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2004年度第54回日本社会科教育学会全国研究大会 課題研究④｢多発する国際紛争を題材にした国際理解･平和の学習｣

現行学習指導要領での紛争の取扱いと21世紀型紛争理論

－世界史Ａ主題学習項目「地域紛争と国際社会」を事例に－

二 井 正 浩

Ⅰ．現行学習指導要領における「紛争（国際紛争・地域紛争）」の取扱い

社会科・地理歴史科・公民科の現行学習指導要

領では，紛争（国際紛争・地域紛争）について様

々な項目で扱うことが可能である。ただ，現行学

習指導要領に国際紛争・地域紛争の文言が使用さ

れているのは，政治･経済「(1)イ現代の国際政

治」，世界史Ａ「(3)オ地域紛争と国際社会」，世

界史Ｂ「(5)エ国際対立と国際協調」の３項目であ

る
1)
。これらの項目における紛争へのアプローチの

性格を，国民国家のとらえ方に着目して分類する

と【表１】のようになる。

政治･経済 国際政治の動向，人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義，国際連合 国民国家を前提に

(1)イ 現代の をはじめとする国際機構の役割，我が国の防衛を含む安全保障の問題について して紛争にアプロ
国際政治

理解させ，国際政治の特質や国際紛争の諸要因について探究させるとともに，
ーチ国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割について考察させる。

世界史Ａ
冷戦終結後の世界で起こった地域紛争の原因や歴史的背景を追究させ，国際社

国民国家の課題か
(3)オ 地域紛争

会の変化や国民国家の課題などについて考察させる。
ら紛争にアプロー

と国際社会 チ

世界史Ｂ
核兵器問題，人種・民族問題，第二次世界大戦後の主要な国際紛争など，現代

国民国家を前提に
(5)エ 国際対立

の国際問題を歴史的観点から追究させ，国際協調の意義と課題を考察させる。
して紛争にアプロ

と国際協調 ーチ

【表１：現行学習指導要領の紛争に関する「内容」】

一方，旧学習指導要領では，現代社会「(4)ウ人

類の課題」，世界史Ａ「(4)エ地域紛争と国際社

会」，世界史Ｂ「(7)ア国際対立と国際協調」の３

項目で国際紛争・地域紛争の文言が使用されてい

る。これらを分類すると【表２】のようになる。

現代社会
人権，領土などに関する国際法，地域紛争と国際秩序の形成・維持，人種・民 国民国家を前提に

(4)ウ 人類の課題
族問題，核兵器と軍縮問題など国際平和を推進する上での課題について理解さ して紛争にアプロ
せ，これからの国際社会における人類の連帯の意識を認識させ，国際社会にお

ーチける日本の役割及び日本人の生き方について考えさせる。

世界史Ａ
第二次世界大戦後の世界で起こった地域紛争，人種・民族問題などに着目さ 国民国家と紛争の

(4)エ 地域紛争
せ，その歴史的背景や国際社会の構造などについて考察させる。 関係があいまい

と国際社会

世界史Ｂ
多極化した国際関係，核兵器問題，人種・民族問題，第二次世界大戦後の主要

国民国家を前提に
(7)ア 国際対立

な国際紛争などに着目させ，現代の国際問題を歴史的に考察させる。
して紛争にアプロ

と国際協調 ーチ
【表２：旧学習指導要領の紛争に関する「内容」】

これらを比較すると，現行学習指導要領の世界

史Ａ「(3)オ地域紛争と国際社会」は，紛争を通し

て国民国家の課題について考察するものになって

おり，従来にない取扱いを求めるものに変更され

ていることがわかる。これは，歴史学や政治学等

の研究成果を反映したものと考えられる。

Ⅱ．現行教科書における「(3)オ 地域紛争と国際社会」の取扱い

この「(3)オ地域紛争と国際社会」の項目は，指

導要領において主題学習を行うことが求められて

いるが，実際の世界史Ａ「(3)オ地域紛争と国際政

治」では，どのような学習が展開されているだろ

うか。このことについて，教科書での取扱いをも

とに考察する。【表３】は世界史Ａの教科書（全

11種類）のこの項目で，どのような主題学習のテ

ーマが例示されているかを一覧
2)
にしたものである。
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① カシミール紛争を例として，地域紛争の原因としての宗教の違いについて考えてみよう。

② パレスティナ紛争が「アラブとユダヤの宿命の対決」とされることについて考えてみよう。

③ タジキスタン紛争を例として，社会の貧困や政治的な意見の違いについて考えてみよう。

④ コソヴォ紛争は数百年にわたる民族間・宗教間の憎悪と争いの結果と語られてきたが，それは事実か。

⑤ 地域紛争の背景や要因を調べ，紛争をなくすには何が必要か考えてみよう。

⑥ 難民について調べ，自分たちに何ができるかを考えてみよう。

⑦ （ユーゴスラヴィア紛争の構造を解明する視点や方法の追究の例を参考に），現代の地域紛争について追究してみよう。

⑧ 各地域紛争のくわしい経過を図書館の辞典や歴史の概説書で調べてみよう。

⑨ インターネットを利用し，各国政府や在日大使館のホームページなどで，その国の政治体制・経済状況などを調べてみよう。

⑩ 図書館の年鑑やインターネットで，ＰＫＯ活動や，難民の救済，食料・医療援助に従事するＮＧＯ組織などを調べてみよう。

⑪ 現在，世界の各地で，具体的にどのような地域紛争が起こっているか，新聞や図書館を利用して調べてみよう。

⑫ それぞれの地域紛争の背景・原因・経過をたどってみよう。

⑬ ナショナリズムや国民国家について，ときに解放，ときに抑制の役割を果たすその複雑な側面について考えてみよう。

⑭ 地域紛争からどれか一つを取り上げて，その歴史的背景を調べ，紛争の原因をレポートにまとめてみよう。

⑮ 多民族国家において，民族間の対立をなくすためになされてきた努力について調べ，結果をプレゼンテーションしてみよう。

⑯ ＰＫＯについて，過去にどのようなものがあったか調べ，その結果をプレゼンテーションしてみよう。

⑰ ユーゴスラヴィアの民族対立の原因を，それぞれの民族の立場から調べて，比較した結果をレポートにまとめてみよう。

⑱ (ユーゴスラヴィア紛争の調査の例と世界の紛争地図をもとに)，関心をもった地域紛争と国際社会の問題点を追究してみよう。

⑲ 冷戦終結後に起こった地域紛争から一つをとりあげ，その歴史的背景，紛争の原因，国連や国際社会の対応を調べてみよう。

⑳ 国際紛争に際し，国連は平和維持軍の派遣や難民の救済活動を行う。その実際の活動を国連のホームページで調べてみよう。

21 憲法９条を持つ日本が果たす役割について，国会での議論などをインターネットや図書館で調べて考えてみよう。

22 パレスチナ問題の原因と，和平への道を自分なりにさがしてみよう。

23 ゴルバチョフの諸改革について，図書館で当時の新聞記事を集め，それらの諸改革が世界の動きに与えた影響を考えてみよう。

24 最近の民族紛争を一つ取り上げ，その地域の歴史を調べてみよう。その地域の人々に対する日本の接し方を考えてみよう。

25 インターネットや図書館を利用して，日本のＯＤＡとその評価を調べて，日本に求められる援助について話し合ってみよう。

【表３：世界史Ａ教科書の「(3)オ 地域紛争と国際社会」の主題学習テーマ例】
（趣旨を損なわない程度に簡略化して示したものもある）

【表３】に見られる25のテーマを，そのテーマ

について生徒が主題学習する際の方法と，それに

よって獲得されようとする知識に着目して大まか

に分類すると【表４】のようになる。ただし，こ

こでの「調査する」は，個別的な紛争の背景・原

因等を含めた事項・事実を調べるもの，「探求す

る」は紛争自体を一般化する理論の定立をめざす

もの，「表現する」は調査または探求した内容に

ついて話し合いや発表・プレゼンテーション等を

行うものとする。

知識 方法 調査する 探求する 表現する

情報 【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】
(事実的知識) ①②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳2122232425 ⑭⑮⑯⑰

