., & Lamb, M. (2005). 
Accommodation zone: Two learners＇ struggles to cope with a distance 
learning English course. In P. Benson & D. Nunan (Eds.), Learners＇ stories 
difference and diversity in language learning (pp. 119-133). Cambridge 
University Press.
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活の文脈を取り入れた。この3つの観点に基づく記

述を踏まえ，Sataporn and Lamb（2005）は遠隔言

語学習にける2種類のオートノミーを発見した。す

なわち，遠隔学習が自分に適合した学び方であると

認識しコースの指示に意識的に従う継続者の学習者

オートノミーと，自らの学習のニーズを意識しプロ

グラムが提供するマテリアルを批判的に捉える脱落

者の学習者オートノミーである。しかし，この解釈

はあくまでも，自らの学習スタイルやニーズに関す

る意識という学習者のメタ認知能力を判断の基準と

している。2．2．で述べたように，メタ認知能力は

学習者オートノミーの一側面にすぎず，学習者オー

トノミーの発達に関する解釈を全てそれに依拠する

ことに対して筆者は疑問を感じる。学習者オートノ

ミーの解釈に関してはさらなる分析の余地があるも

のの，遠隔言語学習のプロセスを学習者自身，プロ

グラムの文脈，実生活の文脈の3つの観点から捉え

る枠組みは興味深い示唆を与えた。

先行研究における質的研究は遠隔学習を固定した

静的な実態ではなく，各々の学習者が学習文脈を行

き来するプロセスの中で，主体的に構築した個別

的・相対的なものとして捉えている。ところが，こ

れらの研究が行われたプログラムは全て一方向・非

同期的な自学自習の遠隔プログラムである。現在の

双方向・同期的な学習形態が組み込まれているバー

チャル学習環境における遠隔学習プロセスの場合，

新たな観点から分析する必要がある。

2．4．本研究の位置づけと研究課題

先行研究から窺われるように，遠隔言語学習環境

は盛んに開発されている一方で，個々の遠隔学習プ

ロセスへの関心が薄く，自律学習に基づく遠隔プロ

グラムにおいて，自律学習が行われているかどうか

に関する議論が足りない。その中で，数少ない遠隔

学習のプロセスに関する研究の全てが一方向・非同

期的な遠隔環境で行われ，現在のバーチャル学習環

境における学習プロセスに関しては管見の限り研究

がなされていない。このような背景を踏まえて，本

稿はバーチャル学習環境におけるある学習者の学習

プロセスに着目し，以下の3点を研究課題とする。

⑴ バーチャル学習環境で学ぶ学習者がどのよう

に日本語を学習しているか。

⑵ バーチャル学習環境において日本語学習者の

オートノミーがどのように発揮されたか。

⑶ 学習者オートノミーの発揮にはどのような要

因が影響しているか。

3．方法論

3．1．ケーススタディ

本研究は質的ケーススタディの手法を用いる。質

的アプローチは具体的な事例を重視し，人々自身の

表現や行為を立脚点とし，それをその人が生きてい

る地域的な文脈と結びつけて理解しようとするもの

である（フリック，2007/2011）。その中で，ケースス

タディは，リサーチクエスチョンが「どのように」，

「なぜ」の設問である場合，研究者が事象を制御でき

ない場合，現在進行中の事例を扱う場合に選択され

る（イン，1994/2011）。本稿は個の学習者に着目し，

バーチャル学習環境という文脈に基づく彼らの進行

中の学習プロセスを対象とするため，質的ケースス

タディが適切な研究方法であると考える。また，事

象を記述した上で，それに対する説明や解釈を行う

ため，「説明的ケーススタディ」（イン，1994/2011）で

あるとも言える。さらに，研究事象の進行中のプロ

セスを追えるように，時間的変数を取り入れた「縦

断的ケーススタディ」を採用した。調査を行う際は，

参与観察（アングロシーノ，2007/2016）と半構造化

インタビューの手法（野村，2017）を採用した。な

お，参与観察を行う際，筆者は「完全なる観察者」
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（佐藤，2002）を目指し，なるべくコミュニティの活

動に関与しないようにつとめた。

3．2．調査概要

3．2．1．フィールド

フィールドは中国の民間の日本語教育機関がオン

ラインのプラットフォーム「CCtalk」4を利用し運営

するネット上の日本語のクラスである。調査対象と

なったのは N3レベルのクラスである。筆者はクラ

スを運営する日本語教育機関と N3クラスの受講生

全員の同意を得て，調査を始めた。このクラスはN3

4　中国最大のオンライン教育企業「沪江」が2015年に
公開したプラットフォームである。教師と複数の受講生
が同時に参加できるオンラインの対面式授業が提供さ
れており，そのウェブ（https://www.cctalk.com）上で公
開されているデータによると，2017年までに，CCtalkの
ユーザーは1,000万人を超えている。

レベルの語彙，文法，読解，会話を学習することを

目的とし，2018年10月15日から2018年12月31日ま

での11週の間に開講された。クラスは学習者54名，

教師2名とチューター 2名から構成される。

フィールド（図2）では，オンライン授業と授業外

活動が5種類行われている（表1）。

オンラインの授業は，言語知識の説明に重きが置

かれたオンライン講義と，会話と音読の練習をメ

インとするオンライン音読授業の2種類に大別され

る。オンライン講義は教育機関自らが作成したオリ

ジナルコンテンツに基づき，N3レベルの語彙と文

法を説明する録画を授業時間に流す一方向・非同期

的な授業である。一方，音読授業は発音指導を教師

主導のもとで行う双方向・同期的な授業である。両

者はいずれも CCtalkが提供する音声会議システム

で行われている。授業で使用されるコンテンツは開

講される前，ネットを介して学習者に送られる。受

講したオンライン授業の動画は CCtalkで保存され，

オンライン
講義

オンラインの
音読授業

オンラインチュー
ターリング

SNSグループに
おけるチャット SNSグループに

おける学習活動

バーチャルクラス

学習者

チューター

教師

観察者

図2．N3レベルのバーチャルクラスで行われる学習活動

表1．フィールドにおける学習活動

フィールドでの学習活動 活動形態

オンライン講義 前もって録画した解説動画が決まった時間帯に音声会議室で流れる一方向・
非同期的な授業

オンライン音読授業 教師が発音指導を行う音声会議室を用いた双方向・同期的な授業

オンラインチューターリング チューターと共に復習を行う音声会議室を用いた双方向・同期的な授業

SNSグループにおける学習活動 学習者が互いに出題し，添削し合う双方向的な活動

SNSグループにおけるチャット クラス全体で双方向的に話せる場
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1ヶ月間無料で再閲覧できる。

授業以外の活動は，音声会議システムを利用した

オンラインチュータリング，SNS
5グループにおけ

る学習活動とチャットの3種があった。チュータリ

ングは週2回開講され，オンライン授業で学習した

内容の確認がチューター主導のもとで展開されてい

る。SNSグループにおける学習活動（図3）とは，学

習者が互いに出題し，添削し合うような協働作業で

ある。日ごとに出題する学習者が自薦で予め決めら

れ，練習問題はその学習者が SNSグループにアップ

ロードする。その他の学習者は自らの希望に基づき

練習活動に参加し，完成した文字や音声式の回答を

SNSグループにアップロードする。その課題に対し

て出題者は添削し，フィードバックを与える。参加

者が多いため練習活動は丸1日かかることが多かっ

た。これらの授業内外の活動への参加は全て自由参

加の原則に基づいており，コースの進行にともな

い，参加者が徐々に減少する傾向が顕著であった。

3．2．2．調査協力者とデータ収集

調査協力者は N3コースの受講生の Lily（仮名）さ

んである。Lilyさんは中国で生まれ，18歳の時に留

5　フィールドでは中国のソーシャルメディアアプリ
Wechatが使用されている。

学のためにロシアに移った。調査が行われた2018年

当時，ロシアの大学の学部4年生であった。筆者はク

ラスの複数のメンバーの語りを聞いたが，その中で

Lilyさんは母国でも，目標言語が使われる環境でも

ない場所から遠隔学習に参加する特殊なケースであ

り，脱落が多発している中で受講を続けたケースで

もあることから，彼女の言語学習にはオートノミー

が強く発揮されたと想定し，ケースとして取り上げ

た。筆者と Lilyさんを含めるクラスの受講生全員

は調査で初めて知り合い，それまでに面識はなかっ

た。収集したデータは以下の6種類からなる。⑴ 学

習者のオンライン授業の受講動画の録画 ⑵ Lilyさ

んのバーチャルクラスへのアクセスデータ ⑶ SNS

グループにおける発話（SNSグループにおける発

話をエクセルにエクスポートし，検索可能な形にし

た。） ⑷ フィールドノート（フィールドノートは授

業や SNSグループにおける Lilyさんの行動を観察

する際，調査者の疑問，仮説，推論を書き留めたも

のである。インタビューの際，ノートの内容に基づ

き，Lilyさんに説明を求めたところがあった。） ⑸ 半

構造化インタビューの録音（インタビューはコース

の4週目〈前期〉，8週目〈中期〉，12週目〈後期〉，

本日の出題者が課題を出す

ほかのメンバーが答えを

アップロードする

中国語の意味から日本語
の単語を推測する問題

中国語の文を日本
語に翻訳する問題

図3．SNSグループにおける学習活動
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に合わせて3回行った。インタビューは Lilyさんが

