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社会科教育における法社会の認識とフラーの合法性概念

豊浦孝則＊

1. はじめに

本研究は，社会科で扱う法に関連する領域の学習を研究の対象とする。主に高等学校公民科で

の取り上げ方を中心にその内容を論じる。題目に掲げた「法社会」とは，法化した社会のことを

いい，社会問題や公共の問題において法による解決を広く採用している社会の意である。「法杜会

の認識」とは，社会における法の様態，構造を把握，理解することである。「法社会の認識」を形

成する過程を「法社会の学習」と呼ぶ。つまり，社会科教育を設計するにあたって，いかなる法 息

社会の認識を盛り込むことが有用か。また，社会科教育を通じて法社会についてどのような認識

を形成させる必要があるか。このような問題意識に応えることが，研究の目的である。

本研究の関心の所在は，法に関連する教育の領域のなかで，最も基礎的な内容となるものにあ

る。法を学ばせる，あるいは法を教えるといった場合，法律実務家を養成する教育以外に，刑事

政策や刑事法，裁判，紛争処理，司法的解決に焦点がある司法教育と呼ばれる司法へのアクセシ

ビリティを高める教育や，社会にある特定の事象，多発の現象を処理するための制定法や制度の

運用について利用方法の解説を中心とする教育（婚姻制度の学習や消費者教育， リサイクル，社

会福祉制度や納税，交通安全などの学習で主に実施されてきているもの）があげられるが，本論

文では，公民的資質を涵養する普通教育・社会科教育で，社会認識能力の育成としての法教育に

ついて論じる。法の存在，社会と法の関係，法に内在する原理・理論を認識させること，日常生

活や非常事態に関与するしくみ，規範としての法，集団の意思として社会を構成する法を認識さ

せること，法を知的道具として使用することの意味を学ばせることに焦点がある。

2. 現行の社会科教育における法についての学習一法に関連する分野で何を学ばせているか

法に関連する分野は，高等学校公民科「政治・経済」の場合，平成 11年文部省告示の学習指導

要領によると，日本国憲法の基本的性格とあわせて，国会・内閣・裁判所などの政治機構を概観

させ，その上で政治と法の機能，人権保障と法の支配，権利と義務の関係，議会制民主主義につ

いて理解させ，ここから，民主政治の本質や現代政治の特質をつかませて，主権者を育成するこ

とが示されている。つまり，日本国憲法から政治機構や制度を導き，人権と民主主義を理解させ

るために，その中での政治や法の作動を，把握させる構成を描いている。

高校の「政治・経済」教科書，指導書が示す法についての学習内容は，第一に政治に収倣する

こと，第二に憲法の理念に収敏することが，その特徴としてあげられる。ここで指摘する「政治

に収敏する」というのは，法の機能や役割について理解させる場面が専ら，為政や政治にあるこ

とをいう。歴史的背景，史実に重点をおくので，換言すれば，法の基礎的な性質，法の構造を提

示せず，その運用面・外観にのみ着目しているので，法については政治体制のなかでの位置とい

う把握にとどまるのである。そもそも何が法であるのか，法とは何であるかという基礎的な性質

への理解，本質的な構造の把握には，つなげにくいことが指摘できる。

もうひとつの特徴「憲法の理念に収敏する」は，民主政治や人権保障の基本となる諸原理の成
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立過程とともに日本国憲法の理念を確認させる構成をとっていることをいう。憲法学習の理論を