理論 【Ｄ】 【Ｅ】 【Ｆ】
(説明的知識) ⑦⑬

規範 【Ｇ】 【Ｈ】 【Ｉ】
(価値的知識) ⑤⑥2224 25

【表４：世界史Ａ教科書の「(3)オ 地域紛争と国際社会」の主題学習パターン】

【表４】を見ると，世界史Ａの教科書に見られ

る主題学習のタイプは次の４通りとなる。

Ⅰ 情報について調査して終了する（Ａ）

…①②③④⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑱⑲⑳2123

Ⅱ 紛争を一般化する理論を探求（しようと）

して終了する（Ｅ）…⑦⑬

Ⅲ 情報について調査し，調査した情報を表現

して終了する（Ａ→Ｃ）…⑭⑮⑯⑰

Ⅳ 情報について調査し，その情報をもとに直

接に自分や日本がどうするべきかを考えて

終了（Ａ→Ｈ），または表現して終了する

（Ａ→Ｉ）…⑤⑥222425

数の上から言えば，この項目での主題学習は，

情報を調査するＩのタイプが大多数と言える。次

に，調査した情報を表現することを求めたり，調

査した情報から直接にどうすべきかという規範に

ついて考えたり，その判断を表現したりする事を

求めるⅢ・Ⅳのタイプが多い。一方，Ⅱのような
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理論の探求をめざすタイプはわずかである。

発表者は，情報をいくら集めてもそれだけでは

地域紛争の現代的な枠組み・理論についてはわか

らず，ましてや，集めた情報から安易に価値判断

を求めることは常識的な感情論のレベルの認識し

か培えないだけでなく，場合によっては危険です

らあると考えている。なぜなら，それは，たまた

ま手に入れた情報や恣意的に与えられた情報から

分かったような気になって判断することに等しい

からである。

「(3)オ地域紛争と国際社会」は，主題学習を通

して，それまでの世界史学習の成果をもとに，国

民国家の課題を考察させ，現代社会の理解・未来

への展望に結びつけていく項目である。単に「ど

のように」なっているかを調べたり，「どう思う

か」を表現することをめざしているわけではない。

そこで本発表では，この項目で，以下のことに配

慮した授業モデルを提案する。

①今日的な「国民国家の課題」「地域紛争・国

際紛争」についての理論を生徒が獲得できる

ように授業を構成する。

②理論を生徒が獲得する過程に，生徒の「主題

学習」を明確に位置付ける。

Ⅲ．「国民国家の課題」と「地域紛争」の理論～21世紀型地域紛争理論～

では，「(3)オ地域紛争と国際社会」において，

どのような理論を用いて授業を構築すればよいの

だろうか。

冷戦後から21世紀に入り，９・11テロを経る中

で，混沌とした様相を加速する世界について，佐

伯啓思は「世の中では，冷戦以降の世界について，

すでに数限りないと行って良いほどの論説や評論

が書かれてきた．・・・歴史の終わり論や文明の

衝突論，経済のグローバリズム論や地球的市民論

などが次々と現れてきた．近年では，帝国論が論

議を巻き起こしている．・・・しかし，これらの

思考のレファレンスは，大きなパラダイムになる

には至らず，次々と起こってくる出来事の前に，

すぐに色あせたり，反証されたりしてしまうので

ある」
3)
と述べている。発表者も，この十年来，加

藤朗のＬＩＣ（Low-Intensity Conflict）理論，

古矢旬・佐伯啓思のアメリカニズム論をもとにし

て，国民国家のあり方と地域紛争・国際紛争の枠

組みを探求する授業モデルをそれぞれ開発してき

た
4)
。しかし，世界の情勢や社会の変化は激しく，

常にその枠組みは社会諸科学の研究成果を得て修

正・更新されていった。

本発表では，これらの授業モデルの延長線上に

位置付きながらも，現在の状況をより的確に説明

できる新たな枠組みとして佐伯啓思の「アメリカ

帝国化論」に着目し，これを21世紀型地域紛争理

論として生徒に探求させる授業モデルを提案した

い。

(1)「アメリカ
5)
帝国化論」と国民国家の課題

20世紀は「アメリカの時代」6)と言われる。確か

に，第一次世界大戦，第二次世界大戦というグロ

ーバルな戦争を経て，20世紀前半に世界は欧米列

強間の勢力均衡体系から米ソの双極体系へと移行

した。そして20世紀後半には覇権をめぐる最後の

戦争である第三次世界大戦～すなわち冷戦～でア

メリカが勝ち残り，アメリカを覇権国家とする単

極体系の世界構造が完成した。アメリカを頂点と

した世界システムに立ち向かえる国家は存在しな

くなり，覇権闘争型の国家間紛争としての戦争は

消滅した。そのような中で，国民国家のあり方も

変化を余儀なくされている。頂点に立つアメリカ

が「予防的先制攻撃」を主張し，アメリカに対し

て潜在的に脅威になりうる場合には，その国を先

制攻撃できることが正当化されると，他の国は戦

力を保持するだけでもアメリカの判断次第で攻撃

の対象にされうるようになる。これが，21世紀の

「新しい戦争」であるとするならば，現在の国際

秩序の基底になっている「国家主権の不可侵性」

は崩れてしまうからである。アメリカにとって脅

威と映った国は崩壊させられることを余儀なくさ

れる
7)
ことになるからである。これは，国際社会の

変化の中で近年とりわけクローズアップされつつ

ある国民国家の課題である。

そして，このアメリカが冷戦後，特にその性格

を強めているのが「ネオ・リアリズム」「ネオ・

リベラリズム」「グローバリズム」基軸とした
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「世界」に対する準拠枠8)である。