語りやすい母語である中国語を用いて SNS
6で行っ

た。毎回，前段階の学習行動について詳しく語って

もらい，次段階に向けての計画を聞いた。なお，立

てた計画については，次回のインタビューで実施状

況を尋ねた。）

筆者の立場は受講生の語りに影響すると考え，イ

ンタビューの際は筆者の身分（大学院生）と本研究

の目的を伝え，筆者はコースの運営と関係なく，学

術目的で研究を行っているため，思うままに語って

くれることが望ましいという旨を伝えた。Lilyさん

からはインタビューデータを匿名化した上で研究と

して公表することについての承認を得た。

3．3．分析方法

本研究は学習のプロセスを縦断的に調査している

ため，時系列分析（イン，1994/2011）の手法を採

用した。まずはインタビューデータを日本語に翻訳

し，コーディング（ギブズ，2017/2017）を行った。

次に，コード同士の比較から学習プロセスにおける

出来事に関するカテゴリーを立てた。これらの出来

事が起こった文脈を理解するため，カテゴリーを

授業動画の録画や SNSグループの発話などインタ

ビューデータ以外のデータと照らし合わせ，時系列

に沿って整理した。その後，整理したカテゴリーを

バーチャルクラスに至った経緯，バーチャルクラス

における前期の学習，バーチャルクラスにおける中

期の学習，バーチャルクラスにおける後期の学習と

いうより大きいカテゴリーで再整理し，Lilyさんの

「ストーリー」（Aoki，2009）を記述した。ストーリー

では，学習プロセスにおける出来事を【　】で示し

た。インタビューを引用した箇所では調査協力者の

6　インタビューは中国のソーシャルメディアアプリ
Wechatの音声通話機能を使用した。

仮名とインタビュー調査の日付を示した。

4．Lilyさんのストーリー

4．1．バーチャルクラスに至った経緯

Lilyさんはロシアの大学でビジネスを専攻する4

年生である。高校卒業後，ロシアの語学学校に入り，

1年後サンクトペテルブルクにある大学に進学し

た。ロシア語はロシアに渡ってから学習を始めたた

め，語学面では非常に苦労している。ヨーロッパに

憧れていた時期もあったが，長く生活していくと，

「西洋の環境は自分の欲しいものではない」と感じ

た。Lilyさんは自分の専攻に対して全く興味を持っ

ていない。その代わりに，日本文学に以前から心を

寄せており，日本に対して憧れを持っていた。その

ため，大学卒業後の進路を考える際に，日本の大学

院に進学するという案を思いついた。

日本への留学を決意した Lilyさんは1年前から

ネット上の無料で視聴が可能なシリーズ動画を利用

し，1人で N5と N4レベルの日本語を学んだ。動画

で説明された言語知識を暗記し，読み方も大体分か

ればいいと考えていたため，独習は簡単であると感

じた。J.TEST
7のE～Fレベルの試験にも受かり，独

習の結果に対して彼女は満足を得ており，日本語学

習に対してモチベーションが高かったと語った。

ところが，学習が進むにつれて，Lilyさんは話せ

ないことに気づいた。その理由として，彼女は「日

本語環境がない」，「身の回りに日本語を学ぶ人を見

つけるのが難しい」などを挙げた。この頃，Lilyさ

んは以前，偶然に見たバーチャルクラスの無料の宣

伝動画を思い出した。動画を介して，彼女はオンラ

インの日本語教育機関があることを知り，オンライ

7　実用日本語検定のことであり，1991年から実施され
ている。
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ンで行われる授業に魅力を感じた。日本語で話せな

い問題を解決し日本の大学院への進学を実現するた

めに，Lilyさんは N3のクラスに入ることを決め，ク

ラスが開講されるまでオンライン授業に大きな期待

をしていた。

4．2．バーチャルクラスにおける前期（1～4週）の

学習

【オンライン授業に対するプレッシャー】

バーチャルクラスを受講して間も無く，Lilyさん

はプレッシャーを感じるようになった。オンライン

授業における教師，学習者のやりとりを聞いている

うちに，自分のイントネーションがおかしいことを

自覚させられた。また自分のペースとバーチャル

クラスのペースが一致していないことにもプレッ

シャーを感じていた。Lilyさんにとって，バーチャ

ルクラスの N3コースは，独習と比べ，内容が多く，

難易度も上がった。復習の時間を確保して，授業動

画を繰り返し閲覧したり，新出語彙を調べたり，例

文を暗記したりすることで，理解を深める対策を

とっていたが，そうしているうちに，クラスのタイ

トなスケジュールに追いついていけないとの葛藤に

陥ってしまった。

学習を続けるために，Lilyさんは授業の進度に追

いつくことを優先した。授業で分からないことが

あった場合，彼女はよくプライベートでチューター

に質問していた。また，受講した後，出席したことを

チューターに報告するようにもしていた。この頃，

彼女は自分の学習行動を観察・記録するチューター

の存在が気になり，積極的かつ勤勉に取り組む自分

をアピールしたい，授業の進度に追いつけていない

自分を見せたくない，というプレッシャーを感じた

そうだ。

授業の難易度が高いと感じながらも，もともと日

本文学が好きという理由もあり，テキストとなる日

本の短編小説やエッセイをLilyさんは大変気に入っ

た。特に太宰治の作品が複数収録されているところ

が好きであった。

【思い通りに行かなかったグループ学習】

SNSグループで展開されている学習活動にLilyさ

んはほぼ毎日参加している。他の学習者が出題した

練習問題に積極的に解答している一方，自身の日本

語能力の不足を意識していたため，自らが出題し，

メンバーの回答を添削する役割を担うことに対して

は躊躇していた。

また，活動への参加以外でも，Lilyさんはコミュ

ニティのメンバーたちとコミュニケーションしよう

とする意欲が強かった。開講して間もない頃，Lily

さんはよく SNSグループでロシアでの日常生活に

ついて語ったり，写真をアップロードしたりしてい

た。これは，日々の生活や各々の学習経験などの

「たわいもない会話」を期待しての行為だったが，他

のメンバーたちは学習活動のやりとりばかりを発信

しており，Lilyさんの話は相槌を打たれた程度で締

めくくられていた。話題に乗る人がいないことで，

Lilyさんは「隔たり」を感じ，その後学習と関係の

ない話をやめた。この頃から「独習とあまり変わら

ない」と感じるようになった。学習活動への参加は

継続しているが，活動を含むコミュニティ内のイン

タラクションに対して，彼女は不安を感じた。不安

が生じた原因について，彼女は他のメンバーの流暢

な日本語を聞くと，いつも自分と比較してしまうか

らだと考えた。そのため，自分の努力と成果を疑っ

てしまった。また，大学卒業までに残された時間も

限られているため，卒業後の留学についても焦って

きた。

【不安から脱却するプロセス】

もともと文学が好きなため，常に自分を観察し内

省していると語った。そのため，自分自身が不安な
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状態にあることを Lilyさんはすぐに意識していた。

