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はじめに　～公民科教育の考察への一視点・自
由論との関係から～
　この論稿では教育基本法の根幹になっている

憲法において個人が国との関係においてどのよ

うに捉えられているかを確認し、自由論を縦糸

にして現代社会の提起する諸問題を横糸に考察

する中で公民科教育が市場経済のグローバル化

の荒波の中でいかなる個人を育てることができ

るのか、個人は公民として政治社会において如

何に位置付けられるかを検討するものである。

憲法では個人は自由権を保持し、公共の福祉を

侵害しない限り自由権は全ての人々に保障され

ている。本稿では個人の自由をひとつの視点と

して教育における公民形成の基盤としての公民

科教育の持つ実践的な意味を検討したい。また

実践的な授業の取り組み例を紹介しつつ、そこ

に観察される公民科教育の可能性を考察するこ

とを企図している。

　日本国憲法において国民各個人については次

のように定められる。第十一条において各個人

に保障される基本的人権は第十三条において具

体的に「生命、自由及び幸福追求にたいする国

民の権利」とされ「公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、 大の尊重を必要と

する」と定められる。

　公共の福祉とは他者の自由を犠牲にして個人

の自由を実現するのではなく、衝突回避のため

に各個人相互の自発的な自由の抑制・調整をイ

メージさせる。言い換えれば、自由な各個人は

欲求に支配され自己の利害のみを追究する利己

主義者ではなく、他者を意識できる理性的で社

会的な存在でもあることが前提となる。勿論、

現実にはそうした完全に理性的な個人は存在し

ない（とは言いきれない）が、実際には人は必

ずというわけではないが、自己中心的な面があ

り、自己の利害を優先する面があるのも現実で

ある。そういう意味での自我の存在も社会構成

上の重要な要素である。それでも社会は個人の

自由から生まれる利害の衝突の場ではなく、調

整 = 共生の場であることが本来の人間の在り

方として認識されている。憲法において人間は

個人としてはある信仰や思想など求心的な理念

を志向する目的的な存在として（その意味では

バーリンの積極的自由につながる）、同時に他

者の内面的価値観をも尊重する寛容さを求め

（現実には憲法に保障されてそれぞれの思想・

信仰を持っている人も多数いる）、自己の内面

的価値観に拘泥するのではなく、自由な存在で

ありながら、他者意識を有する存在であること

が認識されている。換言すれば、他者に対して

自己の意思を強制することを控え、また他者に

よる自己への強制を忌避するモメントを有して

いる。ここには近代社会が共同体による拘束や

何世紀にも渡る宗教、政治的覇権、経済的覇権、

資源争奪、領土拡張を廻る対立と戦争の中から

経験的に学び取った価値観が示されている。憲

法で示される社会は原理的には家父長的な社会

を所与とする伝統的思考ではなく、相互の自由

を基に他者存在を意識した各個人による自生的

な社会形成のイメージで描かれる。

　さて近代日本は明治維新を画期として個人と

国家の関係において様々の不十分な面を抱えつ

つ、曲がりなりにも中央集権的な近代国家とし

て歩み始めたが、当時の多くの帝国主義国家が

持っていた大陸への利害関係と、国防との関連

で日本も領土的拡張を含めた角逐に直面し、周
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辺他国との利害衝突という国家関係を選択する

こととなった。日本近代のその歩みの結果が先

の戦争を招き、敗戦の結果、国際社会で国家的

に戦前の価値観の根本的大転換を求められるこ

ととなった。先の大戦の原因、背景、戦前の国

家構造などをめぐり論争があるが、ここでは立

ち入らない。

　戦後の憲法にはその成立過程において憲法改

正問題として今日議論される幾つかのイシュー

が存在しているが、それらのイシュー対して肯

定するにせよ、否定するにせよ、戦後の日本国

憲法は敗戦という事実を受け入れ、日本が国際

社会に復帰し、日本人が生きていく上での道標

となるものであった。戦争を引き起こした日本

が戦前の価値観の否定或いは修正を受け入れ、

あるいは、日本の価値観が国際社会で認知され

た限りにおいて戦後日本は国際社会の一員とし

て承認され、我々も戦後の日本人として再出発

した。その点で戦後日本の出発点となる根本哲

学の自由と平等概念は現代日本にとって否定的

であれ、肯定的であれ社会形成原理として無視

することはできない。現憲法の改正問題をめ

ぐって検討されている部分は今日、幾つかある

が、個人と国家の関係について、その価値観と

してはここが出発点になる。憲法においては個

人の自由と公共の福祉という理念が同価値とし

て定義され、この二つは日本国民の正義の理念

であり、国家はこれを保障することに義務が置

かれる。

1　公民科の意義～憲法における自由と平等の
相克・その哲学的検討～
　自由な経済活動は日本社会を動かす原動力で

もある。自由な経済活動を通じて生産活動、あ

るいは生産に当てられる自由な融資活動が社会

全体の富を生み出していく。この社会的富裕を

創出する活動が見方によっては搾取による資本

の増殖活動であるとする経済学上の批判も戦

後なされたが、経済学上のこの議論はここでは

立ち入らないでおく。その批判理論に基づく社

会建設が革命という人類史上の社会実験として

なされ既に社会実験としては失敗であることは

1991 年のソ連崩壊という事実で証明されてい

る。しかし、後に見るように、社会主義経済が

不成功に終わったとしても対極にある自由主義

経済が正しいというわけでもないだろう。それ

はそれからおよそ 20 年後のリーマン・ショッ

クが示した自由主義・マネー経済の限界として

綻びが出てくる。ここでは社会的な富を創出す

ることは公共的福祉を実現する絶対条件という

わけではないが、必要条件であるということだ

け言及するに留めて論を始める。

　この自由な経済活動の権利の享受主体が個人

であれ法人であれ、この自由競争こそが憲法で

保障されている経済的自由権の内容でもある。

ここに経済的な平等と財産権の内容である私有

財産権の対立の萌芽が存在する。平等を理念か

ら現実的に政策化、制度化するとかつて社会主

義国家が直面した現実にぶつかる。平等を優先

すると経済活動の不活発化は避けられないし、

自由競争を優先すると発展するものの、経済格

差の拡大とその固定化が発生する。他面、平等

の過度の追求は組織的規制の拡大を伴い、組織

の官僚化、硬直化から様々の不平等を生み出す

土壌にもなる。見方を変えると、自由競争は富

の再配分を前提にすれば、努力と能力で自己の

労働の或いは、経営に携わる労働の成果（他者

へ不払い労働を招来すると批判された）を手に

し、社会的富の増大に資することが可能になる。

他面、社会的の富の増大はその過程で収入の格

差や過労、労働者の権利軽視など様々の社会的

な問題を引き起こす。様々の不平等を生み出す

私有財産の世界がいわゆる市民社会である。私

有財産は歴史において肯定的には捉えられな

い。ここで市民社会批判の原型に少し立ち寄っ

てみたい。近代市民社会の基盤となる私有財産

を否定的に捉えたのがルソーとマルクスであっ

た。

　ルソーは近代自然法思想の自然状態という

概念枠組を利用するが、ルソーの自然状態は

ホッブズやロックのように不安定性を包含す

る概念ではなく、それ自体で充足した状態で

ある。しかし、ルソーは私有財産の成立を「不

平等の起源」として捉え、私有財産制は不可逆
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的な制度と考えられた。 終的には私有財産

