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進化論を生んだ動物の楽園
　ガラパゴス諸島は南アメリカ大陸から約900km離れ
た赤道直下にある。冬にあたる 8月は，寒流のペルー

海流からの南風が吹きつけて，島の南側は曇天，北側は
晴天になりやすい。この期間は最高気温が 24℃，最低
気温が 18℃くらいの日が続き，赤道直下の低地とは思
えないほどの快適な気候だった。
　ガラパゴス諸島はハワイと同じくホットスポットに
よって形成された火山島で，大陸とは一度も陸続きに
なっていない。そのため動植物は固有種の宝庫となって
いるが，ダーウィンの進化論では，島ごとに独自の進化
をした固有種がいることが重要で，ガラパゴスゾウガメ
は実に 10種類以上も生息している。湿潤な地域では，
草を食べるため首が下向きに，乾燥した地域では，サボ
テンの葉を食べるために首が上向きになるように甲羅の
形が異なるなど，多様な自然環境に適応して進化してき
た。現在，ガラパゴス諸島の 97%が国立公園になって
いて，公認のガイドなしには立ち入ることができない。
　空港はバルトラ島とサンクリストバル島の２か所にあ
り，グアヤキルとキトからの国内線が就航している。ガ
ラパゴス入島には出発空港と到着空港の両方で荷物検査
があり，生物・食べ物のもち込みが厳しく制限されてい
るほか，ガラパゴス入島カードの作成や国立公園入園料
の支払いなど多くの手続きがある。

①

エクアドル共和国 基本情報（2017年）

首都：キト 面積：257217㎢人口：約 1677 万人 年平均気温：24.0℃（サンクリストバル島）

　1978 年，世界初の世界自然遺産の一つとして登録され
たガラパゴス諸島。人間が近づいても逃げない動物が暮
らし，動物園でもサファリパークでもない不思議な光景が
広がる。海と陸の自然環境が織りなす独自の生態系と人
間のかかわりを１週間滞在して取材した。

※ 2019 年８月に取材しました。
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動画は
こちらから

写真は
こちらから

最も発展しているサンタクルス島
　空港のあるバルトラ島と船で約 10分で結ばれている
サンタクルス島は，ガラパゴス諸島で最も人口の多い島
である。島の南側にあるプエルトアヨラは約 12000人
が暮らし，ホテルやレストランが建ち並ぶガラパゴス諸島
最大の町で，3泊程度の旅行者はこの町を拠点にして観光
することが多い。プエルトアヨラの港には魚市場（写真①，
動画）があり，フサカサゴなどとれたての魚介類が並ん
でいる。しかし魚を求めて訪れるのは人間だけでなく，
アシカやペリカンなどの野生動物も魚を狙ってやってく
る。また，郊外のチャールズ・ダーウィン研究所では，
各地で保護されたゾウガメを見ることができる（動画）。
　サンタクルス島にもガラパゴスゾウガメ（表紙写真）
が生息しているものの，他の島と比べて野生動物が少な
いため，それらを見るには，アシカ（写真②）やリクイ
グアナが多く生息しているサンタフェ島（動画）や北セ
イモア島等へ日帰りツアーで行くことになる。

大自然の残るイサベラ島
　ダーウィン山や 2018 年に噴火したシエラネグラ山
などの楯状火山が連なるイサベラ島（動画）は，京都府
とほぼ同じ面積に人口はわずか 2200ほどしかいない。

そのほとんどが暮らすプエルトビジャミル（写真③）は
未舗装の道路が多く残るのどかな町で，町のすぐそばで
野生動物を見ることができる。近くのコンチャ・デ・ペ
ルラはガイドなしでシュノーケリングができる海岸で，
体長150cmほどのウミガメ（写真④）が見られるほか，
朝と夕方はアシカが遊びに来ていっしょに泳ぐことがで
きる。また，町の西側の歩道には野生のガラパゴスゾウ
ガメが現れる。ビーチや港ではアシカやウミイグアナが
人間がいてもおかまいなしでくつろいでいる（写真⑤）。
そのため，道路にはイグアナの通り道であることを示す
ロープ（写真⑥）が何か所かに張られ，事故を減らす取
り組みがなされている。ボートツアーに参加すれば，ア
オアシカツオドリ（写真⑦）の求愛ダンスや，ペンギン
が羽を休めているようすをながめ，海の中ではサメやエ
イ，ウミガメといっしょに泳ぐことができる。
　逃げない動物と追わない人間。地球上の生物の一種と
して人間を受け入れる動物たちの日常に生態系の豊かさ
を感じた。

写真：2019 年８月撮影／帝国書院

⑤

⑥

③

②

⑦

④

https://www.teikokushoin.co.jp/photograph/world/photo182.html
https://www.teikokushoin.co.jp/journals/ChiReKo/index_202002g/video.html
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コロナ禍で急加速する
GIGA スクール構想１ 　

　GIGA ス ク ー ル 構 想（Global and Innovation 
Gateway for All）とは，学校教育において，誰一人取

り残すことなく公正に個別最適化され，創造性を育む学

びを実現するため，「児童生徒１人１台端末」と「高速

大容量ネットワーク環境」を一体的に整備するというも
のです。当初は 2023 年度（令和５年度）の達成をめざ
すとされていました。しかし，新型コロナウイルス感染
拡大による全国的な休校の経験や，今後も社会全体が感
染症とともに生きていかなければいけない状況をうけ
て，緊急時においても ICT の活用によりすべての子供

たちの学びを保証できる環境を早急に実現することが急
務とされ，2020 年度（令和 2 年度）中の達成をめざし
て大型補正予算が計上されました。高等学校では当面の

ところ私物のスマートフォンやタブレット端末を活用す

る BYOD（Bring Your Own Device）の方針ですが，学

校ネットワーク環境の全校整備・GIGA スクールサポー

ターの配置・学校からの遠隔学習機能の強化が，補正予

算の対象となっています。

GIGA スクール時代の
教科の学び２

　各教科の学びに ICT をどのように活かすことが，今
後期待されていくのでしょうか。文部科学省は，学びの
変容として下記３つのステップを示しています。

《ステップ１》“ すぐにでも ”“ どの教科でも ”“ 誰でも ”

活かせる１人１台端末。

《ステップ 2》教科の学びを深める。教科の学びの本質

に迫る。⇒「社会の授業で，各自で収集した様々なデー

タや地図情報を PC 上で重ね合わせて深く分析。」

《ステップ 3》教科の学びをつなぐ。社会課題等の解決

や一人一人の夢の実現に活かす。

　ステップ 2・3 の内容は，高等学校新学習指導要領で
必履修として新設される「地理総合」の目標や内容で示

されている〈地図や地理情報システムなどを用いて，そ

の情報を収集し，読み取り，まとめる基礎的・基本的な

技能を身に付ける〉〈地球規模の諸課題とその解決に向

けた国際協力の在り方について考察させる〉〈生活圏の

課題を，観察や調査・見学等を取り入れた授業を通じて

捉え，持続可能な社会づくりのための改善，解決策を探

究させる〉といった事項と軌を一つにしています。

　さらに，文部科学省のウェブサイトでは，「社会科，

地理歴史科，公民科の指導におけるICTの活用について」

という資料が公開されています。同資料では 表１ に示
したような，具体的な実践例が紹介されています。
　例えば中・高等学校「地理」では，〈コンビニエンス

ストアの立地条件について調べたり考察したりしたこ

とを地図化する〉〈生活圏の地理的な課題について Web

サイトで必要なデータを収集し，比較・検討する〉など，
表１ 　授業における ICT活用事例

中・高等学校
「地理」

中・高等学校
「歴史」

中・高等学校
「公民」

データ分析「調査資料に基づく地域分析」
・提示されたテーマに関連する統計データ
　を複数選び，吟味する

デジタル資料活用
「資料を活用して歴史の事象を考察する」
・公文書館のデジタル資料を活用して
　立憲体制を理解する
・歴史と現代社会の関わりを考える

情報リテラシーとアンケート
「社会参画への意欲の涵養」
・情報の収集による情報リテラシーの育成
　とアンケート機能による社会参画への意欲
　の涵養

文部科学省ウェブサイト，各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考
資料「社会科，地理歴史科，公民科の指導におけるICTの活用について」をもとに作成
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ステムとの連携がポイントになることが考えられます。

帝国書院の ICT 教材も
GIGA スクール時代へ４

　帝国書院では，１人１台端末の GIGA スクール時代
を見すえて，中学校社会科教科書（地理・歴史・公民）

に対応した学習者用デジタル教材とのセット販売の形

で，「学習支援オンラインサービス・m
マ ナ ブ ル

anable」を開始

します（令和 3 年 3 月中学校版より開始予定）。生徒が
Chromebook や iPad などの端末で教科書準拠問題を
解き，先生がその結果や進捗をオンライン上で確認でき
るサービスです。

　社会科の「見方・考え方」もはぐくめる教科書準拠の「オ

リジナル問題」と，各生徒の理解度や学習過程を “ 見え

る化 ” できる，新学習指導要領の観点に対応した「評価

アシスト機能」が本サービスの特長です。高
校版もリリース予定でございますので，ご興
味のある先生は，ぜひ特設サイトをご覧くだ
さい（https://www.teikokushoin.co.jp/manable）。
　さらに，高等学校の新課程に向け，「データ分析」「情
報活用」の学習を支援する Web GIS 教材や，小中学校
教材のデジタル化で積んだ経験を活かした教材の創出に
鋭意努めております。どうぞご期待ください。
※現行の教科書については，「地理 A」「世界史 A」「地図帳」について

指導者用デジタル教科書を発行しております。学習者用デジタル教科
書は発行しておりません。

〈参考資料〉
・文部科学省ウェブサイト「GIGAスクール構想の実現について」
（https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm）

「データ分析」に力点がおかれています（ 図１ ，図２ ）。
　新課程における社会科，地歴・公民科では，小中高を
通して「児童生徒が，自ら問題意識をもち，問題解決の

見通しを立て，必要な情報を収集し，情報を読み取り，

情報を分類・整理してまとめたりする学習活動」がいっ
そう重視されています。さらに，小中高の学習の集大成の
ような位置づけで新設され，固有の単位数もあてられた「総

合的な探究の時間」においても，その基盤として「情報

活用能力」が新学習指導要領解説に明示されています。
　これらのことから，新課程においては，各教科におい
て ICT を提示用教材として活用するだけではなく，生
徒による主体的な課題の探究に ICT を活用することが
強く期待されていることがうかがわれます。

GIGA スクール時代の教科書３
　平成 29 年告示の新学習指導要領下の教科書から，検

定基準において URL・QR コード（二次元コード）の取

り扱いが明確化されました。例えば帝国書院の中学校地
理教科書では，等高線や地軸の傾きなど地理的な概念を
アニメーションで可視化する動画などを掲載しています。
　また，新学習指導要領を見すえて，2019 年（平成 31

年）に「学習者用デジタル教科書」が制度化され，必要

に応じて紙の教科書と併用できるようになりました。

　さらに 2020 年（令和２年）7 月からは「デジタル教

科書の今後の在り方等に関する検討会議」が設置され，
「１人１台端末環境が整った状況で，紙や指導者用デジ

タル教科書と同じことができるというだけではなく，デ

ジタル教材や授業支援システム，学習支援システム等と

の連携，学習履歴の活用等，デジタル教科書だからでき

ること，効果的に実施できることを整理して蓄積し，共

有していく必要があるのではないか」といった議論がな
されています（令和2年7月28日 第2回配布資料より）。
高校での ICT 活用では教科書だけではなく，今後は資
料集や問題集などの副教材のデジタル化やさまざまなシ

左／ 図１ 　中・高等学校で

のGIS 活用事例

右／ 図２ 　高等学校での

ICT活用事例
「社会科，地理歴史科，公民科の指導
における ICTの活用について」（出典：
文部科学省ウェブサイト，各教科等
の指導における ICT の効果的な活用
に関する参考資料）

図３ 　「学習支援オンラインサービス・manable」中学校版画面イメージ

https://www.teikokushoin.co.jp/manable/index.html


共通一次試行テスト（1976，1977年） 共通一次本試験（1979～1982年）

センター試験（1990～2020年） 共通テスト試行調査（2017，2018年）
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１  はじめに

　大学入学共通テスト（以下，共通テスト）を前に，出
題方法や傾向を先読みできないことで，教育現場には不
安感が広がっている。しかし，これまでの歩みの足跡と
重心移動がわかれば次の一歩は予測が立つだろう。本稿
では共通テストに向けた試行調査の「現代社会」，大学
入試センター試験（以下，センター試験）および共通第
一次学力試験（以下，共通一次）の分析から導き出され
る授業と定期考査のあり方を論ずることとしたい。
　そこでまず過去の出題形式の分析（共通一次試行テス
ト 2 回分，共通一次 4 年分，センター試験 31 年分，そ
して共通テストの試行調査 2 回分の約 1700 題※１）を
行い，出題の方向性を検討したい。次に，具体的な授業
展開を定期考査の改善案とともに提案したい。

２  出題形式と出典の傾向

 ２-１.出題形式
　まず出題形式に注目して分析を加えてみたい。例えば

「記述しなさい」という問いであれば自らの言葉で表現
する力が問われているといったように，問われている力
がどういうものなのかは出題形式から読み取ることがで
きるだろう。共通テストにつながるセンター試験，そし
て共通一次はどのような問いを受験生に投げかけてきた
のだろうか。
　本稿では，約 1700 題の過去問を対象に，「最も適
当なものを①～④のうちから一つ選べ」という問いを
選○択 ，「最も適当な組み合わせを○つの選択肢の中か
ら一つ選べ」を 組○択 ，そして「適当でないものを○
のうちから一つ選べ」を でない○択 と分類した（図１）。
　共通一次の試行テストではすべて 選○択 問題が出題さ

図１ 　共通一次，センター試験，共通テスト試行調査の出題形式分析

れていた。 でない○択 問題は１題も出題されておらず，
現在でいう「知識・理解」の定着のみをはかるテストを意
図した形式だったことがわかる。各国公立大学が求める
思考力を独自に問うことを目的にした二次試験とのはっき
りとした住み分けが行われていたことがわかるだろう。
　次に共通一次本試験だが，入手することができ
た 4 年分でいえば，共通一次の試行テストに比べて
でない○択 問題が約２% 出題されるようになった。ま

た，ここで初めて出題されるようになった 組○択 問題
とは，文章に引かれた下線 3 箇所のうち誤っているも
のの組み合わせを問う形式のものである。
　31 年間にわたって実施されてきたセンター試験で特
筆すべき特徴は， 組○択 問題が 11.8% にまで，そして
でない○択 が 25.1% にまで割合を増やしていることで

ある。なお，この でない○択 は 1990 年の試験で５択
が１問，６択が２問出題されたが，それ以降はすべて４
択になっている。 でない○択 問題ではより正確な知識・
理解を問おうとしていると考えられる。他方， 組○択

問題は知識・理解をもとに思考力や判断力を問おうとし
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ているといえるだろう。
　では共通テストの試行調査はどうなっているだろう
か。図１ の通り， でない○択 問題の割合が約半減した
ことと，組○択 問題が 44.7% にまで割合を増している。
正確な知識・理解をもとにした思考力や判断力を問う傾
向がますます高まっていることは，こうした出題形式か
ら読み取れるだろう。実際に，試行調査の「問題のねら
い」で示されている「主に問いたい資質・能力」の内訳
からも，この傾向は明らかである。

 ２-２.資料の出典
　次に問題の中で出てくる統計資料について考察してい
きたい。まず，共通一次試行テストおよび本試験では図
表や統計がリード文や問題文に登場したことは１問もな
いことを確認しておきたい。一方，1990 年から 2020
年の 31 回のセンター試験（本試験のみ）と２回の共通
テスト試行調査では 94 の図表や統計資料が提示された。
問題を解くうえでそれらの資料の読解が必須といえる。
また，提示されている図表のうち中央省庁が公表してい
る図表が 66％と大半を占めている。その内訳は内閣府

（21%）を筆頭に，総務省（16.1%），厚生労働省（6.5%）
と続く。ほかにも OECD（2018，2017，2014 年）や
UNDP や IMF による資料も多くみられる。これは著作
権の関係や資料の確かさがより求められるようになった
時代の変化の影響なのかもしれない。

３  対策としての授業・定期考査改善の提案

　ここまでみてきた出題形式の変化と資料読み取り問題
の出典の傾向をふまえ，求められる授業改善について具
体的な事例を交えて論じたい。

 ３-１.資料の読み取りを重視した授業と評価
　今後の資料読み取り問題の傾向を先取りしていると考
えられるのが，筑波大学理工学群・社会工学類の推薦
入試の問題である。例えば 2014 年の 8% 消費増税後の
2015 年 11 月に実施された試験では，「消費増税と格差
拡大」がテーマとなっている。複数の図表から消費増税
時に広がる格差の是正には，軽減税率の導入よりも低所
得者階級への現金給付のほうが効果的だということを導
かせ，数式で証明させる問題が出題されている。図表の
読み取りを行い，政策の是非を分析させる形式の最先端
といえるだろう。なお，2016 年は経済の発展状況と為
替レートから数式で導かれるインバウンド政策の予測，
2017 年は日中の二国間貿易の推移について関数を用い

た予測，2018 年は国土交通省の資料などから空き家率
の社会的背景の読み解き，2019 年はケニアにおける大
統領の出身民族・統治形態と道路開発の関連を問うもの
であった。
　こうした思考力を問う出題に対応する力を身につけさ
せるためには，指導（授業）と評価（定期考査）をより効果
的に組み合わせた授業のあり方が求められていくだろう。
　例えば帝国書院の教科書『高等学校 新現代社会』に
おける「現代社会の諸課題」は社会的事象の多面性を多
角的に考えさせるのに適したテーマが扱われている点
で，授業で扱う題材として適当だろう。12 個のテーマ
のうちからいくつか取りあげてみたい。
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現代社会の
諸課題