「リアリズム」とは，本来，国際社会をホッブ

ズ的な「万人の万人に対する闘争」の世界と見，

秩序を保持し得るのはあくまで各々の国家の内部

のことであって，国家の間の「国際関係＝国家－

間－関係」には秩序は存在しないと主張するもの

である。従って，国家はあくまで自己利益を追求

する主体であり，それゆえ国際社会においては，

本質的に国家と国家は対立しあうと見る。この考

え方は，その後グロティウスの「国際ルールに基

づいた国際関係」の考えに進展していくが，いず

れにしても，国際社会はあくまでも各々の国家の

利益追求の世界だと見なされている。冷戦期には，

さらにモーゲンソー（1904-1980）が，「力」によ

って「国益」を「合理的」に追求することこそが

国際政治の本質であり，その結果「勢力均衡」が

達成されるとして，勢力均衡論を理論付けた。冷

戦後の現在では，世界は再び冷戦以前の覇権争い

の時代に戻り，新しい対立軸であらたな勢力均衡

を保持する（ウォルツ）か，唯一の超大国のもと

で世界の覇権安定を図るか（ギルピン）を迫られ

ているという考えへと変化している。これに積極

的に関わり，アメリカの国益を維持しようとする

のがアメリカの「ネオ・リアリズム」である
9)
。

一方，「リベラリズム」とは，本来ヨーロッパ

においてはアダム・スミス以来の「小さな政府，

個人主義，個人の自助努力，私的財産の尊重」と

いった新興ブルジョア階級の保守階級に対する抵

抗のイデオロギーとして生まれた。しかし，ブル

ジョア階級が中心となって建国し，ヨーロッパ的

な意味の階級を持たないアメリカでは，「小さな

政府，個人主義，個人の自助努力，私的財産の尊

重」は建国の精神そのものであり，アメリカにお

いては「保守主義（コンサーヴァティズム）」を

意味する。その為，アメリカの「リベラリズム」

は事実上「平等」と「自由」の調和・両立と言う

課題を追求する「リベラル・デモクラシー」を意

味していた。ロールズの『正義論』（1971年）は，

これを理論的に表現したものといわれる。しかし，

1980年代になるとアメリカ経済の建て直しという

政治的な課題を解決するため，市場システムこそ

が「自由」と「平等」を実現するものと再評価し，

レーガン大統領以降「小さな政府，個人主義，個

人の自助努力，私的財産の尊重」を主軸とする政

策が強化される。この動きが「ネオ・リベラリズ

ム」であり，ハイエク（1899-1992）の哲学に代表

されるこの思想は，建国以来のアメリカでは「保

守主義」の系譜に属する為，「新保守主義（ネオ

・コンサーヴァティズム）」とも呼ばれる。
10)

また「グローバリズム」とは，冷戦以降「国際

主義」に代わって主導権を握るようになった言葉

である。「グローバリズム」は，あくまで国家間

の関係である「国際」ではなく，文字通り地球的

な一体化を意味するものであるが，現在の「グロ

ーバリズム」の特徴は，とりもなおさずアメリカ

中心に行われているという点にある。アメリカは，

歴史の流れと世界の構造を「グローバリズム」と

して解釈する図式を世界に提供し，世界規模に自

由や民主主義を拡張し，それこそが富の拡大をも

たらすとして，積極的な意味と価値を付与して，

世界に推進しようとしている。そしてそれは，市

場の浸透・拡大を意味するのみならず，アメリカ

式の自由・平等・民主主義という価値を普遍化し

ようという啓蒙的な使命感に支えられたプロジェ

クトでもある。しかし反面，「グローバリズム」

は世界の人々の生活様式や価値観や文化の基盤を

破壊し，それらの共通化・画一化を招いている
11)
。

現在の世界は，これらの「ネオ・リアリズム」

「ネオ・リベラリズム」「グローバリズム」を基

軸とした「世界」に対する準拠枠によって，アメ

リカを中心に政治（軍事）・経済・文化といった

ものが再構成され，他の地域はそれへの編入が進

行している状況にある。これに抗してアメリカに

反発することはもはや国家には実質的に不可能で

ある。とすればこれに抗する主体は非国家組織に

ならざる得ない。国家の枠を度外視した非国家組

織による抵抗・紛争である。テロ集団の活動が，

様々な場面で表面化してくるのもこの構造が背景

にある。勿論，紛争とはレベルが違うが，ＮＧＯ

の活動の重要性がクローズアップされるようにな

っているのもこの動きを反映したものと言える。

このような，現在の，国民国家の変質という課

題を伴う世界の再編成の構造を，本発表では「ア

メリカ帝国化論」と呼ぶ。
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なお，次の【図１】は，この「アメリカ帝国化 論」を概念図として示したものである。

【図１：アメリカ帝国化論】

(2)「アメリカ帝国化論」の教材化の視点

本発表では，先に示したように，「(3)オ地域紛

争と国際社会」の項目において，次の①②を視点

に教材化をおこなう。

①今日的な「国民国家の課題」「地域紛争・国

際紛争」についての理論を生徒が獲得できる

ように授業を構成する。

②理論を生徒が獲得する過程に，生徒の「主題

学習」を明確に位置付ける。

①に関しては，理論として佐伯の「アメリカ帝

国化」論を選択する。

②に関しては，次のａｂｃのテーマを「主題学

習」の課題として提示し，生徒に分担させて調べ

させる。

ａ「ネオ・リアリズム」における「平和」

の考え方に対して，これとは異なる「平

和」についての考え方は無いかを世界史

学習をふり返りながら調べる学習

ｂ「ネオ・リベラリズム」における「自

由」「平等」「民主主義」に対して，こ

れとは異なる「自由」「平等」「民主主

義」についての考え方は無いかを世界史

学習をふり返りながら調べる学習

ｃ「グローバリズム」はアメリカと非アメ

リカ地域の関係をどのように変えたかを

調べる学習。

特に，ａｂのテーマでは，「平和」「自由」「平

等」「民主主義」といった概念を相対化させる事

を試みる。それは，これらの概念の多様性に気付

くことこそが，これらについて将来を展望し，深

く考えることを可能にさせると考えているからで

ある。しばしば，教師は「平和」「自由」「平

等」「民主主義」等を無批判に絶対化・普遍化し

て教えてしまいがちだが，ここではそれを回避し

たい。

本課題研究のテーマである“多発する国際紛争

を題材にした国際理解・平和の学習”においては，

紛争が多発する枠組み・理論を探求させることと，

一見，普遍的と思われる価値も時代や場所によっ

て多様であり相対的なものであることについてし

っかり考えさせることが重要であると考えている。

具体的な授業は，導入，展開パートⅠ，展開パ

ートⅡ，終結の４段階に分けられる。

まず，導入の段階では，小単元全体を貫く問題

意識として，各地の非国家組織とアメリカとの間

でなぜ対立・摩擦が表面化しているのかについて，

課題意識を持たせる。その際，テロ組織について

もＮＧＯの活動についても，できるだけ具体的な

事例を用いて考えさせる。今回のモデルでは，20

01年９月11日の同時多発テロを行ったアルカイダ

もその事例としてとりあげる。

次に展開パートⅠでは，まずアメリカに対する

対立・摩擦がなぜ頻発するのかについて，その争

点を生徒に自由に予想させ，その争点を整理させ

る。その際，佐伯啓思がアメリカの安全保障にお

ける「ネオリアリズム」，経済・社会における
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「ネオリベラリズム」，国際関係における「グロ