制は対立、争いを産み出し、いわば戦争状態に

至る。ここにルソー的市民社会を設立する必要

が発生する。市民社会を設立することで、人々

は自然的自由に代わって市民的自由を手に入れ

る。ルソーの市民的自由は近代市民社会の抱え

る自由と平等の相克に苦闘していた。ルソーの

言葉を引用しよう。「すべての人々の 大の善

は、あらゆる立法の体系の究極目的であるべき

だが、それが正確には何からなりたっているか

をたずねるなら、われわれは、それが二つの主

要な目的、すなわち自由と平等とに帰すること

を見出すであろう。自由―なぜなら、あらゆる

個別的な従属は、それだけ国家という［政治］

体から力がそがれることを意味するから。平等

―なぜなら、自由はそれを欠いては持続できな

いから。・・・平等については、この言葉を権

力と富の程度の絶対的同一と理解してはならな

い。・・・この平等は、実際には存在しえない

頭だけでの空想だと人々はいう。・・・事物の

力は、つねに平等を破壊する傾向があるという、

まさにその理由によって、立法の力は、常に平

等を維持するように働かねばならない。」1） 

　そこから一歩踏み出したのがマルクスであ

る。マルクスは人権、自由を否定的に捉える。

私的自由の世界である市民社会はマルクスに

とっては否定的に捉えられていた。彼の初期の

論文「ユダヤ人問題によせて」において次のよ

うに述べられる。「いわゆる人権、つまり公民

の権利［droits du citoyen］から区別された人間

の権利［doits de l’homme］は、市民社会の成員

の権利、つまり利己的人間の権利、人間および

共同体から切り離された人間の権利にほかなら

ないということである。」2）更に、近代的自由は

人間の共同性を否定する概念として批判的に捉

えられる。「しかし、自由という人権は人間と

人間との結合にもとずくものではなく、むしろ

人間と人間との分離にもとずいている。・・・

自由という人権の実際上の適用は、私的所有と

いう人権である。・・・したがって、私的所有

という人権は、任意に、他人と関わりなしに、

社会から独立に自分の資産を享受したり処分し

たりする権利、つまり、利己の権利である。先

に述べた個人的自由と、いま述べたそれの適用

とが、市民社会の基礎となっている。市民社会

は、各人が他人のなかに自分の自由の実現では

なく、むしろその制限を見出すようにさせてい

るのである。」3）近代社会が作り出した自由は市

民社会において実現すると考えられたのだった

が、ここでは自由を制限する場と断じられる。

マルクスの目には市民社会は個人の自由を実現

する世界ではなく所有権の自由の故に人間を利

己的存在に変え、真の人間の在り方から逸脱し

ているのである。類的存在としての人間の真の

自由の実現は共同性の実現によって実現すると

捉えられていた。

　マルクスが否定的に捉える私的自由からなる

市民社会の成立は利己的な個人を生んだとはい

え、国家と市民社会の分裂には政治権力の相対

化という大きな意義がある。後に見るように、

ここに私有財産を基盤として成り立つ私的自由

の世界と分離した公民的世界の存在意義があ

る。「ユダヤ教は市民社会の完成とともにその

頂点に達するが、しかし市民社会はキリスト教

世界のなかではじめて完成する。・・・キリス

ト教の支配のもとでのみ、市民社会は国家生活

から自分を完全に切り離し、人間のすべての類

的紐帯を引き裂き、利己主義と利己的欲求をこ

の類的紐帯の代わりにおき、人間世界を相互に

敵対しあうアトム的な個人たちの世界に解消す

ることができたのである。」4）類的紐帯はまず具

体的な社会形態としては共同体として存在し、

個人はそのままではこの中に埋没した存在であ

る。共同体という類的紐帯に埋もれたままでは

個人概念は生まれてこない。類的紐帯を脱する

には個人が生きていくために共同体から自立す

1） 『社会契約論』　岩波書店　桑原武夫・前川貞次郎訳 1954 年　P.77 ～ P.78
2） 「ユダヤ人問題によせて」　岩波書店　城塚登訳 1974 年　P.42
3） 「前掲書」　岩波書店　城塚登訳 1974 年　P.43 ～ P.44
4） 「前掲書」　岩波書店　城塚登訳 1974 年　P.65
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る必要がある。言い換えれば共同体に依存しな

くとも生活の糧を得られることである。それに

は土地のみに依存せず、いつでも、どこででも、

貨幣という形で生活の糧を得て、自由に生きる

術を手にすることが可能な社会システムが存在

することである。

　類的紐帯から解き放たれた市民社会は私的自

由を根幹とする関係性を基盤として構成され

る。市民社会は国家と分離し、市民社会におい

て個人の私的自由が存在することによって個人

と権力の関係は新たに位置づけられる。私的自

由観念は時に否定的に捉えられる傾向がある

が、市民社会が政治社会から切り離され自立し

た世界として形成されたことで近代的な解放が

実現されただけでなく、私的自由の世界が公的

権力に対峙できるようになった。私的自由の

成立が個人と国家の道徳的関係を再設定する。

フィクションであるが、個人の同意による国家

の成立は近代国家を成立させる理論上不可欠の

装置である。理論上個人は自立したとしても、

個人は独立自営でない限り、いずれかの私的共

同体に属して、生活の糧を得る。市民社会にお

いてそれぞれの私的共同体（協働体）で権力は

発生するが公的権力のコントロールから逃れら

れない。私的協働体は他の協働体との自由競争

からその構成員を拘束し、構成員の労働力を

大現提供させることが至上命題である。公的規

制なしには対外的な競争を生き残るために、内

部的に過酷なまでに構成員の労働力を絞り出そ

うとする。今日の長時間違法労働を想起すれば

よい。違法労働を強制するのも又、経済権力の

一端に位置する管理職の労働者である。決して

資本家ではない。資本家を打倒しても労働者は

解放されるわけではなく、新たな資本と資本家

が登場するだけである。自由経済ではみんなが

独立自営の存在ということはない。規模の大小

はあれ、雇用者と被雇用者は存在する。そこに

公権力の存在意義もある。

　人間らしい生活のためには資本という私的経

済権力（協働体）に対する公権力による保護は

構成員にとって不可欠である。しかし、公的権

力が絶対的な存在というわけでもない。公的権

力は一方で市民社会の自由を保障する限りで権

力足り得る。それを保障できなければ J. ロッ

クが言うように市民社会の抵抗を招くことに

なる。I・バーリンの主張する消極的自由概念

の登場は個人と国家の緊張関係を新たに再設定

し、権力と個人の自由の関係に新たな地平を切

り開いたと言える。この緊張関係に立ち、公民

としての政治的・倫理的教養を習得する場が公

民科である。教育現場、教室ではこのように個

人と国家の関係を対立的な緊張関係にあると教

えることはないであろうが、自由主義・民主主

義をベースとする現代国家を考える際には必要

な視点である。

　公民科の存在意義は単に現代社会や政治・経

済の知識の拡大だけではない。現代日本で生き

ている生身の若者達が様々の意味での憲法に保

障されている自由と平等観念の相克の中で如何

に生きるかを考えさせるところにある。個人の

自由を優先させると不平等を前提にしてしまう

考えになり、結果的には不平等は世代を超えて

固定化し、各人に保障されるべき自由も侵しか

ねない。平等主義は行き過ぎると硬直した社会

をつくる。公民教育に求められるのは自由と平

等、双方の概念の歴史や現状を学びつつ、現在

の社会の問題点に向き合い、自分達の将来社会

の公正さを確保し、各人が幸福を追求できるよ

うに問題点を是正し、より良い生き方を模索す

る哲学である。

2　公民の養成と公民科教育
　公民科教育に求められることとして公民科教

育法（平成 21 年〈平成 26 年 1 月一部改訂〉高等

学校指導要領解説）において次のように語られ

る。「広い視野に立って，現代の社会について

主体的に考察させ，理解を深めさせるとともに，

人間としての在り方生き方についての自覚を育

て，平和で民主的な国家・社会の有為な形成者

として必要な公民としての資質を養う。」

　「『公民』とは，政治的な観点からとらえる場

合の国民を指す。また，『公民としての資質』と

は，現代の社会について探究しようとする意欲

や態度，平和で民主的な国家・社会の有為な形
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成者として，・・・個人の尊厳を重んじ各人の

個性を尊重しつつ自己の人格の完成に向かおう

とする実践的意欲を，基盤としたものである。」

　国民としての公民的資質は参政権を手にした

からといって道徳的判断及び政治意識の面で自

然に形成されるものではない。高校生は参政権

を手にするまでに必要な基本的な知識を身につ

け、社会の諸事象に関連するテーマを主体的に

自らのものとして考える意識・態度を形成する

ことが求められる。特に 18 歳選挙権が施行さ

れている現在、重要性が増している。主体的に

自らのものとして考える意識・態度は教室の講

義型の授業だけで身につくものではない。むし

ろ高校生としての具体的な生活現場で実践哲学

的に思考し、教育される方が効果的な面もある。

家庭で生徒が自己の存在について問いかけられ

たり、議論する機会はそれ程多くはないだろう。

生徒個々に自らに問いかけ、友人間で話し合う

こともあるだろうが、多くは恥ずかしさもあり

本音を吐露するのは稀である。学校、しかも授

業こそが生徒に自分の存在や生き方の根本を問

いかけ、真剣に考えさせる 適の場である。学

校教育を通してこそ生徒に公民としての自己を

思考させることができると言ってよい。

　公民科教育法指導解説では「自己の生き方が

現代の倫理的課題と結び付いていることをと

らえさせる」とある。しかし、現実の高校生が

日々の生活で倫理的に自己の生き方を自ら問い

かける機会は多くはない。生徒自身に哲学的に

思考する準備ができていない場合もある。更に

自由は高校生にとって哲学的に自らに問いかけ

るテーマではない。むしろ生まれた時から当然

の如く存在している思想、倫理である。憲法で

保障されている自由権は戦後日本人の人生と生

活を形作ってきた精神的支柱であり、青年の生

き方の道徳的根幹をなしている。憲法の理念を

具体化するために現実には政治経済制度・機構

として整備されているが、生徒たちは高校卒業

までの間に憲法を単なる知識として教えられる

機会はあっても、自己の生き方を倫理的課題＝

自由や政治制度に結びつけて考える機会は多く

はない。この倫理的課題を生徒たちの実際の生

活に結びつける授業とはいかなる授業であろう

か。

3　公民科教育の入り口として・自由権を考え
る～余裕を失った資本主義～　
　自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身

体的自由権（人身の自由）などに分類されるが、

これらの自由権を現在の生徒たちの身近な具体

的な問題として考えさせ、日常生活が自由とい

う憲法の中の抽象的な原理に支えられているこ

と、抽象的原理を日本人が獲得し、政治制度と

して定着するのに如何に多くの労苦を伴ったか

を理解・認識させることが倫理科目の任務であ

る。特に個々人が公民として政治に関わり、自

由を考える時に、様々に先哲の考えを紹介し、

生徒に考えさせる機会を提供できる。

　政治思想の碩学、福田歓一氏はかつて著書に

おいて自由権保障と国民の公共生活への参加の

関係を次のように整理している。「このように、

自由権保障の要求から民主主義の要求、政治参

加の権利が個人の自由のなかに織り込まれ、政

治的自由という名のもとに基本的人権の一部に

なったことは、実は普通考えられる以上に重要

な意味を持っております。参政権を行使して、

個人が公共生活に参加することが、ひとりひと

りの人間人格の十全なる発達、自我の実現を果

たしていくうえに、どうしても欠かせない条件

である・・・この場合に、公共生活への参加が

実質的な意味を持つためには、参加に必要な知

識と情報を持つことが前提条件であります。さ

らに、参加にふさわしい活動の場がなければ無

意味であります。だから思想・言論の自由・出

版・自由・集会の自由・結社の自由というよう

なものは、単に権力からの自由、民事上の自由

としての意味を持っているばかりでなしに、実

は権力への自由、政治的自由の前提条件として

の意味を持っていることを忘れてはならないの

であります。」5）

5） 『近代民主主義とその展望』　（福田歓一　岩波新書）1977 年　P.78
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　40 年前も、現在も、公民としての政治的自

