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1．はじめに
現在、われわれが享受している豊かで安全な生活は、脆
弱な国土と厳しい自然環境の中で、われわれのご先祖様が

■ 高等学校の地理歴史科では、世界史を必修（地理と
日本史はいずれかを選択）とする学習指導要領の影響
や大学入学試験の受験科目の影響等から、地理履修者
が全生徒の半数以下に低迷している。

農業基盤や交通基盤を整備し、川を治め、水資源を開発す

一方で、
2006（平成 18）
年 12 月、
第 1 次安倍内閣において、

るなど、絶え間なく国土に働きかけることによって、国土

約 60 年ぶりに教育基本法が改正され、教育の目標として、

から恵みを返してもらってきた歴史の賜物である。
従って、

「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、そ

現代に生きるわれわれの世代も、世界の国々と競争しなが

の発展に寄与する態度を養うこと」
「伝統と文化を尊重し、
、

ら、国土に対して働きかけを続け、将来世代に対して、よ

我が国と郷土を愛する態度を養うこと」などの規定が新た

り良い社会基盤を引き継いでいかなければならない。

に設けられた。また、これを受けて、学校教育法を始めと

私は、このような「国土学」の考え方が学校教育におい

する教育 3 法が改正され、2008
（ 平成 20）年 3 月には小中

てどのように取り上げられているかを検証するため、小・

学校の学習指導要領が、2009（ 平成 21）年 3 月には高等学

中・高等学校における社会科（地理歴史科）の学習指導要

校の学習指導要領が改訂された。そして、この新しい学習

領の変遷に着目し、戦後から現在に至る間の学習指導要領

指導要領のもと、小・中・高等学校で用いられる教科書の

を比較するとともに、検定を通過した代表的教科書を精査

検定が順次実施され、2011（ 平成 23）年 4 月からは小学校

することによって、教科書の記述内容の変遷を整理してき

で、2012（平成 24）
年 4 月からは中学校で、そして 2013（平

た（JICE レポート第 16 号・17 号参照）。こうした研究に

成 25）年 4 月からは高等学校で、新しい検定教科書を用い

よって得られた成果の中から、特徴的事項を列記すると以

た授業が全面実施されている。

下の通りである。

本稿は、これまでの研究成果を踏まえるとともに、生徒

■ 1970
（昭和 45）
年検定の小学 4 年生社会科教科書では、

の発達段階と科目履修状況等を勘案し、新しい中学社会科

「開発のむかしといま」という単元で 46 頁、「交通の

（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）教科書を取り上げ、

発達」という単元で 46 頁の紙面が割かれている。こ

出版されているすべての検定教科書を「国土教育」の観点

れに対し、2004
（平成 16）年検定教科書では、
「大河原

から比較・分析するものである。

用水（八ヶ岳山麓）の開発」に 14 頁が割かれている
に過ぎない。
■ いずれの時代の中学地理教科書においても、わが国

なお、本稿のアウトラインは、『土木広報アクションプ
ラン中間報告書』
（平成 25 年 3 月 6 日、土木学会土木広報
アクションプラン小委員会（委員長：大石久和（財）国土

の国土・自然条件（火山や地震が多い、平野が狭い、

技術研究センター理事長））等において一部紹介されてい

川が急で短い、台風が来る等）については学習可能で

るが、報告文としては未発表であるため、今回、寄稿文と

あるが、2005
（ 平成 17）年検定の中学地理教科書の頁

してとりまとめ・公表させていただくものである。

数（本文 215 頁）は、1971（ 昭和 46）年検定教科書の
頁数（本文 323 頁）の 2/3 でしかない。
■ 中学歴史教科書は、国土形成の歴史や社会資本の役
割や効果、社会資本整備に携わってきた人々の苦労な
ど「国土教育」に関係する記述が限定的である。

2．学習指導要領の改訂とその影響
2. 1 学習指導要領と検定教科書の位置づけ
学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受けても、一
定の水準の教育を受けられるようにするため、各学校で教
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育課程（カリキュラム）を編成する際の基準として文部科

■ 中学「公民的分野」については、現代社会の理解を

学省が定めるもので（ほぼ 10 年毎に改訂）
、小学校、中学

一層深めさせるとともに、よりよい社会の形成に参画

校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まか

する資質や能力を育成するため、文化の役割を理解さ

な教育内容を定めている。また、これとは別に、学校教育

せる学習、ルールや通貨の役割などを通して、政治、

法施行規則で、小・中学校の教科毎の年間の標準授業時数

経済についての見方や考え方の基礎を一層養う学習、

等が定められている。

納税者としての自覚を養うとともに、持続可能な社会

また、わが国では、学校教育法により、小・中・高等学

という視点から環境問題や少子高齢社会における社会

校等の教科書について教科書検定制度が採用されており、

保障と財政の問題などについて考えさせる学習を重視

民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教

して内容を構成する。

科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教

2. 3 年間の標準授業時数の増加

科書として使用することとなっている（教科書検定は概ね
4 年毎に行われる）。
各学校では、学習指導要領や年間の標準授業時数等を踏

学習指導要領の内容の変更（拡充）に呼応するかたちで、
学校教育法施行規則で定められている小中学校の教科毎の
年間の標準授業時数にも変更があった。具体的に中学校の

まえ、また、教科書採択地区（公立小中学校の教科書採択

年間の標準授業時数をみると、
国語（350 時間→ 385 時間）
、

地区は全国で 585 地区）毎に採択される検定教科書を用い

社会（295 時間→ 350 時間）、数学（315 時間→ 385 時間）、

て、地域や学校の実態に応じて、カリキュラムを編成し、

理科（290 時間→ 385 時間）、
外国語（315 時間→ 420 時間）

授業を実施している。

と、必須科目のいずれもが 1 〜 3 割の授業時数増となって

2. 2 学習指導要領の改訂内容

いる。

本稿のターゲットである中学社会科（地理的分野・歴史

社会科については、
世界地誌・日本地誌に関する学習（地

的分野・公民的分野）の学習指導要領の改訂内容は、以下

理的分野）、近現代を中心とした歴史に関する学習（歴史

の通りである。

的分野）、法に関する学習（公民的分野）や宗教などにつ

■ 中学「地理的分野」については、世界の地理的認識

いての指導の充実のため、第 3 学年において年間 85 単位

を深めるため、世界各地の人々の生活と環境とのかか

時間（週 2.4 コマ相当）から 140 単位時間（週 4 コマ相当）

わりや世界の諸地域の多様性について学ぶ項目を設け

に授業時数が増えたものであり、中学校学習指導要領（社

るとともに、わが国の国土に対する認識を一層深める

会）では、「各分野の履修については、第 1、第 2 学年を

ため、日本の諸地域における特色ある事象を他の事象

通じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習させること

と有機的に関連付けて地域的特色をとらえることがで

を原則とし、第 3 学年において歴史的分野及び公民的分野

きるよう内容の改善を図る。また、内容の全体を通し

を学習させること。各分野に配当する授業時数は、地理的

て、地図の読図や作図などの地理的技能を身に付けさ

分野 120 単位時間、歴史的分野 130 単位時間、公民的分野

せることを一層重視するとともに、身近な地域の調査

100 単位時間とすること。これらの点に留意し、各学校で

の学習において、諸課題を解決し地域の発展に貢献し

創意工夫して適切な指導計画を作成すること。」と規定さ

ようとする態度を養うことができるようにする。

れている。

■ 中学「歴史的分野」については、わが国の歴史の大

ちなみに、私が中学生だった頃の年間標準授業時数は、

きな流れを理解させ、歴史について考察する力や説明

国語 525 時間、社会 455 時間、数学 420 時間、理科 420 時

する力を育てるため、各時代の特色や時代の転換にか

間、外国語 315 時間であり、その頃に比べれば、国語と社

かわる基本的な内容の定着を図り、課題追究的な学習

会の授業時数はまだまだ少ない。

を重視して改善を図る。その際、現代社会についての
理解が深まるよう、近現代の学習を一層重視する。ま
た、例えば身近な地域の歴史学習などの中で、様々な
伝統や文化について学習させるとともに、我が国の歴
史の背景にある世界の歴史の扱いを充実させる。
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の比較を行うとともに、2011（ 平成 23）年 3 月に文部科学
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省の検定を通過した 4 社の教科書（東京書籍、教育出版、
帝国書院、日本文教出版）を対象として、新旧教科書の目
次・頁数の比較を行った（表 1）
。
結果、
「世界の諸地域」では、旧教科書のように「幾つ
かの国」（アメリカ合衆国＋中国＋欧州 1 国の計 3 ヶ国）
を事例として取り上げるのではなく、新しい教科書はいず
れも、世界を 6 つの州（アジア、ヨーロッパ、アフリカ、
北アメリカ、南アメリカ、オセアニア）に区分し、それぞ
れの地域的特色を理解させる目次構成になっていることが
確認できた。
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図 1

中学校の年間標準授業時数の変化（必須 5 科目）

2. 4 教科書ページ数の増加
学習指導要領の改訂と標準授業時数の増加に伴い、小中

また、「日本の諸地域」についても、旧教科書のように
「幾つかの都道府県」
（3 つの都道府県）を事例として取り
上げるのではなく、新しい教科書はいずれも、日本全国を
7 つの地域（地方ブロック）に区分し、
次の 7 つの中核テー
マ（考察の仕方）と組み合わせながら、それぞれの地域の
地域的特色をとらえさせる目次構成になっていることが確
認できた。
（ア）自然環境を中核とした考察
（イ）歴史的背景を中核とした考察
（ウ）産業を中核とした考察
（エ）環境問題や環境保全を中核とした考察
（オ）人口や都市・村落を中核とした考察

学校の教科毎・各分野毎の検定教科書のページ数も増加し

（カ）生活・文化を中核とした考察

ている。中学社会科について見ると、新しい教科書の平均

（キ）他地域との結びつきを中核とした考察

ページ数は、地理教科書が 271 ページ（旧教科書の平均

この「中核方式」と呼ばれる学習方法は、対象とする地

ページ数と比べると約 23％増加）、歴史教科書が 264 ペー

域の諸現象のうち最も重要なものに着目して、それを中核

ジ（同、約 17％増加）、公民教科書が 233 ページ（同、約

として記述を進めていく動態地誌的学習方法であり、新学

15％増加）となっている。

習指導要領の目玉とされている。各地域と中核的事項の組

3．中学地理教科書の分析
3. 1 世界地誌・日本地誌学習の拡充と教科書目次の変化

み合わせについては、東京書籍、教育出版、日本文教出版
の 3 社は同一で、九州地方（環境問題や環境保全）
、中国・
四国地方（人口や都市・村落）、近畿地方（歴史的背景）
、

前述の通り、中学「地理的分野」における学習指導要領

中部地方（産業）
、関東地方（他地域との結びつき）
、東北

改訂のポイントは、
「世界の諸地域」と「日本の諸地域」

地方（生活・文化）
、北海道地方（自然環境）としており、

という学習単元の充実、地図の読図・作図など地理的技能

これに対し帝国書院は、九州地方（自然環境）、中国・四

の重視、身近な地域の調査の学習における諸課題を解決し

国地方（他地域との結びつき）、近畿地方（環境問題や環

地域の発展に貢献しようとする態度の涵養である。

境保全）
、中部地方（産業）
、関東地方（人口や都市・村落）
、

この学習指導要領の改訂が検定教科書にどのような影響

東北地方（生活・文化）、北海道地方（歴史的背景）とし

を与えたのか、具体的な学習項目・内容がどのように変化

ている。が、いずれの教科書も、各地域の地域的特色が多

したのかを確認するため、特に「世界の諸地域」と「日本

様であることを前提として、中核テーマのみの説明にとど

の諸地域」にフォーカスをあて、改訂前後の学習指導要領

まることなく、幅広い視点から各地域の地域的特色を説明
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表 1

新旧学習指導要領と検定教科書目次 ( 世界の諸地域、日本の諸地域 )
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寄
する努力を行っている。

稿

区分し、それぞれの州毎に地域的特色を学習することと

また、こうした世界地誌・日本地誌の学習内容の増加に

なっている。結果、すべての教科書において世界地誌を学

伴い、
「世界の諸地域」と「日本の諸地域」の頁数は各社

ぶ量（学習対象となる国・地域の数と全体頁数）は飛躍的

とも 2 〜 3 倍に増加しており、これが新しい中学地理教科

に増加し、中学における世界地誌教育は復活したと言える

書の頁数の大幅増につながっている。

が、それぞれの国・地域毎にみると、自然、産業、生活・

なお、新しい中学地理教科書の採択冊数（占有率）は、

文化、歴史的背景等を概観するだけで学習単元が終了して

東京書籍が 1,174,695 冊（47.9％）
、教育出版が 346,821 冊

しまうという点において従前の教科書と大きく変わること

（14.1％）、帝国書院が 777,630 冊（31.7％）
、日本文教出版

はなく、国土への働きかけの歴史やインフラ整備による産

が 154,148 冊（6.3％）となっている（図 3）
。

業・生活への影響といった記述が充実された箇所は極めて
少ない。
一方、「国土教育」面での学習効果が期待できる（可能
性のある）単元として、新たに設けられた中項目「世界各
地の人々の生活と環境」をあげることができる。当該学習
単元は、世界各地の人々の生活の様子を、衣食住や宗教と
のかかわりを中心に、自然及び社会的条件と関連付けて考
察させ、世界の人々の生活や環境の多様性を理解させるこ
とを主なねらいとしている。
具体的な教科書記述をみると、
暑い地域と寒い地域、山岳地域と島嶼地域など、特色のあ
る自然環境とそれに関係する衣食住を事例として取り上
げ、写真や映像資料などを用いて人々の生活の工夫や、伝

図 2

新しい中学地理教科書

統的生活と現代の変化が説明されている。
「世界の各地域の人々の生活はそれぞれの地域の地理的・
社会的諸条件のもとに成り立っている」ということを、先
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6.3%

人達の国土への働きかけの歴史やインフラ整備の現状と関
連付けて学習するプログラムとすることができれば、
また、
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47.9%
ᩍ⫱ฟ∧
14.1%

日本で生活する自ら（中学生）の環境との違いに想いを馳
せられる（比較して気付くことのできる）教育プログラム
とすることができれば、当該単元は、「国土教育」の大き
な学習教材になるのではないかと期待される。

※ 2012 年度中学地理教科書総採択冊数に占める各出版社の占有率

図3

新しい中学地理教科書の出版社別占有率

3. 3 大項目「日本の様々な地域」における学習内容
（1）
「日本の様々な地域」の構成
大項目「日本の様々な地域」は、
「日本の地域構成」「世

3. 2 大項目「世界の様々な地域」における学習内容
新しい中学地理教科書の学習内容は、「世界の様々な地

界と比べた日本の地域的特色」
「日本の諸地域」
「身近な地
域の調査」の 4 つの中項目から構成されている。

域」と「日本の様々な地域」の 2 つの大項目で構成されて

このうち、「世界と比べた日本の地域的特色」は、世界

おり、大項目「世界の様々な地域」
は、
「世界の地域構成」
「世

的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り

界各地の人々の生活と環境」
「世界の諸地域」
「世界の様々

上げ、わが国の国土の特色を様々な面から理解させること

な地域の調査」の 4 つの中項目から構成されている。

を主なねらいとした学習単元であり、従前の教科書と同様

前述の通り、大項目「世界の様々な地域」の中心的単元
「世界の諸地域」では、世界を 6 つの州（アジア、ヨーロッ
パ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア）に

に、自然環境、人口、資源・エネルギーと産業、地域間の
結び付き、という 4 つの観点から構成されている。
また、
「日本の諸地域」については、前述の通り、すべ
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ての教科書が日本全国を 7 つの地域（地方ブロック）に区
分し、それぞれの地域の地理的特色を記述している。
以下では、
「国土教育」に関連の深い「自然環境（世界

■ 世界的視野からみると、日本の多くの地域は温帯に
属し、梅雨や台風、冬の雪などの影響もあって、年間
の降水量は多い。

と比べた日本の地域的特色）」
、
「地域の結びつき（世界と

■ 日本国内でみると、南と北、太平洋側と日本海側、

比べた日本の地域的特色）
」
及び 7 つの地域
（地方ブロック）

内陸部と臨海部とで、気温、降水量とその月別の変化

地誌を取り上げ、国土への働きかけの歴史やインフラ整備

などに違いがみられる（冬：日本海側の雪⇔太平洋側

による産業・生活への影響といった面にフォーカスをあ

の晴天）。なお、東京書籍では、
「瀬戸内地方などの雨

て、それぞれの教科書の記述内容を比較・分析した
（表 2）。

が少ない地域では、稲作などに使う水を確保するため

（2）
自然環境
いずれの教科書も本文 8 〜 12 頁を割いて、世界的視野
からみた日本の地形・気候の特色や自然災害と防災への努
力等を取り上げている。この単元で整理されている「日本
の国土・自然環境の特色」は概ね以下の通りである。
■ 世界には大地の不安定な地域と安定した地域がある

に、古くからため池がつくられてきました。」と、農
業基盤整備（国土への働きかけ）の歴史が補足説明さ
れている。
（⇒教育出版にも同種の記述有り）
■ 日本には、地震、洪水、津波、高潮、土石流、火砕流、
冷害、干害、なだれなどの多様な自然災害の発生しや
すい地域が多く、各種の防災対策（河川堤防、ダム、