ーバリズム」のあり方が対立や摩擦の争点となっ

ていると説明していることを紹介する。そして，

アメリカの「ネオ・リアリズム」とはどのような

ものか，そして「ネオ・リアリズム」のもとでの

「平和」とはどのようなものであるかを考察させ，

主題学習のテーマとして，“非アメリカ地域での

「平和」とはどのようなものか”をそれまで学習

した世界史をふり返らせながら調べさせる。ここ

で「平和」について時代や地域により様々な考え

方があったことを調べさせることによって，「平

和」についてはどのようなとらえ方があるのか柔

軟にとらえることができ，自分なりの「平和」の

とらえ方について考えさせる機会にしたい。

これと同様に，アメリカの「ネオ・リベラリズ

ム」についても，これがどのようなものか，そし

て「ネオ・リベラリズム」のもとでの「自由」

「平等」「民主主義」とはどのようなものである

かを考察させ，主題学習のテーマとして，“非ア

メリカ地域での「自由」「平等」「民主主義」に

は，どのような意味を持つものがあるか”を世界

史をふり返らせながら調べさせる。「平和」同様

に「自由」「平等」「民主主義」も，時代や地域

により様々な考え方があったことを調べさせるこ

とによって，これらを柔軟にとらえることができ，

自分なりの「自由」「平等」「民主主義」のとら

え方について考えさせる機会にしたい。

さらに，アメリカの「グローバリズム」につい

ても，“「グローバリズム」によって，どのよう

な変化が起こったか”について調べさせ，グロー

バリズム」は，強者であるアメリカの価値観に基

づくルールを非アメリカ地域に強制するものにな

っていることに気づかせる。

これらの主題学習は，それぞれのテーマについ

て個人またはグループで調べさせ，発表させるこ

とが考えられるが，勿論，分担して調べさせ，発

表させながら，その成果をクラス全体で共有して

いくような形式も考えられる。

そして，生徒が調べて発表した成果をもとに，

現在，アメリカはアメリカ的な「平和」「自由」

「平等」「民主主義」などの価値観を非アメリカ

地域に敷衍させようとしており，これは強者の価

値観に基づくルールの容認・受容を強制するもの

になっているため，非アメリカ人との間に対立・

摩擦が生じるさせる背景になっていることに気付

かせていく。

展開パートⅡでは，国家ではなく各地の非国家

組織による対アメリカ紛争が表面化するようにな

ったのはなぜかを問い，アメリカの覇権がほぼ確

立されたので，アメリカとの対立・摩擦は国民国

家間の紛争としては表面化しにくくなり，その結

果，非国家組織を主体とする紛争が表面化するよ

うになりつつあることについて，考えさせる。

終結では，当初の課題であった“各地の非国家

組織とアメリカとの間でなぜ対立・摩擦が表面化

しているのか”について学習内容を整理し，「国

民国家間の覇権をアメリカが獲得し，アメリカ的

価値観に基づくルールの容認・受容が非アメリカ

地域に強制され，新しいヒエラルヒーが形成され

つつあることが，各地の非国家組織とアメリカと

の間で表面化する対立・摩擦の背景になってい

る」という認識を持たせるようにする。

ただし，佐伯の説明自体も絶対的なものではな

く，現時点で最も説明力があるものとしてここで

採用したのであるから，最後に，「平和」「自

由」「平等」「民主主義」以外にも，争点となる

ものはないだろうか。最近の地域紛争やテロにつ

いて説明できるだろうか。などと問い，今後もそ

の妥当性は問われ続けなければならないことを示

して授業は終了する。

Ⅳ．「21世紀型地域紛争論」の授業モデル

(1)小単元

「21世紀型地域紛争論」

(2)小単元の目的

アメリカが唯一の覇権国家となった現在，アメ

リカ的価値観の世界的な拡大から生じた対立・摩

擦を背景にした紛争が増加している。この紛争の

背景にある冷戦後の国民国家の構造変化について

探求し，説明できるようにさせる。また同時に，

しばしば普遍的なものとしてとらえられがちな

「平和」「自由」「平等」「民主主義」といった
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理念が時代や地域ごとに多様であり，相対的なも

のであることについても考えさせる。

(3)小単元の構成（５時間：講義形式２時間

調べて発表３時間）

導入 なぜ，各地の非国家組織とアメリカとの間

で対立・摩擦が表面化しているのか。

展開

パートⅠ なぜ，アメリカと非アメリカ地域と

の間に対立・摩擦が生じるのか。

ａ 「平和」についての考え方にはどのよう

なものがあるか。

ａ-1 アメリカの近年の安全保障の考え方(｢ネ

オリアリズム｣)とはどのようなものか。

ａ-2 アメリカの「ネオリアリズム」におけ

る「平和」とはどのような意味か。

ａ-3 非アメリカ地域での「平和」には，ど

のような意味を持つものがあるか。（世

界史学習をふり返って調べてみよう。）

ｂ 「自由」「平等」「民主主義」について

の考え方にはどのようなものがあるか。

ｂ-1 アメリカの近年の経済・社会政策(｢ネ

オリベラリズム｣)とはどのようなものか。

ｂ-2 アメリカの「ネオリベラリズム」にお

ける「自由」「平等」「民主主義」とは

どのような意味か。

ｂ-3 非アメリカ地域での「自由」「平等」

「民主主義」には，どのような意味を持

つものがあるか。（世界史学習をふり返

って調べてみよう。）

ｃ「グローバリズム」はアメリカと非アメリ

カ地域の関係をどのように変えたか。

ｃ-1 アメリカが推進する「グローバリズ

ム」とは，どのような意味か。

ｃ-2 「グローバリズム」によって，どのよ

うな変化が起こったか。

パートⅡ なぜ，国家ではなく各地の非国家組

織による対アメリカ紛争が表面化する

ようになったのか。

ｄ なぜ，アメリカと他の国家との間の紛争

は表面化しにくくなったのか。

ｄ-1 20世紀にアメリカの国際的地位はどの

ように変化したか。

ｄ-2 なぜアメリカに対抗しようとする国家

が現れないのか。

ｅ なぜ，アメリカと非国家組織との間の紛

争が表面化するようになったのか。

終結 （「平和」「自由」「平等」「民主主義」

以外にも，争点となるものはないか。）

(4)到達目標

国民国家間の覇権をアメリカが獲得し，アメリ

カ的価値観に基づくルールの容認・受容が非ア

メリカ地域に強制され，新しいヒエラルヒーが

形成されつつあることが，各地で表面化する非

国家組織とアメリカとの間の対立・摩擦の背景

となっている。

Ⅰ 現在，アメリカは「グローバリズム」と「ネ

オリアリズム」「ネオリベラリズム」を推進し，

アメリカ的な「平和」「自由」「平等」「民主

主義」などの価値観を非アメリカ地域に敷衍さ

せようとしており，これは強者の価値観に基づ

くルールの容認・受容を強制するものになって

いるため，非アメリカ人との間に対立・摩擦を

生じている。

ａ 「平和」についての考え方は，アメリカを

中心とする「アメリカの平和」だけでなく，

様々な考え方がある。

ａ-1 アメリカの「ネオリアリズム」とは，ア

メリカが唯一無比の圧倒的軍事力を維持し，

同盟国や友好国と共に，アメリカの国益を

実現させていこうとする政策方針と言える。

ａ-2 アメリカの「平和」とは，アメリカの覇

権が安定することによる平和（「パクス･ア

メリカーナ」）の確立をめざすことである。

ａ-3 「平和」については，時代や地域により

様々な考え方がある。例えば，中国では墨

子・孟子・荀子などの「平和」の思想があ

り，インドにはガンジーに代表されるアヒ

ンサー（非暴力）の思想に基づいた「平

和」，イスラームには「イスラーム」の語

自体に「神への絶対的帰依による平和」の

意味がある。ヨーロッパ近代になると，国

民国家間の勢力均衡による「平和」や，カ

ントなどが主張した国民国家間の協調によ
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る「平和」の思想が生まれる。また，現代

