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The United Nations Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD) ended in 

2014, and now the global education community has been facing a critical momentum in deciding 

where to go for the further direction of education for sustainable development (ESD) in the post-

Rio+20 and post-UNDESD. While the UNDESD attracted the self-appraisals from the UNESCO 

related stakeholders, it has been criticized for its failure of not making ESD face the global reality. 

Now, the new concept, global citizenship education (GCE), has been advocated to complement what 

ESD could not achieve during the decade. ESD to GCE - can the change of the label make education 

face the global reality? 

Critical environmental education (critical EE), ‘education for the environment’ has focused 

on the power that creates the injustice, and advocates the inclusive and multistakeholder dialogue 

to achieve a consensus to transform the social framework for over twenty years. Critical EE has 

provided the conceptual ground to the policies on EE, EfS, ESD by UNESCO, including the 

UNDESD. What critical EE has aimed shares many key perspectives of GCE. So, not the label, but 
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the fact that critical components have been diluted and deleted in its implementation is problematic. 

There are two external and internal factors for the cause of dilution and deletion. The external 

factor, as many critical environmental educators have pointed, is the political and economic 

power that enhances the research and practices in a particular favoured way. The internal factor 

is the epistemological limitation, which resides in critical EE itself. Critical EE seeks the social 

transformation only in the social framework that the modern knowledge can support. However, it 

overlooks what exists outside, including people, their experience, language, and tacit knowledge, 

which modern knowledge could hardly understand. 

Critical EE may be relevant only within a schooling context, which most critical EE focuses on. 

The framework that supports schooling is the modern knowledge. This framework gives educators 

the agency in deciding who to be and what knowledge to be taught, and make these to fit in in 

the planned educational activities. As a result, it focuses on the knowledge creation and learning 

in a schooling context, but overlooks the complex reality of the local community, in particular, 

the marginalised people, and even oppresses them in its power relationship with dominant socio, 

economic and political power.

Decoloniality will be the approach for critical EE to overcome its limitation. It aims to establish 

the epistemologies of the marginalised from their perspectives, so that critical EE can be more 

responsive to global realities. 

Key Words:  Critical environmental education, marginalised peoples, rhetoric-reality gap, 

epistemological limitation, decoloniality

はじめにはじめに

　2014年の国連持続可能な開発のための教育の10年（UNDESD）終了、2015年の

ミレニアム開発目標終了を経た今、2030年にむけた持続可能な開発目標（SDGs）
への流れの中で、持続可能な開発に取り組む教育界は、今後の方向性を模索中であ

る。UNDESD終了の最終会合では、ユネスコをはじめとする関連機関、各加盟国

政府、関係者がこの10年における成果を賞賛したことが記憶に新しい。この成果を

受け、国連持続可能な開発委員会は、UNDESD以降のESDの更なる継続を世界に

呼びかけ（UN General Assembly, 2012）、SDGs目標4.7に明記された（UN General 
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Assembly, 2015）。UNESCOは、その呼びかけにGlobal Action Program on ESDを

