
— �� —

名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻 『教育論叢』 第 51 号　2008 年

ヘンリー・ジルーのクリティカル・ペダゴジーにおける 
問題点の提示

市　川　秀　之　

１．はじめに

　本研究ノートの目的は、ヘンリー・ジルー（Henry A. Giroux）のクリティカル・ペダゴジー

（critical pedagogy）に対してなされている批判としての押しつけという視点に着目し、そこからジ

ルーの論に潜む問題点を提示することである。

　ジルーのクリティカル・ペダゴジーは、抑圧状況からの解放と民主主義社会の実現を目指す教育

理論として、メディアリテラシーの教育やフェミニスト・ペダゴジー（feminist pedagogy）に対

して大きな影響を与えている。日本においても、ジルーの理論を概説し、その問題点を指摘する論

文が多く出されている 1）。クリティカル・ペダゴジーが盛んである欧米においては、ジルーを批判

した上で独自の理論をつくる試みがなされている。こうした論考が行っているジルー批判の核心

は、ジルーの論が結局は教育者のビジョンを押しつけているというものである。だが、批判を出す

一連の動向の中で、ジルーの理論を批判とつき合わせて検討した上で、その意味を再考するという

作業が十分に行われてきたとは言いがたい。押しつけという批判が提示する問題点は、ジルーの理

論枠組みの中で説明されうる可能性を持ちつつも批判として有効性を保っているという微妙な立場

を取っている。ジルーを批判した上で新たな論を提示しようとするのであれば、ジルーの論を批判

とつき合わせて精査した上で改めて問題点を提示し、それを解決するような理論の構築を行うとい

う手順が必要となる。

　本研究ノートでは、この理論構築のための地ならしとして、ジルーへの批判の整理、批判とジ

ルーの論とをつき合わせた検討、及びそこから見えてくる問題点の提示を行いたい。以下ではま

ず、押しつけという批判をする人々の意見をエルザベス・エルスワース（Elizabeth Ellsworth）

によるものと、Ｃ．Ａ．バウワーズ（C. A. Bowers）によるものに分けて概観する。次に、それら

をジルーの理論とつき合わせ、ジルーの理論が批判に解答しうる点を持っていることを指摘する。

そして最後に、その検討を踏まえた上でなおジルーの理論がはらむ問題点として、知りえないもの

と理性についての考慮の欠如を提示する。

２．押しつけという批判の諸相

（１）エリザベス・エルスワースによる批判―フェミニスト・ペダゴジーの論者の代表として―

　ジルーの提示するようなクリティカル・ペダゴジーのモデルに対して批判を投げかけている中心
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的な集団のひとつとして、フェミニスト・ペダゴジーの論者が存在している。フェミニスト・ペダ

