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はじめに
本稿は、ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な発展のための教育）実践
の開発研究の一部として、ESD の独自性についての考察を行う教育学的試みである。
本稿における試み及びその先にある実践開発の試みは、日本の ESD 研究において求められる
喫緊の課題である。例えば ESD 推進のイニシアチブを採っている文科省（2015）は、資料「ESD
の更なる推進に向けて」の中で、「学校現場でどのような学習活動を行えばよいか十分な情報が
ない」、「適切なカリキュラムの編成上の工夫がない」などといった現場の声や、ESD を推進す
る中心的組織であるはずのユネスコスールの教員の75％までもが「ESD について理解不足であ
る」と回答しているという調査結果を報告し、これらを今後、ESD を普及していくうえでの課
題として位置づけている（１）。ここから窺い知ることができるように、10年という長い月日を費
やして2005年より推進されてきた UN-DESD（国連持続可能な発展のための教育の10年）キャン
ペーンにもかかわらず、日本の ESD は依然としてその理解が曖昧なままになっており、ESD の
具体的な実践像が共有されていない状態である。
宮下ら（2015）が指摘するように、ESD の基軸にある SD（Sustainable Development: 持続可
能な発展）概念それ自体が理解しにくいものであるが故に、ESD を教育課程に組み込むための
明確な基準がなく、そのために ESD の推進が滞っているというのがこの問題の背景にあると考
えられる（宮下ら2015: p.160）。実際、後述するように当初の SD 概念は環境と開発のみを射程
に入れた概念であったが、その確立期においては文化・社会的課題、環境的課題、経済的課題を
対象とするまでに SD 概念は拡大しており、ESD 以前に存在していた、それぞれの課題に対し
てアプローチを試みてきていた他の問題解決志向の教育（例えば環境教育や開発教育）との差異
を見出せていないというのが現状であると考えられる。
なお、これら問題解決志向の教育それぞれを１枚の花弁に見立てて、集合論的に ESD のモデ
ル化を図ったのが後述する花弁モデルである。花弁モデルでは花弁の交叉部分を ESD のコアと
して位置づけ、そのコアを通じて花弁のそれぞれが連携しうるといったふうに ESD の位置づけ
が成されているが、そのような接続が何をコアとして成されるのかといったことに関する議論が
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あまり成されておらず、前段で指摘したような問題の背景はこうしたところにあると考えられる。
つまり、ESD のコアは何であるかといった問いを解消することが ESD 実践を描く上での基礎的
な理解を生み出すことにつながると考えられる。
後述する日本環境教育学会の動向に見られるように、ESD 論の中にもコアを捉えようと試み
る研究も既にいくつか現れ始めている（鈴木2014など）
。しかし、後述するようにこうしたアプ
ローチについては、SD 論的にいくつかの検討の余地が残されており、これらの課題は SD 論を
軸として展開される ESD 論にとって、教育学的な課題を同時に孕むものでもあり、花弁モデル
に示されているような ESD のコアとしての十分条件と満たしているのかということについて疑
問が呈される。
こうした課題に対して、本稿では後述する社会の発展における「文化の感染モデル」を解決方
策として導入しているが、これによって SD 実現に向けた教育的アプローチは政治的な次元のみ
ならず、文化的な次元においても必要とされることが浮き上がってくる。こうした作業を通じて
ESD の花弁モデルに見られるコアが何であるかを明らかにすることを本稿の狙いとしている。

