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はじめに 

 

0.1 研究における問題関心 

 

パパ、だから歴史が何の役に立つのか説明してよ 

（Bloch, 1941 讃井訳 2004） 

 

 これは、20 世紀を代表する歴史家ブロックの息子が父親に言った言葉である。子ど
もの素朴な疑問は時に研究者のリサーチ・クエスチョンより鋭い場合があるが、これも
その一つといえる。実際、歴史が何の役に立つのかは本質的な問いである。ブロックは
『歴史のための弁明』の冒頭でこの言葉を引用し、それに真摯に答えようとしていたが、
執筆半ばで戦死した。彼の目次を見ると、「結論に代えてー社会と教育における歴史の
役割」という最終章があり、おそらくこの章で息子の疑問に対する答えを出す予定だっ
たことを考えると残念で仕方ない。 

 私の研究関心は、この息子の疑問、いやおそらく歴史を学んだことのある子どもが一
度は抱くであろうこの疑問から出発している。小学校や中学校の頃は、人類の大きな動
きを学べることが面白くて歴史に興味を抱いていたが、その時点では歴史が何かに役立
つという発想はなかった。私は大学を卒業した後は歴史の教師になろうと思っていたが、
教育実習や家庭教師を通して「歴史が何の役に立つのか」という問いに答えられない状
態が歯がゆくなってきた。しかし、幸運なことに歴史学科の教授達を見ているうちに、
おぼろげながら歴史が何の役に立つのかが見えてきたのも事実だった。その時の私には、
教授達は現代の世情を歴史的な視野で見ているような気がしたのである。また、テレビ
をつければ地球環境問題や経済問題、南北格差やテロリズムなど人類規模での問題がニ
ュースから流れており、これらの問題はもはや個々人の経験に基づいて解決できるレベ
ルではなくなっている印象もあった。そのような状況の中、ある時、昔から感じていた
歴史の可能性と、歴史学科の教授達の不思議な思考と、この現代ならではの難問が 1

つにつながった瞬間があり、歴史は人類が抱える長期的な問題に対して役に立つのでは
ないかという仮説が思い浮かんだ。これが本研究を始めるに至った背景の 1 つである。
以上が歴史に関する本研究の主な背景である。 

 歴史に関する関心とは別に教育に対する関心の背景も述べておきたい。本研究では
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「教育」に対し、教育工学者スキナーの思想を強く受けている。しばしば彼の行動主義
は批判されるが、プログラム学習やティーチングマシンなど、現代にも通じる非常に実
用的な学習方法や教材を生み出してきている点で、彼の姿勢に強く共感するところがあ
る。彼は『教授工学』の中で、教育に対する姿勢を以下のように説明している。 

 

結局は、技術の貧弱さは、教育目標の確信という形にすりかえられてしまうのである。
すなわち民主主義教育や、児童の全人的教育、生活教育などといった、あいまいな達成
目標は支持を受けるが、教授技能ということは最小限にしか評価されないのである。そ
して、その問題はそれ以上には進まないのである。というのは、不幸なことにこういっ
た哲学が、逆に、技術上の改善を提案することはないからである。こういった哲学は、
教室でのよりよい実践を計画するとき、ほとんど、あるいはまったく役に立たないので
ある。 

（Skinner, 1968 村井, 沼野訳 1969） 

 

 スキナーはこのような教育観の下、数多くの学習コンテンツや教育技術を開発してい
るが、彼の主張するように実際に教育を漸進的に変えるには哲学的に教育目標を掲げる
だけでなく、それを実現する技術の開発が必要なのである。 

 この影響を受けた結果、歴史は何の役に立つのかを議論し、哲学的・理論的に明らか
にしたとしても教育としては不十分だろうという意識が強くなってきた。つまり、「歴
史が何の役に立つのか」に答えることと、実際に子ども達が「歴史を使える」ようにな
ることはイコールではないのである。そこで、「パパ、だから歴史が何の役に立つのか
説明してよ」に答えるだけでなく、「じゃあ、どう歴史を学べばいいのか」に答える必
要もあるだろうと考えるようになってきた。 

 本研究は、このように歴史に対する疑問と教育工学からの影響の下、歴史を通して学
んだことを現代に応用するための学習方法を開発することを目的としている。この研究
を通してより多くの学習者が歴史を現代に応用できるようになり、引いてはそれが人類
規模の問題解決につながれば幸いである。 
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0.2 本論文の構成 

 本論文は図 0-1のように 5章構成になっている。第 1 章では歴史独自の学習価値と
歴史教育の目標の推移を整理し、歴史を応用することの重要性と意義を示す。その後、
歴史学習に関する研究的背景を広く整理し、本研究の位置づけを提示する。さらに、歴
史的類推に関する先行研究を整理した上で、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力
を育成する効果的な学習方法が未確立である現状を示す。以上をまとめ、本論文では歴
史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法を開発することが目的で
あると述べる。 

 第 2 章では歴史的類推を促す学習方法についての視座を示す。学習方法の参照にな
る知見としては認知心理学における転移研究があるが、歴史的類推には特有の問題点が
あるため、転移の促進方法だけでは不十分であるといえる。一方で、先行研究における
歴史の学習方法は歴史的類推とは異なる学習目標を促す方法であり、従来の歴史の学習
方法だけでも不十分である。これらを踏まえ、歴史的類推特有の問題点に対処できる方 

 

 

図 0-1 本論文の全体構造図 
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法としてゲーミング・シミュレーションに着目し、開発に当たってのフレームワークを
得る。また、歴史的類推にはどのような効果があるかを再度整理し、多面的な原因の構
造分析と多様な解決法の生成という 2つの学習効果があることも示す。そして、これら
2つの学習効果を提供するためには、方法論的にも 2つの異なるデザインが必要である
ことを述べる。 

 第 3 章では世界史を学習している高校生を対象に、歴史の因果関係を利用しながら
現代の因果関係を構築していくことを競いあう対戦型カードゲームをデザインし、評価
する。結果として、本学習方法は歴史的事象と同じ性質の現代的事象を連想する力と、
現代的問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力の向上に効果があ
ったことを示す。また、グループ全体での学習効果を高める方法についても考察する。 
 第 4 章では世界史を学習している高校生を対象に、世界史における多様な人物が関
与した歴史的事象を現代の日本の経済を活性化させる政策の生成に応用する力を育成
するカードゲームをデザインし、評価する。結果として、本教材の使用後に生徒が考え
た政策数が増加し、特に文化的な観点と社会的な観点からの政策数が増加したことを示
す。また、グループ全体での学習効果を高める方法についても考察する。 

 第 5 章では 2つの学習方法をもとに、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を
育成する学習方法についての総合考察を行い、歴史的類推を現代の問題解決に応用する
力を育成する学習方法の全体モデルを提示する。また、本研究の意義、課題、展望も述
べる。 

 

0.3 本論文での用語について 

 本論文では注意深く使い分けたい用語や、定義について先に述べるべき用語がいくつ
かある。ここではそれらの用語の定義について整理しておく。 

「歴史」と「過去」 

しばしば指摘されるように歴史には歴史家が記述した主観性が入る歴史叙述と、客観的
に存在している過去の出来事の 2つが混在している。本論文では歴史家が記述した主観
的な歴史叙述を「歴史」とし、客観的に存在している過去の出来事については「過去」
と表記する。 

「現代」と「現在」 

両者はどちらも今に関連するものだが、示す時間的な範囲が異なっている。本論文では、
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社会的な観点から中期的に現在の時代性を示す場合は「現代」と表記し、個人的な視点
からまさに今を示す場合は「現在」と表記する。 

「類推」と「歴史的類推」と「転移」 

本論文では大西 & 鈴木（2001）の定義を参考に、「類推」を「過去の類似した経験を
現在の場面に適用すること」と定義する。なお、先行研究の引用上、「アナロジー」と
いう表記を用いることがあるが、これは類推と同じ定義とする。また、「歴史的類推」
は「歴史上の類似した社会的な経験を現代の場面に適用すること」と定義する。「転移」
については Byrunes（1996）の定義を参考に、「ある文脈で学習したことを別の新しい
文脈で活かすこと」とする。ただし、「転移」は「類推」と異なって意図せずに活かさ
れることも含まれる。そこで、本論文では意図的に適用する場合は「類推」と表記する。 

「歴史的類推を現代に応用する力」 

本論文では「歴史的類推を現代に応用する力」を「歴史上の事象を現代の事象に置き換
え、現代の問題に対する多面的な原因を分析し、現代の問題に対する多様な解決法を生
成し、未来からのアブダクションを行う認知的な能力」と定義する。なお 2章で詳しく
述べるが、この認知的な能力は個人ではなくグループ単位での能力と定義する。 

「ゲーム」と「シミュレーション」 

本論文では、「ゲーム」は Salen & Zimmerman（2004, 山本訳 2011）の定義を引用
し、「プレイヤーがルールで決められた人工的な対立に参加するシステムであり、そこ
から定量化できる結果が生じるもの」を指すこととする。一方、「シミュレーション」
は McCall（2012）の定義を引用し、「簡単な方法を用いて現実世界の一側面、もしく
はそれより多い側面を表現するようデザインされたダイナミックに動くモデル」とする。 
「学習方法」と「ルール」と「ツール」 

本論文では、「ルール」を教示や課題を含めたもの、「ツール」をメディアや環境や人を
含めたものとし、「学習方法」はこれら両者を統合させたものとする。 
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第1章 研究の背景と目的 

 

1.0 第 1 章の概要 

 歴史を学習することにはどのような価値があるのか。本章では初めに他の学問分野の
学習価値と比較した上で、歴史独自の学習価値を追求する。また、そもそも歴史とはど
のようなものであり、歴史的変遷の中でどのように変化してきたのかを検討することで、
歴史的類推に着目する。その後、近年多様化している歴史教育の目標を整理し、歴史的
類推への注目が高まっていることについて見ていく。一方、歴史学習に関する先行研究
を整理し、歴史的類推を促す効果的な学習方法は未確立であることを示す。以上を踏ま
え、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法を開発することを本
研究の目的として提示する。 

 

1.1 社会的背景  

1.1.1 歴史の価値 

 近代化と情報化が進み、社会やライフスタイルの変化が激しいこの時代において、な
ぜ歴史という情報が注目されるべきなのかだろうか。「パパ、だから歴史が何の役に立
つのか説明してよ」に回答するためには、この点を明確にさせる必要がある。 

 地球上の生物は、子孫を作ることで世代を超えて情報を継承できる。Darwin（1859, 

八杉訳 1990）の自然淘汰説では、これによりある時代の環境に有利な形質を持つ生物
が生き残り、生物は環境に適応していくとされている。これに加え、多くの生物には後
天的に学習する能力も備わっており、これによってその時代に存在する道具の使い方を
覚えたり、その環境に適した振る舞いを獲得したりすることできる。例えば、IT 化が
進んだ現代において、コンピューターの扱い方を学ぶことは生存上有利に働くが、これ
は先天的に備わっている能力ではない。そのため、コンピューターの扱い方については、
実際にコンピューターを使ってみたり、教師から操作方法を習ったり、教科書を読んだ
りして後天的に学ぶ必要がある。ダーウィンの影響を受けた Dewey（1916, 松野訳 

2007）は、この後天的な学習は人類における生存戦略の鍵になると考え、それゆえ教
育や学校が重要になると主張している。 

 では、教育ではどのような内容が教えられており、それは人類の生存にどのように関
連しているのだろうか。国や地域によって異なるものの、一般的に言語、数学、理科（科
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学）は教育内容として重要な位置を占めている。言語は人類が発明した偉大な産物であ
り、言語によって我々は書物から知識を得たり、他者とより円滑にコミュニケーション
を取ったりできる。数学も人類が発明した偉大な産物であり、数学によって特定の時間
や空間に依存しない世界を作り、コミュニケーションをより確実に行うことができるよ
うになる。例えば、我々は数学があるおかげで経済活動を円滑に行ったり、様々な機械
を動かしたり、同じスケジュールで仕事を行うことができる。そして、この言語と数学
を組み合わせ、生存に有利な環境構築に役立っているのが、近代において急速に発展し
た理科や科学である。実際、飛行機やコンピューター、医療薬の開発は科学の賜物であ
り、人類の生存に大きく寄与している。 

 では、言語や数学や理科（科学）が教えられている現代において、歴史は本当に必要
なのだろうか。換言するなら、言語や数学や理科（科学）と比較して、歴史の独自性は
どこにあるのだろうか。歴史哲学者の Collingwood（1946, 小松, 三浦訳 2002）は人
の思考が扱う対象の違いによって歴史の独自性を説明している。彼によると人の思考に
は、特定の時間的・空間的性質をこえた対象を扱う「数学的思考」、単一かつ無限な対
象を扱う「神学的思考」、観察および実験によって知覚可能な対象を扱う「科学的思考」
があるが、いずれにおいても過去の認識には役立てられないとし、4つ目の独自な思考
として、特定の時間的・空間的性質をもち、有限で、実験不可能な対象を扱う「歴史的
思考」があるとしている。すなわち、歴史には言語や数学や理科では扱えない独自の情
報が含まれているのである。また Rickert（1921, 佐竹, 豊川訳 1939）は、異質的連
続である現実を合理的に認識する方法として、異質的連続である現実を同質的連続なも
のに変形して認識する「数学的方法」と、異質的連続である現実を異質的非連続なもの
に変形して認識する方法の 2つがあるとし、後者の方法には、一般化を重視する「自然
科学的方法」と個性化を重視する「歴史学的方法」の 2つに細分化できると説明してい
る。すなわち、歴史には数学や理科（科学）にはない認識方法があるのである。 

 このように数学や理科（科学）では扱えない対象を扱ったり、数学や理科（科学）と
は異なる認識方法があったりするという点で、歴史の独自性は担保される。しかし、こ
こまでの議論では具体的に歴史という情報が人類に対してどのような価値を提供しう
るのかを示せていない。そこで次は歴史の定義に焦点を当て、歴史そのものが持つ情報
の価値について考察していこう。ただし、歴史の定義については歴史学者によって表現
が異なるため、特定の立場の影響を受けないよう本論文では 3人の異なる人物の定義を
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見ていく。1人目にはアナール学派の創設者の 1人で歴史学とは何かについて深く追求
してきたフランスの歴史家 Fevreを選び、2人目には外交官としても活躍し、歴史の定
義として非常によく参照されるイギリスの歴史家 Carr を選ぶ。そして、3 人目として
は、ポストモダニズムの立場に立って歴史学に対する鋭い批判を行ったイギリスの歴史
理論家 Jenkins を選び、彼らの定義における共通の要素について考察していく。以下
がそれぞれの定義である。 

 

歴史とは、過去の人々を、彼らが次々と地上に作り上げた極めて多様だが比較可能な諸
社会の枠の中に時間的に位置づけたうえで、彼らのさまざまな活動と創造を対象にして
科学的に行う研究 

（Fevre, 1953 長谷川訳 1941） 

 

歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽き
ることを知らぬ対話なのであります 

（Carr, 1961 清水訳 1962） 

 

歴史は、表面的には世界の一側面である過去についての変化する、不確かな言説である。
歴史は認識論的、方法論的、イデオロギー的、実際的に特定の立場をもち、相互に認め
あうことのできる方法で仕事に取り組んでいる現在の精神に枠づけられた働き手の集
団（私たちの文化のなかでは、圧倒的に給与を受け取っている歴史家）によって生み出
されている。そして歴史家が生み出している言説である歴史は、いったん流通しはじめ
ると、実際には特定の瞬間に存在し、支配-周縁関係の変動範囲にそって歴史の意味を
構造化し、分配している一連の権力基盤に全般的に対応するかたちで、論理的には無限
に利用されたり、誤用されたりしている 

（Jenkins, 1991 岡本訳 2005） 

 

 これら 3つの定義は、歴史とは何かを詳細に考察した上で慎重に定義されているため、
いくつか重要な側面が描き出されている。1つ目の共通点は、歴史は過去、特に人が関
わった過去が強調されている点である。これは歴史が扱う対象の独自性を考えると当然
である。2つ目の共通点は、過去と現在（正確には随時更新されていく現在）の関連性



 9 

が強調されている点である。この過去と現在の関連の仕方には、異なる現在によって同
じ過去でも見方が変わるという段階もあれば、そもそも異なる現在に生きる歴史家によ
って選択される過去が変わるという段階もある。なお、異なる現在によって過去に対す
る「見方」や「選択」が変わるという特徴は歴史的類推においても重要な観点であるが、
それについては結論の章で言及することにして、ここでは話を先に進めよう。歴史の定
義に関する 3つ目の共通点は、歴史はある認識論や方法論を通して記述されるというこ
とである。すなわち、過去をどのように認識するのかによって、歴史という情報の形態
が大きく変化するのである。そのため、歴史という情報が人類に対してどのような価値
を提供しうるのかは、この歴史の認識論や方法論の違いによって異なるといえる。そこ
で Collingwood（1946, 小松, 三浦訳 2002）が行った歴史の観念の変遷に関する研究
と、渡邊（1999）が行った歴史観の歴史的な考察に関する研究を参照し、歴史観には
どのようなものがあるかを整理・分類し、それぞれの歴史観が人類に対してどのような
価値を提供するかを考察していく。 

 まず、人類が初めて生み出した歴史の観念として、古代ギリシャ時代の円環的な歴史
観がある（Collingwood, 1946 小松, 三浦訳 2002）。Collingwood（1946, 小松, 三浦
訳 2002）によると、古代ギリシャ時代は地震や浸食作用などによって自然全体が急速
に変化した時代であり、それによって人間生活も激しく変化するものと認識されるよう
になり、結果、現在を生むに至った過去の変化に注意が集まるようになったとされてい
る。しかし、この歴史に関する思考はやや特殊な位置づけをされていた。古代ギリシャ
では思考形式を、永遠不変のものを対象にした理性的で論証可能なエピステーメー（知
識）と、常に変化する事柄を対象にした経験的で一時的にしか知ることができないドク
サ（臆見）の 2つに分けて捉えており、推移や変化という特徴を持つ歴史は論証可能で
科学的認識を行うエピステーメーの思考より一段劣っているとされていた。しかし、そ
れでも歴史に関する正しいドクサは人生の営みに有用であると見なされ、科学的認識に
劣らない価値が見出されていたのである。Collingwood（1946, 小松, 三浦訳 2002）
はこの歴史観を「回帰的な円環運動」に基づいていると分析しているが、古代ギリシャ
人が時間というものに対してある変化のリズムがあると認識していた点と、歴史には社
会的な変化に対処するという現実的な有用性があると認識していた点は注目に値する。
すなわち、この円環的な時間に対する認識の枠組みにおいて、歴史と現代は接続してい
たのである。 
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 しかし、その後キリスト教が普及することにより、人類の起源と終末という直線的な
時間認識の枠組みが歴史観にも導入され、ギリシャの円環的な歴史観は「終末論的歴史
観」と呼ばれるものに変化する（渡邊, 1999）。終末論的歴史観は、歴史の過程は神の
意図の達成と同一であるという前提に立っており、その結果、歴史における研究対象の
主体は人間から神へ、歴史が扱う対象は未来へと変化することになった。すなわち中世
の歴史観は決定論的であり、人間の行為ではなく神の設計に注目する傾向にあったので
ある（Collingwood, 1946 小松, 三浦訳 2002）。それと同時に、社会的な変化に対処す
るという現実的な歴史の有用性は、神の意図を明らかにするという神学的な有用性にす
り替えられたのである。 

 これに対する反論が生まれたのがルネサンス期である。Collingwood（1946, 小松, 三
浦訳 2002）も説明しているように、ルネサンス期になると「歴史の全体設計を先験的
に決定するための基盤となった偉大な神学的かつ哲学的体系はすでに賛同を求め得な
くなっており、ルネサンスとともに、古代人の歴史観に立脚する人本主義的歴史観への
回帰が行われ」、歴史家は未来ではなく過去自体のための過去に関心を払うべきだとい
う考えが 17世紀初頭までに広まったのである。これによって、歴史観は神学的・決定
論的な傾向が薄れていき、神ではなく人間に関心を持ち、未来ではなく過去に関心を持
つようになっていった。 

 そして、その後の歴史観は大きく 3つの方向に向かった。1つ目は、渡邊（1999）が
「発展的歴史観」と呼んでいるものである。この発展的歴史観は、終末論的歴史観を世
俗化しただけにすぎない歴史観であり（Löwith, 1958 柴田訳 2006; 渡邊, 1999）、神
学的な要素は表面上見られないものの直線的で発展的な終末論的歴史観の前提が引き
継がれているという特徴を持っている。実際、渡邊（1999）も分析しているように、
ヘーゲルは世界の究極目的や世界史の進歩の究極目的を語っているし、マルクスの唯物
史観も人類は原始共同体から共産主義的な協力体になるという直線的・決定論的な進歩
を仮定している。この発展的歴史観は 19世紀を通して広く普及するようになったが、
20 世紀において批判されたマルクスの唯物史観のように、人類にはある目的が存在し
ているという世俗化されたキリスト教的世界観への疑問が生じることにより、歴史を記
述する目的が空虚になってしまうという問題点もある。 

 2つ目は、渡邊（1999）が「内在的歴史観」と呼んでいるものである。この内在的歴
史観は発展的歴史観の反動と、自然科学の持つ方法論的な確立に影響されて台頭してき
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た歴史観であり、「有限的人間にとって可能な歴史認識を、世界史の巨大な普遍認識に
ではなく、その「特殊」の、ないしは「個別」の、多様な出来事の把握に限定する立場」
と説明されている（渡邊, 1999）。この歴史観は、「事実はいったいどうであったか」を、
史料という証拠をもとに実証的かつ客観的に記述することを重視しているという特徴
を持っており、歴史哲学のように「目的」の概念によって作業するではなく、「原因」
の概念によって作業することを重視している（Croce, 1920 羽仁訳 1952）。ここで注目
すべき点は、「過去を判断し、または将来のために現代を教える」ことはできないとい
う前提を置いていることである（Croce, 1920 羽仁訳 1952）。内在的歴史観は、歴史家
の活動を過去の個性記述に限定化することによって客観性を高めることに成功し、近代
以降広く歴史研究で普及することになるが、その反面現代との接点が薄くなるという問
題点もある。 

 3 つ目の歴史観として、円環的な歴史観の発展系である循環的歴史観が挙げられる。
今まで見てきたように、歴史という情報が当時の社会において直接的に価値をもたらし
ていたのは古代ギリシャの歴史観である。この円環的な歴史観はキリスト教の影響を受
けて主流ではなくなったものの、ルネサンス期に再生されると共に、18 世紀初期、イ
タリアの歴史哲学者ヴィーコによって類似する歴史観が提示され、一歩進んだ考察が行
われている。Collingwood（1946, 小松, 三浦訳 2002）はヴィーコの歴史観として 3

つの特徴があることを示しているが、重要な指摘であるため一部引用する。 

 

第一に彼が考えたことは、歴史上のある時代は全ての事項を色付ける全般的性質を持ち、
それが別の時代に再現し、かくて異なる二時代が同一の全般的性質を持ち、一つの時代
から他の時代が類推して論じうるというものだった。（中略）第二に彼が示すのは、こ
れらの同種の時代が同一順序で再起する傾向を持つことである。（中略）第三に、この
循環運動は、固定した諸段階よりなる循環過程を歴史が単に回転通過するのではない。
運動は円でなく、螺旋を描く。というのは、歴史が繰り返すとき、回転して達する新段
階は事前の一切のものによって必ず違った形態になるからである。 

（Collingwood, 1946 小松, 三浦訳 2002） 

 

 このように、古代ギリシャ時代の歴史の捉え方が回帰的な円環運動を想定しているの
に対し、ヴィーコは未来の予測はできないとした上で循環運動を想定している。この考
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え方は非常に重要な違いである。Popper（1957, 岩坂訳 2013）は、歴史は「法則」で
はなく「トレンド」しか持ち得ないと主張しているが、これを考慮すると、「循環的歴
史観」という表現は「円環的」歴史観よりも妥当な表現だといえる。 

 この循環的歴史観については、現代のメタ・ヒストリーの第一人者であるホワイト
（2010）も似た言及を行っている。彼は、生徒全員が歴史家になるわけではないとい
う理由から、歴史の作り手としての能力だけでなく歴史との関わり方や利用の仕方にも
着目するべきだと主張している。そして、この主張に続く形で政治哲学者のオークショ
ットを引き、過去に対する 2 つの異なる観念を提示している。1 つは「歴史学的過去」
である。これは「近代的な専門歴史家によって、歴史の全体のうちで、修正され組織化
された部分として構築された過去」であり、「それ自体に目的があるものとして構築さ
れ、現在を理解したり説明したりすることによって、ほとんど、あるいはまったく価値
をなさず、現在において行動したり未来を予見したりするガイドラインも一切提供して
くれない」ものである（ホワイト, 2010）。これと対をなす過去に対する観念が「実用
的な過去」である。これは、「「今この現在」に仕えるよう練り上げられており、この現
在と実践的な仕方で関係しており、それゆえ、私たちがそこから教訓を引き出して現在
へと応用し、さらには未来（少なくとも近い未来）を予測できるような過去」であり、
「さらには今の状態よりももっと良い未来を目指して、現在取るべき行動の正当性とま
では言わずともその理由を引き出すことができるような過去」だと説明されている（ホ
ワイト, 2010）。彼が客観的で個性記述的な歴史学的過去を批判しているのは、そこに
現代との接続が見出せないからである。上記の実用的な過去という観念は、古代ギリシ
ャの歴史観とヴィーコの歴史観で前提にしているものと近く、これらは現代との接続性
を重視している点で共通しているといえる。 

 さらに、この循環的歴史観における循環運動についてより詳細に検討しているのが、
歴史哲学者であり歴史教育者でもある Lee（2005）である。彼は、物事の変化のタイ
プにはランダムで予測がつかないものと、時間を延ばして見ることで流れや人の振る舞
いの特徴などがある程度パターンとして理解できるものの 2つがあるとしている。そし
て後者の変化パターンに注目すると、歴史は現代の生活に役に立つものになるのである。
さらに彼は議論を一歩進め、歴史の因果的な変化パターンを現代と対応させて活かす際
に有効な概念枠組みとして、使用可能な歴史的枠組み（”Usable Historical Framework”）
を提唱している。この枠組みは長期的な変化パターンを対象にしており、歴史を学ぶ初
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期から繰り返して使え、修正、検証、改良、棄却が可能なものと説明されている。具体
的には、「経済の衰退」、「経済の活性化」、「労働問題」、「移民問題」などにおける因果
関係が該当すると考えられる。このように、循環的歴史観は歴史と現代を接続させる上
で効果的な歴史観といえるが、そのためには長期的で社会的な因果関係を想定し、その
枠組みで現代との関連性を考えなければいけないということもわかる。 

 以上をまとめると、歴史観には図 1-1のように現在大きく 3つの主流がある。1つ目
は、直線的な歴史観で世俗的ではあるものの終末論的世界観を内包している「発展的歴
史観」である。2つ目は、過去の個々の事象はお互いに相対的かつ特殊的であるという
歴史観である。本論文ではこれを「個性記述的歴史観」と呼ぶ。そして 3つ目が、社会
は循環的な運動をしているのであり、完全に一致するわけではないが類似する社会的な
変化が現れるという点で歴史と現代を結びつける「循環的歴史観」である。 

 さて歴史観について詳細に見てきたが、各歴史観に立った場合、歴史という情報は人
類に対してどのような価値を提供しうるのだろうか。「個性記述的歴史観」は客観的な 

 

 

図 1-1 発展的歴史観、個性記述的歴史観、循環的歴史観の推移イメージ 
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過去を記述するという点では非常に有用であるが、この歴史観だけでは過去と現在との
関連性が不明瞭になってしまうという問題点が残る。そのため、歴史独自の学習価値と
いう観点から見ると、その学習を行うための準備段階に位置するといえる。「発展的歴
史観」はある社会の歴史的な変遷を捉えられるという点では有用であり、その長期的な
変遷を踏まえた上に現代を位置づけられるという点で現代と接続しうる。しかし、自身
と全く関連のない地域・時代の歴史を扱うと、現代との接続が難しくなるという問題点
を持つ。例えば、古代地中海の地域の歴史を発展的歴史観で現代の日本と接続させよう
と考えた場合、その関連性を見出すのは困難といえる。すなわち、歴史という情報が人
類に対して提供する価値が限定化されるという問題点がある。また、マルクスの唯物史
観の例のように、その発展的歴史観の前提に立っている目的がその時代の社会と一致し
ないと現代との関連性が弱まるという弱点も持っている。一方、「循環的歴史観」は類
似プロセスの重なりを見出すことによって過去と現代が接続されるため、遠く離れた歴
史に対しても広く有用性を持たせることができるといえる。このように歴史観の違いに
よって、歴史は人類に対して異なる価値を提供することが明らかになったが、本論文で
はこのうち「循環的歴史観」に立った歴史の価値を重視する。これは、循環的歴史観は
現在の関心に沿って柔軟に過去への切り口が生み出すことができ、発展的歴史観よりも
多くの歴史を現代と結びつけられるからである。 

 では、循環的歴史観の立場に立った場合、歴史という情報は現代に対して具体的にど
のような独自の価値を持っているのだろうか。本論文では大きく 2つの特徴があると考
えている。1つ目の価値は、過去の人類に関する長期的な変化の因果関係が記述されて
いるということである。現代においては、労働問題、不況、環境資源の枯渇、外交問題、
民族紛争など、様々な社会レベルの問題が頻出しているが、これは科学的知見や生物間
の情報の世代継承だけでは解決されないレベルの問題である。このような問題に対し、
長期的な変化の因果関係を含んでいる歴史という情報は社会的判断を行う際の貴重な
情報となりうる。実際、古代ギリシャでは社会的な問題に対する方法として使われてい
ることを示したが、現代のアメリカでも、湾岸戦争を正当化するために第二次世界大戦
やベトナム戦争の歴史が用い、政策決定のための裏付けとして利用されている
（Neushudt & May, 1986; May, 1973 遠藤訳 2004）。通常、生物は自身の寿命以上の
変化を知ることはできない。そのため、100年や 200年を超える変化を知られる歴史と
いう情報には極めて独自の価値があるといえる。 
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 2つ目の価値は、歴史という情報には様々な時代や地域の特性が記述されているとい
うことである。これは歴史学が蓄積してきた研究群がもたらす価値ともいえる。近代以
降、各国は同じような政治制度や教育制度を持つようになり、ライフスタイルや労働観
なども類似した傾向が見られるようになってきた。これは技術的な発展によって世界各
国の交流が物理的にも情報的にも急速に進められた結果といえるが、別の見方をすれば
人類の社会の多様性が少なくなっているともいえる。これは人類全体の生存戦略として
は大きなリスクを伴う。同時代に異なる制度や価値観を持っている地域が数多くあれば、
ある地域における制度や価値観が行き詰まったとしても相互に参照することができる
が、グローバル化が進んだ現代では各地域の差分が相対的に少なくなってきている。そ
のため、例えば教育制度の破綻や会社の経営不信が起こったとしても、オルタナティブ
を得られない事態に陥りやすくなる。そこで重要になるのが歴史という情報なのである。
例えば、我々は封建制度を記述した歴史を読むことで現代と異なる主従関係がもたらす
利点や問題点を知ることができる。また、空間的には現代と同じであっても、江戸時代
の自治組織の運営方法などを知ることで現代にはない情報を得ることができる。つまり、
歴史は特定の制度や文化を持った集団を仮想的に増やしているのである。生物学のメタ
ファーを用いるならば、人類が構成する社会という種を仮想的に増やしているといえる
だろう。このように歴史は、類似する集団が一斉に自然淘汰を受ける事態を回避できる
情報を持っているともいえる。 