ゴジーは主に性差別からの解放を目指して教育理論を構築し、実践をしており、クリティカル・ペ

ダゴジーからも多大な影響を受けている 2）。だが、その理論構築の過程や具体的な実践の経験を通

して、ジルー的なクリティカル・ペダゴジーに対して懐疑的な目を向けるようになっている。その

批判の骨子は、クリティカル・ペダゴジーが自らの正しさを疑わず、理性に基づいて教育実践を行

うことを所与の前提とするため、結果的に多様な人々の多様な差異（difference）のあり方が圧殺

されてしまうという点に集約される。

　フェミニスト・ペダゴジーの立場からのジルー批判の文献として最も頻繁に取り上げられてい

るのは、エリザベス・エルスワース（Elizabeth Ellsworth）が 1989 年に Harvard Educational 

Review に発表した、「なぜこれでエンパワーされていると感じないのか？」3）である。ジルーのク

リティカル・ペダゴジーにおいて、人々の有する差異は、実践の側面から見た場合、抑圧的な構造

を暴きだすための出発点としてとらえられている。また、理論的に見た場合、差異は絶対的な正し

さを標榜するメタナラティブを破壊するものとして位置づけられている。

　だが、エルスワースはジルーらのクリティカル・ペダゴジーが実は差異を尊重していないと主張

する。エルスワースは、ジルーをはじめとするクリティカル・ペダゴジーが、理性的な主体を前提

とした合理主義を全ての人に求めていると考える。エルスワースは、人々が自分のアイデンティ

ティにとって重要な見識を持って学びの場に来ていることを指摘する。そして、そういった人々の

間で行われる討議が「自己の利害を意識的もしくは無意識的に隠すことから自由であるわけではな

い。また、どのような種の主張が提示されようとも、交渉できないものとして参加者の幾人かが

持っているであろう、自分にとってのメリットを認めることからも自由であるわけではない。」4）

と述べる。こうした条件を無視して合理主義的なクリティカル・ペダゴジーを進めた場合、それが

「女性、有色人種、自然、美学といった、社会的に構築された非理性的な他者を排除することを通

して」5）実践されてしまう可能性が高まる。

　加えて、こうした教育実践を行う教育者が行使するものとして、ジルーのクリティカル・ペダゴ

ジーで設定されている、解放的権威（emancipatory authority）もエルスワースは疑問に付してい

く。解放的権威とは、ジルーのクリティカル・ペダゴジーにおいて教育者を教育者たらしめている

「存在論的基盤（ontological grounding）」6）であり、民主主義を軸とする共同体の実現を後ろ盾と

し、民主主義社会を実現するために学習者を導くことに立脚した権威のことを指している。エルス

ワースは、理性的な主体を前提として行われるクリティカル・ペダゴジーでは、解放的権威が「解

放された教師の存在やその存在可能性を示唆するがゆえに」7）、学習者に対して自らのビジョンを

押しつけるための道具にしかなりえないと批判している。この点についてエルスワースは、「教室に

いる他の参加者が有する経験や抑圧、理解について、教授としての私が知りえないものがある」8）

ことをクリティカル・ペダゴジーは認識していないこと述べている。

　これらの主張を通して、エルスワースは、理性を有した参加者の声から全ての差異や境界枠が特

定でき、かつそれらを解放的権威に基づいて理性的に変えることができるという、合理主義的なク
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リティカル・ペダゴジーが有する考え方に対して否定的な見解を示している。エルスワースによれ

