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本研究の目的は、保育のなかで生きられた環境の意味や価値を探求する研究方法としての

「エコロジカル・アプローチ」を提示することである。エコロジカル・アプローチは、ジェ

ームズ・ギブソンが確立した生態心理学を発展的に継承したエドワード・リードの生態学的

経験科学を理論的基盤としつつ、その環境の知覚理論・経験理論を保育実践の探求の理論と

して再構築したものである。本研究は、第Ⅰ部（第１章～第３章）がエコロジカル・アプロ

ーチの必要性を論じるための先行研究の批判と問題設定、第Ⅱ部（第４章～第６章）がエコ

ロジカル・アプローチに基づく保育実践研究論、第Ⅲ部（第７章～終章）がエコロジカル・

アプローチによる記述的保育実践研究と全体のまとめになっている。第Ⅰ部では、「環境」

「世界」「経験」といった概念が、教育学・保育学との関係上、どのような問題の系譜をも

つのかについて確認する。第Ⅰ部での議論を通して、「生きられた環境」についての研究方

法論を発展させる必要性が明らかになるとともに、これまで生きられた経験の学として中心

的な役割を担ってきた現象学的研究の課題が指摘される。第Ⅱ部の中心となるのは、リード

の生態学的経験科学[Reed 1996a, 1996b, 1997]である。リードの経験概念やその背景にある環

境の実在論について論じることで、客観主義心理学や現象学と異なる理論的立場に基づいて、

保育環境を研究する方法を明らかにする。第Ⅲ部では、エコロジカル・アプローチに基づく

保育実践研究として、私自身の保育経験の省察に基づく保育環境研究を展開する。その結果

として明らかになるのは、「出会われていない環境」が保育実践においてもつ重要性である。

エコロジカル・アプローチで探求される保育者と子どもによって生きられる環境は、「そこ

にある」と同時に「出会われていない」ということがありえる。そのことは、保育者と子ど

もが生活のなかで日常を超え、生活を活気づける可能性を担保し続けるものである。エコロ

ジカル・アプローチは、この「出会われていない環境」の実在／リアリティについて協同的

に探求する保育実践研究の理論であると結論づけられる。なお、本研究はその全体を通して、

“保育者としての私（筆者）”自身の経験の省察という立場を貫いており、私自身の経験の

省察に基づく記述的実践研究であると同時に、私自身の哲学的探求から理論化された保育環

境の実践研究論であるという構造をもっている。 

 以下、各章の内容を要約する。第１章では、ダーウィンの進化論が、ヤーコプ・フォン・

ユクスキュル、マックス・シェーラー、ジョン・デューイといった思想家に与えた影響を追

うことで、教育学における環境概念を整理し考察する。ダーウィンの進化論は、人間と動物

の連続性と差異をいかに扱うべきかという哲学的問題を切実な問いとしてもたらせた。その

ような問いを、ユクスキュルは動物種の多元的環境論として、シェーラーは “動物の環境”

と“人間の世界”との対比として、デューイは有機体‐環境のトランザクションにおける人

間の成長の課題として、それぞれ受け止めたと言える。ユクスキュルの「環境(Umwelt)」

［Uexküll 1921=2012］概念は、ダーウィニズムの人間中心主義的観察を批判し、個々の動

物種によって異なる多元的な生の世界を記述する道を開いた。シェーラーは、環境によって

決定されている受動的な存在としての動物と、環境をつくりかえ超え出ていくことのできる

人間を対比し、世界に意味を付与する人間の精神の重要性を強調した［Scheler 1927=2012］。

デューイは経験を人間‐環境とのトランザクションとして捉え、人間を、経験を連続的に再
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構成していくことで成長する生命として捉えた［Dewey 2004 (1916)=1975］。３者の議論を