１．ESD の捉え方について
１‑１．SD 概念の展開
ESD は for という前置詞が示すように SD 論を基軸として展開される教育論である。従って、
ESD のコアを明らかにしようと試みる本稿にとって、SD 概念の発展史及び現在における SD 概
念の意味内容を明らかにする作業は避けることのできない重要なものである。そこで、以下では
この点について確認していくことにする。
SD という単語は、1972年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を契機として、
各国政府間の環境問題の認識の拡大とともに80年代に使われるようになった。その後、1980年に
国際自然保護連合が作成した、地球環境保全と自然保護の指針を示す「世界環境保全戦略」にお
いて SD という単語は初めて公式文章の中で用いられることになるわけであるが、この時点にお
いては明確な概念化の成されていない、単なる単語にすぎなかったといえる。SD という言葉を
初めて概念化したのは、ブルントラント委員会が1987年４月に公表した報告書『我ら共通の未来』
であり、そこでは SD を「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニー
ズを満たすような発展」
（WCED 1987: p.8）と定義している。この定義における SD は、貧困に
代表されるような世代内の不公正、及び地球環境問題に代表されるような世代間の不公正を生む
ことのない社会構造及びそれに基づく社会の発展の仕方について言及する環境と開発とを同時に
視野に入れた概念であり、1992年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会
議（地球サミット）
」において国際的に合意されることになる。そこでは、SD に向けた具体的
な行動計画として『アジェンダ21』が採択され、その後に SD の概念は拡大していくことになる
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のである。
以後、人口・貧困・環境・ジェンダー・居住・人権等の地球的課題の相互関連性が明らかにさ
れるようになったこともあり、SD 概念は1993年にウィーンで開催された第２回世界人権会議、
1994年にカイロで開催された国際人口開発会議、1995年にコペンハーゲンで開催された国連世界
社会開発サミット及び北京で開催された第４回世界女性会議、1996年にイスタンブールで開催さ
れた第２回国連人間居住会議などで中心テーマとして取り扱われている。従って、この時点で
SD 概念の射程はかなりの程度拡大していたと結論付けることができる。
ちなみに、貧困・消費形態・人口問題・開発資源の保護・ジェンダー等の多岐に渡るトピック
をカバーする全40章で構成される『アジェンダ21』では、36章でその実施における教育の重要性
が強調されており、ESD 概念の萌芽が見受けられるのはここにおいてである（国連事務局1993）。
そこでは、「万人のための教育（EFA: Education For All）
」の考え方に基づき、人々が持続可能
な社会の目標を認識し、それらの目的のために役立つ知識や技能を持たせることが重要であると
されていて、この点は1997年のテサロニキで開催された「環境と社会に関する国際会議：持続可
能性のための教育と意識啓発」にて採択された「テサロニキ宣言」にも引き継がれている。この
宣言では教育や意識啓発は法律・経済・技術とともに SD を支える柱の１つであることが明確化
され、特に SD を「環境のみならず、貧困、人口、健康、食の安全、民主主義、人権、平和をも
包含するものである。最終的に SD は道徳的・倫理的規範であり、そこには尊重されるべき文化
的多様性や伝統的知識が内在化している」と定めていることは特筆するに値する。すなわち、環
境的課題のみならず、社会的課題、文化的課題、経済的課題にまで射程を拡大した SD 概念は、
それら課題の解決を目指す道徳的・倫理的規範に支えられた社会の発展のあり方を意味するよう
になるのである。
「最終的に」という文言が示すように、SD とは文化的多様性や伝統的知識が内在化する道徳
的・倫理的規範を対象とする概念であり、ここにおいて重視されているのは、自らの足元である
それぞれの地域に根差した課題解決に向けた生活や思考のあり方であるといえる。

１‑２．花弁モデルによる ESD 解釈
『アジェンダ21』で示唆され、「テサロニキ宣言」で SD 実現に向けた ESD が必要とされたこ
ともあって、2000年代に入ると議論の中心は ESD へとシフトしていくことになる。つまり SD
概念についてはこれ以降大きな変化はなく、環境的課題、社会的課題、文化的課題、経済的課題
すべてを射程に入れた概念として今日まで引き継がれている。そのため、ESD については初期
のころより（２）花弁モデルを用いた理解がなされてきた（図１）
。
花弁モデルでは、上述した社会的課題、文化的課題、環境的課題、経済的課題のそれぞれに対
応する問題解決志向の教育を１枚の花弁に見立て、SD に関わり得る様々な問題解決志向の教育
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〈図１

ESD の花弁モデル〉

が ESD を中心にして連携できる可能性があるということが ESD-J（2008）によって提示されて
いる。とはいえ、これは ESD という教育的営みをどのように捉えるべきかという観点において
有益な示唆を残してはいるが、
「ESD のエッセンス」として示されているコアが何であるのかが
明らかにされていないため、ESD とこれら問題解決志向の教育との違いはどこにあるのかといっ
た疑問が生じてしまっているのではないかと考えられる。
SD 概念が射程に入れる課題に対しては、平和教育、人権教育、環境教育、開発教育など様々
な問題解決志向の教育によるアプローチが ESD 登場より以前に既に試みられている。そのため、
鈴木（2013）が「ESD は総合的な教育だということがしばしば強調されるが、その『教育』の
独自性と展開論理、旧来の環境教育や開発教育における『教育』とどのように違うのか、あるい
はどのように関連しているのか、などについての検討はきわめて不十分である。こうした点の検
討がなされなければ、ESD は総合的な開発としての『SD』の手段とされるか、その単なる一領
域とされるか、それとも何にでも使える便利な概念にさせられるかのどちらかであろう」
（鈴木
2013: pp.127-128）と指摘しているように、花弁モデルにみられるコアの議論がなされていない
ために、ESD についての理解が曖昧なものになってしまっていると考えられる。実際、ここで
の指摘は日本における ESD 研究の蓄積のなさを顕わにするものである。ESD 研究ないし実践開
発に着手する際の初期の困難は、ESD に関する論考が、先行研究と呼びうるほど体系化されて
いないことである。というのも ESD については、環境教育や開発教育など ESD の隣接他領域に
おいて、それぞれの立場から論じられてきたというのが現実であり、故にそれらの論考において
展開される ESD 論は、その実は環境教育であり、開発教育であり、といったふうに鈴木（2013）
が指摘するように ESD は何にでも使える便利な概念として扱われてきている。
一方で、こうした状況に対する危惧がアカデミックにおいて存在したことも事実である。具体
的には、2011年の福島での原発事故を契機として、ESD とはどのような教育的営みであるのか
といった問いが日本環境教育学会を中心として浮上している。これらは、原発問題が放射能汚染
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を代表とする環境問題、都市と周辺といった地域都市社会学で指摘されるような社会構造ないし
開発の問題やそれを背負わされる被災者の人権問題など、その他様々な問題が複雑に絡み合う複
雑な問題であるということを前提にした論考である。例えば、岩崎（2014）では従来の開発教育
では原発問題を学習内容として設定してすらいなかったということも指摘されている。すなわち、
原発のような問題領域が複雑化している事象は、従来のように包括的なアプローチを取らない環
境教育や開発教育といった単一の視点からは零れ落ちてしまう問題であることが明らかにされて
いる。
こうした流れの中で、鈴木（2013）は「1980年代末葉からのグローバリゼーションが深刻化さ
せた最大の地球的問題群は、自然環境問題と貧困・社会的排除問題であった。前者は自然─人間
関係（ないし自然─社会関係）、後者は人間─人間関係（ないし人間─社会関係）にかかわる基
本問題である。ポスト・グローバリゼーションが問われている21世紀、とくに3.11後社会におけ
るグローカルな基本課題は、この『双子の基本問題』を同時的に解決して『持続可能で包容的な
社会』を構築することである」
（鈴木2013: p.127）と指摘しているが、原発問題のような複雑な
問題の出現によって、今一度 ESD そのものの特質を捉え直すことが希求されるようになる。こ
うした動向は本稿の狙いとする所と同じ方向性を向いており、本稿の意義もこれら先行研究で提
起されている問題意識と重ねることができる。

２．SD の捉え方について
２‑１．設計主義的 ESD
ESD における教育というのは for という前置詞が示す通り、あくまでも SD に主軸があり、教
育はその実現に向けた一つの戦略にすぎないということは先のテサロニキ宣言からも明らかであ
る。すなわち、ESD を論じるということは SD を論じるということであり、それに向けて教育
の介入の余地を探求することであり、ESD のコアについての理解は、SD を探求することによっ
て得られると考えられる。そこで、日本環境教育学会を中心に展開されてきた2011年以降の
ESD 論を問題意識・解決方策などの点から精査し、それら議論の中で SD 実現に向けたどのよ
うな戦略が展開され、その中で ESD の特質をどのように位置づけているのかという点について
まずは確認していく。
SD を希求する背景には当然、その時の社会が持続不可能なものであるという認識が存在する。
2011年以降の ESD 論においては、持続不可能な社会の根本要因にはグローバリゼーションとそ
れを推し進める新自由主義思想の蔓延が存在すると仮定されている。たとえば、朝岡（2012）は
「3.11以降の日本が直面している状況は特殊で一過性のものではなく、グローバリゼーションへ
と向かう世界が生み出す構造変革の大きな『軋み』として理解すべきものであろう」という認識
のもと「この時代の『軋み』に対して環境教育が何を為し得るのか、何を為さねばならないのか、
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その一つの答えが『持続可能な開発のための教育（ESD）
』であると思われる」
（朝岡2012: p.244）
と指摘し、ESD をグローバル化への対抗手段として捉えている。また、鈴木（2014）も「チェ
ルノブイリ原発事故と冷戦終結の後のこの時代を特徴づける最大のキーワードはグローバリゼー
ションであり、多国籍企業と超大国アメリカ、IMF・世界銀行・WTO、そして主要先進国など
の主要グローバライザーによる市場主義的 = 新自由主義的政策によって推進されてきた。その
結果もたらされたグローバルにしてローカル（グローカル）な地球的問題群の中で基本的なもの
が、富と貧困の対立激化の結果としての『貧困・社会的排除問題』と、地域から地球レベルに至
る『地球環境問題』の深刻化である」
（鈴木2014: p.10）としているように、現在の持続不可能な
社会はグローバライザーなる者によってその設計図が描かれており、そうした不公正な社会構造
はその設計図によって不可視化されているといったふうに捉えられている。
こうした課題認識は次のような問題意識へと転換される。例えば細川（2012）では、原発問題
に代表される様々な社会的問題は、その改善を試みなかった問題に関連する当事者、それに無関
心であった者に責任があるものとして捉えられており、後藤（2013）でも国民の公正な判断力を
低下させる「減思力」を防ぐことが、原発問題を教訓として得られた教育の任務であるとされて
0

0

0

0

0

0

0

0

いる（後藤2013: p.96）
。すなわち、不可視化された不公正な社会を、それを見ることができる実
践者・研究者は野放しにしてきたわけである（３）。これについては、朝岡（2012）が「東日本大
震災によって日本の社会が直面している多くの課題は、『沈黙』することで多数派を支えてきた
者とともに、
『正しい』主張を多数派に受け入れさせることのできなかった少数派にもあるので
はないか」
（朝岡2012: p.253）として、「沈黙」＝抵抗の声を上げることの欠如＝安全神話の信奉
という図式から当事者意識の欠如と思考停止が SD を実現するうえでの障害となっていることを
してきしている。
こうした事態の解決方策として期待が寄せられているのが参加型市民社会である。例えば、岩
崎（2014）は「社会の主流から見逃されるような、しかしながら社会的公正という見方・考え方
からきわめて重要な課題に目を向ける『市民』を育むことができるかどうかが、いま問われてい
る」（岩崎2014: p.157）と指摘し、同様に鈴木（2013）もポランニーとグラムシといった反資本
主義の思想家に言及したうえで「支配的な商品化・資本化傾向と官僚化・国家機関化傾向を克服
しようとするならば、まず『市民社会』のあり方が問い直されなければならない」
（鈴木2013:
p.133）と指摘している。ここからはグローバライザーなるものが用意する設計図、すなわちグ
ローバリゼーションによる経済構造や政治国家の肥大化に伴う、際限ない経済成長というヘゲモ
ニーを問題の所在として設定し、市民参加によってそうした支配的ヘゲモニーに対する対抗的ヘ
ゲモニーを構築しようとする市民運動論的な文脈において SD を成し遂げようとしていることが
わかる。
つまり、2011年以降の ESD 論は、現行の設計図のオルタナティブを描くために学習者に市民
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性を獲得させ、それによって生じる参加型市民社会によって理想の社会の青写真を形作る社会構
造の新たな支配者を生み出そうという設計主義的な議論であるといえるのである。従って、これ
らの議論では学習者を政治的市民へと成熟させ、それによって社会の設計図を書き換える参加型
市民社会を創出する基盤をつくることが ESD のコアとして捉えられているのである。紙幅の関
係でこれ以上の詳述は避けるが、このような枠組みがあったからこそ2011年以降の ESD 論では
政治的参加（Political Commitment）にはどのような能力が必要とされ、それを学習者はどのよ
うにして獲得すればよいかという方向性から ESD についての議論がなされてきたものと考えら
れる。

２‑２．設計主義的議論の陥穽
前節で確認したように、政治的参加を軸とした設計主義的な議論では、不公正な構造が不可視
化されている社会の設計図を描いた社会の中心的支配者たち（ネオリベラリスト）に対抗し、理
想の社会の青写真を描く参加型市民社会へと参加するための力を獲得するように学習者を導くこ
とが ESD のコアであるとされている。しかし、こうした方向性については SD 論的な観点から
以下のような２つの課題が浮かび上がる。
まず、政治的参加によって形成される参加型市民社会がネオリベラリズムへの対抗軸たり得る
のかという点についての疑問である。例えば仁平（2009）は参加という「特定の生の形式の有無
で人間を評価する点で、市民的共和主義と共同体主義とは同じ地平に立つのではないか」
（仁平
2009: p.191）として、参加型市民社会の概念がその理念とは裏腹に排他的で一元的な政治に転化
する恐れを払拭できないことを指摘している。また別の研究で、社会的に不利な立場にある人が
こうした「一元的な政治」によって周辺化（政治的参加という行動を起こさないものは市民では
ないという扱い）されていることが明らかにされ、参加型市民社会における市民が、例えば参加
を可能にする経済的・社会的余裕やエスニシティーやジェンダーといった特定の属性などの暗黙
の要件を満たす一部の人々のみで構成され得る階層化されたものであること、そして参加型市民
社会は理念上、上述したような社会的なものが失効することによってのみ成り立つ共同体である
ことが明らかにされている（仁平2008）
。この意味で参加型市民社会はネオリベラリズムやグロー
バリゼーションと親和性を有しており、こうした対抗軸によって SD が実現可能であるのかどう
かという点に疑問が残る。これは教育論としても、同一の正義を共有する参加型市民社会という
全体主義的な公共圏への参加を求めることで、政治的参加以外の多様な学習が評価されなくなる
のではないかという疑問として捉えることができる。
次に、社会の変化はこういった全体主義によってのみもたらされ得るのかという点についての
疑問である。例えばアーリ（2014）が社会システムは「
『中心的支配者』が存在せずに自己組織
化されており、しかも、あるローカルな変化は非常に多様な影響を及ぼすものとなっている」
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（アーリ2014: p.37）と指摘するように、社会は非常に複雑に形成されているために、どこをどう
弄るとどういう結果になるのかを予測することは困難であり、参加型市民社会といったような集
合的な力だけが、持続不可能な社会を生み出している社会構造を変容させるための必要十分条件
であるとは言い難い。むしろ「各々の構成要素の機能はそのネットワークの他の構成要素の生産
ないし変形に与している」
（アーリ2014: pp.43-44）のであり、
「ネットワークはその構成要素に
よって生み出され、そしてつぎには、その構成要素を生み出すのである」
（アーリ2014: p.44）と
アーリ（2014）が指摘するように、自己組織化する（４）非線形的なシステムである社会において、
その構成要素の微小な変化が社会システム全体にとって大きな意味を持つのであり、社会は自ら
が生み出している構成要素に生じた微小なズレに対応する形で自己組織化すると考えられる。
従って、全体主義的な方向性を求めずとも多様性を求める方向性から水面下での社会の変容を志
向することも可能なのである。すなわち、社会システムは様々なズレが存在することによって、
それに対応する形で既に、常に、現に変容を続けているのであり、そのようにして自らを維持・
更新しているのであるから、多様性に焦点を当てた ESD を構想することも可能なのである。も
ちろん、環境、開発、人権など個々のテーマ性を有している領域であれば制度的な保障を求める
意味での学習者の政治的参加という視点は有効であるかもしれないが、持続可能な発展を創造し
ようとする ESD にとっては、そうした制度的側面へのアプローチそれだけでは不十分であると
いうことであり、また前段で指摘した参加型市民社会とネオリベラリズムとの親和性を考慮すれ
ば、ESD においては既存の社会ネットワークにズレを生起させることの方が重要なのではない
かと考えられる。

２‑３．社会の発展に関する感染モデル
そこで、ここで問題となるのは社会の構成要素の中でも特にどの部分にアプローチしていくべ
きであるかということが課題になるわけであるが、ESD は、社会的課題、文化的課題、環境的
課題、経済的課題に対して包括的にアプローチしていくことが求められるわけであるから、ここ
ではそれら課題の基盤にある生活様式、思考様式、行動様式など広い意味での文化とそれを支え
る、ないしそれによって生み出される社会システムとの関係性を想定した分析を行っていく。
文化の分析視点については、スペルベル（2001）が「文化的事象は、一部分は個々人の身体動
作やそれがもたらす環境の変化からできている」
（スペルベル2001: pp.42-43）としたうえで、文
化的事象を理解するには「これらの行動に伴う表象を、何らかの仕方で斟酌する必要がある」
（ス
ペルベル2001: p.43）と指摘していることは注目に値する。そこで、本研究ではスペルベルのこ
の指摘を踏まえて、⑴人間の身体動作として、⑵身体動作に対する環境の反応として、そして⑶
環境に対する身体的反応として表象される無意識の層に堆積したイメージの関係束という意味で
文化という言葉を用いていく。
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まず、定義の前半部分に関して先に引用したスペルベル（2001）では動物の屠殺という例が提
示されている。ここでは屠殺が身体動作であり、例えば、文化を理解するためにはそれが食べる
ために行われている動作であるのか、それとも供犠として行われている動作であるのか、単純に
快楽のための動作であるのかなどといったことが重要である。その理解の鍵となるのが、屠殺と
いう動作に対する動作主の表象（例えば笑顔）やその動作に対する取り巻き（環境）の反応（例
えば涙、怒り、笑い、時には無関心など）で、これらが表象の意味するところである。つまり、
例えば笑顔の表象を伴う屠殺という動作に対して、環境側に怒りという表象が見られるのであれ
ば、その共同体の構成員の大多数にとっては動物の屠殺という行為が異常であるという認識が共
有されていること、一方、例えば笑顔の表象を見せる屠殺の動作主は屠殺という動作に対して快
楽を覚えるような様々な経験を蓄積している（関係束を形成している）などといったことが読み
取れるのである。また、反応という言葉が示す通り、表象は無意識に行われるものであり、人間
の内面に積み重ねられてきたその動作に対するイメージの表出であると捉えられる。このように
文化とは動物に対するイメージ、屠殺ということに対するイメージなど様々なイメージの結びつ
いた束として理解することが出来、それは表象のされ方によって読み取ることができるのである。
社会的に共有されているイメージについては、それを創り出し支配している中心人物は存在し
ない（アーリ2014）
。屠殺の例にみたような各個人の文化が形成されるためには、例えば、映画、
個人の嗜好、その嗜好の形成に関わった様々な経験、その人の交友関係、家族関係、受けてきた
教育など多様な要素が関連している。この意味である個人が有する文化は、ラトゥール（2008）
が指摘するように「関係がハイブリッドで構成されていて、それを記述しようとすれば大量の対
象を動員しなければならない」のである（ラトゥール2008: p.210）
。このように様々な要素が絡
み合うことによって、つまり様々な要素とのコミュニケーションを基盤として形成されるのが各
個人の文化であり、その総和が社会であると考えることができる。そして前節で確認したことを
踏まえれば、社会の発展は文化にズレがあるからこそ生起するものであるということができる。
SD 論にとって重要なのは、スペルベル（2001）や Hall（1980）が指摘するようなコミュニケーショ
ンの体系的な歪み（５）を考慮するならば、共同体の大多数に共有されているイメージも類似して
いるものであるとはいえ、完全に同じものであるわけではなく、またその類似したイメージの関
係束も各個人によって異なるわけであって（例えば自身が属する複数の共同体や日常の行動範囲
が全て同じということがないように）ここにズレが生じる条件があるということである。
スペルベル（2001）は「人間の個体群にそれよりはるかに多数のウィルスの個体群が宿ってい
ると言いうるように、人間の個体群には、はるかに多数の心的表象の個体群が宿っていると言う
ことができる。これらの表象のほとんどは、一つの個体（個人）の中にだけ見出される。しかし
ながら、なかには他の個体に感染する表象がある」
（スペルベル2001: p.45）と指摘し、表象（文化）
は個体独自の差異を有するものであるとしつつ、この差異が拡大する可能性を示唆している。そ
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して、
「感染する表象のうちごくわずかな比率の表象は感染を繰り返す。感染（あるいは、他の
場合には模倣）によって、ある表象は人間の個体群のなかに蔓延し、この個体群のあらゆるメン
バーに、何世代もの間、そのまま宿りつづける、という結果を招くかもしれない」
（スペルベル
2001: p.45）と指摘するように、ある文化の差異、社会構造の中に生じた微小なズレが社会全体
に蔓延する可能性があるのである。従って、ラトゥール（2008）が指摘するように、
「私たちの
行為の影響を評価するとき、行為の原因を必要以上に誇張すべきではなかったので」あって、例
えば科学や資本主義の日常的側面として見られるように「小さな原因が大きな結果を生むという
こと」
（ラトゥール2008: p.210）が考えられるのである。つまり、社会構造の形成に中心的支配
者は存在せず、多様な構成要素それぞれの差異が感染することによって社会は自己組織化してい
るのだと考えることができる。筆者はこれを文化の感染と呼ぶ（図２）
。

〈図２

感染モデル〉

図２では、前段までに述べてきた、ある文化の形成に多くの主体が関与しており、こうしたハ
イブリッドな関係性の中に生じたズレが模倣され、感染拡大していくことで、そのネットワーク
を変容していく様を単純化して視覚化したものである。ピンク色の文化性によって当面の構造の
安定を見せていたネットワークに、新しい発見である青色の文化性という断続が生じることに
よって、それが新たな規範として拡大していく様を示しているのである。
なお、スペルベル（2001）が「ウィルスやバクテリアなどの病原体が伝達の過程で繁殖し、時
たましか変異を起こさないのに対し、表象は伝達されるほとんどその度に変形され、一定の極限
事例においてしか安定的ではない」と指摘しているように（スペルベル2001: pp.45-46）、文化の
感染はある種のメタファーであり、文化がウィルスのように複製されるというのではなく、その
伝播過程が感染的であることを意味していることには注意を払うべきである。
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３．ESD の独自性
３‑１．SD 論から ESD へ
これまでに述べてきたように、ESD は SD に軸を置く教育論であるから、その独自性の考察
を試みる本論では前章で見た SD に向けての視座を ESD として展開するための接続を行わなけ
ればならない。文化の感染ということばが示すように、ここでの ESD は文化へのアプローチを
想定しているわけであるから、ここでは文化にどのようにアプローチすることができるかという
観点から論を進めていく。
文化をどのように捉えるかということについては、⑴人間の身体動作として、⑵身体動作に対
する環境の反応として、そして⑶環境に対する身体的反応として表象される無意識の層に堆積し
たイメージの関係束として既に定義している。これについてスペルベル（2001）の先ほどの引用
にもう一度言及すると、
「人間の個体群にそれよりはるかに多数のウィルスの個体群が宿ってい
ると言いうるように、人間の個体群には、はるかに多数の心的表象の個体群が宿っていると言う
ことができる」
（スペルベル2001: p.45）ということであった。すなわち、無意識に表象されるイ
メージの関係束は個体独自の差異を有するものであり、それらのイメージは人間という個体の内
部に層を成し、多様に存在していると推論できる。ESD として文化へのアプローチを想定する
場合、文化は様々なイメージの結びついた束であり、それらは個人の内で層を成しているという
ことが重要となってくる。というのも、それはどのようにすれば文化にアプローチしたと言い得
るのかを明示し、そうした観点に基づいて教育を形作るための基本的理解となるからである。
イメージが個人の内で層を成し、潜在的に多様であるということについてはドゥルーズの論考
が参考になる。ドゥルーズ（2007）は「行動する自我の下に、観照し、しかも行動と行動的主体
とを可能にするいくつもの微小な自我が存在する」（ドゥルーズ2007a: p.212）と指摘している。
行動と行動的主体を可能にするという文言は行動の基盤にあるものいう意味で解釈することがで
きるため、ここでいう微小な自我とはいくつもの多様なイメージの結びつきである文化として理
解できる（６）。なおここでいう行動する自我とは、振る舞いを行う主体それ自身のことであり、
こうした振る舞いが文化によって規定されるという点において行動する自我の主体性は文化（無
意識の層に堆積している様々なイメージの結びつき）によって規定されているといえる。つまり、
現在の主体の振る舞いは過去の経験によって得られたイメージによって規定されているのである。
ここから、ドゥルーズ（2007）自身が言及しているように、主体のその都度の振る舞いはある種
の想像や反省によって、無意識の層の内で記憶として多様に潜在しているイメージの一部を抜き
取り結びつけることで形成されるものであると考えられる（図３）
。
ここまでに述べてきたことを図示すると図３のようになる（７）。記憶としての様々なイメージ
が堆積する無意識の層は図のように逆円錐としてとらえることができる。頂点 S は不断に前進
139