消費税率はどこまで引き上げるべきか
～持続可能な財政と望ましい税制を考える～

増え続ける日本の債務残高（借金）

このままではさらなる増税が必要？ 

消費増税が景気に与える影響は？

●論点を確認しよう
　社会保障給付費の増加により，日本の財政は
きわめて厳しい状況にある。その対応として，

消費税率も引き上げられている。しかし，この

借金は依
い

然
ぜん

として多額である。日本の財政を持

続可能なものにしていくためには，増え続ける

社会保障給付費を抑えるとともに，さら

なる増税が必要になると考えられる。

（➡p.137） ➡①

➡②

ステップ２▶▶▶▶▶
考える視点 1

ステップ１▶▶▶▶▶
なぜこの問題を考えるのか

●消費増税が景気に与える影響は？
　消費増税を考えるうえで欠かせないのは，景
気に与える影響である。過去に消費税率を上げ
た際に，景気が悪化したことから，景気が回復

するまでは増税すべきでないという意見もある。

他方で，景気回復のタイミングを待って増税を

する余
よ

裕
ゆう

はないという意見や，増税が将来への

不安をやわらげ，逆に消費にとってよい影響を

もたらすという意見もある。

➡③
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む
残高（対GDP 比）の国際比較〈財務省資料〉　日本

は 1990 年代以降名目GDPが伸び悩んだこともあり，債務
残高（対GDP比）は主要先進国中最悪の水準にある。

8③実質経済成長率の推移〈内閣府資料〉

8②国・地方のプライマリー・バランス（対GDP比）の推移
〈内閣府資料〉　消費税を 10％にして，毎年３％の経済成長を
実現できたとしても，政府がめざしている 2025 年度のプラ
イマリー・バランス（➡p.137）の黒

くろ
字
じ
化は困難な状況にある。

％
3.0

2.0

1.0

0

－1.0

－2.0

－3.0

－4.0
－5.0
1995 2000 05 10 15 17年

消費税 8％への
引き上げ

消費税 5％への
引き上げ

アジア通貨危機（～98）

アメリカ同時多発テロ

リーマン・ショック 東日本大震災

※四半期ごとの経済成長率（前期比）

　日本の財政は危
き

機
き

的状況で，景気回復を待っ
て増税をする余裕はない。国際社会における日
本の財政への信認が失われれば，円の価値が
大きく下がり，大幅な円安になる。ガソリンな
どの輸入品価格が大きく上がるだろう。 Aさん

　社会保障を持続可能なものにしていくため
には，消費税率の引き上げもやむをえない。
増税で社会保障への不安がやわらげば，消費
にとってよい影響をもたらすのではないか。Bさん

　消費税を過去 2回引き上げた際には，い
ずれも景気が大きく悪化している。景気が回
復するまでは，増税すべきでない。かえって
景気を悪化させてしまうおそれがある。 Cさん
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　　　　p.134-135 では財政の課題について学習した。少子高齢化により社会保障給付費は増え続けており，歳入
の大部分を国債でまかなう状況が当面続くと考えられる。その対策として消費税率が段階的に引き上げられてきた。
日本の財政問題を解決するためにはどうすればよいか考えてみよう。

NAVI

◀  ◀  ◀  今までの学習と関連させてみよう。

世界各国の消費税率はどうなっている？日本の税収の推移

世界各国の税収構成はどうなっている？ 

・「財務省」ウェブサイト  ・『年次経済財政報告』
・「社会保障と税の一体改革」ウェブサイト

検
けん

索
さく

ステップ３▶▶▶▶▶
考える視点 2

ステップ４▶▶▶▶▶
あなたはどう考える？

●消費税は財源として適切か？
　かりに増税するとして，その財源は消費税が

適切な税であるかどうかという議論もある。消

費税は景気にも左右されにくく，年金生活の高

齢者も負担する税なので適切であるとする意見

がある。他方で，消費税は逆進性があり，低所
得者にとって負担となるだけでなく，家計の可

か

処
しょ

分
ぶん

所得を減少させるので，財源を所得税や相

続税に求める意見もある。

➡④

（➡p.137）

（➡p.117）

●望ましい税負担のあり方
　消費税率をどこまで引き上げるべきかは，今

後の社会保障のあり方とも密接に関連している。

「社会保障を手厚くして消費税率も引き上げな

い」といういいところどりの選択はできない。

望ましい税負担のあり方について考えてみよう。

※国税と地方税の合計
日本 アメリカ イギリス ドイツ フランススウェーデン

資産課税など
（相続税など）

消費課税
（消費税など）

法人所得課税
（法人税など）

個人所得課税
（所得税など）

（2014年，日本は2014年度）
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51.7
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8④一般会計税収の推移〈財務省資料〉 8⑤世界各国の消費税率〈財務省資料，ほか〉　税率が高い
国の多くは食料品などの税率を低くする軽減税率を導入して
いる。ニュージーランドは，医療や年金の財源がすべて税金
であるために，消費税率が高くなっている。

8⑥税収構成の国際比較〈財務省資料〉　日本は，税収に占
める法人所得課税の割合は 6か国中で最も高いが，消費課税
の割合は低い水準にある。

兆円
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消費税＊

所得税

法人税

その他

＊1985～88年度　物品税など
※2016年度までは決算額，17年度は見込み額，18年度は予算額 国名 標準税率 軽減税率・ゼロ税率

フランス 20%
 10％ ：宿泊施設の利用，外食サービスなど
5.5％ ：書籍，食料品など
2.1％ ：新聞，医薬品など

イギリス 20%
5％：家庭用燃料および電力など
0％：食料品，水道水，新聞，書籍，医薬品など

ドイツ 19%
7％：食料品，水道水，新聞，書籍，宿泊施設の

利用など
ニュージーランド 15% 0％：貴金属などごく一部（食料品や医療は対象外）
オーストラリア 10% 0％：食料品，上下水道，医療，教育など

スイス 8%
3.8％：宿泊施設の利用
2.5％：食料品，医薬品，新聞，書籍など

　消費税は景気にも左右されにくく，安定した
財
ざい

源
げん

である。また，所得税と異なり，年金生活
の高齢者も税金を負担するので，世代間の不
公平が生じない。増税するのであれば，消費
税が適切である。 Dさん

　消費税は逆進性があり，低所得者にとって
負担となる。所得税や法人税を増税して，税
の支払い能力がある人に相応の負担を求める
べきである。Eさん

　消費税を増税すれば，家計の可処分所得は
減少し，景気にも悪影響を与える。相続税を
増税すれば，高齢者もお金を使おうとするの
で，景気への影響も少なくてすむはずだ。 Fさん
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　まず，消費税率引き上げに関連する項目である（図２）。
通常，授業では教科書で示されているステップ１～４の
流れに沿って積み上げ型で展開するものだろう。そうし
た授業での学習をふまえたうえで，定期考査では，例え
ば「増税はするべきではない」とする C さんの主張を
展開するために必要な図表を紙面上の６つの図表から１
つ，それでも増税が必要だという人が示すと考えられる
図表を１つ選ばせる組み合わせ問題などが考えられる。
そうすることで，より思考力・判断力を問うことができ，
入試に向けたより実践的な訓練になると考えられる。
　次に成人年齢の引き下げを多角的に考察させる項目を
参考にしてみたい（p.114 ～ 115）。この項目ではさま
ざまな図表を段階的に読解し，最終的に成人年齢の引き
下げに対する賛成・反対を考えるよううながしている。
これを共通テスト的に活用するとすれば，例えば，成人
年齢の引き下げに賛成する立場をとる B さんの主張を
展開するために必要な図表の組み合わせを紙面上の６つ
の図表から２つ選択させ，そのうえでその理由を４択で
選ばせるという問題が考えられるだろう。

図２ 　『高等学校 新現代社会』p.142 〜 143
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　このように，既存の教科書を活用して思考力・判断力
を育成する授業，その定着度合いを問う定期考査を行う
ことが，出題形式・内容面でも共通テスト対策に直結す
るといえるだろう。

 ３-２.共通テストの先へ；新設科目「公共」を見すえて
　ここまで「現代社会」の問題の分析をもとに述べてき
たが，この科目は 2022 年度から「公共」という新科目
になる。科目としてだけでなく，「公共（性）」という概
念自体が注目されているといえるだろう。例えば公共性
に注目した思想家の一人であるアーレントについては，
2019 年のセンター試験の「現代社会」（第 2 問・問 2）
で（正答としての扱いではないものの）他者との対話の
重要性を，2013 年のセンター試験「倫理」（第 1 問・問
8）では彼女の活動概念を問うものが出題されている※２。
今後，共通テストでは 2022 年から始まる「公共」概念
にからめた上記のような問題がより出題されると予想で
きる。また，この「公共」の試験のあり方を視野に入れ
ておくことは，これからの中長期的な進路指導にもつな
がるだろう。そこで紹介したいのが，早稲田大学による
調査報告である。この調査は，文部科学省の委託を受け
た早稲田大学を中心とする複数の大学によって，個別の
大学の地歴科・公民科の入試問題を思考力育成型に変え
る研究である。その成果は 2018 年に公表されている。
　この調査の中で作成された問題をみると，移民受け入
れ賛成派と反対派のそれぞれの論文を読解し，賛成か反
対かのどちらかの立場に立ったうえで意見表明を 400
字程度で行うものなどがある。報告書にはこの出題の意
図として，「（問題案の作成は）すでに習得した知識を試
験においてそのまま「再生」することで解答できる純粋
な知識問題からの脱却を方針として進められてきた」※３

とある。実は，これは既存の「現代社会」の授業や教科
書で対応できるものである。例えば『高等学校 新現代
社会』の p.197 ～ 207「第Ⅲ部　共に生きる社会をめ
ざして」では「日本は外国人労働者の受け入れを拡大し
ていくべきか」をテーマにロールプレイを通して多角的
に思考し，レポートを書く力の育成が紹介されている。
こうした生徒の多様な意見の表明の機会と，教室という
場での共有の時間を設けることがこれからは重要とな
る。さらにいえば，この範囲は「公共」では，学習指導
要領の大項目 C「持続可能な社会づくりの主体となる私
たち」に発展的に引きつがれている。その準備を普段の
授業で行っていくことがスムーズな「公共」への移行を
可能にするだろう。

高等学校学習指導要領の内容
（１）現代世界の特色と諸課題の地理的考察
 ウ　地球的課題の地理的考察

主に問いたい資質・能力
知識・技能 思考力・判断力・表現力

開発目標と地球的課題についての理
解

地理的事象を多面的・多角的に考察
した結果を，理由や根拠に基づいて
まとめることができる。

小問の概要
開発目標とその背景になっている地球的課題との相互関連性について考察する。

 ３-３.SDGsの観点を取り入れた授業と定期考査
　2030 年までに達成すべき 17 の目標と 169 のター
ゲットからなる国際連合の持続可能な開発目標である
SDGs も注目すべき項目の一つである。なぜなら，新科
目「公共」においても，SDGs は「国際貢献」の主要な
学習内容として取りあげられているためである。
　すでに共通テスト試行調査（平成 30 年度）の「地理 A」
においても「持続可能な開発目標（SDGs）」を取りあげ
た参考問題が紹介されている。この問題では SDGs に関
してグループに分かれていくつかの目標について調べると
いう場面設定が示されている。なお，大学入試センターは，
この問題のねらいを次のように発表している（表１）。
　こうした問題に対応するには，どのような授業と定期
考査（評価）を行えばよいのだろうか。ここで，3 年生
320 名を対象として「政治・経済」の授業内で実施した
貿易ゲームおよび，そのふり返りでレポートを作成させ
た筆者の授業実践を紹介したい。貿易ゲームとは，開発
教育の一つとしてよく知られている，貿易のしくみを体
験的に学ぶアクティビティである※４。そしてそのレポー
トを書く前に SDGs を紹介したうえで，「SDGs のゴー
ルを 2 つ選択し，その実現のためにどのようなことが必
要かについて，この貿易ゲームの流れをふまえて 200 字
程度で答えなさい（左の枠内には SDGs のアイコン 2 つ
を転記してください）」というレポートを課した（写真１，

写真２）。
　そして，この授業後の定期考査では試行調査「地理 A」
の問題をそのまま出題した。授業を受けた生徒の正答率
は 95.3% であった。比較のために授業を受けていない
1 年生 40 人に実施した小テストの正答率は 85% であっ
た。体験したからこそ得た SDGs に対する関心と理解
の定着がこの結果の違いにつながったといえるだろう。
SDGs について学べるアクティビティは今後もぜひ積極
的に取り入れていきたい。

 ３-４.具体的な定期考査の提案
　共通テストの試行調査「現代社会」においては，科目
の工夫・改善点として「「持続可能な社会」の実現や「食」
をめぐる社会問題の解決など，現代社会の諸課題の探究

表１ 　SDGs に関する出題のねらい
平成 30 年度共通テスト試行調査（地理Ａ 問題例２ 問５）（大学入試センター資料より作成）



｜ 9ChiReKo  2020 年度２学期号

を題材として問題を出題した」※５とある。 
　こうした題材の参考になると考えられるのが 2022 年
度から始まる「公共」の学習指導要領である。探究学習
を行う大項目 C では，次のことを身につける指導が求
められている。
　「地域の創造，よりよい国家・社会の構築及び平和で安
定した国際社会の形成へ主体的に参画し，共に生きる社
会を築くという観点から課題を見いだし，その課題の解
決に向けて事実を基に協働して考察，構想し，妥当性や
効果，実現可能性などを指標にして，論拠を基に自分の
考えを説明，論述すること」（下線部は筆者）。これらが
身についているかを問うのが共通テストである。そのた
めの問いのあり方が，前述のような過去の共通一次やセ
ンター試験と比較したときに明らかになる特徴であろう。
　ではどのように対策を立てればよいのだろうか。私は
授業で習得したものを問う定期考査のあり方を変えるこ
とを提案したい。同時に，資料の読み取り問題の準備も
重要である。前述のように，共通テストの試行調査でも
図表や資料の引用元は中央省庁のものが主である。普段
から公的機関による統計資料に慣れておくとよい。なお，
こうした資料の引用を中央省庁の発行する資料から行う
傾向は，思考力を問う問題を取り込もうとしている高等
学校の入学者選抜の問題でも同様である。例えば 2020
年の東京都でも財務省，外務省，そして国際連合の資料・
図表から読み取る問題が出題されているし，千葉県でも
前期の入学者選抜で内閣府の資料の読み取りが出題され
ている。高大接続が声高に叫ばれていたが，中高接続に
も目を転じれば大学入試の指導にも生きてくるので個人
的にお勧めしたい。
　以上の 2 点をふまえた定期考査における改善策をま
とめると以下のようになる。

　選択式のみの改善策をここに提示したが，表現力を評
価する論述の問題を加えることも考えられるだろう。し

かし採点の時間的制約の厳しい論述問題の評価は，ワー
クシート上のレポートをルーブリックで評価することを
通して総合的に行っていくことが現実的だろう。

４  さいごに

　本稿で行ってきたように共通テストの問題の傾向をメ
タ視点で分析すると，3+4= □（共通一次的）や□ +
□ =7（センター試験的）の□に入る組み合わせを問う
知識・理解を軸としたものに加えて，3 ■ 4=7 の■に
入るものや，□■ 4=7 の□と■に入るものを問う思考
力・判断力を軸とする傾向があるといえるだろう。思考
力・判断力を問う出題傾向になると考えられる共通テス
トに対応する力を身につけさせるためには，指導（授業）
と評価（定期考査）をより効率的に組み合わせた授業の
あり方が求められるだろう。今回の試案を参考にしてい
ただければ幸いである。

〈参考資料〉
※１：入手することができた 1990 年から 2020 年のセンター試験の「現

代社会」の本試験，および 1993 年以降の同科目の追試験につい
て分析を行った。加えて同科目で 2017 年と 18 年に実施された
２回の共通テストの試行調査についても対象とした。また，共
通一次については「倫理・社会」の 1976 年の実地研究試験と
1977 年の試行テスト（この２つを試行テストとする），および
1979 年から 82 年の本試験を対象として分析を行った。

※２：戦後 75 年を迎え，アーレントが想起されるアイヒマン裁判から
2021 年で 60 年となるこの受験の年に関連し，予想される末尾の
年にスポットライトをあてた作問についても蛇足ではあるがみて
おきたい。例えば 2020 年の 1 月のセンター試験「政治・経済」
の第 1 問はマックス = ウェーバーだったが，それは彼の没後 100
年（スペイン風邪による肺炎が理由といわれている）というタイ
ミングと偶然ではないだろう。2021 年１～２月の入学試験とい
うタイミングを意識して下表のようなできごとを示すことで，生
徒はより生きた知識として学ぶことができるだろう。

　　　表　末尾に「１」がつく年のおもな事象と関連事項
年 おもな事象（ ）内は関連事項

1951 欧州石炭鉄鋼共同体設立条約締結（英EU離脱）
1961 アイヒマン裁判（アーレントの「公共」概念）
1971 環境庁発足（SDGs）
1981 大阪空港訴訟で最高裁判決（環境権と改憲議論）
1991 ソビエト連邦崩壊（プーチンの強権化と東欧情勢）
2001 アメリカ同時多発テロ事件（テロ・地域紛争）

※３：文部科学省ウェブサイト 平成 29 年度「大学入学者選抜改革推
進委託事業　高大接続改革に資する，思考力・判断力・表現力
等を問う新たな入学者選抜（地理歴史科・公民科）における評
価手法の調査研究　成果報告書」（https://www.mext.go.jp/
content/1412875_2.pdf），p.43

※４：貿易ゲームの詳しい実施方法やルーブリック的視点を導入したワー
クシートの開発については筆者が千葉県高等学校教科研究員とし
て平成 29・30 年度にまとめた研究を参照のこと。（「ルーブリッ
ク評価の導入による授業改善の実践—模擬裁判，囚人のジレンマ，
貿易ゲームを通して—」千葉県総合教育センターウェブサイト

（https://ap.ice.or.jp/_wakaba2013/_docs/2019/w19-0009/
w19-0009.pdf）

※ 5：大学入試センターウェブサイト「試験問題等−平成 30 年度試行
調査（プレテスト）の問題作成における主な工夫・改善等につい
て」（https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/daigakunyugakukibo
usyagakuryokuhyoka/pre-test_h30.html），p.4

写真２　生徒のレポート写真１　貿易ゲームのようす

考査時間が 50分，出題数を30題とした場合を想定する。
・正しいものを4択の選択肢から選ばせる問題を14題出題する（各3点）。
・複数の用語や資料（内閣府等が発表しているものを利用）の組み合わせ
を答えさせる4択の問題を5題（うち3問は各3点，2問は各4点），
6択のものを4題，8択のものを4題出題する（ともに各 4点）。