その後，彼女は「自分との対話を続け」，不安を感じ

た原因を探そうとした。

Lily：私自身は「居安思危」な人で {筆者 : 居安思

危？ } 平和な時も危険に備えていて準備を怠ら

ないという状態で，だから他の人から何も言わ

れなくても，{筆者 : はい }すごく危険に備え

る準備をしているのよね。だから，ポジティブ

な影響は，それほど多くはないかも。  

  （Lily01_2018/11/06）

比較・競争の意識はコミュニティのメンバーが

持っているのではなく，自分自身の危機意識がもた

らしたものであることに気づくと，比較・競争の危

機が解消され，SNSの学習活動や授業の受講を継続

することができた。

不安から脱却した後，Lilyさんは学習ストラテ

ジーの調整を工夫し始めた。単語を暗記する際に，

以前のように書き方と意味だけを覚えるのではな

く，読み方，アクセントにも気を配るようになった。

ある程度新しい単語が集まると，アクセント型を基

準に新出語彙を分類し，暗記するストラテジーを自

分で考案した。バーチャルクラスにおける日本語学

習は思い通りにいかなかったが，Lilyさんはなお訪

日後の生活に期待を抱いており，その生活について

「言葉にできないけど，イメージはできている」と述

べた。訪日後の日々をイメージすることで，自分を

励ましていたようであった。

4．3．バーチャルクラスにおける中期（5～8週）の

学習

【迷いながらも進む学習】

前期の学習において，Lilyさんは授業のペースに

追いつくことを優先させた。ところが，中期になっ

て，Lilyさんは続けるかどうか迷いが生じた。オン

ライン授業を一方的に聞くことに対して，Lilyさん

は負担を感じていなかった。しかし，それは単なる

「受動的な学習」にすぎないと彼女は思っていた。受

動的な学習は受験勉強にしか役立たず，J.TESTを準

備していた頃と同じように，ドリルを用いて何度も

練習すれば受験はそれほど難しくはないようであっ

た。しかし，現状では，授業の「内容を理解し，内

在化すること」が難しく，日本語の使用もできてい

ない。

この1ヶ月，Lilyさんはコミュニティとのコミュ

ニケーションを中断し，学習活動にもほとんど参加

しないようになった。学習活動における他者からの

フィードバックで，「ショックを受けた」ことが原因

であった。他者からもっぱら日本語を訂正されたた

め，自信を失い，「逃げることにした」と述べた。

チューターや教師とのコンタクトも少なくなっ

た。ネットで調べるくらいで解決できる問題もある

ため，チューターとのコンタクトが自然に少なく

なった。ただ発音の問題について，Lilyさんは音読

を担当する教師に尋ねている。教師とは普通に日本

語に関する質問をするだけだった。自分の気持ちに

ついても話したかったが，どう話すべきか分からな

かった。

【絶望的だった失敗経験】

Lilyさんは前期の続きで，発音，イントネーショ

ンの学習に力を入れた。授業で出た文章は，単語ご

とのアクセントを調べ，毎日2，3回読むようにして

いた。1ページの文章をうまく読むのに，Lilyさんは

1時間以上かかることが多かった。幸いに頑張った

甲斐があり，1人で読む時，「テキストの録音が頭の

中で漂っている」ようになった。ところが，7週目の

音読授業では「自分も驚く」ほどの失敗経験があっ

た。Lilyさんは先生に指名され，授業で出たエッセ

イを読むことになった。ところが，Lilyさんはイン

トネーションをうまくつかめず，教師の訂正によっ

て音読が中断されることが多数あり，結局彼女の発
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言のターンは長々と15分間も続いた。振り返ってみ

ると，彼女は「崩壊するまで読み続けた」と語った。

コミュニティのメンバーの前で，無理やり15分間読

まされたことは Lilyさんにとって，「自分もびっく

りするほど下手だった」ことを意識させられる出来

事となった。

【日本に対するビジョン】

Lilyさんとの2回目のインタビューは，ちょう

どサンクトペテルブルクの極夜の期間中にあった。

「朝10時くらいに家を出る時に空はまだ暗い，午後3

時くらいに学校が終わる時に，日はもう落ちた，昼

間は全て室内で過ごした」というような冬の日々を

Lilyさんは「絶望的」だと語っていた。日本に行く

ことは「今の環境を変えたい」という理由もあると

語った。

この頃 Lilyさんは日本の人間科学の大学院に進

学したいと訴えてきた。日本語学習で疲れた時は大

学院のホームページを見たりして，「自分に近いと

感じるので，気分転換になる」ようであった。調査

をきっかけに，Lilyさんは筆者に対して文献と研究

計画書の書き方についての助けを求めていた。バー

チャルクラスで日本語を学習しながら，研究生とな

る申請を行い，日本に行くことを考えていた。彼女

の要望に対して，筆者は研究計画書の書き方に関

する資料を送った。これをきっかけに，Lilyさんは

SNSで筆者に日頃考えている研究課題について話

し始め，筆者に対して大学院生の生活について尋ね

るようになった。

筆者：（前略）大学の生活って言ったら，文化祭と

か，イベントが充実しているところかなあ，ア

ニメの通りです（笑）{ Lily：うんうん。}そし

て，全体的に暮らしやすくて，春には桜が，そ

うそう，日本では今は紅葉の季節です！

Lily：あー，ネットでいつも見ています！行きたい

です，今すぐ（後略）！バイトは？バイトはど

うですか，日本の大学生はみんなバイトしてい

ると聞きました。

筆者：うんうん，私もこの後バイトがあります（後

略）。

Lily：実は日本のバイトにも期待しています。ロシ

アではぜんぜんバイトの機会がなくて，日本み

たいにバイトがそんなに充実しているところは

実は多くないです。 

   （Lily01_2018/12/08）

言葉を交わした後，Lilyさんは日本で大学院に通

いながらバイトする日々がイメージできるようにな

り，「日本に行くのなら，日本語はきちんと勉強し

ないといけない」とまた元気づけられたようであっ

た。

4．4．バーチャルクラスにおける後期（9～12週）

の学習

【学習の継続】

最後の1ヶ月はちょうど大学の期末試験期間中

だったため，Lilyさんは日本語学習に気を配る余裕

はなかった。また，オンラインコミュニティからの

影響が一層少なくなり，学習活動への参加も中止状

態だった。しかし，Lilyさんは1人で授業のシラバ

スに沿って，オンラインの日本語コースの受講を最

後まで続けた。コースのコンテンツには，Lilyさん

の好きな文学作品が多数含まれている。ところが，

後期でコンテンツの難易度が増すにつれ，Lilyさん

はコンテンツにおける言語知識が分かりやすく提示

されていることが重要であるという結論に至った。

Lilyさんにとって，コンテンツに含まれる言語知識

は「心が通じるもの」もある一方，「20回，30回見

ても，心が通じないものもある」ようであった。

コース終了後，Lilyさんは1人で復習を始めた。復

習の際は課ごとに単語を覚え，授業動画の録画を復

習するようにしていた。しかし，それもうまくいか
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ず，コンテンツに含められた単語リストにおける語

