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歴史解釈に基づく墾田永年私財法の授業開発に関する一考察 

―脱構築を組み込んだ学習過程の創造― 

鈴木正行1 

 

要旨：本稿の目的は，墾田永年私財法の歴史的評価に関する中学校社会科教員及び大学生の認識状況を把

握するとともに，歴史解釈に基づく脱構築を組み込んだ授業開発の有効性と課題について明らかにするこ

とである。アンケート調査から，中学校社会科教員のほとんどは，自身の内部で構築された律令国家体制

解体説による歴史認識に従って指導を行っていることが分かった。大学生の歴史認識も，歴史学界の動向

をほとんど反映していないことが確認された。上記の状況を受けて，中学校の社会科歴史的分野において，

墾田永年私財法を題材とする解釈型授業を実践した結果，生徒たちが歴史解釈の決定不可能性に気づく姿

が見られた。解釈型の歴史学習を行う上で，教科内容学には，教材開発に必要な情報を歴史教育の場に提

供し，歴史教育の発展に貢献することが求められている。このように，授業者並びに学習者が，既存の論

理や認識を脱構築する経験を重ねることは，歴史学習に限らず，社会科や他教科の学びを主体的・対話的

で深い学びに導く可能性を有するものと考える。 

キーワード：墾田永年私財法，歴史解釈，脱構築，授業開発，歴史教育 

 

１．問題の所在 

本稿の目的は，墾田永年私財法の歴史的評価に関する中学校社会科教員及び大学生の認識状況を把

握するとともに，学説間の対抗的歴史解釈による脱構築を組み込んだ授業開発の有効性と課題を明ら

かにすることである。 

歴史解釈を基軸とする学習論は，学習者自身が主体的に解釈を構築するか，あるいは構築された複

数の解釈を批判的に吟味するか，という重心の置き方の違いによって二つに大別できる。一つは，歴

史認識・歴史像の主体的構成過程重視型である。これは，仮説の設定，推測・推論，探索，究明，論

証，討論などの行為によって，歴史学の研究方法を疑似体験し，学習者自らが主体的に歴史像を構成

する中で，歴史的思考力や歴史探究力が育成されるとするものである。例として，加藤（1991）の「考

える日本史授業」や，土屋（2011）による解釈型歴史学習論が挙げられる。また，中村（2017）や原

田（2016）が紹介したワインバーグ（2017）の「歴史家のように読む（Reading Like A Historian）」

などもこの範疇に入るだろう。こうした学習方法は，歴史学の探究方法を獲得しながら，学習者が主

体的に歴史像を描く点で優れている。しかし，学習者が描く歴史像が歴史学の研究成果から外れる可

能性，及び基盤となる基礎的知識や歴史認識の形成がなされないまま探究活動を行うことなどへの疑
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問も出されている(1)。 

二つ目は，歴史解釈・歴史理論の批判的検討重視型である。これは，複数の歴史解釈を多角的視点

から批判的に比較・検討することにより，歴史的見方・考え方や歴史的思考力の育成がなされるとす

るものである。児玉（2001）は，生徒が複数の歴史解釈を批判的に吟味し，自らの歴史観を形成する

ことをめざす解釈批判学習を提唱し，①同一事象に対する解釈の背景となる歴史研究の問題意識や方

法論の違いが大きく，優劣をつけることが意味をなさない場合の「多元型・総合的アプローチ」，②以

前の解釈（理論）よりも真理へと接近しているとみなされる解釈（理論）を準備できる場合の「変革

型・分析的アプローチ」，という二つの類型を示した。児玉の学習論は，各学説・解釈を批判的に吟味

することによって，その中にある論理構造や価値を捉えるものである。本研究は，児玉の②に該当す

るといえよう。  

解釈を基軸にする歴史学習を展開する際には，その根底に「決定不可能性」の原理があることに留

意する必要がある。歴史研究者，授業者，学習者の歴史解釈・歴史認識は所与のものではなく，構築

されたものである。それ故，高橋（2015）が，「脱構築はある意味で，新たな『決定』（décision）の

思想である。それは決定不可能性の思想であると同時に，決定の思想でもあり，同時に決定不可能性

の思想でもあることこそ，脱構築をして新たな決定の思想たらしめている」と述べるように，歴史解

釈は脱構築による決定の過程を経ることによって真理へと近づいていく。ただし，このことは歴史事

象のすべてを相対化し，解釈の名の下に真実を曲げることではない。歴史修正主義の闇に陥ることは，

許されるべきでない。 

本研究で対象とする墾田永年私財法は，日本の律令国家体制を構造的に捉える上で欠かせない重要

なタームであり，かつては「日本の律令国家体制を崩すもの」（以下，律令国家体制解体説）という見

方が学界の通説であった。しかし，1980年代以降，その歴史的評価が，「補完するもの」（以下，律令

国家体制補強説）へと大きく転換した．現在では，後者の見解が学界の定説となっている。後に見る

ように，このことは中学校の社会科担当教員の間では，あまり知られていない。大学生に行った調査

でも，前者の見方を支持する者の方が多い。ここには，単に教員や大学生が学界の動向に疎いという

ことだけではなく，中学校の古代史学習カリキュラムの中に，前者の見方を構築する論理的構造が潜

んでいると考えられる。 

以上のような問題意識から，本稿では論理の構築と脱構築に着目し，次のような手順で考察を進め

る。はじめに，墾田永年私財法の歴史的評価に関するアンケート調査をもとに，中学校社会科担当教

員及び大学生の認識の状況を捉える。次に，中学校社会科歴史的分野の教科書における記述内容につ

いて検討する。その上で，同法の歴史的評価を題材として，構築と脱構築の過程を組み入れた授業開

発を行い，その有効性と課題を明らかにする。そこから，教科内容学の果たすべき役割も自ずと見え

て来るであろう。 

 

２．墾田永年私財法の歴史的評価 

大化の改新，律令制の成立，墾田永年私財法の制定，太閤検地，地租改正，農地改革は，土地制度

史における画期となる歴史事象として重視され，多くの論争を生んできた。律令国家体制解体説の起

源は，坂本（1938）が大化の改新の特質を私地私民から公地公民への改革としたことによるとされる

（吉田，1997）。この見方に立てば，日本における律令国家の確立は，大宝律令が制定された 8 世紀

初頭となる。大宝律令によって完成した律令国家体制が，私地私民を認める墾田永年私財法によって

崩れたという図式は明解で，歴史学界も歴史教育界も受け入れやすいものであった。 

これに対し，中国律令制の均田法を分析した吉田（1983）は，日本の班田法の手本となった唐の均
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  表１ 中学校歴史教科書の記述状況 

記述の特徴 教科書会社 数 

私有地・墾田の拡大と荘

園への展開に言及。 

A社，B社，C社，D社， 

E社，F社，G社 

７ 

 

墾田永年私財法の制定

と公地公民制の崩れを

直接結びつけて指摘。 

A社，D社，F社 

 

 

３ 

 

 