・「適当でない」ものを選ばせる4択の問題を3題出題する（各 3点）。
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のふり返りでは，「結局，実際の恐怖感というものは体
験しなければわからないものだと思う」などの感想が多
かった。その要因の一つとして，授業者自身が阪神淡路
大震災を経験したこともあり，実際に居住している場所
を教材とした「防災学習」に抵抗を感じていたことがあ
げられる。一般的な学習や，本校が立地する神戸市から
できる限り離れた場所を事例地域とした学習に終始し，
生徒が学習内容である「防災」について，自分事として
とらえることができる実践ではなかった。それは，授業
の中で，自分が居住する地域で特定の自然現象が発生し
やすいとわかったからといって，居住地を簡単に変える
ことはできないため，むやみに不安感をあおるだけに
なってしまうのではないかという恐れを感じていたから
である。授業者の気持ちを生徒は敏感に感じ，「山もな
いし川もないのでまあまあ安全だった。なんとか生きの
びたいと思う」「実際に被災した際の心情を被災してい
ない自分たちが理解するのはとても難しいことだと思っ
た。どうしても客観的にしかとらえることができなかっ
た」など，自分の生命を守る行動につながらない感想が
散見された。
　しかし，『新詳地理資料 COMPLETE 2020』p.70 ❹
日本の地体構造（図１ ）で表されているように，日本
は４つのプレートがぶつかり合う場所に位置する。p.71
❺おもな火山と地震の震源（図２）でもわかるように，
どこに居住していてもなんらかの自然現象に巻き込まれ
る可能性が高い。また，毎年のように台風などによる豪
雨により，河川氾濫や洪水などが多発している。さらに，
2018 年の大阪府北部地震や 2018 年の西日本豪雨（平
成 30 年７月豪雨）などの経験から，本当に生徒が自分
事として考えることのできる「防災学習」の必要性を感
じるようになった。

１　はじめに
　次期学習指導要領では，地理歴史科の中で，「地理総合」
と「歴史総合」が必履修科目となった。「地理総合」は「Ａ　
地図や地理情報システムで捉える現代世界」「Ｂ　国際
理解と国際協力」「Ｃ　持続可能な地域づくりと私たち」
の３つの大項目で構成され，大項目Ａの学習の成果は大
項目ＢやＣで，大項目Ｂの学習は大項目Ｃで活用される
ことが想定されている。
　また，本校は文部科学省から研究開発学校の指定を受
け，平成 25 年度から４年間「地理基礎」と「歴史基礎」
の，平成 29 年度からは「地理総合」と「歴史総合」の
研究開発を続けてきた。
　本稿では「地理総合」の中項目「Ｃ（１）自然環境と
防災」の学習を中心とする中で，中項目「Ａ（１）地図
や地理情報システムと現代世界」でつちかった地理的技
能を活用する単元案を提案する。

２　「防災学習」の実践において
　　最も大切なこと

　「防災学習」の実践において最も大切なことは何であ
ろうか。その授業に参加した生徒が自然現象に直面した
際に，いち早く自分の生命を守る行動をとることができ
ることであろう。そのためには，自分の周囲の地形や気
候などの自然環境を，普段から意識できることが必要で
ある。
　本校では「地理基礎」実践時から防災をテーマにした
単元に取り組んできた。その際に，生徒一人ひとりにパ
ソコンを配布し，地理院地図（国土地理院のウェブ地図）
を活用した学習活動を取り入れてきた。しかし，実践後

必履修科目における「防災学習」とは
－いち早く自分の生命を守る行動をとることができる
　生徒を育てるために－

授業研究地理

－使用教材－
『新詳地理資料 COMPLETE 2020』神戸大学附属中等教育学校　高木 優 （たかぎ・すぐる）

COMPLETE
新詳地理資料

2020
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アプローチとして，プレートテクトニクスと自然環境
を学習する。教科書を比較した日本とイギリスはともに
ユーラシア大陸の両端に位置する島国だが，自然環境が３　生活圏を事例地域とした

　　「防災学習」の実践
　2019 年度の「地理総合」の実践から，防災を
テーマとした単元の構成を大きくリニューアルし
た。その特徴は次の２点である。
　１つ目は学校で準備したパソコンの使用をやめ，
生徒が所持するスマートフォンを教材として使用
することにしたことである。生徒が普段使ってい
るスマートフォンを授業で使用することで，普段
の生活と学習内容をできる限り近づけることをめ
ざした。また，自然現象の影響を受けるのは，生
徒が学校にいるときとは限らないので，いつも所
持しているスマートフォンを活用する技能を育成
することにした。
　２つ目は生活圏を事例地域としたことである。
地理情報システム（GIS）などを活用し，生活圏
の自然環境を把握することで，特定の自然現象の
発生の可能性が高いことが確認できたとしても，
すぐに居住地を変更することは難しい。しかし，
自分の生活圏ではどのような自然現象が起こりや
すいのかを自覚しておくことで，実際に自然現象
が発生した際に，いち早く自分の生命を守る行動
をとることができるのではないかと考えた。
　中項目「Ｃ（１）自然環境と防災」の単元構成
は表１ のとおりである。単元を貫く問いを「持続
可能な地域づくりのために何を学び何を身につけ
ればよいのだろうか」とした。具体的には単元の
導入で日本とイギリスの教科書での「防災学習」
の扱われ方を比較する。第２時で自然システム的

図１ 　日本の地体構造
『新詳地理資料 COMPLETE 2020』p.70 ❹

表１ 　中項目「C（１）自然環境と防災」の単元構成計画（筆者作成）

図２　おもな火山と地震の震源
『新詳地理資料 COMPLETE 2020』p.71 ❺

【主題学習】
［自然環境から想定される

自然災害への備え］
災害への備えや対応
～グローバルなスケールで～

第６時

本校における評価の観点

各時の
主題

事前調査 自然災害への備えや対応に関する
事前認識調査

単元を貫く問い：持続可能な地域づくりの
　　　　　　　　ために何を学び何を身に
　　　　　　　　つければよいのだろうか
考察のきっかけとして
日本とイギリスの教科書を比較する。

防災学習を通して持続
可能な社会づくりに向
けて身につけておくべ
き学びについて主体的
に追究しようとしている。

プレートテクトニクス
と自然環境の関係に
ついて防災の視点も
含め理解している。

これまでの災害を知る
ことから世界の自然現象
への支援について多面的
・多角的に考察し，表現
している。

日本で予想される
自然現象への備えに
ついて自然環境との
関連から理解している。

生活圏で予想される
自然現象への備えに
ついて地理院地図を
活用し検討している。

防災学習を通して持続
可能な社会づくりに向
けて身につけておくべ
き学びについて主体的
に追究しようとしている。

問い：なぜ地球は現在のような姿に
　　　なったのだろうか
自然現象の要因である
自然システムについて理解する。

問い：世界の自然災害に対してどのように
　　　協力すればよいのだろうか
世界の自然災害の発生を
被害者数と被害額に着目して
支援の方向性について判断する。

問い：日本の自然環境の特徴から予想される
　　　自然現象にどのように備えれば
　　　よいのだろうか
日本で経験しやすい自然現象の特徴を学ぶ
ことから，災害への備えについて理解する。

問い：生活圏ではどのような自然現象の
　　　可能性が高く，どのような備えや
　　　対応が必要なのだろうか
地理院地図を活用し，生活圏で可能性の高い自然
現象についてどのような備えが必要か検討する。

単元を貫く問い：持続可能な地域づくりの
　　　　　　　　ために何を学び何を身に
　　　　　　　　つければよいのだろうか

【主題学習】
［自然環境から想定される

自然災害への備え］
災害への備えや対応
～グローバルなスケールで～

事後評価
持続可能な地域づくりに向けて
身につけておくべき資質・能力に
ついての調査

評価の
観点

各時の問いと
おもな活動 各時のねらい

地理に関する基本概念
Ⅰ　地理的な態度と価値観
Ⅱ　社会的事象の地理的な思考力･判断力･
　　表現力  
Ⅲ　地理に関する知識・概念及び技能

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

①　位置や分布 
②　場所 
③　人間と自然環境との相互依存関係
④　空間的相互依存作用 
⑤　地域

第１時

【自然システム的アプローチ】
プレートテクトニクス

と自然環境

第２時

【事例地域】
世界の自然災害

～自然環境と自然災害の関係から～

第３時

【事例地域】
日本の自然災害

～日本の自然環境の特徴をふまえて～

第４時

【事例地域】
生活圏の自然災害
～必要な備えや対応とは～

第５時
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異なることに気づかせる。新期造山帯に属し，地震がよ
く発生し，火山も多い日本と異なり，イギリスは地震も
火山も少ない。しかし，教科書での「防災学習」の記述は，
どちらかといえば，イギリスの教科書の方が多く，ほと
んど発生しない地震や火山についても詳細に説明されて
いる（図３）。
　また，日本の教科書は国内で発生したさまざまな自然
災害を詳細に扱っているのに対し，イギリスの教科書は
世界中のさまざまな自然災害を扱っている。できれば，
社会・経済システム的アプローチとして，大英帝国とよ
ばれたイギリスの繁栄などの歴史的背景や第二次世界大
戦後の現代世界におけるイギリスの動きなどを話題にで
きると，生徒の興味・関心が高まるのではないか。
　このように，中項目「Ｃ（１）自然環境と防災」は大
項目「Ｃ　持続可能な地域づくりと私たち」の中の１つ
の単元であるため，単純に防災のみを扱うのではなく，
中項目「Ｃ（２）生活圏の調査と地域の展望」につなが
るように，持続可能性を意識させる単元構成が望ましい。
さらに，大項目「Ｂ　国際理解と国際協力」の中項目「Ｂ

（２）地球的課題と国際協力」に続いて学ぶ単元である
ため，前単元でつちかった国際協力の必要性の理解を生
かせる単元であるべきであろう。日本とイギリスの教科
書を比較する学習活動は，自国で発生することが少ない
地震や火山のメカニズムやその影響についてまで取り上
げているイギリスの学びから，自国以外の地域での地震
災害や火山災害に備える姿勢を感じとるとともに，他国
のことを自国のことのように学ぶイギリスのようすか
ら，持続可能な地域づくりに少しでも私たち（自分）が
参画する気持ちが芽生えることをねらいとしている。

　そのため，第３時では「世界の自然災害に対してどの
ように協力すればよいのだろうか」という問いを設定し，
さらにこれからの社会づくりへの私たち（自分）の参画
について問いかけている。
　第４時では日本でこれまでに起こった自然災害を扱
う。日本のどのような自然環境がどのような自然現象を
起こし，どのように自然災害につながるのかを確認する。
自然現象の発生そのものを防ぐことは難しいため，どの
ような自然現象にどのように備えるのかについて考察す
る機会とする。
　第５時で生活圏の自然災害について，大項目「Ａ　地
図や地理情報システムで捉える現代世界」の学びを生か
した学習活動に取り組む。
　スマートフォンで地理院地図を操作し，学校から最寄
りの駅までの最短距離を計測し，その断面図を表示させ
ることで，学校周辺で起こりやすい自然現象を確認する。
スマートフォンでの作業は，個人作業になりやすい。そ
のため主体的な学びとはなるが，対話的な学びにはなり
にくい。そこで最初に，生徒全員に同じ作業を取り入れ
ることで，対話的な学びをめざした（写真１）。
　その後，最寄り駅から自宅までの距離を計測した。何
km 以内であれば，自宅まで歩いて帰ることができるか
をシミュレーションすることでさまざまな場所から自宅
までの距離がどのくらいあるのかを認識することをねら
いとしている。
　最終的には自宅周辺の地形を，陰影起伏図や 3D 表示
することなどで，発生しやすい自然現象を確認する。ま
た，さまざまな自然現象の際に避難する緊急避難場所を
独自に設定する。距離や地形から判断し，独自に設定し

写真１ 　スマートフォンを使った授業のようす（筆者撮影）

図３ 　イギリスの教科書の「防災学習」の例
『GCSE Geography OCR B』p.196 A「Major earthquakes in Japan」
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た緊急避難場所までの最適な避難経路を考察する。自分
の家族構成や交通状況などを考慮し，指定されている緊
急避難場所やこれまで想定していた緊急避難場所が本当
に最適なのかどうかを判断する機会とする。
　第６時で再び，単元を貫く問いとして設定した「持続
可能な地域づくりのために何を学び何を身につければよ
いのだろうか」について考察する。「地理総合」の学習
では単元などのまとまりに，主題を設定した学びが中心
となる。その際に，単元を貫く問いを設定することが大
切であるが，さらに必要なことは単元の学習活動の間，
つねに単元を貫く問いを生徒が意識することであり，単
元の学習活動を通して，単元を貫く問いに対する自分の
考えが変容することである。それらを把握するためには，
単元の最初と最後に同じ問いを投げかける単元構成が必
須である。
　ワークシートの生徒の記述には，第１時から第３時の
学びについて，「イギリスは地震が起こらない国であっ
ても，いつ，どこでイギリス人が地震を経験するかわか
らないし，もし日本や他国が地震の被害にあって，イギ
リス人が援助したいと思っても地震のことについて知ら
なかったら何を援助したらいいのかわからないから」「地
震が起こりにくい国であっても地球規模で起こる災害に
ついて知識を深めておくことによって，万が一地震が起
きたときの対応を考えておいたり，被災国のことを理解
して援助したりすることができ，グローバル化した世界
での人材育成につながるとわかった」など，グローバル
な視座から国際理解や国際協力のあり方を，防災という
テーマを通して，考察できたようすが見られた。
　また，「多くの犠牲者を出さないように，一人ひとり
が自分の身を守ることができ，地震の後の生活がおくれ
るように準備や対策を日常から行い防災の水準を世界規
模で上げることが必要」というコメントも見られた。さ
らに，単元を通した学びについて，「持続可能な社会を
構築するためには，生きることが不可欠であり，自然災
害からいかに自分を守り，生き抜く力をつけるための方
法を学ぶべきだと思います」とあるように，「地理総合」
のねらいである，持続可能な社会づくりを目指し，環境
条件と人間の営みとの関わりに着目して現代の地理的な
諸課題を考察する科目としての学びを達成したと思われ
るような記述も見られた。
　第５時の地理院地図の活用については，「あまり自分
の避難経路について考えたことがなかったのでよい機会
になった。家でも話し合ってみたいと思う」「家族で決

めていた避難場所は近くの中学校でしたが，思っていた
よりも海抜が低いことがわかりました。避難場所や経路
も見直す必要があるなと思います」などのように，授業
での学びが，自分事になり，日常の家族内での話題となっ
たようすが見られた。ただし，数か月後に調査すると，
実際に家族と指定緊急避難場所や避難経路について話題
にした生徒は 31％であった。授業後のようすやふり返
りから予想される数字よりも少ないと感じられる結果で
あった。
　2020 年度は，新型コロナウイルス感染症対策での休
校期間を利用し，オンライン学習（オンデマンド型）に
よる中項目「Ａ（１）地図や地理情報システムと現代世界」
の実践の中で，「防災学習」を含めた地理院地図の活用
に取り組んだ。その結果「防災学習」は，オンライン学
習に向いていることがわかった。その要因の１つは，家
庭の ICT 環境のほうが，学校の ICT 環境よりすぐれて
いる場合が多かったこと，２つ目に 50 分という授業時
間の制限がないため，じっくりと地理院地図の活用に取
り組むことができたこと，また，３つ目として，この期間，
保護者が家庭内にいる場合が多く，防災について家族で
話し合いながら取り組むことができたことなどがあげら
れる。このように，オンライン学習は科目の学習内容と
家庭を直接つなげることができる可能性がある。その一
方で，「普段の授業と違うやり方だが , 気になったとこ
ろを自分のペースで好きなだけ調べられてよかった。だ
が , 小集団共有などがなく , 自分の意見だけで終わって
しまうのはものたりない感じがした」など，いつものよ
うにグループで意見を交換しながら学習に取り組みたい
という感想も多く見られた。

４　おわりに
　毎年，なんらかの自然災害が起こる日本で，授業で取
り組む「防災学習」の重要性は年々高まっている。その
ためにも，「地理総合」が必履修化される意義は大きい。
さまざまな自然現象が発生した際に，いち早く自分の生
命を守る行動をとることができる生徒を育てる科目であ
ることを自覚し，日々の授業に取り組みたい。

〈参考文献〉
・神戸大学附属中等教育学校（2020）：『研究開発実施報告書（Vol.３）』
　神戸大学附属中等教育学校,p.50
・神戸大学附属中等教育学校（2020）：『研究開発実施報告書参考資料

（Vol.３）』神戸大学附属中等教育学校,p.136
・John Widdowson, Peter Naldrett,Caroline Cole,Alan Kinder,Gemma 

Thurtle,Guy Mortimer（2011）：GCSE Geography OCR B.OXFORD,p.196
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　また，この授業案は，「Ｂ　近代化と私たち」という
大項目のふり返りとして位置づけ，あわせて東アジアに
おける新旧２つの国際体制の移り変わりの中で，地域の
新たな「統合と分化」，「対立と協調」の形を多面的・多
角的にとらえて考察するという主題の下で AL 型の授業
で行うものである。
　授業方法については，３つの国に関連する資料とワー
クシート（本誌 p.16 参照）を用意して，班ごとに個人
ワーク・グループ学習・発表を組み合わせるやり方や，
班の中で３つの国それぞれの担当を決めてジグソー法で
行うやり方も考えられる。それぞれの段階をふまえた問
答と対話を繰り返しながら，生徒が次の「問い」に向かっ
て思考をめぐらしていけるような授業の展開が望まれる

（ 表１ ）。そして生徒が自分で新たな「問い」を見つけ，
次の単元につなげていくような「問いを表現する」サイ
クルができればなおいいだろう。

３　授業の目標〜生徒が問いを表現することの意味
　問いを中心とする授業づくりにおいて，何より期待す
るのは生徒たちに「歴史を語る主体」（2020年８月22日，
北海道高校世界史研究会での小川幸司氏の報告より）に
なってほしいということである。現代社会の授業でいくつ
かのテーマにもとづいて世界各地のようすを語り合ったよ

