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憲法教育の課題と方法についての一考察�

【要旨】本稿の目的は，憲法教育のあり方を問い直し，方法の一端を示すことにある。まず，憲

法教育を「憲法の教育」とおき，その目的を「子どもが憲法的価値を獲得し，生活を切り拓く力

の育成」とし，憲法の平和主義をとりあげて内容・方法を考えた。憲法学における平和主義に関

する学説の一部と教育実践から，憲法学において諸説ある問題は子どもでも意見に分かれ，討論

を経ても必ずしも共通意見を得られぬこと，人権の問題，すなわち平和的生存権の考え方に着目

したとき，学説や憲法学における見解よりも平和的生存権が問題となった諸事実こそが子どもた

ちに着目されることを指摘した。これから，憲法教育の教育内容を「憲法的価値およびその諸関係」

とし，教材を「憲法的価値を獲得するための憲法問題にかかわる諸事実とそれをもとにした課題

の系列」とした。「憲法問題にかかわる諸事実」には，歴史的社会的に「生活」と憲法とのかか

わりが含まれる必要があり，平和的生存権に関連する憲法問題とりあげ，その発端となった生活

上の問題のいくつかを列挙した。さらに恵庭事件を例に教材の具体的構成の概要の一端を示した。�

【キーワード】憲法教育，平和的生存権，生活，教育内容，教材�

Ｒｉｎｎｅ ＭＡＥＤＡ�

前　田　輪　音＊�

Ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄｓ ｏｆ ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ ｅｄｕｃａｔｉｏｎ�

はじめに�

　１９４７年の「社会科」誕生以来現在に至るまで，憲法は，小学校から高校までのいわゆる社

会科（および現在の高校では「公民科」）を中心に取り扱われてきている。それらを一通り

経てきた大学生が振り返るとき，「憲法何条にはこのように書い（て）あるという説明や解

釈だけであり，自分たちの生活や国民生活とは何の関係もない暗記科目と思っていた」が，

大学で憲法を学んではじめてそれが身近で国民生活に重大な関連をもつこと・現在と将来の

運命を決するほどに重大なものであることを知り，そこにある価値の闘争の歴史（特に戦後史）

をはじめて考えるようになったという１。これは１９７５年当時の学生の様子である。その後さ

らに３０年弱を経た２００３年時点でも，大学１年生に新聞記事から憲法問題を探し出し要約・

討論・報告書作成という課題を出したところ，それらを経てはじめて憲法問題が「身近にあ

ふれている」ことに気づき，「憲法を利用して自分を守ることは憲法を深く理解しないとい

けない，難しいものなのだと感じるようになった」と述べる２。�

　「条文の説明や解釈だけ」の憲法教育は，「憲法条文中心主義教育」（播磨信義（憲法学））３

などとよばれるが，これら学生の言葉の断片から，それまで受けてきた憲法教育は，憲法と

自分自身との関連が意識されず，自分のためのものとして憲法を受け止められなかったこと
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が推察できる。�

　教育界では，戦後，憲法を生活に生かす必要性については，多様な教科や単元に示した１９４７

年版学習指導要領からはじまり，決して多くの継続的な主張ではないにせよ，「社会諸科学

の成果」を取り入れ生活と結びつけること（船山謙次），「憲法を生活にくぐりぬけさせる

こと」（今橋盛勝）などの問題提起がみられるが，一部の優れた教育実践４を除けば，冒頭に

あげた学生の言葉から，条文中心主義教育はなお健在であることがうかがえる。�

　憲法の平和主義は，本来は生活（そのもとになる命）と密接に関連する重要な原理だ。た

とえば，戦時下にあっては，教育を受ける権利も思想・心情・表現の自由も限定付保障ある

いは全く保障されなくなり，さらには人権の根源とも言うべき生命も脅かされるものとなる

ことは，歴史が物語っている。であるにもかかわらず，平和主義の問題は政策の問題として

のみとらえられ，自分にとっての意義を感じない子どもは多い。�

　筆者はすでに，戦後の中学校教科書記述の分析，教育実践の分析，そして恵庭事件を素材

にした憲法教育の授業プログラムの実践報告および改訂の報告を行なってきた５。本稿では平

和主義をどう教えるかを考えながら，憲法教育のあり方をあらためて問い直したい。�

�

�
１　教授学における一方法より�

　高村泰雄をはじめ北海道大学教授学研究グループは，仮説実験授業の「授業書」の特質を
教授学的に意味づける中で，授業のあり方の諸点について問題提起した。たとえば，「授業

の目標」を「現代科学の基本的な概念や法則を教えること」とし，「現代科学の構造が，現

代科学のもっとも一般的・基本的な概念や法則の体系として正確に射影され，さしあたり教

育内容の構造を形成する」６と，自然科学の成果を教育に取り入れる方法を検討した。仮説実

験授業とは，「問題・予想（仮説）・討論・実験」という単位の授業を提案書を用いて一定程

度反復することにより，クラス全員が「科学上の最も基本的な概念や原理的な法則」を習得

することを目指す。主に理科教育において優れた授業書が作成されてきている。�

　では，憲法教育は，いかなる目的・内容・方法が考えられるか。�

�

�
２　憲法教育とは何か�

　まず，本稿での憲法教育の定義を「憲法の教育」とおく。ここでいう「憲法」とは，近代

を発端に，人民が長年にわたる君主等の権力からの圧政に抗し，自らの生活の安定・向上の

ために権力の抑制とそれによる人権保障を目的に人民により制定され，現在にいたるまで世

界の国々にみられるものである。憲法は，たとえば「人間は歴史的・社会的存在として自己

を形成する」（須田勝彦）という規定７からみて，歴史的・社会的存在としての人間の自己形

成の表れのひとつであり，憲法の誕生は人類史上，重要な発展の一部分として位置づけられる。

そこには，各国の歴史的社会的背景や特長も含まれている。日本国憲法もその一つである。�

　憲法は複数の国々に存在するが，日本の学校教育では主たる素材は日本国憲法としてよい

だろう。直接関係する憲法は日本国憲法だからである。もちろんそこには近代憲法としての

特質も含まれ，日本の歴史や社会を背景にした歴史的・社会的特質をも内包しており，人々

の生活と密接に個別具体的に関連した歩みが内包されている。何より，そこには，子どもた
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ちの生活にとって重要な「平和主義」がかかげられているのである。�

�

�
３　憲法教育の目的�

　星野安三郎（憲法学）は，憲法教育の目的を「すべての国民が，人権・主権・平和などの
憲法的価値を身につけ，これらの価値を自主的・主体的・民主的に実現できる能力の育成」８

とする。「すべての国民」すなわち，「家庭・学校・職場・社会という全生活領域において」，

「生涯にわたって追及されるべきもの」であり，「その意味において，すべての教育は，憲

法教育にあるといっても過言ではない」と述べる。�

　星野の論について若干の検討を行うと，まず学校教育における憲法教育の主体「すべての

国民」はおのずから「子ども」に置きかえられる。「人権・主権・平和などの憲法的価値を

身につける」から「人権・主権・平和」が主たる「教育内容」と位置付けられているといえる。

それらは，日本国憲法の三原則といわれる「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」と置

き換えてもよい。憲法の根幹となる原則を主たる教育内容とすることは，「一般的・基本的

な概念や法則」（高村）を「教育内容」とすることに通じるものがある。ただし「憲法的価値」

が高村の言う「一般的・基本的な概念や法則」なのかどうかは留保しておく。「身につけ」「実

現できる能力の育成」が何を意味するのかという課題は残るが，学校教育の範囲ではさしあ

たり「獲得する」または「生活を切り拓く」と言い換えてよいだろう。それらを通して，社

会のあり方を構想することにつながっていくはずである。�

　そもそも憲法の実現は，政府にまかせるのではなく，「国民の不断の努力による」もので

あり，憲法教育もまたその一部分なのである。特に，「実現できる能力の育成」という言葉

からは「主権者の育成」を連想する。陶冶（憲法の知識の教授）と訓育（憲法の活用の力の

育成）という分かちがたい２領域を有する教育の重要な特質が見出され，教育全体の目的と

もいえる。が，主に陶冶の面として「主権」やそれに関連する重要な概念を直接的にその内

容とする憲法教育は，訓育の面として，他の教科や領域と比して「主権者の育成」はより直

接的な目的となる。星野の目的は，憲法教育の立場から考えた「主権者の育成」の具体的な

形ともいえよう。�

　以上の星野の有効な部分を生かし，本稿では，「子どもが憲法的価値を獲得し，生活を切

り拓く力の育成」と措定する。憲法的価値とは何か，何をもって獲得したことになるのか，

などは，内容・方法上の課題として具体的提案を行なうことで代えられると考える。�

�

�
４　憲法教育の教育内容構成のあり方－平和主義をめぐる学説と教育実践から�

　「憲法的価値を獲得し，生活を切り拓く力の育成」にはどのような教育内容・方法が必要か。�

�

４－１　学説から�

　憲法教育にとって高村がいう「現代科学」に相当するであろうもののひとつは憲法学である。

憲法学では平和主義の問題は多様な側面から研究されてきているが，そのうち政策と人権の

問題に着目する。�

　前者の政策の問題としてもっとも顕著と思われるものは，憲法第９条からみた自衛隊の問
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題であり，解釈上、大別して自衛隊合憲説と違憲説がある。また，戦争放棄のありかたにつ