策定してそのコミットメントを表明している（UNESCO, 2014）。

　一方、UNDESDを失敗とする評価もある。Huckle and Wals （2015, p. 493）は、

UNDESDは、教育を世界の現実に向き合わせることができなかったと批判。そし

て、教育が世界の現実に向き合っていくためのひとつの戦略として、グローバルシ

チズンシップ教育（Global Citizenship Education: GCE）を提案している。GCEは、

2030年にむけた新らたな教育戦略としてユネスコの政策文書にも取り入れられ、世

界の持続可能な開発にむけた教育の主流は、すでにESDからGCEへと移行しつつ

あるかのようにも見える。

　「世界の現実」とは、気候変動、汚染、紛争、貧困など、世界が直面する問題を暗

に指してしるが、この中で、最たる形で苦難を強いられているのが、社会の末端に

いる周辺化された人びとである。ESDの失敗を受けて生まれた新しい教育概念

GCEが、ESDが向き合うことのできなかった厳しい世界の現実、とりわけ社会の

末端に喘ぐ人びとに、本当に教育を向き合えるようにすることができるのだろう

か？

　UNDESD開始にあたり、MonroeとFien（2006）は、以下の対話をしている。

　 Monroe:もし環境教育の実践者がUNDESDにむけて、自分たちの活動をESDと

呼べるようにするには、何がどう変わればいいのだろうか？

　 Fien:どうして何かを変える必要があるのか？数多くの環境教育のアプローチが、

すでに持続可能な開発のための教育に貢献してはいないだろうか？

（Monroe & Fien, 2006, p. 203）

　ここで、Fienのいう数多くのアプローチの一つが、「批判的環境教育」である。

批判的環境教育は、「環境のための教育」とも呼ばれ、社会を変革するために、環境

破壊や社会的不公正の問題に向き合う教育として、この90年代に理論化された。批

判的環境教育理論は、ユネスコを中心とする環境教育（EE）、持続可能性のための

教育（EfS）、持続可能な開発のための教育（ESD）政策の「概念上」の土台となっ

ている。つまり、厳しい現実を見据えた教育の要素は、常に「そこ」にあった。

　かつてLucas （1991）は、批判的環境教育理論を「自己満足か、実現しそうもない

願望か（Self-praise or pious hopes）」と酷評した。教育を厳しい現実に向き合わせ

ることができなかったという点では、UNDESDでも同じ問題があった。ならば問
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題は、常に批判的な要素が「そこ」にあったにもかかわらず、批判的環境教育がい

つまでもその目的を果たせないことが問題なのである。

　日本国内では、野村は「公害問題が（環境教育）研究の本質的な部分に影響を及

ぼす可能性を有する」（p.91）と述べる。テーマ性が環境教育を批判的にするかどう

かは、GCEの議論と同様である。世界の現実に向き合うことを目的にしてきたはず

の批判的環境教育が、世界の現実に向き合えない要因を批判的に検討しなければ、

それがGCEという新概念だろうと、公害教育というテーマであろうと、そこに作り

出されるのは単なる「やっかいな混乱（an annoying distraction）」（Jickling, 2006）

に過ぎない。

　本稿は批判的環境教育へ完全なる否定ではないという立場を明確にしながら、そ

の欠点は何であり、それを越えることで、どう批判的環境教育をより厳しい現実に

向き合っていけるのかを探ることを目的とする。筆者は、地域の視点、特に地域の

周辺化された人びとの視点に立った認識論を立ち上げる中にこそ、批判的環境教育

がその限界を超えていくその鍵があると考える。本稿では、批判的環境教育を阻害

する要因を整理するとともに、その問題を越えて、どうしたら環境教育研究が批判

的になりえるのかについての見地から議論を深めたい。

批判的要素の「希薄化」と「削除」批判的要素の「希薄化」と「削除」

　実は、批判的環境教育自体、「批判的」アプローチが政策、理論、実践において概

念上は認知されていても、実施の段では、「希薄化、削除（dilution and deletion）」
（Fien, 2004; Greenall, 1981b; Tilbury & Fien, 2002）」されるという、「ことばと現実

のギャップ（rhetoric-reality gap）」を、長年繰り返し指摘している（Fien, 1993; 
Huckle, 1993, 1996; Huckle & Wals, 2015）。

　こうした関係者の自覚にもかかわらず、希薄化・削除の問題が繰り返されるその

理由は、「誰がそれを語るか（野村 , 2015, p.91）」に加え、「どのように」、「何を理解

するのか」に関する方法論、認識論の問題に起因する。より具体的には、批判的環

境教育が批判的になるのを妨げる外的要因と、批判的環境教育理論自体が厳しい現

実の課題に向き合いきれない内的要因が関連しあい、希薄と削除の問題へとつな

がっている。
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①外的要因：政策・経済的圧力と知的生産

　批判的環境教育者による、繰り返しの指摘のとおり、政策・経済的圧力と知的生

産は切り離せない（例えば、Fien, 2004; Greenall, 1981a; Tilbury & Fien, 2002）。政

治・経済的圧力のEE/EfS/ESDへのインパクトという点から見ると、例えば、「環

境」、「持続可能な開発」、「教育」という概念が、とりわけユネスコ等国際政治の枠

組みの中で、「誰の気分も害することなく政治的に受け入れられる形」（Hopkins, 
2012）で理解される。そうした多数派によって支えられる理解が、その時々の政策