通して「環境」「世界」「経験」の概念について整理し、エコロジカル・アプローチが環境

を有機体‐環境のトランザクションにおいて経験されるものとして位置づけつつ、経験され

る環境を主体による意味付与に還元しない立場をとることを論じる。 

第２章では、第１章で提示された論点を踏まえつつ、具体的な保育環境研究の課題を明ら

かにする。保育実践研究は客観主義的な心理学の影響を大きく受けてきたが、それは子ども

の生きる体験的世界を理解しようとする上で、必ずしも有効なものとはならなかった。「環

境を通した保育」は幼児の生活から出発して保育を行おうとする実践的概念であるが、環境

を操作可能な対象として定義し測定する研究のみによっては、子どもによって生きられる環

境のダイナミズムが失われることになる。戦後の日本の保育学を発展させてきた中心人物で

ある倉橋惣三や津守真といった研究者は、自然科学的手法の限界に気づき、それとは異なる

仕方で保育の体験の研究を行ってきた。しかし、その体験の記述についてのメタ理論が発展

してこなかったことで、現代の保育学が、生きられる体験の重要性を認識しつつも、その記

述的実践研究を十分に行うことができていないという批判を行う。 

 第３章では、エドムント・フッサールの現象学を取り上げ、経験の記述のメタ理論として

の現象学の功績と課題について論じる。第２章で指摘する客観主義の問題を早くから批判し、

教育学や心理学に影響を与えてきたのが現象学であった。現象学は、自我主観の働きによっ

て意味が付与される経験を明証性の根源に位置付け、生活世界に与えられるありのままの事

象を探求する運動である[Husserl 1954 (1936)=1974]。現象学は生きられた経験を記述しよ

うとする教育学・心理学に重要なメタ理論を提供してきた。しかし、保育環境の記述という

観点から現象学的方法を捉えるとき、意味付与という現象学の理論的前提が、環境を主観に

よって反省されたもののうちに限定するという課題を抱えていることを指摘する。この点に

ついて、エマニュエル・レヴィナスの「意味作用は意味付与に先立つ」［Lévinas 1961=2005］

という命題を検討することを通して、保育実践の現場において環境の意味作用が認められる

ことが論じられる。エコロジカル・アプローチは、＜他なるもの＞としての環境の実在論に

基づいた保育実践研究を行おうとするものであることが明らかになる。 

 第４章では、本研究が保育実践研究そのものをどのように捉えているのかを明確にする。

本研究では、保育実践研究をプラグマティズムの立場から捉え、保育実践研究が、保育とい

う行為の「実際的結果」［James 1995(1907)=1957］によって検証されるべきものであること

が主張される。生きられた経験を記述する保育実践研究において、現象学的記述と生態心理

学的記述は、経験の異なる側面を記述するという実際的結果をもたらすことになる。現象学

的方法は、「夕陽がノンビリと傾き、月影がソッと忍び寄って来る」といったような「表情

的現相」[廣松 1989]を記述する。一方、生態心理学的方法は、環境に存在する行為の可能性

を示す情報である「アフォーダンス」［Gibson 1979］を記述する。現象学の表情的記述と、

生態心理学の機能的記述は、ともに生きられた経験を記述する方法となるが、両理論に基づ

く記述には限界もある。両理論の相違は、保育における子ども理解という実践において相補

性を持つことが論じられる。 
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 第５章では、リードの生態学的経験科学が、経験の成長へ向けた「意味」と「価値」の探