歴史的評価に関する具体

的な記述なし。 

C社，E社，H社 ３ 

日本の実態に合わせて

修正・補完する積極的政

策として明記。 

B社，G社 

 

 

 

２ 

 

墾田永年私財法に関す

る記述なし。 

H社 

 

１ 

 

 ※平成 27年 3月・4月文部科学省検定済中学校社会科 

 歴史的分野用教科書（8社）の記述内容をもとに作成。 

資料１ 墾田永年私財法の指導に関するアンケート 
 
１．墾田永年私財法の歴史的意義について 
 (1)「墾田永年私財法」の歴史的意義は，A・Bのどちらだと思いますか。 
    A：日本の律令国家体制を崩した      B：日本の律令国家体制を強化した 
 
 (2)上記(1)で答えたように習ったのは主にいつですか。 
    ア中学校の歴史的分野 イ高校の歴史の授業  ウ中・高両方 エ大学（学部） 

オ大学院  カ教員になってから  キ覚えていない 
 
２．墾田永年私財法の歴史的評価や位置づけについてどの程度指導していますか。 
   ア積極的に指導している  イ一応指導している    ウあまり指導していない 
   エほとんど指導していない 

                                             

田法には，もとから墾田永年私財法に相当する内

容が含まれていたことを指摘した。その上で，墾

田永年私財法は，日本の班田制に欠如していた要

素を補完したものであると主張した。吉田は，墾

田の存在を合法化し，身分に応じた土地の所有限

度を定めることによって，墾田も含めて土地を総

体的に国家が統制できるようにしたとする。吉田

の説に従えば，日本の律令国家体制の確立は，弘

仁格式（820年）成立に至る 8世紀末から 9世紀

初めとなる。現在，歴史学界では吉田の説が広く

支持され，墾田永年私財法によって，中央の貴族

や寺社が地方へ進出するとともに，現地での開発

は在地首長の影響下にある共同体が担うこととなり，実質的には律令国家による土地把握が深化した

と考えられている(2)。 

ただし，吉田の説に対しては，墾田永年私財法に墾田私有化の契機を認め，私的土地所有の展開を

重視する伊藤（1981）による批判もある。唐の均田法の土地所有制限に焦点を当てて分析した何（2005）

からも，均田法は大土地所有を制限する政策であるのに対し，墾田永年私財法は私的土地所有形成の

条件を創出し，律令田制構造を大きく変化させ，律令的国家土地所有の基盤を崩したとする批判が出

されている。 

こうした学界の動向を受けて，笹山他（2013）による高等学校用教科書『詳説日本史 B』（山川出

版社）は，「この法は，政府の掌握する田地を増加させることにより土地支配の強化をはかる積極的な

政策であったが，その一方で貴族・寺院や地方豪族たちの私有地拡大を進めることになった。」と記述

している。一方，中学校歴史的分野の教科書では，律令制の補完として積極的に評価するもの，日本

の実態に合わせたとするもの，公地公民の崩れを指摘するもの，歴史的評価を記述しないものなど様々

である(3)（表１）。このことが，高校と中学校との間で，墾田永年私財法の歴史的位置づけに関する指

導上の齟齬を生んでいるものと考えられる。 

 

３．中学校社会科担当教員と大学生の歴史認識 

3.1 中学校社会科担当教員への調査から 

墾田永年私財法の歴史的評価に

関する中学校教員の認識状況を把

握するため，香川県中学校社会科

研究会夏季研修会（2017年 9月 3

日開催）に参加した 29 名を対象

に，アンケート調査を行った（資

料１）。質問１(1)の選択状況を見

ると，「A．日本の律令国家体制を

崩した」と答えた者が 25名（86.2％），「B．日本の律令国家体制を強化した」と答えた者が４名（13.8％）

であった（表２）。質問１(2)の習った時期については，「カ．教員になってから」が９名（31.0）と最

も多かった。 

墾田永年私財法の歴史的意義を指導しているかを問うた質問２では，29名のうち，20名（69.0％）
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表２ 香川県中学校社会科教員の認識 
単位：人 （  ）内％ 

歴史的評価 ア イ ウ エ オ カ キ 無答 

A律令国家体制
を崩した 

25 

（86.2） 

4 

（16.0） 

3 

（12.0） 

3 

（12.0） 

1 

（4.0） 

0 

（0.0） 

8 

（32.0） 

5 

（20.0） 

1 

（4.0） 

B律令国家体制
を強化した 

4 

（13.8） 

1 

（25.0） 

0 

（0.0） 

1 

（25.0） 

1 

（25.0） 

0 

（0.0） 

1 

(25.0) 

0 

（0.0） 

0 

（0.0） 

合 計 
29 

（100） 

5 

（17.3） 

3 

（10.3） 

4 

（13.8） 

2 

（6.9） 

0 

（0.0） 

9 

（31.0） 

5 

（17.3） 

1 

（3.4） 

      習った時期： ア中学校の歴史的分野 イ高校の歴史の授業 ウ中・高両方 エ大学 オ大学院 

カ教員になってから キ全く覚えていない                            

        2017（平成 29）年 9 月 3 日香川県中学校社会科研究部研究員会   対象：社会科担当教員 29 名 

     

表３ 墾田永年私財法の意義に関する指導 
                      単位：人 （  ）内：％ 

歴史的評価 ア イ ウ エ 無答 

A 
25 

（86.2） 
0 

（0.0） 
18 

（72.0） 
7 

（28.0） 
0 

（0.0） 
0 

（0.0） 

B 
4 

（13.8） 
0 

（0.0） 
2 

（50.0） 
1 

（25.0） 
0 

（0.0） 
1 

（25.0） 

合計 
29 

（100.0） 
0 

（0.0） 
20 

（69.0） 
8 

（27.6） 
0 

（0.0） 
1 

（3.4） 
    ア積極的に指導している  イ一応指導している  
    ウあまり指導していない  エほとんど指導していない   
                       

が「イ．一応指導している」，8 名（27.6％）が「ウ．あまり指導していない」と答えた（表３）。イ

とした 20名のうち，18名がAの見方で授業を行っていたことは，授業者の事実認識のみならず，社

会認識体制そのものを問い直すことの必要性を物語っている。B を選んだ４名のうち，イと回答した

者は２名であった。その中には，「この法律は，政府が土地の荒廃を防ぎ，開墾地から税を集めるため

に制定したもの。前身の三世一身法では，私有地化を認め，土地の開墾を奨励したものだが，あまり

効果が見られなかったため，墾田永年私財法が制定された。よって，国や政府の意向を強くふんだも 

のという意義を生徒には伝えている。」として，的確に答えた者もいた。 

中学校現場でAの認識に基づく指導がなされている原因としては，次のことが考えられる。 

 ①教科書の記述が律令国家体制補強説を明確に示しておらず，「律令国家体制＝公地公民制の成

立」と受けとられる文脈で記されているため，「公地公民制の崩れ＝律令国家体制の崩れ」と

いう受け止めがなされやすい。 

 ②ベテランの教師から若手の教師への授業方法の伝承において，律令国家体制解体説に基づいた

指導がなされている可能性が高い。 

 ③中学校現場では，学界の動向や学説の変化などの学問的な知見・内容に関する研修はほとんど

行われておらず，教授方法や学習方法，授業での子どもの表れなどに関する研修が主となって

いる。 

 ④社会科教員の多くは，一部の専門的知見をもつ者を除けば，基本的に教科書の記述に依拠して

歴史事象を捉えており，教えることを通して自己の歴史認識を形成していることも多く，論理

的にわかりやすく教えやすい解体説の方が教員に受け入れやすい。 

授業者は，自らの内に形成された歴史認識が正当なものであることを前提として授業を行う。とり

わけ概念探究型学習は，基本的に授業者が正しい社会認識体制を有し，それに基づいて子どもたちが

社会認識を形成することを前提と

している。社会認識体制は，理論

的に構築された体系的なものであ

る。ここに，授業者自らがそれま

で構築してきた社会認識体制を問

い直し，脱構築することの必要性

が潜んでいるのである(4)。 

 

3.2 大学生への調査から 

全学共通科目「日本の歴史と現代社会」及び初等社会教育法を受講している香川大学の学生（第１

学年～第４学年，教育学部・法学部・経済学部・工学部・農学部・医学部）175 名を対象に，墾田永
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表４ 墾田永年私財法の歴史的意義に対する大学生の認識 
                                                                単位：人 （   ）内：％ 

歴史的評価 
律令国家体制に及ぼした影響について習った時期 日本史Bの履修 

ア中学校 イ高校 ウ中・高 エ未回答 小計 履修 未履修 
A 日本の律令国家 
体制を崩した 

72 
（41.1） 

23 
（31.9） 

29 
（40.3） 

19 
（26.4） 

1 
（1.4） 

72 
（100.0） 

47 
（65.3） 

25 
（34.7） 

B 日本の律令国家 
 体制を強化した 

42 
（24.0） 

23 
（54.8） 

14 
（33.3） 

4 
（9.5） 

1 
（2.4） 

42 
(100.0） 

21 
（50.0） 

21 
（50.0） 

C わからない   
61 

（34.9） 
0 

（0.0） 
0 

（0.0） 
0 

（0.0） 
61 

（100.0） 
61 

（100.0） 
25 

（41.0） 
36 

（59.0） 

合 計 
175 

（100.0） 
46 

（26.3） 
43 

（24.6） 
23 

（13.1） 
63 

（36.0） 
175 

（100.0） 
93 

（53.1） 
82 

（46.9） 
  調査時期：2017 年 8 月 1 日・10 月 3 日実施 
  調査対象：香川大学生 第 1 学年～第 4 学年 175 名（全学共通科目「日本の歴史と現代社会」・初等社会教育法受講者） 
              （教育学部・法学部・経済学部・工学部・農学部・医学部）  
     
  
 

年私財法の歴史的評価に関する調査を行った。結果は，「A．律令国家体制を崩した」72名（41.1％），

「B．律令国家体制を強化した」42名（24.0％），「C．わからない」61名（34.9％）であった（表４）。

175名のうち，高校で日本史を履修した者は 107名（61.1％），日本史Aのみを履修した者 14名，日

本史 B のみを履修した者 82 名，日本史 A・B の両方履修した者 11 名であった。日本史 B を履修し

た者は，全調査対象学生の約半数にあたる 93 名（53.1％）である。日本史 B の履修と墾田永年私財

法の歴史的評価に関する回答状況に着目すると，Aと回答した 72名のうち日本史Bを履修した者 47

名（65.3％），Bと回答した 42名のうち日本史Bを履修した者 21名（50％），Cと答えた 61名のう

ち日本史Bを履修した者 25名（41.0％）であった。このことから，高校での日本史Bの履修の有無

は，墾田永年私財法の歴史的評価にあまり影響していないといえよう。墾田永年私財法は，その歴史

的意義よりも，単なる歴史用語の一つとして記憶され，忘却されてきたとみられる。また，「私地私民

→公地公民」や「墾田永年私財法の制定→公地公民制の崩れ＝律令国家体制の崩れ」として，学習者

の内部に一旦構築された論理は，その明確さ故に，崩れることなく継続されたとも考えられる。 

４．中学校社会科歴史学習での単元開発 

4.1 単元の構想 

宮原（1998）は，歴史的思考力・判断力を育てる方法として，事実認識→関係認識→意味（価値）

認識を段階的に獲得する学習過程を挙げている。墾田永年私財法の歴史的評価に関する授業は，日本

の律令国家体制を構造的に捉えようとする点で，歴史認識体制における意味認識の形成に深く関わる

ものである。 

解釈型学習では，論理的に構築された歴史認識を脱構築し，その上で新たな歴史認識を再構築する

過程が必要となる。宇都宮（2013）は，ドイツのフェルケルによって示された叙任権闘争の授業につ

いて，ライヒの提案する構築・再構築・脱構築という３段階の知識獲得過程の視点から分析している。

宇都宮によれば，構築は「闘争の基本的構造と個人的経験との結合による自分の視点からの解釈」，再

構築は「闘争の当事者の視点からの解釈の再形成」，脱構築は「第三者の視点からの解釈の再々形成」

とされる。髙木（2006）によれば，ライヒの理論は，構成主義理論と日々の授業実践との溝を埋める

ために，「構成」を補完する概念として「再構成」と「脱構成」を提起したものであるとされる。それ

は，学習者の主体的知識の「構成」，他者によって「構成」されたものを改めて学習者が学習する「再

構成」，さらに他者による構成を批判的に乗り越えて学習する「脱構成」，という過程によって行われ

る学習の構造を明らかにしようとする構成主義的教授理論である(5)。 

本稿では，両者とは異なる観点から学習者の論理構築に焦点を当て，①構築：すでに構築された学

問的知見に基づいて，学習者が歴史認識を構築する過程，②脱構築：構築した論理構造を批判的に問

い直し真理性を追求する過程，③再構築：学習者が再び歴史認識を構築する過程，という３段階の学
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表５ 単元計画「古代律令国家の成立と揺れ」 
段階 学習内容 教師の主な発問・指示 予想される生徒の反応 学習方法・留意点 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構
築
の
過
程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第
１
次 
 

 
第 
１ 
時 
 

古墳時代と大和王権 
  前方後円墳 
 鉄製品 
 渡来人 
 私地私民 

〇豪族の力の源は何
か。 

 
〇前方後円墳の分布は 
何を意味するか。 

・兵や武器などの武力。 
・鉄製の武器や農具。 
・広い土地や農民。 
・大和王権の力が及んでいる範囲 
を表している。 

・私地私民の状況を模式図で 
表現させる。 

    大王，豪族，土地，人民 
・前方後円墳の全国的な分布 
に着目させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 
２ 
次 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第 
２
時 
 
 

聖徳太子（厩戸王） 
の政治 
  十七条の憲法 
 官位十二階 
 遣隋使 
 
 
 

〇聖徳太子はどのよう 
な国づくりをめざし 
たか。 

・聖徳太子の政治は成
功したか。 

・めざす国づくりが上 
手くいかなかったの 
はなぜか。 

・大王を中心とする中央集権的な 
国づくりをめざした。 

・争いのない国をめざした。 
・豪族同士の争いを防ぐことはで
きなかった。 

・蘇我氏など大王よりも力をもつ
豪族がいて，大王に従わなかった
から。 

・聖徳太子のめざす国づくりを
実現するには，私地私民の解
消が必要だったことに気づか
せる。 

・聖徳太子不在説の紹介はする
が，内容の深入りはしない。 
 
 

 
第 
３ 
時 
 

律令国家への歩み① 
  唐帝国 
 律令 
 大化の改新 
  公地公民 
 

〇唐はどのようにして 
広大な国家を治めた 
か。 

〇蘇我氏が滅ぼされた 
のはなぜか。 

 

・律令制度によって国を治め，皇 
帝を中心とする中央集権国家を 
築いた。 

・蘇我氏が勢力を強め，中大兄皇
子らによる大王を中心とする国
づくりの障害になったから。 

・公地公民の状況を模式図で 
表現させる。 

    大王，豪族，土地，人民 
・大化の改新否定論について 
紹介はするが，深入りはし 
ない。 

 
 
第 
４ 
時 
 
 

律令国家への歩み② 
 白村江の戦い 
 壬申の乱 
 天武・持統朝 
  遣唐使 
 新羅・唐との外交 
 

〇大和王権が朝鮮に兵 
を送ったのはなぜ
か。 

〇白村江の戦いで敗れ
た大和王権は，国内 
外の危機を乗り越え
るためにどのような 
ことをしたか。 

・朝鮮半島の鉄の確保をするため。 
・中国や朝鮮半島からの渡来人を 
受け入れ，鉄器の製造技術や政 
治のしくみ，進んだ文化を取り 
入れた。 

・水城や山城などをつくって戦い 
に備えた。 

・水城や朝鮮式山城の築造な 
どから，日本が国家的危機に
瀕していたことを理解させ
る。 

・壬申の乱が，王権への権力 
の集中をもたらす内戦であ
った点に着目させる。 

 
第
５
時 
 

律令国家の成立と農
民の暮らし 
  大宝律令 
 班田収授法 
 税制 
  平城京 

〇律令制度によって日 
本はどのような国に 
なったか。 

○律令制度下の農民は 
どのような暮らしを 
していたか。 

・天皇を中心とする中央集権の政 
治のしくみがつくられた。 

 
・税の負担が重く，居住地から逃
亡する農民も多かった。 

 

・律令体制下の中央集権国家 
の状況を模式図で表現さ 
せる。 

   天皇，貴族，人民，土地（私
有地・荘園） 

脱
構
築
↓
再
構
築 
 

 
第 
３ 
次 
 
 

第 
６ 
時 
 
本
時 
 

律令国家の展開 
  墾田永年私財法 
  荘園 
 
 
 
 

◎墾田永年私財法は律 
令国家体制にとって 
薬か毒か。 

 
 
 
 

・公地公民が崩れたので毒である。 
・寺社や貴族の私有地が多くなる 
ので毒である。 

・開墾した土地から税が取れ，国 
家の税収が増えるので薬である。 

・天皇の権力が墾田にも及ぶので，
薬である。 

・墾田永年私財法が律令国家 
体制に及ぼした影響を考え
させる。 

  薬：体制を強化した。 
  毒：体制を崩した。 
・授業の終盤に学説の変化と 
その根拠を紹介する。 

 
 
 
 
 
 
再
構
築
の
過
程 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第 
４
次 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第 
７
時 
 
 

大仏建立と天平文化 
  鎮護国家 
  歴史書の作成 
  万葉仮名 
 
 

〇聖武天皇が東大寺， 
国分寺，国分尼寺を 
建立したのはなぜ
か。 

・『古事記』や『日本 
書紀』が作られたの 
はなぜか。 

・仏教の力で国を守り，人々の不 
安を取り除こうとした。 

・天皇が日本を治めることの正当 
性を示そうとした。 

 
 

・王権の支配が仏教を介して 
全国に及んでいったことを
気づかせる。 

・鎮護国家の考え方について 
理解させる。 

・民衆の生活に着目させる。 

 
 
第
８
時 
 
 

平安京と摂関政治 
  平安遷都 
  荘園 
  遣唐使の廃止 
 
 

〇藤原氏はどのように 
して勢力拡大した
か。 

・貴族や寺社の力が強 
まると律令国家の支 
配体制はどうなる
か。 

・外戚関係に基づく摂関政治を行
い政治の実権を握った。 

・貴族や寺社が私有地を拡大し，
班田収授法も実施されなくなっ
て，朝廷の力衰えて地方が乱れ
た。 

・荘園を経営する中下級貴族が
国衙支配に対抗するため 
に摂関家への荘園寄進を進
めたことに着目させる。 

・大土地所有の広がりに着目 
させる。 

 
第 
９ 
時 
 

国風文化の誕生 
  かな文字の発明 
  貴族文化 
  平安仏教 
 浄土信仰 

〇唐が衰えて東アジア 
の安定が崩れたこと 
により，日本など周 
辺の国々ではどのよ
うな変化が起きた
か。 

・中国と正式な交流をもたなくな
り，政治や文化の独自な動きが 
表れた。 

・日本では国風文化が誕生した。 
 

・独自の政治や文化の発達は，
日本だけでなく中国の周辺
諸国に共通した動きであっ
たことに気づかせる。 

 

                                                

習過程による単元構想を提起する（表５）。とくに表中の第３次は，それまで構築されてきた論理を脱

構築すると共に，再構築していく場面である。これにより，第４次以降の大仏建立から平安遷都へと

向かう歴史の流れも，単に律令国家の崩壊過程として捉えるのではなく，律令国家体制の成立過程の

中で捉えることも可能であるという歴史学習における複眼的な見方・考え方を導くことが期待できる。 

 

4.2 授業実践 

中学校の歴史学習の場合，歴史事象の複雑さも踏まえつつ，一方で理解のしやすい単純化・図式化

も図らなければならないというジレンマがある。また，教師が律令国家体制解体説よりも，律令国家 

 

補強説の方が有力であるという結果のみを伝えることは，巷に溢れている「教科書にはこう書かれて

いるが本当は…」といった類いの話題提供と大差ないものとなり，学習者の深い学びには繋がらない。
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表６ 第３次・第６時の学習指導過程 

学習内容  生徒の活動  教師の働きかけ  

 
(1)聖武天皇の政策  
 
 
 

 
○東大寺の建設と大仏建立。  
○国分寺・国分尼寺の建設。  
○仏教の力で国を守る（鎮護国家）。  
○墾田永年私財法の制定。  

 
○大仏建立の詔と墾田永年私財法の制定が
並行して進められたことに気づかせる。  

 

 
学習課題：  墾田永年私財法は，日本の律令国家の体制にとって薬か毒か？  

 

 
(2)墾田永年私財法制
定の理由  

 
 
 
 
 
 
(3)個人での検証  
 
 
 
 
 
 
 
(4)グループでの討論
と判断  

 
(5)全体討論  
 
 
 
 
 
 
(6)律令体制から荘園
制へ  

 
 
 
 
 
 
 
(7)振り返り  
 
 

 
○墾田永年私財法が制定された理由を考える。  
  ・風水害などによる耕地の減少。  
  ・口分田の不足。  
  ・班田農民の逃亡。  
  ・税収の減少。  
  ・皇族，貴族，寺社，豪族の要望。  
 ・公地公民制の限界。  
 
①薬か毒か予想する。  
②教科書や資料により調べる。  
③調べた各事象が律令国家体制に与えた影響の
大きさを推察し，結論に向けての文脈をつくり
判断する。  

④自分の結論について，模式図を用いて説明でき
るようにする。  

 
○グループで話し合い，薬か毒かグループとして
の意見を決める。  

 
○全体の場で，グループの決定について，理由を
挙げて発表する．発表に対して全体で討論す
る。  

 
 
 
 
○開墾と課税を通じて，国家の土地への関与が強
まったことに気づく。  

○貴族や寺社が，律令制度に依拠しながら，私有
地（のちの荘園）を拡大して勢力を強めること
により，天皇を中心とする中央集権国家の体制
が崩れていったことに気づく。  

 
 
 
○本時を振り返り，墾田永年私財法が律令国家体
制に与えた影響について，自分の考えを記述す
る。  

 
  薬：律令国家体制が強まる。  
  毒：律令国家体制が崩れる。  
○推論と知識の生成過程を体験させる。  
＜着眼点＞  
・墾田永年私財法を制定した理由は何か。  
・公地公民制はどうなったか。  
・朝廷（天皇）による土地への支配は強ま
るか，弱まるか。  

・税収（租・庸・調等）は増えるか。  
・耕地の減少に歯止めがかかるか。  
・皇族・貴族・寺社の勢力を抑えられるか。 
・三世一身法と比べてどうか。  
・唐の均田制と日本の班田制との対応関係
はどうか。  

 
 
○理由を挙げて話し合わせる。  
○グループで決まらなかった場合は，話し
合いの状況について発表する。  

○どちらかに偏った場合には，授業者が反
対の立場から応答する。  

○全体での討論は，個人の意見に基づいて
発表させる。  

○意見が変わった生徒がいれば，その理由
を発表させる。  

 
○律令制度により実現しようとした天皇を
中心とする中央集権国家が，どのように
変わっていくか予想させる。  

○墾田永年私財法に関する解釈の違いによ
り，律令国家体制に対する見方が大きく
異なることを説明する。  

○現在，律令国家体制補強説が有力となっ
ていることを伝える。  

 
〇相異なる二つの学説を検討したことによ
る，自分の考えの深まりや変容に着目さ
せる。  

 

表７ 学習課題に対する中学生の選択 
                           単位：人 （ ）内：％ 

律令国家体制への影響の評価 人数 

薬：日本の律令国家体制を強化した 14（14.4） 

毒：日本の律令国家体制を崩した 83（85.6） 

  分析対象：香川大学附属坂出中学校第 1 学年生徒 97 名   
 授業実施日：2017 年 7 月 11 日（火）  

学説の単なる伝達に陥らず，生徒の学習の主体性を確保するには，学説の史料的・論理的根拠に基づ

き，その説の有効性を推論する学習が求められる。本授業実践では，墾田永年私財法の歴史的評価に

関する認識形成の過程で，学習者が自身の内部ですでに構築された論理を脱構築し，再構築へと向か

う場面を扱うこととした。 

2017年７月に，香川大学教育学部附属坂出中学校（３学級・分析対象生徒 97名）で各２単位時間

を拝借して，第３次の飛び込み授業を行った。第１時間目は，それまでの復習として，私地私民から

公地公民への転換と中央集権化を示す模式図（イメージ図）を用いながら，聖徳太子の政治から，大

化の改新，白村江の戦い，壬申の乱，大宝律令の成立に至る学びの過程を振り返らせた。その上で第

２時間目に，学習課題を「墾田永年私財法は，日本

の律令国家の体制にとって薬か毒か？」として，生

徒の選択・判断による課題解決を中心とした解釈型

学習を行った（表６）。本来，脱構築は二項対立を批

判し，決定不可能性を示すものである(6)。しかし，

授業の中で敢えて二項対立を用いて問いかけること

により，二項対立では解消し得ない決定不可能性を

感知させ，律令国家体制を捉える論理がいかに構築
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されているかを探らせることとした。中央貴族・寺社勢力の地方進出，在地首長の力の増大，律令国

家による土地把握の深化などに関する資料２をもとに，薬か毒かの選択・判断を行わせた。その際，

個人→小集団→全体での討論を経て，自己の結論を導き出す学習展開とした(7)。 

個人による選択の状況は，97名のうち，「薬：日本の律令国家体制を強化した」（律令国家体制補強

説）とした者が 14名（14.4％），「毒：日本の律令国家体制を崩した」（律令国家体制解体説）とした

者が 83 名（85.6％）であった（表７）。毒とした者の主な理由は，「律令国家になれたのは公地公民

が大きく関係しています。ということは，公地公民は律令国家に薬ということが分かります。一方，

墾田永年私財法は，公地公民の制度を崩していきました。薬である公地公民を崩したのだから，墾田

永年私財法は毒になると思ったからである。」，「班田収授法は，口分田を与えられた人が死んだら天皇

へ返すが，墾田永年私財法は，自分で開墾した土地は天皇に返さなくていい。どんどん開墾していく

と，力をもつ人が現れ，天皇に逆らう人が出てくるかもしれないから。」，「墾田永年私財法で豪族たち

が土地を増やし，どんどん同じように勢力をたくわえ，公地公民制が置かれる前と同じようなことに

なり，天皇（大王）よりも強い豪族も現れ天皇の支配力が弱まり，律令国家体制を崩すようになるの

資料２ 社会科授業プリント（一部省略） 
   

 資料Ａ  十七条の憲法（604 年？）（略）  資料Ｂ 改新の詔（646 年？）（略）  

  資料Ｃ  大宝律令（701 年）                                                            

 天皇を中心とし，二官八省（神祇官，太政官 ：中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省）
の政治組織を備えた中央集権統治体制が成立した。中国（唐）の方式を基準とした政治制度へ転換しつつ，日本社会の実情
に則して改変されている。 

 律：刑罰の決まり 

      笞・杖・徒・流・死の五刑などの規定を定めた。 

 令：政治を行うための決まり 

       官位，役人の職務，田令（口分田や位階や役職に応じて支給され田の面積の基準），租税（租・庸・調，雑徭，労
役），軍事などの広い範囲の規定がある。 

 

  資料Ｄ 墾田永年私財法（743 年）                                                       

①これまで墾田の取扱いは三世一身法に基づき，期限が来た後は国家に返していた。しかし，そのために農民は怠け，開墾
した土地が再び荒れることとなった。今後は三世一身に関係なく，全ての場合において，永年にわたり私財としてよいこ
ととする。 

②開墾して所有してよい土地の広さは，親王（天皇の兄弟・皇子）の一品と一位には五百町，二品と二位には四百町，…六
位以下八位以上には五十町，（無位の）庶人に至るまでは十町とせよ。ただし，郡司には，地位に応じて三十町または十町
とせよ。以前に与えられた土地で，この限度よりも多いものがあれば，すみやかに国家に返させなさい。不正に土地を所
有して，隠し欺くものがあれば，法に基づいて罪を科しなさい。 

※新しく開墾した土地にも税がかかる。 

※②は平安時代の初めに削除された。 

  資料Ｅ 唐の均田法と日本の班田法の対応関係                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔唐の均田法〕      〔日本の班田法〕 

 

      口分田    
 

     口分田 

 

      永業田    
 

 （墾田永年私財法） 

 

 

 

 

永業田：唐の時代の均田制で，相続して代々世襲することを許さ
れていた土地＝国に返さなくていい土地（私有地など） 

 

吉田孝（1997）『日本の誕生』岩波書店，p.151より引用。 

 

 ※日本が班田収授法で参考にした唐の均田制は，国家から支給され一代で返す口分田と国家に返さなくてよい永業田の組
み合わせによって成り立っていた。そのため，日本の班田収授法は，口分田の支給だけを取り入れた制度であり，永業
田にあたる部分が落ちていた。 

  資料Ｆ 墾田永年私財法の影響                                                               

 中央の貴族や寺社が地方へ進出し，土地の開墾を進めるなどして荘園（私有地）が増加した。荘園の実質的な経営は，地
元の有力豪族に頼った場合が多い。地元の有力豪族の協力がないと，経営に失敗する可能性が高い。ただし，地方の有力豪
族は，国司の下で郡司に任命されるなど，中央政府（太政官）―国司（中央から派遣された貴族）―郡司（地元の有力者）
という律令制の行政機構によって掌握されてもいた。 

（ア）越前国（福井県）坂井郡桑原庄の例 

       奈良の東大寺の使いである曾禰乙麻呂 が直接経営したが，農民たちを掌握できず，開田（新しく土地を開墾）と荒
田（田が荒れて放置されている土地）を繰り返し，経営に失敗した。 

（イ）越前国坂井郡鯖田国富庄の例 

       地元の有力豪族が東大寺に寄進して成立した荘園。奈良の東大寺の経営がではうまくいかず，現地の豪族に経営 

託すことで経営が安定した。 

（ウ）越前国足羽郡道守庄の例 

       地元の有力豪族が東大寺に寄進して成立した荘園。地元の有力豪族が農民たちを自分の田地の新たな開発に振り向
けたため，東大寺領となった道守庄の経営は衰退した。 

 ※寄進…地元の有力者が中央の貴族や寺社に土地などを寄付する形をとること。 

＜参考＞小口雅史（1991）「初期荘園の諸様相」『講座日本荘園史2 荘園の成立と領有』吉川弘文館。 
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表８ 中学生の選択の変化 
         単位：人 （ ）内：％   

歴史的評価の変化 人数 小計 

ア → a  0（0.0） 
62（64.0） 

イ → b 62（64.0） 

ア → b 13（13.4） 
30（30.9） 

イ → a 17（17.5） 

その他 
ア→未解答  1（1.0） 

 5（5.1） 
イ→未解答  4（4.1） 

合  計 97（100.0） 

   分析対象：附属坂出中学校第 1 学年 97 名  

   後期スタートテスト：2017 年 10 月 19 日実施 

  ＜授業時の選択＞   →   ＜テストの解答＞ 
ア：（薬）強化した   a：良い影響を与えた 
イ：（毒）崩した   b：悪い影響を与えた 

 

ではないかと思ったから。」，「律令国家は公地公民だが，墾田永年私財法では，私地私民が増え，荘園

が増えたので，律令国家体制を崩したのだと思います。」などであった。これらは，律令国家体制の確

立を公地公民制に求める見方を重視したものである。 

一方，薬とした者の主な理由は，「資料から，新しく開墾した土地にも税がかかるということは，

国に税が入るので安定した税を取れると思うから。」，「それまでは開墾しても国に返さなければいけな

かったが，この法により開墾したら自分の土地になり，農民のやる気が上がったから．豪族が買い取

るかもしれないが，開墾するためには，多くの人手がいり，金や人が動くので日本の経済が潤うかも

しれない。また，土地が開墾されると，土地がはっきりして支配しやすい．法もしっかりして，不正

ができないので良い。」，「701年のころ，過酷な税の徴収により逃亡する農民が増え，口分田の不足に

つながった。だから，自分の財産である田を農民に与えることで少しでも負担を減らし，逃亡率を減

らすことで力を集める（税を集める）ことをよりスムーズに行えるようになったと思うから。」などで

あった。律令国家を補強したとする主な論拠は，開墾地も含めた土地全体の王権による掌握，国家の

税の増収，大土地所有の制限，の３つである。だが，論拠を的確に示すことができた者はほとんどい

ない。中学生にとって，資料から読み取って律令国家体制補強説の論拠を組み立てるのは，かなり難

しいことがわかる。 

授業の終盤に，律令国家体制補強説が歴史学界では有力になっていることやその論拠を伝え，授業

の振り返りを行った。振り返りの記述には，「貴族たちはどんどん開墾していくから“毒”と考えるか，

開墾した土地でとれる稲の 3％を納めるから支配されている立場であるので“薬”と考えるか，すご

く迷いました。天皇として，開墾がいやなら開墾を禁止にすると思うので，そのような資料が決定づ

けるのかなって思っていました。どちらの状況でもおかしくない．これが未知である歴史のおもしろ

さだと改めて感じました。」，「公地公民は，奈良時代の墾田永年私財法以後，崩壊したことが分かった。

この出来事について，荘園が発達するとともに崩壊したので，荘園に理由があると思う。また，墾田

永年私財法は，律令国家の体制にとってターニングポイントであったとも考えられる。」，「最初は，墾

田永年私財法は毒だと思っていたけれど，薬だったので驚きました。確かに，税を納めるのは 6歳か

ら死ぬまでと，過酷なので逃げ出すのもわかりました。逃げ出したらその土地は荒れたままになり，

所在地が不明の土地が出てきてしまうので，墾田永年私財法は薬であることがわかりました。しかし，

中央集権国家を目指していたのに，公地公民にしなくて，大丈夫だったのか気になりました。」など，

迷うことによる思考の深まりや驚き，新たな疑問が見られた。このように，毒とする者が多数を占め

たが，薬とした者の意見を取り上げ，学級全体で討論することで，単純には捉え切れない歴史解釈の

「決定不可能性」に気づかせることができた。 

 

4.3 事後テストの結果 

授業実践から約３カ月後の2017年10月に行っ

た定期テストにおいて，「墾田永年私財法の制定は，

日本の律令国家の形成にとって，良い影響を与え

たか，悪い影響を与えたか，あなたの考えを述べ

なさい。ただし，意見を述べる際に，日本の律令

国家の形成には何が重要であるかを理由の部分で

明確に述べること。」（大和田俊教諭作成）という

問題が出題された。授業での問いを直接使用する

のを防ぐため，薬を「良い影響」，毒を「悪い影響」
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へと表現を変えたことで，価値

的な要素が加わった面はあるも

のの，問いの主旨はほぼ同じで

ある。表８は，授業時と定期テ

ストでの学習者の選択の変化を

示したものである。授業時に薬

とした者は，未解答だった１人

を除いて，13名（13.4％）全員

が解体説に変わっていた（ア→

b）。一方，授業時に解体説だっ

た者では，未解答の４名を除き，

解体説のままだった者（イ→b）

が 62名（64.0％），補強説に変わ

った者（イ→a）が 17名（17.5％）

であった。解体説のままであった

理由は，「律令国家は国をまとめる

という目的があるのに，公地・公

民の制度が崩れ，国ではなく貴族

や寺社が荘園と呼ばれる土地をも

つようになってしまったから。」，

「『すべての土地は国のものとす

る』と決めていたが，墾田永年私財法を制定したことで，私有地が増えてしまった。」など，公地公民

制の崩れと私有地の増加を指摘するものであった。これに対し，補強説に変えた理由は，「日本には全

ての土地から税を納めることが重要だから，勝手に開墾した土地から税を集めるのはとても重要。」，

「日本の律令国家は，税を納めるため土地が広いほど納める量が増えるため，国にとっていい影響。」

など，税の徴収に着目したものであった。授業の終盤に，補強説が有力であることを伝えられたにも

かかわらず，テスト時に解体説を選んだ者が 75 名（75.4％）もいたことや，全体の約 3 分の 1 にあ

たる 30 名（30.9％）に変化が見られたことは，授業者から学界の有力な学説として示された情報よ

りも，学習者が自己の中で再構築された論理に従った選択を優先したことがわかる。 

表９・表 10 は，選択ごとの理由記述の採点基準と得点を示したものである。aを選択した中で３点

を得た者はおらず，その分２点の者が，17名のうち８名（47.1％）を占めている。私地私民→公地公

民という単純明快な論理を乗り越え，王権による私有地・開墾地の掌握や課税，大土地所有の制限な

ど，高度な内容を含めて答えなければならないため，生徒にとって aの理由を解答するのが難しかっ

たことがわかる。また，ア→bを選択した 13名のうち，得点できなかった者が６名（46.1％）もいた

ことは，授業時にアを選択した時の理解があいまいなまま過ごし，テストでは bを選択したため，論

理的な混乱が生じていると考えられる。イ→bを選択した者は 92名のうち 62名と約３分の２を占め

ている。３点を得た者が 16名（25.8％），２点が 21名（33.9％）で，合わせて 37名（59.7％）であ

った。その一方で，０点だった者が 18 名（29.0％）もいた。もし仮に，a・b を選択するような授業

ではなく，a もしくは b の片方だけを教授する授業を行っていたら，０点の生徒はもっと少なかった

かもしれない。したがって，a・bを選択するような授業においては，次時において振り返りの時間を

しっかりと確保し，自己の考えをまとめ，論理を再構築していく機会を与えることが必要であるとい

表 10 選択ごとの理由記述の得点 
                                  単位：人 （ ）内：％  

 
 

選択 人数 3点 2点 1点 0点 

 
a 
 
 

ア→a 0 0 0 0 0 

イ→a 17（100.0） 0（0.0） 8（47.1） 3（17.6） 6（35.3） 

 
 
 
b 
 
 

ア→b 13（100.0） 2（15.4） 3（23.1） 2（15.4） 6（46.1） 

イ→b 62（100.0） 16（25.8） 21（33.9） 7（11.3） 18（29.0） 

小計 75（100.0） 18（24.0） 24（32.0） 9（12.0） 24（32.0） 

 
計 

 

 
92（100.0） 
 

 
18（19.6） 
 

 
32（34.8） 
 

 
12（13.0） 
 

 
30（32.6） 
 

      香川大学教育学部附属坂出中学校第 1 学年 97 名（未解答 5 名） 
               

表９ 理由の記述に関する評価（配点）の基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点 評価の基準となる解答例 

 
3 

 

下記2（基準）に関する記述をした上で，律令国家形成とのつながり
が明確に述べられている。 

 
2 

（基準） 
 

墾田永年私財法の内容に基づく具体的な影響を表現できている。 
 aの例：開墾した土地を朝廷が把握できる。など 
 bの例：貴族や寺社などの独自の私有地が増える。など 

1 上記2（基準）に満たない不十分な解答。 

0 
 
未解答または明らかに記述内容が間違っているもの。 
 

                  （大和田俊教諭による解答基準をもとに筆者作成） 
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えよう。今回の事後テストの結果のみでは，生徒たちが歴史解釈の決定不可能性を感得したかどうか

を判断するのは難しい。なぜなら，彼らの解答状況からは，論理的な混乱の様子がうかがえるからで

ある。しかし，単なる歴史的な知識に関する正解・不正解を求められるテストに慣れていた生徒たち

にとって，授業で行った解釈を想起する中で，律令国家の形成に重要な事柄を根拠とし，自己の解釈

を理由付けして答えるテスト問題は，歴史学が根拠に基づいて論理を構築していく営みであることに，

多少なりとも気づく契機となったのではないだろうか。 

 