１　はじめに
　2022 年から始まる「歴史総合」に向けて，現行の世
界史Ａおよび世界史Ｂの教科書を参照しながら，新学習
指導要領にもとづく授業案を考えてみたい。ここで取り
扱う単元は，新学習指導要領大項目「Ｂ　近代化と私た

ち」の「（４）近代化と現代的な諸課題」とし，そこで
触れられている「イ−（ア）事象の背景や原因，結果や
影響などに着目して，アジア諸国とその他の国や地域の
動向を比較したり，相互に関連付けたりするなどして，
主題について多面的・多角的に考察し，表現すること」を
目的とする。近代化による世界の国際秩序の変容・再編
をテーマとし，単元を貫く問いとして「近代化とは何か」，

「近代という時代になって世界はどう変わったか」を掲げて，
歴史の変化を大観して理解しながら，資料を活用した授
業展開と，「問い」をもとにした “ 主体的・対話的で深
い学び”が可能となるような授業案づくりをめざしたい。

２　具体例~内容と授業方法について
　ここで取りあげる内容は，帝国書院の教科書『明解 
世界史Ａ』では「１部３章　欧米の工業化とアジア諸国
の動揺」の「４節　東アジアの大変動」の部分，同『新
詳 世界史Ｂ』では「２部６章　世界の一体化の進展と
アジアの変容」の「３　東アジア諸国の模索と変容」の
部分にあたる。授業案の枠組み設定として，19世紀の「西
洋の衝撃」を中国・朝鮮・日本の東アジア３国がどのよ
うに受けとめその後どう変わっていったのか，ある程度
のタイムスパンをもたせたうえで見ていこうと思う。そ
の変化の中身を大きな国際関係の移り変わりの中でとら
え，３国のおかれていた歴史的な状況とそれぞれの国で
何が課題とされたのかについて，３国の歴史的な推移を
比較・検討しながら，近代化による世界の国際秩序の変
容・再編の意味を探っていきたい。

－使用教材－
『明解 世界史Ａ』，『新詳 世界史Ｂ』，
『最新世界史図説タペストリー 
十八訂版』

「歴史総合」に向けた授業案の試み
－東アジアの近代化を考える－

同志社中学校・高等学校　後藤 誠司（ごとう・せいじ）

授業研究世界史

表１   授業展開・例

１時間目

２時間目

❶ 〈４分〉 導入・班分けと説明

❶ 〈10分〉 導入・前回のふり返り（　　　　～　　　　のおさらい）

❸ 〈20分〉 グループごとの発表
❹ 〈５分〉 個人のふり返り

❻ 〈10分〉 グループ内での報告

❸ 〈８分〉 課題２ 個人で１つの国を分担（キーワードを使って３国の開国の歴史を要約）
❹ 〈10分〉 課題３ グループで話し合い（東アジア３国の国際関係の変化を模式図で分析）
❺ 〈８分〉 課題４ 個人で１つの国を分担（キーワードを使って３国の開国後の課題を要約）

❷ 〈10分〉 課題１ グループで話し合い（東アジア３国の開国条約・条規から読み取れること）

課題２ と 課題４ について，グループの中で意見を共有する。
課題５ は宿題とし，班で共有した意見をもとに考えてくる。

課題１ 課題４
❷ 〈15分〉 課題５ のグループ内での発表・話し合い
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うに，同じことが世界史でもできないだろうかと考えた。
　今回の授業案で設定した課題（問い）とその意図につ
いて述べておきたい（本誌 p.16，17 参照）。まず，近
代化とは必ずしも西洋化とは同義ではないということで
ある。西洋化に成功すれば先進国となり，失敗すれば後
進国となるという近代化における西洋中心主義的な見方
を無批判に受け入れるのは避けたいところである。「非
西洋世界の「近代」は自らの「前近代」を振り返ること
なしにはあり得なかった」（三谷 2020 p.208）とある
ように，東アジア３国には共通の課題があったことに気
づかせたい。そのうえで３つの国にはそれぞれの問題が
あり，どんなことに苦闘したのか，おたがいの立場の
違いを考える場面ともしたい。幕末の日本で「黒船」の
出現に人々が時代の変化を感じとったように，東アジア
という地域の枠を設定して俯瞰することで共通する時代
の趨勢を同じようにとらえることができるだろう。また
キーワードを使って歴史的経過を説明することで，「西
洋の衝撃」に対応することは，誰にとって何を意味する
のかを具体的に考えるケーススタディにもなる。同じ国
の中でもそれぞれの立場から（君主だったら，官僚だっ
たら，武士だったら，農民だったら）見える歴史が違っ
てくるだろうし，歴史の重層的な構造を理解することに
つながるだろう。時代の流れの中で自分だったらどう考
えるか，また自分とは異なる立場にある人がどう考えた
かを知る機会ともなる。何より重要なのは，時代の変化
を生徒どうしで話し合うことである。それは今を生きる
自分が，過去の歴史とつながる場面ともなるであろう。
　さて，ワークシートで示した資料に加え，それぞれの
国ごとに追加資料を提示して，思考を深めさせることも
できる。中国に関しては，例えば「張之洞の中体西用
論」（歴史学研究会編『世界史史料９』）。西洋のルール
を認めることと体制の根本原理であった朱子学の正当性
を守ることとは両立しがたいという背景が中国側にあっ
たなかで，西洋の技術を使うことにはどんな意味があっ
たのかを考える材料になる。開国から長い期間を通じて
新旧２つの国際体制が併存したことからも中国の葛藤が
うかがい知れる。結局，伝統と近代の相克の中で，清朝
の下での変法は実現せず，辛亥革命を迎えたという経緯
をしっかり理解させたい。
　朝鮮に関しては，同じく『世界史史料９』の中の「甲
午農民戦争」関係の資料から農民軍が掲げた「輔国安民」
のスローガンの意味を読み解くことで当時の朝鮮のおか
れた位置を考察することができるだろう。朝鮮でも新旧

２つの世界の移り変わりの中で，自立的な変革をめざす
うえで中国および日本との関係においてさまざまな困難
に囲まれていたことがわかってくる。
　日本では，ペリーがやってくる前にすでに対応策が検
討されていて，幕閣のレベルでどのような意見に分かれ
たかをもとに政策選択のあり方を考えさせることがで
きる（三谷 2017 p.112）。その後のアメリカとの交渉
を基本に結ばれた安政５カ国条約が，同じ「不平等条
約」であっても，中国が結んだ一連の敗戦条約と比べ，
違いは大きかったことが指摘されている（南塚 2018 
pp.71-72）。このような違いを検討することが，幕府の
外交努力をどう評価するかの判断材料にもなるだろう。
このように，多様な資料を活用しながら生徒たちがさま
ざまな「問い」と向き合うことで，現代にもつながるい
くつもの課題がこの時代に淵源していることに気づいて
くれることを期待したい。

４　おわりに
　「歴史総合」の実施が迫るなか，その準備作業として
これまでの授業で使った手持ちの教材をもとに授業案を
つくってみたらどうなるだろうかと思って今回の試案と
なった。使った資料は，とくに目新しいものでもなくあ
りきたりの資料ではあるが，３つの国での開国から近代
国家形成過程を比較する際の共通の資料として用いたな
らば，そこからどんな「問い」が生徒から生まれてくる
だろうかという関心があった。関連するさまざまな資料
を組み合わせればさらに効果的な「問い」がつくれるだ
ろう。だが，いかに教師が「問い」づくりに努力しても，
最後は生徒が自ら「問いを表現する」ことができるよう
にならなければならない。一朝一夕には難しいだろうが，
そのためにも学習内容と方法のいずれにおいても教員相
互の交流や情報交換がいっそう必要になるだろう。

〈参考文献〉
・三谷博（2020）：『日本史のなかの「普遍」 比較から考える「明治維新」』

東京大学出版会
・南塚信吾（2018）：『「連動」する世界史 19 世紀世界の中の日本』岩

波書店
・三谷博（2017）：『維新史再考　公議・王政から集権・脱身分化へ』

NHK 出版
・日中韓３国共同歴史編纂委員会（2012）：『新しい東アジアの近現代史
（上）』日本評論社

・小川幸司（2012）：『世界史との対話　70 時間の歴史批評（下）』地歴社
・三谷博・並木頼寿・月脚達彦編（2009）：『大人のための近現代史 19

世紀編』東京大学出版会
・岡本隆司（2008）：『世界のなかの日清韓関係史』講談社選書メチエ
・歴史学研究会編（2008）：『世界史史料９ 帝国主義と各地の抵抗Ⅱ 東

アジア・内陸アジア・東南アジア・オセアニア』岩波書店

なお，高大連携歴史教育研究会の第二部会の「教材共有サイト」に三
谷博先生が幕末および 19 世紀東アジア関係の授業用資料をアップさ
れているので，そちらもぜひ参照していただきたい。
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※ワークシート本体は帝国書院ウェブサイトに掲載します。

1840～42 アヘン戦争

1842 南京条約

1851 ～ 64 太平天国の乱   1853 ペリー来航

1856～ 60 第２次アヘン（アロー）戦争   1854 日米和親条約

1861 総理各国事務衙門の設置   1858 日米修好通商条約

  1863 高宗即位，大院君の執政

1862～ 94 洋務運動 1866 丙寅洋擾 1868 明治維新

1871 清日修好条規 1871 辛未洋擾 1871 日清修好条規

1874 日本の台湾出兵 1873 大院君失脚，閔氏執権 1874 台湾出兵

  1875 江華島事件 1875 樺太・千島交換条約

  1876 朝日修好条規  1876 日朝修好条規

    1879 琉球処分

  1882 壬午軍乱　

1884～ 85 清仏戦争 1884 甲申政変 1889 大日本帝国憲法

1894～ 95 清日戦争 1894 甲午農民戦争 1894 ～ 95 日清戦争

1895 下関条約   1895 下関条約，台湾領有

1895～ 98 変法運動 1897 大韓帝国　　　　　　　　　　　　

1898 戊戌の政変

1900～ 01 義和団事件　 

1901 ～ 08 光緒新政 1904 ～ 07 ３次の日韓協約 1904 日露戦争

1911　 辛亥革命 1910 韓国併合 1910 韓国併合

中国 朝鮮 日本

概 説

問 い

目 標

課題 1

課題２

課題３

課題４

課題５

東アジア３国にとっての「近代化」とは何だったのか

19 世紀，中国・朝鮮・日本の東アジア３国は欧米諸国とあいついで遭遇した。東アジアには中国を中心とする伝統的
な国際関係である「朝貢・冊封体制」が築かれていた。しかし「西洋の衝撃」をきっかけに東アジア３国は，それま
でとは異なる国際関係への転換を迫られていった。これにどう対応するかは，「各国の命運を左右する問題となった」（三
谷 2017 p.46）。３国はそれぞれ独自の対抗策を模索し，相互に影響を及ぼしながら東アジアの近代史が展開していく。

これまで学習してきたことをふり返り，「西洋の衝撃」を受けて開国した東アジア３国で，何がどのように変わったのか，
［史料］と［年表］から考えてみよう。

東アジア３国の開国のきっかけとなった３つの条約・条規の条文から読み取れることを書き出してみよう。これらの
条文が記された背景をふり返り，それぞれの条約・条規の性格を確認してみよう。

［年表］を参考にして，【キーワード①】中体西用・衛正斥邪・尊王攘夷 を使って，開国をめぐって 1870 年代までに
３つの国で起きた歴史的な経過を要約してみよう。

東アジアを取り巻く国際関係が大きく変化するなかで，それぞれの国の関係がどのように変わったか，模式図にして
分析してみよう。

開国後それぞれの国で何が課題とされたのか，
【キーワード②】三民主義・輔国安民・文明開化
を使ってその後の歴史的な経過を要約してみよう。

東アジア３国の歴史を比較して，それぞれの国に
とっての「近代化」とは何だったのか，またこの
先どんなことが課題となると思うか，説明してみ
よう。

ワークシート

［年表］

［史料］

Ａ 南京条約（1842 年）
２ 清国皇帝陛下は英国民が…広東・厦門・福州・寧波および上海の市町に
おいて商業に従うために，迫害または拘束をこうむることなく居住できるこ
とを約束する。
３ …清国皇帝陛下は英国女王陛下に香港を割譲し，英国女王陛下およびそ
の後継者は永久にこれを占有し，英国女王陛下の適当と認める法律・規則を
もってこれを統治する。
５ 清国政府は広東に於て通商に従事せる英国商人をして…清国政府より免
許を得たる「行」商人（公行）とのみ取引することを強制せしが，清国皇帝
は英国商人の居住すべきいっさいの港において，将来右の慣行を廃し，任意
に何人とも通商取引に従事することを許すことを約す。

（出典：帝国書院『最新世界史図説タペストリー十八訂版』p.352）

Ｂ 日米修好通商条約（1858 年）
第三条　下田箱館港の外，次にいふ所の場所を，左之期限より開くへし，神奈
川…長崎…新潟…兵庫…神奈川港を開く後六ヶ月にして，下田港は鎖すへし，
此ヶ条の内に載たる各地は，亜墨利加人に居留を許すへし，…江戸…大坂…
右二ヶ所は，亜墨利加人，唯商売を為す間にのみ，逗留する事を得へし，…
第四条　総て国地に輸入輸出の品々，別冊の通，日本役所へ，運上（関税）
を納むへし，…
第六条　日本人に対し，法を犯せる亜墨利加人は，亜墨利加コンシュル裁断
所にて吟味の上，亜墨利加の法度を以て罰すへし，亜墨利加人へ対し，法を
犯したる日本人は，日本役人糺の上，日本の法度を以て罰すへし，…

（出典：帝国書院『図説 日本史通覧』別冊付録p.25）

Ｃ 日朝修好条規（1876 年）
第一款　朝鮮国ハ自主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ，嗣後両国和
親ノ実ヲ表セント欲スルニハ，彼此互ニ同等ノ礼儀ヲ以テ相接待シ，毫モ侵
越猜嫌スル事アルヘカラス，
第十款　日本国人民，朝鮮国指定ノ各口（港）ニ在留中若シ罪科ヲ犯シ朝鮮国
人民ニ交渉スル事件ハ，総テ日本国官員ノ審断ニ帰スヘシ，若シ朝鮮国人民罪
科ヲ犯シ日本国人民ニ交渉スル事件ハ均シク朝鮮国官員ノ査弁ニ帰スヘシ，

（出典：帝国書院『図説 日本史通覧』別冊付録p.27）
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課題１

南京条約：アヘン戦争による敗戦条約であり不平等条約。
日米修好通商条約：ペリー艦隊の砲艦外交／交渉条約による不平等

条約。
日朝修好条規：江華島事件をきっかけとした日本の砲艦外交による不

平等条約。

課題２

中国：第２次アヘン（アロー）戦争に破れ，その間に太平天国の乱
が起こり，体制の動揺が始まる。西洋諸国との外交の重要性を認
識した清朝は，総理各国事務衙門を設け，各国との協調をめざし
た。反乱鎮圧ののち「中体西用」をスローガンに洋務運動が進め
られ，清朝の立て直しがはかられる。日本とは日清修好条規が締
結され，対等な外交関係が結ばれた。しかしその後台湾と琉球を
めぐって対立した。また，清朝は同時に琉球・朝鮮などに対して
は従来の朝貢体制を維持しようとした。

日本：アヘン戦争に関する情報や，オランダからはアメリカ艦隊来
航の知らせが日本にもたらされ，幕府はそれらの情報をもとにア
メリカとの交渉にあたった。中国がイギリスとの戦争に敗れ，敗
戦条約である南京条約によって領土を割譲したという情報は，幕
府に慎重な姿勢（避戦論）をとらせた。しかし幕府による開国の
決定は，国内で「尊王攘夷」の動きを盛り上がらせる結果となり，
幕末の動乱につながった。

朝鮮：19 世紀半ば，欧米の船舶が開国を求めて接近するようになり，
「衛正斥邪」の考えにしたがって攘夷を実行し鎖国体制を守った。
宮廷内で国王の父大院君（保守派）と外戚の閔氏（開国派）の対
立が激しくなったところに，日本は江華島事件によって朝鮮を開
国させ，日朝修好条規を結んだ。この条約のもと，日本の朝鮮へ
の進出が始まる。他方，中国も朝貢体制にもとづく宗主国として
朝鮮への関与を強め，朝鮮での日本と中国の対立が強まった。

課題３

〈解説〉
　近代的な国家像とされる国民国家形成にあたって，３国は主権国
家としての要件を満たす必要があった。その重要な点が国境の画定

であった。江戸時代に日本と中国の両属関係にあった琉球王国がそ
の焦点となった。1871 年，台湾で起こった琉球漂流民殺害事件の
際，琉球の帰属をめぐって日中の対立が起こった。1872 年，日本
は琉球藩を設置して琉球王国の解体をはかり，台湾出兵後の「琉球
処分」によって沖縄を日本の領土に編入し，日本は清朝と琉球王国
の間の朝貢体制を否定した。こうして中国を中心とする古い国際体
制の一角が崩れ，同様なことが 1885 年の清仏戦争後のベトナムで
も起こった。そして日清戦争後の下関条約で，最後に残った朝鮮に
対する清朝の宗主権が否定されたことで，最終的に東アジアの朝貢
体制は崩壊した（その後大韓帝国が清朝への朝貢を停止する）。

課題４

中国：清朝の中では体制の刷新をめざす改革派と保守派の対立が繰
り返される。しかし新旧２つの国際体制が併存したまま，結局の
ところ古い体制の改革は実現せず，「三民主義」を掲げ新しい国
づくりをめざした革命派が勝利をおさめた。

日本：幕府から開国路線を引きついだ新政府が「文明開化」をおし
進め，近代的な国家体制を築いた。そして欧米列強をモデルとし
ながら帝国主義の路線にふみ出し，アジアの近隣諸国に進出して
いった。

朝鮮：保守派と開化派の対立，さらに開化派内部での穏健派と急進
派の対立が起こる。その対立に外国勢力の介入が重なり，国内政
治の不安定が続く。「輔国安民」を唱えた農民戦争を契機に始まっ
た日清戦争の結果，清の宗主権は否定され，日本の支配が強まっ
た。そして日露戦争でロシアの力が排除されたのち，朝鮮は日本
の植民地とされた。