ば、ジルーらのクリティカル・ペダゴジーは、差異を尊重すると言いながらも、他者に配慮した方

法ではなく、理性を重視した自分たちのやり方で尊重するため、他者は結果的に抑圧されてしまう

のである。

　エルスワースは、「完全に理論化されたり、ユートピア的な解決策で乗り越えられたりしない」9）、

抑圧的社会編制や権力関係に出会うこと、及びそれらの関係に出会う際に、自らをできるだけさらけ

だし、自分の世界との関わり方を変えていけるような出会いをすることの２つを、自らの教育理論を

構築する際の梃子とする。表象として分類される属性から部分的に知られる（と思われている）差異

とは別に、その知られた局面を常に揺さぶるような、知りえず、また予期もできないような差異＝他

者性が存在している。そして、それを担保することこそが、合理主義的なジルーのクリティカル・ペ

ダゴジーとは違った方向性を持った、教育理論／実践を構築する力となるということをエルスワース

は考えているのである。

　他のフェミニスト・ペダゴジーの論者からのジルーのクリティカル・ペダゴジー（及びそれに近

似するモデル）に対する批判も、エルスワースの上記のようなラインを基本的に踏襲している。例

えばジェニファー・ゴア（Jennifer Gore）は、教育者がその能力を根拠として自らの正しさを担

保し、その正しさが学習者に伝わるはずだと信じて疑わずに教育行為がなされることにより、解放

を目指すはずであったクリティカル・ペダゴジーは抑圧的な行為へと変わると論じている。その中

でゴアは、あるビジョンを前面に押し出して、それのみを根拠に教育実践を行おうとすることか

らは距離を取り、「私たちができること（what we can do）をはっきりと宣言することではなく、

『私たちはあなたのために何をしうるのか』（“what can we do”）を問う必要がある。」10）と述べ、

人々が有する多様な差異のあり方にできるだけ寄り添うことを提示している。

　以上を要約すれば、フェミニスト・ペダゴジーの文脈からすると、ジルーのクリティカル・ペダ

ゴジーとは、差異の尊重を唱えながらも、実はそれを圧殺し、自らのやり方を押しつけようとする

がゆえに、差別を受けている人々にとって新たな抑圧となる可能性が高いと解釈されているのであ

る。

（２）Ｃ．Ａ．バウワーズによる批判

　フェミニスト・ペダゴジーとは異なる角度から、同様の批判を展開するのがバウワーズであ

る。バウワーズは、エコロジーの視点から、ジルー及びその盟友であり思想をほぼ同じくするピー

ター・マクラーレン（Peter McLaren）を批判する。バウワーズの批判の中心は、クリティカル・

ペダゴジーが、科学を信奉して人々の生活を近代化し、自然を破壊してきたことに対して思想的基

盤を与えているヨーロッパ中心主義的（Eurocentric）な思考を有しているため、結果的に自然と

共生してきた他の文化を抑圧し、自らのやり方を押しつけようとしているという点にある。

　このことについてもう少し詳しくみていこう。バウワーズが指摘する、ジルーらのクリティカ

ル・ペダゴジーにみるヨーロッパ的側面とは、まず「文化的な影響及び生の伝統を形づくる知の暗
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黙の形態から、合理的なプロセスが解き放たれている諸個人」11）というデカルト的な思考方法で

ある。加えてバウワーズは、ヨーロッパ的思考の表出として、ジルーらのクリティカル・ペダゴ

ジーでは、変化＝進歩、エンパワメント＝個人の反省的思考の発展という前提が存在することを

指摘している 12）。このため、ジルーらのクリティカル・ペダゴジーは政治的なプロセスについて

限定的な見方、すなわち「対決的（confrontational）」13）な見方しかとれず、かつその目的もデカ

ルト的な見方に基づいた個人の育成に限定されてしまう 14）。これらを踏まえた上で、バウワーズ

は「彼ら（論者注：ジルーとマクラーレン）は、非ヨーロッパ的な文化集団の全ての成員が、生活

の中でどのような知が権威を持つべきなのか、変化をどのように評価すべきか、『個人』の性質と

いったことなどについて、彼らの見方を共有しているわけではないということに気づかなくてはな

らない。」15）と主張している。

　だが、バウワーズはクリティカル・ペダゴジーの全ての試みを批判しているわけではない。ま

た、全ての集団のあらゆる伝統を固守しなければならないと考えているわけでもない。「社会正義

に関する多くの課題について、私は解放的な教育を唱える人々に大いに賛成である。ジェンダーや

マイノリティの文化、貧困層にまつわる社会正義については特にそうである。」16）と述べているこ

と、また自然と共生してきた文化が差別を大いに含んでいることを指摘していること 17）を考慮す

れば、バウワーズが単なる伝統回帰を目指しているわけではないことは明らかである。実際、「私

が必要だと思う教育改革とは、ローカルな共同体の発達可能性に資する伝統を生徒が特定できるよ

うなコミュニケーション力に資するものであり、また囲い込み（enclosure）に関する新たな経済

的、技術的基盤を持った形態の導入についての意思決定を民主化すること（democratizing）に資

するものでもある。」18）と述べるバウワーズは、共同体で育まれてきた伝統を重視しつつも、でき

るだけその弊害を取り除いた形をとることを目指しているのである。バウワーズが危惧しているの

は、伝統を悪しきものと同一視し、デカルト的な哲学に基づいた思考による実践こそ進歩であると

考えて教育を行うことである。それゆえバウワーズは、ジルーらのクリティカル・ペダゴジーが

「『普遍主義者的で解放的な世界観（universalist emancipatory world view）』の観点から社会正義

を枠づけようとし続ける」19）ことに対して懐疑的な目を向けるのである。

３．ジルーの理論の再検討

　ここまで紹介してきた論者のほかにも様々な人が批判を行っているが、その批判の要点は上のも

のとほぼ近似していると言っても過言ではない。すなわち、多くの論者はジルーのクリティカル・

ペダゴジーが、差異を尊重すると言いながらも、自らの正しさを担保して教えることが可能であ

り、かつ学習者も教育者の視点を正しいものとして受け入れなければならないと（意識的にであれ

無意識的にであれ）考えている点で、押しつけであると主張しているのである。

　ジルーはこうした見解に対して、エルスワースに反論する形で次のように述べている。
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　この文脈（論者注：エルスワースの主張）では、権威と理性は常に支配の側にあることにな

る。また、批判的な学習をすることと、社会を変えることの間で関係をつくりあげようとするあ

らゆる試みは、抑圧的なマスターナラティブと、エリート主義的な教育的態度を再生産する運命

にあるとされる。エルスワースをはじめとする理論家は、クリティカル・ペダゴジーの持つラ

ディカルな文脈性という性質を無視している。そのため、当然と言えば当然なのだが、クリティ

カル・ペダゴジーが教条主義的かつ抑圧的なものであり、オープンで、文脈に応じて戦略的で、

かつ解放の可能性を持っているものではないと批難するのである。20）

　ジルーがこの主張を展開する背景には、越境（border crossing）という概念／行為、及び越境者

（border crosser）としての教育者という像の２つが存在している。簡単に言うと越境とは、ある問

題を解決しようとする中で、人々の声（voice）を通して見えてくる多様な差異や境界枠（border

　主に個々人が持っている、現実の構成を行う際の枠組みのこと 21）。差異とは違いそのもののこ

とであり、境界枠は制約としての枠組みのことであると考えればよい）の存在を認識した上で、そ

れらの構成のされ方、及びそれらに影響を与えている社会構造を批判的に分析し、必要であればそ

れらを解体して新たなものをつくりあげようとする行為であると言える。

　この越境のプロセスの出発点は、人々の経験（experience）に根ざした声である。この概念は、

「場、経験、歴史を練り上げたものとしてある人が発するものが、多層性、流動性、複雑性、可変

性を持った主体性の形態をどのように構成されているのかを指し示している」22）。教育実践の中で

上げられていく声は、共同の討議を通して差異や境界枠としてあぶりだされる。この過程を通して

人は自らの属性ではないもの、今まで周縁として軽視されていたものと出会い、「批判的分析及び

実験、創造、可能性の潜在的な源流の場」23）としての境界地（borderland）へと入ることで、自

他の立場がどのような社会関係に基づいて決定されているのか、それに伴ってどのような影響が及

ぼされていたのかを認識する。そして、今まで所与のものと見られてきた支配的表象の権威と実践

に対して挑み、自らの境界枠を形づくってきた知と権力を他者との交流の中で修正していくこと

で、連帯を築いていく 24）。この修正は一度行えば終了というわけではない。差異や境界枠は流動

的・重層的で多様な方法で蓄積されているため、ある越境が普遍的に問題を解決するということは

ありえず、その時や場に適した解決が不断に目指されていくことになる。

　越境に関して重要なのは、ジルーは差異や境界枠が常に同じ結びつき方をするわけではないと考

えていることである。ジルーは、「歴史、権力、イデオロギーを超越していく、固定的、最終的、

もしくは独白的な、権威を持った意味の存在の不可能性を認識すること」25）が越境の際には必要

になることを明言した上で、フェミニストのアンジェラ・ハリス（Angela P. Harris）の言葉を引

用しながら、全体性や共通性といったことは、受動的な発見によるのではなく、意志と創造性の活

動によってつくりだされると述べている 26）。これは、差異は静的な状態で決まった方法により結

びつくものではなく、抑圧状態からの解放を求めて立ち上がっていく中で、決まった形を取ること

なく、文脈に応じた越境を通して結びつくものであることを意味している。すなわち、前もって決



— �� —

ヘンリー・ジルーのクリティカル・ペダゴジーにおける問題点の提示

定されたつながり方ではなく、人々の生きる具体的な状況に応じて、個々人もしくはその集合体の