や経済動向をつくり、その下で特定の助成金や振興策が作られ、そうした助成金や

振興策が支援するような領域の研究や活動が活発となる。具体的には、UNDESD
時には、ユネスコスクール、気候変動、生物多様性、震災復興などに関するEE/
EfS/ESD実践、研究が一気に盛り上がった。

　一方で、知的生産活動も、政治、経済に大きな影響を及ぼす。特に英語圏の主要

な学術誌の査読を通した知的生産のシステムがあり、そこでのトップテーマが、政

策や経済活動に影響し、さらにそこに研究資金が集結していく。シドニー大学の

Global Arena of Knowledge研究プロジェクトは、世界の研究の主要3テーマ（気候

変動、HIV/AIDS、ジェンダー）が主要テーマとなりうる過程は公正でないことを

指摘している（The University of Sydney, n.d）。これらのテーマは、世界のトップ3

の科学誌の論文のトップ3テーマであり、これらに投稿する研究者は、英語圏の特

定の国が多数を占める。つまり、特定の価値観、言語、問題認識を共有する人びと

がこれらのテーマを選び研究し、それが同じ価値観を共有する人びとによる査読制

度の中で論文として選出され、そうした論文がひとつの領域を作り上げていくので

ある。

　言い換えると、異なる言語、価値観や問題認識に立った研究は、既存の知的生産

構造に入り込みにくい。特定のテーマの研究が、政治・経済活動に大きな影響力を

もつ一方、政治・経済の力も、特定テーマの研究の発展に影響を与える。日本国内

であれば、HIV/AIDsの問題への関心は薄く、3大テーマは、そのまま当てはまらな

いが、日本語で行われる知的生産活動も、国内外の様々な政治・経済的な力や知的

生産活動の影響を受けてテーマ生成がなされているという点においては同じであ

る。東日本大震災後には、震災復興をテーマにした国の補助金やさまざまな助成金

がついた一方で、国内の大学関係者はこぞってこのテーマの研究を進めた。昨今の
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文科省によるアクティブ・ラーニングもしかりである。

　さらに、政治・経済的圧力は、研究を進める上での方法論の選定にも影響する。

批判的環境教育では、批判的フェミニズムと批判的教育学をベースに、研究方法を

3つの層に分けて考えている。上位層にくるのが、方法論（methodology）であり、

中層に手法（method）、下層に技法（technique）が来る（Van Manen, 1990）。方法

論とは、知的パラダイムを指し、批判的環境教育では、実証主義、解釈主義、批判

理論の3つに大まかに分類をしている。「方法論は仮説の操り人形（Research 
methodologies are very much a puppet of their underlying assumptions）」（Fien & 
Hillcoat, 1996, p.27）というように、研究課題の性質や精査したい仮説が方法論を決