彙を読むことも，書くこともできるが，その単語が

単語リスト以外の別のところに現れると分からなく

なった。使うことも無論できないため，Lilyさんは

「無力感」を感じていた。

【振り返りと目標の変更】

インタビューで，3ヶ月の学習を振り返るように

言われた際，Lilyさんは「思い通りに行かなくて，

疲れた」と語り，自分の学習はいつも失望のまま終

わってしまうことが多かったと述べた。この文脈に

沿って筆者が以前の学習についてさらに説明を求め

ると，Lilyさんは今まで経験した様々な学習を思い

出した。これまでの学習についての談話が2人の間

で20分以上続き，その結果，Lilyさんは学習がいつ

も予想通りにいかない原因として，「目標をやたら

高く設定」するという自分の傾向に気がついた。大

学1年生の頃，毎朝6時に起きることを自分で決め

た後，寝坊すると自分にがっかりしてやる気を失っ

た。また，小説を書くことに夢中になる時期があり，

小説を出版したいとの思いで，1年間で13万字の小

説を書いたこともあった。寄稿もしたが，結局何の

返事もなく，「心の炎」が消えた。日本語に対しても

「壮大なことを考えていた」と彼女は語った。

Lily：今回日本語を学ぶ時も，最初は（中略）壮大な

ことを考えていた。{ 筆者 :そうですね，はい }

毎日，何時間勉強しないといけないとか，あと

日本の大学院に行かないといけないとか，様々

な抱負があった。でも3ヶ月学んで，やっぱり

計画はうまくいかなかったね。

筆者：その原因について考えたことありますか。

Lily：（中略）私の場合，このような目標は，結構多

かった，でも，しっかり実施しているかどうか

は…私が目標をやたらに高く設定したせいだと

思う。

   （Lily03_2019/01/11）

このように Lilyさんは過去の学習経験を振り返

り，計画が予想通りに行かず，中断してしまう原因

が目標を高く設定してしまうところにあると考え

た。

バーチャルクラスについては，Lilyさんは時間，

場所にかかわらず好きなものを学べるところを評価

した。それに対して，自分で自分の状態を維持しな

いといけないこと，隣に助けてくれる人がいないこ

とは，独習とあまり変わらないと結論づけ，これか

らしばらくはバーチャルクラスを受講しないという

決断に至った。学習の面より，バーチャルクラスは

「生活そのものについて，なにか憧れを持たせてく

れた」と述べた。今後の計画について聞かれた際，

Lilyさんは計画を練り直し，自分のペースでN5から

N3の復習を行い，2019年の9月に日本の日本語学校

に行き，日本語を学習しながら，大学院の進学を準

備することにした。

5．考察

この節では4．で記述したストーリーをもとに，ま

ず5．1．で Lilyさんの学習者オートノミーがどの

ように刺激され，発達してきたのかを考察する。次

に，それを踏まえ，5.2，5.3，5.4では学習者オート

ノミーの発達に影響を与える3つの要因について考

察する。

5．1．Lilyさんの学習者オートノミーの発達

5．1．1．目標の実現のための計画の変更

Lilyさんの学習者オートノミーの発達は，まず学

習管理のコントロールの面で観察できた。彼女は日

本留学の目標を最初から持っており，この目標を実

現するために，彼女は計画を何回も立て直した。日

本に留学するための最初の計画として，Lilyさんは

N5・N4を独学した。J.TESTを受け，自らの学習を
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評価する行動が見られた。日本留学のために必要な