 では、これら 2 つの独自な価値を踏まえた上で、「パパ、だから歴史が何の役に立つ
のか説明してよ」に対する回答をより明確に示していこう。まず参考になるのが認知心
理学における類推（アナロジー）研究である。類推の基本的な方法とその効果について
は、Holyoak & Thagard（1995, 鈴木, 河原訳 1998）によって以下のようにまとめら
れている。 

 

二つの領域の対応づけが同型ならば、ベースから引き出された推論はターゲットについ
ても正しい可能性があるというのが、筆者らの主張である。（中略）アナロジーの完全
さと生成された推論の有用さは、トレードオフの関係にある。ベースとターゲットの間
の初期の対応関係が完全であるほど、両者が同型であると確信できる。しかし、ターゲ
ットについての知識がベースについての知識よりも少ないのでなければ、つまり、ベー
スとターゲットの命題間の初期の対応関係が不完全でなければ、対応づけからはなんら
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新たな推論は生じない。対応関係が不完全なとき、対応づけに対する確信は弱まるが、
ターゲットについてなるほどと思えるような（誤っているかもしれないが）推論をベー
スから生み出す可能性がある。 

（Holyoak & Thagard, 1995 鈴木, 河原訳 1998） 

 

 このように類推では、類似する構造（例えば、原因→結果を示す因果関係）において
ターゲットにはない要素がベースを用いた類推によって埋められることで学習効果が
発生する。では、このベースを歴史における長期的な因果関係とし、ターゲットを類似
する現代社会の不完全な因果関係と仮定した場合、現代のどのような部分が埋められる
といえるだろうか。本論文では、歴史的類推によって埋められる部分は 2つあると考え
ている。 

 1つは、ある問題もしくは変化を引き起こした原因である。つまり、通常の認識より
も多面的もしくは長期的に分析できている類似した変化パターンを持つ歴史が存在す
れば、現代と比較して原因の差分を埋められるのである。山住（1998）は、Лephep

（1981）の認識課題論を引用しつつ、歴史における「創造的な思考」について考察し
ている。Лephep（1981）は創造的活動の手続きとして、「①以前に習得された知識・
技能を新しい状況で自主的に転移させること、②既知の状況のなかに新しい問題を発見
すること、③対象の構造を発見すること、④対象の新しい機能を発見すること、⑤オル
タナティブな解決様式を探求すること、⑥課題解決の既知の諸様式を新しい課題解決に
おいて組み合わせること、⑦原理的に新しい解決様式を構築すること」という手続きが
必要だと述べているが、歴史的類推の効果として歴史で学んだ変化のパターンや構造を
使い、問題の発見や問題対象の構造を発見できるというのは、まさに歴史の因果的な構
造のパターンが現代の問題の構造化に役立つことを示している。 

 歴史的類推によって埋められるもう 1つの部分は、ある社会的行動もしくは政策が取
られた場合の未来の状態である。歴史における変化の因果関係の途中の段階を現代と対
応させた場合、歴史はある社会的行動が取られた先の因果関係がわかるため、現代から
みて不明になっている未来の因果関係の差分を埋められる。この未来の予測における選
択肢の生成という効果を挙げている研究者としては、例えば、Staley（2002）がいる。
彼は、歴史を未来の予測に使う歴史家はほとんどおらず、一部の冒険的な歴史家しかし
なかったと述べているが、歴史を通して未来への 2、3のシナリオを書けるようになる
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という効果の重要性を主張している。これはЛephep（1981）の手続きの「⑤オルタナ
ティブな解決様式を探求すること」とも類似する考え方であり、歴史の多様で因果的な
解決法が未来の予測を多様化させる点で役立つということを示している。 

 これまでの議論をまとめると、歴史には過去の人類に関する長期的な変化の因果関係
の記述や様々な時代や地域の特性の記述が含まれているという特徴があるが、循環的歴
史観に立った場合、これらの長期的な多様な因果関係において現代の社会的な問題と接
続させることができる。そして、類推という観点で考えた場合、ある問題の原因が多面
的もしくは長期的に分析されている歴史の因果関係を類推のベースにすることで、図
1-2のように現代の問題の原因分析が行える効果と、ある問題の解決法を講じている複
数の歴史の因果関係を類推のベースにすることで、現代の問題の解決法の選択肢を増や
すことができるという 2つの効果が生じる。つまり、歴史を現代に応用する効果として
は、①歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する方向と②多様な歴史の解決法
を現代の問題の解決法生成に応用する方向の 2つがあるといえる。 

 

 
図 1-2 歴史が現代へ応用される 2 つの方向性 

（青色、黄色、赤色、緑色は歴史、黒色は現代を指す） 
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1.1.2 歴史学習の目標 

 では実際に歴史を学習させる段階、すなわち歴史教育の現状はどのようになっている
のだろうか。本項では、学習指導要領やカリキュラム、学習者や教師の意識に関する研
究をもとに歴史学習の目標について分析していき、教育的に歴史学習の目標がどのよう
に設定されているかについて見ていく。 

 ただし、日本の歴史教育については戦前から戦後にかけて大きな変化があり、それが
現在の歴史教育に大きな影響を与えているため、先に日本の歴史教育の変遷について整
理しておこう。比留間（1982）によると、日本の歴史教育の先駆けは江戸時代の藩学
校だったが「歴史学という独立の学問として独自の方法論を持ち、史実の究明、真実の
追求を主たる目的として行われるものではなかった」とされている。しかし、歴史は重
要視されており、例えば高田（1982）は 1860年設立の淀藩の明親館の明親館条例を引
用して明らかにしているように、当時の歴史学習の目的として、古来の治乱興廃や政治
による損失などを考え、日々に活かすことが掲げられている。つまり、歴史教育が始ま
った初期の段階では歴史の教訓性が強く意識されていたことがわかる。 

 続く明治初期になると歴史に触れる機会はあったものの、「学習は初歩においては暗
誦に重点がおかれ、中等教育以上では、語学の学習を兼ねる場合が多くなる」というこ
とが史料から明らかになっており、「したがって、こうした歴史科の学習が、西洋への
生徒の目を開かせる端緒となることはあっても、歴史教育として、独自の目標を持ち、
それを達成していたとは到底考え難い」とされている（木槻, 1982）。明治時代になっ
ても歴史学習の目標自体は明確化されていないが、様々な時代や地域の特性が記述され
ていることに注目して歴史が学ばれていることはうかがえる。しかし、外国との戦争が
徐々に本格するにつれ、明治 14年頃から愛国心や国民精神を育成する道徳的な役割が
歴史科に付与されるようになっていく（上篠, 1982）。 

 大正時代になり自由教育が日本にも持ち込まれるようになると、例えば千葉師範附小
では、「①個別学習による教科書内容の理解、②個別学習による自主的研究、③全級に
よる個別研究成果の発表、④発表に対する児童相互の討論、⑤教師の補説とまとめ」と
いう流れで歴史授業が進められるようになる（大森, 1982）。特に②の自主的研究では
「家光の性格と史実の関係」、「幕府の権威が盛んとなった事及び徳川時代の大観」、「外
国との交通の有様、鎖国の原因と影響」、「キリスト教の盛んになった訳」、「島原の乱の
原因及び有様」、「御歴代表、年表、年代表、地図の使用等」というように歴史的思考の
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育成に近い授業が展開されるようになった（大森, 1982）。これらの授業では「批判」
が重要な要素となっていたとされているが、大森（1982）は授業記録の実態を分析し
た上で、「批判というのは、実際には国体史観的基準によって、人物の順逆、忠不忠を
批判することになっている。このあたりに、自由教育における歴史教育の限界が見えて
くる」と評価している。すなわち、個性記述的歴史観に基づく歴史教育が目指されてい
た一方で、愛国心を育成するという国体史観によって活動に大きな制限がかかっていた
といえる。 

 昭和時代に入り、戦争が本格的になるにつれ、この国体史観の影響は、例えば『初等
科国史』の記述にも如実に表れるようになってくる（和歌森, 1982）。さらに満州事変
後になると国体史観はさらに強まり、宮本（1982）は当時の中等教育に関与していた
歴史学者の発言を引用しつつ、「真実を覆い隠した歴史を歴史学者自らが公認」してい
たこを示した上で、「真実の歴史を教育することをなしえなかったことは事実」だった
と結論づけている。 

 つまり戦前の日本の歴史教育では、変化に関する教訓性を学んだり、自国にはないも
のを外国から学んだりするという循環的歴史観に基づく歴史独自の学習価値が注目さ
れていたが、自由教育が入ることによって当時の西洋で主流だった個性記述的歴史観が
持ち込まれ、その歴史観に立った歴史教育が展開されようとしていたといえる。しかし、
戦争という当時の社会的背景により、国体を維持するために歴史教育が利用されるよう
になり、歴史学と歴史教育が分離されてしまったのである。 

 このような背景の下、戦後における日本の歴史教育は複雑な関係性の下で展開される
こととなる。本論文では詳細な説明は省略するが、加藤（1982）が整理した当時の状
況を要約すると以下のようになる。まず、GHQによって皇国史観を除いた国史の再編
纂が求められた結果、歴史学者主導の下、真理探究、庶民生活の実体の取りあげ、世界
史的教材の取りあげを強調する『くにのあゆみ』という新国史が作成されることになる。
これは原始から現代に至る通史の構成を取っており、マルクス史観の大衆化にも影響を
与えたとされている。ただし、内容的にはまだ皇国史観は抜け切っておらず、歴史学者
同士の議論は活発だったものの教育現場からの発言はほとんどなかった。一方で、1946

年から社会科が教科として承認され、こちらは教育学者を中心として歴史を社会科の中
に位置づけようとする動きが生じてきた。このような社会科の立場からは、歴史学者が
歴史教科書を編纂した『くにのあゆみ』に対し、史実や内容構成の検討にとどまってい
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ると批判する動きが見られる。そして同時に、歴史教育の目標を子どもの社会生活や学
習活動との関係性において考察するべきだと主張し、歴史は過去を学ぶだけでなくより
良い現在や未来をつくりうることを目的にするべきだという主張が行われるようにな
ってくる。 

 このように、戦後になると歴史学者が客観的な歴史に基づく歴史教育を展開しようと
する流れと、教育学者が子どもの目線から社会科を作り、その中に歴史を位置づけよう
とする流れが対立するようになる。前項の歴史観に位置づけると、前者が個性記述的歴
史観と発展的歴史観に基づく歴史教育を目指していたのに対し、後者はやや循環的歴史
観の色が強い歴史教育を目指していたといえる。そしてこの対立は、歴史教育における
「系統学習」対「問題解決学習」という図式で現代もなお続いている。本論文にも関わ
る部分なので、少し両者の展開を追っておこう。まず、「系統学習」の定義であるが、
1953年の歴教協第 5回大会の中では「社会が発展してきた姿を、歴史の古い方から今
日まで、発展の順序にしたがって教えることである」と定義されている。そして問題解
決学習の立場に対し「個々の問題解決や機能でわけた歴史は教材ではありえてもただち
に歴史ではない」と批判している（歴史教育者協議会, 1997）。一方で「新しい社会科
における問題解決学習」は、「歴史の中の個々の事実の中から、問題解決のための材料
として選び取られるという教育方法的な考え方」に立っていると説明されている（加藤, 

1982）。その上で、系統学習に対しては、歴史教育の内容の選択に関する議論に終始し
ており、生徒の立場から問題を取り上げたものが見られないと批判している。 

 このような対立の下、社会科における問題解決学習を重視する研究者によって、大き
く 2つの研究の流れが生まれた。1つは、児童の歴史意識の発達に関する心理学的な研
究である。例えば、藤井（1985）は 1952年から 1960年の間に活発になった歴史意識
に関する調査研究をレビューした上で、例えば今と昔の対比の意識が小学 3～4年生に
かけて急激に発達することや、直接的な因果関係を把握できるのは小学校 4年生からで、
間接的な因果関係を把握できはじめるのは中学 1年生で、中学 3年生でほぼ可能になる
などの歴史意識の段階性を整理・紹介している。もう 1つは、現場における実践的な研
究である。これは落ちこぼれや低学力、授業がうまくいかないという教育現場における
問題が生じた 1970 年代頃から活発になり、現場の教師によって系統学習とは異なる
様々な問題解決学習の取り組みがなされてきた。各実践では、どれも様々な観点から学
習者の興味を考慮した授業構成になっているのが特徴である。中でも有名な実践として
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は、1980 年代に中学校教師の安井俊夫が行った「スパルタクスの反乱」がある。この
授業では、中学生を対象にスパルタクスの奴隷達の状況に共感させながら、当時の奴隷
がどのような気持ちだったか、どのように行動しようと考えていたかを推測させる形を
取っている（安井, 1993）。この実践では共感を優先することにより、生徒の関心が高
まっている様子が見られ、宮原（1998）は「教育内容から教材を研究するという一九
六〇年代の教材観を、学習者の側から教材を研究するという七〇年代の教材観に転換さ
せるうえで画期的な役割を果たした」と評価している。しかし一方で、歴史上の事実と
は異なる推測を行うという結果も招いており、科学と教育の結合が弱まるという問題点
も指摘されるようになった（土井, 1989; 宮原, 1998）。このように安井実践はその後の
歴史教育における議論の中心的な事例となり、多くの研究者や教師を巻き込むようにな
っていく。このような状況の下、高校の教師である加藤公明の討論学習が生まれた。こ
の討論学習では、例えば徳政一揆を行った農民に対して有罪派と無罪派に分かれ、史料
などを通してその理由を主張させる授業が高校生に対して行われている（加藤, 1995）。
この授業実践では、生徒達は現代における常識的な考え方を克服し、例えば中世の土地
所有観念という歴史的な見方や考え方が獲得している様子が明らかになっている。宮原
（1998）は加藤実践に対し、論理的で実証的な思考力を媒介にして歴史認識を高めら
れているという点で、安井実践の問題点を克服したと評価している。 

 このように戦後の歴史教育では、学習者の立場から歴史教育を考える流れが生まれて
きているが、歴史学に基づく系統学習と教育学に基づく問題解決学習の適切な関係はま
だ模索されている。そして、宮原（1998）が今後の課題としてまとめているように、「こ
れからの問題解決学習は、従来のような身近な問題の行為的な体験学習だけはなく、そ
れを系統学習につながる知的な体験学習に広げるとともに、身近な地域の行為的な問題
解決学習を、学問の系統をも反映した知的な問題解決学習に拡大することが必要」な状
態だといえる。 

 では、近年の歴史学習の目標はどのように設定されているのだろうか。その前に、対
象学年について整理しておくと、本論文で対象にしたい歴史的類推は歴史の因果関係を
認識する必要があるが、先行研究では歴史の因果関係を認識させる段階として設定され
ている学年は高校生が多く（藤井, 1985; 山田, 2007; 遠藤ほか, 2007）、中学生では難
易度が高いとされている（Masterman & Sharples, 2002）。そこで本論文では歴史的類
推を実施する段階としては高校 1年生～3年生が適切と考える。そこで以降、歴史学習
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の目標についても高校を中心に分析していくこととする。また、日本では高校の歴史科
目が世界史と日本史の 2科目に分かれるが、本論文ではより広範囲な内容かつ必修とさ
れている世界史を対象にする。 

 では、近年の高校の世界史ではどのような目標が掲げられているのだろうか。文部科
学省（2009）の高等学校学習指導要領解説地理歴史編の世界史を学習する際の目標を
見ると、世界史 A、世界史 Bの目標として以下が設定されている。 

 

近現代史を中心とする世界の歴史を、我が国の歴史と関連付けながら理解させ、人類の
課題を多角的に考察させることによって、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生
きる日本人としての自覚と資質を養う。（世界史 A） 

（文部科学省, 2009） 

 

世界の歴史の大きな枠組みと流れを、我が国の歴史と関連付けながら理解させ、文化の
多様性と現代世界の特質を広い視野から考察させることによって、歴史的思考力を培い、
国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養う。（世界史 B） 

（文部科学省, 2009） 

 

 これらの目標を詳細に分析してみよう。まず、世界史 Aの目標は、「近現代史を中心
とする世界の歴史を」、「我が国の歴史と関連付けながら理解させ、人類の課題を多角的
に考察させることによって」、「歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本人
としての自覚と資質を養う」と分割でき、世界史 B の目標は「世界の歴史の大きな枠
組みと流れを」、「我が国の歴史と関連付けながら理解させ、文化の多様性と現代世界の
特質を広い視野から考察させることによって」、「歴史的思考力を培い、国際社会に主体
的に生きる日本人としての自覚と資質を養う」と分割できる。このうち 1つ目の部分は
学習内容に関するもので、「近現代史」を重視するのか、全体の「大きな枠組みと流れ」
を重視するのかで異なっていることがわかる。次に 2つ目の部分は学習の展開と学習方
法の部分で、共に「我が国の歴史と関連付け」ることを掲げつつ、世界史 A では「現
代の人類が直面する課題」を、世界史 B では「文化の多様性」と「現代世界の特質」
を考察させるという点で違いを出している。ここで注目すべき点は 3つ目の部分の「歴
史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養う」であ
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る。これに関しては、世界史 A、世界史 B 共に同様の文言を用いている。この意図に
ついては、以下のように説明されている。 

 

「世界史 A」と「世界史 B」は、構成や学習内容に相違があり、それぞれ独立した科目
となっているが、世界史を学習することによって得られる能力や態度に関しては共通の
目標を設定している。他国や他地域の歴史を理解し、自国との世界との関わりを学び、
日本の歴史や文化をより客観的に見る目を養う。そして、世界の形勢の歴史過程、文化
の多様性や現代世界の特質などを学習することによって歴史的思考力を培う。これらを
通じ、民主的・平和的な国家・社会の一員としての自覚並びに国際社会に主体的に生き
る日本人としての資質を養うことが、この科目の最も重要なねらいである。 

（文部科学省, 2009） 

 

 つまり、文部科学省（2009）は、まず歴史の内容理解を目標にし、次に歴史的思考
力を養うことを目標とした上で、それを通じて主体的に生きることを最終目標に設定し
ているといえる。 

 また、地理歴史科における中央教育審議会（2008）では、「習得した知識、概念や技
能を活用して、世界や日本の歴史的事象や地理的事象、現代社会の諸事象について考察
し、その内容を説明したり自分の考えを論述したりすることを通して、社会的事象につ
いての見方や考え方を成長させる」や、「専門的な知識、概念や技能を習得、定着させ、
それらを活用できるよう改善を図る」など、概念や技能の「活用」という点に触れてい
る。文部科学省（2009）の目標を考慮に加えると、歴史的思考力を養い、その概念や
技能を活用して現代社会の諸事象について考察することで主体的に生きられるように
するという目標が掲げられていると解釈できる。 

 このような「歴史の内容理解→歴史的思考力の育成→歴史の応用」という目標の段階
性は日本以外の地域にも見られる。例えば、アメリカ合衆国のオハイオ州における小中
高を通した社会科スタンダードのカリキュラムでは、歴史的思考力の育成にかなりの重
点が置かれているが、歴史上の事象に対する思考力を養った後、すなわち高校 2、3年
生が身につけるべき力として、「歴史的必然性の議論に挑戦することによって、歴史的
連続性と変化についてのパターンを説明する」と「現在の問題を説明するために歴史的
解釈を使用する」ことが挙げられている（山田, 2007）。すなわち、オハイオ州の場合
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も「歴史の内容理解→歴史的思考力の育成→歴史の応用」という目標の段階性があると
いえる。一方、イギリスでも同様の傾向が見られる。元々イギリスでは歴史的思考に特
化した教育が行われてきたが（佐藤, 2004）、近年ではシティズンシップ教育に重点を
置いて歴史とシティズンシップの教科を相互に連携させる枠組みを持たせており、連携
関係に応じて学習させる歴史の内容構成が組み替えられるようになっている（大國, 

2011）。これを踏まえ、大國（2011）は、個別史か主題史か、現在理解の重視か過去理
解の重視かという2軸を用いた4象限を設定してイギリスのシティズンシップ科と歴史
科の連携のあり方を分析している。具体的には、過去理解の重視×個別史の授業タイプ
（ある過去の社会の特質を理解することを目的に、適当な複数の歴史事象を選択し、個
別史による歴史の形成を行う）、過去理解の重視×主題史のタイプ（過去の社会の変化
を理解することを目的に一定の変化が見られる歴史事象を選択し、主題史による歴史の
形成を行う）、現在理解の重視×主題史のタイプ（現代社会の特質の理解を目的に現代
社会の歴史的形成過程を示す歴史事象を選択し、主題史による社会の形成を行う）、現
代理解の重視×個別史のタイプ（現代社会の特質の理解を目的に現代と共通あるいは類
似する特徴をもつ複数の歴史事象を選択し、個別史による社会の形成を行う）の 4つの
歴史授業のタイプがあることを示している。大國（2011）によると、現在理解の重視
を図っている 2タイプがシティズンシップ科、過去理解の重視を図っている 2タイプが
歴史科になっていると述べているが、同時にこのような柔軟な変革によって、「歴史の
内容習得を第一の目的としていた歴史授業が、その学問の枠組みを超え、歴史の内容を
通して、現代社会の直接的な理解や社会形成に積極的に貢献するものにまで変化した」
と述べている。このように、近年のイギリスでは現在理解と過去理解をうまく連携させ
ることにより、「歴史の内容理解→歴史的思考力」に加えて「歴史の活用」までを視野
に入れようとしているといえる。以上、アメリカとイギリスの歴史教育を見る限りでは
あるが、歴史と現代の関連性を考慮したカリキュラムが組まれており、「歴史の内容理
解→歴史的思考力の育成→歴史の応用」と歴史教育の目標が拡張しているのは日本だけ
の傾向ではないといえるだろう。 

 では次に視点を変えて、歴史を学習者や教師にとって歴史を学ぶ意義はどのように位
置づけられているかも分析していく。ただし、この先行研究については高校生を対象に
しているものが見つからなかったため、中学生や大学生に対象を広げて分析する。 

 まず中学生が歴史学習にどのような利点を感じているかを分析した調査としては松
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永（2004）の研究が参考になる。彼は中学校 1年生 100名に対し、「歴史の学習が必要
だと感じる面」「歴史の学習が必要だと感じない面」を聞き、それぞれの項目について
6段階の評価をした上で、具体的な内容を自由記述させる方法を取っている。この調査
結果を見ると、歴史学習が必要だと思う理由として「過去を参考にできる」が 2位にな
っている一方、歴史学習が不必要な理由として「将来大人になっても活用する場がない」
が 1位、「昔を知っても今に活用はできない」が 3位となっている。この結果を受け、
松永（2004）は「現状の歴史教育が社会生活を営む上で必要な能力を身に付けさせる
ような内容にはなっていないことを裏付けている」と分析している。すなわち、学習者
にとっては歴史を学ぶ意義として過去を参考にできると考えられている一方で、現在の
歴史教育で学ばれている歴史と学習者が学ぶ意義として感じている歴史の間に齟齬が
あるのが実情だといえるだろう。 

 では次に、学習者が歴史に対して抱く考えは他の地域、他の年代の学習者でも共通し
ているのだろうか。この疑問に対し、Virta（2001）が行った質問紙調査は参考になる。
この調査ではフィンランドの大学生 1、2年生 92名を対象に、「なぜ学校で歴史を学ぶ
のか」「社会における歴史の重要性は何か」「どのようにして歴史の概念を理解するか」
「個人にとって歴史はどのような意味があるか」「歴史における自身に位置づけは何か」
という 5 つの質問が行われ、回答された内容が質的に分類されている。その結果、「な
ぜ学校で歴史を学ぶのか」「社会における歴史の重要性は何か」に対しては、歴史を現
在の社会や文化に対する基盤と見なしている項目が上位を占めており、次いで、「歴史
は繰り返す」として、歴史を現在や将来を形成するための判断基準にするという項目が
続いた。一方で、昔のように歴史をナショナリズム形成のためのものと見る人はかなり
少ないことも示されている。これより、過去から学べる点に歴史の意義を感じるという
学習者の傾向は、地域や年代を超えてもある程度共通しているといえるだろう。 

 一方、歴史の教師は歴史を学ばせる上で何を重要と考えているのだろうか。小田中
（2007）は、歴史教育で何が重要と考えられているのかを明らかにするため、日本の
世界史の高校教師 51人にインタビューをしている。その結果、歴史を勉強させる理由
としては、圧倒的に「思考力を育てる」が多く、思考力育成のためには、知識と知識を
つなぐ力と、ものごとを比べる力の 2つが必要な要素として挙げられている。また、教
師のインタビューの中には、歴史の「教訓性」を重要視する発言もあった。彼によれば、
「教訓性」とは教訓と違って直接的に利用できるものではなく、現在を理解し、あるい
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は改善する際に役立つ知見をあたえてくれるという意味を持っており、「ぼくらが生活
している 21世紀の日本を理解するに際しては、有用な知見を提供しているくれる史実
もあるし、そうでない史実もある」として、「教訓性は個々の史実と個々の現在をつな
いでいるといえるだろう」と述べている（小田中, 2007）。これより、現場で歴史を教
える教師にとっても、歴史を学ばせる意義として過去が参考になるという考え方が入っ
ているといえる。 

 このように、歴史教育の場面、すなわち教育政策や実際の学習者や教師が重視してい
る歴史学習の意義や目標を考察すると、歴史は現代や将来を形成するための判断基準と
して利用できると潜在的に想定されていることがわかる。 

 以上、歴史を学習する価値について、歴史哲学を通した考察と、教育政策や実際の学
習者や教師を通して考察を行ってきたが、ここで歴史を学習する価値についてまとめて
おこう。まず、歴史には数学や理科（科学）では扱えない対象を扱っているという点で
歴史の持つ情報は独自である。さらに、循環的歴史観に立つことでその歴史の情報は現
代と接続可能となり、歴史の持つ過去の人類に関する長期的な変化の因果関係が記述さ
れているという特徴と様々な時代や地域の特性が描かれている特徴によって、歴史的因
果関係を現代的問題の原因分析に応用できる効果と多様な歴史的解決策を現代的問題
の解決法生成に応用できる効果があると考えられる。一方、歴史教育に視点を変えると、
学習者の目線に立った問題解決学習はどうあるべきかについての研究が重ねられてお
り、近年では特に歴史を現代に応用させる目標に注目が集まっていることがわかった。
これらを総合すると、歴史的類推を現代に応用する力は社会的にも教育的にも求められ
ているのが現状だといえる。 

 

1.2 研究的背景 

1.2.1 歴史学習に関する先行研究 

 では、歴史的類推は研究上どのように扱われてきたのだろうか。この項では歴史学習
に関する研究を広く調査し、本論文で扱う歴史的類推の位置づけを明確にしたい。そこ
でまずは歴史学習は研究的にどのような段階があり、どのようにカテゴリー化されてき
たのかを整理していく。 

 歴史学習の段階性と全体像を示している研究としては、Bell & David（1917）の分
類が参考になる。彼らは歴史的な理解を評価する際の能力として、「①過去の光の中で
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現代の出来事を理解する能力、②文書記録を厳密に調べ、複雑なもつれからまっすぐ起
こりそうなものを構築する能力、③歴史的な物語を正しく理解する能力、④歴史的な状
況における思慮深い質問に対する省察的で分析的な返答、⑤歴史的な人物や出来事につ
いての事実的な質問に答える能力」の 5段階の能力を提示している。番号が小さいほど
高次な能力である。このモデルのうち、⑤は歴史の内容に関する記憶力であり、②～④
は歴史に対する思考力であるといえる。そして①は現代と関連する思考力と位置づける
ことができるだろう。このように、歴史教育の目標と同様、歴史学習に関する先行研究
においても歴史の現代への応用は研究の範囲に含まれているといえる。 

 これらの歴史に対する思考力のうち、⑤に終始する歴史教育に関しては、早くから批
判がされてきた。例えば日本の場合は、佐藤・桑原（2006）が「我が国の一般的な歴
史授業においては、古代から現代へと時間の経過に従って事象・出来事を順番に語って
いく通史学習が一般的に行われてきた」と説明しており、その問題点として森分（1986）
は「通史教授の基本的問題は、このように一つの視点・立場から再構成された歴史を事
実として教授するところにある」点を、田口（2007）は「歴史に内包される価値観を
も無批判的に受け入れてしまう」点を指摘している。同様の指摘として、Russell & 

Pellegrino（2008）の調査研究でも、学生は講義形式の授業よりも活動的に歴史を学び
たいと思っていることを明らかにしている。Drie & Boxtel（2008）も近年の歴史教育
に関する動向を振り返り、知識の暗記教育だけでは不十分であり、歴史的思考力を育成
する必要があるというコンセンサスが形成されていることを示している。 

 このような批判の下、特に 1980年代以降になると歴史的思考とは何か、そしてそれ
はどのように育成されるかという研究が増加する。以下では、歴史的思考に関する近年
の研究知見を順にまとめていく。まず、歴史的思考の位置づけについてより詳細に検討
したものとして、VanSledright & Limon（2006）の研究が参考になる。彼らはWineburg

（1998）の歴史に関する知識のカテゴリーを発展させる形で提示している歴史領域の
知識を 3 つのカテゴリーを提示している。1 つ目は、本質的な一次知識（”First-order 

Substantive Knowledge”）である。これは過去そのものに関する知識で、何が起こっ
たか、誰が関わっていたのか、いつ起こったのかなどの描写や説明だと述べられている。
具体的には、「フランス革命」や「ローマカトリック教」が挙げられている。2つ目は、
本質的な二次知識（”Second-order Substantive Knowledge”）である。これは歴史の研
究者が過去に対して秩序を持たせるための概念や考え方であり、歴史家は過去を組織化
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し、意味を持たせる際の有効なツールとして用いていると説明されている。具体的には、
「理由付け」や「進歩／後退」や「証拠」、「史料の信頼性」などが挙げられている。「本
質的な二次知識」は過去固有の特性を指しているのではなく、むしろ「歴史家の行う楔
付け」のようなものだと位置づけられている。3 つ目は、方略的知識（手続的知識）
（”Strategic (or Procedural) Knowledge”）である。これは過去を研究したり、解釈し
たりする方法に関する知識のことで、いわゆる歴史的思考もしくは歴史的理由付け
（”Historical Thinking or Reasoning”）と呼ばれているものだと説明している。具体
的には、「認知マップやモデルの構築」や「歴史的文脈の中で解釈すること」、「証拠に
基づいた議論を構成すること」などが挙げられている。これにより、知識を暗記する歴
史学習と歴史的思考は明確に違う対象、方法を取っているものだということがわかる。
このように、歴史に関する知識のカテゴリーにはコンテンツを指すものと、思考スキル
を指すものの 2つに大きく分かれているといえる。 

 では次に、思考スキルに該当するもの、すなわち歴史的思考とは何かを整理していこ
う。歴史的思考の解明の出発点となった研究の 1つは、Wineburg (1991)が行ったエキ
スパートとしての歴史家とノービスとしての大学院生の史料の使い方の違いを抽出し
た実験である。彼はこの実験の結果として、歴史家特有の思考スキルには、「①情報の
ソースを調べる能力、②いつ、どこでその歴史的な出来事が起こったのかを意識する能
力、③複数の史料を使って比較検討する能力、④史料から抜け落ちている部分を意識す
る能力」があることを明らかにした。しかし、歴史的思考の種類に関しては研究者によ
って微妙に異なっている。例えば、Seixas & Peck（2004）は、歴史的思考力には「①
重要性、②証拠、③継続性と変化、④発達と衰退、⑤共感とモラルの判断、⑥歴史的エ
ージェンシー」の 6つの要素が重要だとしている。また、歴史的理由付け（”Historical 

Reasoning”）という概念を中心に多くの先行研究を取り込んだ Drie & Boxtel（2008）
は、歴史的思考には歴史的な理由付け（変化を描くこと、比較すること、説明すること）
を中心に、以下のように 6つの要素が絡んでいることを明らかにしている。 

 

①歴史的な質問をすること 

歴史的な事象や過去について情報を与えている史料について、描写的、因果的、比較的、
評価的な質問を行うこと 

②史料を使うこと 
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質問に関する史料について（有効性や信頼性を）評価することや、歴史的質問に答える
ため、もしくは過去に関する主張の根拠を提示するために、史料を選び、解釈し、情報
の裏付けを取ること 

③文脈を考慮すること 

描写したり、説明したり、比較したり、評価をするために、歴史的な事象、物体、声明、
文書、絵画を時間的、空間的、社会的文脈の中に置くこと 

④議論を行うこと 

異なる解釈の可能性に重きを置いたり、反論に注意することを通して、過去に対する主
張を出したり、慎重な議論をサポートすること 

⑤本質的な概念を使うこと 

歴史的な事象を描写したり、比較したり、説明するために、歴史的な事象（ファラオな
ど）や構造（封建制度など）、人物（チャールズ 5世など）、過去についての情報が組織
化されている期間（啓蒙期など）を名付けている概念を用いること 

⑥メタ概念を使うこと（歴史的な変化のプロセスを描写すること、歴史的な事象を比較
すること、歴史的な出来事を説明すること、史料を使うこと） 

（Drie & Boxtel, 2008） 

 

 これらの分類を総合し、段階性を考慮すると、歴史的思考には大きく 4つの要素があ
るといえる。まず最も基礎的な歴史的思考として、歴史の史料を批判的に読む思考力が
挙げられるだろう。これを行うことなしに、歴史の物語への理解も変化に関する思考も
深まらないからである。続く歴史的思考力としては、Bell & David（1917）と Seixas & 

Peck（2004）が重視している「歴史的な文脈に共感する思考」、Seixas & Peck（2004）
が重視している変化を含む「因果関係を構築する歴史的思考」、Bell & David（1917）
とWineburg (1991)が重視する「歴史を批判的に解釈する歴史的思考」の 3つが挙げら
れる。これらの段階的な順序を考察すると、まず史料に書かれている内容に共感を行わ
なければ因果関係も歴史的解釈も行えないことから、歴史の史料を批判的に読む思考力
の次には「歴史的な文脈に共感する歴史的思考」が続くと考えられる。その後は「因果
関係を構築する歴史的思考」と各因果関係の作り方に対して「歴史を批判的に解釈する
歴史的思考」が相互に関連する形で続くと考えられる。以上の 4つの歴史的思考の関係
性をまとめたものが図 1-3である。では、それぞれの歴史的思考を詳しく見ていこう。 
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図 1-3 各歴史的思考力についての関連図 

 

（1）史料を批判的に読む歴史的思考 

 1つ目は、史料を批判的に読む歴史的思考である。史料の読解は歴史学習における基
礎となる活動であり、その読み方は根本的な思考力である。この歴史的思考は非常に多
くの研究者が言及している（Lee & Ashby, 2000; Mont, 2011; James & McVay, 2009; 

Waring & Robinson, 2010; Kohlmeier, 2004; Kohlmeier, 2005; Fallace & Neem, 

2005; Mayer, 2006; Ferster et al., 2006; Dilek, 2009; VanSledright, 2004; Friedman, 

2004）。特に史料に対する認識を詳細に分析したものとしては、Lee & Ashby（2000）
の研究が挙げられる。彼らはイギリスの 7～14 歳の子供を対象に、歴史的な証拠につ
いての考え方を実証的に分析し、過去の見方は「①過去を現在のようなもの、②過去は
何かしらの権力によって修正されたもの、③過去はその当時の人々の報告によって知ら
れるもの、④過去は直接的な証言なしに証明できるもの、⑤過去は証拠となる史料から
推察できるもの、⑥史料のみが証拠を生み出す」、の 6 段階で推移していくことを明ら
かにしている。 

 

（2）歴史的な文脈に共感する歴史的思考 

 2 つ目は、歴史的事象を解釈する前段階として必要な歴史的共感（”Historical 

Empathy”）と呼ばれる歴史的思考である。史料を批判的に読む思考に加えてこれらを
重視する研究者も多い（Doppen, 2004; Monte, 2011; Levesque, 2003; Reisman & 
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Wineburg, 2008; Lemisko, 2010; Dilek, 2009; Riley & Totten, 2002; Hartmann & 

Hasselhorn, 2008）。この思考力については Lee et al.（1997）のグループが、特定の
時代の皇帝に関する史料を 11 歳から 18 歳の生徒に読ませた上で、なぜそういう行動
に出たかという質問に対する 3人の生徒の議論内容をまとめ、文脈的な背景を含めた歴
史的共感（”Contextual Historical Empathy”）の発達モデルの仮説を作っている。そ
れによると、生徒の歴史に対する共感モデルは以下の 5ステップを推移していくとされ
ている。 

 

①愚かな過去 

歴史上の行動は不可解である。その原因を昔の人が「Divi」、つまり愚かで、現在の我々
ほど賢くなく、不能で、モラル面でも劣っていたからだとする考え方。｢他に良い方法
をしらなかった｣など 

②一般的なステレオタイプ 

役割や制度という、伝統的なステレオタイプで歴史上の行動は説明できるとする考え方。
非常に一般化された性向に原因を求める。｢彼らはそうしたはずでしょう｣など 

③日常的な共感 

歴史上の人物の行動は、その人物が置かれた特定の状況に起因しているとするが、その
状況を現代的文脈でとらえる考え方。過去の人物が知りえたことと現代の我々が知りえ
ること、過去の人物の信条や価値観と現代の我々の信条、価値観の間の差異をはっきり
認識はしていない 

④限定的な歴史的共感 

歴史上の人物の信条や価値観が現在のものとは異なり、歴史上の人物の意図や目的は複
雑で分裂したものであるかもしれないという考え方 

⑤文脈的な歴史的共感 

広範な文脈や信条、価値観から行動が検討され、公然とした目的以外に隠れた目標があ
るかもしれないという考え方 

（Lee et al., 1997） 

 

 このモデルによると、歴史を学び始めた段階ではより低次の考え方に陥っており、歴
史的共感はエージェントの信念や価値観を知るところから始まるものの、行動の理由を
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文脈的に考えることまで進める必要があると主張している。また、文脈的に考えること
は歴史的観点（”Historical Perspective”）と呼ばれている「過去に生きた人の考え、感
情、モチベーションを理解し、再構築する力」(Seixas & Peck, 2004)とも類似している
ため、本論文では同様のものとして扱う。 

 

（3）因果関係を構築する歴史的思考 

 3つ目は、因果関係を構築する歴史的思考である。因果関係を構築させるという行為
も多くの研究者によって重視されている（藤井,1985; 遠藤ほか, 2007; Chapman, 2003; 

Chapma & Facey, 2004; Drie & Boxtel, 2008; Drie & Boxtel, 2003; Harris & Rea, 

2006; Masterman & Sharples, 2002; Saye & Brush, 2003; Saye, Kohlmeier, Brush, 

Maddox & Howell, 2007）。中でも多くの研究を整理した上でこの歴史的思考を詳細に
定義しているのが先にも挙げた Drie & Boxtel（2008）である。彼らはこの思考を歴史
的理由付け（”historical reasoning”）という概念で説明しており、史料、文脈的な歴史
的共感、歴史的な質問、議論、本質的な概念、メタ概念の 6つの要素を利用しつつ、変
化の記述、比較、説明を含む因果関係を構築する思考力だとしている。また、Masterman 

& Sharples（2002）は、因果関係を構築することは歴史全体を理解する際の、心理的
な糊付けの役割を果たすものだと説明している。前述した歴史的思考との関係性を考え
ると、特に重点が置かれる思考は、Drie & Boxtel（2008）の提唱するメタ概念のうち
の 1 つである「歴史的な変化のプロセスを描写すること」（例えば、変化と継続、緩や
かな変化と急激な変化、政治的、経済的、社会的、文化的なそれぞれの変化を見分ける
こと）といえる。 

 

（4）歴史を批判的に解釈する歴史的思考 

 4つ目は、歴史を批判的に解釈する歴史的思考である。これは、史料を批判的に読む
歴史的思考、共感する歴史的思考の上位思考であり、歴史的思考の中でも特に重要視さ
れている（児玉, 2000; 児玉, 2001; 加藤, 2006; 原田, 2009; Monte, 2011; Spoehr & 

Spoehr, 1994; Philips, 2002）。この思考力に関しては児玉（2000）の批判的な思考力
モデルが参考になる。彼のモデルによると、この歴史的思考はまず「解釈そのものを理
解する段階」から始まり、「理解できた解釈の確かさや根拠を、より多くの事実に基づ
いてもう一度反省的、批判的に吟味する段階」、「解釈に作用している歴史観や価値観に
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気付く段階」を踏まえて、最終的に「最初の解釈と、次段階で得られた新しい解釈を比
較検討する段階」にいくと説明している。（1）史料を批判的に読む際の思考力、（2）歴
史的共感を行う思考力との関連性を考えると、ある解釈を批判的に検討し、新しい解釈
と比較検討することがここでの中心的な思考力といえる。 

 

 以上の歴史学習に関する先行研究を分析すると、従来の歴史学習に関する先行研究で
は歴史家が歴史を生産する際に必要な能力に近い歴史的思考が重視されていることが
わかるだろう。このように歴史は現代や未来の長期的な判断基準として参考になるとい
う独自の価値があるにも関わらず、近年の先行研究では過去のみを対象にした歴史的思
考の育成を対象にしたものが多い。これにはいくつかの理由が存在する。 

 1つは、知識教授に対する反動としてのスキル育成という流れ自体が近年になって生
まれてきたため、歴史的類推に関する研究まで発展していないからである。実際、歴史
的思考については海外においても日本においても 1980年代になって本格的に研究され
はじめているため、研究領域としてまだ歴史的類推に到達していないのは当然ともいえ
る。しかし、それに加えて、より根本的な理由として、近年の歴史教育が近代の歴史学
者の歴史観に強く影響を受けていることが挙げられる。実際、歴史的思考に関する研究
の発端となったWineburg（1991）の実験では近代科学としての歴史学を実践している
歴史家をエキスパートに位置づけているため、当然歴史的思考として抽出される能力も
客観性を重視する個性記述的歴史観の範囲内に収まってしまっていると解釈できる。す
なわち、循環的歴史観が抜け落ちているのである。また、日本の歴史教育の歴史を見て
も、同様の傾向になっているといえる。日本の歴史教育の場合、江戸・明治時代は循環
的歴史観の色が強かったが、次いで戦時中の皇国史観の影響により循環的歴史観は弱ま
り、決定論的な歴史観が支配的になった。そしてその皇国史観の反動として、歴史学者
主体の個性記述的歴史観と発展的歴史観が優位になったという流れが続いている。これ
らの流れは、Collingwood（1946, 小松, 三浦訳 2002）が示しているように、ギリシ
ャ時代の歴史観、中世のキリスト教的な歴史観、そしてそれに対する反動として生まれ
た個性記述的な歴史観の流れと類似しており、日本の歴史教育においても循環的歴史観
が抜け落ちているといえる。実際、生徒の日常生活を重視する社会科の立場から生まれ
た戦後の歴史教育の各実践を見ても、歴史家が歴史を生産する際に必要な能力に近い歴
史的思考が取り上げられ、歴史的類推についてはほとんど言及がされていない。 
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 この状況に対し、ホワイト（2010）は強く批判をしている。彼によると、過去には
歴史学的過去と実用的な過去の 2種類存在するが、歴史学的過去を前提にした場合の技
能や思考は、史・資料を発掘し、考証することで、過去の「事実」を探求する方法を学
べる一方で、現在を理解・説明したり、未来を予見したりすることにとってはほとんど
価値がないと述べている。逆に、実用的な過去を前提にした場合の技能や思考は、過去
の事実を確定する方法や姿勢を学べなくなる一方で、今の実践的な問題をどう解決した
らいいのかを学ぶことができるという特徴を持っていると述べている。このうち、歴史
学的過去の立場に立った場合の歴史観には発展的歴史観や個性記述的歴史観、実証主義
といった観点が含まれるため、「史料を批判的に読む歴史的思考」「歴史的な文脈に共感
する歴史的思考」「因果関係を構築する歴史的思考」「歴史を批判的に解釈する歴史的思
考」という歴史を生産する際の歴史的思考に偏ってしまうのである。逆にいうと、歴史
を現代に応用するという思考は、実用的な過去の立場に立った循環的歴史観を前提にす
ることで初めて抽出されるが、前述したように様々な社会的・研究的背景によってこの
思考は注目されなかったのである。これを踏まえ、過去の捉え方、歴史の観念、歴史的
思考、教育内容の対応関係をまとめたものが表 1-1である。 

 なお本論文の教育的な立ち位置を明確にするため、ここで各要素の関係性について述
べておく。まず、循環的歴史観と、発展的歴史観・個性記述的歴史観の関係性であるが。
これはどちらかの立場に立つことでどちらかの立場を否定する関係ではない。実際、循
環的歴史観は類似する変化のサイクルを想定しているが、この中には発展的な変化も含
まれるため、循環される因果関係については発展的歴史観を内包しているといえるし、
その因果関係を実証的に考えている場合は個性記述的歴史観も内包しているといえる。 
 

表 1-1 過去の捉え方、歴史観、歴史的思考、教育目的の対応関係 

過去の捉え方 歴史学的過去 実用的な過去 

歴史観 発展的歴史観、個性記述的歴史観 循環的歴史観 

歴史的思考の

種類 

史料を批判的

に読む歴史的

思考 

歴史的な文脈

に共感する歴

史的思考 

因果関係を構

築する歴史的

思考 

歴史を批判的

に解釈する歴

史的思考 

歴史を現代に

応用する思考 

教育目的 歴史的思考力の育成 歴史の応用 
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このように循環的歴史観は、発展的歴史観と個性記述的歴史観を否定するのではなく、
両者の手法によって記述された歴史を現代に接続させているという段階的な関係性に
なっているといえる。同様に、歴史学的過去の立場で歴史を構築する歴史的思考と、実
用的な過去の立場で歴史を応用する思考も段階的な関係性にある。すなわち、「歴史の
内容理解→歴史的思考力の育成→歴史の応用」のうち、歴史的思考力の育成には歴史学
的過去の立場に立って歴史的思考を育成する教育が求められ、次の歴史の応用を教育目
標にするのであれば、実用的な過去の立場に立って歴史を現代に応用する思考を育成す
る教育が求められるのである。 

 そして近年、これらの歴史的思考のうち歴史を現代に応用する思考の育成の重要性が
研究者の間でも高まっている。例えば、原田（2004）は「学校知」（学校の中だけで生
まれ、消費される知識）と「社会知」（実社会で生きていく知識）という 2 つの言葉を
用いながら、果たして従来の世界史の授業は社会知になりえていたのかという疑問を呈
している。その上で彼は、どうすれば世界史が社会知になるのかを考えることが世界史
教育の最重要課題だと述べている。梅津（2003）も、現状の歴史学習では「子どもた
ちは、授業を通じて歴史的過去と対峙しても、それを経験知のレベルで共感的に捉える
ことはできないし、過去・現在の日常的な社会生活に政治・経済・社会・文化の相互関
連としての社会全体の構造が内在していることも認識でき」ないとし、「子どもたちは、
経験知のレベルで把握できない過去社会を、自らも参画可能な意思決定や問答の場とし
て捉えることができず、自らをとりまく現在社会の理解や現在社会の諸問題の解決に対
する指向性をもたな」くなると批判している。さらに、「従来の歴史教育内容は、学校
歴史教育の「社会科歴史」としての意義・性格と整合的に構成されておらず、それを通
じて形成される子どもの歴史認識内容が必ずしも「現在社会理解」に収斂していかない
ところに最大の問題がある」とも指摘している。また、特定の歴史において歴史的思考
力を育成することに対しては、渡部（2003）が興味深い批判をしている。彼は、「歴史
参加学習」と呼ばれる、「ある特定の歴史場面において自分ならどのような選択をした
のかを考える歴史学習」を、「多様な問題状況に対応できる意思決定力が育成できる点
で評価されてきた」としながらも、「内容選択原理が明確に示されてこなかったために、
なぜある特定の歴史場面において子どもたちに意思決定を迫るのか、とする問いに答え
ることができなかった。例えば、「攘夷か鎖国か」で子ども達に意思決定をさせる授業
では、なぜ現代の子どもが江戸末期の論争を考えなくてはならないのか、その内容的側
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面から説明がされてこなかった」と説明している。さらに佐藤（2004）もイギリスの
思考力重視の教育を分析し、「歴史家が常に開拓している新しい歴史の見方・考え方は
まさに現代の社会が必要としているものの見方・考え方であり、将来に生きる子どもが
共有すべきものだ」と主張している。今野（2010）は同様の考え方として、歴史を生
産する技能と消費する技能という対比構造で述べており、生徒にとっては消費する技能
も育成する必要があるのではないかと主張している。弓削（1986）は、歴史学研究に
おいては、史料の分析力や読解力は不可欠だとしつつも、それ以前に今日における社会
的有用性を反省的に問うことが必要だと述べている。そして、社会的有用性の基準に沿
って史料に対して新しい解釈を加え、これまでは気付かれていなかった事実を読み取り、
現代に活かす必要があると主張している。Stewart et al.（2008）は歴史家の専門的な
思考の育成には一般的に 1000時間が必要であると指摘した上で従来の歴史的思考を育
成しようとしている先行研究を分析した結果、歴史的思考力が育成されているかどうか
の効果検証については疑問を呈するものが多く、歴史家の技能や思考を学校現場で育成
するという取り組みは失敗に終わっていると主張している。そしてそれゆえ、シティズ
ンシップに吸収されない歴史という領域独自の学習価値を探求する必要があると述べ
ている。このように、過去を再構成するための歴史家の科学的・客観的な思考とは別に、
歴史を現代に応用する思考の重要性が研究関心的にも高まっているといえる。 

 

1.2.2 歴史的類推に関する先行研究 

 では、歴史的類推に関してはどのような研究がされているのだろうか。歴史的類推は
先述したように長期的な因果関係をベースに行われるものであるため、歴史的思考の中
の因果関係を構築する歴史的思考の延長線上にあると位置づけられる。まずは因果関係
を構築する歴史的思考を育成する歴史学習のうち、現代も学習対象として扱っているこ
とが確認された先行研究として、Harris（2006）、Chapman & Facey（2004）、Saye & 

Brush（2003）の 3つの研究を見ていく。 

 Harris（2006）は、歴史の「実用性」という点に着目し、6つの手順でノルマン・コ
ンクェスト前後の因果関係を構築させ、何が変化したのかを考えさせ、現代へ考えを巡
らせている。ただし、対象年齢は書かれていない。 

 

①ノルマン・コンクェストはなぜ現代に役立つのかをペアで議論させる 
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②小グループごとに、ノルマン・コンクェストのキーワードが書かれた複数の 

 カードを渡し、各ファクター（「小作人の生活」、「法と秩序」など）に分類させる 

③「変化／継続」のチャートを与え、カードを使って配置させる 

④ノルマン・コンクェストの因果関係のチャートを完成させ、 

 どのようなインパクトがあったのかを考えさせる 

⑤ノルマン・コンクェストがイギリス史にとって転換期に当たるかを議論させる 

⑥ノルマン・コンクェストのようなことが現代で行われていないかを考えさせる 

（Harris, 2006） 

 

 ここで注目すべきは⑥である。彼は、ノルマン・コンクェストをアナロジーとして用
いさせるのが望ましいと主張しており、それによって現代社会につなげられるとしてい
る。しかし、⑥の部分についての結果は言及されておらず、詳しい学習方法も提示され
ていない。 

 Chapman & Facey（2004）は 16歳以上の生徒に向けたカリキュラムを開発してい
る。彼は、テーマ別の歴史授業として、「独裁主義と民主主義」と「人民と権力と抵抗」
の 2つのテーマを用意し、前者のテーマにはファシズムやヒトラーに関する歴史を、後
者にはインドの反乱やアメリカの市民権運動などの歴史をグループで学ばせている。そ
の後、現代のニュースとしてイラク戦争を取り上げ、各々のテーマとイラク戦争の類似
性を考えさせた上で、イラク戦争の是非を書かせている。しかし、その結果については
2人の感想文を載せているのみで、学習者が歴史で養った、因果関係を構築する力が現
代に応用できているかどうかはわからない。 

 最後に、Saye & Brush（2003）は ICT教材を開発し、問題探求型の歴史学習を通し
て市民的能力を向上させる小学校、中学校、高校向けの授業を設計している。彼らは、
「歴史上の持続性の論点」という現代社会も直面しているものを歴史カリキュラムのオ
ーガナイザとして導入し、「問題をベースにした歴史的探究」と呼ばれる問題ベースの
歴史探究学習の形態を取ることで、同様の現在の問題解決の判断として活かそうとして
いる。彼らはその際の問題点として、学習者側としては社会的な探求という認知的な挑
戦をする準備がされていない点と、そのテーマに関する予備知識が足りていないことを
挙げている。また、教師側の問題点としては、成功しているモデルがない点、事前準備
に多くの時間を要する点、認知的負荷が高い点の 3つを挙げている。彼らはこの問題に
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対し、“Decision Point!”（以下、DP）と呼ばれる ICT環境を開発することで克服しよう
としている。DPは、フィクションを混ぜない、多方面のからの知識を結合させる、効
果的な協調学習を促す、の 3点を目標に、史料やビデオや用語辞典などが組み込まれて
おり、学習の参加率を高める効果、認知的負荷を軽減する効果、生徒の理由付けの活動
を可視化する効果があるとされている。しかし、実際に生徒が歴史で学んだ内容を現代
に応用できているかどうかは不明である。また、Saye et al.（2007）では、高校 2年生
に対して 1968年の公民権運動のリーダーであるキング牧師が、社会の平等化に向けて
どういう戦略を取るべきだったかについて話し合わせている。方法としては、まず 7

グループに分けて DP を使いながら答えのための情報を集めさせ、グループを統合し
てそこからの戦略をまとめさせる方法をとっている。その結果、学習の参加率や歴史の
認識の深まりという点で効果はあったようだが、現代への応用に効果があったかどうか
は不明である。 

 以上、現代への応用を視野に入れた、歴史の因果関係の構築を行っている学習方法を
分析したが、焦点はやはり歴史の因果関係の構築の支援にあり、現代への応用を支援す
る学習方法や、実際にその学習方法に効果があるかの評価はされていないことが明らか
になった。 

 では次に、歴史を現代に応用するということを主眼に置いて取り組んでいる
Mansilla（2000）の研究を詳細に見ていきたい。Mansilla（2000）は、歴史をはじめ
複雑な問題の理解について調査している研究者であり、現在を理解するために歴史の理
解を用いる際の評価軸を作成する “Assessing Historical Understanding” というプロ
ジェクトを実施している。このプロジェクトでは中学生を対象に、歴史上で学んだ事象
を生徒がどのように現代の事象に応用させるかを分析し、その評価軸を作成することを
目的としている。Mansilla（2000）の行った実践研究を参照することは、歴史を現代
に応用するという現象の理解につながると考えられる。そこでこの研究については、論
文の流れに沿って詳しく見ていくことにする。 

 はじめに Mansilla（2000）は、歴史が現代の事象と関連させる方法として以下の 2

つの方向性を指摘している。 

 

過去における特定の発展は現代の事象と 2つの主流な、しかし相互に排他的ではない方
法によって結びつけられるだろう。物語による結びつけは、長時間の継続と変化の糸と
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関連させることで、研究下における現在に対して過去をその先行事例として描く。比較
による結びつけは、過去と現在をやや離散的なケースとして対比させる。（中略）物語
アプローチと比較アプローチの両方の根底にあるものは、時代間や社会間における継続
と変化、類似と差異について同定するスキルである。しかしながら、比較アプローチは
長時間における 2つの特定の変化プロセスを考慮に入れることを要求するので、より骨
の折れるものだとわかる。 

（Mansilla, 2000） 

 

 Mansilla（2000）は特に比較アプローチを重視した上で、本実践で扱う主題と題材
についてプロジェクトチームと話し合った結果、歴史上の事象としては第 2次世界大戦
中のヨーロッパにおけるナチによるユダヤ人の虐殺の歴史（ホロコースト）に設定し、
対応する現代の事象としては当時アメリカのメディアで取り上げられていた 1994年の
ルワンダにおけるフツ族によるツチ族らへの虐殺を設定している。両ケースは共に民族
間の他者の意識を推し進めた結果、国家によるマイノリティの大虐殺が起こった点では
類似しているが、その「他者性」が示す内容は両者で異なっており、虐殺までのプロセ
スも異なっているという特徴を持つ。Mansilla（2000）は現代の事象にルワンダを選
んだ理由として、ドイツとルワンダの間の目立った違い（両者の軍事的な性質の違いや、
虐殺のスピードの違い）を挙げており、「このような鮮やかなコントラストが、生徒が
無批判に現在のケースを過去のケースにそのまま同化させることやその逆を行うこと
への危険性を知らせる」ことを狙っていると説明している。 

 次に、各虐殺までの流れを特に「他者性」の違いに着目しながら紹介していこう。ホ
ロコーストの場合の反ユダヤ主義という考え方は、宗教的にキリスト教と異なるという
理論的、心理的な違いが根底にあった。そこに 20世紀初頭におけるベルサイユ条約の
圧力、ハイパーインフレーション、ゲルマン人の抑制がきかないワイマール共和国とい
う背景が重なった結果、権力獲得に近づくためにナチが反ユダヤ主義の感情を打ち立て
た。それによってユダヤ人との他者性は人種に基づく取り戻せない特徴に変形し、そこ
に近代のテクノロジーが合わさることでホロコーストの大虐殺が進められたと説明し
ている。一方、ルワンダにおけるフツ族とツチ族は、長い間言語と宗教を共有している
ためにホロコーストのケースとは異なっている。彼らの他者性は経済的な貧富の差と、
政治的な位置付けにあった。これは両民族の対立関係を狙った植民地政策によるもので、
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より白人に近いツチ族が支配的地位に、フツ族が従属的な地位にされていたのである。
これに対し、フツ族が 1959年に革命を起こすことで植民地時代は終わりを告げ、同時
にツチ族は旧体制の経済的・政治的な象徴として扱われるようになった。ところが 1991

年に追放されていたツチ族の軍が再入国したことと、1994 年にフツ族の大統領が暗殺
されたことがきっかけとなり、自己防衛をするべきだという急進的なフツ族によって、
ツチ族と穏健なフツ族への断続的な虐殺が始まったと説明している。このように、両者
共に極端な他者性が見られるものの、他者性の内実や虐殺までのプロセス、虐殺が起こ
った背景には違いがある。 

 プロジェクトの実施にあたっては、公立中学校の第 8 学年（12-14 歳）25 人と、私
立中学校の第 9 学年（13-16 歳）10 人を対象にしている。手順としては、まず 6～10

週間でホロコーストに対する知識や様々な因果関係を教え、その後 3日間でルワンダの
虐殺に関する導入的な内容を教えている。またその際、ホロコーストを生じさせた状況
について書かせ、両者の共通点と差異を考えるよう促されている。その後は、①ルワン
ダのドキュメンタリービデオと事件の時系列を見せた後にフツ族がツチ族の虐殺に巻
き込まれた理由の仮説を立てさせる、②ドイツとルワンダで用いられたプロパガンダの
重要な共通点と差異をプレゼンさせる、③ルワンダ人のツチ族の女性の伝記を与え、虐
殺の各過程で彼女にとって妥当な選択肢は何だったかの仮説を立てさせる、④仮説を立
てることによって浮かび上がった疑問を発表させ、その疑問を解消させる探求方法を示
させる、の 4セクションに区切られた活動をさせている。なお、このタスクは公立学校
では 40分授業 3回分で、私立学校では 40分授業 2回分で実施されている。 

 Mansilla（2000）はこの一連の実践における生徒の回答を収集し、教師と共同して
各セクションの回答を 4つのレベルに分類し、その上で歴史をうまく応用している生徒
の特徴を抽出することで、歴史の現代社会への応用に対する評価指標を作り出すという
方法を取っている。以上の分析を通し、Mansilla（2000）は実際の生徒の回答を示し
つつ、単純な歴史の応用と慎重なそれとの違いを紹介し、歴史を現代に応用する際に評
価軸となりうる特徴を以下のように 4つ抽出している。 

 

（1）両ケース間の比較ベースを構築すること 

 この評価軸は、事象の状態に対して（単純化するのではなく）どれだけ情報量豊かに
構築できるかに関わるものである。例えば、ホロコーストに続く相互に関連する多様な
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要因を考慮できる程度が評価される。以下は、両ケースの比較ベースをうまく構築でき
ている生徒の回答である。 

 

東ヨーロッパではすでに反ユダヤ主義、つまりプレヒトラーは存在していた。ワイマー
ル共和国が失敗した後は、市民は従うためのより強い指導者を必要とした。 

［ルワンダにおいては］私は何百年もそこにある育ちによる偏見が見られると思ってい
る。ここから、その人々は他者に対する差別において正義の意識を持っていたかもしれ
ない。同様に弱い政府も見られ、その結果暴動を避けられなくなったのだろう。不幸な
市民がいること、つまりおそらく経済危機のようなものがあって、薄給で貧しい扱いを
受けている市民がいるとも予期している。正義を誇示する人々がその社会にいて、その
集団に参加している他者に対して所属の意識を形成してもいるだろう。彼らの生活の中
で一部においては、差別が受け入れ可能になっているとも予期している。 

（Mansilla, 2000） 

 

 彼女はこのような生徒達の回答に対し、「ホロコースト（社会的・政治的・文化的・
経済的な長期的・短期的な状態）や、これらの状態が起こる特定の文脈についての本質
的でリッチな知識を持っていた」と評価しており、「彼らはドキュメンタリー映画を見
る前からルワンダについての豊富な仮説も持っていた」と説明している。このように歴
史のように複雑な因果関係を持つ転移を考える場合、その歴史上の事象が生じた要因を
多面的に考えた上で比較のベースを構築することは、現代の事象へ応用する際の効果を
増加させる重要な活動であるといえる。 

 

（2）両者間の歴史的な違いを認識すること 

 この評価軸は、完全にプロセスが一致する歴史はないという前提の下、どれだけ歴史
を用いた現在への解釈を単純化させずに両者の比較を行っているかに関わるものであ
る。同時に、両ケースの表面上の類似性に対してどれだけ懐疑的になっているかも関わ
っている。以下は、ホロコーストとルワンダの虐殺の違いについてうまく説明できてい
る生徒の回答である。 

 

ドイツのプロパガンダはより広まった、つまりより当然のことと思われた。彼らはそれ
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をラジオだけでなく学校や美術においても利用した。これはルワンダでは利用されてい
ないか、少なくとも（ビデオの中では）描かれていない。この策略はプロパガンダをよ
りもっともらしいものにした。偏見をよりスタンダードなもので了解されるものに見え
させたのである。とても巧妙である……ルワンダのプロパガンダはかなり開かれていて
真っすぐなもののように見える。それらは目的やゴールを隠してない。そのプロパガン
ダは全般的な方略というよりは「大きな暴動」の前の活気付けのトークのように見える。 

（Mansilla, 2000） 

 

 この回答では、プロパガンダが両方の虐殺のケースにつながっているという表面的な
類似性に対し、その内実に対して懐疑的になることで両者の要因の差異を見出している。
彼女は、過去と現在のプロセス比較の妥当性を考えた場合、過去を現在の解釈のために
出来るだけ単純に使わせないことが重要だとも説明している。このように、歴史と現代
のように完全にはプロセスが一致しない因果関係を前提にした転移の場合、両者の共通
点と相違点を意識させることは、その歴史の応用の妥当性に関わる重要な活動であると
いえる。 

 

（3）歴史的な思考方法を正しく現代の検証に応用すること 

 この評価軸は、歴史的な思考方法、例えば多面的な因果関係を構築できるか、対立す
る説明を解消できるか、歴史上の人物の様々な立ち位置を考慮に入れられるかなどに関
わるものである。同時に、現代の歴史的プロセスについての知識は構成されたものであ
り、不確実で条件付きの性質を持っているものだと認識できるかも関わっている。以下
は、この思考方法を正しく現代の検証に応用できている生徒の回答である。 

 

大きな要因はベルギーがフツ族とツチ族を分けたことである。ツチ族は全ての権力を持
ち、フツ族は何も持っていなかったため、それがフツ族の目に映るツチ族を悪や貪欲な
ものにさせたのである。このステレオタイプは、フツ族が権力を主張するまで続いた。
彼らを 2つに分裂させたのはベルギーであったものの、フツ族はツチ族に対して厳しい
生活をさせる条約を制定する同盟を作る代わりに、ナチがターゲットにしたユダヤ人と
近いスケープゴートを必要としていた。ツチ族がルワンダに戻って来た時、不景気が生
じた。これはコーヒーの市場価格が暴落したことが原因だったが、彼らへの憎しみを再
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燃させる必要があったのである。 

（Mansilla, 2000） 

 

 彼女は歴史上の事象をベースに現代のルワンダの虐殺を説明する際には、多様な要因
（長期・短期的なもの、構造的なもの、意図的なもの、意図的でないもの）を考慮する
必要があるとしている。このように歴史的知識の転移はターゲットである現代の事象に
おいても複雑な因果関係を持つため、単純に因果関係を転移させるだけでなく、現代の
因果関係も歴史のように多様な観点から構築・調整する活動が必要になる。これも歴史
の応用における特徴的かつ重要な活動だといえる。 

 

（4）現代の事象に対する新しい疑問と仮説を生成すること 

 この評価軸は、ビデオで与えられた情報の範囲を超える解釈や作業仮説を生成し、質
問を作る能力に焦点を当てているものである。この評価軸においては、ビデオを見ただ
けで出て来る基礎的な質問ではなく、ホロコーストとつながるような深い質問が重視さ
れている。以下は、現代の事象に対する新しい質問を生成できている生徒の回答である。 
 

虐殺は国の全ての人に知られていたのだろうか。というのも、ドイツではナチの虐殺は
全ての場所で知られていたわけではないからである。 

（Mansilla, 2000） 

 

 彼女は、「歴史は現在のプロセスを説明する作業仮説を提供する」とし、新しい質問
や仮説を生成することが重要だとしている。このように、歴史の現代社会への応用は、
提示されている過去の因果関係を単純に現代に当てはめるだけでなく、提示された過去
の因果関係と比較して浮かんだ新たな観点や疑問から現代の事象の要因を多様に探求
することも重要な活動といえる。 

 Mansilla（2000）の研究結果は、両ケース間の比較ベースを構築すること、両者間
の歴史的な違いを認識すること、歴史的な思考方法を正しく現代の検証に応用すること、
現代の事象に対する新しい疑問と仮説を生成することの 4つの要素が、歴史を現代に応
用する際の鍵を握っていると示している点で示唆に富んでいる。しかし、あくまで探索
的調査をもとに抽出された知見であり、どのような学習支援を行うと歴史的類推が促さ
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れるのかについてまでは実証的に検証されていない。また、歴史的類推にはどのような
プロセスが必要であり、どのような順番で進められるのかについても不明である。さら
に先述したように、歴史的類推には歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用でき
る効果と多様な歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に応用できる効果があるが、
Mansilla（2000）の研究では原因分析を主眼においているため、解決法生成について
の知見はほとんどない。このように、歴史的類推の重要性が社会的にも教育的にも研究
的にも重要視されている一方で、その効果的な学習方法は未確立なのが現状なのである。 
 

1.3 本論文の目的 

 では本章全体の内容をまとめた上で、本論文の目的を提示する。まず、循環的歴史観
の立場に立つことで、歴史は数学や理科では扱えない長期的な変化の分析や未来への判
断基準として参照されるという歴史領域独自の価値が確認された。そして、これは近年
歴史教育においても重視されるようになっている。しかし、歴史的思考力の育成に関す
る先行研究では過去を客観的に扱うための思考力に偏っており、現代への応用まで視野
に入れている研究は数件しかないことが明らかになった。そしてそれらの先行研究では、
歴史の因果関係の構築が現代への応用への前段階に留まっているものが多く、一部では
歴史を現代にうまく応用するための観点が探索的調査によって断片的に提示されてい
るものの、歴史を現代に応用する力を育成する効果的な学習方法は確立されていない。 
 このような現状に対し、歴史の因果関係を構築する力を付けさせるだけで現代に応用
できるようになるとは考えられない。その原因は主に 2つある。1つは、歴史的類推を
正しく現代に用いるには「歴史を正しく分析する」ことに加えて、「対応関係を正しく
捉える」ことが重要だとされている（Holyoak & Thagard, 1995 鈴木, 河原訳 1998）
が、歴史の因果関係を構築する力を育成する学習方法は後者に対する支援がされないか
らである。もう 1 つは、類推による平行的な解決方法を生み出せない原因として、「た
とえ試みてはいても、アナロジーの物語をうまく適用できない」ことが指摘されている
（Gick & Holyoak, 1980）が、現状では歴史的類推を使った効果的な適用の仕方が深く
検討されていない。May（1973, 遠藤訳 2004）も指摘しているように、歴史のアナロ
ジーを使う際は間違った利用の仕方をすることがあり、安易に用いることは危険である。
このように、歴史の因果関係を正しく現代の問題解決に応用するためには、対応関係を
正しく捉えさせた上で相互にその類推を評価できることまで視野に入れた学習方法を
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開発することが必要である。 

 以上より本論文では、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法
はどのようなものかというリサーチ・クエスチョンを立て、これに答えることを目的と
する。 

 続く第 2章では歴史的類推を促す学習方法の視座について考察する。本章でも少し触
れたように、学習方法の参照になる知見としては認知心理学における類推、転移研究が
あるが、歴史的類推には特有の問題点がある。そのため、転移研究の促進方法だけでは
不十分であるといえる。そこで、歴史的類推独自の特徴とその問題点について考察した
後、その問題点を克服するための学習方法としてはどのようなものが必要かを、先行研
究を踏まえつつ検討していく。また、本章では歴史が現代に応用されうる方向性として
現代の原因構造の分析と現代の多様な解決法生成の 2つが考えられるとしたが、改めて
学習方法の観点から両者を検討し、それぞれで異なった学習方法を開発する必要がある
かについても検討していく。 
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第 2章 歴史的類推を促す学習方法についての視座 

 

2.0 第 2 章の概要 

 本章では、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法には何が必
要かについての理論的考察を行う。まずは一時的に歴史の制限をなくし、認知心理学に
おける類推と転移の研究を広くレビューし、どのような方法によって類推が促されるか
を抽出する。一方で、歴史という領域特有の課題を検討し、悪構造な歴史の類推で必要
な条件を整理する。次に、歴史的思考力を育成する学習方法に関する先行研究をレビュ
ーし、各歴史的思考力と歴史的類推の関係性を考察しつつ、重要な要素の抽出と限界性
を示した上で、歴史的類推を促す学習方法とゲーミング・シミュレーションの親和性に
着目し、以降のデザインにおけるフレームワークを提示する。最後に、歴史的類推を現
代の問題解決に応用する力を育成する学習方法の開発方針について検討する。 

 

2.1 類推・転移の学習効果と促進方法 

 歴史的類推を促す学習方法について検討する際、1章でも触れたように認知心理学に
おける類推、転移研究は非常に参考になる。そこでまずは類推の研究ならびに学習の転
移の研究を俯瞰し、転移を促進させる方法の特徴を捉えることで歴史的類推への示唆を
得る。ここでの狙いは、類推や転移を促進させる方法がそのまま歴史的類推に転用でき
るかを考察することで学習方法の示唆を得るとともに、歴史的類推を促進させる際の独
自の開発要件を浮き彫りにすることにある。以下では、類推、転移研究において大きな
功績をあげた認知科学の研究群と状況論の立場からその研究群に焦点を当て、上記の考
察を行っていく。 

 学習の転移というテーマは、20世紀の教育における重要な目標の 1つであったが、
この背景にあった考え方としては形式陶冶説がある。これはラテン語や幾何学などを学
ぶことで、より論理的な思考や形式的な思考ができるようになるという考え方である
（Committee on Developments in the Science of Learning et al., 2000 森敏昭, 秋田
喜代美訳 2002）。このような背景に対し、どのようにすれば転移が促進されるかは 1900

年代初頭から取り組み続けられてきている。初期の研究で代表されるのは Thorndike

（1913）の研究である。彼は形式陶冶説を否定し、先行学習と後続学習で扱われる知
識やスキルの同一性こそが重要であり、この同一性によって学習の転移が促されるとい
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う同一要素説を実験結果から主張している。しかし、このような刺激と反応の連合説に
基づく転移の説明は、Singely & Anderson（1989）も指摘しているように柔軟性に欠
けた捉え方であり、方略や既有知識などの要因にも目を向けるべきだと指摘している。
このような指摘がされるようになった背景として、1970年代頃から認知心理学の影響
を受けた転移研究が数多く展開されてきたことが挙げられる。この時期は特に「類推的
問題解決」（”Analogical Problem Solving”）に関する研究が多くされるようになり、類
推を促進する様々な原理が実験結果から導出され、類推や転移を促す方法的知見もいく
つか導き出されている。 

 Indurkhya（1989）は認知における類推の役目は研究者で色々な解釈があることを
指摘し、先行研究から大きく 3つに分かれることを指摘している。すわなち、”A is to B 

as C is to D”という比例関係にある構造から欠けているものを導く「比例類推」、より
同型なソースを使うことで予測を行う「予測類推」、ある問題状況に対して親しみのな
い状況の解釈を使うことでターゲットの状況の再描写を行って問題解決につなげる「解
釈による類推」の 3つである。 

 中でも最も研究が進んだ分野が、比例類推と予測類推である。比例類推とは「A：B

＝C：？」の構造を持ち、この対応関係から「？」を導く類推の方法であり、同型性や
一貫性が強調される（Holyoak & Thagard, 1995 鈴木, 河原訳 1998）。この方法を支
えた研究としては、Gentner（1983）の電気回路の理解における類推的問題解決や、
Gick & Holyoak（1980）の洞察問題における類推的問題解決の研究などがあり、表層
的な類似性だけでなく構造の類似性が重要であることを指摘している（Holyoak, 1987; 

Sternberg, 1977）。これらは転移を促進する方法として構造のマッピングをすることの
重要性を提唱している。Gick & Holyoak（1980）では、ベースになる物語とターゲッ
トになる物語を「ゴールに向かう際の障害」、「問題場面」、「障害の解決方法」、「結果と
してのゴールの状況」に分け、互いの対応関係に着目させることで転移を促せることを
示している。また、同じ構造を持つ複数のベースを学習させた場合、単一のベースを学
習したときよりも転移が促進されることも実験から明らかになっており（Gick & 

Holyoak 1983）、この「スキーマ帰納」も転移を促進させる方法だと述べられている。
さらに、類題作成を行うことにより効果が高まることも示されている（荷方 & 島田, 

2005）。しかし、このような研究群においては実験が成功していない例も多々見られて
いる。その原因として Gick & Holyoak（1983）はベースとなる事例の「想起」ができ
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ていないという仮説を立て、解決策として提示したベースの物語がターゲットの物語に
利用できるというヒントの教示を与えることで転移が促進されることも実験から明ら
かにしている。そのため、想起を促すための文章構造の研究も実施されるようになり、
「教訓」というやや抽象的なまとめを提示することで想起が促されたり（山崎, 2001）、
ことわざという形式で物語の要約を提示する方が物語そのものの提示や非常に抽象化
された表現の提示よりも想起率が向上するという研究結果も出ている（福田, 1997）。
また、構造を意識する前に問題や目標を認識することが重要であることや（仮屋園, 

1994）、目標構造の同一性が想起を高めるという研究もある（山崎, 1992）。 

 一方、研究事例は少ないものの、同型とはいえないベースから予測類推が行われてい
る研究知見もある。例えば、Poze（1983）や Holyoak & Thagard（1995, 鈴木, 河原
訳 1998）は、離れた類推による創造的問題解決への促進事例を挙げており、同型の類
推ほど一貫性は高く類推の成功率も上がるが、創造的な類推を行うには離れた類推を使
う方が良いという知見を出している。同様に Gomes et al.（2006）も、類推における
創造性を「新奇性」（”novelty”）と「有用性」（”usefulness”）の 2つで測定したところ、
領域が近く、構造が類似しているものは有用性が高い一方で新奇性が低いことが示され
ている。逆に領域が遠く、構造が似ていないものは新奇性が高い一方で有用性が低くな
り、エラー率が上がることが示されている。これらの研究結果より、創造性に必要な有
用性と新奇性の 2つの側面は、類推の場合トレードオフになることがわかる。このよう
な創造的な発見につながる類推利用については先行研究が少ないものの（羽野, 2000）、
科学的発見を行った際の著名な研究者も実施していたことがエピソードによって記録
されていることから重要な類推であるといえる（Gentner et al., 1997）。しかし、この
ように複雑で創造的な類推の仕組みやそれを促進させる方法についてはほとんど明ら
かになっていないのが現状である（Holyoak & Thagard, 1995 鈴木, 河原訳 1998）。 

 また解釈による類推の例として、Clement（1988）は、バネ問題を教授と学生に考
えさせ、その時に出てきた自然発生的な類推を質的に調査することで、類推には想定し
ていた問題の表現を変えさせる効果があることを示している。 