由＝民主主義の重要性に違いはないが、福田氏

がこの著書を執筆した時代と現在ではさらに市

場経済との関係で民主主義の別な問題点も指摘

され始めた。1970 年代はオイルショックがあっ

たとはいえ、海外の市場はもとより国内市場に

も成長する余力が残っていた時代である。更に、

日本企業はアメリカを中心に自動車、電化製品

の輸出を伸ばし始めていた。日本について言え

ば、40 年前は資本主義市場経済がまだ平等を

志向する民主主義と両立していた時代であっ

た。当時は市場経済と産業社会には民主主義を

受け入れる充分な余裕があったと言える。市場

拡大と共に利益が拡大し、新たな産業が成立す

る余裕があり、格差は問題にならなかった。し

かし、その後のグローバル経済の拡大に伴う金

融資本主義の極大化はその余地を減少させた。

　日本では、国内的には高度経済成長（充分な

内需があった）に続く第四次中東戦争による石

油危機を転機とする省エネ型社会への転換を推

し進めたことと対外的には鉄鋼・電気製品・車・

化学製品を主とした貿易の発展が日本経済のグ

ローバル化を推し進めた。しかし、貿易の発

展はアメリカを相手に貿易摩擦を引き起こし、

ドル高とアメリカの貿易赤字への対策として、

1985 年に先進 5 カ国蔵相・中央銀行総裁のプ

ラザ合意で先進各国は為替に協調介入し、急激

な円高による不況、不況対策としての日銀の低

金利政策（公定歩合の引き下げ）の結果、企業

は低金利で融資を受け、土地購入あるいは株購

入に走った。当時の土地神話（日本は土地が少

ないから土地の値段は必ず上がるという説）も

手伝い、土地の値段が急上昇、株価も急上昇し

た。不動産、株価の上昇という実体経済に基づ

かないバブル経済（1986 ～ 1991）発生とその後

の政府の公定歩合の引き上げと土地価格の異常

な高騰を防ぐための土地取引規制によりバブ

ル経済の破綻（1991 年初めまで）、証券・金融

機関の破綻（そのために失われた 20 年が続き、

現在でもデフレを完全には脱却できないでい

る）を招いた。

　対外的にはソ連・東ヨーロッパの社会主義体

制の崩壊と改革開放政策の下、中国の社会主義

体制下での市場経済の導入で戦後の冷戦体制が

解体し、戦後の国際関係の大転換がなされた。

1992 年の欧州連合の発足はヨーロッパに一大

単一市場を形成し、更に冷戦体制の崩壊はヨー

ロッパの国家間の枠組みの変化を加速させ、東

ヨーロッパのかつての社会主義国を統合し、

EU という巨大自由市場を生み出した。市場の

グローバル化の完成である。この時点では、自

由主義の勝利という「歴史の終わり」（フランシ

ス・フクヤマ）を感じさせた瞬間である。

　バブル崩壊・倒産・企業業績の悪化によって

若者の新卒採用は大幅に減少し、若者は自分の

安定的な将来像を描けなくなった。若者を中心

にグローバル化が人々の人生設計に決定的に影

響する段階に入った時代だった。社会も標準的

な人生像を若者に示すことができなくなってき

た。1990 年代以降日本人、特に若い世代は従

来の終身雇用や年功給などに典型的な日本人の

生き方・人生観とは異なる生き方・人生観を模

索せざるをえなくなった。金融を含む高度情報

化社会の進展と賃金及び雇用形態の変化（不安

定性の増大）は社会の隅々に及び、市場的価値

の浸透は伝統的産業構造を一変させたし、させ

つつある。市場のグローバリズム化、国際分業

の拡大、労働力の自由な移動は生活の不安定化

に拍車をかける。

　先進国の景気・雇用・保険などの分野は大衆

の政治判断を左右する経済問題になり、これら

の問題が危機的になり、政権党が対応を誤ると、

いわゆるポピュリズム台頭の背景になる。EU

離脱をめぐるイングランドや欧州に見られるよ

うに移民問題を含む経済・生活の不安定、将来

の生活と社会の見通せなさは若者に生活・人生

の不安を募らせ、政治に対する見方が感情的に

もなりやすい。感情に支配された投票行動・政

権選択は被選挙人が劇的であればあるほど支持

を受ける傾向がある。民主主義の持つもう一面

の危うさでもある。J・S・ミルが洞察したよう

に民主主義は正しく機能するためには「多数者

の暴虐」6）を防止し、教育を通じて国民大衆の

欲望を抑制し、精神の保持と政治的成熟が必要
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とされる制度でもある。ただ大衆であることだ

けでそこに正義があるわけではない。「なぜな

らば、社会的暴挙は、必ずしも政治的圧政のよ

うな極端な刑罰によって支持されてはいないけ

れども、遥かに深く生活の細部にまで浸透し、

霊魂そのものを奴隷化するものであって、これ

を逃れる方法はむしろ、より少なくなるからで

ある。・・・優勢な意見と感情との暴虐に対し

てもまた、・・・保護を必要とするのである。・・・

自己の慣行と調和しないあらゆる個性の発展を

妨害し、できうればこのような個性の形成その

ものを阻止し、あらゆる人々の性格が社会の性

格を範として形成せらるべきことを強制しよう

とするところの、社会の傾向そのものに対して、

保護を必要とするのである。」7）感情に流されな

い民主主義の成熟には高等教育における知識と

倫理の内面化が必要とされ、理性的な大衆の判

断力が将来の穏健な民主主義の土台となろう。

この意味で青年期において公民科教育が理性的

な判断の礎を築く役割は大きい。

4　経済的自由と民主主義の関係～中心概念と
しての自己労働・所有権・不払い労働
　先述の福田氏の著書と同時代のカナダの政治

学者、C・B・マクファァーソンは著書におい

て次のように述べる。「自由民主主義、もうそ

の生涯と時代をあえて描写してもさしつかえな

いほどその終焉に近づいていると考えてよいだ

ろうか。・・・手短な解答を与えれば、『その通

り』である－ただし、もし自由民主主義が、い

までも非常に一般的にそう考えられているよう

に、資本主義的な市場社会（それが福祉国家の

興隆によっていかに変貌したようにみえようと

も）の民主主義を意味するならば、である。し

かし、もし自由民主主義が、・・・社会の全成

員にひとしくその能力を自由に実現させようと

努力する一つの社会を意味するものならば、解

答は『必ずしもそうではない』。不幸なことに

は、自由民主主義はそのどちらも意味しうる。

というのは、『自由主義的』という言葉は、強者

が規則にしたがうことによって弱者を打ち負か

す自由をも意味しうるし、あるいは自らの能力

を行使し発展させる万人の平等な自由をも意味

しうるからである。後者の自由は前者の自由と

矛盾している。」8）1976 年に出版されたこの著書

の中で既に現代に見られる市場経済の光と影が

的確に描き出されている。著書が出版されてか

ら 40 年後の今日、市場経済はグローバル化し、

競争の勝者と敗者の間の格差は更に当時以上に

広がり、金融資本主義の暴走的な面（リーマン

ショック）も相俟って自由民主主義の影の部分

が色濃くなっている。万人の平等な自由は社会

を発展させて来たが、その過程で競争が生まれ、

強者が弱者を打ち負かすのは市場では不可避的

事態である。これは市場の自由競争の当然の結

果であり、これを道徳的に悪として批判するこ

とはそこに含まれる個々人の自由な発展の基礎

を否定することに通じる。競争によって敗者が

生まれるからと万人の自由な発展を社会的に制

限する根拠はどこにもない。社会が個人の自由

を制限することも、あるいは競争の勝者が自由

を独占することも道徳的には許されない。前者

は社会全体主義であり、後者は資本主義の独占

化状態である。

　アダム・スミスも指摘するように確かに、自

由な市場経済が多くの職業を生み出し、国民生

活も豊かにする。スミスは国富論において分業

による社会的富の増大について述べている。

　「よく統治が行き届いた社会では、人民の

下層にまで富裕が広くゆきわたるが、それをひ

きおこすのは、分業の結果生じる生産物の巨大

な増加にほかならない。職人はだれもみな、自

分の必要とするより以上の、処分できる生産物

を多量にもっており、他の職人たちもそれと同

じ状態にあるのだから、かれは、自分にとって

の過剰の財貨を他人の過剰の財貨とたがいに、

6） 『自由論』　（ジョン・スチュアート・ミル著　塩尻公明、木村健康訳　岩波文庫）1971 年　P.14 
7） 前掲書　P.15
8） C.B.Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, （Oxford University Press） P.1 　邦訳『自由民主

主義は生き残れるか』C・B・マクファースン　田口富久治訳　岩波新書 1978　P.1 ～ P.2
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あるいはおなじことであるが、他人の過剰な財

貨の価格と、交換することができる。かれは、

他の職人たちにたいして、かれらが必要とする

ものをじゅうぶん供給してやり、また逆に、か

れらはかれの必要とするものを潤沢に供給して

やり、こうして豊かさが一般に社会のさまざま

な階級の全てに行き渡るのである。」9）

　現代を見ると、スミスが指摘する分業とそれ

を基礎にした交換＝自由主義市場経済は自然環

境破壊という問題や経済的不平等を生み出して

いる反面、物質的豊かさ、情報を含めた科学的・

技術的高さ、交通のスピード化などの利便性、

いずれの面でも、どの時代と比較しても、他の

社会体制と比較しても、飛躍的な進歩を遂げた

ことは間違いない。それぞれの企業が生活に必

要とされる商品を提供（モノから情報、知識、

移動など様々の商品の提供）し、それによって

企業自体も発展し、職業も多様化し、それと共

に雇用機会も増加してきた。しかし、他面、そ

の過程で新興国の安い製品に対抗するために、

国内工場の新興国への移転に伴うリストラや国

内企業での非正規社員という不安定な身分での

雇用など 1970 年代に福田氏やマクファーソン

氏が見た市場経済とは違う面を見せている。雇

用の格差は後々の人生の格差につながる深刻な

問題を提起する。

　先進国では自由な経済活動の結果、当然のこ

とではあるが、巨額の富を得た者は累進課税制

度を中心とする税制によって収益の多くを課税

される。これに対してリバタリアンとして有名

なノージックは“働いて得た所得に対する課税

は強制労働と同じ”10）として自己所有権に基礎

を置く自己労働の成果に対する権利を主張し、

これを侵すのは奴隷制と断ずる。ノージックの

論理を貫けば、現代国家に属し、課税されてい

る人々は皆、奴隷ということになる。ここでは

近代国家論には論及しないが、課税制度だけで

国家論を論じられないだろう。しかし、近代国

家は市場における労働の成果に課税できる正当

化根拠を示さねばならない。経験的現実では国

家は所与であるが、所与だから正当性があるわ

けではない。近代国家は理論上の仮説として主

権者たる国民の同意をもって国民の生活・知・

生命・財産・安全・安心を保障すべく法による

支配を通じて教育・国防・行政・警察・司法な

どの各機構を確立し、無償の義務教育、社会イ

ンフラの整備などを提供している。これらの制

度・機構を構成する人員は国家の基盤を形成

し、国民に奉仕する仕事を旨とするいわゆる公

務員である。これだけの組織体を維持するには

課税による財政計画が必要になる。国民の同意

によって成立すると仮定する文脈に近代国民国

家の公共性が存在する。

　自己所有権と自己労働の成果（私有財産）を

享受できるには税制を含めた政治社会の安定性

が前提となる。極論だが、法による保護がなけ

れば労働の成果はたちまちに暴力的で貪欲な者

達に強奪される。国家の成立根拠はここに存在

し、国家の維持に財政的裏付けが必要となる。

ノージックによれば、国家は契約履行、暴力・

詐欺・盗みから国民保護という「 小」の権限

を有していれば良いとされる。

　ノージックの論理に従えば、富裕層に国民の

平均的納税額以上の税を課すことによって結果

的に国家は能力・知識・技術を駆使して得た自

己労働の成果を国家が一般大衆の福祉のために

平均納税額以上に税として徴収する不平等を生

み出している。何故、権力は能力を発揮して、

社会的に認知された高収入の人々から高い税金

を取り立てることができるのか。この場合、国

家に倫理的正義はあるのだろうか。この議論で

は正義は個人の自由及び自己労働に対する所有

権にある。しかし平等に少しでも近づくための

富裕層への多額の課税だと位置付ければ平等に

重きを置いた正義がある。ここで、ノージック

とロールズの対立点に立ち入る余裕はないが、

現代福祉国家を論ずる上では重要な国家の道徳

的基礎に関連する問題提起である。

9） 『国富論』第 5 版、第 1 冊、人類の知的遺産　アダム・スミス　大河内一男編　P.177
10） 『アナキー・国家・ユートピアー国家の正当性とその限界』　ロバート・ノージック著、嶋津格役、

木鐸社
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　こうした議論に対峙するのが、自らの労働力

を売る以外に手段のない労働者階級は自己の労

働力を商品として資本家に売り、資本家は労働

者の創り出した商品の剰余価値を手にするとし

た批判である。ここに労働者に対する不払い労

働があると批判し、公然と市場経済（資本主義）

に対立する世界観を呈示したのがマルクスで

あった。資本家が労働者に対する不払い労働を

強いることが不正義であり、自らの労働力を商

品として売らざるを得ない私的所有に基礎を置

く資本主義市場経済こそ不正義の温床であると

批判した。国家は資本家による不払い労働を強

制するシステムを保護する装置であると捉えら

れた。

　市場経済の自由権に基づく経済活動で得られ

る富は高額な税徴収という富裕層に対する不平

等を産み出す反面、富の再配分を可能とし、社

会的弱者を公的に援助する原資となる。視点を

変えれば、市場経済による社会的富の増大は弱

者を援助するシステムである。社会的富が増大

しなければ公共福祉の原資も縮小せざるを得な

い。社会的弱者に対する国家の救済には正義が

あるが、そのために富裕者に高額の課税を徴収

することには正義があるのだろうか。社会的富

を生み出すものは何か？国家による好不況の

ない計画的経済だろうか、自由な競争を背景と

する富を生み出す市場経済だろうか？不払い労

働のない平等な社会になるはずであった理想国

家は国家官僚たちが特権的に支配するのみなら

ず、国民に世界観を強制するイデオロギー国家

でもあった。

　計画経済の停滞性は既に経験的、歴史的に証

明された。しかし、市場経済が万能というわけ

でもない。市場経済は自由競争を免れないため

に常に拡大することを求められる。それが情報

の IT 化と共にグローバル化を推し進める要因

となっている。市場経済がグローバル化すると

先進国の製造業は新興国の低賃金労働に負け、

競争力を失い、先進国での国内産業空洞化が進

み、製造業を中心に雇用が失われる。先進国で

は失業が増加し、低所得者層から厳しい政府批

判が語られるようになるだけでなく、国内需要

も激減する。資本主義的市場経済の持つ危うさ

がある。2017 年 5 月の G7 で「過度な格差が将

来の潜在成長率を抑制する。格差は地域を分断

する。」（読売新聞 2017 年 5 月 14 日朝刊）と共

同声明で語られるほどである。国家による富裕

層から徴収した税 = 富の再配分がなされなけ

れば、大衆の中の子弟の中のより高い能力のあ

る者がより高度な知識・技術を学ぶ教育の機会

も失われ、個人の潜在能力の自由な発展も保障

されない。自由権は世代を問わず平等に保障さ

れるべきである。それなしには若い世代は未来

を見出せず、市場の発展もなくなるだろう。市

場は不要であるとなれば話は別である。自由を

土台にする市場システムはハイエクが言うよう

にそこに生きる万人の知恵を動員する。市場は

不安定で、競争的性格の故に破壊的な面を持つ

とはいえ、人間が自然につくり出した自由な創

造的システムでもある。

5　個人の自由と公共の福祉～平等は正義か～
　憲法において個人の自由は公共の福祉を侵害

しないという前提で保障される。M. サンデル

は「経済的繁栄が重要なのは、それが人びとの

幸福に貢献するから」という功利主義的理念を

「福祉の 大化」として功利主義思想・リバタ

リアンの影響力の大きさを指摘する。他方「正

義とは自由および個人の権利の尊重を意味す

る」11）としてリバタリアンと同様アメリカ社会

での平等主義思想の浸透力の広さを指摘する。

サンデルの理解に従えば、富裕層への累進的課

税制度は税金を国家の手によって大衆に再配分

することで恵まれない人々を含む幸福の 大化

につながる。しかし、サンデルは功利主義的考

えに二つの欠点があるとしてこれを退ける。「一

つ目は、正義と権利を原理ではなく計算の問題

としていることだ。二つ目は、人間のあらゆる

善をたった一つの統一した価値基準に当ては

め、平らにならして、個々の質的な違いを考慮

11） 『これからの「正義」の話をしよう』マイケル・サンデル　鬼澤　忍訳　早川書房　2011 年　P.38 ～ P.39
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しないことだ。自由に基づく理論は一つ目の問

題を解決するが、二つ目の問題は解決しない。

そうした理論は権利を真剣に受け止め、正義は

単なる計算以上のものだと強く主張する。・・・

正義にかなう社会は、ただ効用を 大化したり

選択の自由を保証したりするだけでは達成でき

ない。正義にかなう社会を達成するためには、

善き生の意味をわれわれがともに考え、避けら

れない不一致を受け入れられる公共の文化をつ

くりださなくてはいけない。」12）公共の福祉は

大多数の幸福と同義ではない。サンデルは社

会的慣行の公共の事柄に関わる価値判断を、効

用や合意ではなく、市場の生産的活動調整場と

しての有用性は認めながら、「市場の道徳的限

界について公に論じることが必要だ」13）と主張

する。「不一致を受け入れられる公共の文化」と

どんな文化だろうか。公共とは多元的な価値か

らなるがゆえに不一致が当然前提になる。共同

体的な唯一の価値ではなく、不一致・差異は当

然のものとして認め合い共生する生き方であ

る。多元的価値の承認を前提とした市民社会の

存在とそれぞれの異なる価値観の存在を法的・

制度的に保証する政治社会の中でのみそうした

生き方が可能となる。だからこそ、市民社会と

政治社会（公民の世界）は切り離されることに

意味がある。

　しかし、完全な平等主義を追求すると、諸々

の自由を制限することに通じることがあること

も認識しなければならない。自由を経済的自由

に矮小化すると、自由の持つ人間存在にとって

根源的で本質的な意味を見失う恐れがある。他

者への不利益を顧みない欲望を 大化する自由

は避けなければならないが、自由を前提にする

以上人が集い、生産・交換を柱とする関係が生

まれ、人間の個性の違い、生得的な能力・技術

の差異、選好分野による得意・不得意から、社

会の規準にしたがって人間に対するある程度の

評価の差は生じる。競争は一般的には否定的に

捉えられがちだが、競争のない社会は完全な独

占状態か、血縁や縁故のつながりによって決定

される閉鎖社会である。競争は自由を必要とし、

そこから発展も生まれる。しかし、競争は必ず

敗者を生み出すとして、平等主義者は競争を否

定するが、敗北は人生の全てを決定するわけで

はない。人は自己に適合する次の選択をするこ

とが可能である。そこでの成功は 初の敗北か

ら生まれるものかもしれない、あるいは 初の

敗北の故に次の成功は 初に成功した場合より

も大きな成果を産み出す可能性もある。大事な

のはすべての人にとって社会での競争は 1 回だ

けではなく、異なる分野で、あるいは同じ分野

で何回か競争する機会を与えられることであ

り、社会的・財政的にその機会が保障されてい

ることだ。その自由な選択の中で人は自己の人

生の選択をし、人生を生きていく。自由な社会

において選択できる自由はその人の能力も 大

化する可能性を生み出す。平等主義のために当

該役職・役割に不向きな人物が自己選択できず、

平等に強制的に機械的に仕事の責任を委ねられ

ることは当該組織にとっては損失を生み出す。

他方、自由を欲望の充足に自己目的化すると、

他者の選択の自由を制限し、自己の独占状態を

追究するようになる。健全な市場経済は人々の

自由な競争から様々の情報・知識・技術を共有

できることで公共社会全体の利益に通じる。独

占化とは相容れない。ここに市民社会が本来有

する自由と自己の利益極大化のみを目的とする

資本主義的自由の大きな違いがある。この自由

な状態を保障するのは市民社会と分離した政治

社会（公共社会）である。

　市場経済は多様な人間の欲求に応え、貨幣を

通じて様々のモノが交換可能となるシステムで

ある。貨幣という富に交換し蓄積できるために

人は商品をつくりだす。貨幣の発見は交換関係

をより拡大し、自然の差異を貨幣というひとつ

の尺度に置き換えることを可能にする機能を

持っているために自然の差異によって成立し、

固定化した関係から独立した関係性の世界を形

12） 前掲書　P.406 ～ P.407
13） 前掲書　P.413 ～ P.414 
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成する。この交換システムは自由と機会の平等

を理念とするシステムである。しかし、そのた

めにチャンスを得た者は誰でも「道徳的限界」

を突破して欲望を肥大化させ、機会の公平性さ

えも奪い取れるという問題性もある。市場はそ

のシステムに伴う自由さの故に欲望を極大化す

る負の側面を持っている。現段階では人間は自

律的理性によって欲望をコントロールできるほ

どにカント的理性を有する完璧な人間性にまで

到達していない。残念ながら、欲望の肥大化を

抑制するために国家による法的規制を必要とし

ている。情報化に伴う金融自由化、金融のグロー

バル化は市場経済の負の側面を極大化したと言

える。人間の生きるための多様な活動は社会的

な倫理を形成しつつ精神的・文化的な自由を前

提に多様な仕事を創造し、経済生活を可能にし

てきた反面、労働を伴わないマネー経済による

富の拡大というモラルの崩壊を招いた。

6　市民社会と自由～公民科教育への入り口と
して～
　ミルとほぼ同時代のマルクスは初期の論稿

「ユダヤ人問題によせて」において本来、類的

存在であるはずの人間の「人権、つまり公民の

権利から区別された人間の権利は、市民社会の

成員の権利、つまり利己的人間の権利、人間お

よび共同体から切り離された人間の権利にほか

ならない」14）として政治的解放は自由を実現し

たように見えるが、実は自由は「分離の権利」、

「実際上の適用は、私的所有という人権」15）と

断じ、人権は自由を経済的自由だけに限定され

ているとして、政治的解放は真の解放ではない

と訴えた。マルクスは真の解放は市民社会から

のつまり私的所有からの解放だと認識した。当

時は、この市民社会批判は今日の市場社会の道

徳的限界を抉り出しているかに思える。なるほ

ど、市民社会の成員が自由なのはルソーがイギ

リスの自由を批判しているように選挙の時だけ

に思える。「主権は譲りわたされえない、これ

と同じ理由によって、主権は代表されえない。

主権は本質上、一般意志の中に存する。・・・

人民の代議士は、だから一般意志の代表者では

ないし、代表者たりえない。・・・イギリス人

民は自由だと思っているが、それは大まちがい

だ。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけ

のことで、議員が選ばれるやいなや、イギリス

人民はドレイとなり、無に帰してしまう。」16）

　理論的には私的所有からの解放は真の自由へ

の扉を開けるはずだったが、そこには階級独裁

という名目で反対者への虐待・虐殺を伴う政治

的独裁制が待っていたことはその時点ではマル

クスは知る由もない。更に、市民社会の成員が

恒常的に政治を司ることも不可能である。政治

の世界が市民社会と直結するならば、官僚によ

る経済の管理が生み出した社会主義の失敗とい

う現実に直面する。　

　「あらゆる解放は、人間の世界を、諸関係を、

人間そのものへ復帰させることである。政治的

解放は人間を、一方では市民社会の成員、利己

的な独立した個人へ、他方では公民、精神的

人格へと還元することである。」17）マルクスは、

後年、私人のつながる世界＝市民社会について

当時の経済学文献を研究し ､経済学的な理解を

深め、市民社会（＝商品生産社会）を資本主義

社会として分析する。マルクスは資本主義の分

析から資本の軛につながれた（自分を労働力商

品として資本家に売らざるを得ないし、労働そ

のものの過程で資本家のために不払い労働を自

動的に強制される構造＝搾取）労働者階級が資

本主義国家を打倒し、労働者階級による階級独

裁の下で、資本主義の残滓が消えた後、階級独

裁の道具である国家が死滅し、真の解放（＝共

産主義）が完成するという歴史理論を構想した。

マルクスにとっても不払い労働は自己労働の成

果を奪うシステムであり、自己労働概念の否定

と捉えられる。不払い労働の社会システムを否

14） 『ユダヤ人問題によせて』　岩波書店　城塚登訳　1974 年　P.42
15） 前掲書　P.44
16） 『社会契約論』　岩波書店　桑原武夫・前川貞次郎訳　1954 年　P.153
17） 『ユダヤ人問題によせて』　P.53
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定し、労働者階級を解放するはずの国家ではハ

イエクが主張するように労働者＝被雇用者の自

由は唯一の雇用者である国家に依存し、国家は

個人を強制する無制限の力を有することにな

る。自由市場では少なくとも多数の雇用者のい

ずれかに雇用され（労働力商品として）ざるを

得ないとしても、嫌な雇用者に対して被雇用を

拒否することができる。18）唯一の雇用者を想定

しない点で労働者の選択範囲は広い。マルクス

からは否定的に見えた近代における市民社会と

公民的世界（＝政治社会）の分裂は実はその分

裂によって政治世界から独立した市民社会が自

律することで政治の一元的な支配を防き、日々

勤労に勤めることで生活の糧を手にする一般市

民が政治社会を形成・変更する力の培養其でも

ある。近代に於いて人間が公民と私人に分裂し

たことは決して否定的なことではない。しか

し、同時に公民世界が同意というフィクション

によって形成されているとしても、同意という

フィクションが個人の自由の一人歩きする私的

な世界を監視、規制できる。自律的市民社会を

暴走させないためには公民的世界が不可欠であ

る。公民的見地に立って市民社会的な私人の欲

求を抑制し、公共社会の利益を優先するモラル

の形成は私人と公民に分裂した社会では不可欠

である。

　ノージックにおけるように国家が高額の税と

いう名目で労働の成果を奪うか、マルクスにお

けるように資本家が剰余価値として奪うかとい

う差異があるにせよ自己労働の成果を奪われる

という指摘は共通する。自己労働の成果を剥奪

する点では国家にも資本家にも正義はない。マ

ルクスはそもそもの私有財産の原因となってい

る分業から成る市民社会を否定する。市民社会

こそが人間が自らを労働力商品として売らざる

をえない不正義の原因であると告発する。

　自己の身体に対する自由、自己労働による成

果の所有という概念は他者からの身体の安全及

び財産の保護と同義だから他者存在を想定し、

必然的に相互の自由と労働成果の保有承認を必

要とする。法の成立以前に相互の承認と信頼な

しには交換＝市場経済は成立しない。市場は自

由であるがゆえに不安定さを伴うが、不安定さ

を安定した関係にして、それを持続できるかど

うかは他者意識を持って関係を取り結べるかど

うかである。商売は相互の信用と信頼なしには

成立しない。生産であれ、流通であれ自己労働

の成果がその人の財産として他者に認められて

商売は成立する。他者が認めるには自分の財産

も認められるという安心が必要である。相互の

安心を 終的に担保するのが法的支配の安全で

ある。先に引用したアダム・スミスの言に「よ

く統治が行き届いた社会では、人民の 下層に

まで富裕が広くゆきわたる・・・」とあるように、

政治社会＝国家の安定が自己労働の成果の保障

である。

7　公民科教育の要諦～理念としての自由と平
等、不平等な現実が生む自由の制約～
　ヨーロッパ各先進諸国における昨今の移民排

斥、格差に対する政治批判は市場経済それ自体

の機能不全を示している。社会は豊かでも貧困

層を生み出していく構造を是正できないことが

今日の問題だが、怒れる大衆は自分たちの貧困

の原因をグローバリズムと移民にあるとして移

民排斥、反資本主義を訴える。大雑把に言うと、

自由は理念的には平等な存在であるはずの個々

の人間に不平等を生み出したと言えよう。しか

し、平等原理は結果の平等を保障するものでは

ない。自由市場経済では人間存在としての平等

性は理念的に掲げられても、実際上、各自の人

生の出発点に於いて出自の様々の違いから必ず

しも平等が現実的に保障されているとはいえな

い。極論すると人間存在のあり方とその環境に

差異があり、それが個性や能力の差を形成する

要素にもなる。　

　精神的な自由を含めて能力ある人が私人とし

て自由に活動し、その成果を享受することは当

18） F.A.Hayek, The Constitution of Liberty ,（Chicago: Henry Regnery,1960）　邦訳『自由の条件［Ⅰ］　自由の

価値』　気賀健三・古賀勝次郎訳　春秋社　1986 年　P.121 
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然である。その結果として、極端な格差は人為

的な再配分の必要性があるだろうが、自然に生

じる個性や能力の差異、更に、幾分かの経済的

な差異は当然存在する。ノージックが批判する

ようにここに無理に平等を人為的につくり出そ

うとすると能力ある人の成果を人為的に奪うこ

とと同義である。人間の得手・不得手、専門知識・

能力の多寡を無視して様々の人間活動を社会的

に均すことには無理がある。逆に言えば、それ

ぞれの個性、能力など様々の違いが芸能、スポー

ツ、科学技術、医療、工学、教育、食、農業・

漁業・林業などの様々の分野で人々に楽しみや

豊かさや文化を提供している。この意味での自

由を認めなければ個人の発展も社会全体の発展

も望めないだろう。

　実際上存在する不平等を如何に原理的な平等

に近づけるかが問題になる。アメリカのリベラ

ル政治哲学を代表するジョン・ロールズが体系

化したのがその著書『正義論』における「無知の

ヴェール論」である。偶然、生まれや環境に恵

まれ能力に優れ、それを伸ばす機会に恵まれて

いたために、高所得を手にいれた者は個人の労

働の結果として受け取る権利を持っているが、

同時にロールズが主張するように持てる能力を

発揮する機会を与えられない貧困層の人々に本

人が望めば能力を開発し、社会的な評価を得る

機会と財政的支援が与えられるのは公共の義務

と考えられる。原理的平等の理念が現実に近

づくための努力と方策が示されている。リバタ

リアンにとって自由が絶対的原理であると同様

にリベラリズムにとって、平等が絶対的原理で

ある。可能な限り万人の自由を守り、平等を守

る制度に近づく努力、万人の自由が 大限平等

化するべく努力することが政治社会の義務であ

る。しかし、その努力は平等主義原理に傾斜す

ると個人の様々の自由な発展を阻害し、硬直化

した社会形成原理にもなりうる。ここには公民

科目の中で高校生たちに研究、議論させる重要

な論点がある。

8　高校生の生き方と公民科教育～高校生の意
識形成との関わりから～
　公民科目とは実に教養的知識を必要とする部

分と諸個人の生活の実践哲学として習得するべ

き部分（この部分は人間形成に関わる）との複

合的な科目として考えることができる。教室の

授業という講義中心の知識習得型授業では知識

は広がるが知識がそのまま「公民としての資質」

形成につながるものではない。

　公民科指導解説では、社会について学ぶこと

はすなわち「現代社会に対する関心を高め，い

かに生きるかを主体的に考察することの大切さ

を自覚させる」ことであると述べられる。「主体

的に考察する」とは社会の中で生起する問題が

自分の人生に何らかのかかわりをもつという理

解と認識、意識形成をすることから始まる。社

会で生起する問題に関心を示すに当たり「人間

は他の人々とのかかわりなしには生きることが

できないこと」を生きる者の心的態度として前

提にすることが求められる。

　今日の高校生が生きる社会は生徒達にどのよ

うな現実として映っているだろうか。成長期に

あった日本社会では努力は人生の幸福につなが

ると考えられていたが、現代の高校生の間に努

力しても必ずしも報われないという意識が生ま

れてきたのは 近のことである。ベネッセ教育

開発センターの調査（高校データブック 2013）

によると高校 2 年で「努力すれば報われる」と

いう生徒は 45.4％、「いい大学を卒業すると将

来、幸せになれる」という生徒は 38.1％、「日本

は競争が激しい社会だ」という生徒は 75.8％、

「お金がたくさんあると幸せになれる」という

生徒は 62.7％という数字が出ている。調査を分

析した岡部氏は「高校生の社会観が将来の見通

しを見えにくくしているのかもしれない」と指

摘する。

　かつて、若者は努力をすれば報われるという

人生観を抱き、学業や勤労に勤しむことが幸福

を可能にする社会だった。成長が幸福を達成さ

せると信じられていた。しかし、学業や勤労に

努力しても必ずしも報われない現実（資本主義

市場の余地が減少し、利率が下降）に直面し、
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努力することに人生の意味を見出せなくなった

のが現代である。1990 年代のグローバル化が

招いた社会構造の変化は若者の社会観、人生観

を変えたと言っても良い。

　先進 7 カ国全体では全世代の失業率が 11.7％

なのに対して 24 歳以下の世代の失業率は

37.8％と異常な高さを見せ、「世代間格差」の様

相を明確に示している。現在の日本では若者の

失業率の深刻さはそれ程に焦眉の課題にはなっ

ていないが、出生率の低下に伴い少子高齢化の

ために若年層の年金の負担増、雇用問題で正規

雇用でないために人生設計ができないという

ワーキング・プアなどの社会問題は残っている。

　読売新聞によると 2017 年の先進 7 カ国（G7）

財務相・中央銀行総裁会議では「高止まりする

若年層の失業率は、政治への不満に直結する。

英国では、昨年六月の国民投票で EU 離脱が決

まり、キャメロン首相（当時）が退陣に追い込

まれた。今月（五月）のフランス大統領選では、

極右政党のマリー・ル・ペン氏が、敗れたもの

の得票率は三割強に達した。・・・日本は財政

政策を活用し、所得の低い人たちの生活や教育

水準の底上げを図る必要があるとの立場だ。」

（2017 年 5 月 14 日付け朝刊）と紙上で語られて

いる。フランスではその後に実施された総選挙

で自由貿易を訴えるマクロン大統領派が勝利

し、自由主義の伝統は守られたが、世代間格差

の問題はヨーロッパだけの問題ではなく、間違

いなく現代日本の若者の人生を直撃する問題で

もある。世代間の分裂は、求心力のある指導者

が登場すると従来の政治的な枠組みを簡単に突

破し、与党は簡単に政権の座から転落する可能

性があることを示している。

9　公民科教育における他者意識の形成～情報
化社会における意識変化～
　中学・高校における他者とのかかわり方もか

つてと大きく異なってきている。情報機器が一

般化し高校生にも簡単に手にはいるようにな

り、ほぼ全ての高校生が携帯電話・スマホを所

持している状況である。携帯・スマホによる友

人どうしの連絡が容易になると同時に友人関係

の誤解や誤った情報が瞬時に伝わり、特に人間

関係を複雑化させ、通信上での友人関係のこじ

れからいじめへの発展、出会い系サイトと言わ

れるネット上でのやり取りから刑事事件にまで

発展するなどこれまでは見られなかった生活上

の問題が噴出してきた。

　若者における他者意識の形成は幼い時分には

主に家庭で育まれ、自然発生的に形成される。

小学校高学年、あるいは中学時点で、自我の芽

生えと個性化で集団内部での様々の意識の相違

や対立が生まれる。集団内で排斥された生徒は

唯一の生活圏を失い、集団内での人格否定によ

り自殺に追い込まれるケースが見られる。自殺

に追い込んだ当人達は被害者生徒を追い込んだ

意識はない。調査 19）によればいじめをした女

子中学生の 6 割、中学男子の 3 割強、高校女子

の 3 割弱は「他人を自殺に追い込むと捕まる」

ということを知らない違法性認識の欠如が指摘

される。概して、高校では規則・法に抵触する

と処罰されるという法意識が不十分ながら形成

されているのに対し、小・中段階では違法性や

規範意識に乏しく、自己抑制が効かない面があ

る。高校では幾分、その数字は低いものの、法

を遵守する意識、他者人格の尊重、規範性の醸

成の必要性があるのは言うまでもない。

　スマートフォンの普及は情報収集の点で、情

報拡散の点で情報交換の点で大きな利点を持っ

ている一方、動画の無断掲載や非行性のある動

画のアップなど人間関係のトラブルや事件性の

ある事案も後を絶たない。これらの問題は公民

科教育というよりむしろ生活指導上の問題だろ

うが、情報化社会のツールは高校生達の対人意

識変化を加速させていると言える。

　公民科教育でも高校時における他者との関わ

り方でこの社会的・歴史的変化も視野に入れて

他者とのかかわり方における自己の倫理的判断

力の重要性を理解させ、正しい判断に基づく他

者との関わりを実践させることが重要な教育の

19） デジタルアーツ　「未成年者と保護者のスマートフォンやネットの利活用における意識調査」2015 年
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テーマであろう。特にネットでの悪口、非難な

どの他者攻撃、特定の人物だけを排除するいじ

めなどが学校内で本人に対する直接的な無視や

村八分的な態度、持ち物を隠すなどの行為から

直接的な暴力行為、ひいては自殺へエスカレー

トする一連の過程は人権問題、他者の人格の尊

重など高校生としての「他者とともに生きる自

己の生き方について考えさせる」べき重要な「現

代の倫理的な課題と結びついている」切実な問

題である。この意識形成は大人としての意識形

成にもつながる。賠償金問題に象徴される横浜

市の原発事故でのいじめはその典型であろう。

ここには人生や生活において他者の痛み・苦悩

に思いを馳せ、想像する大人社会の公共精神の

欠落の反映が見られる。倫理はこうした生徒の

現実的な日常の風景にアプローチして生徒たち

の倫理観を高め、規範意識を形成する科目でも

ある。倫理を教える中で自由や他者との関係を

考えさせることはネット時代の必須の項目であ

る。いじめ対策は学校の生活指導だけに委ねら

れるのではなく、公民科目を通じても教育され

なければならない。他者への共感の意識は公民

の資質のひとつであろう。

　更に言えば、教育現場では目立つほどの問題

にはなっていないが、ネットを通じたいわゆる

ヘイトスピーチによっていたずらに歴史問題や

経済問題をめぐって民族感情を煽り民族間の感

情的対立を拡大したり、人種差別意識を助長す

る可能性も大きい。そこには自己の一方的な感

情の発信が中心となるネット特有の構造がある

ため冷静で対話的な形でのコミュニケーション

を積み重ねる困難性も伴うために、発信が偏見

や誤解に基づくものになる傾向がある。事象の

理解や認識のために情報社会の有用性は間違い

なくあるものの、そこにある危険性を 小化す

るには、教育を通じての正しい理解と冷静な見

方に立脚した思考と熟議を継続的に積み重ねる

中で相互理解との認識を共有出来るようにする

ことを可能にするトレーニングが必要である。

この課題も教育的な実践でのみ可能である。

10　授業における自由論の実践的試み～総合的
学習の時間と倫理のアクティブ・ラーニング的
試み～
　スマホ・携帯に限らず、ピアスをはじめとし

て高校生は特に女子の場合には装飾品の着用あ

るいは化粧などに関心が高まる世代でもある。

高校生はスマホ・携帯、装飾品・化粧などの彼

ら・彼女らの日常生活の具体的な問題を通じて

自由を求め、規則の違反、無視をする。見方を

変えれば、彼らの日常生活の様々の欲求の中に

自由を考えさせる具体的な問題が横たわってい

るということでもある。ここで紹介する都内の

ある私立高校の取り組みは生徒たちの日常の欲

求に具体的なところから入りながら、自由論へ

と理解を進めていく授業の展開である。現在は

公民科目の中の授業としてではなく、総合科目

として設けられている。年間カリキュラムを組

んで計画的に運営すれば、かなり具体的かつ実

践的な倫理科目のアクティブ・ラーニングとし

て展開できるのではないだろうか。倫理では特

に生徒の内面的価値の形成が求められる。

　公民科の授業実践としての有効性があると思

えるので、T 学園での授業の位置付け、意義、

実際の授業の使用テキスト、展開を紹介しよう。

T 各園では価値観の形成、社会適応能力の養成

を教育目標のひとつに掲げている。そのための

具体的な教育政策として 1 年生で「自由」「家族」

「職業」2 年生で更に「自由」「戦争と平和」をテー

マとして掲げて後に紹介するような授業展開を

している。

　まず 1 年生向けに作成された『自由』をテー

マとしたテキスト「自由論ノート」と授業の輪

郭を紹介しよう。ここで目を引くのが高校生の

生活、友人関係になくてはならない携帯・スマ

ホの利用を自由に関連付けて考えさせている点

である。更に、特に女子に多い装飾品・化粧と

いう行為を自己の身体の自由から考えさせる点

である。テキストは更に発展させて、自由を学

ぶこと、働くことと関連させて考えさせる。テ

キストの構成及び内容は T 学園の複数の担当

教諭が高校生にとって妥当と思われる新書や新

聞記事の一部を任意に抜粋・引用し、各項目で
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質問を投げかけ、生徒に考えさせることから始

まる。T 学園ではこうしたテキストを 1 年と 2

年で前半と後半に合わせて 4 冊利用しながら、

授業を展開している。現在、総合の時間のカリ

キュラムに組み込まれているので、各クラスの

担任と副担任が授業に当たっているが、公民科

で担当者一人で運営することは当然可能であ

る。

　「自由」にせよ「職業」にせよ、「幸福」にせよ

突然テーマを出されて考えるというのはテーマ

資料①
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自体が抽象的なこともあり高校生にとって考え

づらい。そのためにテキストは簡単な質問から

始められる。資料に見られるように、高校生の

考えやすい身近な問題を設定して、議論するこ

とは討議という民主主義に不可欠の技術を習得

することにもつながる。生徒たちはディスカッ

ションそしてディベートと討議の技術を磨いて

いく。

　自由をまず、自己の自由について、次に、学

ぶこと・働くことと社会的広がりを持ちつつ生
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徒に思考させる。ここで生徒に人生、職業を視

野に入れて自由を考えさせる。自己の身体的自

由が人生・職業を通じて社会的な広がりを持っ

てくる。　

　政治や経済の単なる知識ないし受験の一科目

としてではなく、自分達も必ず直面する実生活

の問題を政治・経済、倫理の大きな現代的テー

マにつなげて具体的なレベルから原理的なレベ

ルへと下降することもできる柔軟性と思考力を

問える授業形式になっている。授業運営も教員

の講義をメインとした伝統的な講義スタイルで

はなく、教員側での具体的な質問から生徒それ

ぞれの意見交換→ディスカッション→ディベー

ト→エッセイと考えることと様々の考えを学ぶ

こと、その上で自己の考えを展開すること、

後に思考のまとめに到る形式で、従来型の講義

を聞き、知識を暗記して身に付けるという講義・

暗記を主としたスタイルから転換している。相

手の意見に耳を傾け、自己の考えを分かりやす

く相手に伝えようとする営みはそれ自体で民主

主義の訓練でもあり、相互の理性的なコミュニ

ケーション行為は主張と寛容を伴いながら育ま

れるより高次の民主主義の土台である。この教

育は公民科のアクティブ・ラーニングといって

よい。

　現在はクラスを 4 班に分けて、資料で紹介し

たテキストに基づきながら、運営されているが、

年度の前半と後半の 後の授業では各班で自分

たちが考え、議論してきたことに関して研究発

表をプロジェクター等の IT 機器も活用してプ

レゼンテーションをする。生徒たちは全員が同

じテーマを取り組んできているのでほぼ同じ知

識、情報を基にそれぞれの班の個性を活かした

プレゼンをする。プレゼンの後に発表班に対し

て質疑がなされる。自分たちで考え、発信する

授業である。

　

11　他者意識と公民科教育
　公民科教育法解説は次のように述べる。「と

りわけ今日，自己の生き方を他者や社会とのか

かわりにおいて考えることが必要になってお

り，・・・他者と共に生きる自己の生き方を考

察させることが大切である」。

　「他者と共に生きる自己の生き方」とは何だ

ろうか。人間は皆、他者に対して自分を認めて

貰いたいという「他者からの承認」欲求を持っ

ている。人は他者との関わりなしには社会にお

いて自己の存在を成立させることができないと

いうことを理解し、認めることから出発するこ

とが「他者と共に生きる」ことであろう。社会

は自律的に生きることを求められる個人を基礎

単位として、個人相互がお互いの平等性に立脚

して生きていくために、まずは労働の場面でつ

ながりあう、経済的な結合と依存が複合的に組

み合わさった構造体である。そこは必ずしも権

利が保証され、不平等のない理想的な世界では

ない。だから現実世界で様々の問題が発生する。

しかし、自立的に生きられる個人から構成され

る状態ではホッブズの自然状態の如く人間が平

等な孤立的な存在ではない。むしろヘーゲルの

「相互承認」に近い状態である。西氏によれば、

ヘーゲルのこの部分は次のように説明される。

「人間どうしは、『俺の方が偉いのだ』というこ

とを他人にみとめさせようとして、闘争したり

不平等な社会関係（主人と奴隷）をつくりだし

たりする。また、他人からの承認を無視して、

自分を優越させる理屈を勝手につくって自己満

足しようとしたりもする。しかし 終的には、

互いが自由で独立した人格であることを認め合

う、という対等な相互の承認にむかっていくこ

とになる。この対等な承認に於いてこそ、人間

は自由を実感できるだろう。（この承認は、社

会制度の面でいうと、対等な権利をもつ市民と

いうかたちで表現されることになる）。」20）

　私たち人間存在の平等性は、前提として、独

立した自由な人格の相互承認を基に成り立つ理

念である。現実の社会では、理念上の平等な個

人が精神的・経済的・肉体的自由権を行使する

ことで結果的に不平等を産むが、だからこそ自

20） 『ヘーゲル・大人のなりかた』　　　西研　NHK ブックス　1995 年　P.97
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由の結果として生まれた不平等が大きい場合に

は社会権を保証する制度が必要だ。

12　社会形成への参画の入り口としての公民科
～人はいかに生きるべきか・安楽死／介護問題
から～
　公民科教育法（平成 21 年〈平成 26 年 1 月一

部改訂〉高等学校指導要領解説）においてはそ

の教育目的が次のように定められている。「公

民科についてはよりよい社会の形成に自ら参画

していく資質や能力を育成するため，各科目の

専門的な知識，概念や理論及び倫理的な諸価値

や先哲の考え方などについて理解させるととも

に，それを手掛かりに各科目の特質に応じて取

り上げた諸課題を考察させ，社会的事象に対す

る客観的で公正な見方や考え方と人間としての

在り方生き方についての自覚を一層深めること

を重視して改善を図る。」

　かつては高度成長・人口増の時代でもあり少

子高齢化・年金問題、高齢化に伴う社会保障費

の増大とその財源問題など今日ほど深刻には考

えられなかった。人口全体に占める介護を必要

とするほどの長生きする割合が少なかったこと

はもちろんだが、介護を苦に自殺あるいは殺人

にまで至るなど社会問題化するところまではな

かった。かつては長生きし、孫やひ孫に囲まれ

て、家業の農作業を老体に負担にならない程度

に手伝い、家族との団欒の中で暮らせる長寿が

幸福のひとつであったはずだが、すべてがそう

であるというわけではないが、今日必ずしもそ

うとも言えなくなっている。もちろん、こうし

た事態に至ったのは戦後、共同体が解体され、

民主主義が浸透したからだと戦後民主主義・高

度経済成長を批判しようとしているのではな

い。むしろ、戦後の産業の発展や産業構造の変

化は国民生活に否定的な面より肯定的な面を

持っている。ここではその詳細に立ち入ること

はできないが、その時々に否定的な面が強調さ

れたとしても、経済的・文化的な領域で、生活

全般の領域で全体として豊かになったのは間違

いない。ただ、何を豊かさの基準にするかで見

方は変わってくるだろうが、ここでは少なくと

も、我々の生活空間と身の回りの生活環境に限

定しておこう。ただ、産業構造の変化が戦後の

日本の家族の在り方に大変化をもたらしたのは

間違いない。一次産業の衰退とそれに伴う人口

の都市への集中、特に都市部における核家族化

の拡大、青年人口の都市への移動増加、地方農

村部の限界集落の登場、一人暮らしの高齢者の

増加に伴う孤独死などは生活の豊かさの反面で

不可避的に生み出され構造的な問題である。日

本人が人生の幸福を追求する際に絶対に克服し

なければならない問題でもある。人が老い、一

人で暮らし、死んでいく可能性を誰も否定でき

ないならば、これはみんなに平等に降りかかっ

てくる人生の避けられぬ問題である。この問題

には社会的アプローチと個人の幸福観により見

方が変わるところもあるが、いかなる見方を取

るにせよ青年期における価値観の醸成には避け

てはいけない問題である。公民科教育に人生如

何に生きるかという問題意識の提起がカリキュ

ラムに存在してよい。

　人は誰でもより長く生きたいという欲求を

持っている。資料②の記事に見られる介護問題

のように高齢化に伴う一人暮らしの老人の生活

実態や貧困などの問題を提起し、生徒に社会に

おける人間存在を当事者意識を持って考えさせ

られる科目は唯一公民科だけである。環境保護、

地域振興、地方活性化、差別など範囲は社会か

ら政治・経済、倫理と全般に及ぶ問題性を含ん

でいるからこそ生徒に理解させ、考えさせるべ

き今日的な課題である。　

 

13　最後に～公民科教育の抱える問題・生活基
盤としてのエネルギー問題と社会との関わり～
　かつて高度成長の時代にはエネルギー問題に

関して解雇反対など（代表的なのが石炭から石

油への国のエネルギー政策の転換になった三

井・三池闘争）が主たる運動であった。戦後、

原発がエネルギー政策の国策として採用されて

からも、当初は補助金による様々の利益誘導の

経済的保障を背景に住民の原発反対運動は活発

には見られなかったが、今では当該地域住民・

市民団体の反原発運動はメディアの日常風景に
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資料②
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もなっている。他方、かつて安保反対など政治

闘争でも活発だった労働組合運動においては電

力関連労働者の雇用に直結するため反原発運動

はそれほど盛んではない。環境問題の提起する

テーマはこれまでの労働運動や政治運動の領域

を越えており、放射能汚染の人体への影響はも

とより、環境全体にとっての恐怖か温暖化のも

たらす経済、環境、生態系の破壊かという選択

を迫っている。エネルギー問題という領域に

限って見ると、反原発は温暖化を促進するが、

化石燃料使用を抑制し、温暖化に歯止めをかけ

るには原発も必要になるというジレンマに陥っ

ている。環境保護運動の戦略もエネルギー問題

との関連で複雑な様相を呈している。

　1990 年代から地球温暖化の原因となる二酸

化炭素の排出量の規制が国際的に環境問題の大

きなテーマとなってきた。当初は中国をはじめ

とする発展途上国は二酸化炭素排出の国際的な

規制に反対していたが、特に中国は、現在自国

の大気汚染の悪化と今後の経済への影響もあ

り、国際的規制を承認、現在では保護主義的思

考から排出規制の国際的取り組みから脱落した

アメリカに代わって規制を推進する姿勢に変

わった。ちなみにアメリカはこの脱落によって

環境問題でのマーケットを失うとも言われてい

る。日本でも温暖化の原因である化石燃料の使

用量を削減し、原子力をその代替エネルギーの

主力と考え原発を増設してきた。しかし、3・

11 東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事

故以降、エネルギー庁によれば 2015 年時点で

原子力発電の割合はそれまでの 28.6％からほぼ

0％へと大幅に減少し、代わって火力発電（石油・

液化天然ガス・石炭）の割合が 88％まで上昇し、

二酸化炭素排出削減の達成は躓いた。原発施設

が存在する地域では原発問題は明確に地域の放

射能汚染のために生活域としての地域放棄と地

域住民の生活と生命の根本的な安全の崩壊に直

結する問題に転化した。そこにとどまらず、原

発事故に伴う住民移転は移転先での子供達のい

じめ問題を併発するという教育問題にまで波及

する事態となったのは 近のことである。

　事故以前には都会暮らしで原子力発電の恩恵
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を日々受けながら（原発地域は補助金を貰って

いるとはいえ、原発事故の不安と常に隣り合わ

せにあった）事故後は事故補償を受けているこ

とを非難する態度に変わる意識はどこから生ま

れるのだろう。原発の人体に及ぼす影響を考え

ると、不安から生まれる原発反対の感情は当然

のこととは言え、戦後民主主義・高度経済成長

の負の面を挙げるとすればここに見られる反応

がそれである。国の補償を理由とした子供の世

界でのいじめにとどまらず、汚染されたゴミの

処分についても都市部の地域住民ゴミ処分反対

運動という形で地域住民エゴが顕在化した。都

市部の首長が放射能ゴミ処分の受け入れを認め

ても、当該地域住民は汚染されたゴミによる地

域住民の健康への不安から、それまで原発電力

の恩恵を受けていた快適さを忘れ、反対運動が

生まれる。ゴミ処分が自分の地域で問題になっ

て放射能汚染を当事者として考える段になると

安全への不安から国民的共同意識は消えて、反

射的に自分への影響を回避したいという姿を前

面に押し出す意識を醸成したのは戦後民主主義

だったのだろうか。エネルギー問題が同じ国民

の間にこれほどの差別意識を顕在化させるとは

誰が予想しただろうか。もちろん、放射能に対

する不安や疑問を抑制すべきというのではな

い。むしろ、エネルギー資源に不足する国だか

らこそ不安や疑問を大いに論ずるべきである。

しかし、議論するためには事実の認知と正しい

情報の共有を前提とする。それを可能にするの

は教育領域であろう。公民科という科目は青年

層に予断を捨てて、認識を共有し、問題を考察

する機会と空間を提供できる。　

　エネルギーの安定的・持続的な供給は社会と

生活の安定には不可欠である。司法による原発

稼働差し止めもなされたが、人間社会はより効

率化を求めて IT 化、ロボット化、人口知能開

発を進め、持続的な経済成長のために電気の安

定的な供給の可能な社会インフラの整備を目指

している。単純に成長にとっての不可欠の資源

として原子力を主エネルギーとする考え方は正

しいとは思わないが、これまでのようにエネル

ギー源として化石燃料と原子力に依存した自分

たちの日常生活の快適さを享受しながらの単純

な原発批判や電力会社批判、政府批判もできな

い。原子力であろうが、化石燃料であろうが、

双方を単純に比較できない。温暖化にせよ、放

射能にせよ、どちらも人間と環境にとってはダ

メージを与えているのは間違いない。風力、海

流、地熱、太陽光、バイオマスなどの再生可能

エネルギーの利用も実行されてはいるが、社会

全体のエネルギーを賄えるほどではない。誰も

エネルギー問題に即効的な解決策を未だに見出

せない今、「よりよい社会の形成」を目指して将

来の理性的で現実的な対応を促す姿勢を授業の

中で育てることが公民科教育に求められよう。

　世界的に情報社会化・市場経済化が進んだ

1990 年代以降は人、国家、資本のつながりは

一国レベルで語れなくなった。1990 年代は「歴

史の終わり」（フランシス・フクヤマ）ではなく、

歴史の始まりなのかもしれない。しかも社会主

義の終焉・自由主義の勝利という意味での「歴

史の終わり」ではなく、自由主義も自らが民主

主義的政治制度によって自己を否定する結果を

招く「歴史の終わり」という意味で捉えられる。

公民科教育でも 1990 年代を画期に日本人の生

き方をグローバルな視点で考える必要性が出て

きた時代として、更に民主主義は自由が許容し

難い不平等を生み出すと従来の政治的な価値観

を否定し、目前の利益に走る傾向があることを

示している。理性的に思考し、寛容に他者の意

見に耳を傾け、分かりやすく主張できる主権者

を育てることが大事である。