〈解説〉
　アヘン戦争は，東アジアにおける「近代」の幕開けを告げる歴史
の転換点となった。それ以後欧米列強の進出が強まり，「万国公法」
すなわち国際法にもとづいて主権国家どうしが条約を結ぶことで築
かれる近代的な国際関係（条約体制）の中に東アジアという地域全
体がしだいに包摂されていくことになった。それは同時にこの地域
が世界的な資本主義経済（自由貿易体制）に組み込まれることを意
味した。
　この時期，東アジア３国は，欧米列強の進出に対してどこまで自
立性（独立）を保つことができるかという共通する課題に直面して
いた。そこで問われたのは次のようなことだった。①西洋諸国に対
してこれまでどおり華夷の区別でのぞむのか，あるいは対等な関係
で条約を結び開国するのか。②西洋文明を夷狄とみなし拒否するか，
あるいは自分たちよりも進んだ文明として取り入れるのか。③国の
形をどうするのか。古い体制を守りながら新しい技術や制度をどこ
まで受け入れるのか。あるいは古い体制をうち捨て，まったく新し
い体制をつくり出すのか。実際のところ３つの国での受けとめ方や
対応の仕方，そしてまた選択の幅はそれぞれに違っていた。
　東アジアでは「近代化」によって主権国家どうしの条約体制にも
とづく新たな「統合」がつくり出されたが，同じアジアの国の中で
の「分化」を生み出した。日本は，その後の対外進出を通じてアジ
ア諸国との「対立」を強め，さらに対外戦争のつど欧米列強諸国と
の「対立と協調」を繰り返していくことになる。

（課題 5 の解答例は略）

解答例
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き出しの「暴力」があり，その「暴力」を職とする武士
の姿が見える。『平家物語』は，後白河院自身に「今清
盛が，かく心の儘に振舞う事こそ然るべからね。これも
世末になつて王法の尽きぬる故なり」と語らせているし，

「これこそ平家の悪行の始なれ」なのである。12 世紀末
の武士の中央政界でのふるまいを考える素材としてシン
ボリックにその姿を示す例である。
　この 2 つの絵巻に描かれた，武士の姿の間には大き
な差異がみえてこよう。「静」と「動」との差異ともい
えるし，「秩序」を守るものと「混乱」を引き起こすも
のとの差異ともいえる。だが，実はこの差異こそ，武
士の本質にかかわる両側面である。そこでいま，この 2
つの絵巻に描かれたできごとの間に流れた歳月における
武士の変質について，社会の変動とあわせて探り，古代
から中世への転換について考える「日本史探究」に向け
た授業の展開を示す。

３ 展開① 10〜11世紀への転換
問い： 　そもそも，「武士」がこのように異なる姿に

描かれる背景にはどのような社会的な動きが
あったのだろうか。

　武士そのものの変化に触れる前に，前代からの社会の
動きをふり返ってみることから始めたい。10 世紀ごろ
より律令制的な「公（オオヤケ）」の統治は崩壊していく。
国司請負制にみられるように，国司という地方行政にた
ずさわるはずの「公」職にいながら，個別的に独自の税
率の設定が許され，その国司の職をめぐっては特定の権
門に賄賂や便宜をはかって成功・重任を繰り返す。それ
は，「私（ワタクシ）の顕在化」ととらえることができ
よう。いってみれば，私的権益をめぐる紛争の頻発を許
す社会的な土壌（共通認識）が形成され始めたのである。
　まず，中央政界では，摂関政治が確立し長く継続する
ことで，国政の重要事項に関する意思決定過程が天皇の
母系親族「ミウチ」たるごく少数の摂関家の人々ににぎ

１ はじめに
　新しい学習指導要領では，資料の読み解きを通じて情
報を活用していく能力を生徒が身につけることと，とく
に，「日本史探究」では時代の転換を理解したうえで，
その「画期」を表現することが目標とされている。その
ためには，良質の資料を提示し，発問を工夫しながら生
徒とやり取りを重ねていっしょに考えていく姿勢が必要
となる。ここでは，「古代から中世への転換」を素材に
してこの目標にいどむ試みをしてみよう。

２ 導入 『春日権現験記絵』巻二第一段「御幸」と
 『平家物語絵巻』巻第一 「殿下乗合」の
 2 つの絵巻の場面を見比べる

問い： 　２つの絵巻に武士はそれぞれどのように
描かれているだろうか。

　『図説 日本史通覧』巻頭３の「特集 読み解きトレー
ニング」に掲載された『春日権現験記絵』巻二第一段「御
幸」に描かれた武者は，牛車から降りる白河院（天皇の
位を退いた人物）（1053 〜 1129 年）のそば近くに弓
矢をたずさえて静かにひかえている。この姿は武士がま
さに貴人のそば近くに侍

さぶら
う存在であったことを如実に示

している。このことが武人を表す「侍」の語源ともなっ
ているのである。つまり，弓矢・刀剣といった武具をつ
ねにたずさえ，貴人の身辺警護の任務を果たし，貴人が
行う儀式典礼の際に威儀を添える存在であった。この点，
蔵人所に属し，夜間の宮中（清涼殿）警護を担った「滝
口の武士」（９〜 10 世紀）の機能に近い。現代でいえば，
国家元首や政治首脳の集まる会合の歓迎式典などのおり
の儀仗兵の役割と共通するかもしれない。
　これに対して，『平家物語絵巻』巻第一 「殿下乗合」
に描かれた武士は，どうだろうか。武士たちが牛車の貴
人（摂政藤原基房）に乱暴をはたらき，逃げようとする
者を執拗に追いかけるさまがみてとれよう。そこにはむ

古代から中世への転換

授業研究日本史

海城中学高等学校　横井 成行（よこい・しげゆき）
－使用教材－
『図説 日本史通覧』
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られる。そして，その過程や人事から「疎外」された多
数の人々は，政権のコアとしての摂関が人事権をにぎる，
国司（受領）の職に就くことに活路を見いだすようにな
る。天皇の血筋に連なりながら皇位に就けなかった多数
の人々も輩出される。彼らは「公家源氏」に代表される
ように，「源・平・橘」などの氏を下賜され臣籍に降下
し，実入りのよい国の国司となるか，特定の有力寺院に
入寺する。あるいは，藤原氏のなかでも藤氏長者「一の
人」や摂関の座に就けないことが固定化した血筋の人々
も，有力寺社（宗教権門）の高位の神官や僧職に就く現
象が常態化する。
　一方，地方からみると，中央から下向してくる国司は，
中央政界とのつながりのある「貴種」と認識される。例
えば，10 世紀の成立とされる，『伊勢物語』の主人公「昔
をとこ」は「身を要なきものに思ひなして」「東の方に
すむべき国もとめに」下向する。そして，このころより
現地の土地開発などで力をもってきた在地有力者「田堵」
や「富豪之輩」は「貴種」たる彼らを拒まず，むしろ一
族の娘との婚姻をすすめたので子孫を繁栄させることが
できるという，土着化のコースが形成されていく。
　そうした地方でも，収益や新たに収益の源泉となる土
地の獲得・経営をめぐる争い＝「私の顕在化」が噴出す
る。一例が坂東で起きた「僦馬の党」とよばれる武装グ
ループの蜂起（899 年）であろう。坂東で生産される
貴重な絹布や麻布がみすみす中央に運搬されるのを阻止
しようとする「私」の動きである。これは中央からみれば，
公的な収取ルートの攪乱と映る。実際，彼らは騎馬の機
動力を使って東山道と東海道を自由に往来している。ま
た，土地をめぐっては，一族内部での争いを発端にしつ
つも国衙を襲い，（「公」を敵にまわして）一時的にでは
あるが坂東一円を統治し「新皇」を称した平将門や，九
州から瀬戸内海地域の流通ルートを押さえた藤原純友な
どは，こうした流れに位置づけることができよう。
　しかも，これらの乱を鎮圧したのは，実質的には「私
的」武装集団であって，中央政府に直属する常備兵力で
はない。いずれも，中央政府が追討使

4

・追捕使
4

などの臨
時の官職を与えて派遣し，もっぱら彼らの私的な武力を
用いて鎮圧を行ったのである。
　その後の東国を舞台にした平忠常の乱（1028 〜 31
年）においては，はじめ中央から派遣された「公」たる
中央政府の追討使（中原成通・平直方）では忠常の武力
に対応できず，結局，河内を基盤とする源頼信と平忠常
とのきわめて私的な関係によって決着をみた。『今昔物

語集』巻 25 第 9 話や『宇治拾遺物語』第 128 話によれば，
頼信と忠常とは主従関係にあったといい，まさにその「私
的関係」を通じて，忠常が頼信側に投降するという結末
を迎える。頼信が追討使に任じられてから実際に兵を動
かそうとするまでに半年以上をかけている事実を重視し
て，この間に，頼信側から平忠常へのはたらきかけが水
面下で行われたことを推測する指摘もある。その背景に
は，長期化する戦乱によって田畑の荒廃や民心の厭戦意
識があったことが指摘されている。
　また，こうした収益や家産財をめぐっての私的な抗争
は東北地方でも展開した。前九年合戦・後三年合戦（1051
〜 62 年・1083 〜 87 年）である。この戦いでも「俘
囚長」安倍頼時一族による中央政府への貢納の拒否を基
点とし，そこから鎮守府・陸奥国司といった中央政府の
出先との抗争に発展する。さらに，安倍氏の滅亡後，北
上川中流域にあたる「奥六郡」に拠点を移した清原氏一
族の中での所領や財をめぐる対立から再び軍事衝突が起
きる。これに，「陸奥守」に任じられた源義家が介入し
て後三年合戦が発生する。ここにも「私」から出発した

「公」との衝突がみられる。苦戦を経て勝利した義家と
彼の支援した清原（藤原）清衡は，清原氏の旧領をすべ
て手に入れ，奥六郡に覇を唱え平泉を本拠地とする。た
だ，「公」たる中央政府はこれを義家の「私戦」とみなし，
義家の「陸奥守」を解任したうえで恩賞一切を与えなかっ
た。ここには，「私」が優先する現実と，「公」との対立
がにじみ出ているといえないだろうか。
　また，前九年合戦とほぼ同時代に成立したといわれる，
藤原明衡が著した『新猿楽記』は，「中

なかのきみ
君」の夫である「勲

藤次」を「天下第一の武者」＝「一人当千」の理想的な
「つわもの」として描く（資料１  ）。
　いかがであろうか。まさに，正面から敵と激突する合
戦をはじめ，相手が寝静まっている夜間を襲って屠る「夜
討ち」を当然の戦い方とし，それらを支えるさまざまな
馬術・弓術に長けた「上手」であるという。さらに兵士
を統率する「手聞き心猛」き人物であった。こうした専

資料１  

　合戦・夜討・馳射・待射・照射・歩射・騎射・笠懸・
流鏑馬・八的・三々九・手挾等の上手なり。或は甲冑
を被，弓箭を帯し，干戈を受け，太刀を用ひ，旌を靡
かし楯を築き，陣を張り兵を従ふるの計，寔に天の与
へたるの道なり。手聞き心猛くして，合戦の庭に臨む
ごとに，常に勝利の名を得たり。会稽の時に至りて，
いまだ属降の思を取らず。養由が弓の能を具し，解烏
が靱の徳あり。寔に一人当千と謂ひつべし。

海城中学高等学校　横井 成行（よこい・しげゆき）
－使用教材－
『図説 日本史通覧』
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門的な「殺戮のプロ」としての集団が武士の本質の一面
であったことがわかる。

４ 展開② 11〜12世紀への転換
問い：　では，「武士」は摂関期から院政期への政治的

推移の中でどのような存在としてとらえられる
ようになったのだろうか。

　前九年合戦・後三年合戦が起きた 11 世紀には，中央
政界では院政が成立する。院政の成立も，家族史のうえ
で「イエ」が成立してくることと深いかかわりがある。
ここでの「イエ」とは一種の組織体であり，家業を通
じて獲得蓄積された財産が形づくられてくると，「イエ」
がもつ固有の家業の運営・存続・拡大に責任をもち，財
産の保持をしていく存在（人物）が必要とされるように
なる。その座に就いた人物は，家業の運営にかかわる責
任と同時に，財産処分権，相続配分の決定権をもつ。多
くの場合，その座には数ある人々の中からただ 1 人の
人物が就くことになる。その意味で，「1/n の座」と表
現できる。この 1/n という概念は，数学で学習するこ
ともあり，中世社会を理解するうえで生徒にも評判がよ
い。こうした現象は，天皇・摂関などの「国政にかかわ
る権門」，大寺社などの「宗教権門」，武家（武士）など
の「軍事権門」といった，いわば私的な組織に共通す
る。そして，それぞれの「権門」の中では，その「1/n
の座」をめぐる競合や対立がたやすく起こる環境ができ
あがる。なお，こうした 3 つの「権門」がそれぞれの
組織としての「私」の権益主張をする一方で，利害が共
通する局面では連携したりして政治や社会を動かしてい
くしくみができあがる。しかも，中世を通観すると，（n
－１）の人々もたがいの権門をつなぐ働きをするように
なる。それらの活動を支えたのが，荘園公領制とよばれ
る経済的な制度といえよう。個別の「権門」と
いう私的な組織体としての活動を，荘園公領や，
その土台の上に成立した知行国などからあがっ
てくる収益が支えたと言いかえてもよい。
　このようなしくみは，明らかに古代や近世と
は異なり，中世特有の社会のあり方といえよう。
こうしたしくみを「権門体制」とよぶことがあ
るが，その英訳の一つに ‘Joint Rulership’ が
ある。これはわかりやすい表現ではないだろうか。
　その中で，院とは「治天の君」という別称が
示すように，いわば天皇の「イエ」の長（1/n）

といえよう。その院政を始めた白河院は「北面」とよぶ
私的な組織を新設した。そこには，院自身の側近で主と
して「受領」を経験した中下級貴族（摂関期には中央政
界では冷遇された）や，先に述べた地方反乱を鎮定した
戦功を根拠に新たに「受領」に任じられた有能な武士が
積極的に登用されたのである。武士は，武芸をもって院
に仕え，その身辺警固を根源にしつつ，組織としての「私」
的欲求を強める南都北嶺（興福寺＝春日社，延暦寺＝日
吉社）の僧兵に対抗しうる武装組織として評価されたか
らである。
　さて，1/n の地位をめぐる紛争が起きやすい環境が形
づくられる中で，中央政界において，貴人（天皇のイエ・
摂関のイエ）同士が「1/n の座」を争ったのが，保元の
乱（1156 年）と平治の乱（1159 年）である。この過程で，
武士はむき出しの暴力＝武力をふるい，対する（n－1）
の存在を抹消しうる存在になっていった。慈円が『愚管
抄』で保元の乱を「武者ノ世」への転換点ととらえたの
は，よく知られている。この過程での武士の姿をみるこ
とができるのが，『平治物語絵巻』「三条殿夜討」である

（資料２）。
　そこには，「兵

つわもの
」の論理＝相手が寝静まっている間に

夜襲をかける，相手の財をその根底から焼き滅ぼす放火
や殺戮を通じて「私」が勝ち残ることに価値をおくこと
が見える。
　さて，こうした暴力による紛争の解決は，中央の貴人
たちに，武士の存在を，事を決するうえで「不可欠な存
在」と認識させることになった。そのことが後白河政権
における平清盛一族の重用につながっていく。ここで先
に述べた「イエ」をめぐる事情を，冒頭の『平家物語絵
巻』巻第一 「殿下乗合」の事例に即してみてみよう。
　実は『平家物語』自体に重盛を理想的人物と強調する
ための虚構があるので，そのままは信用できない。そこ

資料２  『平治物語絵巻』（模本）「三条殿夜討」源義朝と藤原信頼の襲撃に燃える後白河院の
屋敷「三条殿」（『図説日本史通覧』p.99）（出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp/））

隠れる女

井戸で死ぬ女 首を切る男
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で，九条兼実（摂政藤原基房の異母弟，慈円の兄）の日
記『玉葉』の記述により，事件のあらましを見ておこう。
この事件は，1170（嘉応 2）年 7 月 3 日に，平重盛の
次男資盛と摂政基房との間で起きた。基房の車が資盛の
車と鉢合わせをする。基房の従者は下車の礼をとるよう
求めたものの，資盛一行は，そのまま駆け抜けようとし
たため，基房の従者たちが無礼をとがめ，車を壊すとい
う事態に発展した。
　はたして，事件から約 3 か月後の 10 月 21 日のこと。
高倉天皇の元服に関する評定のために，内裏に向かう摂
政基房の行列を，重盛配下の武士たちが襲い，報復した。
基房側は，5 人が馬から引き落とされ，4 人が髻を切ら
れた。基房は驚いて引き返したので，この日の評定は延
期になった。「私怨」によって「国事」が延引したのである。
　この事件の背景には，摂政藤原基実の死後，その莫大
な所領の大部分を後家の盛子（清盛の娘）が相続したこ
とからくる平氏と松殿基房（基実の弟）の根強い対立が
あったと考えられている。これを模式図に示すと資料３

のようになる。
　そもそも婚姻や相続などを通じて家産や家領は流動す
るのが普通である。それゆえに，「イエ」の成立ととも
に家産処分に責任と権限をもつ「イエの長」すなわち，

「1/n の座」が生まれ出てきたといえる。
　ここに，家領の相続と領有という本来はきわめて「私
的な事がら」をめぐり，天皇家と摂関家が結び清盛と対
立する構図ができあがる。「イエの 1/n の座」をめぐる
人々の執着や対立に発展しやすい要素が集中的に現れて
いよう。

５ まとめ
　以上にみてきたように，古代から中世にかけての社会
的変動は，およそ 150 年から 200 年という長い歳月を
かけて現れてきたものである。その背景には，民衆によ
る不断の抵抗が続けられて，律令による統治の前提に 
なっていた個別人身支配のデータベースとしての戸籍・
計帳の作成が困難になり，中央政府は，人への課税から
土地への課税の転換を余儀なくされたところに国司請負
制が成立する。
　その結果，国家的な給付を失い，国家を支えてきたは
ずの宗教勢力も「南都北嶺」に代表される組織体として
の利害を優先させる個々別々の組織に変貌した。そして，
院や朝廷に対して武力を背景に個々別々の要求をしてい

くようになる。統治の特質が大きく変わっていくのは必
然であった。
　大きく分類したとき，天皇・摂関などの「国政にかか
わる権門＝公家権門」，大寺社などの「宗教権門」，武家

（武士）などの「軍事権門」の 3 つの要素から構成され
る権門（私的組織）による統治となって現れるのである。
しかもそれらが相互に対立するかと思えばまた連携する
という「動き」をもつのが，中世社会の特色である。
　授業を通じて，中国直輸入の中央集権的な（「公」を
優先する）古代社会の解体が進み，当時の日本社会にみ
あった，分権的な（「私」の組織体の利害がせめぎ合う）
中世社会が形づくられたことを，生徒には理解してもら
いたい。そのために，統治に当たった社会集団（公家・
寺社・武家）や，土地のしくみなど，具体例を取りあげ
て，その変化について生徒自身がグループごとに討論し
ながら模式図にまとめてみる（資料３  参照），その図を
もとに各人が短文に表現してみるなどの作業を加えると
理解が深まるだろう。
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わずかしか家産を
継承できず
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平氏に不満
後白河院に接近

平清盛一族の女系が摂関家家産の大部分を継承
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平完子
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1170年７月３日 資盛一行 VS 基房
10月21日「殿下乗合」事件
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　そこで目的を「先哲の思想を手がかりに，課題を複数
の異なる視点から考察し，解決に向けて公正に判断する」
ことにしぼり，「右と左と，どちらの人を殺すか」とい
う問いは，公共性の高いバス路線の新設という前向きな
課題に変更することにした。そのため，紹介する先哲の
思想は思いきって単純化する。「現代社会」や新設科目「公
共」における導入的な授業を想定し，思想の詳細は「倫
理」の授業にまかせるのである。「倫理」がご専門の方
からするとものたりなさ，展開の強引さが感じられるこ
とと思われるが，上記の目的からご容赦いただきたい。
　取り上げる思想は，アリストテレスの倫理学とカント
の実践理性，ベンサムや J.S. ミルの功利主義とした。こ
れは原型の「ハーバード白熱教室」にならっている。
　もっとも現在，新型コロナウイルス対策で，対話型授
業には物理的な制約がある。実施する際はマスクを着用
させ，座席を対面式にする場合は間隔を開ける，広い特
別教室を使用する等，各校の実情に合った対応を取り入
れていただきたい。

２　幸福，正義，公正を考えさせる
　これからご紹介するのは，資料集『ライブ！現代社会
2020』p.85 ～ 86「正しい判断ができるだろうか？」ペー
ジ（ 図１ ）を使用した 50 分１コマの授業実践である（本
誌 p.24 表１ ）。「現代社会」の倫理分野を想定している
が，新学習指導要領における新設科目「公共」において
も実践できる内容である。幸福や正義，公正に関する授
業の導入部となり，社会問題を考察する基盤ともなるこ
とを目的としている。
　新学習指導要領「公共」大項目Ｂ「自立した主体とし
てよりよい社会の形成に参画する私たち」では，現代社
会の諸課題にかかわる具体的な主題を設定し，幸福，正
義，公正などに着目して，他者と協働して主題を追究し

１　異なる視点と対話への挑戦
　少し前のことになるが，2010 年にテレビで放映され
た「ハーバード白熱教室」は衝撃的だった。アメリカの
ハーバード大学で政治哲学を教えるマイケル = サンデル
教授の講義「Justice」を放映した番組なのだが，「命に
値段をつけられるのか」「動機と結果はどちらが大切か」

「善き生を追求する」等々，判断の難しい人生の難問を，
1000 人もの学生とともに，先哲の思想を手がかりに議
論していくのである。サンデル教授は同年8月に来日し，
東京大学で日本の学生など 1000 人に対して「白熱教室」
を実践している。これもテレビで放映され，若者たちと
の活発な討論に瞠目させられた。
　サンデル教授の著書『これからの「正義」の話をしよ
う いまを生き延びるための哲学』（早川書房）も読み，
高校の授業で類似の実践ができないか，いろいろ考えた
ものである。
　その後，番組で解説をご担当なさった千葉大学の小林
正弥教授からお話をうかがい，「白熱教室」がプラトン
の対話篇のような哲学の原点を想起させる対話型講義で
あることと，日本では従来ほとんどなかった多人数を相
手にする講義で道徳的ジレンマを扱って対話をすること
とが魅力となり，反響をよんだのだと理解できた。
　とはいえ限られた授業時間の中でそのままの再現は難
しく，日本の高校では教員も生徒も対話型の授業に不慣
れだという現実もある。
　また，大学生と高校生の発達段階の違いも考慮しなく
てはならない。例えば暴走する路面電車，いわゆる「ト
ロリー問題」のように，殺人につながる問題を高校生に
考察させるのには慎重な配慮が不可欠となる。実際，身
近な人を事故や病気で亡くした経験をもつ生徒はかなり
いる。私の場合，殺人事件で家族を失った生徒を対象に
授業をした経験さえ２度もある。

千葉県立市川東高等学校　星野 景一（ほしの・けいいち）

正しい判断ができるだろうか
－バス路線新設のジレンマを考える－

－使用教材－
『ライブ！現代社会2020』
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たり解決したりする活動を通して，知識や技能，思考力，
判断力，表現力を身につけることが求められている。だ
が，そのためには何が幸福なのか，公正とは何か，正義
とは何かをまず考察させる必要がある。そこは単純化し
ているとはいえ，先哲の思想を手がかりにすれば考えや
すいだろう。現代社会の諸課題にかかわる具体的な主題
としては，前述のとおり生徒も日常的に利用する公共交
通機関を例として設定してある。
　なお，本年度は休校期間が長かったため，どこの学校
でも授業時間の確保が大きな課題となっている。そこで，
１コマをすべて使えない場合も想定して説明したい。

３　授業展開
　まずは黒板に，２つの考え方を板書する。

ａ）不公平はよくない。公平にすべき。
ｂ）悪いことはよくない。正しいことをすべき。

　そのうえで，賛成か反対か，どちらかに挙手させてみ
る。この時点ではまだ，解説はしない。
　おおむねどちらも賛成が多いだろうが，考えあぐねて
挙手できない生徒もいるだろう。無理もない。何が「公
平」なのか，何が「正しい」のか，この段階から疑念を
抱くのは当然である。
　そこで，「ａ）もｂ）も賛成の意見が多いようです。
確かに，私が成績を不公平につけたらみなさんは怒るで
しょうし，友人が悪いことをしそうになったらとめるで

しょう。でも，判断に迷っている人
もいるようですね。実はこれは，難
しい問題なのです。手をあげられた
人たちも含めて，いっしょに考えて
みましょう」とし，『ライブ！現代
社会 2020』（p.85）のページを開
かせる。生徒全員が開いたら，「頭
を悩ます社会的課題も，哲学者たち
の知恵を借りることで問題点が整理

され，解決の糸口が見つかるかもしれません。今回はそ
れを経験する授業です」と授業の概要を説明する。
　次に，「Ⅱ　バス路線をどの地域に新設するか？」を
読ませる。イラスト部分を黙読させたのち，右側の解説
文を指名した生徒に音読させると理解が容易になる。
  その後の説明をやりやすくするため，想定図を拡大し
た図を板書する。中央に駅，左右に「若木地区」と「さ
くら野地区」を配置し，道路で結ぶだけの簡単な図で
よい。若木地区には「人口 100 人　病院あり」と書き，
さくら野地区には「人口 500 人」と書く。そして黒板
の図をさし示しながら，「若木地区の病院へ通院する病
人や高齢者は，駅から高額なタクシーを利用するしかな
く，公共交通機関の新設が求められています。そこで市
営バス担当の職員であるあなたは，バス路線の新設を計
画し，市議会で予算も認められました。でもその後，人
口がはるかに多いさくら野地区から，バス路線新設の要
望が出されました。予算は１路線分しかありません。さ
あ，どちらに路線を新設しますか」と，状況と問題点を
確認する。
　おそらく生徒は沈黙し，気まずい沈黙が数秒間続くで
あろう。そこで一呼吸おいてから，「すぐに結論を出せ
ない難しい問題ですね。社会的な課題は，政治や経済の
観点から考えるのが普通です。市営バスは市の政治や経
済とかかわっているから，その方向から考えてみましょ
うか」と述べ，次ページの「Ⅲ　政治や経済の観点なら」
を読ませる。ここはわかりやすい内容であるので，１～
２分程度の黙読でよい。いわば，紙上での対話である。

市長　さくら野地区に新設した方が多くの市民が
喜ぶし，利用者が多くて市の財政に貢献できる

市の財政担当者　若木地区には利用者が少なく，
通院者の多くは無料パスを使うため赤字になる。
市場原理で判断すればさくら野地区に新設すべき

85 86

こ こ で 考 よえ う

頭を悩ます社会的課題も，哲学者たちの智恵を借りることで，解決の糸口がみつかるかもしれません。「市の
バス路線をどこに新設するか」という問題を例に，考えてみましょう。

正しい判断ができるだろうか？～バス路線新設を考える～

何が公平で，何が正しいのだろうか？Ⅰ

政治や経済の観点ならⅢ

哲学者ならこう語るⅣ

あなたはどう考える？Ⅴ

バス路線をどの地域に新設するか？Ⅱ

「不公平」と
「公平」の
違いは？

「正しい」って
何だろう？

若木地区 さくら野地区バス路線を
新設したい

はるの市のバス担当

若木地区には病院があるし
若木地区にしよう！

これで通院
しやすい！

私たちに
バスは
必要です！

こっちの方が
住民が多いのに
不公平だ！

1路線分の
予算しかないし
どうすれば…

① ②
③ ④

若木地区 さくら野地区はるの市役所

人口 100人
病院あり
通院する人が多い

人口 500人
家族連れが多い

は
る
の
駅

　次の二つの考え方に対し，あなたはどう思いますか。

　　ａ）不公平はよくない。公平にすべき。
　　ｂ）悪いことはよくない。正しいことをすべき。

　たぶん，どちらも賛成できるでしょう。
　しかし，何が公平で何が不公平でしょうか。何が正しくて何が間違いでしょうか。現実の社会では，判断に迷うこ
とがしばしばあります。政治や経済の観点から判断したことが適切だとは限りません。
　そんなときは哲学者の思想を手がかりにすると，よりさまざまな方向から考えることができます。

8市営バスの開通式の例

8バス路線新設をめぐって

8はるの市の状況

　あなたは「はるの市」で，市営バスの
担当をしている職員です。
　はるの市には鉄道の駅から東西にのび
る道があり，それぞれ「若

わか

木
ぎ

地区」と「さ
くら野

の

地区」に通じています。しかし，
どちらの地区にも公共交通機関がありま
せん。若木地区には病院があり，通院す
る市民，とりわけ病状の重い病人や高齢
者はタクシーを利用するしかなく，不便
で困っています。担当者として何とかし
たいと思ったあなたは，バス路線の新設
を計画しました。幸い市議会で予算が認
められ，新設が決まりました。
　ところがそれを公表したところ，さく
ら野地区の住民からバス路線新設の要望
が出ました。さくら野地区には若木地区
よりも多くの住人が暮らしています。
　このように，若木地区，さくら野地区
の主張にはそれぞれ根拠がありますが，
1路線分の予算しか認められていない
ので，どちらか一方にしか新設できませ
ん。さあ，あなたならどうしますか。

　はるの市の市長や財政担当者は，次のように言っています。

　もし哲学者たちに意見を聞いたらどうなるでしょう。功利主義の観点（6p.78），道徳的な観点（6p.74, 77）からみてみましょう。

人口がはるかに多いさくら野地区に新設
した方が多数の利用者を見込め，多くの
住民を幸福にできる

通院する市民の切実な必要性に応えて若
木地区に新設を決めており，利用者の数
によって変更してはならない

若木地区には病院があり，住民以外にも
通院する病人や高齢者などがバス路線を
必要としている

公共交通機関は交通弱者を支える役割が
ふさわしく，特に必要とする通院者がい
る若木地区に新設するのは，人間のあり
方として善い行いである

若木地区には利用者が少なく，通院者の多く
は無料パスを使うため赤字になる。市場原理
で判断すればさくら野地区に新設すべき

8はるの市の市長

　次の選挙を意識する市長にとっては，多数の市民を喜ばせ，財政の改善という実績を判断材料としています。財政担当者も市長の意見に賛成しま
した。バス路線の収益を考慮すれば，さくら野地区に新設した方がよいわけです。しかし，政治や経済面だけで決めてしまってよいのでしょうか。

8はるの市の財政担当者

①功利主義の観点から

②道徳的な観点から
8ベンサム

8カント 8アリストテレス

8J.S.ミル

※結果としての幸福の増える量が多いさくら野
地区に新設すべきという意見。

※J.S.ミルと同じ意見だが理由が異なる。善悪
は結果ではなく，動機のよさで決まるという意
見。

※より望んでいる人々が幸せになり，質の高い
幸福が生まれるので，若木地区に新設すべきと
いう意見。

※通院者は自家用車や自転車の利用が困難。市
営バスの本質と，それに対する美徳の観点から
判断すべきという意見。

　現実の社会は，異なる事情と異なる意見をもつ多数の人々の集合体です。自分の視点だけで考えると，判断を誤ることもあります。多面的に深く
考えることが必要でしょう。先哲の思想を学ぶ理由がそこにあります。

①論点を整理してみよう

②自分の意見をまとめよう
　これまでの学習をふまえ，自分がはるの市の担当者ならどちらの地区にバス路線を新設するか，理由とともに説明してみましょう。

　上の例のように，社会的課題なども哲学者の思想を手がかりに考えると，さまざまな観点から見て本質をつかめることがあります。それぞれの観
点からの意見を比較・検討し，判断する手がかりとしていきましょう。

私は（　　　）地区にバス路線を新設します。なぜなら（　　　　　　　　　　　　　　　　　）だからです。

若木地区に設置 さくら野地区に設置

長所

・（例）質の高い幸福を実現できる。 ・（例）利用者が多いので市の財政に貢献できる。
・ ・

短所
・ ・

さくら野地区に新設した方が多くの市民が喜
ぶし，利用者が多くて市の財政に貢献できる

新科目新科目

先取り！先取り！公共

図１  『ライブ！現代社会 2020』p.85（一部）
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　政治はいわば異なる利害の調整だから，その観点から
は多数派の利益に傾きがちである。公共交通機関とはい
え経済性を無視はできず，市場原理と市の財政を健全に
する観点からは利用客が多い方が望ましい。今の政治と
経済のしくみの下で暮らす生徒には，どちらも自然に理
解できることだろう。したがって，人口が多い「さくら
野地区」へ新設すべきという結論になる。
　それらを確認したら，「でも，市営バスは公共交通機関
です。市民の公共性を，政治や経済の観点だけで判断し
てよいのでしょうか」と問いかけてみる。おそらく，生
徒の反応は乏しいだろう。そこで，「では公共性について，
少し考えてみましょう。学校も公共性の高い施設ですね。
政治や経済と無縁ではないけれど，例えば経済的利益だ
けを追求するようになったら適切な教育ができなくなる
かもしれません。学校がお金もうけにはしったら，みな
さんはどう思いますか」と具体例を交えながら問題提起
する。少し考えさせてから，「政治や経済などの学問の
基礎となったのは哲学です。みなさんはいろいろな教科
科目の勉強をしていますが，それらは哲学から分かれて
きたのです。だから哲学の観点からみてみると，理解が
深まるかもしれませんね。哲学者なら，この問題をどう
考えるでしょうか。一口に哲学といってもいろいろあり
ますが，ここでは功利主義の観点と，道徳的な観点から，
４人の哲学者に登場してもらいましょう」と説明する。
　そして「Ⅳ　哲学者ならこう語る」に進む。「まずは
功利主義という思想の立場から考えてみます。近代イギ
リスの哲学者ベンサムなら，おそらくこう語るでしょう」
と述べ，生徒１名を指名し，ベンサムの吹き出し部分を
音読させる。

　バス路線の新設で幸福になる人の数を考えるなら，「さ
くら野地区」へ新設すべきとなる。教員側からは「先ほ
どの政治や経済の観点と同じ結論ですね。でも地域全体
の幸福の量で判断している点は異なります」と補足する。
　続いて「同じ功利主義でも，近代イギリスの哲学者
J.S. ミルの意見は違うようです」と述べ，別の生徒に，
J.S. ミルの吹き出し部分を音読させる。

若木地区には病院があり，住民以外にも通院する
病人や高齢者などがバス路線を必要としている

　「若木地区」へバス路線を新設すれば，病院に通院す
る病人や高齢者に質の高い幸福が生まれる。「幸福にな
る人の，幸福の質を考えるなら，普通の住民より病院へ
通院する人々の方が喜びが大きいことでしょう。した
がって，若木地区へ新設すべきとなります」と補足する。
　初めて異なる意見が登場したところで，「功利主義の
立場に立つ２人の哲学者の意見が分かれました。では，
道徳的な観点で考えたらどうでしょうか。近代ドイツの
哲学者カントは，実践理性という人間の道徳性について
研究した人でした」と述べ，また生徒にカントの吹き出
し部分を音読させる。

通院する市民の切実な必要性に応えて若木地区に
新設を決めており，利用者の数によって変更しては
ならない

　ここでは動機と結果に着目させる。「バス路線新設の，
そもそもの動機は通院する市民が切実に必要としている
からでした。結果的に利用者は少なくなるのですが，結
果のよしあしではなく動機のよさで判断すべきという意
見です」と補足し，理解をうながす。
　「道徳的な立場でもう１人紹介します。古代の哲学者
アリストテレスです」と述べ，別の生徒に，アリストテ
レスの吹き出し部分を音読させる。

公共交通機関は交通弱者を支える役割がふさわし
く，特に必要とする通院者がいる若木地区に新設す
るのは，人間のあり方として善い行いである

　つまり公共交通機関の本質を，道徳性からとらえさせ
るわけである。「道徳的な観点からは，公共交通機関は
交通弱者を支えるべきだから，通院者のいる方へ新設す
るのがよいという意見です」と補足する。
　なお，授業時間に余裕がなければ，音読はせず黙読の
みでよい。