する現在を表しており、それが接する平面 P は私に現前する世界を表しているため、頂点 S と
平面 P の接点は問題的状況、言い換えるならば経験を表している。教育とはまさにこの平面 P
と頂点 S の接触するもろもろの瞬間のうちの１つであるといえる。また、円錐のうちのそれぞ
れに A‑B や A’‑B’ といった断層が存在しているが、これらの断層の内側に無数のイメージが存
在していることを想起してほしい。これらの断層は小さくなるにつれてその強度が強い、つまり
はっきりとしたイメージとなることを表している。円錐の底面に向かって上昇する矢印はイメー
ジを S に召喚するための動き、ないし経験をイメージとして蓄積する動きを示しており、頂点
に向かって下降する橙色の矢印は、問題的状況と向き合うにあたってイメージを結びつけ、表象
する動きを示している。ESD が対象とするべき社会・文化的課題、環境的課題、経済的課題に
おいては各個人の習慣として位置付いている生活様式・行動様式・思考様式等がしばしば問題に
なるが、これはまさに頂点Ｓとして表象される橙色の矢印の動きの時点が問題視されているとい
うことである。

〈図３

イメージの潜在的多様性〉

すなわち ESD にとって重要なのは頂点 S において表象される文化にズレを生起させることで
あり、それによって社会構造に微小なズレを生起させることである。そして、それが後に社会全
体に感染する可能性が不確実ながら残されている状況を生み出すことである。この点について、
千葉（2013）はドゥルーズ哲学の少年期にあたるベルクソン主義では、その幼年期にあたる
ヒューム主義との関連において、ドゥルーズがベルクソンから新たな発想を得ていたのではない
かということを、すなわち、潜在的に様々なイメージが堆積し、それぞれが様々に連結され得る
ということを踏まえ、
「
『この一杯のバーボン』が、突如として『疲れたカモメ』になり、
『疲れ
たカモメ＆イソギンチャク』になり、そして『イソギンチャク＆浜崎あゆみ＆忍者の群れ』にな
る……といっためちゃくちゃは、夢の中で経験できるし、ドラッグや分裂症の場合ならば、覚醒
していても可能である（幻覚）
。こうしためちゃくちゃ、差異の狂騒は、まともな日常においても、
実は『潜在』していると考えるべきなのである」
（千葉2013: p.47）と指摘し、
「『一杯のロックの
バーボン』を、『エッフェル塔の頂点から１メートルと、浜崎あゆみの右肩と、３人の忍者の影』
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といった諸部分に分解することは、常識・良識において奇妙であるかもしれないにせよ、それを
『グラスと氷と薄まったバーボン』に分解することに優りも劣りもしないのである」
（千葉2013:
p.187）としているが、ここまで極端な例でなくとも学習者のイメージの関係束を組みかえるこ
とが、文化の感染を考慮すれば ESD にとって重要であるといえる。
これについてはコフマン（2000）が「たくさんのイメージが受けとられ、そのうちたった一つ
の小さな断片だけが意識に到達する」
（コフマン2000: p.161）、そして「視線は単純な行為のイメー
ジを集めてくる。見覚えのあるそれらのイメージは、前からの図式に重なり合う。このようにし
て日々の現実は現実から構築されていく」
（コフマン2000: p.163）と指摘しているように、見覚
えのあるイメージは反復され習慣と化すのみであり、イメージの関係束の組み換えに資する小さ
な断片とは、それ出会う前までの「以前の自分」を係争に投じる異質性に他ならないと考えられ
る。ただし、紙幅の関係でここでは詳述できないが、異質性との交流が即座に関係束の組み換え
を引き起こすというわけではもちろんなく、ある出会いが後々になって唐突に意味を持つという
こともあり得るわけであるから、ESD は ESD である以上イメージの関係束を引き起こさねばな
らないというのではなく、学習者自らの内で習慣化している思考様式・生活様式・行動様式を成
立させているイメージの関係束を切り裂く可能性のある異質性を提供していくことが重要である
と考えられる。

