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2002年度第51回全国社会科教育学会全国研究大会 シンポジウム資料 テーマ：「基礎・基本を超える新実践の創造－原理的研究－」

高等学校世界史における理論探求学習

－基礎・基本を超える実践の創造 ～｢アメリカニズム｣の授業構成を通して～－

国立教育政策研究所 二井正浩

Ⅰ．“基礎・基本を超える”とは

近年，文部科学省は小学校・中学校の学習指導

要領が最低基準であることを強調
1)
しており，学習

指導要領について「各教科（中略）の内容に関す

る事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校に

おいても取り扱わなければならない」2)としている

ことから，学習指導要領の内容自体が小学生・中

学生にとっての基礎・基本とみなされていると判

断する。また，高等学校の場合「各教科・科目の

内容に関する事項について，基礎的・基本的な事

項に重点を置くなど，その内容を適切に選択して

指導する」
3)
としていることから，内容に高校生に

とっての基礎・基本が内包されていると判断する。

これらのことから，発表者は，シンポジウムのテ

ーマである「基礎・基本を超える新実践の創造」

を，学習指導要領に則った授業実践をどのように

して超えるのかという問題としてとらえる。

Ⅱ．“基礎・基本を超える”授業の創造

本発表では，“基礎・基本を超える”授業の具

体的なモデルとして「アメリカニズム」という授

業を提案する。これは，高等学校世界史における

現代史学習，特に現代の諸課題について歴史的視

点から考察することをねらいとして想定したもの

である。

(1)学習指導要領に則った

「地域紛争と国際社会」の授業

このような現代の諸課題について考察すること

をねらいとする授業としては，新学習指導要領高

等学校世界史Ａでは「地域紛争と国際社会」「科

学技術と現代文明」，世界史Ｂでは「国際対立と

国際協調」「科学技術の発達と現代文明」「これ

からの世界と日本」の項目があげられる。これら

の項目では，主題学習が求められているが，ここ

での主題学習とはどのようなものだろうか。

例えば「地域紛争と国際社会」に関する学習指

導要領と解説から想定すると，まず冷戦終結後の

世界で生じた様々な地域紛争の事例として「湾岸

戦争，旧ユーゴスラヴィアや旧ソヴィエト連邦内

での民族紛争，アフリカにおけるソマリア内戦や

ルワンダ内戦など」
4)
が選択され，「国際社会の変

化や国民国家の課題などについて考察させる」
5)
た

めに，「その様態や原因は多様であり，国際連合

や諸大国の対応にも違いが見られる」6)という内容

を，「生徒による情報・資料の収集と活用，（中

略）報告・討論などの学習活動を通して」
7)
習得さ

せるよう示されている。このような主題学習は，

実際には生徒が収集・報告した情報を教師が整理

して終了するといった授業展開となろう。その際，

生徒が収集・報告した情報から教師が考察させる

ことのできる国際社会の変化や国民国家の課題は，

「どのような変化か」「どのような課題か」とい

ったものにとどまり,「なぜ」と問うたとしてもそ

れに対する説明の質は高まりにくいと予想される。

(2)学習指導要領を超える授業

これに対して，発表者は，学習指導要領を超え

る実践として「理論探求学習」が有効であると考

える。

今回，具体的なモデルとして示す「アメリカニ

ズム」の授業は，国際政治史，特にアメリカ合衆

国（以後，アメリカと記す）の研究者である古矢

旬の理論を中心に，社会経済学の研究者である佐

伯啓思の理論を援用して設計する。具体的には，
け い し

「アメリカは，世界各地からの移民の受容してき

たことによって，自国の理念やシステムを世界化

する構造を持つようになり，そのことによって世
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界をアメリカ化している（「アメリカの世界化」

が「世界のアメリカ化」をもたらしている）」と

いう理論を抽出し，歴史的事象を選択して生徒に

探求させる。そして，この「アメリカニズム」の

理論に基づいて，生徒が現代世界の諸問題の説明

を試みることができるようになることをめざす。

このような「理論探求学習」により，授業は，

内容的には情報から理論へ，方法的には調査から

探求へと質を高め，学習指導要領における基礎・

基本を超えることになると考えるからである。

Ⅲ．「アメリカニズム」について

(1)「アメリカニズム」の理論

「アメリカニズム」の理論を授業化する際，そ

の理論は，アメリカ史の研究者である古矢の「ア

メリカニズム」論を中心に，国際経済学の研究者

である佐伯の「消費資本主義」論を援用して整理

する。

①古矢の「アメリカニズム」論

古矢は，同時多発テロ事件について「歴史学が

新奇な事件への視角をなんら提供しえない(中略)

とするならば，それは自らの学としての無力を告

白しているに等しい」
8)
と述べ，アメリカ史の研究

者としての視点からこの事件の構造を説明しよう

としている。この説明は「アメリカニズム」とい

う理論に基づいてなされる。

「アメリカニズム」とは，アメリカのナショナ

リズムを指す。ただ，それをあえて古矢が「アメ

リカニズム」と呼ぶには訳がある。アメリカの社

会と歴史には，ナショナリズムという言葉に通常

含まれるニュアンスとは根本的にそぐわない特質

が潜んでいる
9)
からである。Ａ･ゲルナーはナショ

ナリズムを「政治的な単位と民族的な単位とが一

致しなければならないと主張する一つの政治的原

理」
10)
と定義しているが，これに対してアメリカの

ナショナリズムは，以下のような特異な面がある。

ⅰ）アメリカは，基本的に「移民国家」であり，

エスニックな同一性が欠けている。

単一の「民族国家」としてよりは，むしろ

「移民国家」の性格が強いアメリカは，多

様な民族的，人種的，宗教的な要素からな

る社会を立脚基盤としている。その意味で，

アメリカは，ナショナリズムの基礎をエス

ニックな一体性に求めることができない11)。

ⅱ）アメリカは，「民主主義」の理念を普遍的

な基盤として同一化している。

ⅰのことにより，アメリカは，その同一性

の基盤を，可能な限り中立的で，民族的伝

統や歴史に縛られない近代的な自然権思想

に求めた。その結果，合衆国のナショナリ

ズムは，エスニックであるよりシビィック

であり，特殊的，神話的，歴史的であるよ

りも普遍的，世俗的，構成的な性格を帯び

ている
12)
。

古矢は，このようなアメリカのナショナリズム，

すなわち「アメリカニズム」がもたらした現代世

界の構造について説明を試みているが，この説明

は，次のア～エの過程として整理できる。

ｱ) アメリカ社会は，世界各地からの移民を次

々と受け入れてきた。 （包摂）
13)

ｲ) 政治，社会，文化的に異なる背景を持つ移

民に対し，アメリカは１つの国家を形成する

ために，普遍的価値である「民主主義」の理

念に忠実であることを要請する。（濾過）
14)

ｳ) 普遍的価値である「民主主義」と，移民の

もたらす政治，社会，文化的要素を国内で咀

嚼・自己調整するシステムを確立し，アメリ

カは１つの国家として統合される。こうして，

アメリカは常に内側から「世界化」している。

（アメリカの世界化・統合）
15)

ｴ) アメリカで確立されたシステムは，世界各

地で受容され(受容させられ)，世界のアメリ

カ化が進行する。 （世界のアメリカ化）16)

ｵ) 世界のアメリカ化は，民族や宗教等の個別

性を重視する者にとっては，深刻な抑圧とし

て受けとめられ，抵抗・反感を生む。また，

逆にアメリカ化を積極的に受容したい者は移

民となりアメリカに流入する。

このように，古矢は，アメリカが世界の一部を漸

次取り込むことによって自らを世界化するととも

に，世界をアメリカ化してきた
17)
過程として20世紀

の「アメリカニズム」説明し,「アメリカの世界

化」と「世界のアメリカ化」の２つを柱とした継

続的な運動18)として20世紀の世界をとらえている。
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このような構造によって進行する世界のアメリ

カ化は，アメリカが政治的（軍事的）・経済的な

パワーを備え，唯一の覇権国家となった現在，ま

すます強まっている。その結果，アメリカと新興

国家のナショナリズムやイスラム原理主義，冷戦

後の地域的な自民族中心主義などの間に対立が生
ｴ ｽ ﾉ ｾ ﾝ ﾄ ﾘ ｽ ﾞ ﾑ

じていると古矢は説明している。

②佐伯の「消費資本主義」論

古矢の説明は，現代世界の構造を説明し，さら

に同時多発テロをはじめとした様々な世界的摩擦

を説明するには適切なものと考える。ただ，授業

化する際，次の２点の説明が不足していた。

ⅰ）移民のもたらす政治，社会，文化的要素を

国内で咀嚼・自己調整するシステムとは，

一体どのようなものか。特に，「民主主

義」と「自由」「平等」の関係はどのよう

なものか。 （p.2，ウに関連）

ⅱ）なぜ，アメリカで確立されたシステムは，

世界各地で受容され(受容させられ)たのか。

（p.2，エに関連）

この２点について，古矢の説明を補うために，

国際経済学の研究者である佐伯の「消費資本主

義」論を援用する。

佐伯は，移民のもたらす政治，社会，文化的要

素を国内で咀嚼・自己調整するシステムとして

「消費資本主義」に注目する。1910年代頃からア

メリカで顕れた「消費資本主義」とは，企業の利

潤の源泉を大衆消費者の欲望の拡大に求めるもの

で，「消費者」の欲望が資本主義の成長を規定す

るという論理を意味している。その代表例が移民

労働力の活用から発想された「フォーディズム」

であり，労働者の所得を倍増させ有効需要を拡大

し，大量生産した製品を大量消費して企業の利潤

機会を増大させる～別な言い方をすれば，「消費

者」の「生活水準」を上昇させ，企業の利益を拡

大する～という理論である。この理論は，現在の

大量消費社会を生み出す根拠となるものであり，

後にケインズによって「有効需要論」として整理

されるものである
19)
。

アメリカはこの「消費資本主義」を幅広く導入

し，移民をはじめとした国民全体を「消費者」と

して１つのカテゴリーに普遍化した。そして「消

費者」が「生活水準」を向上させるための機会，

つまり経済活動の「自由」と「平等」の確保が政

治の主たる機能であり，「民主主義」の内実とな

っていったと説明している。その意味で，この

「消費資本主義」が，移民のもたらす政治，社会，

文化的要素を国内で咀嚼・自己調整していくシス

テムといえる。
20)