表１  授業の概要

導 

入

展 

開

ま
と
め

５
分

40
分

５
分

Ⅰ 何が公平で，
　 何が正しいのだろうか？

Ⅱ バス路線をどの地域に新設するか？
Ⅲ 政治や経済の観点なら
Ⅳ 哲学者ならこう語る
Ⅴ あなたはどう考える？
　 

　 
　 次回授業の説明と伏線

議 論

対話による議論の深まりの確認

人口がはるかに多いさくら野地区に新設した方が
多数の利用者を見込め，多くの住民を幸福にできる
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　このあとは最も重要な，「Ⅴ　あなたはどう考える？」
に進む。最初に論点を整理する作業をしてから，自分の
意見をまとめさせる。資料集に直接書き込ませてもかま
わないが，記入欄を拡大したワークシート（ 図２ ）を
配布して書かせた方が書きやすく，読みやすい。また，
あとで提出させることもできるので推奨したい。記入時
間は 5 ～ 10 分程度が適切と思われるが，適宜机間巡視
をして判断する。

４　対話型の授業へ
　授業時間の制約が大きければ，以上で教員側がまとめ
て終わらせてもよい。だが，可能ならここから，対話型
の授業を本格化させたい。生徒に自分の意見を発表さ
せ，議論を成立させるのである。
　方法としては２種類が考えられる。どちらをとるか
は，生徒のようすと授業時間による。
　第１の方法はディスカッションである。教室の左側に

「若木地区」側，右側に「さくら野地区」側を支持する
生徒が集まり，机の向きを変えて対面型とし，意見を述
べ合う。司会は教員が担当するが，希望者がいれば生徒
にまかせてもよい。意見が出にくければ教員が助言し，
発言をうながす。意見が複数出れば，あとは自然に対話
が成立していく場合が多いので，進行に特段の配慮は必
要ない。ただし時間がかかるため，１コマの授業をフル
に使える場合に限られる。
　第２の方法は教員と生徒の対話型である。各自の意見
を発表させ，そのつど，教員側がコメントしたり問題

提起をする。授業
時間の制約が大き
い場合に有効で，
数分で済ますこと
もできる。たとえ
５分でも対話があ
れば，生徒の思考
力や判断力をのば
すうえで有効であ
る。だが複数の生
徒からの意見を教
員が１人で対処す
るのはかなり大変
で，事前に回答例
や発問例を数種類

準備してから授業にのぞむ必要がある。
　いずれの方法でも，生徒から出てきた意見は，問題を
誤解している場合を除き，すべて肯定するのがポイント
である。そして判断の理由は必ず説明させる。この授業
では，結論より思考や判断のプロセスが重要なのである。
　右か左か，という設定をこえた意見が出ることもある。
私の授業では，「最初にさくら野地区に新設して，もう
かった利益で若木地区へ新設する」という意見も出た。
設問からは離れているが，柔軟な発想は大切にしたい。
　最後に，「今回発表できなかった人も，ほかのみなさ
んの意見と自分の意見を比べてみましょう。異なる意見
を聞いて自分の意見を変えたくなったり，結論は同じで
も理由が変わった人は，書き加えましょう」と指示し，「み
なさんは，さまざまな意見を聞くことで，考えが深まっ
たことと思います。これが対話の力です」とまとめたい。

５　次時以降の展開
　冒頭に記したとおり，この授業は幸福や正義，公正を
考えさせる導入と位置づけている。このあとはぜひ，今
回理解した内容を用いて考察を深めさせたい。例えば資
料集『ライブ！現代社会 2020』p.87「正義と公正につ
いて考える」ページを用いて，ロールズとセンの思想に
ついて扱うと本時の内容を発展させることができる。本
時のまとめの際，「正義や公正について，次回は現代の
哲学者がどう考えたかを学びます」と述べて，次時の伏
線にするとよい。
　幸福，正義，公正を高校生に考えさせる授業は，とて
も難易度が高い。幸福になりたいとは誰もが願うにして
も，その内容は多分に相対的，個別的である。絶対的な
幸福があるにしても，それは抽象的な場合が多く，生徒
にとって身近な幸福は個別的な経験が大半であろう。正
義はときに独善を生み，社会の調和を破壊することがあ
る。かつてある評論家が「人間の発明したあらゆる概念
の中で，正義という概念ほど恐ろしいものはない」と述
べていたが，確かに正義と思い込むことで，殺人も戦争
も正当化されかねない。公正さも社会にとって大切な概
念だが，何が公正なのかはアリストテレス以来，議論が
続くところである。
　したがって本時の発展としては，幸福や正義，公正の
本質を模索しつつ，現代社会の具体的な諸課題を多面的，
多角的な視点から考察する方向が望ましいといえるだろ
う。

図２  ワークシートの例
※ワークシートは帝国書院のウェブサイトに掲載。
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はじめに

　2019 年晩秋から初冬にかけて中国・武漢（ウーハン）
で始まった新型コロナウイルス感染症は，数か月のうち
にヨーロッパ，アメリカへと拡大し，汎世界的流行（パ
ンデミック）の様相を示すことになった。グローバル化
によるヒトやモノの移動，稠密な人口を抱える都市の存
在が，これほどまで速い感染症拡大の一因となった。そ
の意味では，ロンドンやパリ，ニューヨークといったグ
ローバル化の最先端の都市で感染爆発が見られたことは
示唆的である。感染症は，そのときどきの社会のあり方
によって規定されるということの一例かもしれない。そ
うした視点から感染症の歴史をふり返ってみたい。

絹の道（シルク=ロード）と感染症

　キリスト紀元の始まるころ，世界には，少なくとも四
つの文明化した疾病常在地が存在していた。東から数え
ていくと，中国，インド，西アジア，そして地中海世界
となる。西アジアはメソポタミアにその源流をもち，地
中海世界はエジプトおよびギリシアを含む。それぞれの
文明は，風土や歴史に応じた固有の疾病（原始疾病）を
有していた。
　ユーラシア大陸では，紀元１世紀から２世紀にかけて，
交易に参加する十分な動機とそれにみあう安全の確保と
いった条件が満たされるようになり，東西の交易が本格
的に開始された。何百，何千という人が隊商を組み，中
国と地中海世界を結ぶ交易路を行き来し始めた。「絹の
道（シルク = ロード）」の成立である。「絹の道（シルク
= ロード）」の成立は，ユーラシア大陸各文明がもつ原
始疾病の交換と均質化をうながした。
　中国起源のペストが大陸の西側にもち込まれたのもそ
うした疾病の交換と均質化の一つであった。共和政ロー
マ（前 509 〜前 27 年）では，少なくとも 10 回以上の
悪疫流行があった。また，２世紀ローマにおいて帝国全
域に広がった疫病は，メソポタミアでの軍事行動から帰

還した軍隊によってもたらされ，15 年以上にわたって
地中海世界で流行を続けた。

大陸の東西で帝国の夢を砕いたペスト

　敬けんなキリスト教徒であった東ローマ帝国（ビザン
ツ帝国）皇帝ユスティニアヌス（在位 527 〜 565 年）
は，古代ローマ帝国復活を夢みていた。ユスティニアヌ
スは『ローマ法大全』の編纂や聖（ハギア）ソフィア大聖
堂の再建を行うと同時に，イタリア半島やアフリカへ外征
し，古代ローマ帝国の地イタリアを帝国領土に復帰させ
た。そんなユスティニアヌスの帝国再建の夢を砕いたの
がペストだった。
　ペストは，542 年から 750 年にかけて，首都コンス
タンティノープル（現：イスタンブール）を繰り返し襲っ
た。とくに，542年の流行は「ユスティニアヌスのペスト」
とよばれ，最盛期には首都コンスタンティノープルだけ
で１日１万人が死亡したという。ペストは港から内陸へ
と広がり，地中海世界人口の４分の１が死亡した。遺骸
はあまりに多く，埋葬がまにあわなかった。コンスタン
ティノープルにあった とりで は，死体を高く積み上げ
ることができるように屋根が取り払われ，一部は いか
だ で海へと流された。
　これが契機となって，東ローマ帝国は衰退する。以
降，西アジアに拠点をおくムスリムが，地中海世界で活
発に活動を開始する。636 年にはヤルムークの戦いで
ビザンツ軍をシリアから駆逐し，642 年にはアレクサ
ンドリアを占領，652 年にはシチリア島を支配下におく。
東ローマ帝国領土はしだいに縮小し，その傾向は９世紀
に入るまで回復することはなかった。

鄭和の大航海とペスト

　2010 年 10 月 31 日付け「ネイチャー・ジェネティ
クス（電子版）」に，国際研究チームによる一つの論文※

が発表された。論文は，現在世界で見られるペストの起
源に関するものであった。研究チームは，世界各地から
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収集された 17 株のペスト菌の遺伝子配列を解析するこ
とにより，ペスト菌の共通祖先が中国起源の可能性が高
いこと，その菌が「絹の道」を通してユーラシア大陸の
西側にも達した可能性があることを報告した。論文はさ
らに，15 世紀中国明代（1368 〜 1644 年）に実施さ
れた鄭和（1371〜1434？年）の大航海もペスト拡大
に寄与した可能性があると指摘している。鄭和は，本姓
を馬という。永楽帝の宦官として仕えていたが，軍功を
上げて重用され，南海への航海をまかされた。雲南省の
出身で，祖先はチンギス = ハンの中央アジア遠征のとき
帰順したムスリムで，本人もムスリムであったという。
鄭和の大航海は，合計で７回行われた。インドからア
ラビア半島，遠くアフリカのケニアにまで及んだ。清代
に編集された歴史書『明史』によれば，初回の航海は，
62 隻の船団，乗組員は総勢 27800 人に及んだという。
一度の航海に数万人が参加する大規模なものであった。
　それぞれの疾病常在地が有する原始疾病は，ユーラシ
ア大陸を横断する交易路の整備や鄭和の大航海といっ
た，文明交流の質的あるいは量的変化によって各地に広
がっていった。

中世のペスト流行と文芸復興（ルネサンス）

　謎の沈黙期間を経てペストは再び，14 世紀から４
世紀近くの間，ヨーロッパで断続的に猛威をふるう。
1347 年，ペストが上陸したのは，またもやコンスタン
ティノープルをはじめとする地中海の主要都市であっ
た。当時もコンスタンティノープルが，東西貿易や文化
の拠点であったことが，その大きな理由であった。コン
スタンティノープルからペストは内陸へ広がり，わずか
３，４年で北欧やロシアを含むヨーロッパ全土をおおう
ことになった。
　この間，ヨーロッパにおけるペスト死者数は 2500 〜
3000 万人に達した。当時のヨーロッパの人口の４分の
１から３分の１に相当した。患者の大半を占めた腺ペス
トでは皮膚が内出血でまだらに紫黒色になることから

「黒死病」と恐れられた。
　ペストの衝撃はヨーロッパ社会に変貌を迫った。人口
が減って賃金が上がり，感染に無力だった教会の権威が
失墜し，農奴たちの移動が起こり，人々を土地にしばり
つけていた封建制の崩壊が始まる。それが，ルネサンス
による文化的，人間的な復興に結びついた。
　ペストがなぜ始まり，なぜ終わったのかは，いまだに
判然としない。いずれにしても，ペスト禍を機にヨーロッ
パでは中世が終わりを告げ，国民国家が台頭し，近代へ
と歩き始める。近代を迎えたヨーロッパでは，スペイン
やイギリスといった列強が争うようにアフリカ大陸や南
北アメリカ大陸へ進出し始めるのである。

スペインの新大陸進出を可能にしたものは何か

　南アメリカ大陸には 16 世紀当時，アステカ王国とイ
ンカ帝国が栄え，それぞれ数万人以上の兵士を抱えてい
た。ところが，1521 年にスペイン人コルテスは，数百
人の軍勢でアステカ王国を制圧する。続く 1533 年には
同じくスペイン人ピサロがわずか 200 人ほどの手勢で
インカ帝国を滅ぼす。以降，ヨーロッパ人による南アメ
リカの植民地支配が始まる。
　数百人のスペイン人たちが数百万人にも及ぶ先住民を
倒せた理由は，冷酷な征服者（コンキスタドール）が新
大陸にない馬や鉄砲で戦ったこと以外に，彼らが無自覚
に持ち込んだ麻疹や天然痘，発疹チフスなどの感染症に
より，免疫をもたないアステカ王国やインカ帝国の住民
人口が激減したことが大きい。免疫がない南アメリカ大
陸の先住民の人口は 10 分の１以下にまで減少したとい
われている。
　当時の記録が，ヨーロッパからの宣教師たちによって
次のように書き残されている。
　1532 年 11 月 16 日，スペインの征服者ピサロは，
インカ帝国皇帝アタワルパとペルー北方の高地カハマル
カで対峙した。アタワルパの率いる兵士が８万人であっ
たのに対し，ピサロは，168 人の土地に不案内な部隊

図１　おもな感染症の歴史
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を率いているだけであった。さらにいえば，カハマルカ
高地は，最も近いスペイン人居留地から 1600km も離
れた場所にあった。にもかかわらず，ピサロはこの戦い
に勝利し，アタワルパを捕虜とした。
　歴史的事実からいえば以上のようになるが，戦いの勝
敗は両者の遭遇前にすでに決まっていたという。
　疫病が神の怒りだとする解釈は，当時多くの人が信じ
ていた「病」に対する解釈である。それに関していえ
ば，スペイン人も新大陸住民も同様であったにちがいな
い。その神の怒りが，新大陸住民に無慈悲な鉄槌を振り
下ろしたにもかかわらず，スペイン人には振り下ろされ
なかった。征服者であるスペイン人たちが一方的に神の
恩寵を受けているという事実に，住民たちはおののいた。
スペインの征服者が，どれほど人数が少なく，どれほど
残忍かつ卑劣であったとしても，住民たちにそれに抗う
力は残されていなかったというのである。
　「聖なる理法も自然の秩序も，はっきりと原住民の伝統と信仰を
非としている以上，抵抗ということにどんな根拠が残っていたと
言うのか。スペインの征服事業が異常なほどの容易さだったこと，
またわずか数百人の男が広大な地域と数百万の人間をがっちりと
支配し得た事実は，このように考えてきて初めて理解できる」
ウィリアム =H= マクニール 著，佐々木昭夫 訳『疫病と世界史』中公文庫（下）

植民地医療，貧困，売血，売春がエイズを広めた

　HIV によって引き起こされるエイズは，1921 年ころ
に，現在のコンゴ民主共和国と中央アフリカ共和国の国
境あたりで，チンパンジーから感染した一人の男から始
まった。
　近年の分子生物学の進歩は，遺伝子配列を用いた系
統解析と分子時計という概念の導入により，ウイルス
の起源とその時期を明らかにする。それによれば，現
在，世界中に広がり，その過程で約 8000 万人が感染し，
約 4000 万人の命を奪ったエイズウイルス（HIV）は，
1921 年ころに，ツェゴチンパンジーの免疫不全ウイルス
から分岐した可能性がきわめて高い。時期に関してはそれ
でも，±１年ほどの誤差が残る。では，ウイルスの由来が
ツェゴチンパンジーにあるとして，それがいつヒト社会に
持ち込まれ，どのように広がっていったのだろうか。
　その前に少し，1921 年ころの中部アフリカのようす
を見てみよう。
　フランス植民地政府が，同地域でのベルギー所有の鉄
道への依存を避けるために，ブラザビルからポアントノ
アール間の鉄道（コンゴ・オセアン鉄道）敷設に着手し
たのは 1921 年のことだった。92 の鉄橋と，長いもの

で 1.5km に及ぶ 12 のトンネルを備えた，511km に及
ぶ鉄道が完成したのは，13 年後の 1934 年だった。建設
中，ブラザビルやポアントノアール近郊での作業はとく
に大きな問題もなく進んだが，途中，熱帯雨林が広がる
マヨンベ地域での工事は悪夢に近いものになった。地域
は人口密度が低く，労働者を他地域から移植せざるをえ
ず，移植した労働者は，過密で不衛生な居住環境での生
活を余儀なくされた。
　状況は，スペイン風邪当時のヨーロッパ西部戦線に酷
似していた。合わせて 127250 人もの成人男性が労働
力として徴集された。男たちは泥のれんがでできた小屋
で，１部屋に 50 〜 60 人が暮らした。それは感染症流行
に格好の土壌を提供することとなる。多くの人が感染症
で亡くなり，また，多くの人が過酷な環境から逃亡した。
　フランス政府は状況を改善するために，調査団を送り，
フランス領アフリカ植民地政府に生活環境改善のための
指示を行った。結果，賃金は上昇し，医療は改善され，
そして女性の居住地への訪問も許可された。賃金の上昇
と女性の訪問が，結果として，売春を生み，それが地域
に広がっていった。
　当時，多くのアフリカ植民地で見られたことの一つの
例に過ぎない。鉄道建設だけでなく，当時のアフリカで
は都市の建設，大規模農園の開発で同じような状況がい
たるところで見られた。とくに都市での売春は，それま
でのアフリカに見られない規模での性産業の興隆を生み
出した。そうした状況が HIV 流行を広げる一つの要因
となったのである。そして逆説的で皮肉なことだが，植
民地で提供された医療も感染症拡大をあと押しする。
　1921 年当時，アフリカ大陸を植民地化していたヨー
ロッパ諸国は，熱帯病の流行に苦慮していた。アフリカ・
トリパノソーマ症（眠り病）や，梅毒，アフリカに風土
病的に流行していたフランベジア（イチゴ腫）などであ
る。フランベジアとは，スピロヘータの１属であるトレ
ポネーマ属細菌によって引き起こされる病気で，森林や
海岸部など高温多湿で衛生環境の悪い地域で多く見られ
る。潜伏期間は 3 〜４週間で，通常，下肢の無痛性の
潰瘍で始まる。第２期はそれが大きくなり，表面が裂果
する。そのようすがスコットランドに自生するキイチゴ
に似ていることから，イチゴ腫ともよばれる。最終的に
は，有痛性の骨膜炎や骨炎を生じ，骨破壊にいたる。ア
フリカでは，大きな健康上の問題であった。
　現在フランベジアの治療には，マクロライド系抗生物
質であるアジスロマイシンや，ペニシリンが第一選択
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薬となっているが，ペニシリンが実用化され普及する
1900 年代半ばまでは，ヒ素系薬物が用いられた。さら
にいえば，アフリカ・トリパノソーマ症（眠り病）に対
する第一選択薬もヒ素系薬物であった。人類初めての化
学療法剤として，1920 年代，30 年代を通じてヒ素系
薬物の一種であるアトキシルの皮下注射はアフリカ植民
地で広く行われた。その多くは善意の医療行為として行
われ，一定程度以上の効果もあった。一方で，そうした
薬物には現在の抗生物質ほどの薬効はなかった。より効
果的な投与法として，経口より注射による投与が採用さ
れた。最盛期の 1927 〜 28 年には，カメルーンだけで，
900kg に及ぶアトキシルが消費されたという。それは，
100 万回の注射量に相当した。移動診療班は，全国を
巡回しながら注射をして回った。皮肉にも，使い回した
注射器と針によるその治療がエイズウイルスを拡散させ
たのである。
　ザイール（現在のコンゴ民主共和国）の首都キンシャ
サにある病院の医師は，1970 年以降，現在から考えれ
ばエイズに違いないという症例をいくつも経験したとい
う。感染から発症までの潜伏期間を考えれば，1960 年
代半ばには，アフリカ大陸でエイズがある規模で流行し
ていたとしても不思議はない。
　その後ウイルスは，カリブ海へと運ばれる。運ばれた
ウイルスはカリブ海の島国から，血液貿易を通してアメ
リカへ運ばれ，そこで流行する。３ドルほどで集められ
た血液は，アメリカへ輸出され，アメリカでは 35 ドル
で取り引きされた。
　エイズの起源とパンデミックは，アフリカの植民地化，
植民地で行われた医療，貧困，売血，売春，そして，血
液貿易を通して広がった。まさに文明の裏面史を追うよう
にウイルスはヒト社会に出現し，蔓延していったのである。