言語運用能力は独学では身につけられないと感じた

後，彼女は計画を変更し，日本語を使用できるよう

になるため，オンラインコースに参加した。

この頃から，Lilyさんは大学院留学の目標を実現

するための計画を独学からオンラインコースの参加

に変更し，オンラインで日本語を学びながら，ロシ

アから日本の大学院に入るために，研究生になる申

請を行おうとした。しかし，2回目の計画もうまく

遂行できなかった。Lilyさんのストーリーから窺わ

れるように，彼女は日本語の使用が依然として満足

できるものではないと自己評価することが多かっ

た。日々の進歩による達成感が少なく，卒業後の日

本留学や日本語使用の困難さを心配することも多

かった。コース終了後のインタビューで Lilyさんは

過去の学習経験を想起しながら，計画がうまく行か

なかったのは目標を高く設定しすぎたからだと考え

た。

目標設定が壮大かつ漠然とした場合，実行段階の

計画と目標が一致せず，達成感が感じられない。こ

の一連の結果は八木（2016）で取り上げられている

ケースと合致している。Lilyさんが目標としていた

大学院入学は，大学の授業に必要な日本語の言語要

素と技能の習得，問題発見，分析，解決のための能力

養成も内包されている「アカデミック・ジャパニー

ズ」（鈴木，2011）の獲得が望まれている。N3コース

でさえ難しく感じた Lilyさんにとって，アカデミッ

ク・ジャパニーズを要求する大学院留学の目標は敷

居が高すぎると判断できる。また，3．2．1．で述べ

たように，このコースは N3レベルの語彙，文法，読

解，会話の習得を到達目標とするものであり，大学

院レベルの留学が要求する日本語能力の育成との間

に必然的な関係性は見出しにくい。学習プロセスへ

の批判的内省の結果，彼女は再度計画の修正を行っ

た。大学院留学の時期を先延ばしし，この大きな目

標を実現するために，日本語学校への進学に必要な

日本語能力を磨くという新たな計画に移行した。

以上見てきた目標設定，計画，実行，評価，批判

的内省，計画変更というプロセスから，学習管理の

コントロールという側面において，Lilyさんの学習

者オートノミーが十分に発揮されていることが窺え

る。Lilyさんは計画がうまく続かない中で日本留学

の目標を持ち続け，目標を実現するために計画を何

度も変更した。特に，最後の計画の変更は，目標と

の距離を批判的に内省するという認知的プロセスの

コントロールが内包されている。この学習管理のプ

ロセスを循環させる中で，Lilyさんの学習者オート

ノミーの発達が顕在化したと言えるだろう。

5．1．2．気持ちの切り替え

動機づけや情意的変数など心理的要因の意識的な

コントロールを通して，学習を継続させたことから

も，Lilyさんの学習者オートノミーの発達が観察さ

れた。Lilyさんはロシアから離れ，日本で生活し日

本の大学院に留学するために，日本語学習を始め

た。すなわち，第二言語を使う将来の理想の自己像

という「理想の私」（Dörnyei，2009）によって動機づ

けられている。バーチャルクラスでの学習がうまく

行かなかった頃，Lilyさんはよく渡日後の生活をイ

メージしていた。中期になってからは意識的に大学

院のホームページを見たり，筆者から大学院生活を

聞いたりしていた。そうすることで，日本語を駆使

して大学院で学習する自分，バイトをしながら暮ら

す自分，といった目標達成に関する具体的なビジョ

ンを持つようになり，自らを動機づけていた。

オンラインの他者とのインタラクションで不安に

取り憑かれた際，Lilyさんは他者が比較・競争意識

を抱いているのではなく，自らの心配性の性格が不

安を生み出したといったように自己を分析した。不

安が生じた原因を他者といった外的要因ではなく，

自己という内的要因に意識的に帰属させることに

よって，不安な状態から脱却できた。
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上述した動機づけや情意などの心理的要因のモニ

タリング，それらの改善に向けての認知的プロセス

のコントロールからLilyさんの学習者オートノミー

の発達が窺われた。

5．1．3．社会的制約との交渉

Lilyさんは第一言語や目標言語と隔離されたロシ

アの言語環境から，インターネットを介して，目標

言語学習の機会とリソースにアクセスしている極め

て特殊なケースである。彼女の社会的文脈では，目

標言語と接触する機会が限られており，学習を進め

る際，第一言語を活用することも困難であった。こ

のような諸々の社会的制約と交渉するプロセスか

ら，Lilyさんの学習者オートノミーが発達した。Lily

さんは「日本語環境がない」，「身の回りに日本語を

学ぶ人を見つけるのが難しい」という環境の制限を

意識し，バーチャルクラスに入った。バーチャルク

ラス開講後，Lilyさんが SNSグループで積極的に発

信し，オンラインコミュニティと学習経験を共有で

きる，感情的にサポートし合える仲間としての関係

性を結ぶ姿勢を示したのも，日本語学習のピアをオ

ンライン上で求めたいからであろう。すなわち，Lily

さんは環境の制約を意識した上で，制約を緩和する

ために利用可能な「社会的リソース」（田中，斉藤，

1993）を求めていたと言える。

コミュニティと関係性を結ぶ欲求が受け入れられ

ず，Lilyさんはまた参与観察で入った筆者に日本語

学習のノウハウや日本留学の経験，研究計画書作成

に関するテキストを求めてきた。このように留学の

目標を達成するため，Lilyさんはバーチャルクラス

のコンテンツやコミュニティのメンバーなど運営者

側が前もって準備し，受講生に活用してほしいと期

待しているリソースのみならず，調査者や調査者の

提供できるものといった偶発的な「人的リソース」，

「物的リソース」（田中，斉藤，1993）も積極的に活用

していた。

以上述べてきたように，Lilyさんはロシアの言語

環境がもたらす制約や，関係性の欲求を受け入れて

くれないコミュニティの制約を意識し，目標を実現

するために，バーチャル学習環境を意識的に利用し

たり，調査者と交渉したりすることを通して，学習

リソースを求めていた。社会的制約を知覚し，制約

と繰り返し交渉するプロセスから，Lilyさんが学習

内容に関するコントロールを行使していることが窺

われた。

5．1．で考察してきたように，学習に関する3つ

の次元をコントロールする（Benson，2011）プロ

セスの中で，Lilyさんの学習者オートノミーが発達

してきた。学習管理のコントロールは目標設定，計

画，実行，評価，批判的内省，計画の変更というプ

ロセスの中で顕在化しており，認知的プロセスのコ

ントロールは批判的内省，動機づけや情意などの心

理的要因のモニタリングとコントロールから見出さ

れた。また社会的制約を知覚し，それと交渉するプ

ロセスから，学習内容のコントロールが窺われた。

5．2．バーチャルクラスの役割

この節では Lilyさんの学習者オートノミーの発

達におけるバーチャルクラスの役割について考察す

る。まず，バーチャルクラスは Lilyさんに，媒介

語を活用して言語学習を進める機会，学習コミュニ

ティ，目標言語のリソースを提供し，社会的制約と

交渉できるような選択の余地を与えている。遠隔

学習が提供する多様な可能性は学習者の学習プロ

セスに対するコントロールを可能にした（Benson，

2011）のである。

バーチャルクラスではコミュニティのメンバーな

どオンラインの他者が存在し，多様なインタラク

ションが行われている。遠隔学習環境を開発する

際，コミュニティにおけるインタラクションの活性

化（篠原，ほか，2015）やオンライン上の他者との繋
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がり（千葉，ほか，2018）が重要視されており，学習