が、日本は環太平洋造山帯に属し、地震や火山の多い

地下調節地、海岸堤防等の整備、避難場所や避難路の

不安定な大地上に位置している。

設置、災害の危険地域の指定、気象予報の高度化、地

■ 日本の地形は、中央を走る脊梁山脈によって日本海

震・津波警報システムの整備、ハザードマップの作成

側と太平洋側に分断されており、規模の小さな堆積平

など）を進めてきた。（⇒例示されている災害の種類

野が臨海部に点在している。また、
日本の川の多くは、

や防災対策のメニューは、教科書によって異なる）

短くて急流である（各社とも、日本と世界の河川の延
長・勾配に関する比較図を用いて説明している）
。

（3）地域の結びつき
いずれの教科書も本文 4 頁を割いて、世界的視野からみ

■ なお、日本の河川の特徴を「短くて急流である」と

た交通・通信網の発達と国際物流の特色（前半 2 頁）
、及

説明した後、東京書籍では「日本では一年をとおして

び日本国内の交通・通信網の整備と地域の結びつき（後半

雨が降りますが、その降り方が季節によって異なりま

2 頁）について説明している。

す。そのため、川の水量の変化が大きく、ふだんは河

後半 2 頁についてみると、すべての教科書が「新幹線、

原が広いところでも、大雨が降ると川はいっぱいに水

高速道路、航路・航空路網、情報通信ネットワークなどの

が流れます。このため、川の上流部にダムをつくり、

整備が進み、国内各地の時間的な距離が短縮され、それに

川の水量を調節したり、水資源の確保や電力の開発を

伴って各地域間の結び付きが変化してきたが、一方で、地

行ったりしています。」
、教育出版では「川は農業や工

方都市間では時間的な距離が短縮されていないところもあ

業、生活のために重要な水資源ですが、急流であるた

る」といった内容を取り上げているが、細部の記述には教

めに雨水が短時間で海まで流れます。このため、ダム

科書毎に違いがみられる。

や堰を造って、水をためる工夫がなされています。ダ

例えば、東京書籍は、
［図］日本の高速交通網の変化（国

ムには洪水を防ぐ役割もありますが、下流まで土砂が

土交通省資料ほか）
、
［図］北海道の交通網の変化（国土交

流れず海岸が浸食されたり、生態系に悪い影響を与え

通省資料ほか）など、時間軸を意識した図表を用いて交通

るという問題も起きています」と、ダムの役割やダム

インフラの整備状況・整備効果を説明するとともに、「人

整備による効果・影響が記述されている。

の移動では、大都市圏の通勤や通学のように、近距離の場

■ 日本の国土は海に囲まれ多くの島々から構成されて

合は電車やバス、自動車が利用されています。中距離
（300

おり、海岸線では砂浜海岸や岩石海岸などから構成さ

〜 500km）になると新幹線が、さらにそれよりも長距離

れる多様な景観がみられる。また、近海は海底に大陸

になると航空機の利用が増えてきます。しかし、利用者が

棚が広がり、寒暖の海流が出会う世界的な漁場となっ

少ない地方では、鉄道やバス路線が廃止になる場合もあり

ている。

ます。こうした地方では、交通手段を維持するために、市
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表 2

稿

日本地誌における「国土への働きかけ」記述（１）
ᩍ⫱ฟ∧
䛆⎔ቃၥ㢟䜔⎔ቃಖ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᕞ༡㒊䜔す༡ㅖᓥ䛿ྎ㢼䛾く᮶䜒ከ䛟䚸
䛝䛺⿕ᐖ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛒䜛䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅
䕿Ἀ⦖┴䠖ほග⏘ᴗ䛾Ⓨᒎ䛻䛸䜒䛺䛖つᶍ㛤
Ⓨ䠄ᆺ䝩䝔䝹䜔䝂䝹䝣ሙ䚸㐨㊰䜔 ‴䛺䛹䠅䛸
㉥ᅵ䛾ᾏ䜈䛾ὶฟ䞉䛥䜣䛤♋◚ቯ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿㞼ᓅ㻔ᖹᡂ᪂ᒣ㻕䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ⅆᒣ⅏ᐖ䛾
≧ἣ䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿䝅䝷䝇ྎᆅ䛾⏕ά䠄ᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䜔䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥సᡂ䜢䛩䛩䜑䜛㮵ඣᓥ┴䜔㮵
ඣᓥᕷ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻢⾜䠅
䕿䝅䝷䝇ྎᆅ䛾㛤ቧ䜔䝎䝮ᘓタ䛻䛸䜒䛺䛔䚸䛛
䜣䛜䛔䛥䜜䛯⏿ᆅ䛷䛿᰿䜔䜻䝱䝧䝒䚸Ⲕ䛾᱂
ᇵ䛜┒䜣䛻䛺䛳䛯䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿ᕞᆅ᪉䛾䛺ᕤᴗ䛾ศᕸ䊹㻵㻯ᕤሙ䜔⮬ື
㌴ᕤሙ䛜㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛺䛹㏻䛾౽䛾䜘䛔ᆅ
ᇦ䛻㐍ฟ䠄ᅗ䠅

ᖇᅜ᭩㝔
䛆⮬↛⎔ቃ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᱵ㞵䜔ྎ㢼䛺䛹䛾㞟୰㞵䛻䜘䛳䛶ὥỈ䜔ᅵ
◁䛟䛪䜜䛺䛹䛾⮬↛⅏ᐖ䛜ከ䛔ᕞᆅ᪉䠄ᮏᩥ㻟
⾜䠅
䕿ᱜᓥⅆᒣ㜵⅏䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅䛸ᓥཎ
䛾ⅆᒣ⅏ᐖ䠄䝁䝷䝮䠅
䕿⥺㛤㏻䛧䛯ᕞ᪂ᖿ⥺䛺䛹ᕞᆅ᪉䛾㕲
㐨䛾ᣐⅬ䞉༤ከ㥐䚸ᅜෆཬ䜃䜰䝆䜰䜈䛾✵䛾❆
ཱྀ䞉⚟ᒸ✵ 䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿㍺㏦䛻౽䛺㧗㏿㐨㊰䜔✵ ㏆䛟䛻❧ᆅ䛩䜛
䠥䠟ᕤሙ䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅
䕿䝅䝷䝇ྎᆅ䛾㛤Ⓨ䠄㮵ඣᓥ┴➟㔝ཎ䠖䝎䝮䜔
㎰ᴗ⏝Ỉ䛾ᩚഛ䊻⏿స䛾ከᵝ䠅䠄ᮏᩥ㻥⾜䠅
䕿Ἀ⦖䠖䛝䛺ᕝ䛜䛺䛟䚸Ỉ㊊䛜㉳䛣䜚䜔䛩䛔
䊻ᆅୗ䝎䝮䛾ᩚഛ䛸䛛䜣䛜䛔⏝Ỉ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛛䜙㜵⅏䜢⪃䛘䜘䛖䠄䝔䞊䝬Ꮫ
⩦䠅

᪥ᮏᩥᩍฟ∧
䛆⎔ቃၥ㢟䜔⎔ቃಖ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ⅆᒣ⅏ᐖ䚸つᶍ䛺㢼Ỉᐖ䛾ከ䛔ᕞᆅ᪉
䠄ᮏᩥ㻤⾜䠅
䕿ㅋ᪩‴䛾ᖸᣅ䛸᭷᫂ᾏ䠄䝁䝷䝮䠅
䕿ᕞ᪂ᖿ⥺䛾⥺㛤㏻䛻䜘䜛⚟ᒸ࿘㎶ᆅᇦ
䜈䛾୍ᴟ㞟୰䛾ྍ⬟ᛶ䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅
䕿Ἀ⦖┴༡㒊䠖ேཱྀ䛜ከ䛔䜟䜚䛻Ỉ㈨※䛻䛸䜌
䛧䛟䚸Ỉ㊊䛻䛚䛱䛔䜛䛣䛸䛜䛒䜛䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅

䛆ேཱྀ䜔㒔ᕷ䞉ᮧⴠ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᖺ㛫䜢㏻䛨䛶㝆Ỉ㔞䛜ᑡ䛺䛔℩ᡞෆᆅ᪉䛷
䛿䚸䛯䜑ụ䛻䜘䛳䛶㎰ᴗ⏝Ỉ䜢☜ಖ䛧䛶䛝䛯䠄ᮏ
ᩥ㻟⾜䠅䛸ㆭᒱᖹ㔝䛾䛯䜑ụ䠄┿䠅
䕿㒔ᕷ䛾㐣ᐦၥ㢟䠄ఫᏯ㊊䜔㏻䛺䛹䠅
䛸㒔ᕷ㛤Ⓨ䠄ᗈᓥᕷ䚸ᮾᗈᓥᕷ䚸ᒸᒣᕷ䚸ᯇᒣ
ᕷ䚸ᚨᓥᕷ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻞⾜䠅
䕿㐣ၥ㢟䛸ᆅᇦάᛶ䠄ᚨᓥ┴ୖ⏫䛾䛂䛴
䜎䜒䛾䛃䝡䝆䝛䝇䚸㧗▱┴ᶔཎ⏫䛾Ჴ⏣䜸䞊䝘䞊
ไᗘ➼䠅䠄ᮏᩥ㻞㻥⾜䛸┿ㄝ᫂䠅
䕿ᮏᕞᅄᅜ㐃⤡ᶫ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛㧗㏿㐨㊰䛾ᩚഛ
ຠᯝ䠄㏻䞉㏻Ꮫ䚸㈙䛔≀䚸ほග䛺䛹䠅䠄ᮏᩥ㻞㻟
୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅ᪉ ⾜䠅

䛆ேཱྀ䜔㒔ᕷ䞉ᮧⴠ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿୍ᖺ䜢㏻䛨䛶㝆Ỉ㔞䛜ᑡ䛺䛟Ỉ㊊䛻ᝎ䜎䛥
䜜䜛℩ᡞෆ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅䛸ㆭᒱᖹ㔝䛾䛯䜑ụ䠄
┿䠅
䕿୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅ᪉䛾୰ᚰ䛂ᗈᓥ䛃䛾Ⓨ㐩䛾Ṕྐ
䠄ኴ⏣ᕝ䛾୕ゅᕞ䜢ᖸᣅ䛧䛶⠏ᇛ䛥䜜䛯ᗈᓥᇛ
䊻᫂௦䛾ἢᓊ㒊䛾ᇙ❧䛶䞉 䛾ᩚഛ䊻㕲㐨
⤊╔㥐䛸䛧䛶䛾㌷㒔ᗈᓥ䊻䛂ᖹ㏻䛃䛻௦⾲䛥
䜜䜛ᡓᚋ⯆䊻ᕷ⾤ᆅ䛾ᣑ䛸䝂䝭ฎ⌮䚸Ỉ䛾
☜ಖ䚸䛾ၥ㢟䠅䠄ᮏᩥ㻟㻢⾜䠅
䕿㐣ၥ㢟䠄㊰⥺䝞䝇䛾ᗫṆ䞉๐ῶ䚸⪔సᨺᲠ
ᆅ䛾ᣑ➼䠅䛸ᆅᇦάᛶ䠄㧗▱┴㤿㊰ᮧ䛾䜖
䛪᱂ᇵ䚸ᚨᓥ┴ୖ⏫䛾䛂䛴䜎䜒䛾䛃䝡䝆䝛䝇➼䠅
䠄ᮏᩥ㻞㻢䠇㻠㻞⾜䠅
䕿୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅ᪉䛾㏻⥙䛾Ⓨ㐩䛾Ṕྐ䠄ᮾす
᪉ྥ䛛䜙༡᪉ྥ䜈䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿ᮏᕞᅄᅜ㐃⤡ᶫ䛾㛤㏻䛸⏕ά⎔ቃ䛾ኚ䠄㏻
䞉㏻Ꮫ䜔㈙䛔≀㏻䛾ቑຍ䚸ᚨᓥ㻙㜰㛫䛾
㧗㏿䝞䝇䛾⏝౽ᛶྥୖ䚸ᆅඖၟᗑ⾤䛾ୖ
ῶᑡ䚸䝣䜵䝸䞊㐠⾜䜈䛾ᙳ㡪䞉⯟㊰ᗫṆ䠅䠄ᮏᩥ
㻝㻠⾜䠅
䕿㏻ᡭẁ䛾ከᵝ䠄⮬ື㌴䚸㕲㐨䚸᪂ᖿ⥺䚸
⯟✵ᶵ䚸㧗㏿䝞䝇➼䠅䛸ᆅ᪉✵ 䛾ㄢ㢟䠄䠖▼
ぢ✵ 䠅䠄ᮏᩥ㻝㻠⾜䠅
䕿Ⲩᗫ䛾㐍䜐᪥ᮏ䛾ᒣᮧ䠄䝔䞊䝬Ꮫ⩦䠅

䛆ᆅᇦ䛸䛾⤖䜃䛴䛝䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿᪥ᮏ䛾䛺䛛䛷䜒㝆Ỉ㔞䛾ᑡ䛺䛔℩ᡞෆᆅᇦ䛷
䛿䚸䛯䜑ụ䜢⏝䛧䛶㎰ᴗ䛜⾜䜟䜜䛶䛝䛯䠄ᮏᩥ
㻟⾜䠅䛸ㆭᒱᖹ㔝䛾䛯䜑ụ䠄┿䠅
䕿୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅ᪉䛾㏻⥙䛾Ⓨ㐩䛾Ṕྐ䠄ᾏୖ
㏻䛛䜙㝣ୖ㏻䜈䠅䠄ᮏᩥ㻝㻝⾜䠅
䕿ᮏᕞᅄᅜ㐃⤡ᶫ䛾㛤㏻䛸⏕ά⎔ቃ䛾ኚ䠄⛣
ື㛫䛾▷⦰䚸㏻䞉㏻Ꮫ⪅ᩘ䛾ቑຍ䚸ᩆᛴ་
⒪ᅪ䛾ᣑ䚸ᆅඖၟᗑ⾤䛾ୖῶᑡ䚸䝣䜵䝸䞊
⏝⪅䛾ῶᑡ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻡⾜䠅
䕿ᗈᓥᕷᙧᡂ䛾Ṕྐ䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰⥙䛾ᩚഛ䛸ᕤሙ❧ᆅ䞉ᑵປᶵ䛾
ฟ䠄㐣ᑐ⟇䠅䠄ᮏᩥ㻝㻠⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰⥙䛾ᩚഛ䛸᱂ᇵ㔝⳯䛾ከᵝ䠄ᮏᩥ
㻝㻞⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰⥙䛾ᩚഛ䛸ほගᐈ䛾ቑຍ䠄ᮏᩥ㻥⾜䠅
䕿㐣ၥ㢟䠄㐨㊰ᩚഛ䛾㐜䜜䚸㕲㐨䞉䝞䝇䛾㝈
ᐃ➼䠅䛸ᆅᇦάᛶ䠄ᚨᓥ┴ୖ⏫䛾䛂䛴䜎䜒
䛾䛃䝡䝆䝛䝇➼䠅䠄䝔䞊䝬Ꮫ⩦䠅

䛆ேཱྀ䜔㒔ᕷ䞉ᮧⴠ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿㒔ᕷ䛾ศᕸ䛸㏻⥙䛾㛵ಀ䠄ᒣ㝧㐨䜔ᅜ㐨㻞
ྕୖ䛻ศᕸ䛩䜛せ㒔ᕷ䚸ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䞉ᗈᓥ
ᕷ䛸ᒸᒣᕷ䛾㦵᱁䜢ᙧᡂ䛩䜛㕲㐨⥙䞉㐨㊰⥙䛺
䛹䠅䠄ᮏᩥ㻝㻤⾜䠅
䕿㐣ၥ㢟䛸㐣ᆅᇦ䛾䛟䜙䛧䜢Ᏺ䜛ດຊ䠄ᅜ䛛
䜙䛾ᨭ䜢ཷ䛡䛯㐨㊰ᩚഛ䚸➨୕䝉䜽䝍䞊᪉ᘧ
➼䛻䜘䜛㕲㐨㊰⥺䛾Ꮡ⥆䚸ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛䝁䝭䝳䝙
䝔䜱䝞䝇䛸䛧䛶䛾䝞䝇㊰⥺⥔ᣢ➼䠅䠄ᮏᩥ㻞㻟⾜䠅
䕿䛂ᶔཎ䛾Ჴ⏣䛃䜢Ᏺ䜛ྲྀ䜚⤌䜏䠄䝁䝷䝮䠅
䕿୍ᖺ୰㞵䛜ᑡ䛺䛟 ᬮ䛺℩ᡞෆᾏἢᓊ䠄ᮏᩥ
㻞⾜䠅䛸ㆭᒱᖹ㔝䛾䛯䜑ụ䠄┿䠅
䕿୰ᅜᆅ᪉䛾㧗㏿㏻⥙ᩚഛ䛸䛭䛾ᙳ㡪䠄㐣
ᆅᇦάᛶ䛾䛯䜑ඃඛᩚഛ䛥䜜䛯୰ᅜ⮬ື㌴
㐨䛺䛹䠅䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿ᮏᕞᅄᅜ㐃⤡ᶫ䛾㛤㏻䛸⏕ά⎔ቃ䛾ኚ䠄㏻
䞉㏻Ꮫ⪅ᩘ䛾ቑຍ䚸ᅄᅜᆅ᪉䛾㎰⏘≀䞉Ỉ⏘
≀䛾㛵す㒔ᕷᅪ䜈䛾ฟⲴቑ䚸䝣䜵䝸䞊䛾ᗫ
Ṇ䚸ᆅඖၟᗑ⾤䛾⾶㏥䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿ᕧᆅ㟈䠄༡ᾏᆅ㟈䞉ᮾ༡ᾏᆅ㟈䞉ᮾᾏᆅ㟈䠅
䛻ഛ䛘䛶䠄䝁䝷䝮䠅