歴史記述の視点

　ここまでの話は，遺された資料の多くがヨーロッパや
アメリカのものであるという制約から，視点の多くは，
それらの国々からのものとなっている。しかしそれは，
アフリカの視点を無視してもいいということとは異な
る。アフリカ大陸におけるヨーロッパ人やアメリカ人の
歴史的記述は，ヨーロッパのアフリカ進出をアフリカの
歴史の出発点として記述し，それ以降のさまざまなこと
を発見と記述してきた。それは，彼らによる新大陸の発
見についても同じである。
　しかしそれが傲慢な歴史の見方で，少なくともヨーロッ

パ中心主義的産物以外の何物でもないこと，さらにいえ
ば，つねに視点はどこにおかれ，何を見ているのか，歴
史を記述する際に，そのことに，注意深くありたいと思う。
　話は異なるが，こうした記述の視点という考え方は，
歴史に限らず，物事を見るとき，その視点がどこにおか
れているかを意識することの重要性を教えてくれる。そ
うした教訓から，今回のパンデミックを見れば，私たち
は「人間の視点からの感染症学」は発展させてきたが，
ウイルスや細菌といった「微生物の視点からの生物学」
に対しては，まだまだ知らないことが多い。微生物は長
い進化のなかで，ヒトとの「共存」をはぐくんできた。
その存在なくしては，ヒトは生存さえできない。微生物
にとってヒトは決して敵ではない。そのようなことを教
えてくれる。歴史の教訓である。

歴史に何を学ぶか
　

　イギリスの外交官で，政治学者で歴史家でもあり，ロ
シア革命史を研究したエドワード = ハレット = カーは，
著書『歴史とは何か』（清水幾太郎 訳，岩波新書）のな
かで，「歴史とは，現在と過去の絶え間ない対話である」
と述べている。私たちは，その対話を通して，未来に対
する可能な選択肢を学ぶ。
　農業史を専門にする京都大学人文科学研究所准教授の
藤原辰史は，以下のようにいう。

　「歴史研究者は，発見した史料を自分や出版社や国家にとって都
合のよい解釈や大きな希望の物語に落とし込む心的傾向を捨てる
能力を持っている。そうして，虚心坦懐に史料を読む技術を徹底
的に叩き込まれてきた。その訓練は，過去に起こった類似の現象
を参考にして，人間がすがりたくなる希望を冷徹に選別すること
を可能にするだろう。科学万能主義とも道徳主義とも無縁だ」
藤原辰史「パンデミックを生きる指針－歴史研究のアプローチ」（Ｂ面の岩波新書）

　そのうえで，歴史は私たちに，現在を生きる手がかり
を与えてくれると述べる。深い共感を覚える。
　最後に，現在は，現在の状態だけからでは説明できな
いという考え方がある。過去のできごとが，長期的に，
国や集団や地域の現在に影響を与えるとすれば，それは
歴史を学ぶ意味となる。未来のために，過去を学び，現
在を研究するということかもしれない。

〈注〉
※：Morelli, G., et al., Yersinia pestis genome sequencing identifies 
patterns of global phylogenetic diversity,Nature Genetics.

〈参考文献〉
・山本太郎（2011）：『感染症と文明－共生への道』岩波新書
・ウィリアム =H= マクニール著，佐々木昭夫訳（2007）：『疫病と世界

史（下）』中公文庫
・E.H. カー著，清水幾太郎訳（1962）：『歴史とは何か』岩波新書



　まず，GIS と聞いたことはあっても「GIS を開いたこ
とはない」と思っている方はどのくらいいらっしゃるだ
ろうか。実は，スマートフォンの地図検索アプリを使わ
れている方は，すでに GIS を使い慣れているといって
いい。GIS が難しいものだと思われる背景には，位置情
報というなじみのない言葉，コンピュータが使えなけ
ればいけない，データの変換が複雑だという情報などの
一人歩きがあるのではないだろうか。GIS は地理学だけ
でなく，生態学や土木の分野でも幅広く使われるように
なっていることから，最初は間口を広げることに努めた
い。とくに「地理総合」は，歴史・公民科目がご専門の
先生方も授業を担当される可能性があることをふまえ，
GIS 利用を受け入れられるよう複雑さを最低限に抑えた
い。そうすることで，新学習指導要領に記されている「調
査や諸資料から地理に関する様々な情報を適切かつ効果
的に調べまとめる技能を身に付ける」という目的に沿う
ことができるのではないだろうか。

GISのしくみを理解しよう１
　GIS（Geographic Information System：地理情報
システム）は，その名のとおりコンピュータ上で動作す
るシステムであるため，GIS を使うだけでしくみを理解
することは難しい。しくみの説明は『地歴・公民科資料 
ChiReKo』や『地理・地図資料』のバックナンバー※を
ご参照いただき，ここでは生徒自身が体験を通して理解
を進められるような方法を模索したい。例えば，コンビ
ニエンスストア，小学校，マンション，スーパーマーケッ
トの分布を記した OHP シート ( 透明なフィルム ) と，

ベースマップとなる地図を１セットとして生徒に配布し，
新たにコンビニエンスストアを開設するならば，どこに
設置するとより多くの収益が見込めるかを考察させる。
その活動を通して，GIS の特徴であるデータを重ね合わ
せることの意義を理解できると同時に，どのシートとど
のシートを重ね合わせることで，自身が求めている情報
を得ることができるかというデータを選別する判断力が
つく。この手間のかかる作業を体験したうえで，同じ作
業がより広範囲を対象に，ものの数分で処理できる GIS
を利用すると，GIS の有用性を実感することができる。

自治体のGISを開いてみよう２
　続いて，GIS がどのような形で提供されているかを理
解するべく，「石狩市 WebGIS」や岐阜県の「県域統合
型 GIS ぎふ」を閲覧する。各自治体の範囲に限定され
るが，さまざまな分野に関係する地図を閲覧でき，どの
ようなデータを地図として表現することができるのかう
かがい知ることができる。

「RESAS」を開いてみよう３
　次に，「RESAS」（Regional Economy Society Analyzing System

GISに触れる前に

※バックナンバーは，帝国書院 web サイトをご覧ください。
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写真 　OHPシートを活用した授業風景



：地域経済分析システム）を閲覧する。経済産業省が開
発したシステムを原型とし，地方版総合戦略の立案に役
だてるため，内閣のまち・ひと・しごと創生本部ととも
に再構築したものである。そのため，人口流動・産業・
観光・雇用・医療福祉・財政といった地域的課題をみつ
めるために求められるデータが掲載されている。「地理
総合」における「RESAS」の活用には３つの意味があ
る。まず，「RESAS」はデータによってコロプレスマップ

（階級区分図）やドットマップなど異なる表現の地図があ
り，さまざまな地図表現に触れることができるうえ，分類
の基準となる数値がデータごとに異なるなど，閲覧する
際に留意すべき点があり，データを読み解くこと自体が有
用な教材となる。2 つ目は，データ分析支援ツール（　　）
を用いることで，同じような特徴をもつ自治体どうしを
容易に比較できることである。3 つ目は，メインメニュー
から表示したい分野を選択するという簡単な操作にまと
まっているため，時間をかけて操作の説明をする必要が
ないことである。自身の意見を述べるために必要なデー
タがどれなのか取捨選択し，考察することに時間をさき
たい。調査対象とする自治体は，学校の特色に応じて決
めていきたい。また，先に調査対象とする自治体を選ん
だうえで，テーマを決めていくとよい。生徒自身が暮ら
している自治体や，学校が立地する自治体を選ぶことも
選択肢の１つであるが，身近すぎるあまり特徴を見いだ
しづらいこともある。そこで例えば，祖父母が暮らして
いる自治体，旅行で訪れたことのある自治体，テレビの
旅番組などで見たことのある自治体から任意で１つ選ぶ
という方法もある。

「RESAS」で分析してみよう４
　はじめに，人口流動・産業・観光・雇用・医療福祉・
財政など８種類のテーマで地図が選べるメインメニュー
から，チームごとに１つのテーマを決める。テーマの決
め方は，調査対象とする自治体の特徴をとらえた分野を

選ぶ方法，データ分析支援ツールを用いて類似した他
の自治体を探し，共通する傾向をもとに分野を選ぶ方
法，もしくは生徒自身が関心をもっている分野を１つ選
ばせるといった方法があげられる。今回は，神奈川県の
医療福祉をテーマとして選んだ場合の一例を紹介する。

「RESAS」のメインメニューから 雇用／医療・福祉マッ
プ を選び，さらに 介護需給 を選択する（図２ ）。「介
護需要」など一部は都道府県別のデータしか表示できな
いことがあるが， 介護供給 のように市区町村を選択で
きるデータもある。都道府県別データでは分析が非常に
大まかなものになるため，できる限り市区町村別データ
を表示できるデータを用いたい。続いて画面右上の で
調査する自治体を選択し， 表示する分類を指定する か
ら指定できる福祉サービスごとに表示させ，画面上にあ
る画面キャプチャ で表示画面を記録していく。「RESAS」
は複数のデータを重ねて表示することができないため，
生徒はタブレット端末のスクリーンショット機能を用いて
撮影した，キャプチャ画像を並べて比較することが多い。

　 65 歳以上人口 10 万人あたり の 施設サービス の 
施設・事業所数 （図２ ）と 定員数 （図３ ）を比較する
と，神奈川県内の施設は比較的満遍なく分布しているも
のの，首都圏全体に視野を広げると奥多摩，房総半島南
部，茨城県南部など東京都心より縁辺地域のほうが施設
数，定員数ともに充実していることがわかる。続いて， 
65 歳以上人口 10 万人あたり の 在宅サービス の 施設・

図１
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図２ 　施設サービスの施設・事業所数のコロプレスマップ

図３ 　施設サービス定員数のコロプレスマップ

図 1 　「RESAS」のデータ分析支援ツール
人口規模／産業別人口率が類似した自治体どうしを

比較することができる。



事業所数 （図４ ）と 定員数 （図５ ）を比較する。施設
数では東京湾・相模湾に面した地域が相対的に多くなっ
ており，施設サービスの施設数が少ない地域に多く立地
していることがわかる。しかし定員数を見ると，神奈川
県東部や東京都区部，千葉県北部では相対的に少なくなっ
ており，施設があっても，施設の規模や従事者が不足し
ているといった懸念があることを考察することができる。

　このように，「RESAS」を用いることで，神奈川県を
はじめとする首都圏地域の介護福祉に関する地域ごとの
傾向を把握することができた。しかし，「RESAS」はあ
くまでもデータを通した相対的な比較を行うことがメイ
ンであり，地域的課題の実態を把握できるわけではない
ため，より現実的な実態を把握するためにはインター
ネットや聞き取りによる調査，さらにはフィールドワー
クを要する。この部分については，地域調査の単元でよ
り深く掘り下げることとする。

「jSTAT MAP」と見比べてみよう５
　「RESAS」の次に，「jSTAT MAP」を用いて他の事象
との関連性を把握する。「jSTAT MAP」は総務省統計
局によって運営されている Web GIS である。「RESAS」
と比較すると，丁目字別データを図化することができる
など非常に細かな分析を行うことができる反面，扱う情
報量が多いため動作が重く，タブレット端末では分析で
きる量に限界があるなど，「地理総合」で本格的な分析
を通した実習を行うことについては課題が残る。そのた

め，ここでは「RESAS」で把握したデータの傾向をふ
まえ，他のデータと重ね合わせるのではなく，交互に閲
覧することで比較し，地域的な課題を探るために用いる。
今回は，介護施設の施設数と定員数を示した「RESAS」
のキャプチャ画像と，「jSTAT MAP」で示した高齢者
人口に関するデータ（図６）を比較する。

　高齢者人口の実数を 5 段階に分け，上位 2 つの地区
を表示すると，東京湾に面した地域にかたよっている

（図７ ）。これは，高齢者だけでなくすべての年齢層に
おいて人口が多いことに留意したい。また，この分布は

「RESAS」の在宅サービス施設数の分布と重なっている
ことにも留意しておきたい。
　次に，高齢者人口の割合を示すと，先の図とは分布が
大きく異なることがわかる。今度は三浦半島と奥多摩，
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図４ 　在宅サービスの施設・事業所数のコロプレスマップ

図５ 　在宅サービス定員数のコロプレスマップ

図７ 　町丁字別 高齢者人口（南関東3都県のみ）

図８ 　町丁字別 高齢者人口率（南関東3都県のみ）

図６ 　「jSTAT MAP」の 「統計グラフ作成」画面
国勢調査をはじめとする各種センサスの詳細なデータを

図化できる。地理院地図のほか航空写真やGoogle  Mapも
ベースマップとして選ぶことができる。



それに房総半島南部の割合が高いことがわかる（図８）。
この分布と「RESAS」の在宅サービス定員数の図を比
較すると，訪問介護サービスが不足している地域が偏在
的に存在することがわかる。このように，「RESAS」や

「jSTAT MAP」といった Web GIS それぞれが得意と
する機能を補完的に利用することで，地域的な課題の発
見に迫ることが可能となる。
　こうしてチームごとに調査したことを，スライドやレ
ポートといった形でアウトプットし，生徒どうしで成果
物を共有しコメントを出し合う。そして，他のグループ
からのコメントをふまえてさらに論を深め，その論拠と
なる適切なデータを選ぶことこそ，探究活動へとつなが
る深い学びになるのではないだろうか。

GISを使い続けよう６
　今回は，「RESAS」と「jSTAT MAP」を用いたデー
タ分析を通しての GIS 実習を紹介した。しかし，新学
習指導要領によれば，「地理総合」で GIS を活用する目
的は「世界の生活文化の多様性や，防災，地域や地球的
課題への取組などを理解するとともに，地図や地理情報
システムなどを用いて，調査や諸資料から地理に関する
様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に
付ける」ことであるため，このようなデータ分析にと
どまらず，さまざまな分野で幅広く GIS を利用したい。
例えば，防災にかかわる単元では，国土地理院の Web
地図「地理院地図」で地形断面や傾斜量を表示するほか，
国土交通省「ハザードマップポータルサイト」の「重ね
るハザードマップ」を用いることで，地域ごとにどのよ
うな災害に留意し，どのような対策をほどこすことが求
められるのか，現状での危険性を把握したうえで考察す
ることができる（図９）。
　また，公開されている地域が限定されるが，「今昔

マップ on the web」（埼玉大学教育学部 谷謙二研究室）
（図 10）や「歴史的農業環境閲覧システム」（農研機構
農業環境変動研究センター）で旧版地形図と現在の地形
図を比較し，調査地域がかつてどのような地形であり，
どのような土地利用がなされていたかを把握することが
できる。さらに，Web ブラウザ版の「Google Earth」
を用いることで，地形や土壌，景観をみつめて地誌的特
徴を考察するなど，グローバル分野で活用することがで
きる。Web GIS ごとに特徴をとらえ，分野に応じて使
用するツールを変えることで，「地理総合」で扱うすべ
ての分野で少しずつ GIS を活用し，学習を深めたい。

「地理探究」に向けて７
　今回は，「地理総合」で広く GIS を活用するため複雑
さを最低限に抑えることを第一に考え，生徒自身が閲覧
することを主とした。「地理総合」の学習をふまえ，「地
理総合」から接続する「地理探究」では，複数のデータ
を重ね合わせ，詳細なデータ分析を行うことで，より現
実にそくした課題発見と課題解決を行いたい。例えば土
地利用や地価公示，医療機関や燃料給油所，バス停留
所といったポイントデータを提供している国土交通省の

「国土数値情報ダウンロード」サイトから，分野に応じて
必要なデータを入手し，ここまでに登場した介護福祉に
関するデータや人口分布，ハザードマップと重ねて表示
させることで，詳細な分析を進めることができるだろう。
　今回の実践では，生徒がテーマを自由に選択できたこ
ともあってか，いつにも増して自発的に取り組んでいた。

「地理総合」は，地域課題を解決する第一歩として「地理
的な見方・考え方」を通して社会事象をみつめる機会を
提供するという役割を担っている。「地理探究」だけでな
く，世界史や日本史の探究，公民科にも接続する科目と
して，データ分析を通して生徒が自発的に思考し，判断
できるよう，ハードルの低い GIS 活用を進めたい。

図１～５：「RESAS」2020 年 8 月閲覧
図６～８：「jSTAT MAP」2020 年 8 月閲覧
図９　　：「重ねるハザードマップ」2020 年 8 月閲覧
図10　：「今昔マップ on the web」2020 年 8 月閲覧
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図 10 　「今昔マップ on the web」

図９ 　「重ねるハザードマップ」
津波，洪水，土砂災害など災害ごとに図化できる。

上の図は，津波，洪水、土砂災害すべてを重ねた場合。
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