求の科学であることを論じ、それをエコロジカル・アプローチにおける生きられた環境の記

述のメタ理論として位置づける。ギブソンは、人間や動物を包囲している光の構造（包囲光

配列）が生物にとっての情報となっていると考え、生物はそれらの生態学的情報が特定する

「意味」や「価値」を直接知覚するという立場から、アフォーダンス理論を構築した。リー

ドはこの「意味」や「価値」との出会いを経験として捉え、それを記述することで、それぞ

れの個人や動物によって異なる多元的な生のリアリティを理解しようとする経験科学を構築

した。リードの経験科学は、経験の記述という行為を、経験の共有と成長という実践へ向け

たものとして捉えるものであり、保育実践研究の重要なメタ理論となることが論じられる。 

 第６章では、リードの記述理論が、ウィリアム・ジェームズからヒラリー・パトナムへと

至る「自然な実在論(natural realism)の系譜につらなるものであることを明らかにし、第５

章で述べた生態学的経験科学による「意味」と「価値」の探求が、「共通の実在／リアリテ

ィ（common reality）」の探求として捉えられることについて論じていく。「自然な実在論」

は、外部にある事物を自我主観が意識に投影する観念として捉えるのではなく、直接知覚さ

れるものであると捉える[Putnam 1999]。ただし、それは実在を完全に映しとるような知覚で

はなく、実在のアスペクトを知覚するものとしてみなされる。外部の事物は共有可能な実在

であるが、私たちは多様な視点を交流させることによって、そのリアリティを確証していか

ねばならない。このようなパトナムの立場には、リードの経験科学との共通性が認められる。

多様な仕方で知覚されるアフォーダンスが共有され、環境の「意味」や「価値」が問いなお

されることによって、そのリアリティは修正・確証されていく。このとき環境は、「ありふ

れた／共通のもの(common things)」でありながら、未だ出会われざる側面を隠しつつ「そこ

にある」ものとして捉えなおされることとなる。エコロジカル・アプローチは、このありふ

れた環境に潜在する「意味」や「価値」を探求しようとするものであることが明らかになる。 

 第Ⅲ部の保育実践研究では、リードの「充たされざる意味（unfilled meaning）」という

概念を中心的に用いて、生きられた環境の「意味」と「価値」について探求している。第７

章から第９章までの研究は、保育所保育指針における環境の定義に基づき、「人的環境」「物

的環境」「自然や社会の事象」のそれぞれについて行われる［厚生労働省 2008］。 

第７章は、「人的環境」を扱う。保育は、保育者と子どもの１対１の関わりであると同時

に、１対多の関わりでもある。このような保育の特性から、保育者はときに、一人一人の主

体性を重視するか、集団の維持を優先するかという「主体性のジレンマ」を経験することに

なる。第７章では、保育者にとっての「みんな」という環境について記述し、保育者がその

関係を調整することで「主体性のジレンマ」を克服していることを明らかにする。 

 第８章では「物的環境」を扱う。「環境を通した保育」では保育者が「ねらい」を込めて

環境を構成することが重要であるが、環境は必ずしも「ねらい」どおりにその意味を実現で

きるとは限らない。ありふれた環境が、思いがけない「意味」と「価値」を伴って現実化す

ることは、保育にとって重要な意味がある。第８章では、「砂」というありふれた環境にコ

ミュニケーションの媒体としての「意味」と「価値」が知覚されていく過程について記述し、
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潜在する環境の「意味」や「価値」との出会いという出来事の保育実践上の意義について考

察する。 

 第９章では、「自然や社会の事象」について扱う。保育実践において自然体験活動は重要

な意味をもっているが、活動が自己目的化し、マンネリ化しやすいという課題も指摘されて

いる。そこで問題となるのが、自然体験の「深さ」である。第９章では「種との出会い」「野

菜との出会い」「馬との出会い」という３つのエピソードについて記述し、それぞれのエピ

ソードのなかにある、「気づかれていない命」という環境のリアリティについて考察する。

私たちが“命あるものに囲まれつつもそれに気づかずに生活している”というリアリティは、

保育のあり方を問いなおすための重要な視点となることが論じられる。 

第Ⅲ部では、保育者が知覚している環境の「意味」や「価値」と、他の保育者、あるいは

子どもが知覚している環境の「意味」や「価値」に差異が生じる瞬間が記述され、そのこと

を通して当事者にとって「出会われていなかった環境」の存在が明らかになる。この「出会

われていない環境」の実在が、記述を通して他の保育実践者に共有されるとき、その記述は

他の保育実践者の身体の周囲を取り囲む、未だ出会わざる環境の存在を予感させるものとな

る。エコロジカル・アプローチの記述は、「そこにある」が、出会われていない環境の「意

味」や「価値」を、協働的に探求しようと試みるものである。 

エコロジカル・アプローチに内在する環境との出会いは、それ自体教育学的な意味を持っ

ている。終章では、日常(routine)を「有用性」の原理に基づく思考・行動様式に回収される

傾向をもつものであると捉え、生活(life)が日常を超え出ていくことで更新され、その活力

を回復するものであることについて論じる。日常生活における「ありふれたもの」は生成体

験のメディア［矢野 2014］となることによって、「有用性」のエコノミーに回収されること

のない保育実践を生じさせる。保育者と子どもが接する環境が、「そこにある」と同時に、

「出会われていない」という事態は、生活のなかで日常を超え出ていく可能性を担保し続け

ることが論じられる。 

最後に、「ありふれたもの」が新たな出会いの可能性を含んだ保育実践の重要な資源

であることと、「出会われていない環境」に出会わせようとすることの陥穽が指摘され

る。保育者にとって重要なのは、「ありふれたもの」が、今自分が見ているものとは異なる

「意味」や「価値」をもって経験される可能性がありうるということを「気に留める姿勢」

であることが論じられる。 
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