䛆Ṕྐⓗ⫼ᬒ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿⮬↛⅏ᐖ䜈䛾ഛ䛘䠄ሐ㜵䜔Ỉ㛛䚸┘ど䝅䝇䝔
䝮䛺䛹䛾㧗₻䞉ὥỈᑐ⟇䚸㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䜢㋃
䜎䛘䛯ఫᏯ䛾⪏㟈䚸ὠἼᑐ⟇➼䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜㻕
䕿ィ⏬ⓗ䛻ᘓタ䛥䜜䛯䛂ྂ㒔䛃ி㒔䞉ዉⰋ䠄ᖹᇛ
ி䞉ᖹᏳி䛾ᘓタ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻠⾜䠅
䕿ி㒔䛻䛚䛡䜛Ṕྐⓗᬒほ䜔⾤୪䜏䛾ಖ䠄ᮏ
ᩥ㻝㻡⾜䠅
䕿ᾷᕝ䞉⍇⍈†䞉℩ᡞෆᾏ䛾Ỉ㐠䛸ၟᴗ㒔ᕷ䞉
㜰䠄ᮏᩥ㻝㻞⾜䠅
䕿⚾㕲䛻䜘䜛ἢ⥺㛤Ⓨ䠄㑹እఫᏯᆅ㛤Ⓨ䚸䝍䞊䝭
䝘䝹㥐࿘㎶ၟᴗᆅ㛤Ⓨ䚸㑹እ⾜ᴦᆅ㛤Ⓨ䠅䛸㒔
ᕷ䛾ᣑ䠄ᮏᩥ㻝㻞⾜䠅
䕿⚄ᡞᕷ䛾㛤Ⓨ䠄ୣ㝠ᆅ䜢ษ䜚㛤䛔䛯䝙䝳䞊䝍䜴
䞁ᘓタ䛸ἢᓊ㒊ᇙ❧䛻䜘䜛䝫䞊䝖䜰䜲䝷䞁䝗ᩚഛ
䛻䜘䜛㒔ᕷᣑᙇ䚸ᆅୗ㕲䜔⚄ᡞ✵ 䛾ᩚഛ䠅䠄ᮏ
ᩥ㻝㻝⾜䠅
䕿༓㔛䞉Ἠ䝙䝳䞊䝍䜴䞁㛤Ⓨ䛾Ṕྐ䛸⌧ᅾ䠄㧗
㱋ᑐᛂ䚸ⱝ䛔ୡ௦ྥ䛡䛾ఫᏯᘓタ䜔Ꮚ⫱䛶
ᨭ䠅䠄ᮏᩥ㻥⾜䠅

䛆Ṕྐⓗ⫼ᬒ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ி㒔䛾⾤୪䜏䛸ᬒほಖ䠄ᖹᏳி䛾᮲ᆓไ䛾
⾤䜚䛜ᇶᮏ䊻ᗈ࿌䜔┳ᯈ䚸㧗ᒙ䛾㞟ྜఫᏯ䚸
⪏㟈䞉㜵ⅆ䝁䝇䝖䛺䛹䛾ㄢ㢟䊻Ṕྐⓗᬒほಖ
䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠅䠄ᮏᩥ㻟㻟⾜䠅
䕿㜰‴䝧䜲䜶䝸䜰ᆅ༊䛾㛤Ⓨ䛸㏻䜲䞁䝣䝷
䠄㛵すᅜ㝿✵ 䚸㜰⚄㧗㏿‴ᓊ⥺䠅䛾ᩚഛ䠄ᮏᩥ
㻢⾜䠅
䕿㕲㐨ἢ⥺䛾ఫᏯ㛤Ⓨ䠄ᅗ䛾ゎㄝ䠅
䕿ᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺㛤㏻䜔㛵すᅜ㝿✵ 㛤 䛻క
䛖㛵す⤒῭䜈䛾ᙳ㡪䠄ᮏᩥ㻟䠇㻣⾜䠅
䕿㛵すᩥᏛ⾡◊✲㒔ᕷ䛾㛤Ⓨ䠄䝁䝷䝮䠅
䕿䛂㏆␥䛾䜏䛪䛜䜑䛃⍇⍈†䛾≉ᚩ䞉ᙺ䚸࿘㎶
㛤Ⓨ䛸Ỉ㉁ᝏ䚸⎔ቃಖ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛭䛾ຠ
ᯝ䠄ᮏᩥ㻟㻡⾜䠅

䛆⎔ቃၥ㢟䜔⎔ቃಖ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿⍇⍈†䞉ᾷᕝỈ⣔䛾Ỉ※䛸䛧䛶䛾ᙺ䛸Ỉ㉁
ᨵၿ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠄ᮏᩥ㻝㻜䠇㻣⾜䠅
䕿ி㜰⚄㒔ᕷᅪ䛻䛚䛡䜛䝙䝳䞊䝍䜴䞁ᘓタ䚸
㏻䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䚸ᕷ⾤ᆅᣑ䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㜰ᕷ䛾㛤Ⓨ䛾Ṕྐ䠄⯚㐠䛸Ỉ㊰䞉ᶫ䛾Ⓨ
㐩䚸㑹እ䛾Ꮿᆅ䛸㕲㐨ᩚഛ䚸㒔ᚰ㛤Ⓨ䠅䠄ᮏ
ᩥ㻝㻝⾜䠅
䕿⚄ᡞᕷ䛾㛤Ⓨ䛾Ṕྐ䠄㈠᫆ 䛛䜙ᅜ㝿㒔ᕷ
䜈䚸ᒣ䜢䛡䛪䛳䛯䝙䝳䞊䝍䜴䞁㛤Ⓨ䛸ேᕤᓥᩚഛ
䛻䜘䜛㒔ᕷᣑᙇ䚸⍇⍈†䞉ᾷᕝỈ⣔䛛䜙䛾䝫䞁䝥
ᑟỈ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻞⾜䠅
䕿䛂ྂ㒔䛃ዉⰋ䞉ி㒔䛸⾤୪䜏䛾ኚ䠄ᮏᩥ㻝㻡⾜䠅
䕿Ṕྐⓗᬒほ䛾ಖ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䠄ዉⰋ┴
᷃ཎᕷ⏫䚸ி㒔ᕷ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻡⾜䠅
䕿᳃ᯘ䛾ᅜᅵಖ㠃䛷䛾ᙺ䠄㎰ᴗ䞉⏕ά⏝Ỉ
䛾Ᏻᐃ౪⤥䚸ὥỈ㜵ᚚ䛺䛹䠅䛸䛂ᴗ䛾᳃䛵䛟䜚
άື䛃䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅

䛆⏘ᴗ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿㯮㒊䝎䝮䠄ཱྀ⤮┿䠅
䕿᪥ᮏ䜰䝹䝥䝇䛾Ꮡᅾ䛜㏻䛾㞀ᐖ䛸䛺䜚䚸୕
䛴䛾ᆅᇦ䠄ᮾᾏ䚸㝣䚸୰ኸ㧗ᆅ䠅⊂⮬䛾ᩥ䜔
⏘ᴗ䜢⏕䜣䛰䠄ᮏᩥ㻤⾜䠅
䕿⃰ᑿᖹ㔝䛾㍯୰ᆅᖏ䠄┿ゎㄝ䠅
䕿㏻㊰䛾ἢ⥺䛻㐃䛺䜛㒔ᕷ䠄ᮾᾏᆅ᪉䛸㝣
ᆅ᪉䠖ᮾす᪉ྥ䛻㐃⥆ཪ䛿Ⅼᅾ䚹୰ኸ㧗ᆅ䠖䝖䞁
䝛䝹䛻䜘䛳䛶᥋⥆䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿ᮾᾏ㐨䞉୰ᒣ㐨䛺䛹䛾⾤㐨ἢ䛔䜔ᑠ䞉ᐩᒣ
䛺䛹䛾ᑠி㒔䛻ṧ䜛Ṕྐⓗ䛺⏫୪䜏䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿୰ኸ㧗ᆅ䠖㧗㏿㐨㊰ᩚഛ➼䛻䜘䜛ほග㎰ᴗ䚸
㧗ཎ㔝⳯㎰ᴗ䠄䝺䝍䝇䚸䜻䝱䝧䝒䠅䛾Ⓨᒎ䠄ᮏᩥ㻝㻢
⾜䠅
䕿∾䝜ཎྎᆅ䛾㛤ቧ䛸䛚Ⲕ᱂ᇵ䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿▱ከ༙ᓥ䞉⨾༙ᓥ䠖ឡ▱⏝Ỉ䜔㇏ᕝ⏝Ỉ䛾
ᩚഛ䛻䜘䜛Ỉ㊊䛾ゎᾘ䚸㎰ᴗ⯆䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿㉺ᚋᖹ㔝䠖Ἑᕝᨵಟ䛸Ỉ⏣㛤Ⓨ䠄┿ゎㄝ䠅
䕿ᮾᾏᆅ᪉䠖ྡྂᒇ 䜔୰㒊ᅜ㝿✵ 䛛䜙䛾ᕤ
ᴗ〇ရ䛾㍺ฟ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿㝣ᆅ᪉䠖᪂₲ᕷ䛾≀ὶᣐⅬ䛵䛟䜚䠄᪂₲ 䚸
᪂₲✵ 䚸᪂ᖿ⥺䚸㧗㏿㐨㊰䠅䚸ᮾᾏ㝣⮬ື
㌴㐨䛾⥺㛤㏻䛻䜘䜛ྡྂᒇ㒔ᕷᅪ䛸䛾⤖䜃
䛴䛝䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅

䛆⏘ᴗ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᮾྡ㧗㏿㐨㊰䜔㕲㐨䛻ἢ䛳䛶Ⓨ㐩䛩䜛ᮾᾏ
ᕤᴗᆅᇦ䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿ྡྂᒇᕷ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㕲㐨⥙䞉㧗㏿㐨㊰⥙䛾
ᩚഛ䛸ྡྂᒇ㒔ᕷᅪ䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿୰㒊ᅜ㝿✵ 䛾㛤 䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅
䕿∾䝜ཎྎᆅ䛾㛤ᣅ䛸䛚Ⲕ᱂ᇵ䠄┿ゎㄝ䠅
䕿ᮾᾏᆅ᪉䠖㎰ᴗ䛾Ⓨᒎ䛸❧ᆅ᮲௳䠄ᾘ㈝ᆅ
ྡྂᒇ䛻㏆䛔䚸㧗㏿㐨㊰䛷㤳㒔ᅪ䞉ி㜰⚄㒔
ᕷᅪ䛻᥋⥆䠅䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿୰ኸ㧗ᆅ䠖㧗㏿㐨㊰䛾ᩚഛ䛻䜘䜛ほග㎰ᴗ䛾
Ⓨ㐩䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿୰ኸ㧗ᆅ䠖㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛻❧ᆅ䛩䜛㟁Ꮚ㒊
ရ䞉⮬ື㌴㒊ရᕤሙ䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿㝣ᆅ᪉䠖⏝Ỉ㊰䜔Ỉタ䠄ἙὠศỈ㊰
➼䠅䛾ᩚഛ䚸ᖸᣅ䛺䛹䛻䜘䜛᪂⏣㛤Ⓨ䠄ᅵᆅᨵ
Ⰻ䠅䊻⡿䛾✭㔞䛾ቑຍ䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㝣ᆅ᪉䠖ῶᨻ⟇䛻䜘䜛ఇ⪔⏣䜔⪔సᨺᲠ
Ỉ⏣䛾ቑຍ䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅

䛆⏘ᴗ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿㧗㏿㐨㊰䞉᪂ᖿ⥺䠄㕲㐨䠅䜢䛧䛯ྡྂᒇᕷ
䠄㒔ᕷᅪ䠅䛸ᆅᇦ䛾⤖䜃䛴䛝䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿つᶍ䛺⏝Ỉ㊰ᩚഛ䛻䜘䜛㎰ᴗ⯆䠄⨾༙
ᓥ䞉▱ከ༙ᓥ䠅䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿୰ኸ㧗ᆅ䠖㧗㏿㐨㊰䞉㕲㐨ᩚഛ䛻䜘䜛ほග㎰
ᴗ䛾Ⓨ㐩䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿୰ኸ⮬ື㌴㐨➼䛾㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛻❧ᆅ䛩䜛
㟁ẼᶵᲔᕤሙ䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿㔝㎶ᒣཎ䛾㛤ᣅ䠄ᅵᆅᨵⰋ䠅䛸㧗ཎ㔝⳯㎰ᴗ
䠄䝺䝍䝇䚸䜻䝱䝧䝒䚸䛿䛟䛥䛔䠅䊻ಖ෭ᢏ⾡䛾㐍Ṍ
䛸㧗㏿㐨㊰⏝䛻䜘䜚ᮾி䞉ྡྂᒇ㒔ᕷᅪ䛜ᾘ
㈝ᆅ䛻䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿㝣ᆅ᪉䠖䝎䝮䚸ሐ㜵䚸ᨺỈ㊰ᩚഛ䛾ຠᯝ䊻
ᅜ᭷ᩘ䛾⡿䛾⏘ᆅ䛻䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿㝣ᆅ᪉䠖㐣䜔㧗㱋䛻䜘䜛ᮍ⪔సỈ⏣
䛾ቑຍ䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿㞷䜢⏝䛧䛯ほග䛸䛭䛾ኚ䠄ୖ㉺᪂ᖿ⥺䛸
㛵㉺⮬ື㌴㐨䛾㛤㏻䛻䜘䜛䝇䜻䞊ᐈ䛾ቑຍ䠖᪂
₲┴ἑ⏫䠅䠄䝁䝷䝮䠅

䛆Ṕྐⓗ⫼ᬒ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ィ⏬ⓗ䛻ᘓタ䛥䜜䛯ி㒔䞉ዉⰋ䠄ᖹᇛி䞉ᖹᏳ
ி䛾ᘓタ䠅䛸ఏ⤫ⓗ⾤୪䜏䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿䛥䜎䛦䜎䛺Ṕྐⓗ㒔ᕷ䛸⾤䛺䜏ಖᏑ䠄ᮏᩥ㻝㻞
⾜䠅
䕿⚄ᡞᕷ䛾㛤Ⓨ䛾Ṕྐ䠄㈠᫆ 䛛䜙㈠᫆㒔ᕷ
䜈䚸භ⏥ᒣ䛾ഃ䛾䝙䝳䞊䝍䜴䞁㛤Ⓨ䛸㜰‴
䛾ᇙ❧䛻䜘䜛㒔ᕷᣑᙇ䚸㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䛛䜙
䛾⯆䚸ᆅୗ㕲ᘓタ䜔㒔ᕷ㛤Ⓨ䠅䠄ᮏᩥ㻥⾜䠅
䕿㜰䛾㒔ᕷᬒほ䠄䝁䝷䝮䠅
䕿⚾㕲䛻䜘䜛ἢ⥺㛤Ⓨ䠄㑹እఫᏯᆅ༊䚸㒔ᚰ
䝍䞊䝭䝘䝹䚸㑹እ㐟ᅬᆅ➼䠅䛸㒔ᕷᅪ䜈䛾ᙳ㡪
䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㛵すᅜ㝿✵ 䛾ᶵ⬟䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿㕲㐨ἢ⥺㑹እఫᏯᆅ༊䛾Ṕྐ䠄䝔䞊䝬Ꮫ⩦䠅
䕿⍇⍈†䞉ᾷᕝ䞉ᕝ䛾Ṕྐ䛸ᙺ䠄Ỉୖ㏻
㊰䛛䜙㏆␥ᆅ᪉䛾Ỉ※䜈䚸⍇⍈†䛾⎔ቃಖ䠅
䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿ᆅᅗ䛛䜙䜟䛛䜛ᆅᇦ䛾Ṕྐ䠄ᾷᕝ䛸ᕝ䛾
Ἑᕝᨵಟ䚸ዉⰋ┅ᆅ䛾᮲㔛ไ䠅䠄䝁䝷䝮䠅
䕿Ṕྐⓗ㒔ᕷ䠄ி㒔ᕷ䠅䛾ᬒほಖ䠄䝔䞊䝬Ꮫ
⩦䠅
䛆⏘ᴗ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿つᶍ䛺⏝Ỉ䠄᫂⏝Ỉ䚸㇏ᕝ⏝Ỉ䚸ឡ▱⏝
Ỉ䚸୕᪉ཎ⏝Ỉ䠅䛻䜘䜛Ỉ䛾౪⤥䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿୰ኸ㧗ᆅ䠖㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛻❧ᆅ䛩䜛ሗ㏻ಙ
ᶵᲔᕤሙ䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰䞉᪂ᖿ⥺➼䛾㏻⥙䛾ᩚഛ䛸⏘ᴗⓎ
ᒎ䜈䛾ᙳ㡪䠄ᮾᾏ䜔୰ኸ㧗ᆅ䛷᱂ᇵ䛥䜜䛯㔝⳯
䛾ᾘ㈝ᆅ䛻䛚䛡䜛➇தຊྥୖ䚸ᮾᾏᆅᇦ➼䛻
䛚䛡䜛᪂つᕤሙ❧ᆅ䚸୰ኸ㧗ᆅ䛾ほගᴗ䜈䛾
ᙳ㡪䠅䠄ᮏᩥ㻝㻢⾜䠅
䕿䝸䝙䜰䝰䞊䝍䞊䜹䞊䛜ኚ䛘䜛⤖䜃䛴䛝䠄䝁䝷䝮䠅
䕿ྡྂᒇ 䞉୰㒊ᅜ㝿✵ 䛸㈠᫆䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿㏻⥙䛾ᩚഛ䛻䜘䜛୕䛴䛾ᆅᇦ䠄ᮾᾏ䚸
㝣䚸୰ኸ㧗ᆅ䠅䛾⤖䜃䛴䛝ᙉ䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿⃰ᑿᖹ㔝す㒊䛾㍯୰䛸Ỉタഛᩚഛ䛻䜘䜛ὥ
Ỉ⿕ᐖ䛾పῶ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿䠨䠮䠰䛾㉮䜛ᐩᒣᕷ䠄䝁䞁䝟䜽䝖䝅䝔䜱䠅䠄䝁䝷䝮䠅

ᕞᆅ᪉

㏆␥ᆅ᪉

୰㒊ᆅ᪉

ᮾி᭩⡠
䛆 ⎔ቃၥ㢟䜔⎔ቃಖ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ྎ㢼䠄㞵䞉ᙉ㢼䠅䛻ഛ䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
ᕞᆅ᪉䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰䜔᪂ᖿ⥺䛾ᩚഛ䚸㕲㐨㊰⥺䛾䝇䝢䞊
䝗䜰䝑䝥䚸㧗㏿䝞䝇⥙䛾ᩚഛ䛻䜘䜛ᡤせ㛫䛾
▷⦰䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿ᅵ◁䛟䛪䜜䛾ཎᅉ䛸ᅵ◁䛟䛪䜜䛻䜘䜛ᙳ㡪䞉⿕
ᐖ䚹ᑐ⟇䛸䛧䛶䛾◁㜵䝎䝮䛾ᘓタ䚸㛫ఆ䜔᳜ᯘ䚹
䠄ᮏᩥ㻝㻡⾜䠅
䕿Ἀ⦖┴䠖㉥ᅵ䛾ὶฟ䛸䛥䜣䛤䛧䜗䛖⿕ᐖ䚸䛭䛾
ཎᅉ䠄㐨㊰䛾ᘓタ䜔䝸䝌䞊䝖䛾㛤Ⓨ➼䠅䛸ᑐ⟇
䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿⚟ᒸᕷ䠖㒔ᕷᆺὥỈ䛸䛭䛾ᑐ⟇䠄ᆅୗ㈓Ỉ
タ䛻䜘䜛㞵Ỉ㈓␃䚸㜵⅏䝬䝑䝥䛾సᡂ䠅䠄ᮏᩥ㻥
⾜䠅

䈜䛂ᅜᅵ䜈䛾ാ䛝䛛䛡䛾Ṕྐ䜔䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䛻䜘䜛⏘ᴗ䞉⏕ά䜈䛾ᙳ㡪䛃䛻㛵䛩䜛グ㏙䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚹
䈜⮬↛⅏ᐖ䚸㜵⅏䞉ῶ⅏䚸Ỉ䞉ᅜᅵ⟶⌮䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䛂㟷Ⰽ䛃
䈜㎰ᴗᇶ┙ᩚഛ䚸᳃ᯘಖ䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䛂⥳Ⰽ䛃
䈜㏻䜲䞁䝣䝷䠄タᩚഛ䞉⟶⌮䠅䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䛂㉥Ⰽ䛃
䈜㒔ᕷ㛤Ⓨ䚸㠃ᩚഛ䚸㒔ᕷᬒほ䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䛂ⲔⰍ䛃
䈜ᅜᅵ䛾Ⲩᗫ䛸⥔ᣢ䠄㐣ၥ㢟䚸㝈⏺㞟ⴠၥ㢟䛺䛹䠅䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䛂㯮Ⰽ䛃

JICE REPORT vol.23/ 2013.7 ● 53

表 2

日本地誌における「国土への働きかけ」記述（２）

㛵ᮾᆅ᪉

ᮾᆅ᪉

ᾏ㐨ᆅ᪉

ᮾி᭩⡠
䛆ᆅᇦ䛸䛾⤖䜃䛴䛝䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᮾி䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᨺᑕ≧䛾㏻⥙䠄᪂
ᖿ⥺䚸㧗㏿㐨㊰䚸ᮾிᅜ㝿䠄⩚⏣䠅✵ 䛸
ᡂ⏣ᅜ㝿✵ 䚸ᮾி‴ᓊ䛾㈠᫆ 䠅䠄ᮏᩥ
㻤⾜䠅
䕿㏻䞉㏻Ꮫᅪ䛸㒔ᕷᶵ⬟䛾ศᩓ䠄ᆅୗ㕲
䛸㑹እ㕲㐨䛾┤㏻㐠㌿䊻㏻䞉㏻Ꮫᅪ䛾
ᣑ䚸㏻ΰ㞧䊻䛂䜏䛺䛸䜏䜙䛔㻞㻝䛃䛂ᖥᙇ
᪂㒔ᚰ䛃䛂䛥䛔䛯䜎᪂㒔ᚰ䛃䛾ᘓタ䚸䛂⟃Ἴ
◊✲Ꮫᅬ㒔ᕷ䛃ᘓタ䛸᪂䛯䛺㕲㐨㊰⥺㛤
㏻䠅䠄ᮏᩥ㻝㻢⾜䠅
䕿㛵ᮾᕤᴗᆅᇦ䠖ᅜ㐨䛺䛹䜢⏝䛧䛶ᮾ
ி㒔ᕷᅪ䜔ᮾி‴ᓊ䛾㈠᫆ 䛻㍺㏦䊻
㛵ᮾ⮬ື㌴㐨䛾㛤㏻䛻䜘䜚ᖖ㝣㑣⌃
⤒⏤䛷䠄ᮏᩥ㻤⾜䠅
䕿ẖ᪥䛾⏕ά䛾䛯䜑䛾༠ຊ䠄᰿ᕝ䞉Ⲩ
ᕝ䞉ከᦶᕝ䛾Ỉ䠅䠄䝁䝷䝮䠅
䕿ᡂ⏣ᅜ㝿✵ 䜔ᮾி 䞉ᶓ 䠙᪥ᮏ
᭷ᩘ䛾㈠᫆ 䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿ᮾி䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ᅜ䛻ྥ䛛䛳䛶ᨺᑕ≧
䛻䛾䜃䜛㧗㏿㐨㊰䜔㕲㐨䊻ே䜔䜒䛾䛾⛣
ື䛜άⓎ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅

ᩍ⫱ฟ∧
䛆ᆅᇦ䛸䛾⤖䜃䛴䛝䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿᪥ᮏ䛾㏻⥙䛾୰ᚰ䛂ᮾி䛃䠄ᮾி㥐䛸
᪂ᖿ⥺䚸㧗㏿㐨㊰䚸ᮾிᅜ㝿䠄⩚⏣䠅✵
䛸⯟✵㊰⥺䠅䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㒔ᚰ䠄᪂ᐟ䚸㇂䚸ụ⿄䛺䛹䛾㕲㐨
䝍䞊䝭䝘䝹䠅䛸⮫ᾏ㒔ᚰ䛾㛤Ⓨ䠄ᮏᩥ
㻝㻜⾜䠅
䕿ᮾி㒔ᕷᅪ䛾ᣑ䠄ᮾி䜈䛾ேཱྀ㞟
୰䊻㑹እ䛾ఫᏯᆅ㛤Ⓨ䚸䝙䝳䞊䝍䜴䞁ᘓ
タ䚸ᮾி䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᨺᑕ≧䛾㕲㐨⥙䜔㧗
㏿㐨㊰䛾ᩚഛ䊻㑹እ䛾㒔ᕷ䛹䛖䛧䜢⎔≧
䛻⤖䜆㏻䛾ᩚഛ䠅䠄ᮏᩥ㻞㻟⾜䠅
䕿㒔ᚰᶵ⬟䛾⛣㌿䠄䛂ᖥᙇ᪂㒔ᚰ䛃䚸䛂䛥䛔
䛯䜎᪂㒔ᚰ䛃䚸䛂䜏䛺䛸䜏䜙䛔䛃䠅䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㛵ᮾᕤᴗᆅᇦ䠖㧗㏿㐨㊰䜲䞁䝍䞊䝏䜵
䞁䝆࿘㎶䛻❧ᆅ䛩䜛ᕤᴗᅋᆅ䠄ᮏᩥ㻥⾜䠇
┿䞉ᅗゎㄝ䠅
䕿ୡ⏺䛸䛾㏻䛾ᣐⅬ䠄ᶓ 䠙᪥ᮏ᭷
ᩘ䛾㈠᫆ 䚸ᡂ⏣ᅜ㝿✵ 䠙᪥ᮏ᭱䛾
㈠᫆ 䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅

ᖇᅜ᭩㝔
䛆ேཱྀ䜔㒔ᕷ䞉ᮧⴠ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿᪥ᮏ䛾㏻⥙䛾୰ᚰ䛂ᮾி䛃䠄㕲㐨䚸㧗
㏿㐨㊰䚸⯟✵㊰⥺䠅䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿✵㛫䛾❧య⏝䠄㧗ᒙ䝡䝹䚸㧗ᯫ䛾㧗
㏿㐨㊰䚸ᆅୗ㕲䠅䠄ᮏᩥ㻡⾜䠅
䕿ᮾி㒔ᕷᅪ䛾ᣑ䛾Ṕྐ䠄㧗ᗘ⤒῭
ᡂ㛗ᮇ䛾୰ᚰ㒊ேཱྀ㞟୰䊻㑹እ䛾ఫᏯ
ᆅ㛤Ⓨ䊻㒔ᚰ䜔⮫ᾏ㒊䛾㛤Ⓨ䠅䠄ᮏᩥ
㻝㻤⾜䠅
䕿ᶓᕷ䛾㛤Ⓨ䛾Ṕྐ䠄㈠᫆ 䛛䜙ᅜ㝿
㈠᫆㒔ᕷ䜈䚸ෆ㝣㒊䛾ఫᏯᆅ㛤Ⓨ䚸⮫ᾏ
㒊䛾㛤Ⓨ䛂䜏䛺䛸䜏䜙䛔㻞㻝䛃䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜
⾜䠅
䕿㒔ᕷၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛ヨ䜏䛸䛧䛶䛾୰ᚰ
㒊䛾㛤Ⓨ䛸᪂㒔ᕷᘓタ䠄⟃Ἴ◊✲Ꮫᅬ
㒔ᕷ䚸ᖥᙇ᪂㒔ᚰ䚸䛥䛔䛯䜎᪂㒔ᚰ䠅䠄ᮏᩥ
㻝㻞⾜䠅
䕿ᮾி㒔ᕷᅪ䛾䜎䜟䜚䛾ኚ䠄㧗㏿㐨
㊰ἢ䛔䛾䜰䜴䝖䝺䝑䝖䝰䞊䝹䜔䝅䝵䝑䝢䞁䜾
䝉䞁䝍䞊䚸ᅪኸ㐨䞉㛵ᮾ⮬ື㌴㐨➼䛾
㒔ᕷ⎔≧㐨㊰䛾ᩚഛ䠅䠄䝁䝷䝮䠅
䕿㛵ᮾᕤᴗᆅᇦ䠖㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛻❧ᆅ
䛩䜛ᶵᲔᕤሙ䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠇䝁䝷䝮䠅
䕿⩌㤿┴Ꮌᜊᮧ䛾䜻䝱䝧䝒᱂ᇵ䚸ᡣ⥲༙
ᓥ༡㒊䛾ⰼ䛾᱂ᇵ䠖ಖ෭ᢏ⾡䛾㐍Ṍ䛸㧗
㏿㐨㊰ᩚഛ䛻䜘䜚ᮾி㒔ᕷᅪ䛜ᾘ㈝ᆅ
䛻䠄ᮏᩥ㻣⾜䠅
䕿㐣ᆅᇦ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䠄䠖⩌㤿┴ୖ㔝
ᮧ䠅

᪥ᮏᩥᩍฟ∧
䛆ᆅᇦ䛸䛾⤖䜃䛴䛝䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿㏻⥙䠄ᮾிᅜ㝿䠄⩚⏣䠅✵ 䛸⯟✵㊰䚸
᪂ᖿ⥺䚸㧗㏿㐨㊰䠅䛻䜘䛳䛶ከ䛟䛾ே䜔≀
䛜㞟䜎䜛㛵ᮾᆅ᪉䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿ᮾி䛾㒔ᚰ䛸㒔ᚰ䚸㒔ᕷ㛤Ⓨ䠄ᮏᩥ
㻤⾜䠅
䕿ᮾி㒔ᕷᅪ䛾ᙧᡂ䠄⾨ᫍ㒔ᕷ䚸䝙䝳䞊
䝍䜴䞁ᘓタ䚸ᮾி䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㕲㐨⥙䜔㧗
㏿㐨㊰䛾ᩚഛ䚸ᶓ䞉༓ⴥ䞉䛥䛔䛯䜎ᕷ䛻
䛚䛡䜛䜸䝣䜱䝇⾤ᩚഛ䠅䠄ᮏᩥ㻝㻜⾜䠅
䕿㛵ᮾෆ㝣ᕤᴗᆅᇦ䠖㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䛻❧
ᆅ䛩䜛ᕤᴗᅋᆅ䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿㛵ᮾᆅ᪉䛾ᕤᴗ䛸㈠᫆ 䠄ᡂ⏣ᅜ㝿✵
䜔ᮾி 䞉ᶓ 䠅䠄ᮏᩥ㻠⾜䠅
䕿᪥ᮏ᭱䛾㈠᫆ 䚸ᡂ⏣ᅜ㝿✵ 䠄䝁䝷
䝮䠅
䕿㛵ᮾᆅ᪉䜈䛾୍ᴟ㞟୰䠄ᮏᩥ㻝㻝⾜䠅
䕿ᆅᇦ䛾⤖䜃䛴䛝䛾ኚ䜢ぢ䜛䠄ᕝᓮᕷ୰
ཎ༊䠖㕲㐨㊰⥺ᩚഛ䚸Ṋⶶᑠᮡ㥐㛤Ⓨ䠅
䠄䝔䞊䝬Ꮫ⩦䠅

䛆⏕ά䞉ᩥ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿᪂ᖿ⥺䜔㧗㏿㐨㊰䛾ἢ⥺䛻㞟୰䛩䜛㒔
ᕷ䛸ேཱྀ䚹ᮾ᪂ᖿ⥺䛾㟷᳃ᘏఙ䛻䛸䜒䛺
䛖ᆅᇦⓎᒎ䜈䛾ᮇᚅ䠄ᮏᩥ㻤⾜䠅
䕿ᮾ⮬ື㌴㐨䛻ἢ䛳䛶❧ᆅ䛩䜛ᕤᴗᅋ
ᆅ䠄㻵㻯䞉༙ᑟయ䠋㟁ᏊᶵᲔ䠋⮬ື㌴ᕤሙ䠅
㻔ᮏᩥ㻠⾜㻕
䕿ᮾி䛸᪂ᖿ⥺䛷㻞㛫⛬ᗘ䛷⤖䜀䜜䛶䛔
䜛䛯䜑䚸㛵ᮾᆅ᪉䛛䜙䜒ከ䛟䛾ほගᐈ䛜ゼ
䜜䜛ྎᕷ䠄ᮏᩥ㻞⾜䠅

䛆⏕ά䞉ᩥ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿ᮾ⮬ື㌴㐨䜔ᮾ᪂ᖿ⥺䛺䛹䛻䜘䜚
㤳㒔ᅪ䛸䜒⤖䜀䜜䜛ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛂ྎ
ᕷ䛃䠄ᮏᩥ㻟⾜䠅
䕿ᅡሙᩚഛ䜔Ỉ㊰䛾䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛻䜘
䜛㎰ᴗ⏕⏘ᛶ䛾ྥୖ䋽Ỉ⏣࿘㎶䛾⏕ែ⣔
䛾◚ቯ䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅
䕿㧗㏿㐨㊰ἢ䛔䜔✵ ㏆䛻❧ᆅ䛩䜛㟁
Ꮚ䞉㟁Ẽᶵჾ䠋⮬ື㌴ᕤሙ䠄ᮏᩥ㻢⾜䠅

䛆⏕ά䞉ᩥ䜢୰᰾䛸䛧䛯⪃ᐹ䛇
䕿⪔ᆅᩚ⌮䛸ᆺ㎰ᴗᶵᲔ⏝䛻䜘䜛⡿
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図 4
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11）

東京から各地への時間距離からみた日本地図の変化（教育出版の中学地理教科書より）

町村などが鉄道会社やバス会社のかわりにバスを運行する

下回り、厳しい運営を迫られているものもあります。しか

例も見られます。貨物の輸送では、鉄道ばなれが目立つ一

し現在でも、地域開発の基盤として、新たな新幹線や高速

方、トラックなどによる道路交通の割合が高くなっていま

道路の建設を求める動きが各地で続いています。交通の発

す。そのため、高速道路のインターチェンジ付近には大き

達は、
日本各地でさまざまな地域の変化をもたらしました。

なトラックターミナルが立地しています。低料金、大量輸

例えば、各地の高速道路のインターチェンジ周辺には、工

送が可能な海上交通は、旅客の割合が減っているものの、

業団地や流通センターなどが造られています。これは、原

貨物では現在も重要な役割を果たしています。
時間や費用、

材料や工業製品などの商品を消費地や市場などへ、より短

環境問題などへの配慮から、これらの輸送手段を組み合わ

時間で効率的に運ぶための立地です。また、郊外の幹線道

せて運ぶ貨物の輸送方式もとられるようになっています。
」

路に沿って進出した、大型のショッピングセンターがにぎ

と、人流と物流に分けて、交通手段毎の特徴を丁寧に解説

わいをみせるようになりました。その一方で、同じ地域に

している。

ある駅周辺の中心商店街の利用客が減少し、街がさびれる

また、教育出版も、［図］東京から各地への時間距離か
らみた日本地図の変化（国土交通省資料、清水英範、井上
亮による）
、［図］東京−大阪間の鉄道による所要時間の変

などの影響もみられます。」と、効果だけでなく課題を並
記することを忘れない。
（4）九州地方の地誌

化（
「ＪＲ時刻表」ほか）、
［図］日本の新幹線網と高速道

いずれの教科書も、「環境問題や環境保全」又は「自然

路網の変化（国土交通省資料ほか）など、時間軸を意識し

環境」を中核テーマとしていることもあって、台風による

た多様な図表を用いて、交通インフラの整備状況・整備効

集中豪雨、火山災害、土砂災害等に関する記述が多く、一

果を説明するが、一方で「日本では、本州と北海道とは青

方で、
交通インフラに関する記述が少ないのが特徴である。

函トンネル、本州と四国とは本州四国連絡橋、本州と九州

東京書籍は、砂防問題とその対策にまとまったページを

とは関門トンネルと関門橋によって、それぞれ結ばれてき

割く。
「火山が多い九州の多くの地域には、水がしみこみ

ました。これらの施設のなかには、想定していた交通量を

やすく、もろい火山性の地層が広がっています。台風や梅
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雨前線の影響で豪雨が続くと、斜面はくずれやすくなり、