エイジェンシーが発動され、差異がその場固有の仕方で節合され変容していくとジルーは考えてい

るのである。またこの際、ジルーは伝統を用いることを重視する。「伝統は重要である。そこには、

私たちが望む未来や望まない未来を理解するための偉大な知見が含まれている。」27）とジルーは述

べ、連帯をつくり上げていく際に自らが持っている資源を用いることを推奨している。

　ジルーは、このような越境をする人のことを越境者、すなわち「差異と権力の調整の周囲に構築

された諸境界枠を出たり入ったりする人々」28）と呼ぶ。早川操は、こうした越境者について、「差

異との出会いによって自らの境界枠の意味をたえず変容していく『多元的重層的で矛盾をはらんだ

行為的主体』である」29）と述べている。早川が指摘するように、越境者は自らを不変で固定化され

た存在としてとらえることなく、自己の内部の重層性やその矛盾を他者及び社会構造との関連から

意識しつつ、不断に自己の構築を続けていく存在なのである。

　ここで注意すべきは、教育者にも越境者となることが求められているということである。ジルー

は、「教師が異なった物語を自分の中に取り込み、そして自身の知の限界を理解するための条件とし

て差異を取り扱うことができるようになることを通して」30）越境者になることを求める。この際、

教育者は自らの政治性や歴史を隠すのではなく、「自分自身の歴史を検討すること、すなわち過去及

び自分自身が誰であり、自身がどのように社会的な経験をつくりあげているのかを決定するような

特定の社会編制、文化、そして無意識的に蓄積している経験とのつながりを検討すること」31）が必

要となる。要するにジルーは、越境によって他者の様々な言説に出会い、それへの理解を深めると

同時に自己の価値や局所性を認識して境界枠を越えつつも、それに安住することなく自他の異質性

を絶えず意識することを教育者に求めているのである 32）。

　ジルーのクリティカル・ペダゴジーに対する批判として導出されていたものをもう一度確認する

と、自らの正しさを担保して教えることが可能であると考えており、かつ学習者も教育者の視点を

正しいものとして受け入れなければならないというものであった。だが、これまで述べてきたこと

を踏まえると、この批判はジルーの理論枠内で解消される可能性を持ってくる。文脈に応じた越境

が絶えず行われていること、及び教育者が自らの立ち位置を反省しながら越境者として振る舞うと

いうことは、自らの正しさを担保しながら教えるということが不可能であることをはっきりと示し

ており、それは取りも直さず教育者からの一方的な押しつけの否定である。ジルーのクリティカ

ル・ペダゴジーは合理主義を信奉しているわけでもなければ、ヨーロッパ中心主義を引きずってい

るわけでもない。自らが成育してきた環境から教育者が実践を開始することを否定するわけではな

いが、その間の変節の可能性、すなわち自らの存立基盤が崩され、すっかり変わってしまうことに

対しては可能性が十分に拓かれている。その意味で、フェミニスト・ペダゴジーの論者が主張する

ような知りえないもの（他者性）の議論や、バウワーズが主張する、ヨーロッパ的な前提を共有し

ない人々との融和も可能なのではないかと考えられる 33）。

　加えて、学習者が教育者の視点を正しいものとして受け入れなければならないという批判も、越

境の文脈性と越境者としての教育者という像によって反論されうる。越境は、越境者であるところ
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の学習者と教育者双方が、自分たちの立ち位置から出発し、相互的なやり取りを経てなされるもの