また，「消費資本主義」のシステムは，「消費

者」の「生活水準」を向上させるシステムとして

世界中で受容されるようになる。それはアメリカ

にとって「消費者」の拡大による利潤の機会の拡

大であったし，世界の人々にとってもアメリカ的

な「自由」「平等」「民主主義」の浸透を意味し

ていたからである。つまり，このシステムはアメ

リカが世界に拡大させているだけでなく，世界が

積極的に受容するという形で世界化している。ロ

シアでマクドナルドに行列ができ，かつての日本

人がキャデラックやハリウッド映画に憧れたのは，

これらのアメリカ製品が，アメリカ的な「自由」

「平等」「民主主義」，そして豊かな「生活水

準」を象徴していたからであると佐伯は説明する

21)
。

佐伯の「消費資本主義」論は，古矢の「アメリ

カニズム」論の不足部分をシステムとして具体的

に説明するものとなっている。

③授業で探求する理論

この佐伯の「消費資本主義」論を，古矢の「ア

メリカニズム」論に組み込み，次のような「アメ

リカニズム」の理論を授業で探求する。

アメリカは，世界各地から流入する移民を｢民

主主義｣という理念とそれを実現させる｢消費資

本主義｣というシステムによって統合し(ｱﾒﾘｶの世

界化)，そうした理念やシステムは世界各地の諸

国民・諸民族に受容され，またはアメリカに受

容させられて，世界に広がり続けている。(世界の

ｱﾒﾘｶ化)。この現象が｢アメリカニズム｣である。

また，次の「アメリカニズム」の図は，授業で

探求する理論を概念図にしたものである。
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【図：アメリカニズム】

(2)「アメリカニズム」の教材化の視点

2001年９月11日の同時多発テロに対応して，ア

メリカはアフガニスタンに侵攻した。また現在，

国際的な批判を受けつつもイラクに対する軍事介

入の動きを強くしている。テロや大量破壊兵器が

重大な犯罪であることを否定する者は勿論いない。

しかし，なぜアメリカは一連の自らの行動こそが

正義であると断じうるのであろうか。どうして自

らの価値観を世界に敷衍
22)
しうると考えるのだろう

か。この傾向は，このような政治的（軍事的）問

題だけでなく，経済的問題場面でもしばしば見ら

れる。最近の例としては，2002年の８月にＷＴＯ

（世界貿易機関）でアメリカは世界各国の農産物

関税を，現在の平均62％から15％に引き下げ，貿

易の自由化を強力に推し進めようとしたことがあ

げられる。

なぜこのような場面で，アメリカは自国のやり

方・価値観を押し通そうとするのか。これは，ア

メリカ的な価値観が世界に通用する構造が現代世

界に存在しているからである。「アメリカニズ

ム」の授業では，この構造を理論として探求させ

る。そして，この理論を用いて，国際社会におけ

るアメリカの強さの理由，アメリカとイスラム原

理主義との対立の構造，世界経済の序列化等々と

いった現代世界の諸課題について，生徒が説明を

試みるようになることをめざす。

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つの段階に分けられる。

まず，導入の段階では，小単元全体を貫く問題

意識として，先述のようなアメリカの国際問題に

おける姿勢について生徒に課題意識を持たせる。

その際，アメリカの強大な政治力（軍事力）と経

済力による強権的な支配といった側面のみの考察

ではなく，生徒が現代世界の構造という面からと

らえていくように配慮する。

次に，展開パートⅠでは，どのようにしてアメ

リカが世界各地から流入する移民を統合して１つ

の国家を形成しているか（アメリカの世界化）に

ついて，「なぜ，アメリカは民主主義を強調する

のか」という問いを設定して探求する。本来，移

民で構成されているアメリカは，民族という要素

では国内を統合しえない。そのため，「民主主

義」という普遍的原理を用いて国内を統合してき

た。その結果「民主主義」はアメリカを統合する

理念として強調されるようになる。そして，アメ

リカはこの「民主主義」を実現し「自由」と「平

等」を保障するために「消費資本主義」というシ

ステムを導入するようになった。この「消費資本

主義」は移民を含む国民全体を「消費者」として

普遍化し，その「生活水準」の向上を実現させよ

うとするものであり，これにより，アメリカでは

「消費者」の「生活水準」を向上させる機会の
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「自由」と「平等」を確保することが「民主主

義」の主たる役目となった。このように展開パー

トⅠでは，アメリカが「民主主義」の理念とそれ

を実現する「消費資本主義」のシステムによって

統合されているということを生徒に考察させる。

展開パートⅡでは，アメリカの「民主主義」の

理念と「消費資本主義」がどのようにして世界各

地の諸民族・諸国民に浸透していくのか（世界の

アメリカ化）について，「なぜ，アメリカの理念

やシステムは世界に拡大するのか」という問いを

設定して探求する。アメリカの理念やシステムの

世界的な拡大は，勿論アメリカにとっての新たな

マーケットの拡大，利潤の拡大を意味する。しか

し，それは決して一方的に強制したものではなく，

「消費者」としての「自由」「平等」を守るとい

う「民主主義」の在り方が世界各地の諸民族・諸

国家に受容され，浸透したものであることを生徒

に考察させる。

終結の段階では，これまでの考察をもとに「ア

メリカニズム」の理論を整理し，「アメリカは，

世界各地から流入する移民を“民主主義”という

理念とそれを実現させる“消費資本主義”という

システムによって統合し（アメリカの世界化），

そうした理念やシステムは世界各地の諸国民・諸

民族に受容され，またはアメリカに受容させられ

て，世界に広がり続けている。（世界のアメリカ

化）．この現象が“アメリカニズム”である」と

いう理論に生徒を到達させる。

この授業によって，生徒は「アメリカニズム」

の理論から現代世界の諸課題についての説明を試

ることができるようにようになる。授業モデルで

は，同時多発テロの原因等について説明させ，さ

らにアメリカ中心に世界経済が序列化されていく

問題，世界各地の民族的なアイデンティティが危

うくなりつつあることへの抵抗という問題，大量

生産・大量消費というシステムの問題などについ

て考察できるように設定されているが，勿論，そ

の他の現代世界の諸問題の説明にも広く応用する

ことができるものと考えている。

Ⅳ．「アメリカニズム」の授業モデル

(1)小単元

「アメリカニズム」

(2)小単元の目的

アメリカは，自国の価値観を世界化する構造を

持っており，アメリカが唯一の覇権国家となった

現在，そのことが世界で様々な摩擦を引き起こし

ている。

(3)小単元の構成（４時間）

導入 なぜ，国際的な政治や経済の問題場面に

おいて，アメリカは自国のやり方を押し

通そうとするのか。

展開

パートⅠ なぜ，アメリカにとって「民主主

義」や「自由化」は大切なのか。

ａ なぜ，アメリカは「民主主義」を強調

するのか。

ａ-1 アメリカの歴史の中で，「民主主

義」とはどのような意味を持つか。

ａ-2 移民の国アメリカという面から見

れば，「民主主義」とはどのよう

な意味を持つか。

ａ-3 アメリカの「国民国家」としての

特色は何か。

ｂ どのようにして，アメリカ国内では，

「民主主義」を実現させているのか。

ｂ-1 移民にとって，アメリカはどのよ

うな国だったか。

ｂ-2 なぜ，移民の生活水準が向上した

のか。

ｂ-3 生活水準の向上は，どのような

「民主主義」をアメリカで生み出

したか。

パートⅡ なぜ，アメリカの理念やシステム

は世界に拡大するのか。

ｃ なぜ，世界の人々はアメリカの理念や

システムを受け入れたのか。

ｃ-1 なぜ，アメリカ製品に魅力を感じ

るのか。

ｃ-2 アメリカ製品の特徴・共通点は何

か。

ｄ なぜ，アメリカは世界の人々にアメリ
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カの理念やシステムを広げようとする

のか。

ｄ-1 なぜ，アメリカは国際経済の自由

化を主張するのか。

ｄ-2 なぜ，アメリカは自国の主張が受

けいれられると考えるのか。

終結 （アメリカニズムの拡大は世界にどのよ

うな影響を与えているか。または，どの

ような批判があるか）

(4)到達目標

アメリカは，世界各地から流入する移民を「民

主主義」という理念とそれを実現させる「消費

資本主義」というシステムによって統合し（ア

メリカの世界化），そうした理念やシステムは

世界各地の諸国民・諸民族に受容され，または

アメリカに受容させられて，世界に広がり続け

ている。（世界のアメリカ化）。この現象が

「アメリカニズム」である。

Ⅰ アメリカは，世界各地から流入する移民を

「民主主義」という理念とそれを実現させる

「消費資本主義」というシステムによって，

統合するようになった。(アメリカの世界化）

ａ 移民で構成されているアメリカは，民族と

いう要素の代わりに民主主義という普遍的理

念を共有することで「国民国家」として統合

されている。

ａ-1 「民主主義」はアメリカの国づくりの根

本原理とされてきた。

ａ-2 「民主主義」は世界各地からの多様な民

族的要素を持って流入してくる移民を一

つにまとめ，アメリカ国民として一体化

させるための根本的な理念である。

ａ-3 世界各地から多様な民族が流入して生活

しているアメリカでは，「国民国家」の

重要な要件である「民族」としての一体

性は成立しえない。

ｂ 移民で構成されているアメリカでは，国民

の「消費者」としての自由・平等を実現さ

せることが「民主主義」の内実であった。

ｂ-1 移民にとってアメリカは，生活水準の向

上が期待できる国であった。

ｂ-2 移民を含めたアメリカの大衆は「消費

者」となり，その需要が資本主義の成長

を規定するようになったため，生活水準

が向上した。

ｂ-3 「消費者」である国民のために経済的な

活動と欲望についての自由・平等を保障

し，それを守ることがアメリカの「民主

主義」の内実である。

Ⅱ アメリカを統合している「民主主義」という

理念とそれを実現させる「消費資本主義」とい

うシステムは，世界各地の諸国民・諸民族に受

容され，またはアメリカに受容させられて，世

界に広がり続けている。（世界のアメリカ化）

ｃ アメリカから強制されたのではなく，「消

費者」としての自由・平等を守ろうとする

「民主主義」を世界が見習った。

ｃ-1 アメリカ製品は，高い生活水準，豊かで

自由で平等な生活，民主主義を象徴した

ものとして一種の憧れを喚起する。

ｃ-2 アメリカ製品は，世界中の，誰でもどこ

でも使える，食べられるなどの，特定の

民族や文化や歴史から切り離された「普

遍性」を備えている。

ｄ 新たなマーケットの拡大，つまり利潤の拡

大への欲求と，世界を豊かで，自由で，平

等で，民主的なものにしていけるという自

信から，アメリカ化を推進しようとする。

ｄ-1 国際経済の自由化は，アメリカにとって

新たな市場と利潤の拡大を意味すると同

時に，自由化した国の人々の生活水準を

向上させ，自由・平等・民主主義の享受

を可能にする。

ｄ-2 多様な移民を世界から受容してきたアメ

リカ自体が世界の縮図であり，そこで通

用してきたことは世界でも通用する。
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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

・最近の新聞やニュースで話題になっている国際問 Ｔ：家庭での課題を提示 新聞・雑誌・Webページ ・（アメリカでの同時多発テロ，アメリカのアフ

題には，どのようなものがあるだろうか。 Ｐ：調べて発表 等で調べさせ，発表させ ガニスタン侵攻，アメリカのイラク攻撃につい

導 る ての動向，パレスチナ問題，各地で起こる自爆

テロ事件など。）

・最近の国際問題には，アメリカ合衆国（以後，ア Ｔ：資料を提示し，発問 ①NewsWeek記事より（20 ・（「アメリカは，自国の利益しか考えず勝手 ・政治的経済的性格の強い

入 メリカと示す）の関係する事件が多いが，アフガ Ｐ：意見を述べる 02.9.9,英語版「Why Hat だ」「アフガニスタン侵攻の際，ブッシュが 外交問題についてとりあ

ニスタン侵攻やイラク攻撃への動き，またはＷＴ e America?） “If you're not with me, you're against me" げる

Ｏ（世界貿易機構）での農産物関税引き下げ要求 ② 日本の大学生へのア と諸外国に迫ったように，アメリカは一方的か

を通して，アメリカの姿勢にどのようなものを感 ンケートから(http://ww つ強硬で，アメリカに従わない事自体が間違っ

じますか。（資料も参考にして）意見を述べなさ w.linkclub.or.jp/~n-se ているのだという対応が見られる」「アメリカ

い。 mi/2001/survey.htm) 式の経済の自由化が最も正しいのだ，それが世

③毎日新聞記事より(200 界のためなのだという思いこみが強い」「やた

2.7.26,WTO交渉関連記 ら，正義をふりかざし，独善的ではないか」な

事) ど。）

☆なぜ，国際的な政治や経済の問題場面において， Ｔ：発問する

アメリカは自国のやり方を押し通そうとするの Ｐ：考える ・課題意識を持たせる

か。

・アメリカが他国へ軍事介入する際，どのような理 Ｔ：発問する ④コソヴォ介入と「民主 ・例えば，1999年のコソヴォへの軍事介入や今回 ・生徒が調べやすいように

由づけがなされてきたか。 Ｐ：事例を決めて調べる 主義」 のイラク問題についての国連での大統領の演説 適切な調べ方を指示する

展 Ｔ：必要に応じて資料提示 ⑤イラク問題に関するブ には，コソヴォやイラクでの「民主主義」の実

Ｐ：調べに基づいて答える ッシュ大統領の国連演説 現のためという趣旨が繰り返され，強調されて ・コソヴォやイラクやＷＴ

・教科書,資料集,図書館 いる。その他にも，第一次大戦への参加の際に Ｏは事例である。 状況に

開 やWeb等で調べさせ,発表 はウィルソンが，第二次大戦への参加の際にル 応じ，現代史の視点か

せる ーズベルトが「世界のデモクラシーを守るため ら，生徒が興味･関心を持

に」と説いたことがあげられる。 ち，調べやすい事例を選

・アメリカが他国へ経済的な自由化を要求する際， Ｔ：発問する ⑥WTOでのアメリカの主 ・例えば，現在行われている2002年８月のＷＴＯ ぶ

どのような理由づけがなされてきたか。 Ｐ：事例を決めて調べる 張 の農作物自由化に関して，「この自由化が世界

Ｔ：必要に応じて資料提示 の全ての消費者の利益につながる」と説いてい

Ｐ：調べに基づいて答える る。

パートⅠ なぜ，アメリカにとって「民主主義」や Ｔ：発問する

「自由化」は大切なのか。 Ｐ：考える

ａなぜ，アメリカは「民主主義」を強調するのか。 Ｔ：発問する

Ｐ：考える

ａ-1 アメリカの歴史の中で，「民主主義」とはど Ｔ：発問する これまでの世界史の授業 ・生徒が調べやすいように

のような意味を持つのか。調べてみよう。 Ｐ：調べる を振り返らせる 適切な調べ方を指示する

・アメリカ独立革命の際に，「民主主義」はど Ｔ：資料提示する ⑦アメリカ独立宣言 ・イギリスへの反抗と独立を正当化する原理 ・教科書,資料集,図書館等

のような意味を持っていたか。 Ｐ：調べに基づいて答える を「民主主義」を柱とする啓蒙思想に求め を利用し，アメリカ史に

た。 おける「民主主義」の意

・南北戦争の際に，「民主主義」はどのような Ｔ：資料提示する ⑧リンカーンの演説 ・戦後のアメリカを一つの国としてまとめ， 味を「独立革命」や「南

意味を持っていたか。 Ｐ：調べに基づいて答える 再建する際の理想を「民主主義」に求め 北戦争」以外の事でも良

た。 いのでグループ等を作ら

ａ-1 アメリカの歴史の中で，「民主主義」とはど Ｐ：答える ａ-1 「民主主義」はアメリカの国づくりの根本 せて様々に調べさせ,発表

のような意味を持つのか。 原理とされてきた。 させながら，教師が適切

にまとめさせる

ａ-2 移民の国アメリカという面から見れば，「民 Ｔ：発問する

主主義」とはどのような意味を持つのか。 Ｐ：考える

・アメリカにはどのような人たちが生活してい Ｔ：発問，資料提示する これまでの世界史の授業 ・北アメリカに植民地ができて以来，世界各

るのか。アメリカの移民の歴史と現状はどの Ｐ：答える を振り返らせる 地から，様々な人種・民族が流入して生活

ようなものか。 ⑨アメリカの民族構成 している。現在でも，不断に世界各地の人

々を域内に 受け入れ続けている。

・アメリカ人になる（市民権獲得）には，どの Ｔ：発問，資料提示する ⑩アメリカの帰化法 ・アメリカ市民権を獲得するためには，居住

ような手続きが必要か。 Ｐ：答える 年数等の条件もあるが，最も重視されてい

るのが「合衆国憲法」を支持する旨の宣誓

である。

・アメリカ人が忠誠を誓う「合衆国憲法」とは Ｔ：発問，資料提示する ⑪合衆国憲法 ・「民主主義」体制を実現し，正義と自由を

どのような内容か。 Ｐ：答える 確保することが内容として定められてお

り，アメリカ独立宣言における啓蒙思想の

理念を具体化したものである。

ａ-2 移民の国アメリカにとって，「民主主義」と Ｐ：答える ａ-2 「民主主義」は世界各地からの多様な民族

はどのような意味を持つのか。 的，人種的，宗教的な要素を持って流入し

てくる移民を一つにまとめ，アメリカ国民

として一体化させるための根本的な理念で

ある。

ａ-3 アメリカが他の「国民国家」と大きく違う点 Ｔ：発問する これまでの世界史の授業

はどこだろうか。 Ｐ：考える を振り返らせる

・「国民国家」とは，どのような国家だった Ｔ：発問する ⑫国民国家 ・共通の社会･経済･政治生活を営み，共通の

か。 Ｐ：調べて，答える 言語 ･文化･伝統を持つ，歴史的に形成さ

れた共同体を基礎として成立した国家を一

般に指す。この意味で民族国家とほぼ同意

に用いられる。

ａ-3 アメリカの「国民国家」としての特色は何だ Ｔ：発問，資料提示する ⑬移民国家と民主主義 ａ-3 世界各地から多様な民族が流入して生活し
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ろうか。 Ｐ：答える ているアメリカでは，「国民国家」の重要