では，構造的暴力のない状況を重視するガ

ルトゥングの「平和」などの考え方がある。

など。（これまでの世界史学習等をもとに

した調べを期待する）

ｂ 「自由」「平等」「民主主義」についての

考え方には，競争原理に基づくアメリカ的な

ものだけでなく，様々な考え方がある。

ｂ-1 アメリカの「ネオリベラリズム」とは，

個人の自由と責任に基づく競争と市場原理

を重視し，小さい政府・能力主義を基調と

した政策を実現をめざすことである。

ｂ-2 アメリカの現在の「ネオリベラリズム」

における「自由」「平等」「民主主義」と

は，競争原理に基づく自由と平等の両立，

民主主義の確立をめざすことである。

ｂ-3 「自由」「平等」「民主主義」について

は，時代や地域により様々な考え方がある。

まず，「小さな政府」とは異なるものとし

て，20世紀に進展した「大きな政府」の考

え方がある。「大きな政府」では，機会の

均等と社会の格差の是正に基づく「自由」

「平等」と，それ前提にした福祉原理と市

場原理の調和をめざす「民主主義」の確立

がめざされた。元来，ヨーロッパで18世紀

に広まった「自然法思想」は，階級社会の

矛盾に対抗する為のイデオロギーであり，

「自由」「平等」は支配階級からの自ら階

級を守るための概念であった。一方，階級

社会ではなく，封建勢力からの制約も受け

なかったアメリカにおいては，独立革命に

よって「幸福の追求」のための「自由」と

その機会の「平等」を一人ひとりの国民が

獲得し行使できるようになった。その他に

も，イスラームでは，神の前で人間は「平

等」であり，絶対的な主権は神にあるため，

民主主義にさほど価値は見いだしていない。

人間が主権を持てば，人間同士が覇権をめ

ぐって争うようになるだけだと考えるムス

リムは多い。統治者が国王であれ，選挙に

よって選ばれた大統領であれ，民意を反映

し，イスラームを正しく実践するならばよ

しとする。また，インドではカースト制が

残存しているが，これは輪廻と因果の思想

を背景とした社会システムであった。など。

（これまでの世界史学習等をもとにした調

べを期待する）

ｃ 「グローバリズム」は，強者であるアメリ

カの価値観に基づくルールを非アメリカ地域

に強制するものになった。

ｃ-1 アメリカが推進する「グローバリズム」

とは，アメリカの国益と価値観（「ネオリ

アリズム」と「ネオリベラリズム」）を全

世界に敷衍することである。

ｃ-2 様々な変化が起こったが，多国籍企業の

活動の活発化はその一つだろう。また，先

進国の海外投資も増大した。1990年代後半

のアジアや日本での金融危機などは，アメ

リカの推奨するグローバル化に従って金融

自由化を受け入れた結果，通貨が投機対象

にされたため生じたと言える。アメリカ消

費文化がさらに世界的なものになるだろう。

リーダーのアメリカはさらに富むだろう。

など。

Ⅱ アメリカが国民国家の覇権を獲得したので，

アメリカとの対立・摩擦は国民国家間の紛争と

しては表面化しにくくなり，その結果，非国家

組織による対立・摩擦が表面化するようになり

つつある。

ｄ 覇権国アメリカとの対立・摩擦は他の国家

にとって勝ち目がないので，紛争は表面化し

にくくなった。

ｄ-1 20世紀末に，アメリカは国民国家間の覇

権競争に勝ち残った。

ｄ-2 他の国家がアメリカに対抗しようとする

とアメリカよって先制攻撃される危険があ

る。

ｅ アメリカとの対立・摩擦を解消しようとし

て，国家の枠にとらわれない非国家組織がア

メリカと対立するようになっていった。

《※ 斜字 の部分は，生徒が調べて発表する内

容の例として示した。勿論，主題に対して適

切であれば，これ以外の内容もあり得る。》
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(5)授業展開

発 問 教授･学習活動 資 料 期待される生徒の認識（括弧内は予想） 指導上の留意点

○2001年の９・11アメリカ同時多発テロをはじめと Ｔ：家庭での課題を提示 新聞・雑誌・Webページ ○93年ニューヨーク世界貿易センタービル爆破事件，95年オクラホマシティーの米連邦ビル爆破

して，アメリカを標的にしたテロは，冷戦後各地 Ｐ：調べて発表 等で調べさせ，発表させ 事件，96年サウジアラビア・ダーラン近郊の米空軍基地爆発事件，98年ケニアとタンザニアの

導 で頻発していた。どのようなものがあっただろう る 米大使館爆破，00年イエメンで米駆逐艦に爆発物を積んだボートが衝突，03年以降イラク戦争

か。 後のイラクでの米軍へのテロ攻撃など

入 ・９・１１テロを行ったとされるアルカイダとはど Ｔ：発問する 新聞・雑誌・Webページ ・1990年ごろ、ソビエトの侵攻に対してアフガニスタンで戦ったアラブ人を集めて、ウサマ・ビ

のような組織化か。 Ｐ：答える 等で調べさせ，発表させ ン・ラディンが創設した非政府組織。アフガニスタン抵抗のためにスンニー派イスラム教徒過

る 激派に資金、新兵勧誘、輸送、訓練で支援した。現在の目標は全世界に「イスラム教国家を再

建する」ことである。同盟しているイスラム教徒過激派非政府組織とともに、イスラム教国家

から西洋人を追い出そうとしている。1998年２月、イスラム教徒は、民間人も軍人も含めて合

衆国市民 またどこにいようともその同盟者を殺害するのが義務である、と述べる宣言を発表

した。(http://hanran.tripod.com/terro/fto_info_1999.html)