３‑２．ESD の独自性
本稿では ESD の理解が曖昧になってしまっているという現状を受け、花弁モデルに示されて
いるような ESD のコアはどこにあるのかという問いから、ESD の独自性について考察しようと
試みてきた。これについては、ESD は SD 論に基軸があるという観点から、社会の発展に関す
る文化の感染モデルを取り上げて、社会の発展は様々なズレによって支えられていることを明ら
かにし、文化にズレを生起させるという視点から ESD のあり方のヒントを見出そうとしてきた。
そして文化（イメージの関係束）にズレを生起させるためには、学習者にとって「以前の自分」
と「以後の自分」を意識できる形で異質性を提起していくことが重要であるというのが前節での
分析であった。ここで生起するズレは社会を動かす原動力であり、ESD が対象とする社会・文
化的課題、環境的課題、経済的課題の解決に向けた基礎的態度の涵養でもある。つまり、花弁モ
デルに示されている中核は関係束として構成されるイメージの組み換えに向けたアプローチに他
ならないといえる。
しかし、SD の観点がこうした基礎的態度の涵養だけによって成し遂げられるわけでは当然な
いだろう。社会的課題、文化的課題、環境的課題、経済的課題が山積する現代社会が持続不可能
な社会であり、この現状を打破し社会の持続可能な発展を実現させようとするのであれば、これ
らの問題は解決されなければならない。その意味で従来の問題別の、環境教育や人権教育などの
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様々な問題解決志向の教育の連動があって初めて SD は実現されるものであると考えられる。す
なわち、様々な問題解決志向の教育は ESD と呼びうるものであり、それらの中でも特に、文化
へのアプローチを試みて、様々な問題解決志向の教育を接続し得る実践は ESD と呼ぶことがで
きるのではないか。すなわち、ESD の花弁モデルに示されていたコアは文化にズレを生起させ
るという点にあり、これが ESD の独自性なのではないかというのが本稿の結論である。

語註
（１） 本稿は学校実践のみを想定しているわけではなく、ESD の理解が進んでいないことの例として学校現場で
の声を取り上げている。
（２） 花弁モデルは ESD-J によって2008年に作成されている。ユネスコや文科省による ESD についてのガイドラ
イン自体は2004年以降には既に見られるため、ESD の議論が始まった当初からこのモデルが用いられていた
わけではないが、これらの議論の内容もこのモデルによくあらわされていると筆者は考えている。
（３） 不公正な社会構造が不可視化されているのであれば、そうした不公正な社会構造なるものは誰にも確認す
ることができないはずであるが、ESD に関わる研究者や実践者はある種神の目のようなものを有しており、
不可視化の現象からは免れていることになる。本稿では、紙幅の関係で取り上げていないが、彼らは「正しい」
意見の判別すらも可能であることが至る所で示されており、さながら、彼らが見ている正しい社会がイデア
に最も近いものであり、そうではない社会は劣等に位置するシミュラクルでしかないとするプラトン思想の
ようである。ESD 研究はこの辺りの言葉の使い方に慎重になるべきではないだろうか。
（４） 自己組織化は生物学に由来する語彙であるが、それは誰かが設計したり、他からの力が加わったりするま
でもなく、自分で自分の構造を組織するシステムのことを指す。この最も端的な例が、生殖による遺伝子の
自己複製である。すなわち、遺伝子とは大雑把にいえば情報であるが、この情報の中にはこの情報を複製す
るための情報が含まれており、このように自己言及的に自らの構造を組織するのが遺伝子であるといえる。
同様に、社会は社会自らを作り上げ、自らを正統化するのではないかというのが筆者の見立てである。
（５） 何らかのメッセージは、アルチュセールがいうように「過剰決定」されているということを考慮に入れる
べきである（アルチュセール1994）。つまり、そのメッセージは送り手の有する文化性や発話に伴う身体性、
文脈に応じてメッセージそれ自体よりも過剰な意味を帯びている（Encode）ものであるし、受け手によるメッ
セージの受容も同様に過剰な意味を帯びている（Decode）のである。すなわち、Hall（1980）が指摘するよ
うに、コミュニケーションは体系的に歪められており、意味はその送り手に固定されているわけではないの
である。
（６） 文化とは個人のアイデンティティとして機能していることは言うまでもなく、個人の行動のバックグラウ
ンドとして機能している。例えば、ベルギーの社会学者ティエリ・ヴェルヘルストは「文化の人間的役割」
として⑴人間に自尊心を齎す役割、⑵選択の基盤を与える役割、⑶不正行為に対して抗う武器となり得る役割、
⑷人間の抱く根本的な問題に対して意義を与える役割の４つの役割があることを指摘している。
（７） 図はドゥルーズのベルクソン解釈を基に、筆者がベルクソンの逆円錐の図形に手を加える形で作成した。
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