たどることでそれを示すことができる。「日本での法教育は，これまで憲法教育として実践されて

きた。＊！」新憲法を制定して，国民教育における基本的原則を確立した。梶哲夫が指摘するよう

に*2, 歴史的感慨を抱いて，国民主権を教育的に考えていく根源を得たことは，昭利22年版学習

指導要領社会編の中学校社会科第 3学年の第 3単元「われわれの政治はどのように行われている

のであろうか」の要旨*3から明確に把握できる。社会科の基底に憲法学習を敷くねらいがあった。

「憲法は国の基本法であり，国のあらゆる作用は憲法に基づいて行われ，それにより国民の生

活か規律されるとともに，国民の行動はすべて憲法の精神から発現されるべきものである。すな

わち憲法は政治判断の尺度であり，国民の行動の基準であって，憲法の制定者である国民は当然

にして憲法を尊重し擁護する義務を負っているのである。このことから，国民の憲法についての

関心と認識とは欠くことのできないものがある。*.j」

このような意義と認識から社会科教育の「憲法学習」が構想されてきた。学習内容は，国家の

基本i去を理解させること，すなわち「民主政治の原理」を活かして日本国憲法の内容を理解させ

ることを基本的な観点にして構成している。

しかし，憲法学習は法についての学習でない場合が多い。自衛隊と平和を題材にした実践であ

っても，司法判断の性質に触れずに違憲・合憲を議論させている場合や，差別を題材に法の下の

を収り上げても，法の下のという部分をなおざりにして，単に差別をなくそうという平等の

大切さを伝えるに過ぎない内容になっている。しかし，このような実践の類も憲法学習と呼ばれ

ているのは，憲法に載せられた理念を取り上げているからである。これから述べる「法社会の学

習」も本質的には，憲法学習のなかにも内在している。法学の論点を取り入れた学習は，一見，

専門的であって，逐条的な理解と同様に退けられる。だが，日本国憲法の理念を取り上げる憲法

も法について学ぶことであり，法的理解の基礎をなくしては，本質を欠くことになる。とり

わけ，憲法に載せられた理念と法そのもの性質とを切り離して捉え，後者に焦点を当て「法杜会

の学習」として論じる。

30 法社会の学習ーその立場と法学の領域

「法」という語のもつ多様性から，法について把握する上での知識も多様である。範疇をどこ

に定めるかで議論が異なる。国家法のみをさす場合，国際法や地方公共団体の条例を含めた公的

権力が強制する社会規範を意味する場合，部分社会が秩序維持のためにもつルールを意味する場

合などがあげられる。実定法に代表される法規範を範疇に限定した場合でも，一定の事実要件に

対して，一定の法律効果を帰属させるプログラムという法準則の形式，伝統や淘汰，体系のなか

でつくられた法準則を抽象的かつ概括的に規定する法原理，法準則と法原理に分けて法の内容を

把握できる。

まだ法学は，アプローチの異なる諸学間を含めて法に関する学問の総称である。学問分野は，

基礎法学と実用法学に分けられる。古代ローマ以来，現在においても，法学教育の中心にあるの

は，実用法学の法律学である。さらに法解釈学・実定法学といわれる法律学の内容をみると，裁

判実務，および（決定的には裁判実務に制約を受けるが）裁判外の法的問題解決を中心とする法

実践に関与する規範的活動，すなわち制定法の条文を手がかりに実定法の規範的意味内容を体系

的に解明する法解釈がある。また，こういった法解釈だけでなく，法的概念• 原理・制度の意味

内容・柑互関連・構造的位置の解明や判例研究，論理的・言語的分析，歴史的探求といった記述
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的また分析的な認識活動もある。

法学の研究アプローチと対応関係にある教育は，法学教育であって，法律専門家養成のための

教育をいう。専門家ではない人々のための法教育は，法学教育と同様の対応関係がないとしても，

またすべての法学研究のアプローチに対応していなくとも，法学との整合性は保つならば，その

内容はやはり法学から投影されるべきである。

法教育の内容を構想する方法のひとつは，法学の成果を援用することである。問題解決のため

の実践学であるという側面を含めて法学における知識は，研究アプローチ・領域と，それに対応

してきた社会科教育の単元・分野との対応関係で把提することができる。法についての知識とい

う観点から限定して，社会科教育で取り上げられるいわゆる知識に該当する内容とその類型につ

いて法律学との対応関係を分析する。社会科教育と法学の対応関係を示すと以下の表 lのように

なる。論理的・言語的分析に対応する社会科教育を欠いていることがわかる。このことは，政治

や憲法に収敏した内容を中心にしてきたことの結果であるといえる。本研究の提言は，この領域

を中心に設定する。

法教育は専門家養成のためではないので，専門家でない人々が実際に目の当たりにする問題に

応じた内容が求められる。法学でも長らく中心であったように実用法学の法律学・実定法学や法

政策学・立法学に依拠することが相応しいと考えられる。後述するが，どこに法教育の内容をお

くかという課題に対する見解の視点のひとつをここにおく。

主な法学の体系・領域と社会科教育の対応（表 1)

法学の研究アプローチ 社会科敦育*5 高等学校公民指導資料政治 経済•6

基礎法学 ※ ※ 

裁半！実務 司法敦育 薮千)/'!TV~'輝構〉燐台ピ
--------------→ -------------- ---一~ー--・----------ー---------
裁判外の法的朋題解 消費者教育 労使関係と労働市場
決実務 環境学習 消費者保護 中小企業問題

. . . . . 

判例研究
--ヽ• --―-・----------- ------•• -• -•• -・.・-・-- ---- ---• -•• -••. ―--一---•• , 

議会制民主主義の本質と望ましい政治の在り方
法の支配の原則 権利と義務の関係

憲法学習 国民の参政の意義 政治社会の特質

法律学実定法学 法的概念原理制
有権者敦育 国会，内閣，地方自治などの椴構と椴能
政治学習 地方公共団体や政府の役割

（法敦義学 度の解B月
人権学習 政党政治と選挙 日本国憲法の基本的性格

法解釈学）
平和学習 行政機能の拡大と民主化

実用法学 人権，領土などに関する国際法の意競と役割
国民経済における家計，企業の働きと政府の役割

論理的言語的分析

憲法学習
人権保障の発達

歴史的文献学的探究 歴史敦育
基本的人権の保障

高校公民科倫理
疇~ 幽量~．~．．曇● . . .....  ... --・---- .. --・・-

ほか ※ ※ 
. . . . . 

福祉敦育
環境商題 資源固題

法政策学 社会保障と社会福祉
立法学など ※ 環境学習

現代経済の基本的性格
経済学習

経済の発展と福祉の向上

※部分は省略した。
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4. フラーの合法性概念

以上のような指摘から，どういった内容を取り上げることがふさわしいか，授業化すべき内容

とは何かについて試論を立てたい。社会科教育で取り上げる法についての基本的な学習内容のひ

とつに，「法の支配」がある。

法の支配は，人の支配から移行したという点を強調して，権力をコントロールする近代民主政

治の原理，近代立憲主義の中心概念として述べられる。日本国憲法も採用している概念である。

このような見解は，法一般の性質，法という形態がもつ特有の性質を含めた見解ではない。法を

使った諸制度の運用面に着目して，その効用に焦点があるといえる。法そのものではなく，法に

載せた理念や目的の実施という側面からの見解である。

法がもつポテンシャルに着目して，法社会の認識を捉えるようとすると，そのポテンシャルは，

法の構成原理，つまり一般性，普遍性，予測計算可能性といった法の性質の中に見出せるのであ

って，法に載せられた理念や目的の把握のみでは，見出せない。このような制度的把握にとどめ

ないで理解したい。

今日，「法の支配という概念は，法が理性的な人々の行動を規制するルールとして機能するため

の必要条件を総称するものとして使われることが一般的である。「人の支配」ではなく，「法の支

配」，という主張が有意味になされうるためには，そこにいう「法」が，為政者と被治者の双方を

コントロールしうること，被治者としては，為政者がいかに行動するかを予測する根拠となり，

かつ今後の自己の行動の基準としても働くことが要求される。すなわち，法は人々に行動の枠組

みを与え，予測可能性を保障する必要がある。そして，人が法に従いうるためには，何よりもま

ず，法が何かを理解することができ， しかもそれが従うことの可能な方であることが必要である。

*7」

このような意味での法の支配については， L・L・フラーパが示す分析がある。フラーは，法

の支配を機能させる法の性質という側面から，これを合法性原理として統治の原則にとどまらず，

法が人々の行動を規制するルールとして機能するための条件を示した。フラーが示した「法を可

能ならしめる道徳 *9」, 法に内在する「法律性」の諸原理を試論に援用したい。フラーは，これを

「法の内面道徳 (internalmorality of law)」と呼び，合法性（法律性）概念として論じており，

「『法の道徳』のなかで合法性原理が法実践に課す規範的要請の内容を明快に提示してみせた。彼

の分析によると，この原理は八つの要件から構成されている。*10」法が法として存続するための

8つの要請を，順に概観する。

(1) 一般性

(2) 事前の公布

(3) 遡及効の禁止

(4) 明確性

(1) 一般的であること（法の一般性） * 11 

(5) 無矛盾性

(6) 実行可能性

(7) 安定性

(8) 公権力行使との合致

人間の行動を調整し，導くための法において，全く一般的規則が確立されないということは稀

である。ただ一つの要望を伝える場合にも，なんらかの一般化が含まれる。「走るな。」というこ

とを伝える場合，相手は走るという行為・動作がどれだけの範囲かということを知っておかなけ
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ればならない。

規則は一般的な集合に対して適用され，その対象が，たとえば人間であれば，個性あるひとり

の人間ではなく，人間として定義できる集合に向けられる。つまり，規則は，没個性的に一般的

に作用することが求められる。また，公的機関が何かの分配をする場合，個別事例ごとに，その

事例ならではの特徴に着目してケースバイケースで処理をすれば，不公平な結果を生む。これは，

規則が不公平ということよりはむしろ，規則・ 基準がないという事態への不満を意味する。個別

事例の処理に先立って基準があれば，その基準の一般性に応じて無数の同一例に対して適用でき

る。人間の行動を支配する法は，第一に一般的な基準・規則が要請される。

(2) 周知させること（公布）

法は，人間の行動に影響を与えるためにある以上，間接的であれ，事前に知りうるものでなけ ・

ればならない。法に従った実践を可能にするには，つまり実践の結果を予断するには，適用され

る規則を知らなければならない。ただし，特定の職業や仕事，専門化した分野に関する法をもす

べての人が目を通し，理解する必要があるということをいっているのではない。知ろうと考える

市民に知る機会が閉じられていないことが要請される。

(3) 遡及的でないこと（遡及法）

法は遡及するべきでないことが要請される。人間の行動を支配する法は，未来に向かって効力

を持つのであって，過去に向かっては命令しない体系をとっている。今日の行動を明日制定する

法では規制できない。遡及的な罰則法規を非難する意味で，行動の形成と統制にかかわる刑法に

おいては罪刑法定主義が尊重される。（遡及する法は，未来に向かって効力を持つ体系のなかで検

討すると，法によって拘束される人々に法が知らされること，法が服従可能な内容であること，

という要件を満たせなかったとき，法の遡及効果でこの失敗を軽減できる。こういった救済のた

めの遡及効果を正当化できるかどうかについては検討がいる。）

(4) 明確であること（法の明晰性）

法には明晰性が要請される。立法議場外の日常生活で発達してきた常識的判断基準を利用して，

これを法律のなかへ組み入れて反映させることで応えられる。曖昧で一貰性のない立法は，目標

を明晰な規定の形にしない。「公正に」という基準だけですべてを裁判所に委ねてしまえば，ケー

スパイケースに処理することになり，恣意性や不確実性が増してしまう。

(5) 矛盾がないこと（法における矛盾）

ある行為を禁止し，かつ同時に命令することはできない。人間の行動に対して意味のある指示

を与えることが要請される。意味ある指示が前提になっており，指示に対する適切な反応を期待

する以上，一貫性を欠く規定はお互いに調和しない。つまり矛盾とは，非両立性と換言できる。

(6) 不可能を要求しないこと（不可能なことを命ずる法）

人間の行動を支配する法は，可能なことを命じなければならない。このことは，明白である。

でなければ，責めに帰するべきこと（故意・悪意）がないのに，とうてい服従しえない禁止命令

に違反したとして責めることになる。
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(7) 頻繁に変更されないこと（法の恒常性）

法が頻繁に改正されないことが要請される。新法に従うべきところを旧法に従って行動した場

合，その行動は失敗に終わり，また予想外の負担を伴うことになる。新しい法律に適応するため

の充分な時間的余裕来るべき改正についての警告があり，改正は急速に発効しないならば，以前

の法を信頼してとられた行動は，遡及的に無効とされうる。

(8) 法と公権力行使が合致すること（公権力の行動と宣言された準則との間の一致）

公権力の行動と法律との間の一致は，誤った解釈や賄賂，偏見，権勢欲など多様な方法で損な

われる。したがって，一致を維持するために考案された方策も多様にある。法廷で弁護士をつけ

てもらう権利，相手側証人を反対訊問する権利，上訴する権利といった適正な手続きは，この間

の一致を目標にしている。法とその執行とのくいちがいを阻止する任務は，裁判所やオンブズマ

ンのような監督機関に委ねられる。

法は，特殊分野における細部のニュアンスまでは伝えきれない。法を解釈する側と立法する側

との協働でしか「法律性」は維持でぎない。法を解釈する側と立法する側との相互依存関係があ

ることすなわち，ーカ所だけに集中していないことが要請される。

以上に示されるフラーの合法性概念は，明快に 8つの要請を示している。示された要請は，と

りあえず，価値において無色で，法の目的や立法意図と距離を置いているようにみえる。この点

は，学習者がまだ法に対して何らかの価値を認めるに至っていない，あるいは，評価も否定もし

ていない発達段階である場合の学習指導に役立つ。法の理念や立法意図と区別していう法の性質，

法に内在する基礎的な部分，すなわち法の構造把握の基礎になる。法が法となるための要件とは，

平易にいえば「法とは何か」という問いに，その含意の一部を換言できる。

ここまでで取り上げたフラーの合法性概念は，その論旨の一部である。これら法に課せられた

8つの要請は，常にすべてが満たされなければならないとするものではないということに，注意

を払う必要がある。（法をつくりだすという仕事においてわれわれを失敗へと導く八つの道を描き

だすこと）これらに対応して，完全で卓越した法律を成立させる条件にもやはり八つの種類があ

り，これが法律を制定する者にとっての目標となりうる。最低の段階においてはとにかく法とい

うものが存在するための不可欠の条件，という形をとるものが，実績を積み上げてゆくにつれて，

人間の能力にたいして次第に要求の度を増してくるところの，試練の性格をおびてくる。その頂

点には法の資質 (legality) についてのユートピア，つまりあらゆる準則は完璧に明晰で，お互い

に矛盾がなく，すべての市民に知られ，けっして遡及的でないといった理想的状態を考えたいと

ころである。このユートピアにおいては，準則は変動的ではなく，可能なことだけを命じ，裁判

所，警察ならびにその執行の任をおびている他のすべての者によって細心に遵守される。しかる

にすぐあとでのべる理由からして，法を法律たらしめるに必要な八つの原理がすべて完璧に実現

されているこうしたユートピアは，実のところ，その資質において完全な法を作ろうとの衝動を

導いてゆくための目標としては有益なものではない。そこでめざすべき完全性の目標はずっと複

雑なものである。にもかかわらず，それ（完全性の目標）はいかなる規準によって法の資質にお

ける卓越性をテストしたらよいかを示しているのである。*12」

明確であることという要請についても，実際，立法部による公式決定のなかには，秘密にして

おかなくてはならないような場合がありうる。政府の予算のいわゆる機密費のように，その内容
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を公示することは，公共の福祉を損なう結果を招く場合が想定できる。実行可能性という要請に

ついても，誤って定立された法の影響を考えれば，たとえば，学校の試験問題で適切な解答を選

べという出題において，適切な選択肢がなくどれを選択しても，不正解となるような出題がなさ

れていた場合を想定すれば，この場合，この出題を遡及的に無効にすることは，何ら理解に苦し

まない。

「盗んではいけない」ということは，広く受入れられている規範（観念）のひとつであり，刑

法第235条の実際の条文「他人の財物を窃取したものは，（以下省略）」を知っていなくても，こ

の法規は周知徹底において問題なく，事前の公布という要請に起因する問題発生は，ほぽない。

しかし，「缶コーヒー*13」の場合はどうであろうか。缶入りタイプの飲料のコーヒーは，公正取

引委員会の規格で，「コーヒー入り清涼飲料」，「コーヒー飲料」，「コーヒー」の 3つに区分けされ

ている。コーヒー豆の含有量 5%以上のものが「コーヒー」である。缶コーヒーが，代理行為や•

売買契約という場面で問われるのであれば，明瞭な表現，明晰性の要請について注意を払わなけ

れば， トラブルに巻き込まれることもありうる。

つまり，「法は非遡及的な一般的準則でもって明快に表現し，市民に周知せしめるべきだ，とい

うことを理解するのは易しい。しかしこれらの要請を（具体的に）いかに，そしていかなる状況

下に，どのように平衡を保ちながら実現すべきかをわきまえるということは， まさしく立法者と

して力量を要求する仕事にほかならない。」「どの程度の厳格さをもって「法律性」の八つの要件

を適用すべきか，またそれら八つの要件のどれが優先すべきかという問題は，問題になっている

法の分野ならびにとりあげられている法，規則の種類によって左右されるであろう。＊吋このよ

うな点から，フラーの示した合法性概念が認識枠組みとして，応用可能性が高いことがいえる。

法社会の認識とその学習で，フラーの合法性概念， 8つの要請を取り上げれば，これを軸に縁

辺の論点にまで認識・思考を及ばせることができる。法が法としてあるためにそなえるべき要件

として要請される性質のそれぞれの認識を第一段階に，そして，要請に応えられない場合，いわ

ゆる例外的状況や，バランス感覚・比較考量の問題とされる場合を認識の第二段階として学習を

させることができる。認識の第二段階は，決して珍しい事例に限られない。実際の問題としてよ

くある状況である。 8つの要請が完全な形で達成されることは，フラーも述べているようユート

ピアである。よって， 8つの要件は，概念上のモデルとして扱うことができる。

フラーの分析のいくつかは，至極単純に思える内容で，一見，誰でもすでに承知していると考

えられるかもしれない。しかし，現行の社会科には，取り入れられてこなかった卓見であり，こ

れらの分析，つまり法への要請は，既知であるかのようにみえて，実はしつかりした認識や自覚

にはなっていない。

はじめて法を学ぶ者が，個別の制定法の条文が意味する内容，すなわち法解釈を教わることは

望ましくない。日本語に限らず，記述言語と会話言語にその性質の差異が認められるのは周知の

通りである。狭義の法律は，命令を記述することで成り立っている（そういう外観がある。）この

ことは，記述言語の性格を理解して，読めば意味が分かることにつながらない。なぜなら，法律

であるからである。法律は，この意味で一般人には理解できないといわれる。ゆえに，学習者が

法解釈をまずはじめに教わることは，後述する初歩的な理解への方向付けになりかねない。法解

釈を教わる前に，まず，無色な・無内容な法，形式的意味で一般的な法について学ぶ方が有用で

ある。法に載せられた理念や目的は，価値への判断を含み，ときにイデオロギーを帯びる。

どういった点で有用か。社会科教育で法を教えるという視点で，フラーの分析を検討する際の，
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基本的な着目は，制定法・成文法の増大化傾向，法制化・法化の現代社会において，法と接した

とき・遭遇したときに使える応用可能性の高い知識や認識枠組みを提供しうるかということであ

る。

たとえば，道路交通法第 7条*15について，この条文の意味を教えるのに，学校に面した道路に

生徒を連れて行き，信号機を指さし，通行時は信号を守ろう，と法解釈を伝えることを，法につ

いての学習と呼ぶのであれば，法についての学習は遠大なものになる。学習者の状況に応じて，

学習者が遭遇するであろう重要な数多の法について，教員は法解釈をしなければならなくなる。

また，この遠大な試みは，何が重要な法かという取捨選択を課し，法教育はさらにその教育活動

を膨大なものにする。（法についての学習ではなく，生活安全のための教育において，信号を守る

ことを教えることまでは批判していない。）道路交通法第 7条が命ずるなかでいう「道路」とは，

語の意味としては，通常，「ある地点から他の地点へ通じ，人馬，車などの通行するみち*16」を

代表して「道路」と用いていることにとどまらない。座標や住所，地理情報で特定されるある道

路ではなく，そういった特定情報を没させて，無数の道路を指して，ケースバイケースの処理を

排除すべく「道路」と記述・表記しているのである。法の学習は，生徒が将来，法や法に付随す

る問題に遭遇したとぎに，いかに正確な法解釈ができるか（という意味での法的思考の育成）で

はなく，（法律専門家やジャーナリストによって示された）法解釈を比較することができる，法解

釈のなかの問題点を指摘できる，指摘されている問題点を評価できるといった能力の育成に向け

られるべきではないだろうか。

法は事前に知りうる状態になければ，法の影響を受けた実践がなされることはまず，考えられ

ない。この簡単な内容は，これ以上のことを示してくれる。訴訟の結果を予断するためには，適

用される規則や審理が公開されなければならないということまで敷術することができる。また，

公権力の不正をチェックするためにも，不正であると主張する根拠となる法が公示されていなけ

ればならない。

このように社会科で取り上げる法に関連した現代の諸問題に敷術できる問題の根幹にある原理

として，フラーの分析を取り上げることが可能である。事前の公布，遡及効の禁止，明確性，無

矛盾性，実行可能性の要請は，いたって単純な原理として明快に示されている。理解しやすい原

理であるので，認識の枠組みとして採用して社会の諸問題を観察させるのに有用である。フラー

の分析を理解することから，現行教科書でも取り上げている罪刑法定主義や租税法律主義，無過

失責任について応用的に学ばせることができる。現代の諸問題として取り上げられる環境問題，

生命倫理の問題，都市問題など，法による解決が期待される分野は減っていない。このような分

析に触れさせ，知識化させることは，根幹になる認識を形成させることになり，この認識の応用

可能性は高い。

5. フラーの分析.8つの要請とその授業

(1) 授業観

フラーの分析の授業化は，まだ，法に対して何ら価値を抱いていない生徒に対して，法の理念

や目的と一体ではなく，単に法のみを取り出して，その構造やいわゆる法の論理を学習させるこ

とに着想がある。

ひとはどのようにして法に対して価値を抱きはじめるのであろうか。法を評価しはじめるので

あろうか。発達段階の初期における初歩的な理解は，およそ垂直的な支配と被支配の関係で，己
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は規制されるあるいは拘束される対象としてなされる。法に従わなければならない存在であると

認識するのである。このような認識のなかでなされる法への評価は，自分に関係する利害や利益

が，自分にとってうまく調整されたかどうか。期待に反しなかったかどうかによるであろう。自

分の主張や頴望に貢献する法が評価される。

自発であれ触発であれ，法を学ぼうとすると専門家でないがゆえに，理路整然とした法解釈は

できず，表面的に自分との利害で，法を評価する傾向は強化される。社会生活で法律を意識する

場面は，免許・資格の取得や離婚，交通取締り，商取引，納税というような自分の利害により直

接関係する場面であって，投票における一票の格差問題や教育基本法改正の議論では意識されな

いであろう。

ここから発生した社会科教育の課題は，なぜ法解釈は（技術的に）むずかしい問題となるのか。

記述言語の性格以外の性格を持っているのか，という問いに応えることであると考える。しかし ・

ながら，社会において，制定法も法的な問題処理も増加傾向で，意識せずとも法との接点は増え

ている。法システムは，このように意識されなくても作動が不全にならない。ここにひとつの懸

念が生じた。

フラーの分析を用いて授業化するにあたって，欠かせない授業構成における方針のひとつは法

について必然的に経験的していく場面・自分の利害により直接関係する場面でない場面を取り入

れることである。もうひとつは，一貫して本論文で強調している理念や既成の意図と距離を置く

ことである。

(2) 授業構成の視点

筆者が実施した研究授業を踏まえてフラーの合法性概念を授業構成の視点として検討する。実

施した研究授業の全体の構成は，「自分たちで法律をつくる」ことを学習方法にした（課題 l)。

導入部分で，ある問題状況を把握させ，法でその状況に対応するという設定で，フラーが『法と

道徳』の第 2章で用いたレックスの寓話「法の定立に失敗する八つの道」の一部を体験的に認識

させることに主眼を置いた。法への初歩的な理解は，専ら己は規制されるあるいは拘束される対

象として，法に従わなければならない存在であると認識するところにある。このいわば対岸，立

法する側に生徒の視点を移して，主体的に問題解決を図る立場から，法あるいは立法を理解させ

ることが，授業の目標となる。

導入では，法と接する場面設定が出発点となり，法的対応が求められている問題状況の把握か

らはじまる。社会で問題になっている事象への法的対応，とりわけ立法で対応するということを

想定して授業は進められる。研究授業ではストーカーを事例に用いた。社会問題として頻繁に見

受けられる問題として，ストーカー行為とは，何かという問いから始まる。取り締まる対象とし

てのストーカー行為とは，いったい何であるか。フラーの分析でいう一般性，明確性についての

発問である。この行為が何かを探りながら，それを取り締まるために立法する。自分たちで法律

をつくつてみて，それが機能するかどうかチェックするという学習活動が授業の中心である。生

徒がつくった法律がうまく機能しない場合を教師が指摘して，その原因を生徒に考えさせるとい

う形で，最終的に 8つの要請を示した。事件を法規制によって解決しようとする場合を想定して，

実際にひとつの条文をつくらせる。そして，実際のストーカー規制法と比較検討するなかで，法

が法として備えるべき原理（合法性）を認識させる事例導入型の授業構成である。

ストーカーは，警察庁が平成 9年に調査を開始して以来，全国相談件数は増加の傾向にある。
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ストーカーに関する事件は，報道でも多く取り上げられるようになり，ストーカーを描いた小説，

テレビドラマ，映画もある。携帯電話やインターネットを利用したストーカーも現れ，高校生の

関心度も高い。平成 12年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が試行され，警告や検挙

の事例もある。具体的で，事例で紹介する場面も捉えやすいことから，ストーカーの規制を題材

にした。高等学校で実践するのであれば，同様に，環境問題とゴミリサイクル，迷惑メール，暴

走族，代理母出産など，生徒が問題視できる・問題意識を持って取り組める題材を選定・選択す

ることが導入部分にとって重要である。

主体的に問題解決を図る立場からの授業構成に欠かせないもう一つの課題は，「自分たちで法律

をつくつてみる」という課題 1から， 8つの要請を確認したのち，これを実際の法律や諸ルール

にあてはめて，分析・考察させることである（課題 2)。分析枠組み・認識枠組みとして 8つの要

請を利用させること，こちらを主にして，概念応用型の授業構成をとることも可能である。課題

2の重要性は，法の目的の再認識にある。自分たちで法律をつくる課題は問題状況の把握にはじ

まった。課題 2では， 8つの要請を確認していくことで，立法の意図，目的を認識する過程が含

まれている。この 2つの課題が対となることが授業構成に求められる。

合法性概念を扱う授業構成（図 2)

事例導入型 概念応用型

1 1 

囲題状況の把握 8つの要件の確認

実際の法律を点検

3 13 8つの要件の確認 固題状況の把握

4 翌件に合わ~ I 4 
立法意図の把握

5 

要件と法的対応の考察

フラーの分析で示される 8つの要請はいくら明快であっても，授業で 8つの要請が一度に示され

ると，学習者にとっては理解しづらい場合が考えられる。研究授業では，那須耕介による整理*17を

利用し， 3点で整理して，また，専門用語を言い換えた。
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(1) )レール化（①一般性，⑦安定性） •• ・)lJ-)レにする

晨(2) 遵守可能性 認知可能性（②事前の公布 ③遡及効の禁止） •••守ることができるよう｀ ［遂行可能性（④8月確性 ⑤無矛盾性 ⑤実行可能性） にする

(3) 公権力による遵守（⑧公権力行使との合致） ••• 公権力に守らせる

また，課題 2で，実際の法規について 8つの要請をみていくとき，教員によっては，いわゆる

正解（通説という意味で）となる法解釈を提示できない恐れがあるので，法律専門家の協力が得

られない場合は，刑法や民法を教材にすべきではない。しかし，法律専門家の協力がなくても，

本実践のように幾分，高校生でも読める条文を扱う，もしくは，スポーツのルールを題材に用い

ることで，対応できる。このような展開であっても，何ら授業の目標達成は阻害されない。（スポ ・

ーツのルールでその反則行為の定義を問うことでも同様に，フラーの合法性概念が確認できる。）

この学習では，問題解決のために，法はどんな構造を持っていなければならないか，目的のため

にどんな性質を備えていなければならないか，ということを認識させる活動が不可欠である。解

決を法に委ねるとき，法がどうであれば功を奏するのかを学ぶことができる，法を評価する態度

の形成につながる授業・学習活動をつくる必要がある。

6. おわりに

現代社会に暮らす今日の市民は，なんらかのかたちで法に接する機会がある。憲法や刑法に限

らず，職業に関連した専門的な法に接して，法的な実践にかかわる。社会科教育は，専門教育で

はないので，すべての法を取り上げて，広く法の知識を携えさせることではなく，基礎的な知識，

あるいは概念や思考において応用可能性の高い内容の構成が求められる。ここでいう基本的とい

う意味は，考え方の枠組みとして他の事例にもあてはめて用いることができるということであり，

制度設計にあたって，制度づくりのための議論ができるような基礎となる諸原理，制度に反映さ

せてきた理念を検討できる能力に通ずると考える。

フラーが『法と道徳』で明決に示した合法性概念の 8つの要請は，法の目的や既成の意図と距

離を置いて社会科教育で扱うことができる。本研究では，法学の体系でいう論理的・言語的分析

に対応する社会科教育として，「法とは何か」という問いの一部に応えることができた。省察すれ

ば，おおよそ立法教育，立法学習であったといえるかもしれないが，関心の所在は，最も基礎と

なる法への認識とその学習のあり方について試論を立て模索することであり，今日的要請を考え

れば，この応えは，未だ不十分である。今後も，法社会についてどのような認識を形成させる必

要があるかについて問い続けていきたい。
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