○テロ以外でも，アメリカと非政府組織の間で対立 Ｔ：家庭での課題を提示 新聞・雑誌・Webページ ○様々な例が挙がるものと思われる

や摩擦はなかっただろうか。 Ｐ：調べて発表 等で調べさせ，発表させ ・近年のサミットでは，

る アメリカの推進するグローバリズム

京都議定書に批准しない等の環境問題への非協力的態度

遺伝子操作食品の輸出

などに対して多くのＮＧＯが抗議行動を実施するようになり，死者を出すような衝突も起き

るようになっている。

☆なぜ，各地の非国家組織とアメリカとの間で対立 Ｔ：発問する ・課題意識を持たせる

・摩擦が表面化しているのか。 Ｐ：考える

・対立や摩擦の争点について予想してみよう。 Ｔ：発問する ・経済摩擦，環境問題，非アメリカ地域への強引 ・生徒に自由に予想させる

Ｐ：予想する な姿勢，南北問題，貧富の差，基地問題など ・生徒が予想しやすいよう

・対立や摩擦の争点はどのように整理できるだ な指示を心がける

ろうか。 Ｔ：発問する ・色々な分類が可能であろう。社会思想史の研究

Ｐ：考える 者である佐伯啓思は，アメリカの安全保障にお

Ｔ：資料提示する ける「ネオリアリズム」，経済・社会における

Ｐ：答える 「ネオリベラリズム」，国際関係における「グ

ローバリズム」のあり方が対立や摩擦の争点を

生み出していると説明している。

・自分たちが予想した争点は，佐伯の説明では Ｔ：発問する

どのように説明されることになるのだろうか。 Ｐ：考える

ａ-1 アメリカの近年の安全保障の考え方（「ネ Ｔ：発問し，資料提示する ①米国の国家安全保障戦 ａ-1 資料から，以下について読み取れる。

オリアリズム」）とはどのようなものか。 Ｐ：答える 略(2002年９月)より〈そ ・圧倒的軍事力を背景に，アメリカが同盟国や

の１〉 友好国のリーダーシップをとる。

・圧倒的軍事力を維持し，同盟国や友好国を脅

威から守る。

・アメリカの圧倒的軍事力を世界平和の抑止力

とする。

・米国の国益のためなら，同盟国や友好国の意

向にかかわらず単独行動(軍事行動)をとる。

このことから，アメリカの「ネオリアリズム」

とは，アメリカが唯一無比の圧倒的軍事力を維

持し，同盟国や友好国と共に，アメリカの国益

を実現させていこうとする政策方針と言える。

ａ-2 アメリカの「ネオリアリズム」における Ｔ：発問する ａ-2 ギルピンは，国際システムに一つの圧倒的

「平和」とはどのような意味か。 Ｐ：考える に強い国が存在するとき、国際政治システ

Ｔ：資料提示する ②ギルピンの「覇権安定 ムは安定するという「覇権安定論」を主張

パ Ｐ：考える 論」 した。アメリカの「平和」とは，アメリカ

の覇権が安定することによる平和（「パク

｜ ス･アメリカーナ」）の確立をめざすこと

である。

ト

ａ-3 非アメリカ地域での「平和」には，どのよ Ｔ：発問する これまでの世界史の授業 ａ-3 「平和」については，時代や地域により様 ・生徒が調べやすいように

Ⅰ うな意味を持つものがあるか。 Ｐ：調べて，発表する を振り返らせる 々な考え方がある。例えば，中国では墨子 適切な調べ方を指示する

（世界史学習をふり返って調べてみよう。 ･孟子･荀子などの「平和」の思想があり， ・教科書,資料集,図書館等

展 ＝主題学習テーマ１） インドにはガンジーに代表されるアヒンサ を利用し，グループ等を

ー（非暴力）の思想に基づいた「平和」， 作らせて様々に調べさせ,

イスラームには「イスラーム」の語自体に 発表させながら，教師が

開 「神への絶対的帰依による平和」の意味が 適切にまとめさせる

ある。ヨーロッパ近代になると，国民国家

間の勢力均衡による「平和」や，カントな

どが主張した国民国家間の協調による「平

和」の思想が生まれる。また，現代では，

構造的暴力のない状況を重視するガルトゥ

ングの「平和」などの考え方がある。な

ど。（これまでの世界史学習等をもとにし

た調べを期待する。）



- 10 -

ａ「平和」についての考え方にはどのようなもの Ｔ：発問する ａ 「平和」についての考え方は，アメリカを中

があるか。 Ｐ：答える 心とする「パクス･アメリカーナ」だけでな

く，様々な考え方がある。

ｂ-1 アメリカでは，1980年代のレーガン大統領 Ｔ：発問し，資料提示する ③レーガノミックス ｂ-1 個人の自由と責任に基づく競争と市場原理

の経済･社会政策(｢ネオリベラリズム｣)が Ｐ：答える を重視する考えで，小さい政府・能力主義

現在でも引き継がれている。この考え方と を基調とした政策を実現をめざす。

はどのようなものか。

ｂ-2 アメリカの「ネオリベラリズム」における Ｔ：発問する ｂ-2 レーガンの政策の理論的支柱となった経済

「自由」「平等」「民主主義」とはどのよ Ｐ：考える 学者のハイエクは，国家は自由な市場を守

うな意味か。 Ｔ：資料提示する ④ハイエクのネオリベラ るためにあり，それを抑圧するような民主

Ｐ：答える リズム 主義を否定し，「社会的正義」の名におい

て人為的に平等化をはかることも認めない

と主張した。「ネオリベラリズム」におけ

る「自由」「平等」「民主主義」とは競争

原理に基づく自由と平等の両立，そしてそ

れを保障する民主主義の確立をめざすこと

である。

ｂ-3 非アメリカ地域での｢自由｣｢平等｣ ｢民主主 Ｔ：発問する これまでの世界史の授業 ｂ-3 「自由」「平等」「民主主義」について ・生徒が調べやすいように