者からのコメントにおいても他者の役割を積極的に

評価するものが多かった（千葉，ほか，2018）。ところ

が，Lilyさんのケースにおいて，オンライン上の他

者による積極的な影響はさほど多くなかった。学習

の情意面から見ると，共に勉強する仲間としての関

係性を他の学習者に対して求めるLilyさんの要望が

コミュニティに受け入れられなかったことで，彼女

は孤独感を感じた。また，より知性の高い他者がい

るだけで，Lilyさんは不安な状態に陥った。さらに，

他者からの指摘に身を晒されることにより自信を失

い，インタラクションを諦めた。一方，学習の管理

の面から見ると，Lilyさんはもともと他者の学習方

法を聞きたかったが，SNSグループで話題に乗る人

がいなかったため，断念せざるを得なかった。この

ように，先行研究ではオンライン上の他者との関係

性が積極的・肯定的に評価されているのに対して，

今回の Lilyさんと他者の関係性は，必ずしも彼女に

とって満足のいくものではなかった。この違いが生

じた理由として，文学好きで内省的であるといった

Lilyさんの性格や，これまでの個人の学習経験によ

る影響が考えられる。すなわち，文法偏重型の独習

を自らのペースで行っていた学習者の場合，話すこ

とが要求されるインタラクティブな学習に転換する

際，音声面における他者との比較意識で自らのペー

スが乱れ，不安が生じることにより適応が難しくな

る可能性がある。また，インタラクションがうまく

続くかどうかは個人の参加をコミュニティが積極的

に受け入れてくれるかどうかとも関わっている。こ

の点で，オンラインのインタラクションは必ず肯定

的な結果を生むわけではないというシュヴィーンホ

ルスト（2008/2011）の警告は裏付けられている。

また，今回の調査からオンライン教師，チュー

ターによる支援は限定的な効果しか果たしていない

ことも明らかになった。Lilyさんは1ヶ月目の学習

において，チューターにアピールしたい気持ちが強

かったが，中期に入ってからその気持ちが一切消え

たことから，教授側による感情的な支援は一時的な

効果しか果たさないと言える。中後期に入って，Lily

さんは学習に関する「気持ち」について教師と相談

したかったが，アプローチの仕方が分からなかっ

た。このように，学習者が尋ねてくるのを待つ教授

側の受動的な支援姿勢は学習者の葛藤を見逃す可能

性がある。

バーチャルクラスはカリキュラムの提供のみ行っ

ており，それに従うかどうか，学習をどう行うかは，

学習者自身に委ねるところが大きい。学習を自らで

コントロールする自律学習が要求されている。5．1．

1．で述べたようにLilyさんの最初の目標設定に問題

点が存在していたため，学習プロセスでは消極的な

感情を抱え続け，学習効果があまり感じられなかっ

た。このことから，オンラインの学習者の目標設定

の妥当性，計画実行中の内省，学習効果の評価にお

いて，オンライン教師，チューターを始めとする支

援側による積極的な関与が要求されるのではないか

と考える。

5．3．調査介入の影響

この節は5．2．を踏まえ，参与観察において避

けられない調査介入の影響について考察する。Lily

さんのケースから調査者の介入がバーチャルクラス

のオンライン教師，チューターの役割を補うものと

なったことが観察された。コース終了後の最後のイ

ンタビューで，調査者と学習経験について語ること

が Lilyさんの内省を深め，最終的に一歩下がった計

画変更の決定を下す契機となった。インタビューに

おいて，目標，計画，計画の実行状況，自己評価に

ついて繰り返し聞くことが学習者のメタ認知的内省

を促し，学習管理のコントロールに働きかけた。ま

た，調査者と留学経験や日本の生活について話し合

うことが Lilyさんの「理想の私」（Dörnyei，2009）

のビジョンが明確になるように，インタビューが動
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機づけの維持に機能した。さらに，研究計画書関係