定づけ、方法論が明確になることによって、手法や技法、分析の仕方、倫理的配慮

のあり方などがおのずと明確になるという考え方である。つまり、研究が質的・量

的という手法や技法が先に来るのではなく、自分の研究を取り巻く、知的パラダイ

ムと研究の関係性への問いが先決するのである。

　自分の環境教育研究の性質、推測される仮説の検討には、主に次の3つの問いが

伴う。

① 自分と「環境教育」という分野の関係：環境教育とは何か。自分の研究と環

境教育がどう関連しあうのか。環境教育は何を目指し、自分は環境教育を通

して何を目指すのか。

② 自分と探求したい事象の関係：自分の研究が取り上げる場、研究に関与して

くれる人びとと研究を通してどういう知と関係性を構築していくのか。

③ 自分自身への問い：自分自身と知りたい知の関係性、自分が研究を通してど

うなって行きたいのか。

　方法論的な問いなくしては、環境教育の目指す世界の自分なりの解釈や、そこに

おける自分の位置付けも不明確になる。そのようになると、どんな問題や現象が研

究対象になっても、社会的不公正のさらに奥にある権力の問題を認識できず、また

研究者も明示的に立ち向かえずに絡め取られ、問題の核心に迫ることができない。

　さらに、方法論を検討する際、コインの両面をなす知的生産と権力との関係性に

無自覚であれば、テーマが何であろうと、その研究が批判的になることは難しい。

研究者が権力の問題に無自覚であると、研究者が知的パラダイムに対しても無自覚

になり、社会的不公正というテーマの問題ですら、研究者が意図せずとも、権力の
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上に乗って研究をしてしまうことになる。その結果、深刻で慎重さを要するはずの

テーマの研究が、既存の支配的な社会や教育の枠組みの中で展開し、その中で理論

化や実践がさらに純化していくのである。一方、取り扱う問題そのものや、問題を

作り出す社会構造そのものに対する挑戦は何もなされないのである。

②内的要因：批判的環境教育の認識論的限界

　一方の内的要因とは、批判的環境教育理論自体における認識論的な限界である。

批判的なテーマを研究課題とし、批判的な方法論を選んだとしても、批判的環境教

育の理論的よりどころとなる批判理論自体に、認識論的限界があり、結果として、

批判的環境教育理論が社会変革に向き合いきれないのである。

　批判的環境教育理論は公教育、スクーリングをその理論構築の基盤としている。

批判的環境教育の枠組みで、地域に於ける環境教育（例えば、C. Clover, 2002; C. 
Clover & Hill, 2013; D. J. Clover, Bruno; Hall, & Follen, 2013）、周辺化の問題を扱

う批判的環境教育研究（例えば、Gough, 1997, 2013, 2014; Gough & Whitehouse, 
2003）はある。しかし、それは具体的には、学校教育における地域の視点の導入や、

貧困、識字、ジェンダーなどの地域解決にむけた学習プログラムなどを基盤にして

いることが大半である。こうした学習プログラムは、フォーマル、ノンフォーマル、

インフォーマルという設定の差を問わず、特定の人びとを生徒として対象化し、教

材の選出、カリキュラム化を設定するといった点では、地域づくりという文脈の中

で「スクーリング」を展開しているという意味では同じである。

　学校教育への地域の視点の導入、地域におけるスクーリングの実践、分析の有用

性は否定しない。しかし、地域づくりの視点から見て、「スクーリング」には問題点

が二つある。まず、地域におけるスクーリングは、地域での生活や課題のごく一部

を、近代教育が考える「教育」の枠組みで切り取っているのに過ぎないということ

である。第二に、この枠組みが研究者や実践者を、知の構築における主体にしてし

まうことが問題である。スクーリングは、近代的な価値観、知、社会の枠組みに

よって支えられた近代教育の枠組みの中でのみ展開する。教育者や研究者は、この

枠組みに、「社会変革」や「多様な主体の参画を促す」という意図を持って教育活動

に望む。この中で、教育者は、教育者が考える「社会変革」に向け、教育活動を組

み立てていくわけだが、そこには、周辺化された人びとのグループの中の特定の
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リーダーや当事者を意図的に「選択」できるという知の構築における主体となる特

権をもつ。

　枠組みの中では、多様な主体が参画し、社会の変革にむけた対話や取り組みがな

される。実際、その枠組みを支える近代社会に対し、変革的なインパクトをもたら

すかもしれない。しかし、そういった教育活動が、誰を対象とし、何に向いている

のかについて注意深くなければならない。近代教育の枠組みは、近代社会が作った

ものである。批判的環境教育も近代の考え方から生まれたものである。批判的環境

教育は、主流の社会の枠組みに、どんな視点・人びと・知識が欠如しているのかを

問題視し、欠けているものを多数派の社会の中にどう導入し、社会をより豊かにす

ることを追求してきた。しかし、豊かにしようとするその先は、多数派が占める社

会の枠組みである。一方で、近代社会が排除し、また近代社会の枠組みでは理解す

ることのできない周辺化された無数の人びとと彼らの現実、言葉、知、経験は、そ

の枠組みの外に存在している。

　周辺化された人びとの知が「知」として認識され構築される過程そのものは、知

的権力の影響と密接に絡みあっている（Agrawal, 2002, 2005）。この過程では、近代

知を保有する人びとが、「知」とされ得るものを「特定化（particularisation）」し、

近代的な知（特に科学知）の尺度で「検証（validation）」し、より広範な開発や環

境保護の目的に応えられるよう「普遍化（generalisation）」する3つの段階があり、

総称して、先住知や周辺かされた人びとの知の「科学化（scientisation）」と呼んで

いる。この過程で、周辺化された人たちの一部の人びと、彼らの言葉、知、経験の

一部が近代知の枠組みで切り取られ、近代知に取り込まれ、近代知が再生産される。

切り取られない人、言葉、知、経験は、近代知との力の均衡の中で沈黙化される。

近代社会と周辺化された人びとの間の力の格差は解消されないどころか、さらに周

辺されていく。

　鬼頭（2007、2009）は、水俣病を中心とした環境問題の理解における認識論的問

題を指摘している。一方で、環境・開発の問題の被害を最たる形で被る周辺化され

た人たちは、身体の全身、日常生活のあらゆる側面で、問題を受け止めている。政

策論的な視点は、その問題の一部だけを理解し、さらにその一部の理解を当てはめ

ることが、周辺化された人の経験の総体を抑圧し、さらなる社会的不公正を引きお

こす（鬼頭、2009、p.164）。
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　批判的環境教育が拠り所としている批判理論は、長年、実証主義、解釈主義が生

み出す社会的公正を繰り返し指摘してきた。だが、ここで主張したいのは、科学知

と先住（周辺化された人びとの）知を抑圧する構造は、実証主義、解釈主義、批判

理論といった、パラダイム間の差異だけではない。原子（2013）が、「その視座はシ

ステム論的、視野は巨視的、指向は外向的」と批判的環境教育を批判しているが、

問題なのは、批判理論が徹底批判してきた実証主義や解釈主義 だけではなく、批判

理論を含む「学」の、周辺化された人びとに対する立ち居地と、その視座のあり方

が問題なのである。そうした「学」が周辺化された人びとの問題を見落とし、抑圧

構造を作り上げているのである。

ポスト言説を超えて：脱植民性（decoloniality）理論からの可能性ポスト言説を超えて：脱植民性（decoloniality）理論からの可能性

　近代知の枠組みの中で発展した批判理論が、どこまで周辺化した人びとが直面す

る現実に向き合えるだろうか。Agrawal （2005）は、周辺化を引きおこしてきたの

が開発でありそれが進歩させてきた科学知である一方、周辺化された人びとの経験

の一部を、「知」として認識し、構築するのも科学知という状況を「catch-22（にっ

ちもさっちも行かない状態）」（p.73）と見る。この状況を、鶴見和子は、水俣病か

ら見る研究のあり方をめぐる座談会（色川他、1983）の中で、「わたしたちが使って

いる学問の分析の道具というものは、近代工業文明の枠の中の学問の用語です。そ

の方法で、分析していくと、（水俣の問題は）出口なしという推論がもっとも客観

的、科学的であるということになるわけです。そういう方法でやっている限りでは、

どんでんがえしはありえない。」（p.501）と述べる。

　批判的環境教育理論は、批判理論、批判的教育学、ポスト植民地主義やポスト構

造主義など一連のポスト言説の影響をうけ、社会的不公正や環境破壊など、近代社

会の負の側面に向き合ってきた。しかし、その批判自体、近代教育や近代的な知を

算出する知的パラダイムの中から生まれてきた（モーリス＝スズキ、2004、p.292）

という矛盾の中に存在している。どうしたら、批判的環境教育のcatch-22の状況か

らどんでんがえしをおこしていけるのか。最後に、このどんでんがえしを念頭に、

今後発展させたい議論の方向性をごく簡単に示したい。

　打破のひとつの可能性は、「近代知は、周辺化された人びとの知のパラダイムを理

解しきれないという限界」を、EE/EfS/ESD実践・研究者が認識した上で、周辺化
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された人びとの現状に寄り添いながら、彼らの認識論を共に立ち上げる、というこ