いては，第９条の第１項で戦争を全面放棄しているという説，第１項では侵略戦争のみを放

棄しているが第２項で戦力を保持しないことを決めているから結果的に戦争ができないので

２項あわせてはじめて戦争を全面放棄している，一部の戦争は放棄していない，などの説で

ある。�

　後者の人権の問題は「平和的生存権」と呼ばれ，１９６２年の星野安三郎による提唱以来，学

界と裁判，そして市民運動を通して発展してきている。�

　憲法学界においては，浦部法穂（『憲法学教室』日本評論社２００７）や小林武（『平和的生

存権の弁証』日本評論社２００６）らの整理によると，深瀬忠一，星野安三郎，久田栄正，高柳

信一，浦部法穂，山内敏弘，浦田一郎，浦田賢治，小林武らの説がある。根拠とする条文は，

前文第２段，９条，１３条，第３章（基本的人権）全体など，多岐に渡り，「裁判規範性」の

有無や，「具体的権利」か「理念的権利」か，等，諸点について見解が分かれている。�

　人権の問題として平和をとらえるメリットは少なくとも２点ある。第１点は，人権は永久

不可侵のものであるゆえに，たとえ国家の政策として決定された戦争等であっても，侵して

はいけないもの，と捉えることが可能となる点である。第２点は，星野が「憲法的価値」と

した三つの原則を平和的生存権が結びつける可能性，あるいは，近代憲法における人権とし

ての意義のみならず，平和の問題を民主主義や人権の前提条件としてとらえる，すなわち，

憲法全体の捉え方を大きく変える可能姓を有している点である。�

　そもそも，学界で最初に提唱した星野安三郎９は，「憲法を統一的に把握する」手段として

平和的生存権理論を提唱した。すなわち，「平和的生存権を保障する規範の全体という意味で，

『平和国家の憲法』ととらえることが重要だと思う。なぜならば，そのことによって，日本

国憲法の歴史的な特質や，憲法の制定および改正と，戦後憲法政治の全過程を，全体として

統一的に把握することが可能と思われるからである」とし，その保障の「法体系」として，「前

文第２章（＊前文第２段のこと－前田注）に表現される『恐怖と欠乏から免れて平和のうち

に生存する権利』である」とする。「具体的には，第２章第９条の戦争放棄・軍備禁止によ

って保障されるというべきである。なぜならば，戦争放棄と軍備禁止によって，国民は，戦

争目的や軍事目的のため，思想・良心・言論・表現・人身の自由や，財産権を制限侵害され

ることはなくなったからである。すなわち，兵役の義務・国防に協力する義務から解放され，

人的力や物的富のすべてを，自由で豊かで平和な社会を建設するためにだけ使うことを保障

されたからである」と述べる。�

　また，高柳信一１０は，近代憲法における民主主義は，対内的にはともかく対外的には植民地

支配で圧迫を重ねていたこと，戦時下においては対内的にも自国の民の人権を制限すること１

１，民にとっては自らの人権が侵害されるという被害者になるばかりでなく，他国の民の人権

を著しく侵害する加害者になることを指摘し，「平和は人権が存立しうるための最大不可欠

の基礎条件なのであり，平和が失われれば，人権は内部から朽ち果てる」とし，戦争か平和

かの問題を「多数決によって運用される代表民主制の論理」ではなく，「人権」の問題とし

て「民衆個々人の権利と責任の問題として再獲得すべき」と述べる。それは，「憲法九条の

画期的な問題提起」であり，それを「正しくうけとめ，これを自覚的に展開構成して，われ

われの行動指針たる憲法原理にまで高めることが必要」と主張する。�

　星野・高柳ともに，歴史的事実として戦争下での人権制限・侵害の発生をふまえ，平和が



憲法教育の課題と方法についての一考察� ７５�

人権保障の基礎的条件であるゆえに，日本国憲法全体が平和的生存権保障のためにあるとと

らえたり，平和的生存権を憲法原理とする課題を提示したのである。�

　深瀬忠一１２は，平和的生存権を次のように詳細に定義付けした。すなわち，「戦争と軍備及

び戦争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制されることなく，恐怖と欠乏を免れて平和

のうちに生存し，またそのような平和な国と世界をつくり出してゆくことのできる核時代の

自然権的本質をもつ基本的人権であり，憲法前文，とくに第九条および第一三条，また第三

章諸条項が複合して保障している憲法上の基本的人権の総体である」。�

　さらに，「共通の根拠・本質・原理・構造をもつ統一的な憲法的基本的人権を構成」した

ものだが「具体的な現れ方には多様な諸形態があ」るとして，次の例を示している。�

（イ）　「極限的状況に対する保護・救済」として�

　　a　「原水爆の被害」から　　s　「戦争・軍事的圧迫の集積」から�

（ロ）　「日本国民が日常的に身近に保護されている具体的『平和的生存権』の諸形態」として�

d　「自由権的態様（戦争・軍備・戦争準備からの自由としての権力的侵害抑制を排除

する権利）」�

f　「参政権的態様（戦争・軍拡に反対ないし抵抗し，また平和な世界をつくり出すため，

国家行為に能動的に参加ないし影響を及ぼしてゆく権利）」　�

g　「社会権的態様（国や地方公共団体の公権力の積極的発動より，よりよい『平和的

生存権』の確保・拡充措置をとらせる請求権的権利）」�

　これらが平和的生存権として現在において保障されるべきものとして示されている。�

　深瀬の説は，人権と平和を社会の諸事象を想起しながら関連付けられている。恵庭・長沼

裁判の公判で特別弁護人をつとめながら，理論を構築してきた成果ともいえよう。なかでも，

憲法の前文，第２章の戦争放棄・戦力不保持，第３章の基本的人権の保障全体とを有機的に

結び付けた点で，憲法全体の構成を総合的に捉えなおすことを可能とするものといえる。�

　他方，裁判において平和的生存権がすくなくとも意識されるようになったのは，恵庭事件

がその発端であり，長沼ナイキ基地訴訟に受け継がれている。長沼一審判決では，自衛隊違

憲のみならず，基地周辺の農民の「平和的生存権」が認められたものの高裁でくつがえされた。

その後しばらくは，沖縄や全国各地の基地問題などの裁判・運動でよりどころにされてきたが，

判決では認められずにきた。ごく最近になって，全国的に提訴された自衛隊イラク派遣差し

止め訴訟のうち，２００８年４月に名古屋高裁判決（自衛隊イラク派遣差止め訴訟）ではじめて

裁判所がその見解において一定程度認め，結審となっている。損害賠償の請求は認められな

かったものの，自衛隊の海外派遣が国民の平和的生存権を侵害する恐れのあるものとして認

められつつある１３。�

�

４－２　政策の問題として教育することについての課題�

　憲法教育では，平和主義は政策の問題，すなわち憲法９条に対する自衛隊の存在の矛盾が

取り扱われることが多い。しかし，今橋盛勝（教育学）１４が指摘するように，「憲法の知識と

価値を授業の時の一時的借りものとし，価値基準として生活・社会事実をとらえ，両者の落

差を自覚化させ，生活・社会事実を憲法にいかに引きあげるかが課題だ，という展開の仕方」

には「問題がある」。憲法（第９条）と現実社会（一大国家組織である自衛隊の存在）との

差をいくら｢自覚｣したところで，この差の大きさをどのように憲法にむけて縮めろというの
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だろうか。�

　一方，複数の学説またはそれに準じるものを選択肢にして選び，討論したらどうだろうか。

一例として，子どもの意見をよく踏まえた実践を展開する優れた実践者である平井敦子は，

１９９５年に中学３年生を対象に自衛隊についての討論の実践を報告１５している。実践では，平

和主義の解説後，戦力としての自衛隊は必要か否かの二手に分かれて２時間（平和主義の単

元全体で６時間配分された）にわたり討論されたが，攻められたときに自衛隊は必要との意

見が多数を占めながらも，意見の一致はみられなかった。�

　これから３つのことが考えられる。第１点として，学説で分かれている論は，子どもにお

いても分かれるということである。第２点として，討論を経て自分の考えをゆるぎないもの

にしたからこそ共通見解に至らないのであって，仮に一方の説が正しいと解説したところで，

納得は得られないだろう。これは，様々な学説が共存する憲法学界と子どもの考えとが，似

通っていることを指し示している。�

　第３点として，学説が大きく分かれている問題と，自然科学における「法則」と同じ扱い

はしにくい，ということである。ゆえに，問題，仮説，討論，などを経て「法則」を導くと

いう授業展開とは違う方法が必要であろう�

　まずは，「憲法的価値を実体化しないで，志向としてとらえる」（高柳信一（憲法学））１６こと

が必要である。なぜならば，憲法的価値は普遍的原理であっても，「実体」は歴史的・社会

的に変化するため「○△の状態が最も良い平和主義が実現した社会である」などの一つの単

純な命題では表しにくいからである。憲法的価値の実現をどのように志向するかを考えるこ

とこそがまずは必要だろう。�

�

４－３　人権の問題としての教育の課題－平和的生存権を「教育内容」とする試み�

　平和主義のもうひとつの捉えかたである「平和的生存権」を基軸とすることが意識された

教育実践はほとんどみられない。その理論が学説として一致をみる段階ではなく，判決での

採用も今までごく少数だったからだろう。しかし，筆者は一定程度，教育実践において意味

をもつと考える１７。�

　筆者が教育学の立場から着目してきたのは，先に述べた政策の問題として平和主義を考え

たとき，子どもの生活との直接的な関係は現代の社会では見出し難く（本来は生命と直結す

る問題であるのだが），自分自身の問題として認識されにくいと考えたからである。�

　筆者はそう考え始めた初期の段階で，高校３年生を対象に，平和を人権の問題としてとら

える方法を模索すべく，恵庭事件（１９６２年起訴１９６７年結審　詳しくは後述）を素材にいく

つかの文献１８からの記述をもとに，次の７つの点を簡略にまとめたＢ４版２頁分のプリントを

配布し，読んで自由に感想を書くという形で実践した１９。�

・裁判の概要（事実，争点，判決主文）　・事件の背景（野崎牧場の乳量減少被害，抗議後

も演習中止ならず）　・裁判の意味（自衛隊法で一般市民が起訴された意味）　・公判の様

子（４００名の弁護団結成）　・判決の理由（判決文より）　・恵庭裁判の教訓　・判決がも

たらしたもの（裁判自体に意義あり）（＊「平和的生存権」という言葉や解説は含まない）�

　恵庭事件の教材を構成するであろうと（当時）考えた各要素の有効性は，感想での着目の

され方で測ることができるだろう。各点に対して様々な反応（同意・疑問など）が得られたが，

特に，プリント全体からみてわずか数行の「事件の背景」に感想が多数みられた。�
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　当時作成したプリントは不備が多く，「判決」をそのまま掲載するなどの難解な文章も多

いなかで，比較的「事件の背景」がわかりやすいものだったことも確かである。しかしながら，

きわめて情報量が少ないにせよ，判決や裁判についての意味づけなどの解説よりも，事実そ

のもののほうが子どもたちの意識に何らかの影響を与えたことは明らかである２０。�

　つまり，ふさわしい事実を提示すれば，それを検討しながら自らの考えを整理し，ひいて

は憲法的価値の意義・役割を認識することにつながるのである。�

　なにより，「事件の背景」に示した事実は，深瀬らの定義（先述）を導いたとでも言うべ

き恵庭事件で被告とされてしまった野崎牧場の人々がうけた＜平和的生存権の侵害の事実＞

なのである。�

　しかしながら，平和的生存権もまた，「一般的・基本的概念や法則」とはいえず，方法の

検討が必要である。�

�

�
５　憲法教育における「教育内容」「教材」の定義�

　さて、先述した高村による「教育内容」と「教材」は，一部繰り返しになるが次のようで

ある２１。�

教育内容：現代科学のもっとも一般的・基本的概念や法則をもって構成されるもの�

教材：このような教育内容を正確にになう実体として，子どもの認識活動の直接的な対象

であり，科学的概念や法則の確実な習得を保障するために必要な材料（事実，資料，

教具など）�

　すでに述べたように，平和主義という「憲法的価値」は普遍的な原理ではあるが，それを

解釈する憲法学の学説をにわかに「一般的・基本的概念や法則」とはし難い。たとえ，先に

述べた前田による実践（１９９７年）において，平和的生存権そのものの定義を問題にしたとこ

ろで，仮説を立て，討論を経てもなお，共通見解はえられないだろう。これは，高村が言う

ところの「現代（自然）科学」の形成過程・方法と憲法学（の少なくとも憲法条文解釈）の

それとが何らかの点で異なることによると考えられる。�

　であれば，憲法教育もまた，ひとつの学説を認識させるべく問題を設定して仮説をたて討

論してひとつの正解を導き出すという方法よりも，子どもたちがそれぞれの意見をもてるよ

う様々な憲法問題にかかわる事象とその意味を考える課題を設定し，それを通して子ども各

人なりの「説」をつくることが求められるのではないだろうか。現実社会において平和主義

が実現されていないなか，平和の実現の方法を模索するのならば，教育においては，まず一

人一人の子どもの言葉として語られるべきである。�

　では憲法問題にかかわる事象をどのようにとらえるか。たとえば，従来の憲法教育が「憲

法条文中心主義」であることを批判した播磨は，「一つの社会現象」である憲法の条文の捉

え方を「一定の歴史段階において生成し，その内容が現実の社会において実現されるまでの」

一連のプロセスを次の五つの段階で示している２２。�

　　ａ）　人権が侵害されていた否定的事実の存在�

　　ｂ）　人権に関する理念�

　　ｃ）　人権が憲法に規定された段階�

　　ａ’） 　ｃの実現にも拘わらず生ずる否定的事実　�
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　　ｄ）　人権が実現した段階�

　人権を獲得する過程は，本来少なくともこの５つのステップを経ているとすれば，憲法教

育では人権を理解する上でもこれら５つのステップのそれぞれに含まれるであろう歴史的・

社会的諸事実と，次のステップへの転換点を考える課題が必要と思われる。�

　そこで，憲法教育における「教育内容」と「教材」を次のように定義付ける。�

　　憲法教育における教育内容：「憲法的価値およびその諸関係」�

　　憲法教育における教材：「憲法的価値を獲得するための憲法問題にかかわる諸事実と�

　　　　　　　　　　　　　　それをもとにした課題の系列」�

�

�
６　憲法教育における素材の選定－生活に着目して�

　次に，「憲法的価値」のひとつとして平和的生存権を考えるための教材のもとになる素材

の選定原理を考える。身近な生活が素材として必要であることは憲法教育に限ったことでは

ないにせよ，平和的生存権という人権を取り扱うこと自体から，素材としての生活は必然で

ある。�

�

６－１　諸事実の一つとして「生活」の重要性－教育学での議論�

　「憲法的価値を獲得」して，｢生活を切り拓く能力｣をつけるためには，生活において憲法

がどのような意味をもつのかを，具体的に示す素材が必要である。�

　たとえば，牧征名（教育学）は次のように述べている。「憲法の原理を憲法教育の中で具

体化すると考えるのではなく，始めに在るのは私たちの生活で憲法教育はやはり私たちの生

活を切り開いて行くということが基礎にあって，そのことと原理的にかかわることが憲法に

示されていると把握したい」２３。憲法が先ではなく，生活まずありき，である。�

　子どもにとってもっとも身近な社会は自分自身の生活であり，よりよい生活・つつがない

生活・幸せな生活，を求める手段として意識されてはじめて，憲法は子どもにとって具体的

に意味あるものとなる。�

　憲法教育において生活の重要性を最初に位置づけたのは，おそらく戦後初期社会科学習指

導要領（試案）である。最近の社会科では政治分野に憲法が集約されているのに比較すると，

１９４７年版学習指導要領社会科では，新憲法の施行を受け，政治や国際平和はもとより，それ

らとは独立した単元－家庭生活や，生命・財産の保護，宗教や職業などのいたるところで「憲

法」の文字がみられる。�

　なかでも集中的に憲法が取り扱われている単元「われわれの政治は，どのように行われて

いるであろうか」（中学３年生単元３）の「要旨」では，「憲法の原則が，単に一片の紙切

れに終わらないためには，国民の日常生活の中に，これが生かされることがたいせつである」，

また，同単元の「目標」第３点にも，「新憲法の原則と諸条項とを理解させ，それを日常の

生活に実践する意志を養わせること」とある。続く詳細な内容・方法の提示のなかで，生活

に憲法を生かすことが随所で強調されている。�

　もともと，当時誕生した社会科は，それまでの教育が「社会生活に関する各種の知識」で

あるはずの諸学問が「ひとつに統一されて，実際生活に働くことがなかった」，つまり断片

的な学問の羅列にすぎなかったことへの批判から誕生した。「生活」のなかで学問をどう生



憲法教育の課題と方法についての一考察� ７９�

かすかが考えられ，学問に橋渡しすることが目指されていた２４。�

　さらに，１９５１年版では，社会諸科学と社会科との関係を，「社会科学」を「人間関係につ

いて，それぞれの立場から系統立てて深く研究されている科学の総称」とし，「社会科」を「人

間関係をそのおもな学習内容とする教科」とし，両者の関係を，「社会科学の発達をその背

景としてもたなかったならば，社会科は成立することができない」。しかし一方で，平易な

言葉で社会科学の考えを社会科に持ち込むのではなく，「社会科はおもに社会科学の取り扱

う分野について，これを学問的立場からではなく，現代の学校教育という立場から，一つの

教科として組織されたもの」と表し，密接な関連とその違いを明確に述べている。特に，中

学校の第３学年「民主的生活の発展」なかには，「憲法」という文字もみられるが，１９４７年

版と比較すると，「民主主義」と「生活」との関係を強調している。単に「憲法」だけでは

なく，その原理である「民主主義」を生活のなかで実現させることを志向している。�

　これは決して，生活単元学習への批判として述べられた「朝起きてめしを食って，どこか

へ出かけて，帰ってきて，めしを食って，あそんで，それから寝る，ということ」２５にとどま

るものではない。むしろ，このような生活を問題なく滞りなくおくることができれば，憲法

は意識されない。それが不可能になった「生活」こそ，憲法の存在意義が意識されるのである。�

　その後，社会諸科学の成果を取り入れることの主張が強くなり，生活との議論が活発化した。�

　そのなかで，たとえば船山謙次（教育学）２６は，社会諸科学の成果を教育科学の手により，

教育に取り入れる必要性を述べ，「事実に即して真実をみる」すなわち，「もろもろの事象

のなかから本質的なもの，法則的なものを提示することが大切である」と主張した。憲法教

育では，「憲法を理解させる教育をおこなう」（＝「知的側面」）こと，・「『身近な生活』・

経験をとおして，憲法の実現者としての人間を育成する」側面（＝「体験的側面」），の両

者が必要なこと，前者も憲法解釈だけではなく，近代憲法としての意義すなわち憲法的価値と，

それが生活を豊かにするものであることを伝えることが必要であること，すなわち「体験的

側面」のみならず「知的側面」においても，憲法と生活との具体的関連性が明らかにされね

ばならないと主張する。�

　諸事象のなかで｢本質的なもの｣「法則的なもの」を「提示する」とは，おそらく，社会科

学といわれているものの「成果」をそのまま提示するのではなく，その「本質的」「法則的」

なものを内包する，あるいは読み取り考えることが可能な「事象」を素材として構成する必

要性を述べているのだと思われる。�

　その後，憲法施行と社会科の創設から３０数年が経た１９７９年に，今橋盛勝（教育学）は，憲

法教育のあり方について次のように述べている ２７。「生活実感，人間らしく生きるということ

への共感をともなわないでは憲法を認識したことにはならない」，「人権思想の確立を歴史

のなかで明らかにするためには，社会科の歴史の部分と結びつけなければならない」，「家族・

社会（地域）・経済（労働）・政治を，人間らしく生きるということ，そのための人々の努

力と苦悩を軸にして構成しうる。」，「自分が生きている場に，生きるということに引きつけ，

くぐらせた時に，それらにとって憲法・人権が意義あるがゆえに価値が認識され，生活・生

きることとかかわって使うにたるものだという意識が形成されていく。」�

　これは具体的な生活問題およびその改善，そしてそれに通じる社会的・歴史的事実が素材

として必要であることを示唆する。では具体的に何を素材とするか。�
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６－２　「生活」にかかわる憲法問題－憲法第９条裁判における「生活」問題�

　「生活」上の問題は様々だが，憲法的価値と密接にかかわった生活上の問題として歴史的

社会的事象を含んだものといえば，いわゆる「憲法問題」といわれるものである。�

　生活に密接にかかわる憲法問題の多く（特に裁判に発展したもの）には，憲法が実現する

社会を視野にいれながら，生活上に生じた問題の解決のために利用し，生活を切り拓き，支

障を取り除き，それによって憲法的価値の実現を目指す（あるいは「志向する」）。そこには，

人々の希望・願望が含まれる。これらの歴史的・社会的事象が示されるとき，人々が志向し

た憲法的価値の実体（のようなもの）を何らかの形で考えることになるだろう。�

　多くの自衛隊・米軍基地周辺地域では演習による騒音のための安眠妨害をはじめ日常生活

への支障，経済活動（たとえば農作業）の被害，戦闘機落下による生命を脅かすあるいは奪

われる被害，暴行事件など，日常の生活において著しい人権侵害が生じている。軍備による

なんらかの人権侵害を平和的生存権の侵害とする（深瀬の定義を参照）ならば，これらはま

さにその平和的生存権の問題が内包されているのである。被害を受けた人々は，一方でこれ

らの平和的生存権の侵害を解決するために，様々な行動を起こしており，その一部は裁判と

なっている。�

　自衛隊・米軍に何らかの形で関係する裁判となり，公判においてそれらの憲法９条合違憲

性が論議されることとなったものは，米軍板付基地返還要求訴訟・砂川事件・自衛隊百里基

地訴訟，恵庭裁判・長沼訴訟・小西反戦自衛官裁判，横田・厚木・小松基地騒音公害訴訟，

沖縄米軍基地公用地法違憲訴訟，嘉手納基地騒音訴訟などである２８。�

　これらは，高校教科書（政治・経済，現代社会）や資料集・中学校社会科資料集などに判

例として取り上げられているものもあるが，争点と判決が主な素材であり，訴訟の発端にな

った問題の歴史的社会的事象が必ずしも十分には取り上げられていない２９。しかしいずれも，

その発端は，基地・演習から生じた生活上の人権すなわち平和的生存権の問題だった。�

　米軍板付基地返還要求訴訟は，米軍板付基地内の土地所有者が米軍施設内の撤去ならびに

土地の明渡を求めた民事裁判である。砂川事件は，旧日本陸軍立川飛行場だった場所が終戦

後に米軍に強制収用され，その後拡張計画が出され周辺農民の農地が収用されることに対す

る抵抗の最中に起きた事件である。自衛隊百里基地訴訟は，戦時中の海軍航空隊基地を戦後

開拓農民に払い下げられ入植地となったところを，自衛隊発足２年後に防衛庁が航空自衛隊

基地計画を打ち出し，そのための農地買収問題が発展した訴訟である。いずれも，いわば財

産権の問題がかかわっている。�

　各基地騒音・公害訴訟は，旧日本帝国海軍や陸軍の飛行場等だった土地が戦後米軍に接収

され，その演習による騒音等の公害に対する損害賠償請求や演習の縮小・差し止めを求める

訴訟である。これらは，生存権や生命の自由を脅かす恐れが生じることを予期し，敢然と立

ち向かった行動である。�

　小西反戦自衛官裁判は，現役自衛官が基地内にて特別警備訓練をやめさせる目的で文書を

掲示したことをめぐる刑事事件である。これは，この自衛官の自由権（表現の自由）の行使

とそれが制限された問題に端を発している。�

　なかでも，恵庭裁判・長沼訴訟はひときわ意義は大きい。�

　平和的生存権理論が提唱された１９６２年の年末に，隣接する牧場主が自衛隊島松演習場内の
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演習用通信線を切断したことが，恵庭事件とよばれ，それが公判において自衛隊が憲法違反