義｣には，どのような意味を持つものがあ Ｐ：調べて，発表する を振り返らせる は，時代や地域により様々な考え方があ 適切な調べ方を指示する

るか。 る。まず，「小さな政府」とは異なるもの ・教科書,資料集,図書館等

（世界史学習をふり返って調べてみよう。 として，20世紀に進展した「大きな政府」 を利用し，グループ等を

＝主題学習テーマ２） の考え方がある。「大きな政府」では，機 作らせて様々に調べさせ,

会の均等と社会の格差の是正に基づく「自 発表させながら，教師が

由」･「平等」と，それ前提にした福祉原 適切にまとめさせる

理と市場原理の調和をめざす「民主主義」

の確立がめざされた。元来，ヨーロッパで

18世紀に広まった「自然法思想」は，階級

社会の矛盾に対抗する為のイデオロギーで

あり,「自由」･「平等」は支配階級からの

自ら階級を守るための概念であった。一

方，階級社会ではなく，封建勢力からの制

約も受けなかったアメリカにおいては，独

立革命によって「幸福の追求」のための

「自由」とその機会の「平等」を一人ひと

りの国民が獲得し行使できるようになっ

た。小さな政府はこれに回帰するものとも

考えられる。その他にも，イスラームで

は，神の前で人間は「平等」であり，絶対

的な主権は神にあるため，民主主義にさほ

ど価値は見いだしていない。人間が主権を

持てば，人間同士が覇権をめぐって争うよ

うになるだけだと考えるムスリムは多い。

統治者が国王であれ，選挙によって選ばれ

た大統領であれ，民意を反映し，イスラー

ムを正しく実践するならばよしとする。ま

た，インドではカースト制が残存している

が，これは輪廻と因果の思想を背景とした

社会システムであった。など。（これまで

の世界史学習等をもとにした調べを期待す

る。）

ｂ「自由」「平等」「民主主義」についての考え Ｔ：発問する ｂ 「自由」「平等」「民主主義」についての考

方にはどのようなものがあるか。 Ｐ：答える え方には，競争原理に基づくアメリカ的なもの

だけでなく，様々な考え方がある。

ｃ-1 アメリカが推進する「グローバリズム」と Ｔ：発問し，資料提示する ⑤米国の国家安全保障戦 ｃ-1 アメリカの国益と価値観（「ネオリアリズ

は，どのような意味か。 Ｐ：答える 略(2002年９月)より〈そ ム」と「ネオリベラリズム」）を全世界に

の２〉 敷衍することである。

ｃ-2 「グローバリズム」によって，どのような Ｔ：発問する ｃ-2 様々な変化が起こったが，多国籍企業の活 ・生徒が調べやすいように

変化が起こったか。 Ｐ：調べて，発表する 動の活発化はその一つだろう。また，先進 適切な調べ方を指示する

（主題学習テーマ３） 国の海外投資も増大した。1990年代後半の ・教科書,資料集,図書館等

アジアや日本での金融危機などは，アメリ を利用し，グループ等を

カの推奨するグローバル化に従って金融自 作らせて様々に調べさせ,

由化を受け入れた結果，通貨が投機対象に 発表させながら，教師が

されたため生じたと言える。アメリカ消費 適切にまとめさせる

文化がさらに世界的なものになるだろう。

リーダーのアメリカはさらに富むだろう。

など

ｃ「グローバリズム」はアメリカと非アメリカ地 Ｔ：発問する ｃ 「グローバリズム」は，強者であるアメリカ

域の関係をどのように変えたか。 Ｐ：答える の価値観に基づくルールを非アメリカ地域に強

制するものになった。
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(6)授業資料

【①米国の国家安全保障戦略(2002年９月)より〈その１〉（一部，省略・整理して作成）】
（在日米国大使館Web，http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20030515d1.html）

米国の軍隊の最優先課題は，米国の防衛である。それを効果的に行う為に，米国の軍隊は以下のことを実行しなければならない。

・米国の同盟国および友好国を安心させる。

・今後の軍事競争を思いとどまらせる。

・米国の国益，同盟国および友好国に対する脅威を抑止する。

・抑止が失敗した場合には，いかなる敵をも決定的に打ち負かす。

米国の軍隊の比類なき力と，その前方展開によって，世界で平和が保たれてきた。海外における米軍の存在は，同盟国や友好国に

対する米国の確約を最も深く表す象徴のひとつである。米国は，自国および他国の防衛のために軍事力を使用する意志を表すことに

よって，自由を促進する力の均衡を維持する決意を明確に示している。

われわれは，抑止力が失敗する場合があることを歴史から学んだ。また抑止できない敵が存在することを経験から知っている。米

国は，国家であろうとなかろうと，敵が米国またはその同盟国・友好国に意図を強要しようとする試みに対しては，これに打ち勝つ

能力を維持しなければならず，また維持していく。米国は，自らの責務を果たし，自由を守るに十分な軍事力を維持する。米国の軍

隊は，仮想敵国が米国をしのぐ兵力または米国に匹敵する兵力を築こうとすることを思いとどまらせるに十分な力を維持する。

米国は，リーダーシップを行使するに際し，友好国やパートナー国の価値感，判断，利害を尊重する。しかし，米国の国益と独自

の責任に基づいて必要となれば，単独行動を取る覚悟がある。

【②ギルピンの覇権安定論】（弘文堂『政治学事典』p.251 より）
アメリカの国際政治学者ギルピンは，覇権戦争の歴史の分析を通じてマクロ的かつ動学的な視点から，世界の秩序と不安定性を論

じた研究などで知られる。リアリストの立場を貫き，国際システムの上での力の配分が国際関係のパターンを決定するとし，圧倒的

な力をもつ１つの覇権国家が他国へ制裁と報酬を与えることで，国際的公共財の供給が行われると主張した。ギルピンの考えは，19

80年代の国際関係理論，とくに覇権安定理論やレジーム論などに重要な影響を与えた。

パートⅠ なぜ世界各地でアメリカとの間に対立 Ｔ：発問する パートⅠ 現在，アメリカは「グローバリズム」

・摩擦が生じるのか。 Ｐ：答える と「ネオリアリズム」「ネオリベラリズム」を

推進し，アメリカ的な「平和」「自由」･「平

等」「民主主義」などの価値観を非アメリカ地

域に敷衍させるようとしており，これは強者の

価値観に基づくルールの容認・受容を強制する

ものになっているため，非アメリカ人との間に

対立・摩擦が生じている。

ｄ-1 20世紀にアメリカの国際的地位はどのよう Ｔ：発問する これまでの世界史の授業を ｄ-1 20世紀末に，アメリカは国民国家間の覇権

に変化したか。 Ｐ：考える，調べる 振り返らせる 競争に勝ち残った。

Ｐ：答える

パ ｄ-2 なぜアメリカに対抗しようとする国家が現 Ｔ：発問する ⑥米国の国家安全保障戦略 ｄ-2 他の国家がアメリカに対抗しようとすると

れないのか。 Ｐ：答える (2002年９月)より〈その アメリカよって先制攻撃される危険があ

｜ ３〉 る。そうなると勝ち目はない。

ト ｄなぜ，アメリカと他の国家との間の紛争は表面 Ｔ：発問する ｄ 覇権国アメリカとの対立・摩擦は他の国家に

化しにくくなったのか。 Ｐ：答える とって勝ち目がないので，紛争は表面化しにく

Ⅱ くなった。

ｅなぜ，アメリカと非国家組織との間の紛争が表 Ｔ：発問する ｅ アメリカとの対立・摩擦を解消のために国家

面化するようになったのか。 Ｐ：答える では十分機能できなくなり，非国家組織がアメ

リカと対立するようになっていった。

パートⅡ なぜ，国家ではなく各地の非国家組織 Ｔ：発問する パートⅡ アメリカが国民国家の覇権を獲得した

による対アメリカ紛争が表面化するよ Ｐ：答える ので，アメリカとの対立・摩擦は国民国家間の

うになったのか。 紛争としては表面化しにくくなり，その結果，

非国家組織による紛争が表面化するようになり

つつある。

☆なぜ，各地の非国家組織とアメリカとの間で対立 Ｔ：発問する ☆国民国家間の覇権をアメリカが獲得し，アメリ

・摩擦が表面化しているのか。 Ｐ：答える カ的価値観に基づくルールの容認・受容が非ア

終 メリカ地域に強制され，新しいヒエラルヒーが

形成されつつあることが，各地で表面化する非

国家組織とアメリカとの間の対立・摩擦の背景

結 となっている。

○「平和」「自由」「平等」「民主主義」以外に Ｔ：発問する ・話し合ったり,ﾚﾎﾟｰ

も，争点となるものはないだろうか。 Ｐ：考える ﾄにまとめたりする

・今後も理論の妥当性は問

○最近の地域紛争やテロについて説明できるだろう Ｔ：発問する われ続けなければならな

か。 Ｐ：考える いことを確認する

※ 主題学習にあたるａ-3，b-3，c-2の部分は，個人で調べさせ発表させても良いし，グループを作って調べさせ発表させても良い。それぞれに１時間程度を

充てる予定。また，授業過程を適切に組み替えて（ａ-3，b-3，c-2の主題の提示までの過程をまとめて行い，その後でａ-3，b-3，c-2の主題に取り組ませる

等），ａ-3，b-3，c-2を個人またはグループで分担して調べさせ，発表させても良い。そうすれば一つの主題に対して多くの時間を充てることや，この項目

自体の時間数を縮小することが可能になる。
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【③レーガノミックス】（『現代用語の基礎知識』より）
元アメリカ大統領レーガンが採用した経済政策論の総称のこと。その具体的内容は，（１）物価安定のための通貨抑制，（２）大

幅減税による生産力の増強，（３）規制緩和，（４）小さい政府の実現，から構成されている。その基本はケインズ経済学と対照的

な「サプライ・サイドの経済学」であり，古典学派の「セイの販路法則」である。そしてこれによってレーガン大統領は，世界経済

の中でのドルの価値を高めつつ貿易収支および財政収支の均衡を実現しようとしたのである。

【④ハイエクのネオリベラリズム】（竹内靖雄『経済思想の巨人たち』新潮選書，pp.268-270 より）
ハイエクはアダム・スミス以上に政府の「見える手」の介入を嫌い，個人が自由に市場で行動した結果形成される秩序を尊重しよ

うとする。そして「民衆」（デモス）の「支配」（クラティア）の名の下に自由を抑圧する傾向をもつ民主主義というものも信用し

ない。またナショナリズムも拒否する。国家は市場に対する介入を最小限にとどめるべきであり，ルールの番人としての仕事以上の

ことをする存在であってはならないという。

◇『法と立法と自由』でハイエクは，「制限された政府」，俗にいう「小さな政府」を回復するために民主主義の制度を改造しなけ

ればならないと提案している。

◇国家にはそれ自身の目的というものはあるのか。ハイエクは「ある」という立場をとる。その目的とは「市場という秩序」を維持

することであり，国家権力はそのためにのみ使われるべきであるという。

◇ハイエクは福祉国家にも反対する。社会保険を国家独占で運営するシステムには賛成できないというのである。ただし，政府が

「ミニマムの所得」を保障することには賛成している。

◇しかし，「社会的正義」の名において人為的に平等化をはかることは認めない。

◇労働組合にも反対する。その権力は自由社会の土台を掘り崩しかねない脅威であるという。

◇税金を安くしておくためには政府の支出を制限しなければならない。

◇またハイエクは政府が最低限の教育を供給することも認めている。読み書きのできる市民の存在は民主主義が成り立つためにも必

要だというのである。ただし学校を国が経営する必要はないし，とくに高等教育についてはそうであるといっている。

【⑤米国の国家安全保障戦略(2002年９月)より〈その２〉（一部，省略・整理して作成）】
（在日米国大使館Web，http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20030515d1.html）

米国は，自由の恩恵を世界中に広げる。民主主義，発展，自由市場，自由貿易という希望を世界の隅々にまで広げるために，積極

的に行動する。米国は，自国民に自由という報酬を与えることでより良い未来を築こうとする国家を支援する。自由貿易と自由市場

が社会全体を貧困から脱出させる力を持つことは証明されている。したがって米国は，個々の国家，地域全体，そして世界的な貿易

共同体と協力し，自由な貿易を行い，結果として繁栄し成長する世界を築いていく。公正な統治を行い，国民に投資し，経済の自由

を奨励する国家には，米国は「ニュー・ミレニアム・チャレンジ・アカウント」計画を通じ，より多くの開発援助を提供する。

米国は，過去に例を見ない，そして並ぶもののない国際的な力と影響力を有している。自由の原則と自由社会の価値に対する信念

に支えられたこの立場には，比類のない責任，責務そして機会が伴う。この国の強大な力は，自由を奨励する力の均衡を促進するた

めに使われなければならない。

20世紀の大半を通じて，世界は，破壊的な全体主義的ビジョンと自由・平等という思想間の大きな闘争により分裂していた。その

大きな闘争は終わった。現在は，米国にとっての機会でもある。われわれは，影響力を発揮し得るこの時を，長く続く平和と繁栄，

そして自由の時代に変える努力をする。米国の国家安全保障戦略は，わが国の価値観と国益を共に反映する米国独自の国際主義に基

づくものである。

われわれの目標を追求するに当たって，まず必要なのは，われわれの支持する立場を明らかにすることである。米国は自由と正義

を守らなければならない。なぜなら，それが全世界の人々にとって正しい真実だからである。

【⑥米国の国家安全保障戦略(2002年９月)より〈その３〉（一部，省略・整理して作成）】
（在日米国大使館Web，http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20030515d1.html）

脅威が米国の国境に達する前に，その脅威を確認し破壊し，米国とその国民，および国内外の国益を守る。米国は，国際社会の支

持を得るべく常に努力するが，米国民や米国に危害が加えられることを防ぐため，必要ならば単独で行動し，先制して自衛権を行使

することをためらわない。

Ⅴ．おわりに

本発表では「多発する国際紛争を題材にした国

際理解・平和の学習」をどのように行うかを念頭

に授業モデルを作成し，報告した。ここで特に強

調したかったのは説明仮説としての枠組み・理論

で紛争をとらえようとすることと，「平和」であ

れ「自由」であれ「平等」であれ，それは人間が

歴史上常に問い続けてきたものかもしれないが，

その解釈は普遍的なものではないということであ

る。この２点を明確にすることで，生徒のその後

の思考は開けていく。もし，これらの解釈を普遍

的なものとして教えるならば，それは生徒の思考

停止をも意味しかねないと考えている。
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【註】

1)
「地理」や「現代社会」などでは，人種・民族問

題等の文言が用いられているが，本発表では

「紛争」に重点をおくため，「紛争」の文言の

表記してある項目を考察の対象とした。

2)
①～④実教出版・世界史Ａ，⑤～⑥三省堂・世界

史Ａ，⑦清水書院・世界史Ａ，⑧～⑩山川出版

社・要説世界史Ａ，⑪～⑬山川出版社・現代の

世界史，⑭～⑰第一学習社・世界史Ａ，⑱帝国

書院・明解世界史Ａ，⑲東京書籍・世界史Ａ，

⑳～21山川出版社・世界の歴史，22一橋出版・

世界史Ａ，23～25桐原書店・新世界史

3)
佐伯啓思『新「帝国」アメリカを解剖する』（2

003年５月）pp.250-251 をもとにした。

4)
「現代史学習における“紛争”理論の探求」（社

会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第

６号，1994年，pp.65-71），「高等学校世界史

における理論探求学習－基礎・基本を越える実

践の創造～“アメリカニズム”の授業構成を通

して～－」（2002年度第51回全国社会科教育学

会全国研究大会シンポジウムにて発表，2002年

10月５日）

【加藤朗のＬＩＣ(Low-Intensity Conflict)理論】

【古矢旬・佐伯啓思のアメリカニズム論】

5)
本発表では，「アメリカ」を「アメリカ合衆国」

の意味で用いる。

6)古矢旬『アメリカニズム「普遍国家」のナショナ

リズム』（東京大学出版会，2002年５月，p.１，

p.292）によれば，「アメリカの世紀」が巷間に

流布し始めるのは，1941年２月の『ライフ』誌

に編集長ヘンリー・ルースが寄せたエッセイの

タイトルからであったと言われる。

7)
佐伯，前掲書，pp.92-95 をもとにした。

8)
同上書，pp.59-60，85-86 をもとにした。

9)
同上書，pp.60-65 をもとにした。

10)
同上書，pp.70-78 をもとにした。

11)同上書，pp.79-84 をもとにした。
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