とにあるのではないだろうか。鬼頭（2009）は、「『第三者（研究者や政策決定者）』

に立とうとするのではなく、被害者の視点、『抵抗の原理の視点』に立つことによ

り、その視点から『聴く』ことを行い、そこから普遍的な言語を紡ぎだしているの

である。ここで注意すべきなのは、政治的に被害者や運動者の立場に立つのではな

く、認識論的な意味において、その視点に立とうとしていること」（p.168）、と述べ

ている。つまり、周辺化された人びとの言葉や知をともに生み出すことである。彼

らの立場に立ち、これまで聞こえなかった声に耳を傾け、知ることのできなかった

ものを見て感じる。こうして生み出す言葉や知を持って彼らの認識論を立ち上げる。

ここで、近代知との本当の対話、本当の多様な主体の対話がはじめて可能になる。

そして、環境教育は、周辺化された人びとの知を構築し、対話を仲介する役割を果

たす。

　鬼頭の指摘は、英語圏で議論されている、「脱植民性理論 （decoloniality）」に近

い。脱植民性理論は、認識論であり、国や特定の地域・民族の植民支配からの解放、

独立といった政治・経済・社会プロセスを指す、「脱植民地化（decolonisation）」と

は異なる。また、ポストコロニアル理論とも、植民地支配や開発の中での抑圧を明

示化する部分においては類似しているが、主に、二つの点において異なる。一点目

は、ポストコロニアル理論は、徹底的な近代批判を行い、近代が作り上げてきた抑

圧構造を明示化しているが、脱植民性理論は、近代化への批判はするものの、近代

化による正の部分も認識する。二点目は、ポストコロニアル理論は、近代知に依拠

した認識論にもとづいて近代を批判する一方、脱植民性理論は、周辺化された人び

との立場・視点から認識論を立ち上げ、その認識論に立ちながら周辺化の問題に取

り組むことを目指す（Ndlovu-Gatsuheni, 2013, 2015; Smith, 2012）。

　批判的環境教育は、厳しい現実を認識していたが、問題を作り出しているのと同

じ知のパラダイム、認識論に依拠しながら問題の解決を探ってきたという矛盾につ

いては、問題視されないまま展開してきた。ならば、自らを支える視点、知、立ち

位置を疑い、とらわれているものから一度出てみる、という試みをしてはどうだろ

うか。つまり、脱植民性理論のアプローチを批判的環境教育に統合することで、批

判的環境教育の課題と限界を乗り越えていく一助となるのではないだろうか。

　批判的環境教育における脱植民性理論のアプローチとは、実際には、次の4つの
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段階をたどることになる。

① 主流の知の枠組みは、その外にある知のパラダイムや関係性の全体を理解し

きれないという限界を意識化（Freire, 1972）する。

② 主流の知の枠組みの中にいる人びとが、その枠組から出る。

③ 多数派の人びとが、周辺化された人びとの文脈の中で、彼らの認識論を立ち

上げる。このプロセスでは、周辺化された人たちが身体や生活全体で受けて

止めるもがきや苦しみの全体性（宇井 , 1971; 鬼頭 , 2007, 2009）を理解し、問

題を表現する言葉を共に見つける。

④ 周辺化された人びとが、自分自身の認識論を持って、あらたに主流の知の枠

組みにいる人びととの対話を進める。

　この4つの段階そのものは、学びのプロセスでもある。このプロセスは、既存の

主流な社会の枠組と、その枠組みからからとりこぼされてきた視点や知との間を、

双方の社会に属する人が互いに行き来する中で作られる。この中で、異なる社会、

知の枠組み、人びとの交流を促進し、新たな認識論の構築や活動を支える、文化的

仲介者のような役割を果たすのが、ファシリテーターやコーディネーター、あるい

は教育者と呼ばれる実践者である。
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