かどうかの憲法問題として展開されるに至った。しばしば，憲法判断が回避されことに焦点

があてられるが，もともとは，演習により生活上に発生した著しい侵害（被害）の積み重ね

が「事件」の原因となったのである。�

　長沼訴訟は，時期的・地理的・理論的にもこの恵庭裁判を半ば受け継ぐような形で始まった。

もとをたどれば，ミサイル発射基地設置のため該当地の保安林伐採が計画され，伐採が行な

われると農地が洪水にみまわれる恐れがあると反対する近隣の農民が起こした行政裁判であり，

近隣農民の財産権や生命の安全にかかわる問題から始まっている。またその一審判決で自衛

隊違憲の判断はもとより，ミサイル基地が標的になることからおこる近隣住民の平和的生存

権の侵害の恐れがあることが指摘された点でも，憲法裁判史上，注目されるものである。平

和的生存権が何らかの形で公判において議論された裁判は，おそらく枚挙に暇がないのであ

ろうが，判決で一定程度認められたものとしては，この長沼訴訟一審判決と２００８年の「自衛

隊イラク派遣違憲訴訟名古屋高裁判決」に着目したい。�

　名古屋高裁判決は，原告敗訴にもかかわらず，自衛隊のイラク派遣が違憲であることをみ

とめるとともに，おそらく最も進んだ平和的生存権の解釈を表明した。「戦争と軍備及び戦

争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制されることなく，恐怖と欠乏を免れて平和のう

ちに生存し，また，そのように平和な国と世界をつくり出していくことのできる核時代の自

然権的本質をもつ基本的人権である。」という深瀬の定義を引用し，個々人にとっての多様

な平和的生存権が考えられることを支持する。それらが，「現代において憲法の保障する基

本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして，全ての基本的人権の基礎にあっ

てその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ，単に憲法の基本的精神や

理念を表明したに留まるものではない」とし，前文，９条１３条をはじめ第３章全体から考え

て，法的な権利と位置づけた。また，「局面に応じて自由権的，社会権的又は参政権的な態

様をもって表れる複合的な権利」とし，「裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措

置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合」を認めている。�

　平和的生存権の裁判規範性が司法界で市民権を獲得したとみるのは時期早尚ではないかと

する奥平康弘の指摘３０には注視しながらも，裁判所の見解としての判決でその具体的権利性の

一部分が認められたことは，重要な意義があろう。�

�

６－３　恵庭事件の素材の一例－生活にかかわる歴史的・社会的事象の教材への取り入れ�

　恵庭事件について，教材の素材となるであろう諸事象を以下に例示する。�

　恵庭事件は，北海道恵庭町（現恵庭市）の自衛隊島松演習場と隣接する野崎牧場が舞台と

なった。野崎牧場は長年にわたり島松演習場の米軍・自衛隊の演習による騒音や水質汚濁に

よる度重なる被害に悩まされ，様々な対策と多様な方法での抗議を重ねてきた。その一環と

して，自衛隊の演習中に基地内の演習用通信線を切断したところ自衛隊法第１２１条防衛用器

物損壊罪違反で起訴された。公判は４０回にわたり，その大半は自衛隊（法）の憲法９条合・

違憲性の審理にあてられ，さながら自衛隊裁判の様相を呈した。しかし判決は，切断された

通信線は自衛隊法の例示物件には該当せず，被告人は無罪，自衛隊についての憲法判断は回

避された。�

　この恵庭事件に関連する諸事象のなかで，起訴事実（演習用通信線切断）・判決のほかに，
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平和的生存権にかかわるであろう歴史的・社会的事象や関連事項を列挙する。�

（Ａ）野崎牧場の人々の沿革－演習被害に至るまでの幸せな時代，被害の始まりと数々の

対策及び成果があがらなかったこと，対策の一つとしての演習用電話線切断で起訴さ

れたこと・公判での議論・判決，その後及び現在（乳牛改良事業開始，食肉加工販売

業に転換・発展）�

（Ｂ）恵庭の開拓（特に酪農）と島松演習場（旧陸軍・自衛隊）の歴史�

（北海道史における野崎牧場の沿革の背景として）�

（Ｃ）公判－裁判闘争における野崎牧場への様々な支援・審理の内容・世論の高まり・判

決－�

（Ｄ）判決の意義（野崎兄弟・裁判官・検察・自衛隊にとって）�

（Ｅ）野崎氏及び支援者にとっての憲法の意義（演習の変化のもと，およびＡ～Ｄの場面で）�

　さらに，時系列で表すと以下のようになるだろう。�

　①野崎牧場の誕生　→　②当時の幸せな様子　→　③憲法制定　→　④戦後の混乱期のなかでも

一定の幸せな様子　→　⑤米軍駐留による演習被害　→　⑥自衛隊の演習による被害　→　⑦演習

被害への野崎牧場がとった対策の数々　→　⑧電話線切断　→　⑨起訴　→　⑩公判　→　⑪支援者

の活動　→　⑫判決　→　⑬演習の変化　→　⑭その後の野崎牧場の発展　　�

　これらの諸事象を人権実現のプロセス（播磨のもの）としてみていくと，次のようになる

だろう。牧場の誕生は憲法制定前だが，戦後直後のわずかな期間は幸せな状態であり牧場の人々

の平和的生存権は特に侵害されてはいなかったであろう。その後，憲法制定と前後して米軍

駐留と自衛隊による駐留・演習が始まり，特に朝鮮戦争前後から被害が生じたことやそれに

抗する行動により起訴されたことは，平和的生存権の侵害である。演習被害に抗するために数々

の対策をとったことは，平和的生存権の獲得に向けた行動である。公判では支援者をふくめ

憲法を獲得するための弁論・理論・世論による憲法を獲得するための行動といえよう。判決

で無罪になったこと自体は，平和的生存権の獲得の瞬間ともいえようが，その後，演習の変

化や，牧場経営から食肉加工販売業に転換・発展をみたことは，平和的生存権のさらなる実

現といえよう。�

　これらを教材として構成し，その人権実現のプロセスの転換期に焦点をあて課題を交えつ

つ示していく。平和的生存権の定義を学説から提示するのではなく，恵庭事件にかかわる歴

史的社会的諸事実を通して平和的生存権概念を子ども自らが構成するような課題を設けるこ

とができる。�

　このように，平和的生存権という憲法的価値を，教育実践をくぐりぬけて，たとえば恵庭

事件に関する歴史的・社会的諸事象を考えることを経て，子どもが考える平和的生存権が明

らかになるとき，現代科学空間ならぬ「憲法学空間」に対する教育学からの提案も行なえる

かもしれない。�

�

�
おわりに�

　筆者はすでに，本稿で示した考え方を根底におきながら，恵庭事件を素材に授業プログラ
ムを作成し，二度の実践を行い実践報告を示してきた３１。しかし，必ずしも理論として整理し