や農業用水の整備→畑作の多様化）について歴史的な取り

土砂くずれを引き起こすことがあります。土砂くずれに

組みを紹介するほか、沖縄独自の水不足問題を取り上げ、

よって斜面の木が流れたり、台風の強風で木がなぎ倒され

「沖縄には大きな川がなく、水不足が起こりやすいという

たりすると、人々の生活への被害がさらに拡大するうえ、

問題もあります。そのため、住居の屋根に給水タンクを設

地域の林業などにも打撃をあたえます。これらの木が川の

置したり、地下にダムをつくってかんがい用水に利用した

流れをせきとめると、低い土地では水害の危険も高まりま

りするなど、さまざまなくふうをしています」と説明して

す。そこで、これらの地域では、河川の上流に土砂や木の

いるのが特徴である。また、宮崎県の大淀川を例に、「ハ

流出を防ぐ砂防ダムを建設しています。また、間伐や植林

ザードマップから防災を考えよう」というテーマ学習を設

を行うなど、山林に計画的に人の手を入れることによって、

けている。

森の保水力を高める取り組みも展開されています。このよ

（5）中国・四国地方の地誌

うに、九州地方では、ほかの地域とは異なる地質や気候が

「人口や都市・村落」を中核テーマとする東京書籍、教

もたらす問題に対して、
さまざまな対策が行われています。

育出版、
日本文教出版と、
「他地域との結びつき」
を中核テー

これにより、人々は安全な生活を送ることができるので

マとする帝国書院とでは、記述の分量等は異なるものの、

す。
」という本文記述と、
［写真］土砂くずれにより脱線し

中国・四国地方の地誌の主題は間違いなく「本州四国連絡

た列車の復旧作業（鹿児島県指宿市 2007 年）
、
［図］全国

橋を始めとする高速交通体系の整備とその影響」である。

の土砂災害発生件数（国土交通省資料）
、
［写真］土砂や木

帝国書院は、中国・四国地方の交通網の発達の歴史（海

の流出を防ぐ砂防ダム（熊本県美里町 2007 年）を用いた

上交通から陸上交通へ）、本州四国連絡橋の開通と生活環

説明は、中学生にとっても十分に分かりやすい。また、沖

境の変化（移動時間の短縮、通勤・通学者数の増加、救急

縄県の赤土問題（赤土の流出とさんごしょう被害、その原

医療圏の拡大、地元商店街の売上減少、フェリー利用者の

因と対策）や、福岡市の都市型洪水とその対策（地下貯水

減少）、高速道路網の整備と工場立地・就労機会の創出
（過

施設による雨水貯留、防災マップの作成）を丁寧に取り上

疎対策）、高速道路網の整備と栽培野菜の多様化、高速道

げているのも、他社にない特徴である。

路網の整備と観光客の増加等について、実質 6 ページを割

教育出版は、「薩摩藩の城下町として成立した鹿児島市

いて詳しく説明する。また、［図］岡山市と各都市の鉄道

の市街地は、もともと台地に囲まれた低地にありました。

による所要時間の変化、［図］岡山県〜香川県間の１日あ

しかし第二次世界大戦後の人口増加により、崖ぎわや台地

たりの通勤・通学者数の変化、［図］中国・四国地方の交

の上まで住宅地が拡大しました。シラスの特性を無視して

通網とおもな都市や観光地を訪れる人の変化、
［図］中国・

造られた住宅地では、豪雨の時の崖くずれ、土砂くずれな

四国地方のおもな工場と中国自動車道沿いのおもな工業団

どにより大きな被害を受けることがあります。鹿児島県や

地、
［図］高知県産野菜の輸送形態とおもな集荷先への輸

市では、崖ぎわの宅地利用を規制したり、斜面を安定させ

送手段、
［図］島根県を訪れる観光客数の変化、［図］島根

る工事など土砂災害への対策に努めたりしています。ま

県に県外から訪れる観光客の地域別割合と交通手段（2008

た、こうした自然災害を軽減するために、地域の危険度を

年）など、その説明に利用される図版も多種多様である。

あらかじめ住民に知らせるハザードマップを作成し、災害

教育出版も、中国・四国地方の交通網の発達の歴史（東

に対する情報を提供しています。」や「九州地方南部に分

西方向から南北方向へ）、本州四国連絡橋の開通と生活環

布するシラス台地は、水の確保が難しく農地の開発が遅れ

境の変化（通勤・通学や買い物交通の増加、徳島−大阪間

ました。江戸時代には、少ない水で育つさつまいもの栽培

の高速バスの利用便性向上、地元商店街の売上減少、フェ

が広がるとともに、シラス台地の開墾が進みました。第二

リー運行への影響・航路廃止）、交通手段の多様化と地方

次世界大戦後、ダムが建設されシラス台地に水が供給でき

空港の課題（例：石見空港）など、交通インフラの整備と

るようになると、かんがいされた畑地では大根やキャベツ、

地域の変化について 2 ページを割いて説明する。また、中

茶の栽培が盛んになりました。」と、シラス台地というハ

国・四国地方の中心「広島」の発達の歴史（太田川の三角

ンディキャップとその克服の歴史を丁寧に説明する。

州を干拓して築城された広島城→明治時代における沿岸部

帝国書院は、シラス台地の開発（鹿児島県笠野原：ダム
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の埋立て、港の整備→鉄道整備と軍都・広島の発展→戦後
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図 5

稿

12）

本州四国連絡橋の開通と生活環境の変化（帝国書院の中学地理教科書より）

復興と「平和大通り」→市街地の拡大と都市問題）にも 2

り上げているという点に特色がある。とりわけ、教育出版

ページを割いているが、この説明は、国土への働きかけに

と日本文教出版の教科書には、「国土への働きかけと国土

よって政令指定都市・広島がどのようにして形成されてき

からの恵み」
という観点からみて、参考となる記述が多い。

たのかということを学べる点において、極めて興味深い。

教育出版は、過疎問題を路線バスの廃止・削減や耕作放棄

日本文教出版も、中国地方の高速交通網整備とその影響

地の拡大等の面から捉えるとともに、「荒廃の進む日本の

（過疎地域の活性化のため優先整備された中国自動車道な

山村」というテーマ学習を設け、限界集落の問題を深く掘

ど）
、本州四国連絡橋の開通と生活環境の変化（通勤・通

り下げている。また日本文教出版は、過疎地域のくらしを

学者数の増加、四国地方の農産物・水産物の関西大都市圏

守る努力として、国からの支援を受けた道路整備、第三セ

への出荷増大、フェリーの廃止、地元商店街の衰退）など、

クター方式等による鉄道路線の存続、市町村によるコミュ

交通インフラの整備と地域の変化について 1 ページ半を割

ニティバスの運行等を丁寧に説明するとともに、コラムを

いて説明するが、その前段として、都市の分布と交通網の

設けて、景観保全や洪水・土砂流出防止にも資する「樫原

関係（江戸時代以前の山陽道や現在の国道 2 号上に主要都

の棚田」を守る取り組みを紹介している。

市が分布する。鉄道網と道路網が政令指定都市・広島市と

なお、本文 3 行程度の説明と写真という小さなパッケー

岡山市の骨格を形成する。など）について 2 ページを割い

ジではあるが、一年を通じて降水量が少なく水不足に悩ま

て説明している点に違いが見られる。

されてきた瀬戸内地域の気候が「讃岐平野のため池」を生

東京書籍は、本州四国連絡橋を始めとする高速道路の整

んだ、という国土への働きかけの歴史的エピソードが、す

備効果（通勤・通学、買い物、観光など）とあわせて、都

べての教科書の必須アイテムとなっていることは興味深

市の過密問題（住宅不足や交通渋滞など）と都市再開発と

い。

いうテーマにも 1 ページを割いて説明する。
さらに中国・四国地方の地誌では、いずれの教科書も、
過疎問題と地域活性化の取り組みを大きなテーマとして取

（6）近畿地方の地誌
「歴史的背景」を中核テーマとする東京書籍、教育出版、
日本文教出版と、「環境問題や環境保全」を中核テーマと
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する帝国書院とに分かれるが、いずれの教科書も、古都京

通勤・通学客を運ぶようにするとともに、丘陵をけずって

都・奈良の都市形成の歴史と都市景観・街並みの保全を、

得られた土は、沿岸の埋め立てに利用されました。この埋

近畿地方の地誌教育の一つの大きな柱として取り扱ってい

め立てによって誕生したのが、ポートアイランドです。そ

る。例えば、教育出版は、「京都の街並みと景観保全」と

こには大型船が接岸できる埠頭やマンション、商業施設が

いうタイトルのもと、平安京の条坊制の街割りから始まる

整備され、海上のニュータウンとなりました。今日では、

歴史、歴史的街並みの変化と課題、景観保全の取り組みに

先端的な医療研究施設が集められたり、沖合に神戸空港が

ついて 2 ページを割く。特に、現状・課題認識に関する記

つくられたりするなど、新たな動きが見られます。」と、

述は、
「京都市の人口が増えるにつれて、街並みも変わっ

国土への働きかけによる神戸市形成の歴史が詳しく説明さ

てきました。京都独特の京町家は低層の木造住宅ですが、

れている。

道路に面した部分に広告や看板を掲げたり、木や土以外の

一方、自然災害、防災・減災、水・国土管理に関する記

建材でおおうことが多くみられるようになりました。
また、

述についてみると、東京書籍が「自然災害への備え」とい

現在では狭い土地に多くの人が住むため、建物を高層化す

う小テーマで、堤防や水門、監視システムなどの高潮・洪

る必要があります。その結果、京町家の街並みにそぐわな

水対策、阪神・淡路大震災を踏まえた住宅の耐震化、津波

い高層の集合住宅が建てられるようになりました。京町家

対策等について記述しているのに対し、教育出版、帝国書

に住む人たちのなかには、住み続けていくうえで、耐震・

院、日本文教出版の 3 社は、琵琶湖・淀川水系の水源とし

防火に対する不安や維持・修理の経済的な負担を悩みとし

ての役割と水質改善の取り組みについてページを割いてい

て感じている人も多くいます。
」と洞察が深い。

る。

上記以外の項目についてみると、私鉄による沿線開発と

なお、日本文教出版が「地図からわかる地域の歴史」と

都市の拡大の説明に力を入れるのが東京書籍と日本文教出

いうコラムを設けて、「淀川と大和川の河川改修」と「奈

版の 2 社。例えば、東京書籍は、「大阪府から兵庫県にか

良盆地の条里制」という国土への働きかけの歴史的エピ

けて、甲陽園、甲東園、甲子園など、
「園」のつく地名が

ソードを取り上げている部分が興味深い。

多く見られます。これらの地域は、
大正から昭和にかけて、
おもに民間の鉄道会社（私鉄）が住宅地として開発したと
ころです。近畿地方の私鉄は、乗客を増やすためにさまざ
まなくふうをしました。温泉地として栄えていた有馬を保
養地として開発したり、宝塚に劇場や遊園地をつくったり
して、レジャー客を郊外へ運びました。沿線には、通勤・
通学客を増やすために、
たくさんの住宅地を開発しました。
また、ターミナル駅には、私鉄が経営する百貨店を建設し、
郊外から都心へ買い物客を運びました。このような住宅地
と商業地、
そして行楽地を鉄道で結びつけたまちづくりは、
関東地方にも広がっています。」と、鉄道インフラの整備
と沿線開発の歴史的背景・インパクトについて詳細に説明
する。
また、神戸市の開発の歴史の説明に力を入れるのが、東
京書籍、帝国書院、日本文教出版の 3 社。こちらも、東京
書籍によれば、「日本有数の港湾都市である神戸市は、海
と山の間にあり、都市の発展に限界がありました。そこで
考えられたのが、海と山の一体的な開発です。神戸市は、
1970 年代から丘陵地を切り開き、ニュータウンの建設を
始めました。都市の中心部とニュータウンを地下鉄で結び、
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図 6

淀川と大和川の河川改修（日本文教出版の中学地理
13）
教科書より）
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（7）
中部地方の地誌
中部地方の地誌の中核テーマは 4 社とも「産業」である
ことから、いずれの教科書においてもインフラ整備による
産業への影響に関する記述が多い。また、地形的制約から

稿

ば、帝国書院の関東地方の地誌における記述項目は以下の
通りである。
○ 日本の交通網の中心「東京」（鉄道、高速道路、航空
路線）

独自の文化や産業が生まれたという歴史的背景を踏まえ、

○ 空間の立体利用（高層ビル、高架の高速道路、地下鉄）

三つの地域（東海、中央高地、北陸）に分けてそれぞれの

○ 東京大都市圏の拡大の歴史（高度経済成長期の中心

特色を説明している。
東海地方については、愛知用水や豊川用水の整備による

部人口集中→郊外の住宅地開発→都心や臨海部の再開
発）

農業振興、東名高速道路に沿って発展する農業・工業、名

○ 横浜市の開発の歴史（貿易港から国際貿易都市へ、

古屋港や中部国際空港からの工業製品の輸出、という項目

内陸部の住宅地開発、臨海部の再開発「みなとみらい

を複数の教科書が取り上げている。

21」
）

中央高地については、各社とも、高速道路整備等による

○ 都市問題を解決する試みとしての中心部の再開発と

観光農業（果樹栽培、観光農園）や高原野菜農業（レタス、

新都市建設（筑波研究学園都市、幕張新都心、さいた

キャベツ）の発展、高速道路沿いの工場立地を取り上げて

ま新都心）

いる。
北陸地方については、教育出版が「北陸地方の沿岸部に

○ 東京大都市圏のまわりの変化（高速道路沿いのアウ
トレットモールやショッピングセンター、圏央道・北

位置する平野では、米作りのために土地改良などの整備が

関東自動車道等の大都市環状道路の整備）
（コラム）

必要でした。そのため、江戸時代より、それぞれの平野で

○ 北関東工業地域：高速道路沿いに立地する機械工場

は用水路や排水施設（写真：越後平野の大河津分水路）の

○ 群馬県嬬恋村のキャベツ栽培、房総半島南部の花の

整備、さらに干拓などによって新田開発が行われてきまし

栽培：保冷技術の進歩と高速道路整備により東京大都

た。こうして土地改良が進み、現在では稲作は機械化され

市圏が消費地に

収穫量も増えました。」と、帝国書院が「冬の積雪量が多
い北陸の農業の特色は、稲作の占める割合がとても高いこ

○ 過疎地域の取り組み（例：群馬県上野村）
（9）東北地方の地誌

とです。北陸では春になると大量の雪がとけて、水を豊富

東北地方の地誌の中核テーマは 4 社とも「生活・文化」で

に得ることかやできますが、昔は洪水がたびたび発生して

あるが、他の地域（地方ブロック）と比べ、いずれの教科

いました。現在はダムや堤防、放水路の整備を進めること

書においても国土への働きかけに関する記述は少ない。例

で、豊かな水を有効に使えるようになり、全国でも有数の

えば、教育出版の東北地方の地誌における記述項目は以下

米の生産地になりました。」と説明するように、治水事業

の通りである。

や農業基盤整備による稲作の生産性向上（米の収穫量の増
加）が説明される。また、東京書籍は、「北陸地方で最初
の政令指定都市となった新潟市は、新潟港と空港、新幹線、
高速道路とを結びつけ、物流の拠点づくりを進めています。
また、2008 年に東海北陸自動車道が全線開通し、富山県

○ 東北自動車道や東北新幹線などにより首都圏とも結
ばれる政令指定都市「仙台市」
○ 圃場整備や排水路のコンクリート化による農業生産
性の向上⇔水田周辺の生態系の破壊
○ 高速道路沿いや空港付近に立地する電子・電気機器

は名古屋大都市圏と環日本海を結ぶ役割が期待されていま

/ 自動車工場

す。
」と、物流拠点としての北陸地方の役割に着目している。

（10）北海道地方の地誌

（8）
関東地方の地誌
各教科書の中核テーマは、
「他地域との結びつき」
（東京

北海道地方の地誌の中核テーマは、
「自然環境」
（東京書
籍、
教育出版、
日本文教出版）と「歴史的背景」
（帝国書院）

書籍、
教育出版、日本文教出版）と「人口や都市・村落」
（帝

とに分かれる。前者（3 社）は、北海道開拓の歴史、基盤

国書院）とに分かれるが、国土への働きかけに関する記述

整備による農業の発展、雪国の生活の工夫（ロードヒィー

はいずれの教科書もほぼ同様で、交通インフラの役割・機

ティング等）
、
火山災害と対策、
北海道の交通と新千歳空港、

能と東京大都市圏の拡大の歴史が中心となっている。例え

という項目を取り上げており、共通点が多い。
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しかし、各項目に対する記述のウエイトや方向性は異な

鉄道ものびました。」や、「北海道には、生産量が全国で 1

り、例えば東京書籍は、「北海道には活発な火山が多いた

位をしめる農産物がいくつもあります。これらは北海道の

め、火山活動によりたびたび被害を受けてきました。2000

きびしい自然環境の中で、人々がたゆまぬ努力を続けなが

年には有珠山が噴火し、洞爺湖温泉をはじめ付近の市町村

らつくってきた成果です。北海道の中では夏の気温が比較

に大きな被害をもたらしました。（中略）気象庁による避

的高くなる石狩平野は、稲作がさかんで、全国有数の米の

難情報の発信や防災マップによる避難経路の確保、火山の

生産地となっています。もともと、石狩平野には、泥炭地

噴火にともなう噴出物の流出を防ぐ砂防ダムの設置、避難

が広がっていましたが、水路を整備して余分な水を取り除

訓練の徹底などにより、現在では火山による被害が大きく

き、農業に適した土をほかの場所から運びこんで土地を改

減少しています。」と、火山災害と対策について詳細に説

良し、米をつくることができるようになりました。
」など、

明する。

先人達の国土への働きかけの努力とその恵みについて、熱

これに対して教育出版は、大規模な農地開発による自然

心に記述しているところが特徴である（「

」引用部のア

の喪失（湿原の消滅、野生生物の生息場所の減少）や観光

ンダーラインは著者による加筆。以下同様）
。

による地域活性化と交通について関心を寄せ、例えば後者

3. 4 新しい中学地理教科書のまとめ

については「世界自然遺産に指定された知床半島は、周辺

以上、新しい中学地理教科書の内容について比較・整理

の交通網の整備が十分ではありません。新千歳空港と羽田

してきたが、「国土教育」面から見たその特徴（旧教科書

空港の間には多くの航空便数があり、年間旅客数が 1,000

からの改善ポイント）は次のように整理できる。

万人近い世界ーの航路となっていますが、知床半島周辺の

■ 新しい中学地理教科書では、学習指導要領の改訂を

空港までの便数は少なくなっています。また、
北海道では、

踏まえ、いずれの教科書も、日本を 7 つの地域（地方

バスを利用して短期間に道内を移動する観光が多く、ゆっ

ブロック）に区分し、それぞれの地域について、中核

くり自然を楽しむエコツアーなどを増やすにはさまざまな

テーマを軸にしながら、国土整備の歴史、自然災害と

課題があります。道内での新幹線建設の期待も高まってい

対策、インフラ整備と産業・生活への影響等について

ますが、地元の地方公共団体の財政負担が課題となってい

詳説するようになった。

ます。
」と現状と課題を丁寧に説明する。
一方で、
「歴史的背景」を中核テーマとする帝国書院は、

■ その結果、「日本の諸地域」における「国土教育」面
での学習量（教科書における関係頁数）は大幅に増加

北海道開拓の歴史や厳しい自然環境の中で農作物をつくる

したが、これは「中核方式」と呼ばれる学習方法の採

努力について重点的にページを割く。具体的には、「北海

用によって、日本の地誌学習が画一的・網羅的な学習

道には古くから独自の文化をもつアイヌの人々が多く住ん

スタイルから解放され、各地域（地方ブロック）単位

でいました。アイヌの人々は狩りや採集を中心とした生活

で特徴的なテーマや課題について掘り下げて学習する

をしていたため、北海道には手つかずの原野や森林が広

ようになったことと相まって実現した。

がっていました。明治時代の初めに開拓使という役所が置

■ さらに、これに呼応する形で、「世界からみた日本の

かれて以来、北海道の開拓が本格的に進められました。と

すがた」や「日本の諸地域」の単元では、土木技術者

くに、北方の警備の役割をかねた屯田兵と、全国各地から

を始めとする幅広い関係者が作成
（関与）
した分析デー

の移住者が開拓のおもな担い手となりました。開拓を行っ

タや整理結果（図表）が、学習教材として採用される

た人々は、きびしい自然環境の克服にたいへん苦労しまし

ようになった。とりわけ、高速道路を代表とする交通

たが、さまざまなくふうを重ねて農業を発展させてきまし

インフラの整備効果に関連する図表が数多く用いられ

た。明治政府は、北海道の豊富な石炭や森林などの天然資

ている。

源の開発にも力を入れました。とくに石炭は、石油を使う

地方ブロック単位の視点で見ることによって、また、日

ようになる以前は、重要なエネルギー資源だったため、多

本のすべての地域の地誌的特徴を一つずつ丁寧に解き明か

くの炭田が開発され、北海道は日本のエネルギーの供給地

すことによって、国土への働きかけ（の歴史）とその効果

となりました。炭田周辺や工業が発達した地域には、人々

が鮮明に記述されることになった。また、
その前提として、

が集まって新しい都市ができ、それらの都市を結ぶように

教科書の著作・編集関係者たちが、国土への働きかけの歴
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史や効果に関する、全国単位又は地方ブロック単位の優れ
た分析データや整理結果（図表）をこれまで以上に求める

稿

較・分析を行った（表 3）
。
なお、新しい中学歴史教科書の採択冊数（占有率）は、

ようになった。こうした点において、新しい中学地理教科

東 京 書 籍 が 679,038 冊（52.8 ％）、 教 育 出 版 が 188,058 冊

書は、国土教育における「失われた 10 年」を取り戻す未

（14.6％）、帝国書院が 180,787 冊（14.1％）、日本文教出版

来への希望であると言っても過言ではあるまい。

が 161,584 冊（12.6％）、清水書院が 27,248 冊（2.1％）、育
鵬社が 47,812 冊（3.7％）、自由社が 830 冊（0.1％）となっ
ている（図 8）
。
ΎỈ᭩㝔 ⫱㭉♫ ⮬⏤♫
2.1%
3.7%
0.1%
᪥ᮏᩥᩍฟ∧
12.6%
ᖇᅜ᭩㝔
14.1%

ᮾி᭩⡠
52.8%

ᩍ⫱ฟ∧
14.6%

※ 2012 年度中学歴史教科書総採択冊数に占める各出版社の占有率

図 8

新しい中学歴史教科書の出版社別占有率

4. 1 原始〜古代における「国土への働きかけ」記述
原始から古代の時代区分においては、他の時代区分に比
して、また当該時代区分の全体記述量に比して、国土への
働きかけに関する記述量は多い。まず「わが国の歴史の背
景にある世界の歴史」についてみると、
すべての教科書が、
古代世界文明（エジプト文明・メソポタミア文明・インダ
ス文明）とインフラ（農耕、灌漑、都市、城壁）、及び中
国文明とインフラ（農耕・シルクロード・万里の長城）に
関する記述を取り上げており、さらに一部の教科書では、
図 7

新しい中学地理教科書の特徴

ローマ帝国とインフラ（道路網・水道）に関する記述も見
られた。

4．中学歴史教科書の分析

一方、わが国の歴史についてみると、植物栽培の開始
【縄文時代】
、灌漑用水路を伴う水田稲作の拡大【弥生時

前述の通り、中学「歴史的分野」における学習指導要領

代】
、古墳建設と大和朝廷の国力【古墳時代】
、渡来人によ

改訂のポイントは、①近現代史学習の重視、②伝統や文化

る土木（ため池等）技術の伝来【5 世紀頃】、太宰府防衛

についての学習の充実、③わが国の歴史の背景にある世界

と大野城・水城の建設【7 世紀】
、平城京の建設【奈良時

の歴史の扱いの充実であったが、この学習指導要領の改訂

代】、中央と地方を結ぶ幹線道路（七道）の整備【奈良時

は、新しい中学歴史教科書にどのような影響を与えたであ

代】
、土地開墾と墾田永年私財法【奈良時代】
、行基による

ろうか。

橋や用水路整備【奈良時代】
、土地開墾と荘園【平安時代】

以下では、2011
（ 平成 23）年 3 月に文部科学省の検定を

といった項目が、国土への働きかけに関する記述として取

通過した 7 社の教科書（東京書籍、教育出版、帝国書院、

り上げられている。なお、教科書中の興味深い記述として

日本文教出版、清水書院、育鵬社、自由社）を対象として、

は、以下の 3 点をあげることができる。

国土への働きかけに関する記述を時代区分毎に整理し、比

古墳建設と大和朝廷の国力に関して、育鵬社では、「世
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表 3

歴史教科書における「国土への働きかけ」記述
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界最大の墓・大仙古墳（仁徳天皇陵）
」
というコラムを設け、
「大仙古墳は全長 486 ｍ、高さ 35 ｍ、三重の壕を含めた総
面積は約 46 万㎡という巨大な墓です。土の総量だけでも
10 トントラック 25 万台分といわれ、1 日 2000 人が働いた

稿

社）
・・・領国の安定をもたらした治水事業、優れた
土木技術
○「武田信玄の領国支配〜信玄堤（山梨県）〜」
（清水
書院）

としても、約 16 年もかかる大土木工事でした。この時代

○ 地域史「信玄堤」
（帝国書院）

に、これほどの大工事を完成させた大和朝廷の国力と技術

○ 時代末コラム「宝暦治水にみる水とのたたかい」（帝

には目を見はります。」と、古墳建設がいかに大土木工事

国書院）・・・江戸幕府の命による木曽三川の大規模

であったかを定量的に説明している。

治水工事、資金準備に苦心した薩摩藩財政担当家老・

平城京の建設に関して、自由社は、教科書本文において
「平城京は唐の都の長安を手本にして設計された。ただし、
日本の国情に合わせてつくられた部分もあり、長安には城
壁がもうけられていたが、平城京には城壁はなかった。都
には、碁盤の目のように道が通され、その北側の中央に、
天皇の住まいや役所のある平城宮が置かれた。」と、中学

平田靭負（自害）を含む 80 余名の犠牲者
○ 郷土の歴史を探ろう「地域の街道や港を訪ねて」（教
育出版）
○ 歴史の舞台「世界有数の百万都市 江戸」（帝国書
院）・・・上水道が整備されていた
4. 3 近現代における「国土への働きかけ」記述

歴史教科書の中では唯一、平安京と長安の相違（＝城壁の

最後に、近現代についてみると、学習指導要領改訂のポ

有無）について説明を加えるとともに、後述のコラムと写

イント（①近現代史学習の重視、③わが国の歴史の背景に

真解説において、高さ 10 ｍを超える城壁で囲まれていた

ある世界の歴史の扱いの充実）を受けて、この時代、特に

長安と城壁が無かった平安京を比較し、「平城京では、外

近代における国土への働きかけに関する記述が充実されて

敵も住民の逃亡も想定していなかった。
」と結んでいる。

いる。

なお、都市城壁の経験の違いが日本と西欧・中国等とのイ

例えば、欧米諸国の発展と交通インフラについて最も詳

ンフラ整備に対する認識の違いを生んだとする説明仮説の

しく説明している東京書籍によると、
「製鉄、機械、造船、

詳細については、参考文献 2）を参照されたい。

武器などの産業も発達し、蒸気機関車の走る鉄道によって

また、中央と地方を結ぶ幹線道路
（七道）
の整備に関して、

交通の便がよくなり、19 世紀のイギリスは「世界の工場」

清水書院は、「平城京と全国をむすぶ、できるかぎり直線

と呼ばれるようになりました。
」、「1869 年には大西洋岸と

になるように計画された幹線道路（七道とよばれた）も整

太平洋岸とを結ぶ大陸横断鉄道が建設され、やがてアメリ

備され、約 16 キロメートルごとに駅家がおかれて各国と

カは民主主義と資本主義の大国へと、急成長をとげまし

都のあいだを役人が行き来した。」と、当時の幹線道路が

た。
」、
「国内では、近代化の必要にせまられて農奴を解放

直線性にも優れていたことを説明している。

し、フランスの援助でシベリア鉄道を建設し、19 世紀末

4. 2 中近世における「国土への働きかけ」記述

からロシアは急速に成長しました。」
、
「蒸気船や鉄道が国

中近世における国土への働きかけに関する記述として

際的な交通手段として発達し、人や商品の動き、情報の伝

は、いずれの教科書も、平清盛による大輪田泊整備と日宋

達がいっそう活発になりました。
日本の開国をきっかけに、

貿易【平安時代末期】
、農業の発達（二毛作、牛馬耕、用

北アメリカと東アジアを結ぶ太平洋横断航路が開設され、

水技術）【鎌倉・室町時代】
、交通の発達（馬借・車借・問

次いで 1869
（明治 2）
年に、アメリカで大陸横断鉄道が完成

丸）
【鎌倉・室町時代】、戦国大名による治水・灌漑・交通

し、地中海とインド洋を結ぶスエズ運河が開通すると、世

路整備【戦国〜安土桃山時代】、河川改修・新田開発と耕

界を一周する交通ルートができあがり、世界の結びつきは

地面積の倍増【江戸時代】
、五街道の整備【江戸時代】、内

急速に強まりました。」というように、それぞれの記述分

航航路（西廻り航路、東廻り航路、河川水運）の開設【江

量は少ないが、交通インフラの整備とその影響（効果）に

戸時代】といった項目を取り上げている。

ついて分かりやすく説明されている。

また、テーマ（発展）学習やコラムには、以下のような
興味深い学習内容も含まれている。
○ 読み物コラム「戦国大名の富国策−信玄堤」（育鵬

わが国（日本）の近代史では、
鉄道の開通、
電信網の整備、
港や道路の建設、全国鉄道網の整備と国有化、国内・外国
航路の開設、北海道開拓、水力発電所の建設【以上、明治
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時代】
、電気・ガス・水道の普及、市電・郊外電車・地下鉄・
ターミナル駅の整備【以上、大正〜昭和時代初期】といっ
た内容が取り上げられている。
例えば、教育出版は、明治維新と交通インフラに関して、
「交通では、1872
（ 明治 5）年、新橋・横浜間に初めて鉄道

社）
○ 歴史の舞台「発展する産業都市 大阪・神戸」（帝国
書院）・・・アジアに開かれた神戸港、私鉄の発展と
市街地の拡大
一方、現代（第二次世界大戦以降）については、東海道

が開通し、数年後には神戸・大阪・京都間も開通しました。

新幹線、高速道路整備、宅地開発、ニュータウン開発といっ

政府は、港や道路を建設し、海運会社に補助金を支給する

た言葉が、教科書本文に散りばめられている程度であり、

など、交通網の整備を図りました。通信では、これまでの

国土への働きかけ（インフラ整備）に関する記述は極めて

飛脚に代わる郵便制度が、1871 年に始まったほか、国内

少ない。

各地が電信で結ばれました。こうした整備によって、人や

戦災からの復興（名古屋市や広島市にある 100 メートル

物資の輸送、情報の伝達がしだいに便利になり、全国的な

道路の整備など）、枕崎台風・カスリーン台風・アイオン

交流も活発になっていきました。
」
、
「1872 年に初めて開通

台風・伊勢湾台風といった風水害との闘い、数次にわたる

した鉄道は、その後、官営に加えて民営による建設が進み、

全国総合開発計画にもとづく国土造り、道路整備とモータ

全国に鉄道網が広がっていきました。日露戦争後には、経

リゼーションの進展による経済成長など、教科書には記述

営の統一や軍事輸送の目的から、民間の主な鉄道は国有化

されていない国土への働きかけの歴史が第二次世界大戦以

されました。」、
「海運の発達もめざましく、国内・外国航

降には沢山ある（参考文献 1）参照）
。

路が次々に開設され、貿易の発展に役立ちました。こうし

4. 4 新しい中学歴史教科書のまとめ

た鉄道や海運の広がりにより、人や物資が短時間で大量に

以上、新しい中学歴史教科書における国土への働きかけ

輸送できるようになりました。そして交通の発達は、通信

に関する記述内容について 7 社の教科書を比較・整理して

網の広がりとともに経済を発展させ、人々の生活する範囲

きたが、各教科書ともに、国土形成の歴史や社会資本整備

を広げる役割を果たしました。」というように、交通イン

に関する主要な事項を取り上げていること、また、テーマ

フラの整備とその影響（効果）について丁寧に説明してい

（発展）学習やコラムを活用しながら、「国土教育」面での
優れた素材を生徒たちに提供しようとしていることが確認

る。
また、以下にあげるように、テーマ（発展）学習やコラ
ムにおいて、国土への働きかけに関する興味深い学習内容
が取り上げられているのも、近代の特徴である。

できた。
しかし、いずれの教科書（全体頁数：250 〜 300 頁程度）
も、歴史上の著名な人物や文化遺産等を主人公とする「政

○ 歴史の舞台「世界に開かれた港 横浜」
（帝国書院）
・・
・

治史・人物史」「事件・出来事史」であることにはかわり

日本最大の貿易港、欧米文化の窓口、コレラ騒動と上

なく、国土形成の歴史や社会資本の役割や効果、社会資本

下水道の整備

整備に携わってきた人々の苦労などは、教科書全体の中に

○ 先人に学ぶ「日本の衛生行政の始まり−長与専斎」
（日
本文教出版）・・・コレラ対応、神田下水道事業

散見される程度の記述量であるため、これらを体系的に学
習することは難しいと言わざるを得ない。

○ 課題学習「お雇い外国人」（育鵬社）
・・・横浜水道

なお、日本人の国土への働きかけの歴史については、参

をつくった「近代水道の父」ヘンリー・スペンサー・

考文献 1）に体系的にまとめられており、今後の歴史教科

パーマーほか

書への活用を期待したい。

○ 歴史の舞台「移住と開拓が進む北海道」
（帝国書院）
・
・
・
北海道開拓の歴史
○ コラム「刀を捨て茶畑づくりに精魂を傾けた武士の
エリート−静岡県牧之原お茶物語」
（育鵬社）
○ 人物コラム「台湾にダムをつくった八田輿一」（育鵬
社）
○ コラム「台湾に巨大ダムをつくった八田輿一」（自由
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稿

図るために、社会資本の整備、公害の防止など環境の保全、
社会保障の充実、消費者の保護など、市場の働きにゆだね
ることが難しい諸問題に関して、国や地方公共団体が果た
している役割について考えさせる。また、財源の確保と配
分という観点から財政の役割について考えさせる。
その際、
租税の意義と役割について考えさせるとともに、国民の納
税の義務について理解させる。
」と記述されているように、
中学校社会科（公民的分野）教育では、
「社会資本の整備」
を学習することが明示的に位置づけられている。
表 4 に示すように、新学習指導要領に基づき、すべて
の教科書（7 社）が「社会資本の整備」に関する記述を展
図 9

新しい中学歴史教科書の特徴

開しているが、その内容（説明のシナリオや分量など）は
出版社によって様々である。
東京書籍は、「社会資本の整備」について事項立てして

5．中学公民教科書の分析

おらず、
「市場と政府」の説明文章のなかで、
「市場では供

公民的分野については、国土への働きかけに関連する以
下の 5 項目（①社会資本の整備、②財政の役割、③景気変

給されにくい公共施設（社会資本）」の整備を「政府の重
要な役割」と位置づけるにとどまる。

動と公共事業、④財政赤字
（国債発行）
と公共事業、⑤メディ

教育出版は、社会資本の役割を説明した後、［図］社会

ア・リテラシー）を取り上げ、2011
（ 平成 23）年 3 月に文

資本の整備に使われている予算の推移、［図］主な国の社

部科学省の検定を通過した 7 社の教科書（東京書籍、教育

会資本と公共サービスの整備率（下水道普及率、道路舗装

出版、帝国書院、日本文教出版、清水書院、育鵬社、自由社）

率、一人当たりの公園面積、人口 10 万人当たりの図書館

を対象として、その記述内容について比較・分析を行った。

数）を用いながら、「戦後の日本では、大規模な工業用地

なお、新しい中学公民教科書の採択冊数（占有率）は、

や港湾をはじめ、産業に関連する社会資本が優先的に整備

東 京 書 籍 が 686,738 冊（57.0 ％）
、 教 育 出 版 が 158,848 冊

されてきました。その結果、工業生産を中心に経済が大き

（13.2％）
、帝国書院が 106,665 冊（8.9％）
、日本文教出版

く成長した一方で、生活に関連する社会資本の整備は後ま

が 169,480 冊（14.1％）
、清水書院が 32,972 冊（2.7％）
、育

わしにされてきた面があります。今後は、福祉施設や病院

鵬社が 48,569 冊（4.0％）
、自由社が 654 冊（0.1％）となっ

などの社会資本を含めた、生活環境全体の整備と充実が必

ている（図 10）
。

要です。
」と説明を加える。
帝国書院は、社会資本と環境保全を関連づけて説明して

ΎỈ᭩㝔 ⫱㭉♫ ⮬⏤♫
2.7%
4.0%
0.1%

いるところに特徴がある。また、教育出版と同様に、時代
の変化に伴って求められる社会資本や公共事業が変化して

᪥ᮏᩥᩍฟ∧
14.1%
ᖇᅜ᭩㝔
8.9%

きたとした上で、「これからは、持続可能な社会を築くた
ᮾி᭩⡠
57.0%

ᩍ⫱ฟ∧
13.2%

めに、地球温暖化対策などの環境対策にも力を注ぐことが
重要です。また、広い地域を結び航空路の拠点となる機能
をもつ国際空港や港湾の整備など、グローバル化のなかで
日本の国際競争力を維持するための公共投資など、21 世