の書類などの物的リソースを提供することで，調査

者自身が Lilyさんの社会的リソースとなった。この

ように参与観察のために介入した調査者自体が学習

者の利用可能な学習リソースとなることが確認され

た。

学習者オートノミーの発達プロセスを調査するた

めには，目標，計画，計画の実行，評価など学習管

理について尋ねることが求められるが，この行為自

体が学習者オートノミーを刺激し，サポートするこ

とになった。予期していなかったことに，調査者の

介入が言語学習アドバイザーの，学習者が PDSの

サイクルを作るのを助け，動機の維持を助ける役割

（青木，2010）を果たした。

5．4．学習者の主体性の発揮

Lilyさんの学習者オートノミーの発達はまた学習

プロセスのコントロールを行使する学習者の主体性

の発揮と関わっている。Lilyさんの日本語学習は日

本留学の「理想の私」（Dörnyei，2009）を実現する

ことが目的であるため，彼女はバーチャル学習環境

における諸々の利用可能性の中で，調査者のことを

意識的に活用した。すなわち，自らの学習目的に応

じて，バーチャル学習環境の持つアフォーダンス

（van Lier，2004）を知覚し，活用している。また，コ

ミュニティの他者とのインタラクションが学習を阻

害していると意識した後，あえてインタラクション

を行わず，独習を一貫してきた。このように，バー

チャル学習環境における利用可能性は，利用する個

人によって制約にもなりうる。さらに，コンテンツ

の難易度が自分のレベル以上であることをLilyさん

は自覚し，学習を続けるために，彼女はコンテンツ

のジャンルである文学の側面に注目していた。この

ことから，オンライン空間における利用可能性は，

学習主体によって異なる形として知覚されているこ

とが窺われた。主体性の発揮に着目すると，Lilyさ

んの学習者オートノミーは「実践共同体の内部で，

自分の行為の主体となり，自分の言葉を発する声を

持ち，自分の行動とことばを感情のレベルで結びつ

く」（van Lier，2004，p. 8）ことであると言えるだろ

う。

主体性に従って行動する中で，Lilyさんはバー

チャル学習環境において自らの実践モードを確立し

ている。それによって，彼女の実践モードを支援す

るバーチャルクラスは，もはやオンライン上のコー

ス，教師，チューター，学習者から構成される物

理的な実態ではなくなった。Murray et al.（2014）

は学習者オートノミーのコントロールの3つの次元

（Benson，2011）を踏まえ，新たに第4の次元―空間

（space）―を加えた。空間に対する学習者の想像，

知覚，定義，理解は空間を居場所に転換させ，そこ

で行われる行為を決定し，学習者オートノミーに影

響を与えると述べる。空間という第4の次元は，空

間そのものをコントロールするのではなく，空間に

おいて主体性を行使する可能性を持つことであると

解釈されている（Lamb & Murray，2019）。Lilyさん

にとって，主体性を行使した言語実践と動機づけの

維持に対する調査者の働きかけにより，バーチャル

な空間は物理的な実在から，理想の私を実現するた

めの「憧れを持たせてくれた」居場所に転換された

と言える。この空間を居場所に転換させるプロセス

は，まさに，学習者オートノミーの発達を伴った遠

隔言語学習における学習者と文脈のインターフェー

ス（White，2005），適応的ゾーン（Sataporn & Lamb，

2005）の継続的な構築である。

6．まとめと今後の課題

本研究はバーチャル学習環境で学ぶ日本語学習者

Lilyさんに対する縦断的ケーススタディを通して，

彼女の学習プロセスにおける学習者オートノミーの

発達を明らかにし，遠隔言語学習のオートノミー
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に影響を与える要因を考察した。Lilyさんの学習者

オートノミーは，学習に関する3つの次元のコント

ロール，すなわち，目標設定，計画，実行，評価，

批判的内省，計画変更のプロセスから見出された学

習管理のコントロール，メタ認知的内省及び心理的

要因のモニタリングから窺われる認知的プロセスの

コントロール，社会的制約との交渉を通して学習リ

ソースにアクセスするという学習内容のコントロー

ルから観察された。遠隔日本語学習を行った際，Lily

さんは常にメタ認知的内省を行っており，心理的要

因のモニタリングに優れていた。また，自らのニー

ズに合った学習リソースを積極的に求めることがで

きた。一方，目標設定と合致する計画の立て方に課

題が存在しているため，自己評価を通して達成感が

感じられなかった。

単一ケースの一般化は難しいが，学習者オートノ

ミーの発達はバーチャルクラスの役割，調査介入の

影響，学習者の主体性の発揮と関係することが窺わ

れた。バーチャル学習環境はオンラインの学習者に

選択の余地を与えているとともに，他者と社会的相

互作用する空間として機能している。しかし，他者

との関係性次第で学習者が孤独感を感じたり，他者

とのインタラクションで不安になり，学習が阻害さ

れることもありうる。また，学習者オートノミーを

育てる上で，教授者側による感情的な支援や，学習

者が尋ねてくるのを待つ受動的な支援体制は，限定

的な効果しか持っていないが，その役割は言語学習

アドバイジングによって補足される可能性がある。

今後のオンラインの自律学習支援に向けて，学習プ

ロセスにおける学習者の目標設定の妥当性，計画実

行中の内省，学習効果の自己評価，動機づけの維持

に対する教授者と運営者による積極的な関与の必要

性が示唆された。さらに，学習者オートノミーの発

達は，オンライン空間の持つ多様なアフォーダンス

を知覚し活用することを通して，オンライン上の空

間を個人にとって意味のある居場所として構築して

いく学習者の主体性の発揮とも関わっていることが

窺われた。

現在，遠隔言語教育の実践者とプログラムの開

発者は，遠隔学習環境の整備に努めている一方で，

個々の学習者に着目し，彼らが遠隔環境において，

どのように自分自身を管理しながら学習を進めてい

るのかに関しては目を向けていなかった。本研究は

遠隔言語学習を行う個の学習者に着目し，その学習

プロセスを学習者が埋め込まれた遠隔プログラムの

文脈，実生活の文脈から捉えることによって，複雑

で特別な遠隔学習者の学習経験と学習者オートノ

ミーの発達の軌跡を理解することができた。このよ

うに，従来プログラム開発者や言語教師にとって，

不可視であったオンラインの学習者とその学習行動

が見えてきた。

今回の調査協力者 Lilyさんは，コミュニティの他

者とのインタラクションが限られているケースであ

る。参与観察している際，筆者はコミュニティの中

では協働作業に対して積極的なメンバー，他者から

「先生」と呼ばれるメンバーもいることに気づいた。

このことはオンラインコミュニティには異なる役割

が存在し，知識は協働的に構築されていることを示

唆している。今後，オンラインコミュニティにおけ

る役割の獲得やアイデンティティの変容に着目し，

バーチャル学習環境での学習をコミュニティへの参

加の変容から再考する余地がある。
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Abstract

With the use of ICT (Information Communication Technology) tools enabling distance 

language learning in an interactive and synchronous Virtual Learning Environment 

(VLE), an increasing number of technology-supported courses based on autonomous lan-

guage learning has been designed and delivered. Still, little attention has been paid to the 

learning process of individuals, let alone the ability which underlies the process, namely 

learner autonomy, the "ability to take charge of one's own learning” described by H. 

Holec. The article presents a thick description of the learning process in VLE based on a 

longitudinal study of a Japanese language learner and reports the development of learner 

autonomy. Analyzing the data based on the autonomous learning framework presented by 

P. Benson, the paper indicates that learner autonomy is stimulated by the role of VLE, the 

effect of the investigational intervention, and the emergent learner agency. The research 

suggests that education interpose will be considered in the stage of goal setting, critical 

reflection of plan implementation, self-evaluation of learning effects, as well as the main-

tenance of learning motivation to support autonomous distance learning.
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