な要件である「民族」としての一体性は成

展 立しえない。

ａなぜ，アメリカは「民主主義」を強調するのか。 Ｐ：答える ａ移民で構成されているアメリカは，民族という

要素の代わりに民主主義という普遍的理念を共

開 有することで「国民国家」として統合されてい

る。

ｂどのようにして，アメリカ国内では「民主主義」 Ｔ：発問する

を実現させているのか。 Ｐ：考える

ｂ-1 移民にとって，アメリカはどのような国だっ Ｔ：発問する

たか。 Ｐ：考える

・20世紀初頭に，急増した移民はどのような状 Ｔ：発問，資料提示する ⑨，⑭20世紀初頭のアメ ・言語も文化も様々な移民は，収入のよい職

況でアメリカに入国したのか。 Ｐ：答える リカ移民の生活 業にはなかなか就けず，ほとんどの者が貧

しい生活を送っていた。

・これらの移民は，その後，どのような生活を Ｔ：発問，資料提示する ⑮アメリカンドリーム ・生活も安定し，社会の中産階級を構成する

するようになったのか。 Ｐ：答える ようになるものがふえた。また，中にはア

メリカンドリームを実現する者もいた。

ｂ-1 移民にとって，アメリカはどのような国だっ Ｔ：発問する ｂ-1 移民にとってアメリカは，生活水準の向上

たか。 Ｐ：答える が期待できる国であった。

ｂ-2 なぜ，移民の生活水準が向上したのか。 Ｔ：発問する

Ｐ：考える

・今世紀初め（1910年代）に，フォード社の移 Ｔ：発問，資料提示する ⑯フォード社の労働者Ⅰ ・フォード社は，70％の労働者が移民から構

民労働者はどのような扱いを受けたか。 Ｐ：答える 成されており，彼らを当時の平均的な日給

の倍に相当する日給５ドルで雇用した。ま

た，労働者の生活面の改善をはかり，豊か

な中産階級の生活を実現させようとした。

・なぜ，このような待遇を行ったのか。 Ｔ：発問，資料提示する ⑰フォーディズム ・フォード社は，流れ作業による大量生産シ

Ｐ：答える ⑱フォード社の労働者Ⅱ ステムを導入した。この流れ作業に従事す

⑲消耗する労働 る労働者を確保しようとしたため，そし

て，この流れ作業には言葉の違いや文化の

違いなどは関係ないが，肉体的にも精神的

にも消耗する仕事だったため。

・フォードのやり方は，どのような経済システ Ｔ：発問，資料提示する ⑳アメリカ経済の原型 ・大量生産した商品は生産性と賃金を上昇さ

ムを生み出したか。 Ｐ：答える せ，賃金上昇は需要の増加を招き，大量消

21自動車の普及 費を引き起こす。これによって，さらに大

量生産が促進される。事実，これ以降，ア

メリカでは自動車が普及し，アメリカ全世

帯に占める自動車所有世帯の割合は1920年

代には80％に近づいた。

・アメリカはどのような経済体制になったか Ｔ：発問，資料提示する 22有効需要論 ・フォード以降，高賃金と適切な価格で消費

Ｐ：答える 23大衆消費者というフロ を創造し，需要を創出することで経済的に

ンティア 「豊かな」生活を実現するという経済体

制，また，大量生産と大量消費に支えられ

た経済体制がアメリカで一般化していく。 ケインズの有効需要説を再

これは，後にケインズによって「有効需要 確認させる

説」として整理される。このような経済体

制を「消費資本主義」，社会体制を「大衆

消費社会」と呼ぶ。

ｂ-2 なぜ，移民を含め，アメリカ人の生活水準が Ｔ：発問する ｂ-2 移民を含めたアメリカの大衆は「消費者」

向上したのか。 Ｐ：答える となり，その需要が資本主義の成長を規定

するようになったため，生活水準が向上し

た。

ｂ-3 生活水準の向上はどのような「民主主義」を Ｔ：発問する

アメリカで生み出したか。 Ｐ：考える 佐伯啓思氏の説を整理させ

る

・アメリカ的「自由」とは何か。 Ｔ：発問，資料提示する 24アメリカの自由・平等 ・「消費者」として生活するアメリカ人は，

Ｐ：答える ・民主主義 政治的な「自由」というよりも，経済的な

活動および欲望の実現への「自由」を重視

している。

・アメリカ的「平等」とは何か。 Ｔ：発問，資料提示する 24 ・「消費者」として生活するアメリカ人は，

Ｐ：答える 政治的な「平等」というよりも，経済的な

活動および欲望の実現への「平等」を重視

している。

・アメリカ的「民主主義」とは何か。 Ｔ：発問，資料提示する 24 ・アメリカの民主主義は，「消費者」として

Ｐ：答える 普遍化された国民の「自由」と「平等」を

守ることがその内実になっていった。

ｂ-3 生活水準の向上はどのような「民主主義」を Ｔ：発問する ｂ-3 「消費者」である国民のために経済的な

アメリカで生み出したか。 Ｐ：答える 活動と欲望についての自由・平等を保障

し，それを守ることがアメリカの「民主主

義」の内実である。

ｂどのようにして，アメリカ国内では「民主主義」 Ｔ：発問する ｂ移民で構成されているアメリカでは，国民の

を実現させているのか。 Ｐ：答える 「消費者」としての自由・平等を実現させるこ

とが「民主主義」の内実であった。

パートⅠ なぜ，アメリカにとって「民主主義」や Ｔ：発問する Ⅰアメリカは，世界各地から流入する移民を「民
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「自由化」は大切なのか。 Ｐ：答える 主主義」という理念とそれを実現させる「消費

資本主義」というシステムによって，統合する

展 ようになった。(アメリカの世界化）

パートⅡ なぜ，アメリカの理念やシステムは世界 Ｔ：発問する 〔勿論，現在のアメリカが唯一の覇権国家であ

開 に拡大するのか。 Ｐ：考える り，圧倒的な軍事力や経済力があることは指摘

しておくが，ここの授業では，アメリカの理念

やシステムの拡大に絞って考察することを確認

しておく。〕

ｃなぜ，世界の人々はアメリカの理念やシステムを Ｔ：発問する

受け入れたのか。 Ｐ：考える

・アメリカ製品としてまず思い浮かぶものは何だろ Ｔ：発問する ・（戦後の日本においてはチョコレートやチュウ

う。 Ｐ：適当に答える インガム，そしてアメリカ車は，いかにもアメ

リカを象徴していた。現在ならば，マクドナル

ドのハンバーガーやコカ・コーラ，ジーンズな

どがあがるだろう。ハリウッド映画もアメリカ

製品の１つだろう。）

ｃ-1 なぜ，アメリカ製品に魅力を感じるのか。 Ｔ：発問，資料提示する 25象徴としてのアメリカ ｃ-1 アメリカ製品は，高い生活水準，豊かで自

Ｐ：答える 商品 由で平等な生活，民主主義を象徴したもの

26世界のるマクドナルド として一種の憧れを喚起する。

ｃ-2 アメリカ製品の特徴・共通点は何か。 Ｔ：発問，資料提示する 27普遍性を持ったアメリ ｃ-2 アメリカ製品は，世界中の，誰でもどこで

Ｐ：答える カ商品 も使える，食べられるなどの，特定の民族

や文化や歴史から切り離された「普遍性」

を備えている。

ｃなぜ，世界の人々はアメリカの理念やシステムを Ｔ：発問する 28消費者の拡大 ｃアメリカから強制されたのではなく，「消費

受け入れたのか。 Ｐ：答える 者」としての自由・平等を守ろうとする「民主

主義」を世界が見習った。

ｄなぜ，アメリカは世界の人々にアメリカの理念や Ｔ：発問する

システムを広げようとするのか。 Ｐ：考える

ｄ-1 なぜ，アメリカは国際経済の自由化を主張す Ｔ：発問する

るのか。 Ｐ：考える

・経済の自由化は，アメリカにとってどのよう Ｔ：発問，資料提示する 29自由の布教 ・新たなマーケットの拡大につながり，利潤 他に，具体的な統計データ

な利益があるのか。 Ｐ：答える の拡大を意味している。 を提示するのもよい

・アメリカ人にとって，経済の自由化は世界の Ｔ：発問，資料提示する 29 ・自由化した国の人々は，生活水準が向上

人々にとってどのような意味があると考えて Ｐ：答える し，「消費者」としてアメリカ式の自由・

いるか。 平等・民主主義を享受できるようになる。

ｄ-1 なぜ，アメリカは国際経済の自由化を主張す Ｔ：発問する ｄ-1 国際経済の自由化は，アメリカにとって新

るのか。 Ｐ：答える たな市場と利潤の拡大を意味すると同時

に，自由化した国の人々の生活水準を向上

させ，自由・平等・民主主義の享受を可能

にする。

ｄ-2 なぜ，アメリカは自国の主張が受けいれられ Ｔ：発問する

ると考えるのか。 Ｐ：考える

・アメリカにとって，世界はどのようにとらえ Ｔ：発問，資料提示する 30NewsWeek記事より（20 ・アメリカにとって世界は“the rest of

られているか。 Ｐ：答える 02.9.9,英語版,p｡42） the World"である。

・なぜ，“ the rest of the World"と意識さ Ｔ：発問する ・アメリカには絶えず世界から移民が流入し

れるのか。 Ｐ：考えて答える ており，アメリカ自体が世界の縮図として

とらえられているからではないか。

ｄ-2 なぜ，アメリカは自国の主張が受けいられれ Ｔ：発問する ｄ-2 多様な移民を世界から受容してきたアメリ

ると考えるのか。 Ｐ：答える カ自体が世界の縮図であり，そこで通用し

てきたことは世界でも通用する。

ｄなぜ，アメリカは世界の人々にアメリカの理念や Ｔ：発問する ｄ新たなマーケットの拡大，つまり利潤の拡大へ

システムを広げようとするのか。 Ｐ：答える の欲求と，世界を豊かで，自由で，平等で，民

主的なものにしていけるという自信から，アメ

リカ化を推進しようとする。

パートⅡ なぜ，アメリカの理念やシステムは世界 Ｔ：発問する Ⅱアメリカを統合している「民主主義」という理

に拡大するのか。 Ｐ：答える 念とそれを実現させる「消費資本主義」という

システムは，世界各地の諸国民・諸民族に受容

され，またはアメリカに受容させられて，世界

に広がり続けている。（世界のアメリカ化）

☆なぜ，国際的な政治や経済の問題場面において， Ｔ：発問する ☆アメリカは，世界各地から流入する移民を「民

アメリカは自国のやり方を押し通そうとするの Ｐ：答える 主主義」という理念とそれを実現させる「消費

終 か。 資本主義」というシステムによって統合し（ア

メリカの世界化），そうした理念やシステムは

世界各地の諸国民・諸民族に受容され，または

結 アメリカに受容させられて，世界に広がり続け

ている。（世界のアメリカ化）。この現象が

「アメリカニズム」である。
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(6)資料

【①NewsWeek記事より】（2002.9.9，英語版「Why Hate America?」）

◆同時多発テロの原因やその後のアメリカの行為 Ｔ：発問する ◆アメリカニズムの浸透はイスラム教徒のアイデ

終 を，今回の学習の成果を用いて説明ができないだ Ｐ：説明する ンティティーを危うくするものであり，アメリ

ろうか。 カ式の価値観を強要するものに見えたため。ま

た，アメリカの強硬な対応はアメリカ国内で通

結 用する論理が世界でも通用していることの自信

に裏付けされたものに思われる。

◆アメリカニズムの拡大は世界にどのような影響を Ｔ：課題を提示 新聞・雑誌・Webページ ◆アメリカニズムに対する批判が，様々な反米感 ・様々に考えさせ，次の課

与えているか。または，どのような批判がある Ｐ：調べて発表 等で調べさせ，発表させ 情を生み出している。例として，以下の４点な 題を見つけさせる

か。 る どについての指摘を期待したい。

批判１「アメリカの理念やシステムを受容す

ることは，各民族のアイデンティティ

ーを危うくするものである」

批判２「自由や平等というものをあまりに経

済的なものと結びつけすぎている」

批判３「アメリカ中心に，経済の世界規模の

序列化を推し進める事に他ならない」

批判４「大量生産・大量消費」の問題は，地

球環境問題の根元ではないのか」 ・討議を行ってもよい
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【②日本の大学生へのアンケートから (http://www.linkclub.or.jp/~n-semi/2001/survey.htm)】

Ⅰ．米国が「正義」という言葉を使っていることを Ⅱ．あなたはテロ実行勢力とアフガニスタンに対しての

どう思いますか？ 米国の攻撃を支持しますか？

【③毎日新聞記事より（2002.7.26）】

【④コソヴォ介入と「民主主義」】（大津留智恵子『アメリカが語る民主主義』2000年，ミネルヴァ書房，pp,1-2）

1999年３月，新ユーゴスラヴィア連邦のセルビア共和国コソヴォ自治州におけるアルバニア系住民の追害問題に，人道的立場から

介入した北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）軍は，期限までに合意が得られなかったためにセルビアヘの空爆を開始した。（中略）空爆

を強く押したアメリカのマデライン・オルブライト国務長官は，ラジオを通してセルビアの人々にこう呼びかけた。「ワシントンに

おいて，ＮＡＴＯ指導者は南東欧七力国の指導者たちと，東南欧全域での民主主義を守り，経済発展を促し，平和のために戦う人々

を支援することに合意した。」「民主的なセルビアが新しいヨーロッパに組み込まれるまで，こうした支援が完了しないことにも合

意した。」（中略）「開かれた，自由なヨーロッパ」，「民主的なセルビア」という抽象的な理念をラジオで耳にしたセルビアの人

々は，目の前で爆弾という暴力的手段によってその理念を達成しようと繰り広げられているアメリカの外交に，どのような民主主義

観を読み取ったのだろうか。

コソヴォ停戦達成の後，クリントン大統領は「ミロシェヴィッチが権力の座にある限り，セルビア復興への支援は行われない」と

いう条件を加えた。スロボダン・ミロシェヴィッチ大統領個人をコソヴォ問題の元凶とし，彼が除去されれば問題は解決されるとす

る解釈は，確かに単純でアメリカ国民にとってはわかりやすいかもしれない。しかし，セルビアの人々にミロシェヴィッチを選挙と

いう手続きを経て大統領に選ばせた状況，そしてセルビアの人々の内なる気持ちが変わらない限り，セルビアの誰にとっても民主的

な社会を作りだすということは難しい。何よりも，暴力によって人道主義をまっとうしようとしたアメリカ主導の空爆の中で失われ

た命や壊された記憶は，アルバニア系とセルビア人の間の憎しみをさらに増大させ，民主主義を築く土台となるべき社会の癒しをよ

り困難な課題とした。民主主義という言葉が散りばめられたアメリカ外交によって，民主主義を実現していく近道が示されていると

は限らない。
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【⑤イラク問題に関するブッシュ米大統領の国連演説（2002/9/12，一部）】（在日米国大使館Webより）

行動を起こさなければ，イラク国民は，残酷な屈従の下で生き続けることになる。イラク政権は，新たな力をつけて，近隣諸国を

痛めつけ，威圧し，征服し，中東には流血と恐怖の時代が続く。この地域は，不安定の状態が続き，自由への希望もほとんどなく，

われわれの時代の発展から取り残されることになる。

もしわれわれが行動を起こすなら，非常に異なった将来を迎えることができる。イラク国民は，囚われの状態から逃れることがで

きる。彼らも，ある日，将来の民主主義アフガニスタンや民主主義パレスチナのような国となり，イスラム世界全体に改革を鼓舞す

ることができる。

【⑥2002年８月ＷＴＯでのアメリカの主張】（在日米国大使館Webより）

米国がこのほど打ち出した，農業に関する新提案は，輸出補助金など農業貿易に関する障壁を引き下げ，最終的に撤廃すること

をめざしている。農業貿易の自由化は発展途上国を支援し，全ての国の消費者の利益につながる。米国の新しい農業法とも矛盾はし

ない。（ロバート・ゼーリック米国通商代表部代表）

【⑦アメリカ独立宣言（1776年，一部）】

われらは，つぎの真理が自明であると信ずる。すなわち，すべての人間は平等につくられ，造物主によって一定のゆずりわたすこ

とのできない権利を与えられていること，これらの権利の内には生命・自由，および幸福の追求が含まれていること。また，これら

の権利を保障するために，人間の間に政府が組織されるものであり，これらの政府の正当な権力は統治されるものの同意に由来する

こと。さらに，どのような形態の政府であっても，これらの目的をそこなうようになる場合には，いつでも，それを変更ないし廃止

し，そして人民にとって安全と幸福をもっともよくもたらすとみとめられる原理に基づいて新しい政府を設立し，またそのようにみ

とめられる形態で政府の権力を組織することが，人民の権利であること。

【⑧リンカーンのゲティスバーグ演説（1863年，全文）】

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and

dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can

long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a

final resting-place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and

proper that we should do this.

But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living

and dead who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little

note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living rather

to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather

for us to be here dedicated to the great task remaining before us--that from these honored dead we take increased

devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion--that we here highly resolve that these

dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government

of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.

【⑨アメリカの民族構成】

合衆国は従来以上に人種や民族構成が複雑になりつつある。1980～90年の間に

9.8%の人口増加があったが，黒人は14.2%増で，2670万人から3050万人にふえた。

様々な人種からなり，スペイン語を話すヒスパニックは53%の増加で，1460万人か

ら2240万人。アメリカ先住民も140万人から210万人へとふえた。アジア・太平洋

系は370万人から，その2倍の750万人となった。最大の民族グループはドイツ系の

5800万人で，アイルランド系は3870万人，イギリス系は3270万人であった。大部

分の家庭で子供は英語をつかっている。1970年代から90年代初めにかけて，多数

派だった白人の比率は，アジアやラテンアメリカなどからの移民の増加と黒人の

高い増加率によって低下している。70年代に，それまでのヨーロッパ人移民優先

策が変わり，アジアやラテンアメリカ，アフリカからの移住者が多くなったた

め，文化の多様化が進んだ。90年の国勢調査では，白人が総人口の83.9%，黒人が

12.3%，アメリカ先住民が0.8%，アジア・太平洋系が3%となっている。その他，統

計にのらない移民の数も多い。

（"アメリカ合衆国" Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2001）

(古矢旬『アメリカニズム』2002年，東京大学出版会， p.１１７)→
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【⑩アメリカの帰化法】（野村達朗『「民族」で読むアメリカ』1992年，講談社，p,110）

アメリカは移民に対してどのように対応したのだろうか。(中略)合衆国憲法は，外国生まれの市民は大統領になれないとか，上院

議員は九年以上，下院議員は七年以上アメリカ市民でなければならないと定めた他は，帰化した移民に他のアメリカ人と同じ権利を

与えた。1790年には最初の帰化法が制定され，1802年の帰化法で長期的な原則が確定した。（中略）帰化申請のためには合衆国内に

５年以上，申請する州内に１年以上居住せねばならない。裁判所が市民権を付与するが，その際に合衆国憲法の支持，外国への忠誠

の放棄の宣誓をせねばならなかった。共和政に反対する者には帰化が拒否された。貴族がアメリカに帰化しようとすれば，貴族の称

号を放棄することを表明せねばならなかった。合衆国は公的政策として移民を受け入れることを決定した最初の国であり，その立場

は共和主義的な自由の理念に立脚していたのである。

【⑪アメリカ合衆国憲法（1787年，一部）】（在日米国大使館Webより）

〔前文〕

われら合衆国の人民は，より完全な連邦を形成し，正義を樹立し，国内の平穏を保障し，共同の防衛に備え，一般の福祉を増進

し，われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって，アメリカ合衆国のために，この憲法を制定する。

第一条〔立法府〕

第一節 この憲法によって付与されるすべての立法権は，合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。

第二節 （一）下院は，各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は，州議会で議員数の多い一院の選挙

人に必要な資格を備えていなければならない。（中略）

第三節 （一）合衆国上院は，各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。〈その選出は州議会が行い〉，その任期は六年と

する。各上院議員は，一票の投票権を有する。〔〈 〉内は修正第十七条で改正〕 （以下略）

【⑫国民国家】 (「国民国家」平凡社世界大百科事典）

共通の社会･経済･政治生活を営み，共通の言語 ･文化･伝統を持つ，歴史的に形成された共同体を基礎として成立した国家を一般

に指す。この意味で民族国家とほぼ同意に用いられる。

【⑬移民国家と「民主主義」】(古矢旬『アメリカニズム』2002年，東京大学出版会，まえがきより）

国民国家としての合衆国には，その政治的単位の人的土台をなし，その枠組みと一致すべき均質的で実体的な「民族的単位」が欠

けている。仮りにこの国について，そのような民族的ルーツが存在するという主張がなりたちうるとするならば，それは「アングロ

・サクソン」以外には考えられない。確かに17世紀以来今日まで，言語・宗教・文化・法制度・政治制度などにかんして，イギリス

の伝統がアメリカにおよぼしてきた影響は決して小さくはない。しかし，すでに1790年の時点で合衆国総人口に占めるイギリス系ア

メリカ人の人口は約六割でしかなく，1920年にはそれが４割弱となり，今日では１割強にまで滅少しているという事実を考えるなら

ば，合衆国の実体的な「民族的単位」がイギリス系であるとはとうていいえない。単一な「民族国家」としてよりは，むしろ多元的

な「移民国家」として成立したこの国は，多様な民族的，人種的，宗教的な要素からなる社会を立脚基盤とした結果，どれか特定の

一民族集団の文化的特性が国家全体を永続的に方向づけるといった類のエスノセントリズムからは相対的に自由でありえた。アメリ

カニズムの基礎をエスニックな一体性に求めることは，妥当ではない。(中略)多様な民族的要素を包含するこの革命国家が，建国に

際して，その思想的基礎を，民族や人種の差異にたいし可能な限り中立的で，特定の民族的伝統や歴史に縛られない近代的自然権思

想に求めたのは当然であったともいえる。この啓蒙の普遍的信条を絶対的な立脚基盤とした点において，そしてその限り合衆国は

「理念国家」であり「普遍国家」として出発したといえる。したがって合衆国のナショナリズムは，（エスニックであるよりは）シ

ヴィックであり，（特殊的，神話的，歴史的であるよりは）普遍的，世俗的，構成的な性格を帯びることとなった。

【⑭20世紀初頭のアメリカ移民の生活】(猿谷要「遅れてきた人々」『朝日百科世界の歴史19世紀』，p,D652）

1900年のアメリカ総人口は約7600万であるが，その後の10年間になんと813万の移民が殺到している。

10年間に総人口の10％以上が，それも大部分は英語を話せず，宗教も様々の移民たちが入国したのであ

る。これでは混乱が起こるのも当然であろう。（中略）身よりもないまま，上陸したニューヨークに住

みついた人々の生活は，実に悲惨なものだった。デンマークからの移民J.A.リースは，19世紀末から

20世紀初めにかけて，ニューヨークの貧しい移民たちの生活をたくさんの写真に残した。彼は『スラム

との戦い』という著書の中にこう書いている。「スラムは無知，欠乏，不適応などの象徴であり，ひと

たび怒りが爆発した時には，暴徒が荒れ狂う象徴的な場所である。一方にはこういうものがあり，他

方，金持ち階級の間には，無慈悲，無関心，利己主義などがあるばかりだ」

【⑮アメリカンドリーム】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，pp.151-152）

アメリカン・ドリームという成功物語は，アメリカ的自由のもうひとつの構成要素である。天分と努力と偶然によってだれでもが

成功することができる。資本主義はそのことを可能とする体制なのだ。20世紀の前半に最も影響力のあった経済学者のひとりである

フランク・ナイトは，市場経済とは，天分と努力を運をためす人生の「ゲーム」の舞台だと述べた。この「ゲーム」は万人に開かれ
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たものであり，だから自由で平等な世界だというのである。公正なルールのもとで行われたゲームの結果についてはだれも文句をい

うことはできない。だから，公正な市場経済に要求される倫理はただひとつ，もしゲームに敗れても泣き言はいわず静かに去ってゆ

くことだけだ，ということになる。（中略）物質的幸福を追求することが，国民的なパッションになった。こうして消費によってこ

のパッションを操作してゆくことがアメリカン・ウェイ・オブ・ライフとなった。資本主義のゲームは機会均等でなければならな

い。この原理が，ゼロからスタートする移民の経済競争の価値観と符合したことはいうまでもない。

【⑯フォード社の労働者Ⅰ】(古矢旬『アメリカニズム』2002年，東京大学出版会， pp｡33-35)

フォード式の大量生産方式に従事した，非熟練労働者の一部は，五大湖周辺の農村や田舎町から供給された。しかし，その圧倒的多

数は，東南欧系の「新移民」たちであった。1914年に，フォード自動車会社は，12880名の労働者を雇用していたが，そのうち9109

人は外国生まれであり，主として，ポーランド，ロシア，ルーマニア，イタリアおよびシシリー，そしてオーストリア・ハンガリー

の出身者から構成されていた。（中略）フォードの計画の中核をなしたのは，1914年からはじめられた「日給五ドル」案であった。

当時の平均的な日給をほぼ倍増するこの大胆なプランは，フォードによれば，「慈善でも賃金でもなく，利潤の供与計画であり効率

促進案」として実施された。（中略）フォード社の〈社会調査部〉では，アメリカ生まれの中産階級の生活様式を標準として，個々

の労働者の日常生活を改善すべく，調査し，勧告することであった。調査は，労働者の生活のあらゆる側面，例えば「配偶者の有

無，扶養家族の数と年齢，出身国，宗教，（もしまだ外国籍であるならば）市民権獲得の可能性」にはじまり，持ち家の有無，ロー

ンの有無，債務の有無，預金の額と預金先，生命保険の加入，保険料額などの経済問題，さらには，健康状態，かかりつけの医者の

有無，余暇の過ごし方，ギャンブルや飲酒の習慣，家庭内の状況，近隣との人間関係，食生活，望ましからぬ生活習慣の有無，海外

送金の必要の有無にまでおよんだ。（中略）フォード社の〈英語学校〉は，移民労働者の英語教育を主たる目的として設けられた。

全ての移民労働者は三交代制の合間をぬって，６～８ヵ月の通学を義務とされた。彼らはそこで，英会話を学ぶとともに，アメリカ

の雑誌や新聞を，広告も含めて読むことを通して，アメリカの標準的生活への理解を深めた。加えて，そこでは，〈社会調査部〉の

設定した適切な市民的規範の修得が促され，フォード会社への忠誠心が吹き込まれ，さらには合衆国への帰化が勧奨された。その卒

業式では，卒業生が舞台上で，はじめ出身国の民族衣装のぼろをまとって移民船から現れ，中央にしつらえられた巨大な「るつぼ」

の中に消え，教師たちがその「るつぼ」を長いヘラを持ってかき混ぜた後，最後に移民たちがアメリカ式のよそ行き着に着替え，星

条旗を手にして，ふたたびそこから現れるといった儀式が行われたという。

【⑰フォーディズム】("フォード，H.（実業家）" Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2001）

フォードは規格化した設計で大量生産し，自動車を大衆化することをめざした。その理想のもとで，1908年フォード社は有名なT

型モデルの生産をはじめた。13年には，標準化され互換性のある部品をつかった流れ作業による組み立てラインを採用した。（中略）

この方法はフォードが採用したことでアメリカ全土にひろまった。その結果，アメリカ産業は急激に拡大し，アメリカ人の生活水準

を大幅にひきあげることになった。1914年初めまでに，この革新的な方法は大いに生産性を高めたが，彼の工場では，月40%の転職

率が60%まであがった。最大の原因は，流れ作業の単調さと労働者への生産割当が増加し続けていたことだった。この問題に直面し

たフォードは，当時は標準的だった日額2ドル50セントの賃金を5ドルに倍増した。労働者は定着し，業務コストは実質的に削減され

た。自動車の価格も1908年の850ドルから24年には290ドルまでさがった。生産量は飛躍的にのび，会社の利益も14年の3000万ドルか

ら16年には6000万ドルに倍増した。フォードは，事業を常に革新的にみちびき，利潤を追求せず労働者へ高賃金でむくいるべきだと

いう経営理念をかかげた。

【⑱フォード社の労働者Ⅱ】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，p.140）

つまり，価値観も教育程度も言葉も異なる人々が，そうした違いにもかかわらず経済活動に従事する方法，要するに生産過程での

作業の徹底した単純化がまず行われる。テーラーシステムあるいは科学的管理法と呼ばれるものだ。むろん，それは，作業の能率追

求の結果でもあった。しかし，重要なことは，それが，特に教育も技能も持たず，場合によっては英語もしやべれないどのようなタ

イプの労働者にも適応できるという意味で，きわめて「普遍的」なものだっだということである。テーラーシステムにおいては，人

間は，彼がひきずっている文化的な文脈や個人的な特徴からほとんど完全に解放される。しかし，それとひきかえに，あだかも機械

の一部のように扱われるのである。ここでは労働者の熟練はほとんど重要なことではなくなる。相互に互換可能な未熟練の単能工と

いう「普遍的」な労働のカテゴリーが生み出されるのである。

【⑲消耗する労働】 (常松洋『大衆消費社会の登場』1997年，山川出版社，pp.9-10）

1913年，いっそうの省力化のために導入されたのが，分業の徹底と，労働者ではなく，車のフレームを動かす方法である。移動式

のチェーンに取り付けられた車体が引っ張られてくると，労働者がそれぞれの持ち場で部品を取り付ける。この方法で一台当たりの

組立てに要する時間は，12時間半から２時間以下に短縮されることになった。組立てラインは絶大な効力を発揮する。その導入の二

年前には，6867人の労働者が78440台の車を生産していた。その翌年，生産台数は倍になったが，労働者も倍の14336人になってい

た。ところが1913年には，労働者をふやすことなく生産を倍加できたのである。しかし機械が仕事の速度を設定するこの方法は，労

働者を肉体的にも精神的にも消耗させる。ノルマをこなすには，食事時間も，サンドイッチを頬張りながら機械に徒うしかない。組

立てライン方式は，労働者の不満を劇的に増大させた。ある労働者の妻は，「あなたのチェーン・システムは奴隷主です。夫は帰宅

するや身体を投げだし，夕食をとろうともしません。それほど消耗しているのです」と抗議の手紙を書いた。後年，チャップリンが

『モダン・タイムズ』で描く悪夢の世界が，現実に展開していた。
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【⑳アメリカ経済の原型】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，pp.145-146）

フォードは，いち早く自動車の大量生産方式を確立し，1908年，有名なＴ型モデルを生み出す。これは，操作が簡単であり，頑丈

であり，どのような用途にも使える，という意味で，最初の大衆車であった。「あらゆる農民のための車」というフォードの理想に

一歩近づいたわけである。Ｔ型モデルは大量生産が可能であった。しかし，それを購入する大衆がいなければならない。そこで購買

力づまり「有効需要」を持った消費者を生み出すには，労働者の所得をあげなければならない。いや，労働者の賃金を積極的にあげ

ることによってむしろ有効需要がふえ，企業の利潤機会が増大するのである。有効需要がふえれば，大量生産によるスケール・メリ

ットが生まれる。大量生産によるコストの低下，つまり労働生産性の上昇は賃金にスライドすればよい。そうすれば労働者の生活は

いっそう豊かになり，さらに需要が増加するだろうというわけだ。

【21自動車の普及】 (常松洋『大衆消費社会の登

場』1997年，山川出版社，pp.9-10）

【22有効需要論】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，p.146）

（フォード社が編み出した）経済の回路，すなわち，大量生産→生産性上昇→賃金上昇→需要増加→大量消費→大量生産，という

回路は，フォードの自動車にとどまらない，アメリカ経済の構造を示すものとなった。後にケインズが，有効需要の理論で述べたの

も，こうした大量生産と大量清費を結びつけた経済の構造であった。

【23大衆消費者というフロンティア】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，pp.142-144）

企業は，利潤機会を，海外の物産にではなく，まだ海外のマーケットにでもなく，国内の大衆の欲望の内にみいだすことを知った

からである。資本主義の「欲望」は「外」に向かうことをやめて「内」に向かい始めたといってよい。「内」に拡大してゆく欲望の

主体が現れだのだ。ここではじめて，一般の人々，すなわち大衆が経済の主体になる。おそらくはじめて，現代的な意味での「消費

者」という概念が成立する。いいかえれば，この一般の人々の群れは，「消費者」というカテゴリーを与えられてはじめて存在意義

をもつようになる。逆にまた，この「消費者」というカテゴリーが作られてはじめて，企業は消費者そのものを利潤機会とみなすよ

うになる。企業活動のターゲットが「消費者」に向けられる。例えば，とりわけ18世紀以前のヨーロッパでは，主要な購買層は貴族

階級なのであり，この場合には，現代的な意味での「消費者」というカテゴリーはあまり意味をなさない。生産は主として注文生産

であり，職人的仕事であった。生産者は，「消費者」一般を相手にしたのではなく，特定の貴族を相手にしたのである。こうした，

ヨーロッパの経済が，階級社会や責族の有閑生活という社会的ファクターの上に作られたのに対して，アメリカの資本主義は，大衆

社会という今世紀のアメリカ社会の基本条件の上に作られた，といってよい。大衆が，「消費者」という名をかたって経済の前面に

出てきたのであった。企業が革新を行い，新しい商品を開発するのは，この「大衆消費者」というカテゴリーに向けてのことなので

ある。企業の利潤の源泉は大衆消費者の欲望に求められるようになり，大衆消費者の欲望が資本主義の成長を規定するようになる。

だから，固有の意味での「消費資本主義」は20世紀のアメリカとともにはじまったとみてよい。

【24アメリカの自由・平等・民主主義】(佐伯啓思『アメリカニズムの終焉・増補版』1998年，TBSブリタニカ，pp.124-125）

さて，こうした動きの中で重要なことは，この時，「自由」や「平等」の内実が大きく変質させられてしまったということだ。

「自由」に関していえば，それは，例えば19世紀のイギリスでそれが持っていたような政治的な意味合い－それが高貴な義務を伴う

政治的な意志決定の自由であれ，政治的な強制からの個人的な自由であれ－から大きく逸脱してゆき，もっぱら消費者としての自

由，生活設計者としての自由，それにビジネスの自由といった意味に変わっていったのである。それは「政治的自由」から「経済的

自由」ヘの転換であった。政治の空間は多かれ少なかれ，言葉や表現によって組み立てられている。だから政治の空間での自由は言

論や表現の自由と不可分だ。しかもそれはただ，言論が制限されたり検閲されたりということだけではなく，表現者としての真の内

的な自由，つまり，真実を語ること，説得すること，言葉に対して貴任を持つことなどをも含んでいるはずだ。これに対して，「経

済的自由」の観念はこうした表現者の自由や責任とは無関係である。それはもっぱら，利得の機会，生活を豊かにする権利といった

ものに関わっている。ここでは自由の表現はもっぱら経済的なことがら，金銭的なことがらに関わってくる。人間は常に自由を求め

るものだとすれば，このことが意味するのは，人間はもっぱら経済的なことがらにのみ関心を集中するであろうということだ。実

際，アメリカニズムの中で人々はますます，経済に関心の中心を向けるょうになる。これも今世紀を指し示す価値のありようなので

ある。デモクラシーについても同じようなことがいえるだろう。デモクラシーは19世紀を通じて，主として政治的な価値であり，理

想であった。それは国政に対する人々の平等な参与を求める運動であり，その背後には，人民主権という政治理念があった。それ

は，意志決定のやり方であると同時に，主権と統治の正当性に関することがらなのである。しかるに，アメリカでは，デモクラシー

は生活の均質化，所得分配の平等化を意味するようになってくる。ここでも「政治的平等」から「経済的平等」ヘの転換が起こるの

だ。それとともに，国家は，統治の正統性によって基礎づけられるのではなく，それが国民に対して何を提供するかによって意味づ
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けられるようになる。国家はサーヴィス・ステイトとなり，機能的な存在とみなされる。国家とデモクラシーの関係は，人民を媒介

にした統治の正統に関わるのではなく，経済政策を媒介にした機能の遂行に関わるのだ。これがアメリカにおける今世紀のデモクラ

シーなのである。

【25象徴としてのアメリカ商品】(佐伯啓思『アメリカニズムの終焉・増補版』1998年，TBSブリタニカ，p.122）

商品はいつもただモノなのではなくて，何かを指し示すもめである。その内容が多くの場合は漠然としたもので，それゆえ，商品

は何かを「象徴する」といっておいてさしつかえないだろう。その点ではアメリカの商品も例外ではない。というより「アメリカ的

な商品」は常にひとつの象徴であった。Ｔ型フォードやＧＭのシボレーがずっと後にはコカ・コーラやマクドナルドといういささか

矮小なものにとって代わられるのだが，このアメリカを象徴するモノは，少々極端にいえば，近代の「自由」や「デモクラシー」を

象徴するものだったのである。かつて日本人にとってチョコレートやキャデラックの自動車が，あるいはハリウッドの映画が，アメ

リカ的生活，豊かで自由で平等な生活を象徴したことは，それほど遠いことではない。このことは今日のロシアのいささか時代遅れ

のアメリカ・ブーム，マクドナルドに並ぶ人の列を見ただけでわかる。アメリカは商品を通して「自由」や「平等」の観念を宣伝で

きた唯一の国であった。ともかくも消費財をひとつの文化のように見せかけ，ひとつの国のシンボルにまでしてしまった国家はほか

にない。

【26世界のマクドナルド】(マクドナルドのWebより，http://www.mcdonalds.co.jp/sitemap/index.html）

インドのマクドナルド 中国のマクドナルド ロシアのマクドナルド（店内）

トルコのマクドナルド

【27普遍性を持ったアメリカ商品】(佐伯啓思『欲望と資本主義』1993年，講談社現代新書，pp.136-137，167-168）

よく20世紀はアメリカの時代だといわれる。確かにアメリカの経済が，第一次大戦後，ドイツ，イギリスを抜いて世界最強になっ

たことは事実だし，第二次大戦が終わった時には，その工業生産は世界の約半分という桁はずれのものになったのも事実だ。しか

し，アメリカの強さは，だだそれだけではなく，その経済の「普遍的」な力にあった。アメリカの経済は，ただアメリカの一部の金

持ちしか買わないようなものを作ったのではなかった。それは金持ちも貧乏人も，教育のあるものもないものも等しく使え，欲しが

るような商品を作りだしだ。しかもそれだけではない。それが作りだしたのは，アメリカ国内でしか通用しないモノではなく，世界

中どこへ行っても使えるモノであった。こうした「普遍的」な（はずの）ものを作りだしたところにアメリカ経済の強さがあった。

（中略）商品は，本来，文化と切っても切り離すことができない。かつてヨーロッパに流れ込んだアジアの物産がそうであった。戦

後アメリカが世界に輸出していったモノもやはりアメリカ文化の刻印が押されていた。戦後日本においてもチョコレートやチュウイ

ンガムは，いかにもアメリカを象徴していだ。マクドナルドのハンバーガーもそうだし，コーラもそうだし，ジーンズもそうだ。そ

れらはアメリカ的な実用的で平等なしかもインスタントな生活を示していた。しかし，これらのアメリカのモノにはもうひとつ別の

面があり，それは「普通の人」がどこででも誰でもが使える，あるいは食べられるという，ある種の「普遍性」であった。モノを特

定の風土や民族や歴史や文化から切り離そうという志向である。これは，例えばいまなお，100年前の家具や食器を愛好し，そこに

歴史や文化の連続性をみようとするヨーロッパのモノとは著しい対照をなしている。多民族国家アメリカにおいては，過去の記憶を

断ち切ることが重要なのであり，モノは過去を断ち切る手段なのである。

【28消費者の拡大】 (佐伯啓思『アメリカニズムの終焉・増補版』1998年，TBSブリタニカ，p.123）

そしてロシアの例が示すように，アメリカから強制されたものなのではない。それは「平均的な人々」を主役にし，「普通の人

々」にかつてない重要性を与えたがために世界に広がっていったのだ。平均的な人々に消費者というカテゴリーを与え産業社会の主

役にしたのである。あらゆる国にいる平均的な人々は，すぐにこの消費者というカテゴリーにとびついた。だからアメリカが世界に

押し付けたものではなく，世界がアメリカを見習ったのである。

【29自由の布教】(佐伯啓思『アメリカニズムの終焉・増補版』1998年，TBSブリタニカ，p.126）

アメリカ人にとっては，ビジネスとはただ個人的な利益獲得の機会なのではなく，「自由」を進展させる方式でもあった。それはヨ

ーロッパ的な階級関係やアジア的な封建的関係とは一線を画する新しい人間と人間のつながりであった。したがってアメリカ流のビ

ジネスと結合した様々な経済の様式，例えばアメリカ的経営方式，科学的な管理，自由な市場原理，それにさきほどのフォーディズ
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ム，こうした合理的な経済の様式は，アメリカという商標をこえて，地球上のあらゆる場所で「自由」という普遍の価値を実現する

ミッションとなる。戦後のアメリカの経済援助や直接投資という形での海外進出，とりわけ多国籍企業の活動，広範な海外技術援助

もこうした文脈で埋解すべきであろう。多国籍企業活動は，むろん安い原材料や労働力の確保，新たなマーケットの確保という企業

の利潤動機に支えられたものであったが，決してそれだけのものではない。多国籍企業はアメリカ的経営の海外への移出であり，ア

メリカ流の「ビジネス」の海外への普及でもあった。つまりそれは「合理主義」と「自由主義」の普及活動でもあった。その意味で

それはキリスト教を世界へ布教しようとしたかつての宣教師たちの現代的変形といえなくもない。かつての宣教師が聖書をたずざえ

て「愛」を布教したのにたいして，現代の企業家は，資本をたずさえて「自由」を布教しようとしたわけである。

【30NewsWeek記事より】（2002.9.9，英語版）
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Ⅴ．おわりに

発表者は，「基礎･基本を超える新実践の創造」

を，学習指導要領に則った授業実践をどのように

して超えるのかという問題としてとらえた。レジ

ュメ１ページの“Ⅱ(1)学習指導要領に則った「地

域紛争と国際社会」の授業”で例示したように，

学習指導要領における学習内容は，「事実的記述

的知識・情報」を中心としたものになっており，

たとえ生徒が収集してきた情報から出発して「概

念的説明的知識・理論」の構築をめざしても，そ

の情報は偏っていたり拡散していたりする場合が

多く，その質の高まりには限界がある。また，学

習指導要領における学習方法は「事実的記述的知

識・情報」の収集・活用といった，「どのように

なっているか」という“特色”を「調査」する過

程として構成される場合が多く，「なぜそのよう

になっているのか」を明らかにする「探求」能力

の育成にも限界がある。

これに対して，理論探求学習の学習内容は「概

念的説明的知識・理論」であり，授業で扱う「事

実的記述的知識・情報」も，習得させたい「概念

的説明的知識・理論」の獲得のために選択され，

組織される。今回提示した「アメリカニズム」の

授業モデルも，まず学習内容として古矢の「アメ

リカニズム」論を設定し，この理論を習得させる

ための事例・資料を組織した。

また，授業方法は設定した理論の科学的な探求の

過程として構成されており，「概念的説明的知識

・理論」を探求する技能を習得できるように組織

されている。「アメリカニズム」の授業モデルも

事例・資料をもとに，「なぜそのようになってい

るのか」を推論しながら確認する作業を中心に組

織した。

これらのことにより，発表者は，理論探求学習

によって学習内容を「事実的記述的知識・情報」

から「概念的説明的知識・理論」へ，学習方法を

「調査」から「探求」へと移行させることによっ

て，基礎・基本たる学習指導要領を超えることが

できると考える。

なお，「アメリカニズム」の授業モデルを実際

に実施するには，生徒や学校の実態にあわせ，授

業者がさらに細かい問いを用意したり，資料を工

夫したりする必要があろう。特に佐伯の「消費資

本主義」に関する資料に関しては，今回例示した

資料よりも，もう少し生徒に身近な題材の方がよ

り良いと考えている。この点に関しては，今後の

課題にしたい。
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