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　そのような現状を踏まえ，「法」に対する能動的な姿
勢への転換をはかりながら，社会的な課題に対して多面
的 · 多角的な視点から分析し，あるべき社会の姿につい
て構想することのできる力を身につけることが本校生徒
の多くに必要な課題であるとの認識にいたった。本授業
実践は，そのような経緯から，実践的な法教育としての
性格をもたせつつ，広く社会的な課題について探究しう
る素養を身につけることを目的として，賛否いずれの立
場にたっても「公正」の視点から議論が可能な「安楽死」
を題材として，実施したものである。
　以下では，本授業実践を内容的にどのように構成し，
どのように実施していったのか詳述することとする。

（２）授業内容の構成
　本授業では，単に安楽死の是非について議論するにと
どまらず，ディベートを通じて安楽死を肯定，否定する
立論を行い，「論争」する中で深い学びの実現をめざした。
おおむね，授業内容の構成は 表１  のとおりであり，本
単元を 6 時間で構成し，実施した。以下では，この表を
もとに，本授業実践をどのように展開していったのか詳
述してみたい。なお，本授業実践は，公正の視点から法
的な課題について検討するという性質上，新学習指導要
領においては，「公共」大項目Ｂ中項目ア（ア）に該当す
るものと考えられる。

１　はじめに
　いよいよ高等学校においても，令和４年度より新学習
指導要領にもとづいた授業がスタートする。新学習指導
要領では，従前からいわれているアクティブ · ラーニン
グ型の授業を通して「見方 · 考え方」を働かせる授業の
実践が求められる。本稿では，その一例として，筆者が
行った，安楽死ディベート授業について報告したい。本
授業実践は，哲学的な思想分析を土台として，法教育と
しての側面をもたせつつ，「公正」な社会の在り方につ
いて考察したものである。

２　「安楽死」を題材とした法教育の実践
（１）授業実践にいたるまでの経緯
　令和４年度からの「公共」の開始に向け，「安楽死」を
題材とした授業実践を，３年次自由選択科目「政治 · 経済」
の授業において行った。以下では，本授業実践にいたる
までの経緯について，本校生徒の現状にてらし，新学習
指導要領との関連も踏まえながら論じてみたい。
　筆者の勤務する学校は，東京都の江戸川区に所在する
都立高校であるが，いわゆる「進路多様校」としての役
割が求められ，厳しい校則の下，生徒の自己管理能力の
育成に重きを置いている学校である。また，在籍する生
徒に関しても，２年余りの指導を通して得た肌感覚では，
学習に対する苦手意識や抵抗感を抱く生徒が多く，基本
的 · 基礎的な知識 · 技能の定着が不十分な生徒が多い印
象がある。しかしながら，４年制大学，とくに法学部や
経済学部，経営学部といった社会科学系学部への進学を
希望する生徒が多く，必履修科目の「現代社会」や自由
選択科目の「政治 · 経済」の授業には前向きに取り組む
生徒も少なくない。

東京都立篠崎高等学校　唐仁原 友紀（とうじんばら・ゆうき）
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表１  安楽死を題材としたディベート授業の構成表

時 内容
第１時 カント，ベンサム，ミルの思想分析

第２時 安楽死に対する法的な議論状況の整理

第３時 ディベート作戦会議

第 4時 模擬ディベート · 弁護士との共同授業

第５時 ディベート実践

第 6時 単元のふり返り
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に掲載された各氏の思想内容をベースと
した。
　上記のような思想分析の授業を踏ま
え， 第２時 において，前提となる安楽死
の４類型，すなわち，①純粋の安楽死，
②間接的安楽死，③消極的安楽死（尊厳
死），④積極的安楽死について確認した
うえで，それらに対する法的な議論状況
を整理する授業を行った。ここでは，甲
斐克則 · 早稲田大学教授の議論を主たる
参考文献としつつ，権利論において安楽
死が権利として認められるべきか，当該
権利を保障するための社会制度を構築す
べきか否かの分析を行うことで安楽死を
法的な視点で分析するための視座を提供
することをねらった。すなわち，肯定派
の言説として，日本国憲法第 13 条を下
敷きにした権利論として，「（安楽死の）
適法化を認めないかぎり，多くの場合経
済的困窮者に対して『苦しみ多き死か，
さもなくば殺人犯か』という選択を強い
ることにな」り，ややもすると「現在の
ような倫理的多元化社会では」，適法な

安楽死を「狭義の安楽死」（間接的安楽死）に限定して
しまおうとする試みは，「『どうしても最後の一服の段階
まで生き続けよ』という特定の倫理を強制することにな
る」との議論について確認した。また，安楽死に否定的
な議論として，（国家が「安楽死法」のように法律を制
定して特定の場合には命を放棄することを許容すること
は，）「患者一般の生存権も危険にさらされることになり，
ひいては，政治的状況如何では，社会にとって不要な人
間の生命を絶ってもよいとする，ナチス · ドイツが行っ
たいわゆる『生存の価値なき生命の毀滅』に通じる危険
性が出てくる」との主張を引用し（『安楽死と刑法』より），
紹介することで，安楽死に対する法理論をもとにした思
考枠組みの構築をめざした。
　加えて，ベルギーやオランダ，アメリカ，スイスなど
欧州諸国における安楽死「制度」について確認したうえ
で，日本での代表的な安楽死事件として考えられる「川
崎協同病院事件」を題材とした映画『終

つい
の信託』（周防

正行監督作品）を鑑賞し，安楽死（ここでは消極的安楽
死を主たる議論としつつ，派生して積極的安楽死に関し
ても言及した）に対する具体的なイメージをもてるよう

　まず，本単元の 第１時 として，カント，ベンサム，
ミルの思想内容を分析するところから始めた。すなわ
ち，新学習指導要領において重視される思想的な分析を
その土台として，安楽死に関する議論を構築することが
できるよう，本単元を構成した。ここでは，カントのリ
ベラリズムにおいて，「意志の自律（自由）」のもと，人
間の尊厳を守ることを「正義」とする議論が存する一方
で，現実的な政治社会における決定プロセスとして，量
的な幸福の最大化としての正義が重視されることを確認
する。つまり，カント的なリベラリズム思想とベンサム
的な功利主義思想を対立軸として，安楽死に関する議論
を構築するための基礎的な概念の獲得をめざしたもので
ある。また，ベンサムの量的功利主義を批判する考え方
として，ミルの質的功利主義についても扱い，ナチス ·
ドイツにおける「安楽死」政策や日本の旧優生保護法な
どに代表されるように，一見多くの人々の利益を実現す
ることをうたった安楽死などが，社会的なマイノリティ
排除のための政策として利用される危険性について思考
を及ばせることができるよう講義を構成した。その際， 
図１  で示すように，『ライブ！現代社会 2021』p.77-78

図１  カント，ベンサム，ミルの思想内容の比較
『ライブ！現代社会 2021』p.77-78（一部）
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『戦争と平和の法』を著して，国際社会には国が守るべき法があることを示したのは，カントである。（16年， ）

　君自身の人格ならびに他のすべての人の人格に例外なく存する
ところの人間性を，いつでもまたいかなる場合に同時に目的とし
て使用し決して単なる手段として使用してはならない。

（カント『道徳形
けい
而
じ
上
じょう
学
がく
原論』岩波書店）

　何度もくりかえし長い時間をかけて考え
れば考えるほど，いつも新たな，いよいよ
強い感嘆と畏

い

敬
けい

で心をみたすものが，二つ
ある。私の上なる星空と，わたしの内なる
道徳法則とである。

Ⅲ 生き方と世界を考える…ドイツ観念論
　18世紀のヨーロッパでは，迷信などを排し理性を重視する啓

けい

蒙
もう

思想
が広がるとともに，フランス革命などの市民革命（6p.104）によって，
自由や平等の理念が重視されるようになった。こうしたなか，近代哲
学は，経験を重視するイギリス経験論と，理性を重視する大陸合理論
に分かれていたが，それを批判的にまとめたのがドイツ観念論（6補）
である。そこでは精神面での，壮大で緻密な体系が展開されている。

①人間の尊厳〜カント〜　頻出

出題

②弁証法を提唱〜ヘーゲル〜　

頻出

出題

8料理をつくって知人をもてなすカント（左から2人目）

8ヘーゲル（1770～
1831）　ドイツの哲
学者。主著『精神現象
学』『法の哲学』。

　愛する人のためにアクセサリーをつくりたい。その場合の「目
的」は相手を思う気持ち，つまり純粋な善意志（6補）が動機で

あり，道徳的な行為だともいえる。一方，つくるための道具は「手
段」だ。有用だが，こわれたら交換できるものである。

エピソード 永久平和をめざしたカント

　カントは，たがいの人格を尊重し合い，自律的に生きる社会を「目
的の王国」と呼んだ。そして個人間でも国家間でも戦争は道徳上，
悪だと考えた。戦争は人格の品位を破壊し，人間の自由をそこなう
からである。戦争をなくし目的の王国を現実化するため，常備軍の
廃止や国際法の確立，国際的な平和維持機関の設立を提案し，最終
的理想として世界共和国の樹立をめざした。このカントの「永久平
和論」は，後に20世紀になり，世界平和のための史上初の国際組
織として国際連盟が設立されたとき，理論的な基盤になった。

お前はAだな。
殺してやる！

「道徳法則」

「自然法則」

どんなときも
嘘はいけない！

逃げたいから
嘘をつこう…

「良心の声」に従って行動

欲望に従って行動

自律
＝自由

自由では
ない

Aさん

8カントの考える「自由」

解説 目的として扱う人格 カントは，人間の人格はかけがえのない
ものだから，「目的」として扱わねばならないとした。つまり，同じプ
レゼントでも，相手を利用しようとして贈れば人格を「手段」として扱っ
たことになり，道徳的ではないと考えたのである。
　では，カントが考える道徳とは何か。人間の意志は，苦しみを避けて
快楽を求める「自然法則」に支配されており，不自由である。例えば，
強盗に銃をつきつけられ，恐怖から逃げたいために嘘をつくのは，自然
法則に支配されているといえる。
　だが人間は，理性の命令である「道徳法則」に従おうとする意志の自
由をもつ。これは ｢良心の声｣ と考えるとわかりやすい。そしてその道
徳法則は，すべての人間にあてはまり，｢まさになすべし｣ という無条
件の命令でなければならないとした。つまり，「もし○○ならば××せよ」
というような条件付きのものは，道徳法則ではないと考えたのだ。

　あなたは心の中に，矛盾を感じたことは
ないだろうか。2人の自分が異なる意見
を闘わせたり，気持ちが一つにまとまらな
かったり。あるいは，自分の生き方が選べず
に悩んだり。それはまったく当然で，人間の
精神は複雑なものであり，さまざまな矛盾を
抱えているのである。そして矛盾があるがゆ
えに思索が深まり，新しい発想が生まれてく
ることもある。だから矛盾をうまく乗り越え，
高いレベルに達することができれば，よりよ
い生き方がつかめるだろう。

8国際連盟第１回総会

4カントの記念牌　カントの主著の一つである『実践
理性批判』のしめくくりの言葉が刻まれている。カン
トの思想を端的にあらわしている。
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×　『戦争と平和の法』を著したのは，オランダの法学者グロティウス。カントが著したのは，『永久平和のために』。

8ベンサム（1748～
1832）　イギリスの
哲学者。主著『道徳お
よび立法の諸原理序
説』。本人の遺言によ
り，遺体は現在もロン
ドン大学に保管されて
いる。

　自然は人類を苦痛と快楽という，二人の主
権者の支配のもとにおいてきた。われわれが
何をしなければならないということを指示
（中略）するのは，ただ苦痛と快楽だけである。
（ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』中央公論社）

8J.S.ミ ル（1806～
73）　イギリスの哲
学者。主著『自由論』。
ミルは，当時の女性差
別を不合理だと考え，
晩年は女性の選挙権実
現に尽力した。

　満足した豚であるより，不満足な人間で
あるほうがよく，満足した馬鹿であるより
不満足なソクラテスであるほうがよい。

（J.S.ミル『功利主義論』中央公論社）

Ⅳ 工業化社会の功罪を考える
　18世紀後半以降，産業革命によって工業化が進み，機械による大
量生産が始まった。そして富や利益の追求が重視されるようになり，
社会の幸福や公正さが軽視された。そこで社会全体の幸福の最大化を
追求する功利主義や，公正な社会をめざす社会主義が登場してきた。

①最大多数の最大幸福〜ベンサム〜 頻出

出題

②質の高い快楽〜J.S.ミル〜　頻出

出題

エピソード 「世界精神が行く」
　古代や中世の人々より現代の
私たちの方が，合理的にものご
とを考え，自由に生きることが
できるだろう。人類は歴史とと
もに，さまざまな対立を乗り越
え理性と自由を進歩させてきた
のである。
　ヘーゲルはフランス革命（6
p.104）に自由の拡大を見る。だ
がそれは内部矛盾で恐怖政治を
生んでしまう。やがてナポレオ
ンが皇帝になり，軍隊をひきい
て攻め込んできた。そのとき
ヘーゲルは，「世界精神が行く
のを見た」と書いている。弁証
法のように，不合理な旧体制を
破壊し新しい社会を構築するナ
ポレオンに，世界精神が動かす
歴史の発展と法則性を読み取っ
たのである。

8馬に乗ったナポレオンを見るヘー
ゲル（右手前）

正 反

合

止揚止揚

反

合

止揚止揚

ベンサムの功利主義 ミルの功利主義

量的快楽

身体的快楽
＝

質的快楽

精神的快楽
＝

快楽の量は計算できる！ 快楽には質の差もある！

批判的に
継承

文化祭では
カレーを
出そうよ！

私はうどん
がいい！

じゃあ
カレーうどんは？

解説 世界は矛盾により発展する　矛盾の概念を，弁証法として確立
したのがドイツの哲学者ヘーゲルである。歴史を例にとると，ある時代
の思想には必ず対立思想が生まれる。この矛盾は，両者の長所を取り入
れた新たな思想の登場を生む。あらゆるものは，こうした「正」と「反」
の矛盾を含み，一段高いところへ「合」する，すなわち止

し

揚
よう

（アウフヘー
ベン）することで解決する。それは新たな「正」となり，「反」が登場
してまた矛盾が起きる。彼はこうした変化と発展の流れで世界をとらえ
た。だから歴史も偶然ではなく，その法則で動くとし，歴史を推し進め
る主体を世界精神（6補）と呼んだ。
　現代の私たちも，矛盾を前向きに考えてみよう。意見が一つだけなら，
それ以上発展しない。でも対立する意見があり，議論すればよりよい結
論を生み出せるだろう。現代の民主政治も，議論で発展するのである。

4弁証法のモデル

4意見の対立から
新たな発想が生ま
れる例

　あなたはどんな人生をおくりたいだろう
か。やはり幸福に暮らしたいし，楽しいこ
とは多いほどよい。不幸で苦しい人生は嫌
だ。こうした誰もが願う原理をもとに，結果
としての幸福を増やす哲学を展開するのが功
利主義である。

　あなたが「幸せだ」と感じる場面は何だ
ろうか。単純な喜びもあれば，深い幸福感

もあるだろう。快楽には質の差もあるのである。

解説 快楽の量を計算する ベンサムは，幸福や快楽を生み出すのに
役だつ性質を功利性と呼び，真理だとした。そして個人の幸福や快楽を
合わせて社会全体で最大化する「最大多数の最大幸福」を追求すべきと
した。そのために，すべての人の快楽の量を平等に計算することも提案
している。しかしベンサムは，ホームレスを救貧院に閉じ込めた方が社
会全体の幸福は増大するとも主張している。幸福の多寡を数学的に計算
する彼の考えは，少数者の切り捨てにつながる面もあった。

解説 質の高い快楽を　ベンサムはどんな快楽
も一律に同じ量とみなしたが，J.S.ミルは快楽に
は質の差があるとした。彼は「満足した愚か者よ
り，不満足なソクラテスである方がよい」と述べ
ており，人は低俗な快楽より高尚な快楽を求めるべきだと考えたのであ
る。彼の思想の根本にはキリスト教のアガペー（6p.90）があり，イエ
スが説いた「人々からあなたがたがしてほしいと思うことを，人々に対
してその通りにしなさい」という黄金律を功利主義の理想とした。
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授業を行った。とりわけ，その
後のリアクションペーパーを読
むと，安楽死が実行に移される
過程で，多くの場合，患者の意
識が定かでなく，リビィング ·
ウィルの確認が難しいこと，一
方で，患者を介護する家族の肉
体的，経済的，精神的負担が大
きいことについて，生徒は深く
考えていた印象である。なお，
授業の詳細は， 図２  を参照さ
れたい。
　その後 第３時 では， 図３  

で示すとおり，これまでの思想
的，法的な議論状況を踏まえ，
賛成派，反対派各２グループず
つ（１グループ５名）に分かれ，ディベートに
向けた作戦会議を行い，それぞれの立場におけ
る立論，および相手側の立論や質疑に対する反

はん

駁
ばく

の検討を行った。なお，ディベート全体の流
れなどについては，「ディベート甲子園」の諸
ルールに従った。また，リアクションペーパー
からすると，生徒の多くは安楽死に対して賛成
の立場をとっていたが，授業のつごう上，生徒
の私見とは無関係にグループ分けを行ったもの
である。
　第４時  は，第一東京弁護士会所属の弁護士
４名との共同授業を行い，その中で賛成，反対
の各派１グループずつをディベーターとして模
擬ディベートを実施し，その結果を踏まえ，弁
護士の先生方の助言を受けながらディベート本
番に向けてさらなる立論等の充実をめざした。
この授業を受けた生徒の学習記録を見ると，法
学的な視点に立ちながら，賛否いずれの立場に
ついても詳細な検討がなされていたことがうか
がえる。なお，この授業のようすについては，
本誌 p.27 の二次元コードより本校授業公開用
動画にアクセスし，確認されたい。
　上記の準備を踏まえ， 第５時 では賛成，反
対の各派から１グループずつをディベーターと
してディベートを行った。また，審査員には地
理 · 歴史科の教員３名とディベーターとならな
かった生徒10名を立てた。各派のディベーター

図３  ディベート作戦会議用授業プリント

図２  安楽死に関する法的考察用授業プリント
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の在り方についての見方や考え方はつちかわれ
ない可能性がある。その意味でも，授業者とし
てのこれまでの取り組みを，外部との連携を通
じて相対化してみるのも，新学習指導要領にお
いて求められる教員としての授業研究の 1 つと
いえるのではないか。また，本授業実践におい
て，法に関する専門家としての弁護士に技術的，
内容的な助言を得る機会を設けたことは，生徒
の深い学びを支援するという視点からも，必要
な取り組みであったと考えている。

３　おわりに
　本稿では，安楽死を題材として人間と社会の在り方に
ついての見方 · 考え方を働かせることを目的とした授業
の一例を紹介してきたわけであるが，筆者としても，新
学習指導要領における授業を完全な形で見通せているわ
けではもちろんない。今後，多くの先生方の授業実践を
通じて，求められる授業像をつくりあげていくことが肝
要だと考えている。
　一方で，新学習指導要領，とりわけ「公共」の目標等
に関して，教育学や法学的な見地から批判がなされてい
る現状もある。確かに，公民科という，社会科学におけ
る研究成果を土台とする教科，科目にあって，道徳的な
要素が色濃く入り込んでいることに対する，潜在的な抵
抗意識を完全な形でぬぐい去ることは難しい。
　しかしながら，全国民主主義教育研究会の事務局長で
もある菅澤康雄氏が指摘するように，現行の「現代社会」
が新科目としてスタートする段階においても同様の批判
が行われていたなかで，学校教育現場におけるすぐれた
実践事例が蓄積されていくことで，道徳化することなく
広く主権者を育成するための科目となり得たのもまた事
実である。とすれば，新科目「公共」においても，われ
われ教育実務家の実践いかんによっては，その批判をこ
えて生徒たちの社会性をつちかう重要な科目として「育
て上げる」ことも可能であろう。
　本稿が，その一端を示すことの一助となれば，これ以
上の喜びはない。
〈参考文献〉
・池田清彦（2021）『「現代優生学」の脅威』集英社インターナショナル
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については，弁護士との共同授業での作戦会議における
論点を踏まえつつ，立論や質疑，反駁を行うことはでき
ていたものの，とりわけ反対派の立場から立論等を行う
ことの技術的な難しさから，結果としては大差で賛成派
が勝利するという結果となった。なお，当日のディベー
トの様子については， 図４  で示す審査員の記録用プリ
ントのとおりである。

（３）「見方 · 考え方」を働かせる授業に向けて
　以上のとおり，安楽死を題材として「公正」の視点か
ら法的な思考枠組みを構築し，ディベートを通した授業
を行ってきたわけであるが，どの程度まで，新学習指導
要領における「見方 · 考え方」を働かせる授業に関する
イメージを読者に提供することができたか，はなはだ心
もとないところがある。しかしながら，生徒の最終的な
レポートを見るに，本授業を受けた生徒の多くが，単
に「自分だったら苦しい思いをしたくないから」などの
短絡的な思考から結論を示すのではなく，安楽死を制度
化することの思想的，法的な諸問題を理性的に勘案した
うえで結論を示せていたことは収穫だった。とりわけ， 

第２時 の授業後の感想では，苦からの解放として安易
に安楽死を肯定した生徒が多かったが， 第５時  で予想
外に多くの生徒が反対派の立場から立論していたのは，
弁護士との共同授業の成果といえるのではないか。
　弁護士との共同授業を実施するのは，筆者としては今
回が２回目の取り組みだが，生徒たちの人間と社会の在
り方についての見方 · 考え方を強化するためにも，外部
と連携した取り組みは，他の学校現場においても積極的
に行っていくべきことのように思われる。広く学校教育
が社会に開かれ，学校という，ある意味で特殊な社会空
間における「常識」にふれるだけでは，真に人間と社会

図４  審査員記録用プリント

授業公開用動画は
こちらから☞