※ 2012 年度中学公民教科書総採択冊数に占める各出版社の占有率

図 10

新しい中学公民教科書の出版社別占有率

紀にふさわしい公共事業を行う必要があります。」と説明
する。
日本文教出版は、社会資本とＮＰＯ（非営利組織）活動

5. 1「社会資本の整備」に関する記述
新学習指導要領において、「国民の生活と福祉の向上を

を関連づけて説明しているところに特徴がある。具体的に
は、社会資本の役割や種類を説明した後、「現在、産業基
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表 4

社会資本の整備に関する記述（公民）
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䊥䊷䋩䉇䇮ೋ䉄䈎䉌䈣䉏䉅䈏↪䈚䉇䈜䈇⸳⸘䈮䈜䉎䈖䈫䋨䊡䊆䊋䊷䉰䊦䊂䉱䉟䊮䋩䈲䇮䈜䈼䈩䈱ੱ䈮䈫䈦䈩䇮䉌䈚䉇䈜䈇䉁䈤䈨䈒䉍䈮䈧䈭䈏䈦䈩䈇䈐䉁䈜䇯
䌛౮⌀䌝ᾢᧄᏒౝ䉕䉎〝㕙㔚ゞ䇮䌛౮⌀䌝ᲑᏅ䈏䈾䈫䉖䈬䈭䈇ਸ਼㒠ญ䇮䌛࿑䌝␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈮䉒䉏䈩䈇䉎੍▚䈱ផ⒖䇮䌛࿑䌝ਥ䈭࿖䈱␠ળ⾗ᧄ䈫
䉰䊷䊎䉴䈱ᢛ₸䋨ਅ᳓᥉₸䇮〝⥩ⵝ₸䇮৻ੱᒰ䈢䉍䈱㕙Ⓧ䇮ੱญ㪈㪇ਁੱᒰ䈢䉍䈱࿑ᦠ㙚ᢙ䋩

Ꮲ࿖ᦠ㒮

䌛␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䌝⑳䈢䈤䈱↢ᵴ䈲䇮〝䉇ਅ᳓䇮䇮ᢥൻળ㙚䈭䈬䈱␠ળ⾗ᧄ䈮䉋䈦䈩ᡰ䈋䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯䈖䈉䈚䈢␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈲ᬺ䈫
䉋䈳䉏䇮࿖䉇ᣇ࿅䈱ᱦ䇮䈠䈚䈩⽷ᛩⲢ⾗⸘↹䈱䈍㊄䈪䉁䈎䈭䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯㜞ᐲ⚻ᷣᚑ㐳ᦼ䈮䈲䇮〝䈏␠ળ⾗ᧄᢛ䈱⚂㪋ഀ䉕䈚䉄䈩
䈇䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈪䈲䈠䈱Ყ₸䈲ૐਅ䈚䇮ਅ᳓ⅣႺⴡ↢䈭䈬䈱Ყ₸䈏㜞䈒䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯
䌛ⅣႺో䈫␠ળ⾗ᧄ䌝㜞ᐲ⚻ᷣᚑ㐳ᦼ䇮ᣣᧄ䈱⚻ᷣ䈲ᕆㅦ䈮⊒ዷ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱৻ᣇ䈪䇮Ꮏ႐䈎䉌䈱䈔䉃䉍䉇ឃ᳓䈭䈬䈮䉋䉍ⅣႺ䈱ᖡൻ䈏ㅴ䉂䇮䈘䉁
䈙䉁䈭ኂ䈏⊒↢䈚䉁䈚䈢䇯䈖䉏䈮ኻ䈚䈩䇮ⅣႺ䈱⼔䉕᳞䉄䉎േ䈐䈏ᵴ⊒䈮䈭䉍䇮㪈㪐㪍㪎䋨ᤘ㪋㪉䋩ᐕ䈮䈲ኂኻ╷ၮᧄᴺ䈏ቯ䉄䉌䉏䇮㪎㪈ᐕ䈮䈲ⅣႺᐡ
䈏⸳⟎䈘䉏䉁䈚䈢䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮ᐭ䉅ડᬺ䉅ⅣႺ⼔䈮Ⓧᭂ⊛䈮ข䉍⚵䉃䉋䈉䈮䈭䉍䇮␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䉅ⅣႺో䉕ᗧ⼂䈚䈢䉅䈱䈮ᄌൻ䈚䈩䈇䈐䉁䈚
䈢䇯
䇭㪏㪇ᐕઍ䈮䈭䉎䈫䇮ⅣႺ㗴䈏⼏⺰䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮㪐㪊䋨ᐔᚑ㪌䋩ᐕ䈮䈲䇮ⅣႺో䈮ኻ䈜䉎␠ળో䈱⽿ോ䉕䉌䈎䈮䈚䈢ⅣႺၮᧄᴺ䈏ᣉⴕ䈘䉏
䉁䈚䈢䇯㪉㪇㪇㪈ᐕ䈮䈲ⅣႺᐡ䈏ⅣႺ⋭䈮䈭䉍䇮ᜬ⛯น⢻䈭␠ળ䈻ะ䈔䈩䇮ⅣႺ䈮㈩ᘦ䈚䈢␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䉇ᴺᓞ䈱ቯ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯
䌛䈖䉏䈎䉌䈱␠ળ⾗ᧄ䈱䈅䉍ᣇ䌝䈖䈱䉋䈉䈮䇮ᤨઍ䈱ᄌൻ䈫䈫䉅䈮䇮᳞䉄䉌䉏䉎␠ળ⾗ᧄ䈫ᬺ䈲ᄌൻ䈚䈩䈇䈐䉁䈜䇯䈖䉏䈎䉌䈲䇮ᜬ⛯น⢻䈭␠ળ䉕▽
䈒䈢䉄䈮䇮᷷ᥦൻኻ╷䈭䈬䈱ⅣႺኻ╷䈮䉅ജ䉕ᵈ䈓䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈜䇯䉁䈢䇮ᐢ䈇ၞ䉕⚿䈶⥶ⓨ〝䈱ὐ䈫䈭䉎ᯏ⢻䉕䉅䈧࿖㓙ⓨ᷼䉇᷼ḧ䈱ᢛ䈭
䈬䇮䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈱䈭䈎䈪ᣣᧄ䈱࿖㓙┹ജ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈢䉄䈱ᛩ⾗䈭䈬䇮㪉㪈♿䈮䈸䈘䉒䈚䈇ᬺ䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䇭␠ળ⾗ᧄ䈲䇮⒢㊄䈭䈬䈱࿖᳃䈱䈍㊄䉕䈦䈩ᢛ䈜䉎䉅䈱䈪䈜䈎䉌䇮䈬䈱䉋䈉䈭␠ળ⾗ᧄ䈏ᔅⷐ䈭䈱䈎䇮⑳䈢䈤䉅䉋䈒⠨䈋䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䌛䉮䊤䊛䌝ᄢ䈜䉎⠀↰ⓨ᷼䇮䌛࿑䌝␠ળ⾗ᧄᢛ䈱ഀว䇮䌛䉮䊤䊛䌝ⅣႺဳ␠ળ⾗ᧄ䇮ㇺᏒ䈱ข䉍⚵䉂䋨ᄹᎹ⋵ᮮᵿᏒ䋩

ᣣᧄᢥᢎ

䌛␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䌝ᄙ䈒䈱ੱ䈶䈫䈏␠ળ⊛䈮ห䈪↪䈜䉎ᣉ⸳䉕䇮␠ળ⾗ᧄ䈫䈇䈇䉁䈜䇯␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈲䇮ੱ䉇ડᬺദജ䈣䈔䈪䈲㆐ᚑ䈚䈮䈒䈇䈢
䉄䈮䇮䈖䉏䉁䈪䈲࿖䉇ᣇ࿅䈏ᬺ䈫䈚䈩ᢛ䈚䈩䈐䉁䈚䈢䇯␠ળ⾗ᧄ䈮䈲䇮㜞ㅦ〝䇮᷼ḧ䉇Ꮏᬺ↪᳓䈭䈬䇮↥ᬺᵴേ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎䉅䈱䈏
䈅䉍䉁䈜䇯䉁䈢䇮ਅ᳓䇮ⴝ〝䉇䉇✛䇮ቇᩞ䊶࿑ᦠ㙚䊶⢒㙚䇮∛㒮䉇⠧ੱ䊖䊷䊛䈭䈬䇮ⴡ↢䇮ⅣႺ䇮ᢎ⢒䊶ᢥൻ䇮␠ળ䈭䈬䈱↢ᵴၮ⋚䈫䈭䉎
ᣉ⸳䉅䈅䉍䉁䈜䇯
䌛⑳䈢䈤䈏↢䈎䈜␠ળ⾗ᧄ䌝䇮↥ᬺၮ⋚䈲లታ䈚䇮↢ᵴၮ⋚䈱ᣉ⸳䉅䈎䈭䉍ᢛ䈦䈩䈐䉁䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱ᣉ⸳䉕䈛䉊䈉䈝䈮ᵴ↪䈚䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䇮䉮䊚䊠䊆
䊁䉞䉇䊗䊤䊮䊁䉞䉝䇮䌎䌐䌏䋨㕖༡⚵❱䋩䈭䈬䇮ၞ␠ળ䈱ᡰេ⚵❱䈏ᰳ䈎䈞䉁䈞䉖䇯ᓟ䇮␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈮䈲䇮ᣢሽ⸳䈱ᵴ↪䉕䉄䈩䇮ੱ䈶䈫䈱
↢ᵴ䈱⾰䉕ะ䈘䈞䉎䈖䈫䉕㊀ⷐ䈭⋡ᮡ䈮䈚䈩䇮ၞ␠ળ䈱ᡰេ⚵❱䈫දജ䈜䉎䈖䈫䈏ਇนᰳ䈪䈜䇯․䈮䇮ㇺᏒ䈱᥊ⷰ䉇ⅣႺ䇮㒐ἴ䇮㜞㦂⠪䇮ሶ⢒
䈩䇮↵ᅚหෳ↹␠ળ䈭䈬䈱ಽ㊁䈪䈱දജ䈏ᔅⷐ䈮䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉁䈜䇯
䌛࿑䌝ᢎ⢒䈱ᢛ䇮䌛࿑䌝␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈫䌎䌐䌏䈱ᓎഀ䇮䌛౮⌀䌝ᬺ䈱⋥䈚䉕ႎ䈛䉎ᣂ⡞䋨㪉㪇㪇㪐ᐕ䋩䇭ᬺ䈱䈅䉍ᣇ䉇ⷐਇⷐ䉕䉄䈓䈦䈩䇮⾌↪䈫
ലᨐ䈱㕙䈪⼏⺰䈏䈘䈎䉖䈪䈜䇯

ᷡ᳓ᦠ㒮

䌛䈖䉏䈎䉌䈱␠ળ䈫␠ળ⾗ᧄ䌝㸠㶎ᧄᢥឝタ䈱㊀ⷐ⺆ฏ䇸␠ળ⾗ᧄ䇹䉕⸃⺑䈜䉎ᢥ┨䋨ዊ䈘䈇ᢥሼ䉰䉟䉵䋩䉋䉍
䇭␠ળ⾗ᧄ䈫䈲䇮〝䊶ਅ᳓䊶ቇᩞ䈭䈬↢ᵴ䉇↥ᬺ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎⊛䈭ᣉ⸳䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯
䇭㜞㦂⠪䉇㓚䈏䈇⠪䈭䈬䇮䈜䈼䈩䈱ੱ䈏↪䈚䉇䈜䈇ㅢᚻᲑ䈱ᢛ䉇䊋䊥䉝䊐䊥䊷ൻ䇮㔡䉇ᵩ᳓䈭䈬䈮䉋䉎ἴኂ䉕ᧂὼ䈮䈸䈞䈓ⴝ䈨䈒䉍䈭䈬䇮ၞ
䈱․ᕈ䉇ታᖱ䉕⠨ᘦ䈚䈭䈏䉌䇮ੱ䈶䈫䈏ᔃ䈚䈩䈒䉌䈞䉎䉋䈉䈮䇮↢ᵴ⠪䈱ⷞὐ䈮┙䈦䈩␠ળ⾗ᧄ䉕లታ䈘䈞䈩䈇䈒䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

⢒㢈␠

䌛␠ળ⾗ᧄ䈫䉰䊷䊎䉴䌝Ꮢ႐⚻ᷣ䈲䇮Ꮢ႐䈱䈲䈢䉌䈐䈮䉋䈦䈩ᚑ䉍┙䈦䈩䈇䉁䈜䇯䈚䈎䈚䇮䈠䉏䈣䈔䈪ᦸ䉁䈚䈇⚿ᨐ䈏㆐ᚑ䈪䈐䉎䉒䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
Ꮢ႐䈱䈲䈢䉌䈐䈮䈲㒢⇇䈏䈅䉍䇮Ꮢ႐䈪⾼䈪䈐䉎⽷䉇䉰䊷䊎䉴㩿⑳⊛⽷㪀䈱ᶖ⾌䈣䈔䈎䉌䇮↢ᵴ䈱⼾䈎䈘䈏ᓧ䉌䉏䉎䉒䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
䈠䉏䉕䈍䈑䈭䈉䈱䈲ᐭ䈱ᓎഀ䈪䈜䇯⽷䈪䈅䉎ቇᩞ䉇࿑ᦠ㙚䇮䉇∛㒮䈭䈬䉕లታ䈘䈞䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮⑳䈢䈤䈱↢ᵴ䈲⌀䈮⼾䈎䈭䉅䈱䈫䈭䉍䉁
䈜䇯䈖䈱䉋䈉䈭ᣉ⸳䉕৻⥸䈮␠ળ⾗ᧄ䈫䉋䈶䉁䈜䇯␠ળ䈱ၮ⋚䈨䈒䉍䈱䈢䉄䈱ᵴേ䉕ⴕ䈉䈱䉅䇮ᐭ䈱㊀ⷐ䈭䈱䈵䈫䈧䈪䈜䇯
䌛౮⌀䌝䉌䈚䈱ਛ䈮䈅䉎␠ળ⾗ᧄ㸢ᣣᧄ䈪䈲䇮↥ᬺ〝䉇᷼ḧ䊶ⓨ᷼䈱ᢛ䈭䈬䇮↥ᬺၮ⋚䈱䈢䉄䈱␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈲䈎䈭䉍ⴕ䉒䉏䈩䈐䉁䈚䈢䇯䉋䉍
㜞ᐲ䈭↥ᬺၮ⋚䈱䈢䉄䈮䇮ᓟ䈲⑼ቇᛛⴚ䈱⎇ⓥ䊶㐿⊒䉇ᢎ⢒䈱లታ䈏㊀ⷐ䈪䈜䇯

⥄↱␠

䌛↢ᵴ䈫↢↥䉕ᡰ䈋䉎␠ળ⾗ᧄ䌝䉂䈭䈘䉖䈱䉃ၞ䈮䈲䇮ฎ䈒䈎䉌䈅䉎〝䉇ᯅ䇮ḳ䉄ᳰ䉇↪᳓䇮ႇ㒐䈭䈬䈏䈅䉍䉁䈜䈎䇯䈠䈱䈠䈳䈮䈠䈱ቢᚑ䉕䈦䈢
䉍䇮ᑪ⸳䉕ᜰዉ䈚䈢ੱ䉕⼝䈋䈢⍹⎼䈏䈅䉍䉁䈞䉖䈎䇯ᤄ䈎䉌ੱ䇱䈲䇮↢ᵴ䈫↢↥䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭ᄢⷙᮨ䈭Ꮏ䉕䇮ၞ䈱ห䈪දജ䈚䈩ⴕ䈦䈩䈐䉁䈚
䈢䇯䈠䈉䈚䈩䈧䈒䉌䉏䇮␠ળ䈏ห䈪↪䈜䉎ᣉ⸳䊶⸳䊶⽷↥䉕✚ว䈚䈩␠ળ⾗ᧄ䋨䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞䊷䋩䈫䈇䈇䉁䈜䇯
䇭ᣣ䈱␠ળ⾗ᧄ䈮䈲䇮ਅ᳓䇮䈗䉂ಣℂ႐䈱䉋䈉䈮࿖᳃䈱ᣣ䇱䈱↢ᵴ䈮ᰳ䈎䈞䈭䈇䉅䈱䇮᷼ḧᣉ⸳䇮Ꮏᬺ↪᳓䈭䈬↥ᬺၮ⋚䈫䈚䈩↢↥ᵴേ䈮ᰳ䈎
䈞䈭䈇䉅䈱䇮䈘䉌䈮䈲〝䇮㋕䇮ⓨ᷼䇮㔚᳇䈱ଏ⛎䇮㔚䉇䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈭䈬䈱ㅢା䈱ᣉ⸳䊶⸳䈭䈬䇮࿖᳃↢ᵴ䈮䉅↢↥ᵴേ䈮䉅䈮ᰳ䈎䈞䈭䈇䉅
䈱䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䇭䉁䈢䇮ቇᩞ䇮࿑ᦠ㙚䇮ඳ‛㙚䇮䇮ㆇേ႐䈭䈬䈱䉋䈉䈮ᄙ䈒䈱ੱ䈏䈉ᢎ⢒䊶ᢥൻᣉ⸳䉅␠ળ⾗ᧄ䈪䈜䇯ஜᚲ䉇∛㒮䈱䉋䈉䈭㒾䊶ක≮ᣉ⸳䉅␠ળ
⾗ᧄ䈪䈜䇯䈠䈱䈾䈎䇮⥄ὼⅣႺ⼔䈱ⷰὐ䈎䉌ⴕ䈉⥄ὼⅣႺ䈱ୃ䊶ᢛ䉇䇮ㆮ〔䇮ኹ㒮䈭䈬䈱ᢥൻ⽷䊶ᢥൻㆮ↥䈱⼔䊶ᢛ䈭䈬䉅䇮ㆊ䈎䉌ᧂ᧪䈻
䈫ᜬ⛯䈚䈩䈇䈒␠ળ䈱䈢䉄䈱␠ળ⾗ᧄ䈱ᢛ䈫䈚䈩⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯
䌛␠ળ⾗ᧄలታ䈱䈢䉄䈱⾌↪䌝␠ળ⾗ᧄ䈱ᑪ⸳䈫⛽ᜬ䈮䈲Ꮒ㗵䈱⾌↪䈏䈎䈎䉎䈢䉄䇮ᄙ䈒䈱႐ว䇮ㅢᏱ䈱⋉ᬺ䈫䈚䈩ⴕ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈞䉖䇯䈭䈎䈮
䈲䇮㔚᳇䊶䉧䉴䊶᳓䉇ㅢᯏ㑐䈭䈬䈱䉋䈉䈮䇮↪ᢱ㊄䉕ᓽ䈚䈩ᣉ⸳䊶⸳䈱ᑪ⸳⾌䉇ㆇ↪䈱⾌↪䉕䉁䈎䈭䈉႐ว䉅䈅䉍䉁䈜䈏䇮ᄙ䈒䈱䉅䈱䈲䇮࿖
䉇ᣇ࿅䈮䉋䈦䈩⒢㊄䉇ௌ䈎䉌䈭䉎⊛⾗㊄䉕ᛩ䈚䈩ᢛ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯․䈮〝䇮᷼ḧᣉ⸳䇮䉻䊛䈭䈬㐳ᦼ䈮䉒䈢䈦䈩Ꮒ㗵䈱⾌↪䈏䈎䈎
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盤は充実し、生活基盤の施設もかなり整ってきました。こ

田国男監修の小学校社会科教科書（参考文献 3）参照）を

れらの施設をじょうずに活用していくためには、コミュニ

彷彿させる。

ティやボランティア、ＮＰＯ（非営利組織）など、地域社

以上、各教科書における「社会資本の整備」に関する記

会の支援組織が欠かせません。今後、
社会資本の整備には、

述をレビューしてきたが、「産業基盤としての社会資本は

既存設備の活用を含めて、人びとの生活の質を向上させる

かなり整備された」とする教科書が少なくないことが気に

ことを重要な目標にして、地域社会の支援組織と協力する

掛かる。わが国の経済は日本単独で成り立っている訳では

ことが不可欠です。特に、都市の景観や環境、防災、高齢

なく、アメリカ、ＥＵ諸国、中国、韓国などの国々と競争

者福祉、子育て、男女共同参画社会などの分野での協力が

しながら、その均衡において成立しているのである。そし

必要になってきています。
」と記述している。

て、グローバル化した世界において厳しい経済競争を生き

清水書院は、東京書籍と同様に、「社会資本の整備」に

残るためには、自国の社会資本整備は十分でなければなら

ついて事項立てしておらず、「財政の三つのはたらき」の

ない。少なくとも、彼らはこのような認識のもと、過去か

本文のなかに出てくる重要語句「社会資本」の解説におい

ら現在に至るまで首尾一貫して産業・経済の基盤となる社

て、社会資本の役割と今後のあり方を述べるにとどまる。

会資本の整備を進めているのである（参考文献 1）参照）
。

なお、解説文は「生活者の視点に立って社会資本を充実さ
せていくことが求められている。
」で結ばれている。
育鵬社は、「社会資本と公共サービス」というタイトル

そういう意味では、国際空港や港湾の整備など日本の国
際競争力を維持するための公共投資を行う必要があるとす
る帝国書院の認識（教科書記述）は称賛に値する。また、

のもと、「公共財である学校や図書館、公園や病院などを

対象とする社会資本は限定的ではあるものの、インフラの

充実させることによって、私たちの生活は真に豊かなもの

整備状況を諸外国と比較（グラフ化）している教育出版の

となります。このような施設を一般に社会資本とよびま

アプローチも興味深い。わが国の社会資本の整備水準（あ

す。社会の基盤づくりのための活動を行うのも、政府の重

るべき姿）は、少なくとも日本が競争している国々の整備

要な仕事のひとつです。
」と説明する。また、
［写真］暮ら

水準と比較することを抜きにして、判断することはできな

しの中にある社会資本（解説文）では、「日本では、産業

い。さらに付け加えれば、国土の自然条件・社会条件の違

道路や港湾・空港の整備など、産業基盤のための社会資本

いを考慮して比較・評価しなければならないのである。

の整備はかなり行われてきました。より高度な産業基盤の

5. 2 財政・景気・公共事業に関する記述

ために、今後は科学技術の研究・開発や教育の充実が重要
です。
」と、今後の社会資本整備の方向性を述べている。

（1）財政の役割に関する記述
財政の役割（機能）には、資源配分機能、所得再配分機

自由社は、見開き 2 頁を使って、社会資本の役割から、

能、需要創出効果、経済安定化機能があるが、ほとんどの

種類、
費用、今後のあり方まで、
詳しく説明している。なお、

教科書が社会資本整備を含む資源配分機能を第 1 位に位置

「みなさんの住む地域には、古くからある道路や橋、溜め

づけている（表 5）。また、所得再配分機能（公平な税負

池や用水、堤防などがありますか。そのそばにその完成を

担）を説明するにあたってすべての教科書が累進課税制度

祝ったり、建設を指導した人を讃えた石碑がありませんか。

を説明しているが、教科書によっては、道路整備とガソリ

昔から人々は、生活と生産のために必要な大規模な工事を、

ン税（揮発油税）を例にとって、受益者負担の考え方を説

地域の共同体で協力して行ってきました。そうしてつくら

明するものもある（日本文教出版、自由社）
。

れ、社会が共同で利用する施設・設備・財産を総合して社
会資本（インフラストラクチャー）といいます。
今日の社会資本には、上下水道、ごみ処理場のように国
民の日々の生活に欠かせないもの、港湾施設、工業用水な
ど産業基盤として生産活動に欠かせないもの、さらには道
路、鉄道、空港、電気の供給、電話やインターネットなど
の通信の施設・設備など、国民生活にも生産活動にも共に
欠かせないものがあります。」という冒頭のくだりは、柳
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表 5

財政の役割に関する記述（公民）
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などの大規模な建設事業を行うときや、景気対策で支出を
増やさなければならないときなど、税金だけで財政支出を
まかなえないとき」とする育鵬社や「行政組織の複雑化、
行政の権限・費用・人員の肥大化」を財政赤字の要因とし
てあげる自由社のような教科書もある（表 7）
。
公共事業（社会資本整備）を目的に発行する国債を建設
国債、社会保障費など公共事業以外に充てるための国債を
特例国債（赤字国債）と呼ぶが、財政法では国の借金を返
済する将来世代にも恩恵がある建設国債以外の国債発行は
原則、認めていない。
（建設国債は、財政法第 4 条の但し
書き「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入
金をなすことができる」
に基づいて発行が認められている。)
しかし、近年では、特例国債の増加により国債残高が
急増している。財務省データによると、例えば 1990 年度
に 65 兆円だった特例国債残高は 2010 年度には 390 兆円と

（2）
景気変動と公共事業に関する記述

325 兆円増えている（6.0 倍に急増している）が、同期間

景気変動と公共事業との関係については、ほとんどの教

中の建設国債残高の増加額は 144 兆円（倍率は 2.4 倍）で

科書が「不況（デフレ）時には公共事業を増やす」
「好況（イ

ある。また、この間、一般会計の主要経費別歳出額は、社

ンフレ）時には公共事業を減らす」とする財政政策を明示

会保障関係費が 11.5 兆円から 28.2 兆円へと 16.7 兆円増え

している（表 6）。

ている（倍率では 2.5 倍弱の伸びである）のに対し、公共

表 6

景気変動と公共事業に関する記述（公民）
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事業関係費は 7.0 兆円から 5.8 兆円へと 1.2 兆円減ってい
る。さらにこの 20 年間、一般会計税収は伸びておらず、
逆に 60.1 兆円から 41.5 兆円に減少している。つまり、社
会保障関係費の急増と税収の落ち込みが、財政赤字の主要
な原因なのである。
また、欧米主要国の名目 GDP の推移（IMF データによ
る）をみると、1990 年から 2010 年までの 20 年間に、ア
メリカが 5.8 兆 US ドルから 14.5 兆 US ドル（倍率では
2.5 倍）、イギリスが 5,700 億 UK ポンドから 1.5 兆 UK ポ

（3）
財政赤字（国債発行）と公共事業に関する記述
財政赤字（国債発行）の要因の捉え方・説明の仕方は、

ンド（同 2.6 倍）、フランスが 1.0 兆ユーロから 1.9 兆ユー
ロ（同 1.9 倍）
、ドイツが 1.3 兆ユーロから 2.5 兆ユーロ（同

教科書によって異なる。「税金だけでは必要な収入を得る

2.0 倍）にそれぞれ名目 GDP を増加させているのに対し

ことができない場合」とする東京書籍、「税収が歳出をま

て、日本の名目 GDP は 450 兆円から 480 兆円になったの

かなうのに十分でないため」とする帝国書院、「財政の規

みで、ほとんど増えていない（2000 年からの 10 年間でみ

模が大きくなり、租税収入だけではまかないきれなくなる

ると、510 兆円から 480 兆円に減っている）
。このことは、

と（不景気がつづき租税収入が減少し）
」とする清水書院、

欧米主要国とは異なり、わが国の経済がこの 20 年間停滞

「不景気で税収が減ると」とする日本文教出版に対し、教

したままであることを示している。ちなみに、わが国の名

育出版は「社会保障関係費などの歳出の増加や、度重なる

目 GDP は、さらに 10 年前の 1980 年から 1990 年の 10 年

景気対策などのため」と歳出増加要因をリストアップする。

間でみると 250 兆円から 450 兆円に大幅に増加しているが

また、財政赤字（国債発行）の要因を「道路や河川の改修

（倍率では 1.8 倍）
、これに呼応する形で、一般会計税収も
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26.9 兆円から 60.1 兆円へと大幅に増加していた（倍率で

すが、マスメディアがある事件について同じ事実を伝えて

は 2.2 倍）。

も、分析や解釈や結論のちがいが報道の差となって表れる
ことがあります。それにより、受け手がまったくちがった

表 7

財政赤字（国債発行）と公共事業に関する記述
（公民）
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印象をもつこともあります。
また、マスメディアから得られる情報が常に正しいとは
限りません。マスメディアが自社の思惑に基づいて一面的
な情報を流す世論操作が行われたり、購読者や視聴者を増
やすため、人々の興味を引く内容を大きく取り上げ、重要
な情報を小さくあつかうこともあります。
国民はマスメディアの情報をうのみにするのではなく、
なるべく種類や立場のちがう複数のメディアから情報を得
るなどして、きちんと判断する能力（メディア・リテラ
シー）をもつことが大切です。
」
民主主義社会では、国民が主権者としての自覚を持ち、
その責任を果たすため判断に必要な情報が、十分な量と質
を持ってタイミングよく届いているかがポイントとなる。
わが国の国土への働きかけ（社会資本の整備や管理）に関
する基本的な政策などは、まさに主権者である国民が判断
しなければならない事柄であり、そのためには国民に対し
て、十分な量と質の情報がタイムリーに届けられていなけ
ればならない。逆に、わが国が民主主義国家であるという
認識があり、有権者の判断や感覚がこの国の政治・政策を
決めていくことになるのだという自覚があるのであれば、
どの情報媒体からどのような情報をとるのかについて、わ
れわれ国民は神経質でなければならないのである。

図 11

新しい中学公民教科書の特徴

6．おわりに
『地を離れて人なく、人を離れて事なし。故に人事を論

5. 3 メディア・リテラシーに関する記述

ぜんと欲せば、先ず地理を観よ。
』

「民主政治の推進と、公正な世論の形成や国民の政治参

NHK の大河ドラマ『八重の桜』で小栗旬が演じた明治

加との関連について考えさせる」とする新学習指導要領を

維新の精神的指導者・吉田松陰は、僅か 29 歳の生涯の全

受けて、すべての教科書がメディア・リテラシーを学習単

てを国難の打開にあてた。下田踏海の挙に失敗してからは

元として取り上げている。例えば、育鵬社のメディア・リ

身の自由はなく、獄囚幽囚の逆境下において書かれたのが

テラシー関連記述は次の通りである。

この言葉である。

「日本でも戦前・戦中の一時期、あるいは終戦後の占領

松陰は、20 歳から 25 歳までの数年間、遊学のため、西

期に、政府やＧＨＱによりきびしい言論統制が行われまし

は長崎平戸から東は遠く青森県竜飛岬に至るまで、全国殆

た。そのため、国の進路を左右する重大な場面でも、正し

どの地域を踏破している。その目的は「人は地理的環境に

い世論が形成されず、大きな反省につながる結果をまねい

制約されている。まず地理的環境をくわしくねれば、そこ

たという事例があります。

に住む人間集団の大体がわかる。その人間集団―社会の解

今の日本では、広く言論や報道の自由が認められていま

明をはなれて、事柄というものは出てこない。ゆえに、社
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会と社会現象を見ようとすればまず地理からはじめなくて

記する。もともとは軍事以外の部門を意味する "Civil" を

はならない。」（司馬遼太郎：世に棲む日々）ということで

"Military" の反意語として用いた "Civil Engineering" に

あった。

由来するとされているが、上記の通り語源をたどると「土

極度な東京一極集中の弊害に悩む現在とは異なり、江戸

木」は "civilization" に通じていて、"Civil Engineering"

時代には全国に約三百ともいわれる藩があり、そこには多

は文明化のための工学（文明工学）と訳してもおかしくな

様で活力ある地方（国土）が存在した。松陰を生んだ長州

い。

藩や薩摩藩では、農業生産を改革して国力を増大させ、幕

また、英語の "culture" は、ラテン語で「耕す」を意味

末期に大幅な人口増を記録した。
この国土への働きかけが、

する "colere"（コレレ）から派生した言葉で、はじめは土

西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允（桂小五郎）、伊藤博文

地を耕す意味で用いられていたが、英語に入り「心や精神

といった維新の志士たちを生み、彼らが欧米に対峙し得る

を耕すこと」の意味で用いられることとなり、
そこから「教

「日本」という国家を建設していくこととなる。

養」
「文化」をも意味するようになったそうだ。ラテン語

さらに、明治維新という時代は、わが国を代表する啓蒙

"colere" から派生した言葉には、"cultivate"（耕す）や

思想家・福澤諭吉をも生み出した。福澤は、わが国を近代

"agriculture"
（農業）
がある。育鵬社の公民教科書にも、
「文

化するため（わが国の独立を得んがため）、西洋文明の精

化は英語で「カルチャー（culture）
」といいますが、そ

神を取り入れることを強く主張するとともに、「惑溺」の

の語源は「耕す（cultivate）
」という言葉だと言われてい

精神であるとして江戸時代の封建意識の打破に渾身を傾

ます。採集から農耕へと、人間が自然に手を加え、野山を

けた。1875 年に『文明論之概略』を発表した福澤は、西

切り開くことによって文化が発展し、私たちの生活を豊か

欧と日本を比較して、「天地間の事物を規則の内に籠絡す

にしてきました。
」と記述されている。

れども，その内に在て自から活動を逞うし，人の気風快発

つまり、"civilization"（文明）も "culture"（文化）も、

にして旧憤に惑溺せず，身躬からその身を支配して他の恩

"Civil Engineering"（土木工学）や "cultivate"（耕す）

威に依頼せず，躬から徳を脩め躬から智を研き，古を慕わ

という「国土への働きかけ」を表す言葉と同じ語源を有す

ず今を足れりとせず，小安に安んぜずして未来の大成を謀

るのだ。

り，進て退かず達して止まらず，学問の道は虚ならずして

国土（地理）が人をつくり、歴史をつくる。「国土への

発明の基を開き，工商の業は日に盛にして幸福の源を深く

働きかけ」が文明をはぐくみ、文化（教養）を醸成する。

し，人智は既に今日に用いてその幾分を余し，以て後日の

そして、民主主義社会の主権者として、国民が自覚をもっ

謀を為すものゝ如し。是れを今の文明と云う。」と西洋文

て自らの責任を果たす。国家とはこのようにして形成され

明を定義付けた。このとき、
英語の "civilization" を「文明」

るものではないだろうか。

と訳したのが福澤である。

「アメリカの第 35 代大統領を務めた J･F･ ケネディ
（1917

"civilization" の語源は、ラテン語で「都市」を意味す

〜 63）は、大統領就任演説で国民に「国があなたのため

る "civitas"（キヴィタス）や「都市住民」を意味する

に何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国のため

"civis"（キーウィス）に由来する。この "civis" から派生

に何ができるかを問おう」と訴えたことがあります。公民

した形容詞が "civil"（和訳；市民の、一般市民の、社会的

とは、そのように公の一員として考え、行動する人たちの

秩序のある、礼儀正しい）であり、その "civil" の動詞形

ことです。そのような公民意識を身につけることこそが公

が "civilize"、名詞形が "civilization"、すなわち「文明」

民学習のねらいです。
」
（中学社会 新しいみんなの公民（育

である。換言すれば、「文明」は都市を築き上げるところ

鵬社）より）

まで進んだ市民社会の生活様式のことなのである。ギリ
シャ・ローマ時代の文明とは、字義通りに都市化や都市生
活のことであった。
そして、現在の文明社会
（民主主義社会）

謝辞
本寄稿文をまとめるにあたり、問題の提起から、向き合うべき素

も、
これらと同じ語源を持つ "citizen"
（公民）
や "civics"
（公

材への気付き、人と国土との相互関係を時間軸と空間軸から見る「国

民科）を前提として成り立っている。

土学」の視点など、俯瞰的で示唆に富んだご指導と格別のご鞭撻を

一方、土木工学は英語では "Civil Engineering" と表
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長）に、深甚なる感謝を捧げます。また、同センター情報・企画部
の生内明子さんには、本稿の作成・編集に当たり、ひとかたならぬ
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