きれておらず，理論的な意味づけもはじめたばかりであり，本稿もまた，理論の確立のため
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星野安三郎（憲法学）は，自身が担当する学生のアンケート調査の結果，このような傾向は，この論文が
書かれた１９７５年当時からみて「十数年前から」と指摘されている。星野安三郎「憲法教育の今日的課題」
（教育法学会年報 №５ １９７５年 所収　ｐ．１３２）�
前田輪音「子どもの目　大学一年生と憲法」（歴史教育者協議会編『歴史地理教育』２００４年５月号所収）�
播磨信義が最初にこの言葉を使ったのは「憲法条文中心主義的教育方法への疑問」（『生活教育』№４７４，
１９８８年５月号所収）においてである。特に教科書について向けられた批判である。その後，播磨・木下
智志編著『どうなっている！？ 日本国憲法』（１９９０年初版・１９９６年改訂版・２０００年改訂版第６刷，法
律文化社）などでも用いられている。　�
主に北海道におけるすぐれた教育実践について，筆者は，前田輪音「平和に関する教育実践－憲法学習の
視点から」（太田一男編著『北海道と憲法』法律文化社，２０００年 所収），「道歴教５０年の研究（５）
北海道歴教の憲法教育」（北海道歴史教育者協議会５０年史編集委員会『現在をみつめ未来を拓く－北海
道歴教協五十年』２００８年 所収）などにおいて，その一部を示した。�
前田前掲（４）のほかに，前田輪音「実践報告『恵庭事件』の授業プログラム改訂および実践－日本国憲法
の平和に生きる権利をどう教えるか－」（北海道大学大学院教育学研究院『教授学の探究』№２６，２００９
年所収），「憲法教育実践報告－『恵庭事件』を素材とした授業プログラムとその実践」（北海学園大学
『学園論集』№１３６，２００８年６月 所収），「憲法教育実践研究の歩み－教科書『暗黒期』に抗しようと
した『北海道歴史教室』において－」（北海学園大学法学部『北海学園大学法学部四十周年記念論文集　
変容する世界と法律・政治・文化（下）』２００７年 所収），「中学校社会科教科書における日本国憲法の
『平和的生存権』概念の分析」（『北海道大学教育学部紀要』№７７ １９９８年所収）など�
高村泰雄編著『物理教授法の研究』北大図書刊行会１９８７年　ｐ．１１�
須田勝彦は，人間の本質として次の３点をあげている。「人間は自然存在である」「人間は共同体で生産
し，活動する」「人間は歴史的・社会的存在として自己を形成する」　須田勝彦「人間の本質規定」北大
教育方法学研究室『教授学の探究』№２１，２００４年所収　ｐ．７９　�
星野前掲（１）　ｐ．１３０�
星野安三郎「平和的生存権序論」小森孝輔・星野安三郎編『日本国憲法史考』１９６２年 法律文化社 所収　
ｐｐ．３－５�
高柳信一「戦後民主主義と『人権としての平和』」（『世界』１９６９年６月号）（再収　井上ひさし・樋
口陽一編『「世界」憲法論文選　１９４６－２００５』岩波書店 ２００６年　ｐｐ．２１７－２１９）�
高柳は，「人権と平和」（『法律時報　臨時増刊　憲法と平和主義』１９７５年 所収）において，「平和の
喪失」は，ベトナム戦争下や世界大戦中において，民主主義の先進国といわれるアメリカにおいてさえも，
生命を脅かす・奪うのはもちろん，より常識的な意味の自由の制限・束縛すなわち人権制限・侵害があっ
たことも指摘されている。�
深瀬忠一『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店１９８７年　ｐ．２２７およびｐｐ．２３４－２３９�
現段階で平和的生存権の裁判規範性が市民権を獲得したとみるのは時期早尚であるという指摘もみられる。
参考：奥平康弘「『平和的生存権』をめぐって 名古屋高裁の『自衛隊イラク派兵差止請求控訴事件』判
決について（上）（下）」『世界』２００８年７・８月号所収�
今橋盛勝「『憲法教育』と憲法感覚・知識」『教育』№３７１国土社１９７９年５月号ｐ．１０９�
平井敦子「討論学習　戦力としての自衛隊は必要か」『北海道歴史教室』１９９５年　№１６２�
高柳前掲（１０）　再収（２００６年）ｐ．２１４�
中学校社会科の公民的分野等の教科書においても，学説が提唱される前から，定義ではないにせよ，平和
的生存権を教育内容とするうえで本質的ないくつかの要素が読み取れると筆者は考えて，教科書の記述分
析を行った。前田前掲（５）　１９９８年論文�
当時，作成にあたり次の文献を参考にした。深瀬前掲（１２），深瀬「軍事化から平和保障へ」（深瀬他編
『北海道で平和を考える』北海道大学図書刊行会１９８８年所収），深瀬「平和憲法擁護の理論」（深瀬，

の一歩にすぎない。今後，本稿や実践報告をもとに，筆者が構想する憲法教育の理論の仮説

を検証しながら，さらなる充実を図っていきたい。�
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橋本左内共著『平和を守るキリスト者　恵庭事件における証し』新教出版社，１９６８年所収）。詳しくは，
前田「人権としての平和をどう教えるか－恵庭裁判を素材として－」（『教授学の探究』北海道大学教育
学部教育方法学研究室発行　№１４ １９９７年所収）を参照のこと。�
前田前掲（１８） １９９７年論文�
この点，筆者は，１９９７年論文の実践当時の分析を振り返りながら，当時は平和的生存権の定義そのもの
が必要であるとの分析を行なったが，定義そのものよりも，事実そのものが教材として有効であることに
気づいたことを，子どもの感想文をさらに引用しながら述べた。前田輪音「憲法教育への試み－『恵庭事
件』を素材として－」（北海学園大学学園論集　№１３５，２００８年３月 所収）参照�
前掲高村（６）のほかに，高村泰雄「教授過程の基礎理論」（『講座　日本の教育』第６巻 所収）ｐｐ．５６－５７�
播磨前掲（３）　ｐｐ．３４－３５�
牧征名の発言　討論「憲法教育」司会　星野安三郎・田村和之『日本教育法学会年報』№５ １９７６年 ｐ．２０６�
「将来、倫理学・法律学・経済学・地理学・歴史学を学ぶ時の基礎となるような身についた知識や，考え
方・能力・態度は，社会科においてよりよく発展せしめられるであろう」という一文からも読み取れる。�
矢川徳光「コア・カリキュラム論の土台」『あかるい教育』１９５０年所収　（再収　梅根悟他編『資料日
本教育実践史』第４巻，三省堂，１９７９年，ｐ．４０２）�
船山謙次「政経社教育のありかた～憲法学習を中心～」『北海道歴史教室』３７号１９５７年６月所収　ｐｐ．
２－４�
今橋盛勝「『憲法教育』と憲法感覚・知識」『教育』№３７１国土社１９７９年５月号 所収ｐ．１０９�
森正（『聞き書き憲法裁判』（東研出版，１９８９））が時期区分のうえ示したものを，小林武が引用した
ものを参照し（小林『平和的生存権の弁証』日本評論社，２００６年ｐｐ．２２７－２３４），各裁判の概要は，
自由法曹団編『憲法判例をつくる』（日本評論社，１９９８年）や，深瀬前掲書（１２）などを参照した。�
教科書（政治経済・現代社会）・資料集（中学・高校）での「恵庭事件」は，自衛隊関連裁判や違憲審査
制の箇所にみられる。概ね，起訴事実となった自衛隊演習用電話線切断事実そのものの背景や，公判が事
実上自衛隊裁判となったこと，判決は憲法判断回避・被告人無罪，などの内容で占められる。特に憲法判
断回避の判例として扱われる場合が多い。�
奥平前掲（１３）�
前田前掲（５）　２００８年６月論文，２００９年論文�


