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１．はじめに －現状の憲法学習の問題点－ 

 2014 年，⾃由⺠主党が憲法改正草案を⽰したことを⽪切りに，憲法改正が現実味を帯び
て議論されるようになった。それに伴い，教育界・法曹界では，憲法学習（憲法教育）の重
要性が再認識され，公職選挙法等の⼀部改正による選挙権年齢の満 18 歳以上への引き下げ
と相まって，学校教育での憲法学習のあり⽅について議論が盛んに⾏われるようになった。 

憲法学習のねらいは，“⽴憲主義”という憲法の基本原則を⼦どもが理解することにある1。
それは，憲法は国家権⼒の濫⽤を防ぐために制定されているという⽴憲主義に関する知識
の理解とともに，国家権⼒が法律などにより国⺠の権利や⾃由を不当に侵害することがな
いように監視する態度を育むことである。その意味で，⽴憲主義の基本原則を理解させるこ
とができない憲法学習は，憲法学習と呼ぶに値しないとされる2。 
 では，現状の憲法学習は，果たして⼦どもに⽴憲主義の原則を理解させることができてい
るのだろうか。現状の憲法学習に対しては，以下の 2 点の課題が指摘できるだろう。 
 第⼀に，授業で⽴憲主義を扱っても，それは定義的な知識の理解に留まり，法案や政治的
⾏動など具体的な事例を踏まえて議論するスキルが育まれていない点である。たしかに知
識だけに限定すれば，⽴憲主義に関する法教育教材の充実もあり，発達段階を問わず幅広い
⼦どもが⽴憲主義について理解できるようになった3。⽴憲主義にもとづく憲法学習の成果
もあり，橋本らによる⾼校⽣への法知識の調査では，「憲法が国⺠の権利・⾃由を保障して
いる」という⽴憲主義の原則を理解している⾼校⽣は，調査対象者の 81.5%にのぼり，⽴憲
主義に対する⾼い理解の現状が⽰された4。 

しかし，“知識”としての⽴憲主義に関する理解は⾼まっている⼀⽅，国や地⽅⾃治体の⾏
為の違憲性の問われる事例や法律や法案の違憲性が問われる事例を議論するスキルは，ど
の程度⾼まっているのだろうか5。たとえ「朝⽇訴訟」や「尊属殺重罰規定違憲判決」，「薬
局距離制限事件」など，違憲性をめぐる具体的な事例を学習しても，それら学習は憲法に規
定された権利ごとの判例・事例の網羅・暗記に留まり，その事例の妥当性や価値対⽴の構造
まで踏み込んだ議論はなされてはいないのではないだろうか。国家権⼒による国⺠の権利・
⾃由の不当な侵害について監視する⽴憲主義的な態度を育むのであれば，違憲性の問われ
るような法案や政治的⾏動などの具体的な事例について判断し，議論する憲法学習が求め
れられる。 

第⼆に，詳細な授業分析・検証を経たエビデンスにもとづく憲法学習の議論が展開されて
いない点である。橋本らが指摘するよう，これまでの法教育研究は，「『規範研究』的に『法
教育とはこうあるべし』といった思想的背景から授業が開発されて」6おり，現状ほとんど
の憲法学習に関する議論も，教育内容（教材）に集中し，その授業がどのように展開され，
いかに⼦どもに理解されたのか，という点が不問にされてしまっている。あっても，授業前
後のプレ・ポストテストや感想⽂から⼦どもの変容をみとるだけで，⼦どもの学びの⽂脈は
ブラックボックスとなっている。本来，授業という営みは，学校の環境・教室⾵⼟・クラス
の⼈間関係・⼦どもの実態など社会的⽂脈によって，学習の成果が⼤きく影響される7。に
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も関わらず，現状の憲法学習では，⼦どもの姿が⽋落したまま議論が展開され，エビデンス
にもとづく教材・授業の検討がなされていない8。⽴憲主義を理解する憲法学習を効果的に
進めていくためには，実践の分析・検証，⼦どもの社会的⽂脈を踏まえた議論を今後展開し
ていく必要があるのではないか。 

本研究では，上記の課題に応えるため，アメリカで開発されたハーバード法理学アプロー
チにもとづく憲法学習の開発・実践・分析を⾏う。法理学アプローチとは，社会的な論争問
題を題材とし，問題の価値対⽴の構造を明らかにしながら，問題に対する判断基準を議論を
通して導く学習である。法理学アプローチ⽤いたカリキュラムであるハーバード社会科で
は，違憲性の⾼い具体的な論争問題が事例として取り上げられている。そのためハーバード
法理学アプローチを憲法学習として⽤いることで，第⼀の課題であった違憲性の⾼い具体
的な事例を議論するスキルを育むことができると考える。また，開発した授業を実践し，詳
細な授業過程の分析を通して，憲法学習としてのハーバード法理学アプローチのアフォー
ダンス(効果要因)とコンストレインツ（阻害要因）を明らかにする。この分析・評価の過程
を通して，第⼆の課題である⼦どもの社会的⽂脈を踏まえた憲法学習の議論を提案したい。 
 
２．ハーバード法理学アプローチについて 

（１）ハーバード社会科と法理学アプローチ 

 ハーバード社会科とは，1960 年代，⽶国の社会科教育学者ドナルド・オリバー(D. W. 
Oliver)，ジェームス・シェーバー(J. P. Shaver)，フレッド・ニューマン(F. M. Newmann)ら
によって開発されたカリキュラム開発プロジェクトの総称である9。オリバーらは，従来ま
でのプラグマティズムにもとづく社会問題学習が，功利主義的な発想に陥っていることに
疑問に抱き，その改⾰案として「法理学アプローチ」にもとづく社会科カリキュラム開発に
着⼿することとなる10。その過程で開発されたカリキュラムは，教材集『公的論争問題シリ
ーズ(Public Issues Series )』としてまとめられ，⽶国では今⽇に⾄っても改訂版が出版され，
⾼い評価が与えられている11。⽇本でも，これまで数多くの先⾏研究が重ねられ，社会科教
育研究史上，多くの注⽬を集めてきたものの⼀つである12。近年では，ハーバード社会科の
理論書にあたる『ハーバード法理学アプローチ(Teaching Public Issues in the High School )』
(1966年)が翻訳されている。 
 このハーバード社会科で⽤いられる学習が「法理学アプローチ(Jurisprudential Approach)」
である。法理学アプローチとは，ある事件をめぐる論争問題を取り上げたとき，その問題に
類似する複数の事例（アナロジー）と⽐較し，それら事例にも適応可能な⼀般的な価値基準
を導き出す思考法のこと指す。 

この⽅法を⽤いた分かりやすい思考実験に，トロッコ問題がある。暴⾛するトロッコの先
には５⼈の作業員がおり，このままいけば５⼈の命は助からない。しかし，⾃分の前には線
路の切替レバーがあり，線路の切り替え先にいるのは１⼈の作業員のみである。線路を切り
替えれば犠牲は１⼈で済み，違う線路の５⼈を助けることができる。果たして路線を切り替
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える⾏為は正当かどうか。また異なる状況下，例えば隣にいる男を線路に突き出せばトロッ
コが⽌まるような場合。１⼈の男を線路に突き出して，５⼈を助ける⾏為は正当かどうか。
５⼈の命か１⼈の命かという点は同じであるにも関わらず異なる選択をするのであれば，
なぜ異なる選択をするのか。Ａという状況では許されることが，Ｂという状況では許されな
いのはなぜか。それぞれの状況において重視している価値はなにか，を明らかにする。 
類似する複数の事例（アナロジー）を⽐較することで，「どのような場合であれば，価値
Aは価値Bよりも優先されるのか」という留保条件をつけた⼀般的な価値基準を導き出す。
これに加え，法理学アプローチでは，論争問題における⾒解の相違を，「価値的問題」「定義
的問題」「事実的問題」として区別する。これは，論争そのものが，議論当事者間の価値観，
⾔葉の定義，事実認識の不⼀致から発⽣すると考えるためである。そのため，アナロジーの
検討を通して，⼀般的な価値基準を導き出すことで「価値的問題」を解消し，その後，その
価値基準に基づいて，事例ごとの⾔葉の定義（「〇〇とはどのように定義されるべきか？」）
と事実認識（「××の結果，その事例が⽣じたのか？」）を確認し，論争問題へ対処していく
こととなる。 

この思考法は，弁護⼠や法学者などの法曹関係者が，論争となる事例を処理していく思考
過程とされ，ゆえに「法理学アプローチ」と呼ばれる。 

 
（２）法理学アプローチにもとづく授業構成 

では，具体的な授業はどのように構成されるのだろうか。表１は，渡部によって訳出・再
現されたハーバード社会科『⼈種と教育』の⼩単元「リトルロックの暴動」の指導案を，筆
者が再構成したものである13。 

授業構成を順を追ってみていこう。まず，1〜3．論争を⽣み出す背景を理解し，対⽴状況
の整理から論点を明らかにする段階である。「リトルロック事件」に関する資料を読んだ後，
フォーブス知事とデービス判事のそれぞれの⾒解を確認し，対⽴する状況を整理する。論点
を明らかにする上で⽤いられるのが，「法制的フレームワーク(Jurisprudential Framework)」
と呼ばれる価値基準である。これは，合衆国憲法を⽀える法的な⼀般的価値概念から成り⽴
つ枠組みであり，⺠主主義の基本となる価値（⾃由，公正，平和，公共の福祉など）と，そ
の理念を実現するための価値（連邦主義，三権分⽴，法の下の平等など）から設定されてい
る。リトルロック事件の対⽴状況の整理を通して，論点「暴⼒に耐えてでも学校統合を進め
ることでリトルロックに住む⿊⼈の教育機会の均等は守られるべきであるのか」を明らか
にする。その際，「法制的フレームワーク」から価値の対⽴構造「平和と秩序の維持」vs「教
育機会の均等(⼈間の権利)」が整理されることなる。 
次は，4〜5．⾃⼰の⾒解を構築し，論争問題と類似する価値の対⽴構造をもつ事例（アナ
ロジー）を検討する段階である。リトルロック事件に関して，フォーブス知事とデービス判
事のどちらを⽀持するか，そのとき重視する価値は何か，⾃⼰の⾒解を明らかにする。その
後，その⾒解に揺さぶりをかけるため，アナロジーの検討を⾏う。このとき検討されるアナ 
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表１ 法理学アプローチにもとづく授業例－「リトルロックの暴動」の場合－ 

学習段階 具体的な発問や学習内容 

1.論争を生み出す背

景を確認する 

 教科書の⼩単元「リトルロック」にある資料「リトルロック」を読む  
 資料「リトルロックの暴動」に関する問いを考える  
・リトルロックで⾏われていた隔離とは何か。 
・フォーブス知事はどのような理由で学校統合を延期したのか。 
・デービス判事は知事の⾏動に対してどのような判断を，なぜ下したのか。 

2.対立している状況

を整理する 

リトルロック事件ではどのような価値が対⽴しているか「法制的フレームワー
ク」から明らかにする。 

3.対立状況から論点

を明らかにする 

●知事の意⾒を⽀持 →「平和と秩序の維持」を重んじる判断 
●知事の意⾒を不⽀持 →「教育機会の均等」を重んじる判断 
 
 
 
 

4.自己の見解を構築

する 

あなたは，どう考えますか。あなたの考えはフォーブス知事とデービス判事のど
ちらに近いですか。なぜですか。 

5.考察している問題

に類似した事例

（アナロジー）を

検討する 

【「平和と秩序の維持」に挑戦するアナロジー】 
・あなたは，いくらイギリスが権利を侵害していたとしても，合衆国が独⽴戦争

において戦うべきでなかったと考えますか。 
・あなたはアメリカが⼈権を無視し，⾮⼈道的な政策を続けるドイツに対して宣

戦布告するべきではなかったと考えますか。 
【「教育機会の均等」に挑戦するアナロジー】 
・中国はチベットの権利を侵害し続けています。チベットは数千マイル離れた⼩

さな国です。我々はチベットを国家として平等に扱うべきだと主張し，その権
利を守るため中国と核戦争の危険を冒す必要があると考えますか。 

6.価値の制約条件を

検討し、一般的な

価値基準を導く 

【価値的問題】 

 
 

【導出する⼀般的判断基準の例】 
・⼈が死傷する可能性のある極めて危険な状況が⽣じない限りは，⼈権（教育機

会の均等）保障のための⾏動を政府はとる必要がある。 
7.定義の相違を検討

する 

【定義的問題】 

フォーブス知事は隔離学校を「平等」であると考え，デービス判事はこれを「不
平等」と考えている。教育における「平等な扱い」とはどう定義されるべきか。 

8.事実認識の相違を

検討する 

【事実的問題】 

フォーブス知事はもし州軍が撤退し，学校統合が認められたら，深刻な暴⼒や市
⺠の争いが起きるとし，実際に起こった。しかしこの暴動は彼の⾔うように最⾼
裁の判決やデービス判事の判断が原因なのか。それとも知事の対応が市⺠を刺激
したのが原因なのか。事実は何か。 

9.導き出した基準を

踏まえ，考察して

いる問題の見解を

再構築する 

リトルロックにおいて学校統合はなされるべきか。またどのようにか。 

 
ロジーは，「平和と秩序の維持」を優先すべきと思える事例や，また逆の事例などである。
例えば，「チベットの⼈々の⼈権を守るために中国と核戦争をすべきか」「イギリスが⼈々の
権利をいくら侵害していたとしても，合衆国は独⽴戦争において戦うべきでなかったか」な
ど。⼦どもはアナロジーにより，新たな葛藤状況に直⾯し，当初信じていた原則（信念）を

中心問題(MQ)：暴力に耐えてでも学校統合を進めることでリトルロックに

住む黒人の教育機会の均等は守られるべきであるのか。 

（平和と秩序の維持 vs. 教育機会の均等） 

「平和と秩序の維持」と「教育機会の均等」の価値対立のバランスを 
とることのできる適切な一般的基準を構築する。 
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⾒直し，論争問題に対する⾃⼰の⾒解を批判的に検討することとなる（「リトルロック事件
では『平和と秩序の維持』を優先したのに，なぜ別の事例では『⼈間の権利』を優先すべき
と考えるのか」等）。 
 次は，6．留保条件をつけた⼀般的な価値基準を導き出す段階である。どのような場合で
は，「平和と秩序の維持」は「教育機会の均等(⼈間の権利)」より優先されるのか，議論を
通して妥協案を探る。例えば，「⼈が死傷する可能性のある極めて危険な状況が⽣じない限
りは，⼈権（教育機会の均等）保障のための⾏動を政府はとる必要がある」などの⼀般的な
価値基準が導き出される。 
 そして，ここで導かれた価値基準をもとに，7〜8．考察している問題の定義と事実認識の
確認を⾏う。「教育における『平等な扱い』とはどう定義されるべきか」（【定義的問題】）や
「暴動の原因は，デービス判事の判断が原因なのか，フォーブス知事の対応が市⺠を刺激し
たのが原因なのか」（【事実的問題】）など，⾔葉の定義や事実認識の不⼀致へ挑戦し，リト
ルロック事件への⾒解を再構築するための準備をする。 
 最後は，9．導かれた価値基準をもとにメインとなる事例について判断し，⾃⼰の⾒解を
再構築する段階である。導き出された価値基準からリトルロック事件におけるフォーブス
知事の⾏動は適切だったか，学校統合はなされるべきか，リトルロック事件に対して事実認
識・⾔葉の定義・価値対⽴それぞれにおいて⾃⼰の⾒解を構築し，総体として最初に⽰した
リトルロック事件への⾃⼰の⾒解を再構築することとなる。 
 ハーバード法理学アプローチの特質は，国や地⽅⾃治体の違憲性が問われる事例を取り
上げ，その事例に類似するアナロジーを検討することで，⽴憲主義にもとづく“実質的な憲
法学習”を可能としている点にある。それは，⽴憲主義の定義的理解に留まる“形式的な憲法
学習”から，国家権⼒が国⺠の権利を侵害することがないよう監視し議論するスキルを育む
“実質的な憲法学習”への改善策を⽰している。 
 