５．結語 

以上，墾田永年私財法の歴史的評価を題材として，脱構築の過程を組み込んだ学説間の対抗的歴史

解釈に基づく授業開発の有効性と課題について検討した。中学校歴史教科書の多くに同法の歴史的評

価に関する明確な記述が見られない中で，中学校社会科担当教員のほとんどが，自身の内部で歴史解

釈の論理を構築し，それに従って指導を行っている現状が明らかになった。また，日本史Bを履修し

たことのある大学生の中にも，律令国家体制解体説を支持する者が比較的多く存在し，高等学校での

歴史学習が同法の歴史的評価に及んでいないことも確認された。 

学習者にとって，論理の構築→脱構築→再構築という過程を経ることで，歴史事象を複眼的な見

方・考え方で捉える深い学びとなる。とくに，第３次における自己内および他者との対話を通して行

われる脱構築と再構築は，学習者を主体的・対話的で深い学びへと導く転換点であると考える。歴史

学習に限らず社会系教科目，さらに他教科の学習においても，脱構築による転換点を経験することの

積み重ねが，学びを主体的・対話的で深く，そして開かれたものにしていくであろう。 

筆者自身，これまで古墳時代から奈良・平安時代に至る歴史の流れを，律令制による国家機構と制

度の整備として表層的に捉え，中央貴族や寺社勢力，地方豪族による組織的・競争的な開発の時代状

況，すなわち国家および私的権力による土地支配の空間的拡大を動態的に捉えるような学習指導を疎

かにしてきた。そのため，墾田永年私財法が貴族・寺社・豪族による大土地所有の拡大に制限を設け

つつ，国家による私有地の把握を強化する性格をもつという発想そのものを，生徒たちに抱かせる条

件を示すことができていなかった。また，国家の被支配者である班田農民を貴族・豪族・寺社勢力が

私的支配下に編入し，掌握 していく過程についても，単に重税から逃れる班田農民の受け入れとい

う形で捉えていた。したがって，労働力の掌握をめぐる国家権力および支配層内部での競合と，農民

たちの利害選択の問題についてはほとんど扱っておらず，権力機構・統治者・被統治者の関係を構造

的に捉える学習が不足していた。 

そこで，今後の指導上の改善点としては，以下のようなことが挙げられる。(a)公地公民制によって，

豪族の支配地域の土地がすべて国家の管理下に入ったようなイメージをもつ指導になっていた点を改

め，国家が掌握していない土地（たとえば未開の荒地など）が多く存在していたことを，イメージ図

等を用いて空間的に把握できるように示すこと。(b)「律令国家体制の成立＝公地公民制の成立」とい

う論理構成ではなく，「律令国家体制の成立＝公地公民制＋墾田永年私財法による私有地の把握・大土

地所有の制限」とすること。(c)開墾地への課税による国家収入の確保，及び国家の土地支配の強化に

着目させること。(d)日本の律令国家体制の確立期が，大宝律令の制定（701 年）から８世紀末・９世

紀初頭（弘仁格式 802年）へと移ることにより，奈良・平安時代の国家像も変化することに気づかせ

ること。(e)農民の逃亡に焦点を当てながら，ア）国家，イ）貴族・豪族・寺社，ウ）農民，という三

者の利害関係を捉える学習を組み込むこと。これらの点に留意しながら，授業改善を図っていきたい。 

本実践で扱った律令国家体制補強説は，日本史学界では定説となっている．しかし，これは必ずし

も絶対的なものではない。日々の授業と学校で生じる様々な課題に対応している現場教師には，歴史
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学界の動向など，教材開発に必要な情報の取得に限界がある(8)。原田（2009）は，解釈批判学習を実

践する上での問題点として，中学生や高校生にも判定可能なレベルの歴史学的論争はそれほど多くな

いことや，解釈批判学習も結局のところ教師の用意した複数解釈の追体験なしには先に進まないこと

だとし，「日本の歴史学界に求めたいのは，中学生や高校生レベルで議論可能な主題を設定し，立場の

異なる複数の史料を発掘・開発することである」と述べている。この指摘は，歴史研究と歴史教育を

繋ぐ上で，教科内容学に向けられた重要な提言である。歴史教育においては，歴史学の成果に依拠し

つつ，論理の構築・脱構築・再構築を組み入れることにより，各学説を相対化する手続きを踏むこと

が，学習者の歴史的思考力・探究力の育成へと繋がるものと考える。下里（2018）は，社会科におけ

る教科内容の構成原理として，存在の次元（時間・空間）と価値の次元（人格・公共善）を提唱して

いる。本研究では，時間軸による質的変化を中心に扱った。しかし，空間軸や社会的階層間の利害関

係によるアプローチについては不十分であり，そのことで律令国家の成立過程に関する学習者の認識

が狭められたことは否めない。今後，社会科の内容構成原理を踏まえた授業開発の推進に取り組んで

いきたい。 

 

注 

(1) 今野（2008）は，加藤（1991）の「考える日本史授業」に見られる主張が，講義式の授業を教師の教

え込み・注入として，生徒の主体的な学習を疎外させるようなイメージをつくりあげる危険性を孕んで

いることを指摘している。 

(2) 渡辺（2001）や小口（2002）のような一般の読者も対象とする概括的な歴史書籍は，吉田の説が定説

となっていることを指摘している。また，高島（2016）による専門的・計量的な社会経済史でも，吉田

の説を前提として研究が進められている。 

(3) 調査した平成 27年 3月・4月文部科学省検定済中学校社会科歴史的分野用教科書の出版社は，東京書

籍，帝国書院，教育出版，日本文教出版，清水書院，育鵬社，自由社，学び舎の 8社である。 

(4) 守中（1999）によれば，脱構築とは，さまざまな「構造」に働きかけ，「一つの『総体』がいかに『構

築』されているかを明らかにすること―それが『構築』という否定にも肯定にも属さない作業の意味す

るところ」とされる。 

(5) 髙木（2006）は，構成を構築と同じ意味で用いている。この場合も，立場を変えることで促される解

釈の形成過程について，構築・再構築・脱構築という段階で示したものである。 

(6) ジャック・デリダ（2013）は，プラトンの『パイドロス』の読みにおいて，「エクリチュールは治療薬

の価値をもつのと同じくらい，毒としての価値ももつのだ。（中略）実際，薬がもっぱら治療目的に使わ

れる場合にせよ，また薬が良い意図で用いられ，それ自体効果的であるにせよ，プラトンはパルマコン

全般に嫌疑をかけているということを知らなければならない。副作用のない治療薬はない．パルマコン

は単純に有益ではありえない。」と述べ，二項対立では解消し得ない決定不可性を指摘している。 

(7) 資料の作成にあたり，香川大学教育学部守田逸人氏（日本史学）より学界の動向や荘園の事例等に関す

るご教示をいただいた。このように，新しい知見を必要とする教材開発には，教科専門（教科内容）と

教科教育の各担当者の連携が不可欠である。 

(8) 香川県の社会科教育界は，小学校・中学校ともに研究組織が充実しており，日頃から熱心に研修に取り

組む教師が多く，授業実践力や教材開発力の力量が高い。本研究におけるアンケートの結果は，それで

もなお，学校現場では歴史学界の研究動向の把握が難しいことを示しているといえよう。 
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A Study on the Class Development of the “Konden Einen Shizai Hou” 
Based on the History Interpretation： 

Creation of the Learning Process that Incorporated Deconstruction 

 

Masayuki Suzuki（Kagawa University） 

Abstract : A purpose of this report is to grasp the recognition situation of the social studies teachers of 

the junior high school and university students, about the historic evaluation of “Konden Einen Shizai  

Hou”. In addition, to clarify it about the effectiveness and the problem of the class development that 

incorporated deconstruction, based on the history interpretation. From the survey, we knew that most 

of the social studies teachers of the junior high school instructed it according to the history recognition 

by the theory of the breaking “Ritsuryou Kokka” built inside of themselves. It was confirmed that the 

trend of the historical society did not reflect in the history recognition of university students. As a 

result of having practiced interpretation type class, students noticed non-possibility of the decision of 

the history interpretation. In performing the history learning of the interpretation type, we have 

expectation that School Subject Content Studies contribute to development of the history 

education, by offering information necessary for teaching materials development. The 

accumulation of experience of the deconstruction may bring deep learning in not only the history 

learning but also other subjects including social studies. 

Key words : the law “konden einen shizai hou“，history interpretation，deconstruction, class 

development，history education 