である。すなわち、越境はあくまでも双方の交渉の結果として生じたものであって、教育者の視点

のみが強調されたものではない。教育者のみが強調されるものは、ジルーの理論的／実践的先達で

あるパウロ・フレイレ（Paulo Freire）が否定しようとした銀行型教育でしかないのである。以上

のように、ジルーの理論には、批判を解決しうる視点が十分に存在しているのであり、それを踏ま

えずに批判に便乗することは、ジルーの論を見誤らせることにつながる。また、ジルーとそれを批

判する側の立場の近似性を見落とすことにもつながるのではないかと考えられる。

４．結語―問題点の提示

　だが、上記のように反論ができるからといって、ジルーのクリティカル・ペダゴジーに対する批

判が全て解消されてしまうわけではない。ジルーの理論を再検討した後でも批判はその有効性を保

ち、そこにおける問題点を明らかにしている。以下では、その問題点を２つ指摘する。

　ひとつ目の問題点は、エルスワースらがするように、ジルーが知りえないものについて直接言及

をしていないということである。これは主に、教育者が正しさを担保して教えているという批判に

関わる。確かに、ジルーはポストモダニズムを踏まえて差異を重視し、その上で絶えざる越境をす

べきであると述べている。だが、この記述からのみでは、越境の外にある部分＝認識からこぼれお

ちていくものが、ジルーの理論の中でどのようにとらえられているのかは明確にならない。今の状

態のままで実践をしていけばそのうち知ることができるが、現時点ではまだ知らないものとして知

りえないものが捉えられた場合、差異は結果的に全て把捉可能なものに還元されてしまう。このこ

とは、自己の認識の限界性を十分に踏まえきれていないがために、自らの立場の根本が打ち崩され

るような越境が起こりにくくなることを示唆する。言い換えれば、越境が自己と他者の社会を媒介

にした認識の仕方を決定するための相互行為というよりは、自ら（教育者であれ学習者であれ）の

解釈に基づく自己満足に終わってしまう可能性が高まるのである。このような状態が存在する場

合、いくら教育者が押しつけを避けて越境者として振る舞おうと心がけても、結果的に越境は失敗

するか限定的に起こるのみであると考えられる。つまり、自らの正しさを担保して教えるという、

エルスワースやバウワーズによる批判を突き詰めて考えると、ジルーの理論では知りえないものを

考慮せずに越境の理論や越境者としての教育者が考えられているため、結果的に教育者が自らの立

場の正しさを十分に反省しきれずに実践を行ってしまい、忌避しているはずの押しつけが結果とし

て回帰するという事態が浮かび上がってくるのである。

　次に指摘すべき問題点は、理性（reason）がジルーのクリティカル・ペダゴジーのモデルの中で

は十分に議論されているとは言い難いということである。これは主に、教育者の正しさを受け入れ

なければならないことへの批判に関わる。ジルーは、「クリティカル・ペダゴジーの中で、理性の

啓蒙的概念は再構成されるべきである。」34）と述べる。ジルーによれば、絶対的な正しさを所与の

前提として全体化を促すような旧来の意味での理性を用いるべきではなく、理性を権力、知、ポリ
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ティクスの交差点の中で捉え、「人々がある主体位置（subject position）を学び取る他の方法を認

識すること」35）をその限界として持っておくべきであるとする。ここからは、ジルーが理性を啓

蒙的な考え方とは一線を画して使おうとしていたことが読み取れる。

　だが、それ以上の言及をジルーはあまりしていない。そのため、差異を重視しながら合意へと至

るために必要な、ジルーの言う意味での理性の性質が明確になっていない。差異の統合における理

性の役割とは何か。教育者が介入する越境においてそれはどのように用いられているのか。学習者

は理性をどのように用いるのか。そもそも、その理性はデカルトが考えるように皆が所有している

ものとしてとらえるべきなのか。こうした問いに対して答えない限り、クリティカル・ペダゴジー

の枠組みの中で相互行為として措定される越境のプロセスを詳細に説明することはできない。加え

て、その相互行為としての越境を教育者がいかにして引き起こすのかも明確にならない。ジルーの

意図を忖度すれば、越境とは既に前から決まっていた道を辿ることではないはずである。むしろそ

れは、教育者も学習者も予測しなかったようなものも含めた出会いを通して互いが学びあい、自他

の関係性を変えていくことを意味するだろう。また、それを教育という非対称的な関係が存在して

しまう行為において適切に位置づけるために、教育者に越境者として振る舞うことを求めつつも、

解放的権威を付与することで教育者の基礎づけを行ったと考えられる。だが、関係性を変える際に

用いられるはずの理性の起動方法や適用範囲、それが及ぼす関係変化の質、行使する主体といった

事項を考えない限り、それも推測の域を出ない。理性という言葉の吟味を通して、クリティカル・

ペダゴジーにおける越境を再定位することから改めて教育者と学習者の関係を考えない限り、ジ

ルーのクリティカル・ペダゴジーは形を変えた（それゆえより巧妙になった）教育者のビジョンの

一方向的な押しつけという批判を免れえないのである。

　以上のような点が問題点として導出されるわけだが、ここで注意が必要なのは、知りえないもの

と理性についての考察が表裏一体であるということである。ジルーのクリティカル・ペダゴジーが

差異を重視しつつもそこから何らかの融和を引き出そうとすることを目的とする限り、知りえない

もの抜きに理性は考えられず、理性をないがしろにして知りえないものを考えるのも不適切なので

ある。そのため、問題点を考察する際には、便宜的にどちらかに焦点を絞りつつも、他方の視点を

取り入れることが求められよう。

　本研究ノートでは、ジルーの理論に対する批判を押しつけに着目して確認し、それをジルーの理

論とつき合わせて考察した上で、ジルーの論に潜む問題点を抽出した。その結果、上で確認したよ

うに、知りえないもの及び理性への言及のなさが指摘された。これらを踏まえつつ、ジルーの理論

を軸として改めてクリティカル・ペダゴジーの理論を構築することが論者の課題であるが、その作

業は稿を改めて行いたい。
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