３．ハーバード法理学アプローチを用いた授業実践 

（１）実践の対象生徒 

 本研究で対象としたのは，群⾺県内の公⽴中等教育学校（中⾼⼀貫校）普通科⾼校 2 学年
の世界史 Bの 2クラス(クラス A，クラス B)である。本校は，地⽅都市に位置する中⾼⼀貫
校であり，⽣徒は県内の幅広い地域から通学している。学⼒層としては，ほとんどの⽣徒が
４年⽣⼤学（国公⽴⼤学約 40%，私⽴⼤学約 50%）に進学するいわゆる進学校である。学
校⽬標にグローバル⼈材の育成を掲げており，本校の⼊学試験では，適性検査（学科試験）
に加え，パーソナル・プレゼンテーション(⾃⼰ P R)が課されている。そのため受験指導の
みならず，話し合い活動や英語によるディベート学習，論⽂作成を⾏う探究活動等が学校教
育全体を通して⾏われ，⼈前での発表やプレゼンに対し，抵抗なく積極的に参加する⽣徒が
多いのも，本校の特徴である。 
 対象とした 2クラス(クラス A，クラス B)ともに男⼥⽐・学⼒層に違いはなく，成績上位
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層から下位層まで均等に分けられている。またどちらのクラスも約 1 年間，実践者（第⼀筆
者）が世界史 B の授業を担当しており，これまでの授業形態・授業内容に 2 クラスに違い
はない。実施した世界史 B の年間カリキュラムの概要は，表２の通りである。普段の授業
から，話し合い活動・グループワーク等を積極的に取り⼊れており，世界史の授業でも他者
との意⾒交換に抵抗をもつ⽣徒は少ない。ただ，ハーバード法理学アプローチを⽤いた授業
を受けるのは，今回が初めてである。 
 
（２）単元の教材選択 

 本単元は，学年末の最後のまとめ授業として実施した。年度内のカリキュラムは終了して
いたため，最後の探究活動の位置づけとして，前時までの学習内容とは関係なく，「1930 年
代ドイツの政策とヒトラーの独裁化」を取り扱うこととした。 
 この内容を取り上げる理由は，次の 2 点である。第⼀に，1930 年代ドイツにおけるヒト
ラーの独裁化は，憲法の規定によって⽴憲主義が破壊された事例であり，⽴憲主義を重視す
るハーバード法理学アプローチにとって，この事例を考えることが⽴憲主義そのものを考
えることにつながるためである。1930 年代のドイツは第⼀次世界⼤戦の敗戦，また世界恐
慌の煽りを受け，経済は低迷していた。そこで登場したのが，ヒトラーである。ヒトラーは，
ヴァイマール憲法 48条に規定されていた「⼤統領緊急令」（国家緊急権）にもとづき「国⺠
と国家と防衛のための緊急命令」の発布を⼤統領に要求し，⼈⾝の⾃由など憲法で規定され
た基本的⼈権を実質的に奪うに⾄った14。国家権⼒の暴⾛を抑えるための憲法であるが，そ
の憲法の規定により，結果としてヒトラーの独裁化が可能となってしまった。この事例を通
して，⽣徒たちは，憲法が国家権⼒を監視・統制する役割があるという⽴憲主義の重要性に
つて認識することができるだろう。 

第⼆に，ヒトラーの独裁化という歴史事象は，国家緊急権の憲法規定に関する議論を⾏う
上で，有効なアナロジー（類似事例）となるからである。現在，政府が進める憲法改正の争
点に「緊急事態条項」（国家緊急権）の規定がある。新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴い，
⾮常時での内閣の⾏権を強める国家緊急権を憲法に規定するかどうか関⼼が⾼まっている。
そのため，選挙権をもつ⾼校⽣には「緊急事態条項」（国家緊急権）の規定をどうするか，
その判断が求められることとなる15。⼀⽅でヒトラー独裁化の要因のひとつに，ヴァルマー
ル憲法の「⼤統領緊急令」（国家緊急権）の規定が挙げられる。アナロジー（類似事例）か
ら留保条件つきの価値命題を導くハーバード法理学アプローチにおいて，ヒトラーの独裁
化という歴史事象は，国家緊急権の憲法規定を考える上で有効なアナロジー（類似事例）と
なるだろう。 
 以上を踏まえ，「1930 年代ドイツの政策とヒトラーの独裁化」を内容として取り扱い，そ
の上でハーバード法理学アプローチを⽤いて国家緊急権の憲法規定を議論する学習単元を
計画した16。 
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表２ 実施した世界史 Bの年間カリキュラムの概要 

学期 月 学習内容(◎)と主な議論テーマ(「  」) 

１
学
期 

４ 

※休校期間のためオンラインによる映像授業 

◎先史の世界と古代文明の成立 
「なぜネアンデルタール人は絶滅し，私たちホモ・サピエンスが生き残ることができたのか」 
「国家・文明が発展する条件とは，なにか」 

◎オリエントと地中海世界 
「王は，どのように多くの民族を支配する統一国家をつくるのか」 
「古代アテネは，“本当に”民主政だったのか」 
「帝国は，どのように繁栄し，どのように崩壊するのか －古代ローマ帝国を事例に－」 

◎アジア・アメリカの古代文明 
「カースト制度は，文化か，差別か」 

※休校期間が終わり，一時分散登校の後，通常登校 

「古代アメリカ文明は，“野蛮で劣った文明”といえるのか」 
「秦が中国を統一できた要因は，なにか」 
「なぜ始皇帝は，焚書・坑儒のような言論弾圧を実施したのか」 

◎内陸アジア世界・東アジア世界の形成 
「中国をなぜ“中国”と呼ぶのか，中華料理の“中華”とは何か -華夷思想の源流-」 
「鮮卑族は，自分たちより多数の漢民族をどのようにして統制したか」 
「仏教と道教は，なぜ中国で民間宗教となり得たのか」 

◎イスラーム世界の形成と発展 
「イスラーム教は，なぜ一夫多妻制を認めるのか －イスラーム教成立の時代背景－」 
「既存の権力に対し，どのように向き合うか －イスラーム帝国の成立と拡大－」 
「古代遺跡は宇宙人の仕業なのか －近代以前のアフリカ－」 

◎ヨーロッパ世界の形成と発展 
「なぜゲルマン人は，移動を始めたのか －現代の難民問題を考える－」 
「ヨーロッパ諸国の起源は，どこにあるのか」 
「この時代，なぜ教皇の権威は高まったのか」 
「ブッシュ大統領は，なぜ国際社会の批判を浴びたのか －十字軍遠征とその影響－」 
「議会は，なぜつくられたのか －イギリスとフランスの身分制議会の成立理由の違い－」 

◎内陸アジア世界・東アジア世界の展開 
「中国が飛躍的に発展した『宋代と現代』の共通点とは，なにか」 
「なぜフビライは，日本侵攻を行ったのか －モンゴル側からみた元寇と帝国の崩壊－」 

◎アジア諸地域の繁栄 
「なぜ今，中国で鄭和がブームなのか －明の外交政策で読み解く“一帯一路”構想－」 
「いま新疆ウイグル自治区で何が起きているか －清朝中国による拡大政策－」 
「なぜトルコは EUに加盟できないのか －オスマン帝国とヨーロッパ中心史観－」 

◎近世ヨーロッパ世界の形成 
「大航海時代は，人類にとって“よかった”か，“わるかった”か －コロンブスの交換－」 
「主権国家とはなにか，どのように成立したか」 
「どのように繁栄する国家を築くのか －スペインとオランダの繁栄を事例に－」 
「人命を無視するような国家の法を，我々は守る必要があるのか －近代政治思想の成立－」 

◎近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立 
「産業の発展は，社会にどのような変化をもたらすか －イギリス産業革命から考える－」 
「アメリカの求めた“自由”とは，誰にとっての“自由”だったのか －アメリカの独立－」 
「権力者は，どのように権力を示すのか －ナポレオンの英雄像の描かれ方の変遷－」 
「革命はなぜ，どのように伝播するのか」 

◎欧米における近代国民国家の発展 
「国民とはなにか，どのように国民は“創られる”のか」 
「民主主義の拡大はどのように行われたか，どのような人々が排除されたのか」 

◎最後のまとめ授業 
「国家緊急権を憲法に規定すべきか －コロナ禍の政府対応とヒトラーの独裁化－」 

５ 

６ 

７ 

２
学
期 

８ 

９ 

10 

11 

12 

３
学
期 

１ 

２ 

３ 
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（３）単元「国家緊急権は憲法に規定すべきか-コロナ禍の政府対応とヒトラーの独裁化-」 

単元計画の概要を⽰したのが表 3 である。単元は全４時間で構成し，授業は単元計画にも
とづいて 2021 年 3 ⽉中旬に実施された(具体的なワークシート・資料等は【別紙】授業で

使用したワークシート・資料を参照)。 
第 1時は，1930 年代のドイツの政策とヒトラーの独裁化が何をもたらしたかを理解する

ため，映像資料をもとに歴史的事象と当時の社会的状況（⽂脈）の確認をおこなった。⽤い
た映像資料は，『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（NHK）である。映像を
通して⽣徒たちは，第⼀次世界⼤戦後に不景気に⾒舞われたドイツの状況，そこで現れたヒ
トラーの存在，共産党との対⽴からナチ政党の⽀持率も⾼まり，全権委任法によってヒトラ
ーの独裁政権が誕⽣したこと，アウトバーンの建設や福利厚⽣政策により国⺠の⽀持を⾼
めるとともにユダヤ⼈の公⺠権も剥奪していったことなどを理解した。映像視聴後，グルー
プになってワークシートの空欄に⼊る適語を確認し，映像を視聴して「感じたこと」「考え
たこと」「疑問に思ったこと」をワークシートに記述した。 
 第 2 時は，ヒトラーがどのように独裁政権をつくりあげたのか，独裁政権樹⽴の要因を
資料読解を通して明らかにした。①1930 年代のドイツがどのような状況であったか前時ま
で学習の復習として確認を⾏い，②当時の⺠衆の様⼦が書かれた資料から，⺠衆がナチスに
対してどう思っていたのか明らかにしていく。その後，③ナチ政党がどのようにして第⼀党
になり得たのか，国会議事堂放⽕事件とワイマール憲法第 48条「⼤統領緊急令」(国家緊急
権)の規定から確認する。そして，④ワイマール憲法の国家緊急権には，どのような権限が
規定されており，国⺠のどのような権利を制限することができたのか，実際のワイマール憲
法の条⽂から明らかにした。最後に，ヒトラーがどのように独裁政権をつくりあげたのか，
ここまでの学習を踏まえ，ワークシートに記述した。 
 第 3 時は，新型コロナウィルスの感染拡⼤に対する政府の対応や憲法改正における与野
党の⾒解などを踏まえ，国家緊急権の憲法規定についてグループの主張をまとめた。まず，
国家緊急権の定義を確認し，ワイマール憲法における国家緊急権の規定がヒトラーの独裁
政権樹⽴のひとつの要因になったことを，前時の復習として確認した。この際，これまで学
んできた国家緊急権は，1930 年代のドイツのみならず，コロナ禍における⽇本においても
憲法改正の論点となっていることを説明した。国家の危機的状況に営業時間の短縮や外出
の⾃粛など“要請”しか⾏えない⽇本に対し，海外では憲法の国家緊急権の規定により罰則付
きの外出禁⽌など“強制”ができ，新型コロナウイルスの感染拡⼤という社会状況から，国家
緊急権の憲法規定が再び注⽬されている。与党⾃⺠党の改憲案や野党⽴憲⺠主党の改憲案
を危険視する主張を踏まえ，「国家緊急権」を憲法に規定すべきかどうか，議論のテーマを
⽰した。この後，まずは⾃分の考えをまとめ，同じ⾒解を持つ⼈とグループをつくり，次回
の議論に必要な情報をまとめた。 
 第４時は，法理学アプローチを⽤いた授業構成となる。具体的な授業展開を⽰したのが表

４であり，表４右欄の学習段階は，ハーバード法理学アプローチの学習段階を⽰している。 
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表 3 単元「国家緊急権は憲法に規定すべきか-コロナ禍の政府対応とヒトラーの独裁化-」 

時数 メイン・クエスションと主な学習活動 教材 

第
⼀
時 

 

・『新・映像の世紀 第 3集 時代は独裁者を求めた』を視聴し，ナチス台頭の背景に
ついて学ぼう 

・映像を視聴しながらワークシートの空欄を埋めよう 
・グループでワークシートの空欄に⼊る適語を確認しよう 
・映像を視聴して，「感じたこと」「考えたこと」「疑問に思ったこと」はなにか 

 

ﾜｰｸｼｰﾄⅠ 
『新・映像
の世紀  第
3集』 

第
⼆
時 

 

・ヒトラーが独裁政権をつくりあげた要因をワークシートにまとめよう 
①1930 年代，ドイツはどのような状況だったか[資料 A] 
・1929 年世界的に何が起こったか，ドイツはどのような状況となったか 
②⺠衆はナチスに対して，どう思っていたか[資料 B・C・D] 

・ヒトラーをどのように評価しているかその理由は何か 
・ナチスは，国⺠を統制するため何をしていたか 
③ナチ政党は，どのように第⼀党となったのか[資料 E] 

・ヒトラーがナチス勢⼒の劣勢を打開する上で，⼤きな意味を持ったとされる事件
とは何か，“⺠主的な選挙”以外にどのような⽅法を⽤いることでナチスは第⼀党
になったのか，ワイマール憲法の規定とは，何条の何という規定か 

④ワイマール憲法に規定された「国家緊急権」(⼤統領緊急令)と何か[資料 F] 
・ワイマール憲法第 48条には，⼤統領のどのような権限が規定されているか 
・国⺠のどのような権利を制限することができるか 

・ﾋﾄﾗｰはどのように独裁政権をつくりあげたのか，1930 年代当時のﾄﾞｲﾂ状況や⺠衆
のﾅﾁｽに対する考え，ﾜｲﾏｰﾙ憲法の規定などを踏まえ，ﾋﾄﾗｰによる独裁政権の樹⽴
の要因を説明しよう 

 

ﾜｰｸｼｰﾄⅡ-1 
ﾜｰｸｼｰﾄⅡ-2 
[資料 A] 
[資料 B] 
[資料 C] 
[資料D] 
[資料 E] 
 
 
 
[資料 F] 

第
三
時 

・国家緊急権とはなにか 
・コロナ禍における国家緊急権による私権の制限について考える 

国家の危機的状況に“要請”しか⾏えない⽇本，⼀⽅で罰則付きの外出禁⽌など
憲法の国家緊急権により“強制”ができる外国 

・与党⾃⺠党，野党⽴憲⺠主党は，国家緊急権の憲法規定に対して，どのように考
えているか 

 

・ナチスの事例，コロナ禍に「要請」しかできない政府の対応を踏まえ，いまのあ
なた考えをまとめよう 

・同じ⾒解を持つ⼈とグループをつくり，次回の議論に必要な情報をまとめよう 
・「国家緊急権」の憲法規定に対して，どのような主張がなされているか 

ﾜｰｸｼｰﾄⅢ-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾜｰｸｼｰﾄⅢ-2 
ﾜｰｸｼｰﾄⅢ-3 

第
四
時 

 

・テーマに対するグループの⾒解をまとめよう 
①根拠をまとめる（なぜそう考えるのか） 
②重視する価値(何が重要だと考えているか) 

・グループの⾒解を発表し，価値の対⽴構造を理解しよう 
・ほかのグループの主張に反論しよう 
・反論を踏まえ，教師の提⽰する類似事例（アナロジー）をグループで検討しよう 
・価値の制約条件をグループで考え，クラス全体で議論しよう 

どのような場合には，国家緊急権は認められるのか 
どのような場合には，認められるべきではないのか 

・テーマに対する⾃分の考えをまとめよう 

 

ﾜｰｸｼｰﾄⅣ-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾜｰｸｼｰﾄⅣ-2 

1930 年代のドイツでは，どのような政策が行われていたか？ 

ヒトラーはどのように独裁政権をつくりあげたのか？ 

国の非常事態に政府に権力を集中させる「国家緊急権」を 
憲法に規定すべきか？ 

国家緊急権を憲法に規定すべきかどうか，国家緊急権の是非について議論しよう 
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導⼊では，前時までの復習としてヒトラー独裁化の要因，国家緊急権の定義，⽴憲主義の
意味を確認し（1．論争を⽣み出す背景を確認する），「国家緊急権を憲法に規定すべきかど
うか」という 3．論点を明らかにした。 

その後，グループになって 4．⾃らの⾒解を表明し，テーマに対するグループの⾒解をま
とめた。このとき，その根拠と何を重要だと考えたか重視する価値を合わせて検討させてい
る。その後，グループごとに⾒解を発表し，2．対⽴する主張（価値対⽴）を整理した。⼤
きく国家緊急権を規定すべきという意⾒では「国家全体の安全保障」という価値が，国家緊
急権を規定すべきではないという意⾒では「個⼈の権利・⾃由」という価値が出てきた。 

その後，グループごとに 5．類似事例（アナロジー）の検討をおこなった。規定すべきと
考えるグループへは，「ヒトラーの独裁化の事例をどのように考えるか」を問い，規定すべ
きではないと考えるグループへは，「国家緊急権がなかったがゆえの東⽇本⼤震災における
混乱の事例をどのように考えるか」を問うた。これら類似事例（アナロジー）の検討を通し
て，クラス全体で，どのような場合は国家緊急権は認められ，どのような場合には認められ
るべきではないのか，6．価値の制約条件について議論し，⼀般的な価値基準について検討
した。（【価値的問題】）。併せて，「『緊急事態』とはどう定義されるべきか」（【定義的問題】）
や，「東⽇本⼤震災の混乱は，本当に国家緊急権の規定がなかったから起きたのか」（【事実
的問題】）など，7．⾔葉の定義の相違の検討や 8．事実認識の検討が⾏われた。最後に，9．
クラス全体で導き出した価値基準を踏まえ，テーマである国家緊急権の憲法規定の是⾮に
ついて⾃分の考えをまとめた。 
 本時では，学習段階の 2〜4 は，オリバーらが想定した法理学的アプローチとは異なる順
序で授業を構成している。その理由は，価値対⽴の構造を整理する「法制的フレームワーク」
が合衆国憲法の理念に基づいて設定されているため，⽇本の憲法制度と齟齬が⽣じる恐れ
があるためである。そのため本時では，「法制的フレームワーク」を⽤いずに価値対⽴の構
造を整理ため，まず，価値対⽴の構造を含まない 3．論点（「国家緊急権を憲法に規定すべ
きかどうか」）を⽰し，その上で論点に対する 4．⾃⼰の⾒解を構築させ，そこで 2．重視し
ている価値を整理することで「国家の全体の安全保障 vs. 個⼈の権利・⾃由」という対⽴構
造を明らかにした。 
 
４．授業分析の方法 

（１）手続き 

授業は，第一筆者(植原)が実践し，第二筆者(渡部)が授業を参与観察した。 

授業の様子は，ビデオカメラを用いて授業の教室全体の様子を記録（映像記録・音声記録）

した。加えて，観察者(第二筆者)がその場で，発話に関するやりとりの文脈，発話者，発話

の対象，発話中の特徴的な動作を，フィールドノーツによる文字記録を行った。また実践者

（第一筆者）も，授業実践終了後に，授業の振り返りのためのフィールドノーツによる文字

記録を行った。 
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表４ 第 4時「国家緊急権の是非を議論する」の授業展開 

 発問と学習活動 学習段階 

導
入 

・前時までの復習としてヒトラーの独裁化の要因を確認する 
・憲法を守るのはだれか →国家権⼒ 

「どんな権⼒者も憲法の範囲を超えて権⼒を⾏使し，私権を犯すことがで
きない」 

 これを何主義と呼ぶか  →⽴憲主義 
・国家緊急権とは何か 
  ⾮常時に政府や軍隊に与えられる法を超えた権利 
  多くの⽴憲主義国が憲法で認めるが，⽇本にはその規定がない 
  改正憲法に規定しようとしているのが⾃由⺠主党 
  コロナ禍という現在の情勢において，感染拡⼤を防ぐため私権の制限を

可能とする 
・国家緊急権の憲法規定に関して，議論されている 

 

1.論争を生み出す背

景を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.対立状況から論点

を明らかにする 

展
開 

・テーマに対するグループの⾒解をまとめよう 
①根拠をまとめる（なぜそう考えるのか） 
②重視する価値は何か（何を重要だと考えているか） 

・グループの⾒解を発表し，価値の対⽴構造を理解しよう 
 
 
 
 
 
 

4.自己の見解を構築

する 

 

2.対立している状況

を整理する 

 

・反論を踏まえ，次の類似事例（アナロジー）をグループで検討しよう 
○規定すべきと考える⼈への問い（アナロジー） 

 
 

 
 ○規定すべきではないと考える⼈への問い（アナロジー） 
 
 
 
 
 

5.考察している問題

に類似した事例

(アナロジー)を検

討する 

・価値の制約条件をグループで考え，クラス全体で議論しよう 
○どのような場合には，国家緊急権は認められるのか 

どのような場合には，認められるべきではないのか 

○国家の「緊急事態」とは，どのような場合を指すのか 
 「緊急事態」とは，どう定義されるべきか 

○それぞれの事例は，国家緊急権の規定がなかったから（あったから）⽣
じた事態なのか，それとも別のできごとが原因で⽣じたのか 

6.価値の制約条件を

検討し、一般的な

価値基準を導く 

【価値的問題】 

7.定義の相違を検討

する【定義的問題】 

8.事実認識の相違を

検討する 

【事実的問題】 

ま
と
め 

・テーマに対する⾃分の考えをまとめよう 
 憲法に国家緊急権を規定すべきか，国の⾮常事態に政府はどのような役
割を果たすべきか，ヒトラーの独裁政権の樹⽴から，私たちは何を学ぶ
べきか，これまでの学習を踏まえて，国家緊急権の憲法規定に対してあ
なたの考えをまとめよう。 

9.導き出した基準を

踏まえ，考察して

いる問題の見解を

再構築する 

国家緊急権を憲法に規定すべきかどうか 
国家緊急権の是非について議論しよう 

国家緊急権の濫⽤によって，ヒトラーの独裁政権が樹⽴され，ユダヤ
⼈の⼤量虐殺が⾏われた。 
それでも国家緊急権は必要か。この事例をどう考えるか。 

東⽇本⼤震災の際，法律の適応が遅れ，被害が拡⼤する事態となっ
た。これは憲法に緊急事態に関する規定がなく，内閣に強⼒な権限を
委託できなかったためである。 
それでも国家緊急権は不要か。この事例をどう考えるか。 

国家全体の 
安全保障 

個⼈の権利 
・⾃由 

価値の対⽴構造 
国家緊急権を 
規定すべき 

国家緊急権を 
規定すべきではない 
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観察にあたって，実践者(第一筆者)から観察者(第二筆者)に関する生徒への説明が行わ

れ，またビデオカメラの存在についても，生徒たちは違和感を抱いていなかったため，観察

されることや録画されることに特別な違和感を持っていないと判断できる状態であったと

推察される。 

なお，本研究では，生徒のプライバシー保護の観点から，生徒の氏名はすべて仮名を用い

ている。仮名は，筆者が新たに苗字を作り，無造作に生徒に当てはめた17。 

 

（２）分析方法 

単元を構成する全 4 時間のうち，議論を実施した第 4 時の映像記録と音声記録における

聞き取り可能な全発話（グループワークを除く）を文字に起こし，逐語記録を作成した。こ

の際，観察時・実践後のフィールドノーツによる文字記録をもとに，発話に関するやりとり

の文脈，発話者，発話の対象，発話中の特徴的な動作を加え，トランスクリプトデータとし

た。発話の単位は，藤江の研究を参考に，話者交替，発話中の間，発話の機能の変わり目を

区切りとして設定した18。 

これらトランスクリプトデータを用いて，SIAT No.4 による発話のコーディングを行う。

SIAT No.4 とはハーバード社会科の総括テストである「社会的論争問題分析テスト」（Social 

Issues Analysis Tests：以下 SIAT）のひとつである。ハーバード社会科では，カリキュラ

ムの計画→実践→評価・省察を行うため，SIAT No.1-No.4 の 4パターンの学習評価の方法

が開発されている。なかでも SIAT No.4 は，社会的な論争問題に対する議論(相互作用)場

面での生徒の発話を評価するため開発された評価テストであり，本実践の発話分析を行う

のに適したカテゴリーが設定されている19。そこで，本研究では，SIAT No.4 による発話の

コーディング分析を授業の分析方法として用いることにした。具体的なカテゴリー項目は

表５の通りである。 

コーディングは，トランスクリプトデータにおける発話の単位にもとづいて行うが，発話

内容によっては，重文を複数のカテゴリーにコーディング，また複数の文章を一つのカテゴ

リーにコーディングした。これは，「複数の文章が単一の事例の状況だとかアナロジーを表

現するなかで，一つの思考単位を構成しているようなこともあるかもしれない」というオリ

バーらの指摘を受けてのことである20。 

なお，コーディングおよび解釈的な事例分析にあたっては，厳密性と妥当性を保証するた

めに，代替的な（alternative）解釈や批判に開かれたデータの提示の必要性が南により指

摘されている21。この指摘を踏まえ本研究では，松尾らの研究を参考に，以下の点に留意し

て分析を行う22。 

 

(a)評価の客観性をもたせるため実践者(第一筆者)・観察者(第二筆者)の 2人でコーディンを行う。 

(b)やり取りの文脈(発問や課題，授業展開の状況など)を明示する。 

(c)発話がどのような行為としてやりとりの参加者に受け取られていたのかを考察するため，前後の 

発話との流れの中に位置づけて，発話をコーディング・解釈する。 
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表５ SIAT No.4 のカテゴリー項目 

カテゴリー 説明 

一般的な価値判断 

 話し手がある人物，目的事項，立場をより好んでいることを主張の中で表現す

る発言。その際，一般的な社会的または法的価値(例えば，プライバシー，財産

権，契約の自由，言論の自由，集団の一般福祉，平等権，正義，適正手続，集会

結社の自由，同意と代議士を出す権利など)の観点を含むもの。 

「コーラー氏は自分が適当だと考えるやり方で自らの財産を活用する権利を有

するべきであり，労働組合の干渉なしに自らの雇用した労働者と契約する権利が

あることは間違いない」 

個別的な価値判断 
 議論となっている個別的な事例からみて，ある人物，目的事項，立場をより好

んでいることを主張の中で表現する発言。 

「私はコーラー氏が自動車工組合の要求に応じるべきだったと考えている。」 

一般的な法的主張 

話し手が誰かには何らかの法的権利があると主張する発言。そのうち「法の支

配」「適正手続」「法の下での平等な保護」などの一般的な法原理の観点から表現

しているもの。 

「私は合衆国憲法の下で公正な裁判を受ける権利を有している」 

個別的な法的主張 
話し手が誰かには何らかの法的権利があると主張する発言。そのうち権利の基

盤として一般的な法原理を与えていないもののこと。 

「コーラー氏は彼の欲するままに，どんな労働者もクビにする権利がある」 

一般的な事実主張 
因果的，記述的，もしくは予測的な一般化 

「黒人は白人とまったく同じ知的レベルにある」 

個別的な事実主張 
時間，場所の表現を伴った個別具体の出来事を陳述した発言。 

「リトルロックでの学校統合の最初の試みは，1957 年 9月 4日だった」 

根拠・出所 
ある主張，定義，価値判断が拠り所とする根拠・出所についての発言。 

「緊急とはウェブスター『新国際辞典』では次のように定義されている」 

定義的主張 

ある単語またはフレーズがどのように定義されているか，または定義されてき

たのかについて述べた発言。 

「緊急というのは 1人，あるいは複数の人か怪我をしたり，自らの生命や財産を

失ったり危険に晒されたりしている時ということだ」 

繰り返し 
話し手が自分の言ったことを繰り返す，または議論を焦点化するためにすでに

述べたことを再度伝えること。 

事例(紹介) 

議論においてある事柄と類似した具体的かつ現実的ないし仮説的な状況につい

て述べた一まとまりの発言。 

「仮に白人と黒人が同じ質の学校，教科書，教育施設を与えられたとする。それ

でも白人の学校よりも劣っているということになるのか？」 

妥当性(関連性) 
主張全体または議論でのある特定のポイントと関連する側面に明らかに触れて

いる一発言，または発言のひとまとまり。 

「この発言がここでの議論と関係があるとは思わない」 

討論の戦略 
人身攻撃，またはその他の議論をする者が用いている戦略について明確に議論

をしている発言。 

「あなたは私を混乱させようとしているようだ」 

手続き上の課題 

今ここでやりとりが行われている環境をコントロールしようと直接指示した言

明のうち，議論のなかにいる全ての人間が良識的な仕事をしていくように促す発

言。 

「さあ，投票しよう」「みんなに議論をする機会を与えよう」 

手続き上の逸脱の
制御 

今ここでやりとりが行われている環境をコントロールしようと直接指示した言

明のうち，一人ないしは複数の人間が集団の秩序を侵害していることを主張して

いる発言。 

「元の席に座りなさい」「叫ぶんじゃない」 

(ドナルド・オリバー＆ジェームス・シェーバー著『ハーバード法理学アプローチ』300-301 ⾴を参考に
筆者作成) 
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発話のコーディング加えて，コーディング結果に対して発話内容に応じた得点化を同時

に行う。得点とは，発話の内容に応じて価値づけを行い，なされた議論の“質”を量的数値

へと換算したものである。オリバーらは，SIAT No.４において，すべてのカテゴリーを等
質に扱うのではなく，「価値づけられる⾏動(valued acts)」をセレクトし，それにもとづい
て発話の得点化を⾏うことを試みている。オリバーらが価値づけたカテゴリーは以下の通
りである23。 

(1)「⼀般的な価値判断」と「⼀般的な法的主張」 
 (2)「個別的な事実主張」と「根拠・出典」 
 (3)「定義的主張」 
 (4)「事例(紹介)」 
  (5)「妥当性(関連性)」 
これらカテゴリーの発話に関しては，他のカテゴリーの発話の 2 倍の得点として換算す

る（表６の網掛けの部分は得点を 2倍に換算している）。 
 

５．授業分析の結果 ー２クラスの相違点ー 

 SIAT No.4 にもとづくコーディングの結果，2クラスの議論には発話の質的・量的な違い

が見られた。各クラスのコーディング結果を量的および得点で示したものが表６，コーディ
ング結果をグラフ化したものが図１である。 
 これらをみるとクラス A のほうが授業全体を通して，発話量が盛んに⾏われたことが分
かる。具体的には，表６から，クラス A の発話量が 35 回に対して，クラス B の発話量は
19回である。また質的な観点からも，クラス Aの発話得点 59点に対し，クラス Bは 33点
と，議論の量・質ともにクラス Aのほうが 2倍近く⾼かったことが分かる。 
 特に 2 クラスの⼤きな差となっているのが，「⼀般的な価値判断」および「根拠・出所」
に関する発話カテゴリーである。「⼀般的な価値判断」とは，「ある⼈物，⽬的事項，⽴場を
より好んでいることを主張の中で表現する発⾔。その際，⼀般的な社会的または法的価値の
観点を含むもの」である。 
 例えば，次の【場面１】はクラス Aでの「⼀般的な価値判断」に関する発話場⾯である。 

【場面１】クラス A「『一般的な価値判断』に関する発話場面」 

教師 ：ちょっと，じゃ，説明してください。 

ﾅﾐｶﾜ：私たちの班も国家緊急権の憲法規定に賛成で，理由はロックダウンとかするとたしかに街に出られ

なかったり，お店が開けなかったりするけれど，やっぱり感染が拡大しないっていう点では，生命

とか身体の自由のほうが優先されると考えていて。基本的人権のなかにも優先順位があって，移動

の自由よりも生命とか身体の自由のほうが重要だと考えていて，だからこそそれを守ることができ

る国家緊急権は憲法に規定してほうがいいと思った。 

教師 ：はい，ありがとうございます。すごい。基本的人権の中にも優先順位があるんじゃないのかって書

いてくれてんのが，この班ですね。生命とか身体の自由のほうが移動の自由より重要なんじゃない

のかっていうふうに，それを根拠として挙げてくれたわけですね。 
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表６ コーディング結果と得点 

(網掛け部分は，価値づけられるカテゴリーとして得点を 2 倍に換算) 

 

図１ コーディング結果（グラフ） 

 コーディング結果 クラスＡ 
得点 

(価値づけ) 
クラスＢ 

得点 

(価値づけ) 

一般的な価値判断 17 34 10 20 

個別的な価値判断 6 6 3 3 

一般的な法的主張 1 2 0 0 

個別的な法的主張 0 0 0 0 

一般的な事実主張 2 2 0 0 

個別的な事実主張 0 0 0 0 

根拠・出所 3 6 1 2 

定義的主張 1 2 1 2 

繰り返し 3 3 2 2 

事例(紹介) 1 2 1 2 

妥当性(関連性) 1 2 1 2 

討論の戦略 0 0 0 0 

手続き上の課題     

手続き上の逸脱の制御     

合計 35 59 19 33 

0 5 10 15 20

妥当性(関連性)

事例(紹介)

繰り返し

定義的主張

根拠・出所

一般的な事実主張

一般的な法的主張

個別的な価値判断

一般的な価値判断

クラスＡ

クラスＢ
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 ﾅﾐｶﾜのグループは，「経済活動や移動の⾃由よりも⽣命のほうが優先される」という法的
価値を取り上げ，国家緊急権の憲法規定に賛成の⽴場を表明している。このような「⼀般的
な価値判断」に関する発話が多いことは，個別・具体的な事例についての議論に陥らず，⼀
般的な社会的価値や法的価値を根拠として議論が展開されていたことを⽰している。 

また「根拠・出所」とは，「ある主張，定義，価値判断が拠り所とする根拠・出所につい
ての発⾔」である。例えば，クラス Aでは，【場面２】のように教師が⽤意した資料，もし
くは⽣徒が事前に調べ⽤意した資料に⾔及する発話が，クラス Bに⽐べ多くみられた。 
 

【場面２】クラス A「『根拠・出所』に関する発話場面」 

教師 ：じゃ，（国家緊急権を憲法に規定）すべき，まだある？すべき，もう 1個あるって。ﾖｺﾊﾏさん。ﾖｺﾊ

ﾏさん，お願いします。どうぞ。 

ﾖｺﾊﾏ：私たちの班は，国家緊急権を憲法に規定すべきだけど，自民党の緊急事態条項には問題があるのか

なって思います。資料 B では，緊急事態の認定の要件が外国に比べて緩いことが書かれています。

内閣総理大臣が緊急事態って言うと緊急事態になって，国民の権利を制限できてしまうわけです。

なので資料 D にもありますが，外国みたいにそれぞれの事態に応じて明確に規定して，緊急命令の

濫用を防ぐための規定も必要だと思います。ただ，やっぱり国民の命を守るためには，円滑な行政

が必要なので，そのためにも詳しい規定のある国家緊急権が憲法に必要なのだと思います。 

教師 ：はい，ありがとうございます。特にドイツの，資料にもありましたけど，ドイツの中では国家の緊

急事態というのが詳しく分かれてるんだと。で，それに応じた対応ができるようにドイツはなって

るんだから，それに合わせて日本もすべきだと。また，生命とかを守るためには，やっぱり国家の

安全っていうものが必要だから，それに対応するために国家緊急権を定めるべきだって意見だね。 

 
ﾖｺﾊﾏは，教師が事前に⽤意した資料に⾔及し，⾃⺠党の緊急事態条項の要件が外国の憲法

に⽐べ緩いこと，またドイツのように緊急事態を内容の応じて明確に規定しておくことで
国家権⼒を濫⽤を防ぐ形で国家緊急権を憲法に規定すべきと主張している。 

また，教師の⽤意した資料以上に，⽣徒が教室に持ち込んだ新たな資料に関する 2 クラ
スの違いは，⽣徒の授業プリントの記載からも明らかであった。授業プリントにおいて⽣徒
が教室に持ち込んだ新たな情報の概要を，箇条書きで⽰したのが表７である。なお，重複す
る情報は省略している。 

「根拠・出所」に関する発話が多いことは，根拠なき抽象的議論に陥ることなく，具体的
なエビデンスにもとづいた議論が，クラス Aでは展開されたことを⽰している。 
 このようにクラス Bに⽐べ，クラス Aは，「⼀般的な価値判断」「根拠・出所」といった
2 つの発話カテゴリーの値が⾼く，このことがクラス Aの議論の質的な⾼さを⽰している。 
 また，2クラスの相違点は，発話の量・質だけでなく，議論の盛り上がり⽅，すなわち授
業経過時間における⽣徒の発話量の推移にもあらわれていた。授業経過時間（分）に応じた
⽣徒の発話量（秒）を⽰したのが表８および図２である。 
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表７ 生徒が教室に持ち込んだ新たな情報 

クラス A 

・アメリカ，イギリス，韓国における国家緊急権の規定内容 
・関東⼤震災での戒厳令による朝鮮⼈の虐殺 
・⾃然災害における⾸相権限に基づく災害緊急事態の処置 
・災害対策基本法，災害救助法，⾃衛隊法，原⼦⼒対策特別措置法など災害

に対応するための既存の法整備 
・東⽇本⼤震災における政府の対応の不備 
・南海トラフ地震など近い将来予測される⾃然災害への対策 
・災害対策基本法では対応が間に合わないという法的不備 

クラス B 

・災害対策基本法，災害救助法，⾃衛隊法など災害に対応するための既存の
法整備 

・⽇本国憲法九⼗⼋条(最⾼法規)の規定 
 

表８ 授業経過時間に応じた生徒の発話量 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

図２ 授業経過時間に応じた生徒の発話量（グラフ） 

授業経過時間 

(分) 
生徒の発話量(秒) 

クラスＡ B クラス 

20 52 41 

25 183 181 

30 299 61 

35 56 0 

グループ討議(アナロジー検討) 

45 108 95 

50 129 35 

55 283 0 
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 図２をみると，授業が進むにつれ議論が⽩熱したクラス A と，進むにつれ議論が停滞し
たクラス Bという違いが顕著にあらわれている。 
クラス Aは，授業開始 25〜30分の間に発話量が⼤きく増加しており，グループ討議の後

の全体討議では，クラス Aは授業終盤にかけてまで発話量が⼤きく増加している。例えば，
授業の終盤では，⽣徒が他の⽣徒の発⾔に対し，反論する様⼦がみられた。(【場面３】) 
 

【場面３】クラス A「他の生徒の意見に対する反論の様子」 

ﾅｶﾞﾀ ：前の班も言ってるんですけど，災害時の対応は国家による緊急権の行使よりも，地方行政による，

その場に合った対応が必要だと思いました。地方行政による対応について定められた法律があるか

ら，国家緊急権は不必要かなと思いました。…(中略)… 

ﾅｶﾞﾀ ：あ，えーと，ヒトラーの件とかは，既に起こったことから，それを事細かに分析して憲法に活かし

たりしてると思うんですけど，災害は未来予知じゃないですか。 

教師 ：そうだよね，未来予測だよね。 

ﾅｶﾞﾀ ：なので，予測がつかないから，だからこそ。だからいろいろ予想して，常に危機意識をもって災害

の時にはどうするかっていうことになると，結局，法が大切になってくると思うので，予想して，

そういう提案をしていく必要があると思います。 

教師 ：あれ，(国家緊急権を憲法に規定)「すべき」だっけ？「すべき」だっけ？「すべき」？ 

ﾅｶﾞﾀ ：何か，(「すべき」という意見にも)共感できるっていうか。 

教師 ：でも「すべきではない」？ 

ﾏｷﾉ  ：っていうかちょっと，さっき言ったんですけど，独裁が起こらないためにはっていう，ヒトラーの

があったから難しいことではあるんですけど，だから結局，どうやって対策していったらいいかっ

て言い出したらキリがないんですけど，そういうんじゃなくて，キリがないことをどんどんやって

くっていうよりかは，だったら災害のときとかは，こういう法律，それぞれの対策に応じて法律を

制定して，国家緊急権による独裁が起こらないような体制を取ったほうがいいんじゃないかと思い

ました。 

ｻｸﾗｷﾞ：それ違うんじゃない？どういうこと？ 

教師 ：どうぞ，ｻｸﾗｷﾞくん。 

ｻｸﾗｷﾞ：それぞれの対策に応じて法律を制定していくって話だったんですけど，それができなかったから東

日本大震災のような事例が起きたんじゃないかなって。今の法律で対応できるってあるんですけど，

それも難しいのは，東日本大震災の事例から分かると思います。だからこそ，緊急事態条項が必要

じゃないのかって。あと，想定外の災害が起きたときにどうするんですかって。緊急事態条項を定

めようっていうのは，法律で定めるのではキリがないからこそ，必要だって言っているわけで，さ

っきの意見であれば，やっぱり緊急事態条項を定めるほう良いのではって思います。 

教師 ：あ，どうぞ，反論がまだあれば。 

ﾏｷﾉ  ：えっと。 

【チャイムが鳴り，笑いが起きる】 
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教師 ：チャイム鳴ったけど，いいよ，最後に。 

ﾏｷﾉ  ：やっぱり人命とか基本的人権がやっぱり大切で，それを失う可能性のある国家緊急権はやっぱり危

険で，それは歴史上繰り返されてきたわけで，だからこそ常に災害とか緊急時への意識が求められ

ていて，国家緊急権を規定するよりも，危機意識を常に持っておくということのほうが大切なんじ

ゃないかって考えます。[まだ言い足りない様子] 

 
 【場面３】では，国家緊急権の憲法規定に反対を主張するﾅｶﾞﾀに対して，その意⾒を補強
するためにﾏｷﾉは憲法規定ではなく法律の制定によって対処が可能であると主張している。
⼀⽅でそれに対し，ｻｸﾗｷﾞは東⽇本⼤震災のアナロジーを⽤いて法律の制定では対応しきれ
ないことを主張，また緊急事態時の対応を法律で細かく制定することができないからこそ，
国家緊急権が必要になると主張している。その後，チャイムが鳴ってもﾏｷﾉのからの反論が
⾏われ，クラス Aでは授業終盤になるにつれ議論が活発になっていったことが分かる。 

⼀⽅，図２のクラス B の発話量の推移みると，授業が進むにつれ議論が停滞しているこ
とが読み取れる。授業開始 25分まで両クラスに違いはないが，クラス Bでは 25分以降，
発話量が減少し，グループ討議後の全体討議においても，発話量の減少が⾒られる。 
 なぜクラス B では，活発な議論とならなかったのだろうか。議論が停滞するきっかけと
なった 25分以降の発話が次の【場面４】である。 
 

【場面４】クラス B「議論が停滞するきっかけとなった発話」 

教師 ：最後，どうぞﾐｶﾐ君。 

ﾐｶﾐ  ：おおかた国家緊急権の有用性というのはみんな認めてると思ってて，それが独裁になっちゃうのが

怖いか否かっていうので意見が分かれると思うんですけど。僕はその折衷案として，要は，やっぱ

り国家緊急権は必要だと思うんで，柔軟な対応をすべく統治行為論というのを用いたいと思いまし

た。これは一応，国防や外交のような高度に政治性を帯びた問題については，それが一定の明確に

違憲であると言えない限り，裁判所は憲法判断をしないっていう考え方なんですけど。つまり，明

らかにこれは必要だよね。だけど，ちょっと憲法には抵触するかなっていう行為に関しては看過す

るけど，でもそれがじゃあ独裁と化して明らかに違憲だろうっていうときは裁判所が口を出すって

いう，折衷案的な考え方で有用だなと思いました。 

教師 ：なるほどね。統治行為論を認めているからこそ，国家緊急権は必要がないと。 

ﾐｶﾐ  ：そういう意味です。 

 
 ﾐｶﾐは，国家緊急権の憲法規定の必要性を認めながらも，その濫⽤の危険性も指摘してい
る。そこで，“折衷案”として統治⾏為論を根拠に挙げる。すなわち，国家緊急権が憲法に規
定されていなくとも政府は国⺠の権利を制限する権⼒を有しており，そのことは国防や外
交のような⾼度に政治性を帯びる問題のため，統治⾏為論で認められているという主張で
ある。ただ，逆にいえば，統治⾏為論が認められてしまっている状況下では，国家権⼒にお
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ける国⺠の権利の制限はほとんどどのような場合でも”⾼度な政治性を帯びる問題”である
との理由から黙認され易くなり，政府の独裁を裁判所やその他の機関が防げなくなってし
まう危険性が⾼いわけで，この点，ﾐｶﾐの主張が「折衷案」と⾔えるのか疑問が残る。また
ﾐｶﾐの主張するような「明らかに違憲」が何を具体的に指すのか曖昧である点も課題である。 

しかしながら，【場面４】でのﾐｶﾐの主張について，クラスＢの他の⽣徒たちからの反論や
質問は⼀切無いままであった。その後，アナロジーを検討するグループワークとなったが，
グループワークに⼊ってもクラスＢはさほど議論は盛り上がらず，終盤にかけて発⾔量は
顕著に減少していくことになった。 
同じ授業者が，同じ時期に同じ学⼒層の⽣徒に対してほぼ同じ授業を⾏ってきたにも関

わらず，どうして 3学期の終わりにはこの⼆つのクラスの議論は，その質・量ともに⼤きな
差異が⽣まれることになったのか。 

もちろん，たまたま今回そうなったという可能性もある。すなわち，①ﾐｶﾐの「統治⾏為
論という折衷案」というアイデアが，たまたまクラスＢの⽣徒には反論の余地のない完璧な
考えであるとの印象を与えてしまって，議論がそれ以上展開しなかった可能性もある。ま
た，②ﾐｶﾐの主張は，たまたまクラスＢの他の全ての⽣徒にとって⼗分に理解できないもの
であったため，他の⽣徒の理解が追いつかなくなって議論を減退させてしまった可能性も
ある。しかし，①については教師がすぐにそうした事態に陥らないようにするために，ﾐｶﾐ
の主張に疑問を投げかけており（教師が⽣徒の主張に直接疑問を投げかけるシーンは，この
1回だけである），この教師の働きかけのおかげで，⽣徒たちはﾐｶﾐの主張が必ずしも完璧と
は⾔えないものであることを知ることができたのであり，この教師の問題提起をきっかけ
に彼に反論や疑問を投げかけるチャンスも⼗分にあった。しかし結果的にそうした⾏動に
出た⽣徒は⼀⼈もいなかった。また②についても，ﾐｶﾐの主張を理解できなかったのであれ
ば，彼に質問なり再説明なりを他の⽣徒たちは求めることができたはずであるが，こうした
⾏動に出る⽣徒もいなかった。ﾐｶﾐが主張した後にクラスＢの議論が停滞することは今回が
初めてではない。⼀⽅でクラスＡでは，特定の誰かが発⾔した後で議論が停滞するという事
態にはまず陥ることがない。反論も活発で，また相⼿の主張が分からなければ，「もう⼀度
説明してください」などといったコメントが⽣まれてくる。 
今回の差異は，「たまたま」ではなく，クラスＡとクラスＢとが 1 年間かけて築き上げて

きた教室⾵⼟の違いが招いた，⽣じるべくして⽣じた事態であると⾔えるのではないか。ま
た，①②はクラスＢの議論の停滞の原因についての仮説であって，クラスＡの議論が活発で
あったことを説明するものではない。 
 
６．２クラスに違いが生じた要因の検討 

（１）調査方法 

クラスＡとクラスＢとで生じた異なる結果について根源から探る一つの方法として，生

徒への聞き取りというやり方が考えられる。すなわち，今回の授業への感想，議論に対す
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る意識，そして議論をする場としての教室に対する意識を，直接生徒から聞き取るのであ

る。そこで全授業終了後，授業の感想及び授業中の議論への好悪感情・こだわり，議論し

やすい（議論しづらい）環境についてを調査することを目的に，生徒への聞き取り調査を

実施した。聞き取り調査の時期は，2021 年 3 月下旬〜4月上旬である。 

聞き取り対象となる生徒の選定基準は，以下の通りである。男女比・学力層で偏りがで

ないように世界史の定期考査の得点から各クラス「上位層男子」「上位層女子」「中下位層

男子」「中下位層女子」というカテゴリーに分け，これらカテゴリーから 2名ずつサンプ

リングを行った（各クラス 8名[男子 4名，女子 4名]，計 16名）。その際，聞き手である

実践者と信頼関係（ラポール）が形成されていること，ペアでの聞き取りを行うため各カ

テゴリーの 2名が信頼関係を築けていることを条件に選定した。 

聞き取りでは，生徒が話し合いやすい環境をつくるため，各サンプリングから 2名ペア

となり，事前に聞き取りたい内容・質問項目を伝えた上で，20分程度の半構造化面接法に

もとづく聴き取り調査を行った。 

生徒への聞き取り項目は，表９の通りである。 

 

表９ 聞き取り項目 

 

 2クラスで議論の質的・量的違いが生じた理由を明らかにするために，「授業のなかで，

何かのテーマについて議論することは好きか嫌いか，その理由は何か」（議論への好悪感

情），「議論するときのこだわり（大切にしていること）は何か」（議論のこだわり），また

「クラスやグループで議論しやすいとき，しづらいときは，どういうときか」「議論する

とき，気になることは何かあるか」（議論しやすい・しづらい環境）といった質問をし

た。また，授業や授業テーマそのものへの意味づけを明らかにするために，「授業は楽し

かったか，つまらなかったか」「こういう授業をやってみたいと思うか」（授業の感想），

「授業テーマは，難しかったか，簡単だったか」「議論する意味のあるテーマだったか，

さほど重要でないテーマだったか」（授業テーマについて）と質問した。 

 聞き取り項目は，オープン・クエスチョン（例：「クラスやグループで議論しやすいと

き，しづらいときは，どういうときか」）とクローズド・クエスチョン（例：「議論する意

質問 1．授業中の議論への好悪感情・こだわりについて 

授業のなかで，何かのテーマについて議論することは好きか嫌いか。その理由は何か。 

クラスやグループで議論するときのこだわり（大切にしていること）は何か。 

質問 2．議論しやすい（しづらい）環境について 

クラスやグループで議論しやすいとき，しづらいときは，どういうときか。 

クラスやグループで議論するとき，気になることは何かあるか。 

質問 3．授業の感想について 

授業は楽しかったか，つまらなかったか。 

時間があれば，またこういう授業をやってみたいと思うか。 

質問 4．授業テーマ「国家緊急権を憲法に規定すべきか」について 

授業テーマは，難しかったか，簡単だったか。 

授業テーマは，議論する意味のあるテーマだったか，さほど重要でないテーマだったか。 
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味のあるテーマだったか，さほど重要でないテーマだったか」）を組み合わせている。し

かし，どちらの場合も，生徒の回答を引き出すため，そのように考えた理由や具体的な事

例，状況を尋ねることを意識して聞き取りを実施した。 

 

（２）聞き取り調査の結果 

 質問 1・2に関して，生徒からの聞き取り内容の概要をまとめたものが表 10・表 11（ク

ラス A），表 12・表 13（クラス B）である。 

 聞き取りの結果，議論しやすい環境について 2クラスに共通していたのは，お互いのこ

とを理解している人と議論するときという回答に加え，テーマに対して同程度の知識を持

つ人とであれば，議論がしやすいということであった。 

例えば，聞き取りでは次のようなやりとりがあった。 

 

ﾃﾗﾀﾞ  ：なんだろ。やっぱ，自分と同じレベル，程度っていうか，知識を持ってないと。 

ﾀｶﾊﾗ  ：ああ，それあるな。 

ﾃﾗﾀﾞ  ：やっぱ，なんだろ，話にならない。なんだろうな。ちょっと。 

ﾀｶﾊﾗ  ：まず，あれだよね。 

ﾃﾗﾀﾞ  ：そう，話し合いができないっていうか。まず，そこで，なんだろう，知識を正すところから始め

なきゃいけないみたいな。そういうところもあるので，やっぱ，ちゃんとした知識を持ってる人

と議論するのは，議論したほうがやりやすいですね。 

 

このほかにも，ある生徒は「なんか自分と同じくらいの意見を持っている人とか，自分

と同じぐらいの，なんていうか，レベルの人とかだと話しやすいかなって。なんか，めっ

ちゃ上過ぎても嫌だし下過ぎてもなんか話しづらい」（A上位女ｱﾏｸﾎﾞ）と述べ，同程度の

知識を持つ人となら，自分も主張しやすいと述べていた。また，「⾔う相⼿の⼈が，どれ
くらい知識があるか。相⼿の知識があれば，話し合ってもっといい⽅向になるけど，ない
と⾃分のこれ以上の意⾒みたいなのがつながっていかないみたいな気がします」（A中下位
男ｻｸﾗｷﾞ），「すごいこっちが考えてきたのに，相手が，何も知らなくてっていうときは，

せっかくやったのにって思うときはあります」（B 上位男ﾀﾃｲｼ）というように，互いのある

程度知識を持っている状況のほうが，議論そのものが深まることを理解していた。 

 ただ興味深いのは，2クラスともそのことを理解した上で，議論の盛り上がったクラス

Aについては，さらに事前準備の重要性を指摘する生徒が多くいたことである。例えば，

聞き取りでは次のようなやりとりがあった。 
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表 10  クラス A 「授業中の議論への好悪感情・こだわり」について（回答） 

カテゴリー 議論への好悪感情 議論でのこだわり 

上位層 

男子 

ﾀｶﾊﾗ 好き 
SNSなど一辺倒な意見が流れる現代に
おいて，色々な意見が聞くことができ
るから。 
 
 
 
 
 
 
ﾃﾗﾀﾞ 好き 
同じ意⾒でも盛り上がれるし，違う意⾒
なら新たな気付きも発⾒できて，⾃分の
発展につながる。 
 

ﾀｶﾊﾗ 
⾃分の意⾒に信念を持つ，雑な理由だと，話に
ならなかったりするから筋が通った，かつ，そ
の内容に沿った意⾒を出すようにしている。い
い聞き⼿になるためには，発表する⼈⾃⾝があ
いまいにしてしまってる部分とかあったら，そ
こを聞くし，突っ込む。⾃分と意⾒が対⽴して
しまったときは，落ち着いて冷静に議論を進め
ていく。 
 
ﾃﾗﾀﾞ 
⾃分の考えをちゃんと根拠を持って，相⼿に説
明しなきゃ相⼿を説得もできない。ちゃんと相
⼿の意⾒もくむことも⼤切なので，相⼿の意⾒
にもいいところがあったら，それも⾃分の中に
持っておくっていうこと。 

上位層 

女子 

ﾅｶﾞﾀ 好き 
環境が今回みたいに何か割としゃべれ
る⼈とかとだったら好き 
 
 
 
ｱﾏｸﾎﾞ 苦手 
⾃分のこういうことに関する意⾒を何
か持ってるわけじゃないから，あんまり
意⾒を述べるのが結構苦⼿かなって感
じ 

ﾅｶﾞﾀ 
資料とかは⾃分で調べる。⾃分で⾒て，それを
かみ砕いて考えたいっていうのはあるので，だ
から今回も⾃分で調べた。事前になるべく納得
できるぐらいまで調べるようにはしたい。 
 
ｱﾏｸﾎﾞ 
絶対ちゃんと理解してからやろうって思って
て。何か理解しないでやるんだったらあんまり
⾃分の意⾒が持てないから，ちゃんと理解して
からやろうとしています。 

中下位層 

男子 

ｻｶｼﾀ  好きだが得意でも苦手でもない 
社会科のテーマはあまり⾃分で考えな
いので，そうする機会がああると，より
詳しく理解ができるから⾯⽩い 
 
ｻｸﾗｷﾞ 好き 
それぞれの価値観が出て⾯⽩い。「こ
れ，何か違くない？」って思ったりで
きて，結局発⾔するにしろしないにし
ろ，いい⽅向にはいくのでお得。受け
⾝ではない別の学び⽅。 

ｻｶｼﾀ 
⾃分の意⾒が相⼿に批判されないように，相⼿
がこう⾔ってきたら，こうすればいいんじゃな
いかみたいに考える 
 
ｻｸﾗｷﾞ 
相⼿の発⾔をちゃんと批判的に捉えるってい
うか，ちゃんと反論とかができるような考え
を考え，反論とかできるように相⼿の話をち
ゃんと聞く。 

中下位層 

女子 

ﾖｺﾊﾏ 好きだが立論は苦手 
いろんな⼈の意⾒が聞けるから。議論
することは好きだが，予備知識がない
と，意⾒が深められないんで⽴論をす
るまでが結構苦⼿。 
 
 
 
 
ﾔﾏﾉｲ 大好き 
知識とかいろいろ⼊れて，頭フルに使
っている感じと，相⼿を納得させたと
きの達成感。 

ﾖｺﾊﾏ 
⾃分で⽴論したら，その意⾒を曲げずに，相
⼿の⽳を突いたり，⾃分の⽳をちょっとふさ
いだり。⾃分の意⾒を強化できるような感
じ。罵倒するじゃなくて，⾃分の論を強化す
るっていうほうに重点を置いている。⾃分た
ちで妥協点を作れるなら，妥協点を作りた
い。 
 
ﾔﾏﾉｲ 
互いに納得できるまで話し合う。「相⼿はこう
いう⾵に思っているんだったらこうなんだ
な」という完全に理解するところまで話し合
いたい。ただ相⼿の意⾒を⾔われて「ああ，
そうだな。じゃあそうじゃない？」みたいじ
ゃなくて「そうだけれども，こっちがこうだ
からこうなんじゃない？」っていう議論を
延々と続けていきたい。 
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表 11  クラス A 「議論しやすい（しづらい）環境」について（回答） 

カテゴリー 議論しやすい環境 議論しづらい環境 

上位層 

男子 

ﾀｶﾊﾗ 
知識もやる気もあると，⾯⽩い。 
 
 
 
 
 
ﾃﾗﾀﾞ 
ちゃんとした知識を持ってる⼈と議論
したほうがやりやすい。 

ﾀｶﾊﾗ 
危険思想持ってるやつは，議論しづらいって
いう，極端じゃないですか。そういう危険思
想な⼈と話したりしたら，もう真っ向から⾷
い違って，議論っていうか，そのジンテーゼ
を⾒つけるとこまでいかないっていう。 
 
ﾃﾗﾀﾞ 
⾃分と同じレベル，程度の知識を持ってないと
話し合いができないっていうか。まず，そこで，
なんだろう，知識を正すところから始めなきゃ
いけないみたいな。 
偏った思想だと，そもそも圧が，ちょっとやり
づらいんじゃないかなって。みんなも，⾃分と
しても，たぶん，やりづらいんじゃないかなっ
て  

上位層 

女子 

ﾅｶﾞﾀ 
準備はみんなするべき。他の班のを聞い
て初めて「ああ」とかなったから，何か
全員しっかり準備してやったほうが。調
べれば⾯⽩くなると思うから，全員調べ
たほうがいい。 
 
ｱﾏｸﾎﾞ 
⾃分と同じぐらいの意⾒を持ってる⼈
とか，⾃分と同じぐらいレベルの⼈とか
だと話しやすい 

ﾅｶﾞﾀ 
やっぱ詳しい⼈いるじゃないですか。強い意⾒
を持ってるからやりづらいって感じる。知って
るからこそ，もう確固たるものがあるから，そ
の⼈と割れてるとちょっと，⾃分が間違ってる
のかなとか不安になる。 
 
ｱﾏｸﾎﾞ 
めっちゃ上過ぎても嫌だし下過ぎても何か話
しづらい。ﾐｶﾐくんみたいにすごい知ってる⼈
でも，意⾒を尊重してくれる⼈だったらいいな
とは思うけど，⾃分の意⾒しか持ってないみた
いな⼈はちょっとやりづらい。 

中下位層 

男子 

ｻｶｼﾀ 
相⼿が，どれくらい知識があるか。相⼿
の知識があれば，話し合ってもっといい
⽅向になる 
 
ｻｸﾗｷﾞ 
ｻｶｼﾀ君と同じ 

ｻｶｼﾀ 
相⼿の知識がないと⾃分のこれ以上の意⾒み
たいなのがつながっていかない。 
 
 
ｻｸﾗｷﾞ 
誰も何も⾔わないとか，聞く態度がみられな
いとか。 

中下位層 

女子 

ﾖｺﾊﾏ 
周りの環境，⼈。気が知れている⼈だ
ったらしやすい。⾃分の意⾒じゃなく
て，相⼿の意⾒も予測できるから。事
前準備が結構しっかりしてたほうが議
論しやすい。 
 
ﾔﾏﾉｲ 
そう気が知れている⼈とか，意⾒を強く
ぶつけていい男⼦とかだとめっちゃ⾔
いやすい。事前準備があると全然違う。 

ﾖｺﾊﾏ 
強く⾔うと「そうだよね」ってなっちゃいがち
な⼈。 
本当に，圧のかたまりの⼈とか，ちょっと嫌。 
こっちに共感とかを⾒出してくれない⼈。 
 
 
ﾔﾏﾉｲ 
意⾒がなくて参加できなくなっちゃう⼈。 
相⼿の⾔い分を聞かないで，⾃分の⾔い分⾔
ってるだけの⼈。⼀⽣解決しないじゃないで
すか。 
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表 12  クラス B 「授業中の議論への好悪感情・こだわり」について（回答） 

カテゴリー 議論への好悪感情 議論でのこだわり 

上位層 

男子 

ﾐｶﾐ 議論よりは自分の中で考えていたい 
僕は議論するっていうよりかは，⾃分の
中で考えていたいタイプ。⼤学いって，も
っとレベル⾼いところでの議論は⾯⽩い
かもしれないけど，⾼校という枠内だと
議論の幅も狭くなるから，⾃分で考える
ほうがいい 
 
 
ﾀﾃｲｼ 好きだけど苦手 
好きですけど苦⼿。もともとの性質とし
て，あんま，ワーワー，ガヤガヤ，対⽴
したりするほうじゃないので。⾒たりす
るほうが好き。 

ﾐｶﾐ 
奇襲攻撃です。議論してる相⼿が狼狽してる
のを⾒ると，勝ったわっていう感じになる。 
Aか Bかというとき，Aʻを持ってくる。議論
の着地点が，もともと先⽣に決められてるっ
ていうのが，好きじゃなくて。「そうじゃない
んだよ，前提から疑おうぜ」っていう姿勢が，
⼤事にしてるところ 
 
ﾀﾃｲｼ 
相⼿の話，⼀回，ちゃんと聞いてから，譲れ
なかった分は反論する感じ。 

上位層 

女子 

ﾎﾘｳﾁ クラス単位で発表するのは苦手  
いろんな⼈の話を聞くのは好きだけど，
クラス単位で発表するのは，あんま得意
じゃない。⼈前でしゃべるのがそんな好
きじゃないので，⾃分が発表するってい
うのは嫌。⾃分は発表したくないけどい
ろんな⼈の話し聞くのは，好き。 
 
ﾏﾙﾔﾏ 発表は嫌ではない 
⼈前で発表するのは嫌でもないけど，グ
ループでやってるときに⾃分の意思がな
さすぎて，本当ごめんなさいって思う。⼈
の意⾒の聞いて，「あっ，そういう意⾒も
あるんだ，おー」と⾔って終わることがよ
くある。 

ﾎﾘｳﾁ 
誰かが議論を広げてくれたらいいなと思っ
て，思ったことすぐ⾔う。 
 
 
 
 
 
ﾏﾙﾔﾏ 
とりあえずばんばん⾔ってそしたら絶対分か
ってる⼈がいるので話を聞く。 

中下位層 

男子 

ﾀｼﾛ 好き 
社会問題とかすごい興味があるんで，習
ったことを⽣かして今の社会問題考える
のって，社会貢献してるなって思える。 
 
 
 
ﾓﾁﾂﾞｷ 好き 
聞いてるだけより話したほうがいい。時
間過ぎるの早いから。 

ﾀｼﾛ 
⾃分はなるべく意⾒出すようにしてて。やっ
ぱ意⾒ある⼈も⾔いにくい雰囲気とかなっち
ゃうとあれなんで，まず⾃分から⾔ったほう
がそういう雰囲気をなくすことできるかなと
思う。 
 
ﾓﾁﾂﾞｷ 
主張し過ぎないこと。話し合うってことは，
両⽅の意⾒が⼤体対等っていうか，どっちか
の意⾒が優勢で，どっちかが劣勢ってわけじ
ゃない。あまり⼀つの考え，⼀つの視点を押
し付け過ぎないように，強く主張するってい
う，そういうことはないようにしている。 

中下位層 

女子 

ｱﾀﾞﾁ メンバーによる 
どっちでもない。メンバーによる。⾃分か
らあまり⾔わない⼦の場合は引っ張って
⾔うけど，結構強い意⾒を⾔う⼈がいれ
ば，基本的，⾃分は裏⼿に回る。その⼦に
ついていく。	
 
ｺﾀﾞﾏ 得意じゃないが見るのは好き 
議論はあまり得意じゃない。⾒てる分に
はいいが，⾔わない。	

ｱﾀﾞﾁ 
⾃分が意⾒したことに対して反対の意⾒を持
っている⼈の意⾒を全部否定するんじゃなく
て，それも受け⼊れながら，何か違うんじゃ
ないっていう。	
ﾐｶﾐみたいなことはしない。	
 
ｺﾀﾞﾏ 
いろんな⽴場から物事を考える。 
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表 13  クラス B 「議論しやすい（しづらい）環境」について（回答） 

カテゴリー 議論しやすい環境 議論しづらい環境 

上位層 

男子 

ﾐｶﾐ 
学⼒が同じぐらいの⼈がいいっていう
のはあって，下の⼈だと，考えることの
レベルっていうのが変わってきちゃう
のはあるので，上と上でやったほうが何
かレベルも⾼いし，実のある議論になる
んじゃないかなと思う。 
 
ﾀﾃｲｼ 
お互いやる気あるとき。 

ﾐｶﾐ 
僕の鶴の⼀声でみんながうなずくとき。僕が初
っぱなで核⼼を⾔ってしまって，みんなが，そ
うだよねってなったとき。もう議論の余地がな
いというか，そこで終了なんで。 
 
 
 
ﾀﾃｲｼ 
すごいこっちが考えてきたのに，相⼿が，何も
知らなくてっていうときは。せっかくやったの
にって思う。 

上位層 

女子 

ﾎﾘｳﾁ 
⾃分たちで班組んだら，話しやすかっ
た。だいたい普段⼀緒にいる⼦だったら
考え⽅みたいなのって分かってくる。そ
したら，ここまでは⾔って⼤丈夫とか，
これ⾔っても⼤丈夫と分かるから。 
 
ﾏﾙﾔﾏ 
班のメンバーとかは本当気になんない。
こっちの発⾔に対して反応してくれる
といい。 

ﾎﾘｳﾁ 
あんまりしゃべらない⼈とだと何かどこまで
⾔っていいのかなとか，っていう不安を持つ。
私(ﾎﾘｳﾁ)がいるから⼤丈夫みたいな空気になっ
てるときが，すごいいや。 
 
 
ﾏﾙﾔﾏ 
こっちが⾔って，⾔ってくれたらいいけど，そ
れで終わったときはちょっと。 
議論の時間がもっとあったら，もっと⽩熱した
かもしれないけど，うちのクラスにﾐｶﾐいるじ
ゃないですか，ﾐｶﾐ⼀強化してた気がするんで，
何とも⾔えない。 

中下位層 

男子 

ﾀｼﾛ 
友達同⼠とかだったら結構しやすい。
知識ある⼈がいたほうが議論しやすい
かなって。 
 
ﾓﾁﾂﾞｷ 
（特になし） 

ﾀｼﾛ 
知ってる⼈もある程度いないと。何か知らな
い。あまり関⼼がない⼈同⼠だと，議論も深
まんない。 
 
ﾓﾁﾂﾞｷ 
専⾨的っていうか，その意⾒を結構網羅して
ないと議論しづらいっていうか。⾃分が⾔っ
ても，無知で違うこと⾔ってるっていう可能
性とかあるので，知識がないうちは深く議論
するのはちょっと難しいっていう。 
相⼿が強弁だと議論しづらい。⾔い⽅が強い
感じでくると，ちょっと⾔いづらいっていう
か，⾯倒くさくなっちゃう。 

中下位層 

女子 

ｱﾀﾞﾁ 
役割がグループで分けられててそこで
考えて，グループ同⼠でやるときだった
らやりやすい。 
ﾐｶﾐがいないとき。	
 
 
 
ｺﾀﾞﾏ 
（特になし）	

ｱﾀﾞﾁ 
否定派が強いとき。相⼿側が，圧倒的だなって
いうときは，する気失せる。否定され過ぎると
疲れちゃう。⾃分が知ってることに対してだっ
たら強気でいけるけど，知らないことだったら
あんまり。	
今回みたいに，ﾐｶﾐがいたらもう負け確定って。	
 
ｺﾀﾞﾏ 
いろんな⼈が意⾒⾔ってくれたり，ある程度議
論でも，何かずっと⼀対⼀でやり合ってたりと
かすると，いいかな。⾒てるだけでいいかなっ
て。	
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ﾅｶﾞﾀ  ：あ，でも準備は…… 

聞き手：大変？ 

ﾅｶﾞﾀ  ：みんなするべきです。 

聞き手：ああ，なるほどね。何でそう思う？ 

ﾅｶﾞﾀ  ：やっぱこういうの，私調べてったじゃないですか。 

聞き手：うん。 

ﾅｶﾞﾀ  ：あれは好きで，自分がこういうテーマに興味があったからやったことなんですけど，(…)だから，

何ていうんだろう，やっぱ班のみんなが何か賛成の中でもやっぱりいろんな方面からのやつがな

いとディベートってうまくいかないと思うし。 

聞き手：そうだよね，意見とか。 

ﾅｶﾞﾀ  ：私の場合は，班で私の意見を言って，みんながそれについて調べてやったみたいな感じだったか

ら。他の班のを聞いて初めて「ああ」とかなったから，何か全員しっかり準備してやったほうが。

全然，調べれば面白くなると思うから。 

 

 実際に，クラス Aでは，教師が用意した資料以上に，自分で調べた資料を授業に持ち込

んでる生徒が多くいた。これは，表７の生徒が教室に持ち込んだ新たな情報の 2クラスの

違いからも明らかである。この結果，例えばある生徒は，国家緊急権の危険性についてヒ

トラーの事例のみならず，自ら調べてきた関東大震災の戒厳令をアナロジーとして用い，

日本でも緊急時には個人の権利が奪われてきた具体例を根拠として挙げている。また，ク

ラス Aの他の生徒も「やっぱり授業だけだと，何だろう。知識がまだ浅くて。あんまり⾃
分の意⾒を持つっていうところまでいけなくて」（A・中下位・⼥・ﾖｺﾊﾏ）と述べるよう
に，授業以外での事前準備の重要性を指摘している。 
一方，クラス Bでは，授業内に教師が提示した資料以上の発言はほとんどみられなかっ

た。この事前準備の差が，表６のコーディング結果における「一般的な価値判断」「根

拠・出所」の 2クラスの差異の要因になっていると推察できる。 

 2クラスの生徒はともに，同程度の知識を持つ人とのほうが自分の意見を述べやすく，

議論が深まることを理解していた。しかし，その上で議論が盛り上がったクラス Aは，事

前準備の重要性を認識し，各個人がテーマに対する事前準備をすることで，ある程度テー

マに関してクラス全体が知識を持った状態で議論がスタートしたため，活発な議論が行わ

れたことが推察できる。 

 さらに，質問 2「議論しづらい環境」について検討した結果，2クラスの差異が生まれ

た要因に，議論を行う教室風土が大きく関わっていることが明らかとなった。 

質問 2「議論しづらい環境」についての回答では，先の「同程度の知識を持っていない

人との議論」という回答に加え，「自分の意見ばかり主張し，他者の意見に共感を示さな

い人との議論」という回答が多くみられた。 

例えば，聞き取りでは次のようなやりとりである。 



 28 

聞き手：どういうときやりづらい？ そういう。 

ﾖｺﾊﾏ  ：本当に，何だろう。圧のかたまりの人とか，ちょっと嫌だよね。 

聞き手：誰か。 

ﾖｺﾊﾏ  ：もう人が出てる。 

ﾔﾏﾉｲ  ：もう，もう人が出てる。 

聞き手：誰？ 例えば，例えばじゃあ，何か。 

ﾔﾏﾉｲ ：ﾐｶﾐ？ 

聞き手：ああ，ﾐｶﾐくんですか。(…)なるほどね。 

ﾖｺﾊﾏ  ：論は通っているんだけど。 

ﾔﾏﾉｲ  ：そうそう。 

ﾖｺﾊﾏ  ：こっちに共感とかを見出してくれない。 

ﾔﾏﾉｲ  ：相手の言い分を聞かないで，自分の言い分言ってるだけじゃないですか。一生解決しないじゃな

いですか。 

 

 多くの生徒が議論しづらい環境として，「自分の意見ばかり主張し，他者の意見に共感

を示さない人」といった，相手の意見を聞かず，自分の意見を主張する人との議論を挙げ

ていた。 

ただ，興味深いのは，聞き取りのやりとりにもあるように「自分の意見ばかり主張し，

他者の意見に共感を示さない人」の具体例として，多くの生徒がクラス Bで議論が停滞す

るきっかけの発話者であったﾐｶﾐを挙げていることである。これは，ほかのクラス Aの生

徒も同様であった。 

 

ﾅｶﾞﾀ  ：強い意見を持ってるからやりづらいって感じますね。 

聞き手：ああ，逆にね。 

ﾅｶﾞﾀ  ：そうです。知ってるからこそ，もう確固たるものがあるから，その人と割れてるとちょっと……。

間違ってるのかなとか不安になる，自分が。 

聞き手：不安になる？ 

ﾅｶﾞﾀ  ：知識があるからっていうのあります。 

聞き手：なるほどね。ありがとうございます。ｱﾏｸﾎﾞさんはどう，ﾐｶﾐくん？ 

ｱﾏｸﾎﾞ  ：私もﾐｶﾐくんがいたら正直嫌だかな。（…）何か意見を周りの人……。何かﾐｶﾐくんみたいにすご

い知ってる人でも，意見を尊重してくれる人だったらいいなとは思うんですけど，何か自分の意

見しか持ってないみたいな人はちょっとやりづらいかなって。 

ﾅｶﾞﾀ  ：ああ，そうだね。 

 

 では一方で，クラス Bの生徒はﾐｶﾐの存在をどのように捉えていたのだろうか。以下，

クラス Bの生徒への聞き取りでの回答である。 
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ﾓﾁﾂﾞｷ ：ﾐｶﾐ君は強弁なのはあるんですけど，なんか知識を持ってるんで，あんまり自分のこと言いづらい

なって。それがなんか絶対な感じしちゃうんで，なんか言いづらいって感じ。(…) 

聞き手：めっちゃ知識を持ってる人とか，なんか強い意見言う人がいると，ちょっと自分の意見若干言い

づらかったりする？（…） 

ﾓﾁﾂﾞｷ  ：言い方が強い感じで来ると，ちょっと言いづらいっていうか，面倒くさくなっちゃう。 

 

ﾏﾙﾔﾏ  ：ﾐｶﾐの後には言いたくないって。 

聞き手：何で，何で理由は。 

ﾎﾘｳﾁ  ：理由。ﾐｶﾐも思ったことすぐ口に出すじゃないですか。 

聞き手：言いますね，結構ね。 

ﾎﾘｳﾁ  ：その瞬間に。 

聞き手：強く言いますね。 

ﾎﾘｳﾁ  ：それをやられるとちょっとしんどいです。 

聞き手：何で，何で。いいじゃん言い返していけば。 

ﾎﾘｳﾁ  ：言い返すほどのあれがないんですよ。 

ﾏﾙﾔﾏ  ：ないんです，ないんですよ。 

聞き手：事前の何かﾐｶﾐと戦えるほどのっていう準備も特にないし。 

ﾏﾙﾔﾏ  ：もう，ないんですよ。 

 

 ﾐｶﾐは，学校では中心的な役職をつとめ，成績も常にトップに位置する生徒である。ク

ラス Bでは，そのようなﾐｶﾐの発言が絶対的な発言として受け取られており，ﾐｶﾐに対し反

論しようとする生徒は少ないことが聞き取り内容から分かる。 

 そして，それは成績の高い生徒も低い生徒も同様のことを述べ，ﾐｶﾐよりも定期考査の

得点が高い生徒ですら，ﾐｶﾐの発言を正しいと見做す傾向にあった。このことは，単に成

績が高く知識があるという理由から反論をしないのではなく，ﾐｶﾐの議論のスタンスその

ものに対し，萎縮してしまっているのだと推察できる。 

 では，ﾐｶﾐ本人は，授業内における議論についてどのように考えているのだろうか。次

に発言は，質問 1「議論でのこだわり」についての回答である。 

 

ﾐｶﾐ   ：いや，何か，そういうことが何かあって，Aと Bがてんびんに掛けられたときに，A‘を持ってく

るのが，僕は好きなんで。そこでその議論してる相手が狼狽（ろうばい）してるのを見ると，勝っ

たわっていう感じになります。 

聞き手：なるほどね。何でわざわざ A‘を持ってくるの？ 

ﾐｶﾐ   ：ていうのは，Aか Bかを話してしまったときに，議論の着地点が，もともと先生に決められてる

っていうのが，そんなに好きじゃなくて。いや，そうじゃないんだよ，前提から疑おうぜってい

う姿勢が，僕の中のポリシーというか，大事にしてるところではあります。 
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 ﾐｶﾐは議論の目的を，いかに相手の主張を論破するかに定め，建設的な対話を目指して

いるわけではない。そもそも，クラスの他の生徒ととの議論ではなく，教室内で最も知識

のある存在・教師に対して挑戦している様子が窺える。 

 このことは質問 2「議論しやすい環境（しづらい環境）」についての回答からも分かる。 

 

聞き手：ﾐｶﾐくんは？(議論)しやすいとき。 

ﾐｶﾐ  ：僕は，(…)学力が同じぐらいの人がいいっていうのはあって，やっぱり下の人だと，頑張って考

えてるのは分かるんですけど，考えることのレベルっていうのが変わってきちゃうのはあるので，

やっぱり(…)僕としては，上と上でやったほうが何かレベルも高いし，実のある議論になるんじ

ゃないかなと思います。（…） 

聞き手：（…）ﾐｶﾐくんは(議論しづらいっていうのはどういうとき)？ 

ﾐｶﾐ   ：僕の鶴の一声でみんながうなずくときです。 

聞き手：どういうこと，それは。 

ﾐｶﾐ   ：いや，だから僕が，もう初っぱなで確信を言ってしまって，みんなが，そうだよねってなったと

きは。もう，もう議論の余地がないというか。そこで終了なんで。 

聞き手：終了。停滞しちゃう，もう。 

ﾐｶﾐ   ：そうです。 

 

 クラス Bでは，ﾐｶﾐの主張が絶対的に正しいものとして他の生徒から受けとれられる傾向

にあったことが，ﾐｶﾐへの聞き取りの内容から分かる。これは，クラス Bにおける学力の高

い生徒も同様であり，クラス B 上位層女子のある生徒は，「うちのクラスにﾐｶﾐいるじゃな
いですか，ﾐｶﾐ⼀強化してた気がするんで（…）。」「私も最初どっちでもいい派だったんです
けど，ﾐｶﾐ反対派だから反対派いっとけばいいんじゃない派みたいなそういう⼈がいて。多
分，私も含めて何⼈かそういう⼈が，みんな反対派いっちゃった感じはするんで。」と述べ，

ﾐｶﾐの主張を正しいとみなし，自己の見解を決めたことを明らかにしている。 

また，クラス B下位層女子は，意見を言わない理由について次のように述べている。 

 

聞き手：何でｺﾀﾞﾏさんは，じゃあ，あんまり言わなかったりするの。理由ある，何か。 

ｺﾀﾞﾏ  ：何だろう。 

ｱﾀﾞﾁ  ：自分の意見に不安だからじゃない。 

ｺﾀﾞﾏ  ：それはあるかもしれないね。 

聞き手：あんまり，あえて言わなくてもいいかなって。 

ｱﾀﾞﾁ  ：言った後で否定されるのが怖いよね。 

聞き手：それ嫌なんだね。 

ｱﾀﾞﾁ  ：ﾐｶﾐがすごいから。 
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知識のある者からの反論を恐れ，知識のない者は議論に参加できないような教室風土が

築かれていたのが，クラス Bであった。このような教室風土が築かれていたため，知識の

ある（とみなされている）ﾐｶﾐの発言をきっかけに，クラス Bの多くの生徒は自分の意見

を放棄してしまい，議論が停滞してしまったことが窺える。 

 では，授業の終わりまで議論が盛り上がったクラス Aは，どのような教室⾵⼟が築かれ
ていたのだろうか。まずクラス Bの⽣徒同様，クラス Aの⽣徒もﾐｶﾐの議論に対するスタ
ンスでは，建設的な対話を⽣まれないことを指摘していた。そのため，相⼿を論破するこ
とを⽬的とする議論に対するスタンスに対しては批判的であり，ある意味，反⾯教師とし
ていた。 
 その上で，クラス Aの⽣徒たちは，議論の⽬的を，⾃分の主張を相対化すること・⾃分
及び他者を含めたクラス全体の⾒解を⾼めることに重きをおく傾向にあった。例えば，質
問 1「議論への好悪感情」について，クラス Aの⽣徒は以下のように述べた。 
 
ﾀｶﾊﾗ ：やっぱり，今の現代社会って SNSが普及したことによって，YouTubeとか，アメリカはないんです

けど，TikTokとかで，やっぱりその片方の意見しか流れてこなかったりするじゃないですか。一

辺倒な意見とか。で，それによって，一種の洗脳みたいなされ方で。（…）本当に，その過激なこ

とを正しいと思って言ってる生徒も，生徒っていうか，友だちもいる中で，自分も，もしくは，な

ってしまったり危険があったりするときに，他の人の意見が聞けるっていうところで，議論する

ってのはいいですね。やはり。 

 
 また，クラス Aのほかの生徒は，質問 1「議論へのこだわり」について，次のように述

べていた。 

 

ﾖｺﾊﾏ  ：やっぱり自分で立論したら，その意見を曲げずに。相手の穴を突いたり，自分の穴をちょっとふ

さいでたり。そういう自分の意見を強化できるような感じの。罵倒するじゃなくて，自分の論を

強化するっていうほうに結構重点を置いているかもです。 

聞き手：なるほどね。自分の論の欠点とかもしっかり埋めながら，っていうことね。（…）ﾔﾏﾉｲさんどうで

すか。 

ﾔﾏﾉｲ  ：私は互いに納得できるまで話し合う感じ。お互いの意見って，何か違うところがあるじゃないで

すか。それを，何かもう，「ああ，相手はこういう風に思っているんだったらこうなんだな」って

いう完全に理解するところまで話し合いたいっていう感じですね。ただ相手の意見を言われて「あ

あ，そうだな。じゃあそうじゃない？」みたいな感じじゃなくって「そうだけれども，こっちがこ

うだからこうなんじゃない？」っていう議論を延々と続けていきたい。 

聞き手 ：なるほどね。 

ﾖｺﾊﾏ  ：たぶん何か(…)，議論の種類にもよるんじゃないかな。勝ち負けが付くんだったらもちろん自分

で説得したいし。自分たちで妥協点を作れるんだったら，そこに私は妥協点作りたい。 
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 クラス Aの生徒たちは，議論を通してお互いに納得いくまで話し合い，自分および他者

を含めたクラス全体の見解を深めることを目的に議論をおこなっていた。そして，そのた

めには，他者の主張に対して傾聴し，自己の見解の相対化を図ることが意識されていた。 

 これは「みんな違ってみんな良い」といった見解の相対主義を目指すのでもなく，誰も

が納得できるような完全な合意形成を目指しているわけでもない。議論は多様な意見に開

かれながらも，相対主義に陥らないよう互いの見解を主張し合い，完全な合意形成ではな

く，自分および他者の見解を磨くことが目的とされていた。 

クラス Aでは，クラス全体として自分と他者の見解を高めるために議論が行われ，互恵

的で協働的な対話空間としての教室風土が，築かれていたことが分かる。生徒たちは，そ

のような教室風土のほうが，より建設的な議論を行うことができることを，クラス Bの状

況から反面教師として学んでいた。 

 

（３）2クラスに議論の質的・量的違いが生じた要因 

授業中の発話記録および聞き取り記録をもとに，2クラスの差異が生じた要因を検討した

結果，①生徒による事前準備の差，②議論をおこなう教室風土，の 2 つの要因が抽出され

た。 

2クラスともに，議論を行う上で同程度の知識を持っている人とのほうが議論しやすいこ

とを指摘していたが，それに加えクラス Aでは事前準備の重要性についても認識していた。

それゆえ授業内では，教師が準備した資料以上の発話がみられ，議論が活発に行われた。そ

のため，ハーバード法理学アプローチにもとづく議論学習では，その前提条件として生徒に

よる事前準備が，その学習効果に大きな影響をあたえる可能性があることが明らかとなっ

た。 

加えて，2クラスの議論の質的・量的違いには，議論をおこなう教室風土が大きな影響を

及ぼしていた。 

クラス Aの生徒たちは，クラス Bの状況を反面教師としてすることによって，弱いなが

らもお互いの意見を尊重（ケアリング）し合い，とはいえ相対主義（「みんな違ってみん

な良い」）に陥ることなく，議論を自分及び他者の見解を磨く手段として位置づけてい

た。妥協案が作れるのであれば考えるが，しかし，完全な合意形成を求めるのではなく，

あくまでクラス全体の見解を高めることを議論の目的とし，常に多様な意見に開かれた議

論を続けていくことの重要性を理解していた。 

つまり，クラス全体として議論・見解の深まりを求め，互いの意見を傾聴し，主張し合

う共和主義的な教室風土であったからこそ，クラス Aは授業終盤まで議論が盛り上がった

のである。そして，そのようなクラス環境のほうが，学習としてより高いパフォーマンス

があることが理解しており，そのために知らないことに関しては事前に調べておくという

事前準備の重要性を認識していたのだとわかる。 

  一方でクラス Bでは，共和主義的な教室風土が築かれたクラス Aとは異なり，自由主
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義（リベラリズム）的な教室風土が築かれていた。国家・政治権力からの権利侵害を監視

し，批判的に異議申し立てを行う自由主義（リベラリズム）は，そのために自主的・自立

的に価値判断のできる“強い個人”を求める。そのような“強い個人”を体現していたの

が，学力も高く主張も強いﾐｶﾐの存在であり，ﾐｶﾐのスタンス（「向かってこい，論破して

やる」）が，学力が高く学校の中心的な役職を担っているということからもクラス Bのル

ールと化していた。そのため多くの生徒は，知識があり主張も強いﾐｶﾐに対し反論を試み

ようとせず，「ﾐｶﾐがいたら負け確定やん」と意見を放棄する環境にあった。そして，ﾐｶﾐ

自身も，ほかの生徒の意見に対して無関心であり，教室内でもっとも知識のある存在であ

る教師に対して議論をしかける傾向にあった。 

 つまり，議論の目的が，クラス全体として互いの見解を深めることにあったのではな

く，あくまで相手の主張をいかに論破するかにあったのが，クラス Bであった。そのた

め，そのような自由主義（リベラリズム）的な教室風土では，他者からの論破を恐れるあ

まり自己の見解を主張せず，知識を持っている（とみなされた）生徒の発言に無批判に同

意するという事態が生じたのである。知識がある人が発言をしてくれるという前提があっ

たからこそ，事前準備の重要性に対する認識もあまりなかった。結果，議論の作法を学ぶ

という面から見ても，論争問題を多面的多角的に考えるという面から見ても，そして単純

に教室内の情報の量と質という面から見ても，クラスＢはクラスＡに劣ることになり，そ

れはﾐｶﾐを含むクラスＢの生徒全体に不利益をもたらすものだった24。 

 このようにハーバード法理学アプローチにもとづく議論学習の成否は，教室風土に大き

な影響を受けやすい可能性が高いことが明らかとなった。すなわち，他者の意見を傾聴

し，多様な見解に開かれた多元主義的民主主義を目指した，いわゆる共和主義的な教室風

土では，議論は深まり学習効果が高くなり，一方で，他者の見解を論破することを目的と

し，自主的・自立的な価値判断を行える“強い個人”が目指された，いわゆる自由主義

（リベラリズム）的な教室風土では，結果として知識のあるものだけが議論に参加できる

こととなり，学習効果が低くなる可能性があるのである。 

 

６．おわりに -今後の憲法学習への示唆- 

 本研究では，ハーバード法理学アプローチにもとづく憲法学習の開発・実践・分析を行っ

た。憲法学習は，国家の行為や法律の違憲性をめぐる事例を扱っていかなければ，立憲主義

の実質的な理解をもたらす憲法学習になり得ない。それに加え，教育内容（教材）のみを検

討するだけではなく，その教育方法や学習環境づくりについても考えていく必要があるこ

とを，本研究では示唆している。この学習環境づくりを議論から外してしまうことで，どん

なに良い学習プログラムでも，その効果は教師が望むような結果にならず，むしろ逆効果と

なる恐れも孕んでいる。 

 ハーバード社会科から，定義的知識の理解に留まる“形式的な立憲主義憲法学習”から，

違憲性の高い事例を検討し議論するスキルを育む“実質的な立憲主義憲法学習”への重要な
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示唆が示された。ハーバード社会科は，立憲主義教育という側面をもつ学習プログラムであ

り，国家権力に対抗する“強い個人”の育成を目指している。違憲性の問われるような具体

的な事例を扱い，その事例の価値対立の構造を議論させる学習となっているため，立憲主義

の実質的な理解をもたらす憲法学習として応用が可能である。 

 しかし，興味深いのは，国家権力に対抗する“強い個人”の育成というハーバード社会科

の学習原理を教室風土にまで求めてしまうと，“強い個人”とそれになりきれない“弱い個

人”の間で分断が生じ，結果として議論が停滞してしまい，学習効果として“強い個人”の

育成に寄与しない可能性あるということである。まさに，クラス Bはそのような教室風土に

あった。ハーバード社会科は，国家権力に対抗する“強い個人”の育成という，いわゆる自

由主義(リベラリズム)に近い学習原理を内包しているが，しかし授業を行う教室風土は，共

和主義であることが望ましいのかもれない。共和主義的な教室風土が構築されることで，ク

ラス A のように誰もが議論に参加できる空間(公共圏)が生まれ，国家権力に対抗する可能

性をクラスのメンバー誰もが持つことが可能となっていた。 

 憲法学習の文脈に照らして言えば，立憲主義という国家権力に対抗する“強い個人”を育

成する姿勢は，教室風土づくりにまで拡大させる必要はない。むしろ，弱いながらもお互い

の意見を尊重（ケアリング）し合う公共圏としての共和主義的な教室風土のほうが，学習効

果として立憲主義を担う市民の育成に貢献する可能性があることが明らかとなった。 

 本研究では，単元開発のみながらず，その実践・評価・省察を実施する一貫したカリキュ

ラム研究を行い，その結果，学習の成果は，学校の置かれた地域やクラスの教室風土，それ

らを構成する子ども同士の関係など，子どもたちの社会的文脈によって大きな影響を受け

ることが明らかとなった。このような研究は法関連教育では，あまり多くない。その意味で，

憲法学習はじめ法教育における計画→実践→評価・省察の一貫したカリキュラム研究の充

実が，今後さらに求められるだろう。 
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2 ⻑瀬拓也・杉浦真理・奥野浩之・渡辺暁彦・松村靖⾏編著『ここから始める「憲法学
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功太郎編著『⽇本の⾼校⽣に対する法教育改⾰の⽅向性-⽇本の⾼校⽣ 2000⼈の調査
を踏まえて』⾵間書房，2020 年を参照のこと。 

5 渡部は，学校現場の憲法学習が⽴憲主義の理念や定義についての説明に留まっているこ
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主義そのものへの理解が及んでいないことを指摘している。（渡部⻯也「訳者解説」ド
ナルド・オリバー&ジュームス・シェーバー著(渡部⻯也・溝⼝和宏・橋本康弘・三浦
朋⼦・中原朋⽣訳)『ハーバード法理学アプローチ-⾼校⽣に論争問題を教える-』東信
堂，2019年，465-466⾴ / ⻑瀬拓也他編著，『ここから始める「憲法学習」の授
業』，3⾴） 

6 橋本康弘ら編著『⽇本の⾼校⽣に対する法教育改⾰の⽅向性』⾵間書房，2020 年，ⅰ⾴ 
7 佐藤は，教室における授業という営みが，教室の外の問題（現代という時代の社会と⽂
化の縮図）と教室の中の問題（⼈間関係や⼦どもの経験）との連続性で成⽴してい
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学「教室のディレンマ-⽣成の構造」佐藤学編著『教室という場所』国⼟社，1995
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年，15-43⾴） 

8 その点において，橋本らは質問紙調査を通して「⾼校⽣の法認識の実態」を明らかに
し，「法知識と法意⾒に論理的⽭盾」がある「黙秘権」「⾃⽩強要権」について授業開
発・実践・分析・評価をおこなっており，⼦どもの実態を踏まえた先駆的研究といえ
る。しかし，授業の分析・評価は，プレ・ポストテストから⽣徒の認識変容を明らか
にするに留まり，その授業の成否がどのような要素から⽣じたのか，授業過程を検討
したエビデンスに基づく議論はなされていない。そのため，授業内における⽣徒の学
びの来歴はブラックボックスとされている。（橋本康弘ら編著『⽇本の⾼校⽣に対する
法教育改⾰の⽅向性』⾵間書房，2020 年） 

9 “ハーバード社会科”は，「ハーバード社会科プロジェクト(Harvard Social Studies 
Project)」に関連する理論書・教科書の総称であり，ドナルド・オリバー&ジューム
ス・シェーバー著(渡部⻯也・溝⼝和宏・橋本康弘・三浦朋⼦・中原朋⽣訳)『ハーバ
ード法理学アプローチ-⾼校⽣に論争問題を教える-(Teaching Public Issues in the High 
School )』東信堂，2019年(原著は 1966年)およびドナルド・オリバー＆ジェームス・
シェーバー著『公的論争問題シリーズ(Public Issues Series )』American Education 
Publication，1968-1971 年を指す。 

10 従来までのプラグマティストによる社会問題学習（M. P. Hunt & L. E. Metcalf，
Teaching High School Social Studies：Problem in Reflective Thinking and Social 
Understanding，2nd editon, Harper & Row Publishers, 1968）とオリバーらのハーバー
ド社会科の違いについては，渡部の説明を参照されたい。（渡部⻯也著『主権者教育
論』春⾵社，2019年，400-430⾴） 

11 このことは，近年⽶国での論争問題学習に関する調査研究において，その調査対象の教
師が，ハーバード社会科に基づくカリキュラムを実践していることからも分かる。例
えば，Jada Kohlmeier and John Saye, Exanimating the relationship between teachersʼ 
discussion and their studentsʼ reasoning. Theory and Research in Social Education, Vol. 
47, No.2, 2019. やダイアナ・ヘス著（渡部⻯也・岩崎圭裕・井上昌善訳）『教室にお
ける政治的中⽴性-論争問題を扱うために-』春⾵社，2021 年（原著は 2009年）な
ど。 

12 ⽇本においてハーバード社会科がどのように研究されてきたか分かるものに⼭⽥の研究
が挙げられる。⼭⽥は，⽇本のアメリカ社会科に関する研究の史的展開をとらえるた
め，ハーバード社会科に関する⽂献を対象に分析し，その研究傾向の質的変化を明ら
かにしている。⽇本でのハーバード社会科に関する研究が，ハーバード社会科⾃体の
特質を明らかにする「対象」としての研究から，研究者の問題意識から新たな社会科
教育論を提起する「事例」としての研究へと，研究傾向がゆるやかにシフトしている
ことが指摘されている。（⼭⽥秀和「アメリカの社会科は⽇本でどのように研究されて
きたか-『社会科研究』を中⼼に学術研究としての条件を探る-」『社会科教育論叢』第
50集，2017年，19-28⾴） 

13 渡部⻯也「社会問題科としての社会科」『新社会科教育学ハンドブック』明治図書，
2012 年，93-101⾴／渡部⻯也著『アメリカ社会科における価値学習の展開と構造』，
2015 年 

14 「1930 年代ドイツの状況とヒトラーの独裁化」に関する授業の作成にあたっては，以
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下の⽂献を参考にした。 

・池内紀著『ヒトラーの時代-ドイツ国⺠はなぜ独裁者に熱狂したのか』中公新書，
2019年 

・⽯⽥勇治著『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社，2015 年 
・林健太郎著『ワイマル共和国-ヒトラーを出現させたもの』中公新書，1963年 
・ベンジャミン・カーター・ヘット著(寺⻄のぶ⼦訳)『ドイツ⼈はなぜヒトラーを選ん

だのか-⺠主主義が死ぬ⽇』亜紀書房，2020 年 
15 「緊急事態条項」（国家緊急権）に関する授業の作成にあたっては，以下の⽂献を参考

にした。 
・伊藤哲男・岡⽥邦宏・⼩坂実著『これがわれらの憲法改正提案だ-護憲派よ，それでも

憲法改正に反対か？-』⽇本政策研究センター，2017年 
・岡⽥⼤助「東⽇本⼤震災と国家緊急権」『社学研論集』vol.18，2011 年，316-323⾴ 
・永井幸寿著『憲法に緊急事態条項は必要か』岩波ブックレット，2016年 
・橋⽖⼤三郎著『国家緊急権』NHKBOOKS，2014 年 
・⻑⾕部恭男・⽯⽥勇治著『ナチスの「⼿⼝」と緊急事態条項』集英社，2017年 

16 ハーバード法理学アプローチにもとづく授業を，憲法について直接扱う公⺠系科⽬では
なく，あえてなぜ歴史系科⽬で構想・実践したのかという疑問を持たれるかもしれな
い。そのため，ハーバード法理学アプローチを歴史系科⽬で構想・実践する意義を，
ここで明確にしておきたい。そもそもハーバード社会科は，社会科歴史⽤のカリキュ
ラムとして構成されており，その内容編成は，「問題-主題アプローチ」と「歴史的危
機アプローチ」に区分される。「問題-主題アプローチ」とは，あるトピック・テーマ
（例えば，労働問題や宗教の⾃由，プライバシーの権利など）を中⼼とし，そのテー
マに関する過去から現在までの論争問題を分析・吟味するアプローチである。⼀⽅，
「歴史的危機アプローチ」とは，それまでの⺠主主義体制が⼤きく変化するような歴
史的事件(例えば，アメリカ独⽴戦争やニューディール政策など)を中⼼とし，その事
件やその事件に類似する事例を分析・吟味するアプローチである。具体的な歴史的事
件に絞っている分，「歴史的危機アプローチ」のほうが，より歴史カリキュラムとして
⾊濃いものとなっている。オリバーらは，具体的な歴史的事件に焦点を当てる「歴史
的アプローチ」を⽤いる理由を次の 2 点から説明している。第⼀に，歴史事象は，現
在の社会事象と直接的・間接的な因果関係をもたらしており，歴史的事件に焦点を当
てることで，現在の社会的な論争問題の来歴を知ることにつながるからである。第⼆
に，歴史的事件や類似する歴史的状況を分析することで，「歴史の教訓」と呼ばれるよ
うな⼀般的な原理を導くことできるからである。 “歴史”というコンテンツには，現代
の論争問題と価値対⽴の構造が類似する事象が数多く含まれている。そのため“歴史”
のコンテンツをアナロジー（類似事例）として⽤いることで，⼦どもの価値基準に揺
さぶりをかけ，過去と現代を貫く⼀般的・普遍的な価値基準を導き出すことが可能と
なる。そのため，数多くのアナロジーをコンテンツとして含む歴史系科⽬，特に世界
の幅広い歴史的事象を取り扱う世界史という科⽬だからこそ，ハーバード法理学アプ
ローチにもとづく授業を構想・実践する意義があると考える。なお，ここで注意すべ
きは，類似する歴史事象（アナロジー）の検討から導かれた⼀般的な価値基準（「歴史
の教訓」）は，常に絶対的なものではないということである。ここでの価値基準は，常
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に批判と再検証に晒され続け，永遠に問い続けられねばならないものである。ゆえに
オリバーはこれを「永続的論争問題（Persisting Questions）」と呼んだ。(ドナルド・
オリバー&ジェームス・シェーバー著『ハーバード法理学アプローチ』，196-197⾴) 

17 なお，本研究で⽣徒の⽒名にアルファベットなどの記号・略号を⽤いなかったのは，そ
の発話者の⼈格や個性，志向性などのパーソナリティを，より明確にしたかったから
である。藤江が指摘するように，「⼈間の相互作⽤とは，匿名の個⼈間または個⼈と集
団の間で⾏われるものではなく，具体的な呼称を備えた，⼈格と個性と主体性をもつ
⼈間同⼠の⾏為であるからである」。この⼈格・個性による⽣徒間の関係性が実践に⼤
きな影響を与えていたため，本研究では著者が作成した苗字を割り振った。(藤江康彦
「教室談話の成⽴機制に関する社会⽂化的研究-発話運⽤の柔軟性をめぐって-」広島
⼤学博⼠論⽂，2000 年，35⾴) 

18 藤江康彦「⼩学校社会科授業における教師の発話⽣成の意味：⼩ 5「⽇本の⽔産業」に
おける教師の説話的な語りと教師の願いに着⽬して」『関⻄⼤学⽂学論集』第 56巻 第
2号，2006年，53-73⾴ 

19 SIAT No.1-No.4 の詳細については，棚橋の研究を参照されたい。また，SIAT No.4 の
具体的な分析は，井上がおこなっている。(棚橋健治「ハーバード社会科・社会的論争
問題分析テストの学習評価論-問題場⾯テストによる社会科学習評価への⽰唆」『社会
科教育研究』No.69，1993年，45-55⾴/棚橋健治『アメリカ社会科学習評価研究の史
的展開-学習評価にみる社会科の理念実現過程-』⾵間書房，2002 年/井上菜穂「⽬標
到達度を明確にした態度評価法-ハーバード社会科の社会的論争問題分析テスト SIAT
を題材に-」『社会科研究』第 57号，2002 年，51-60⾴) 

20 ドナルド・オリバー&ジェームス・シェーバー著『ハーバード法理学アプローチ』，294-
295⾴ 

21 南博⽂「事例研究における厳密性と妥当性：鯨岡論⽂（1991）を受けて」『発達⼼理学
研究』第 2号，1991 年，46-47⾴ 

22 松尾剛・丸野俊⼀「⼦どもが主体的に考え，学び合う授業を熟練教師はいかに実現して
いるか−話し合いを⽀えるグラウンド・ルールの共有過程の分析を通じて−」『教育⼼
理学研究』第 55号，2007年，93-105⾴ 

23 (1)-(5)が価値づけられる理由をオリバーらは，以下のように説明している。 
「（1）⼀般的な価値判断と⼀般的な法的主張 

これらは，⽣徒が事例についてより抽象的かつ⼀般的な次元で扱っていくことを指
し⽰すという理由から価値づけられる。 

（2）具体的な事実主張と根拠・出所 
 これらは，より⼀般的な主張を擁護するのに適した⽅法であるという理由から価値

づけられる。 
（3）定義的主張 
 これは，主張での様々な⽴ち位置により正確さをもたらしたり，正確さを要求した

りする傾向にあるという理由から価値づけられる。 
（4）事例 

これは定義上，たくさんの類似した事例を踏まえ，個⼈が⾃らの⽴場に反した判断
を下す時点について明るみに出そうとする⼀つの試みであるという理由から価値
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づけられる。 

（5）妥当性（関連性） 
  これは，⽣徒が個別の発⾔と主張全体を構成するより⼤きな断⾯の幾つかとの関係

性について取り扱っていこうとしていることを指し⽰すという理由から価値づけら
れる。」 

（ドナルド・オリバー&ジェームス・シェーバー著『ハーバード法理学アプローチ』，
303-304⾴） 

24 ⼦ども同⼠の関係性が議論に⼤きな影響を及ぼすことは，ジェームズ・コーベ・ザオの
研究からも明らかにされている。ジェームズらは，議論に参加する⼦ども同⼠の関係
性を“信頼（Trust）”という概念でまとめている。クラスの仲間を信頼している⼦ども
たちは，学習のために必要なリスクを取る可能性が⾼く，合意に向けて積極的に発⾔
する⼀⽅，仲間や教室内の社会的ヒエラルキーを信頼していない⼦どもたちは，⾃⼰
防衛のために発⾔を控えたり，協調性のない⽅法で議論に参加する傾向にあることが
明らかにされている。本研究でいえば，クラス Aは，仲間同⼠の“信頼”が構築されて
いたため積極的な議論への参加が促されたが，クラス Bは，ﾐｶﾐを含め仲間への“信頼”
が構築されていなかったため，他者からの批判に対する恐れが⽣じ，それが議論への
参加を妨げたのだと解釈できる。ただ，ジェームズらの研究で興味深いのは，あくま
で“信頼”であって，“友情”ではないということである。ここでの“信頼”は「ポリティカ
ル・フレンドシップ」を意味し，⺠主主義の⼀員として相互依存関係を認識し，互恵
性を志向する概念である。“友情”は，仲間の⾒解を批判することを躊躇させるかもし
れないが，“信頼”は，互いの⾒解の相互批判を促すものであり，その意味で，クラス
Aは，“友情”ではなく，“信頼”にもとづく教室⾵⼟だったといえるだろう。（Jennifer 
Hauver James, Jessica F. Kobe, and Xiaoying Zhao (2017). Examining the Role of Trust 
in Shaping Childrenʼs Approaches to Peer Dialogue, Teachers College Records, 
Vol.119./ Jennifer Hauver, Xiaoying Zhao, and Jessica F. Kobe. (2017) Performance as 
Pedagogy: Childrenʼs Trust and the Negotiation of Subjectivities in the Context of 
Deliberative Dialogue. Theory and Research in Social Education, Vol.45, No.3.） 
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