 このように比例類推や予測類推や解釈による類推に関する数多くの知見をまとめ、
Holyoak & Thagard（1995, 鈴木, 河原訳 1998）は類推的問題解決を促す際の理論と
して多重制約理論を提唱している。この理論によると類推的問題解決には、ベースとタ
ーゲット間の対象や概念の類似性、ベースとターゲット間の構造の同型性、ゴールを達
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成するという目的の 3つの制約があると述べられている（Holyoak & Thagard, 1995 

鈴木, 河原訳 1998）。さらに、多種多様な研究を包含する形で、Holyoak & Thagard

（1995, 鈴木, 河原訳 1998）は一般的な類推利用についての段階性を以下のように設
定している。 

 

①選択：ベースについての情報を記憶から想起することによってベースを選択すること 

②対応づけ：ベースをターゲットに対応づけしてターゲットについての推論を行うこと 

③評価：ターゲットに固有の側面を考慮するため、これらの推論の評価と修正を行うこと 

④学習：類推の成功や失敗にもとづいて何らかのより一般的なことがらを学習すること 

（Holyoak & Thagard, 1995 鈴木, 河原訳 1998） 

 

 このように、同一要素説と一般法則を多重制約論という形で包含し、転移の促進条件
を実験室での実験によって明らかにしてきた認知心理学の類推、転移研究は転移を促進
させる方法的な知見を提供している点で非常に示唆に富んだ研究群といえる。 

 これらの研究群に対し、本質的で重要な観点を含む批判を行ったのが文化人類学者の
Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）である。彼女は類推、転移研究の文化を分析するため
に、転移実験について書かれた有名な 4つの論文、すなわち渡し船問題（Reed et al., 

1974）、ハノイの塔形式の問題（Hayes & Simon, 1977）、放射線問題（Gick & Holyoak, 

1980）、単純な電気回路モデルの問題（Gentner & Gentner, 1983）を詳細に検討し、
批判を行っている。なおここでいう「文化」について、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）
は「実験研究が埋め込まれている文化的コンテキストと、実験研究で習慣となっている
信念や実践、解釈のしかたの両方を含んでいる」と説明している。この分析の中で Lave

（1988, 武藤ほか訳 1995）は転移実験における成功事例の条件性を指摘しており、特
に放射線問題（Gick & Holyoak, 1980）では、「形式的で内容のはっきりした問題が、
単一のセッションで間隔をあけずに提示され、学習転移が生じるような促しと教示が与
えられる、といった状況」で研究されたのであり、効果を最大限に出そうとした結果で
あると指摘しており、いかに転移という現象が起こっていないかを主張している。さら
に重要な指摘は、4つの実験全てに「問題解決」が含まれているという点である。しか
も、その問題は実験者が「舞台裏」で問題を解く側のために作るもので、問題を解く側
によって作られるものではないこと、それゆえ、問題を解く側は問題を解こうとする以
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外に選択の余地がなく、もし解こうとしなかったり、正しい答えが見つからなかったり
したら「失敗」という扱いになるという背景があることも指摘されている。 

 こういった背景を踏まえ、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）は認知研究の土台におけ
る問題点を 2つにまとめている。1つは、被験者の活動を解釈する基準点として規範モ
デルを使ってしまっているため、与えられた問題に対して真理ないしは「正しい答え」
を常に求めてしまう結果となってしまい、それゆえ例え「失敗」と見なされていても実
は転移のプロセスにおいて生じている学びが観察対象になっていないという問題点で
ある。具体的には、Williamson et al.（1983）の実験を上げ、熱交換のメカニズムを理
解するため、どちらも不備があることに気付いてはいるが 2つのモデルを類推として使
い、それによって熱交換のメカニズムの理解を深め、同時にモデルを改良していく様子
が提示されている。この活動は規範的には正しくないが、その限界性と矛盾こそが有益
な経験を生み出すことにつながっている事例であると結論づけており、非常に重要な指
摘をしているといえるだろう。もう 1つは、「推論過程を静的で客観的な存在とみなし、
最初に公式化されるときとそれが実験手続きに取り込まれるときとの間で変形が生じ
ている点」である（Lave, 1988 武藤ほか訳 1995）。その証拠として、これらの実験で
は類推は認知的道具と呼ばれていることを指摘し、転移が特定の項目を取り出し、それ
を別の場所に当てはめるプロセスとして扱われていると指摘している。ここで重要な点
は、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）も言及しているように、機能主義的な学習転移の
理論に立つ以上、実験者は何が正しい問題解決かを決定せざるをえなくなる点である。
それゆえこのような課題は、転移というよりは実験者の意図とそれを読み取る被験者の
間のマッチング・ゲームの色が濃くなってしまい、本来の転移の目的とはずれてしまう
のである。 

 Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）はこのような批判意識の下、成人数学プロジェクト
（AMP）の中で、日常生活における人々の認知行動を明らかにしている。このプロジ
ェクトは 1978年に始まったもので、日常の多様な状況で人々はどのように計算を行っ
ているか、それはどのような仕組みになっているか、そしてどういう結果が出ているの
かを明らかにすることを目的としている。このプロジェクトでは実験の被験者に選ばれ
やすい大学生ではなく、多様な人々を対象に観察を行っており、活動についても日常生
活に適したものとなっている。具体的には、まず個々人の学歴や職歴や経験した仕事、
家族構成，家事分担、さらには日常の買い物やダイエットの方法と経験について詳しく
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調べ、次に日常生活の仕組みを調べるために、日常の買い物や料理やダイエットのよう
な特定のまとまった活動というコンテキストの一部を対象に観察を行っている。さらに、
日常的な問題（お買い得な問題に関する模擬試験やダイエット中の食事を用意する問題）
と学校的な問題（選択肢テスト、文章題、数と量の知識、暗算、電卓の問題）の 2つを
用意し、その結果を比較する実験も行っている。 

 以上の観察と実験の比較を経てわかったことは類推、転移研究に関して非常に重要な
示唆をもたらしている。例えば、従来、学校数学の手続的知識は特定の機会で使われる
ものだと考えられ、量の単位や柔軟な方略を作り出すことが重要だと認識されてきた。
そのため、問題解決過程は状況間で不連続であり、テスト以外での学校教育と数学の成
績とは切り離されていると考えられてきた。しかし、観察の結果、数学は実際におきて
いる活動と生成的な関係を持っており、同時にこの活動によって数学が形成されるよう
に見える場面があり、食料品の買い物客はスーパーマーケットの中で問題を絶えず変形
させたり、時には放棄したりもしていたのである。実際、AMP の参加者は、日常生活
でもかなり少数・分数の換算や比の比較を行っており、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）
は、「もし状況、機会、活動が相互に関連するなら、この関係が実践における計算の形
を決めるにちがいない」と説明している。このように、転移は従来想定されているプロ
セスよりも複雑な問題解決過程が存在し、それは状況的な要素や活動によって大きく変
化するということを示した点で、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）の状況論的な立場に
立つ転移は、類推、転移研究に対して新しい観点をもたらしたといえる。 

 その後、研究室における転移研究への批判や振り返りは強まり、Lobato（2006）は
先行研究をまとめた上で実験室における従来の転移実験に潜む前提条件とその欠点を、 
「実験者の望む方向に転移するかというゲームになっている」、「経験を脱文脈化して転
移すると想定している（抽象的思考力批判）」、「被験者の目的や状況から独立したタス
クを分析している」、「知識を応用するという見方は、周りの環境、人、人工物を無視し
ている」、「似た状況に出会うまでに、転移の状況を変化させる過程を語れない」の 5

つに集約させている。また Lobato（2006）はこの問題点を乗り越えるアプローチとし
て、「転移を連続した移り変わりと捉えるアプローチ」、「転移を促進もしくは制約を行
うものと捉えるアプローチ」、「将来の学習のための準備と捉えるアプローチ」、「行為者
重視の転移」、「活動理論的な見方」の 5つの研究の潮流があることを示しており、方法
論的に従来の転移研究を超える試みがなされつつあると説明している。中でも興味深い



 52 

アプローチは、社会組織を通して知識、スキルが変化していくことを転移と見なす「転
移を連続した移り変わりと捉えるアプローチ」である。これは転移が成功したか否かを
きれいに判定するのではなく、変化の部分に焦点を当てている点で特徴的なアプローチ
といえる。ただし、これらの新しいアプローチについてはまだ十分な研究的知見が蓄積
されていないのが現状である。 

 さて、これまで類推、転移研究の歴史を見てきたが、本論文では認知心理学的な類推、
研究のアプローチを採用することにする。その理由の 1つは、効果的な教材を開発する
にあたってはこれまでの認知心理学の知見は有用だからである。例えば本論文に引き付
けて考えると、歴史上の因果関係を現代社会の問題解決に応用する際、ベースとなる事
例の構造とターゲットとなる事例の構造をマッピングする方法は効果的だと考えられ
る。Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）は論理的にこれらの研究を批判しているが、転移
が一部で促進されていることも事実であるため、全ての批判を鵜呑みにはできないと考
えるのが妥当であろう。特に、Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）が皮肉的に使っている
「マッチング・ゲーム」がきれいに機能するとき、すなわち実験者が非常に文化的・社
会的な文脈を配慮した上で問題を作成し、被験者にとっても意義を感じて問題解決を行
える状況であれば、むしろ認知心理学の研究から明らかになった転移の促進方法は大い
に利用できると考えられる。よって、本論文では、基本的に認知心理学的な類推、転移
研究の視座に立つ。ただし、この視座だけでは捉えられない被験者の目的や状況につい
ても意識的になり、近年の潮流と同じく状況論的な観点を部分的に参考にして研究を行
うこととする。特に Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）が提示した、問題解決過程のプ
ロセスにおいて数学的な考え方と状況的な経験が双方向的に関わり合うという観点は、
Carr（1961, 清水訳 1962）が述べている「歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の
不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります」とい
う考え方に通じる部分があるため、この相互作用的な側面は本論文で分析する際の対象
に含める必要があるといえる。 

 では、従来の認知心理学的な類推、転移研究の視座で扱えているものと歴史的類推で
扱うべきものの違いは何かについて考察しておこう。まず、ベースの構造が良構造か悪
構造かという違いがある。これは Lave（1988, 武藤ほか訳 1995）の研究においても
いえることであるが、従来の類推、転移研究では数学や科学や因果関係が明確な文章な
ど、良構造（”well-structured”）かつ個人で認知可能なテーマを扱っているものが多い。
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実際、渡し船問題（Reed et al., 1974）、ハノイの塔形式の問題（Hayes & Simon 1977）、
放射線問題（Gick & Holyoak 1980）、単純な電気回路モデルの問題（Gentner & 

Gentner 1983）などは良構造なテーマである。ところが Wineburg（1991）が指摘し
ているように、歴史という領域は科学や数学と比べるとかなり悪構造（”ill-structured”）
な領域である。この点については Holyoak & Thagard（1995, 鈴木, 河原訳 1998）も
「現在の関心事への歴史からの教訓は、人類の歴史全体のから導かれる一般法則の形式
を取りうると考える人もいるかもしれない。しかし厄介なことに、歴史がたえず作られ
ていく環境は流動的」であり、「たとえば、イラクをどのように扱うかを決めるとき、
いくつかの歴史的先行事例を用いることは有効かもしれない。しかし、複雑なターゲッ
トの理解の際に、どのようにして一貫性を保ちつつ、ベースを結びつけるのかについて
は、まだほとんどわかっていない」と認知心理学的な類推、転移研究の限界性を述べて
いる。すなわち、歴史的類推の場合は従来の類推、転移研究よりも複雑な構造を持つベ
ースを扱うことになるため、構造の構築や認識のさせ方自体も考慮しなければいけない
といえる。さらに 1章でも示したように、例えば歴史の因果関係はその複雑さにこそ類
推させる意味があるといえることから、転移を促進させる際にはかなりの認知的負荷が
かかることが予想される。そのため、構造マッピングの方法についても詳細な検討が必
要になるといえるだろう。 

 2つ目の違いは、ターゲットの構築が 1人でできうるか否かという点である。これは、
歴史的類推におけるターゲットの「現代社会」もまた非常に複雑な対象であることに起
因する。「現代社会」は全体像が明確にあるわけではなく時々刻々と変化していく上に、
その要素自体もメディアや人々を通じて部分的にしか認識できないため、個人で認知す
るのは困難である。つまり、歴史的類推を現代というターゲットに応用する際は、各学
習者がターゲットである現代社会の要素を想起したり、随時収集したりしながら集団で
「現代社会」を構成し、その上で歴史的類推を行わなければいけないのである。 

 ここまでの考察をまとめると、認知心理学の転移研究と歴史的類推の違いは表 2-1の
ようになる。歴史的類推は、歴史という個人で処理できる悪構造なベースから、集団で
構築しなければいけない現代社会という悪構造なターゲットに向かっているという点
で従来の類推、転移研究よりも複雑で高度だといえる。 

 さらに、Fisher（1970）は、歴史的類推は実験によってその正否を検証することが
困難なため、しばしば誤った類推に陥りやすいという問題点を指摘している。特に、歴 
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表 2-1 認知心理学の転移研究における類推的問題解決と歴史的類推の相違点 

 ベース ターゲット 

構造の特徴 処理の実行者 構造の特徴 処理の実行者 

認知心理学の
主な類推、転移 

良構造 個人で可能 良構造 個人で可能 

歴史的類推 悪構造 個人で可能 悪構造 集団が必要 

 

史的類推は社会的な場面や政治の意思決定など、集団レベルの問題解決の際に参照され
ることが多いため、誤った類推を行うことのリスクも大きいと考えられる。事実、湾岸
戦争におけるアメリカの国家的判断を行う際、各政治家の主張を補強する材料として、
ベトナム戦争と第二次世界大戦が類推のベースとしてあげられていたという事実があ
るが（May, 1973 遠藤訳 2004）、このような意図的な類推を避ける意味でも Fisher

（1970）は歴史的類推を行う際は慎重に議論する必要があると強調している。しかし、
類推そのものが誤っているかどうかを事前に判断することは難しい。そのため、方法論
として相互評価を含めることで、妥当な歴史的類推に近づける工夫が必要になる。 

 以上をもとに、認知心理学的な類推、転移研究と歴史的類推の違いを考察した結果、
歴史的類推特有の課題として以下の 3つを考慮する必要があることが明らかになった。 
 

①ベースとして扱う歴史の複雑な因果関係の構造の可視化 

②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成 

③相互評価が行われない歴史的類推の防止 

  

2.2 歴史的思考力を育成する学習方法 

 このような歴史的類推に伴う 3つの課題を克服する方法は、題材としてあまり歴史を
扱ってこなかった類推、転移研究からのみでは抽出することができなかった。そこでこ
の節では視点を変え、従来の歴史学習の方法で歴史的類推特有の問題点を解消できない
かを検討してみよう。 

 1 章でも述べたように、先行研究における歴史的思考は大きく（1）史料を批判的に
読む歴史的思考、（2）歴史的な文脈に共感する歴史的思考、（3）因果関係を構築する歴
史的思考、（4）歴史を批判的に解釈する歴史的思考の 4つに分かれる。これらの先行研
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究における学習方法は、現代との関連性が極めて少ないものが多いが、同時に歴史特有
の問題点に取り組む際の重要な原理が隠されている可能性がある。そこで、4つの歴史
的思考力を育成するために効果的な学習方法を先行研究から整理していき、歴史的類推
に応用可能かどうかを考察していく。 

 

（1）史料を批判に読む歴史的思考の育成方法 

 1つ目は、史料を批判的に読む歴史的思考である。史料を批判的に読む思考力の育成
方法には、複数の史料に触れる環境の整備と教師の史料に関する問いかけの 2つが必要
である。例えば Barton（1997）が小学 4年生と 5年生に対して行った研究では、普段
の授業において多様な史料に触れる機会を 1年間設けた結果、史料には個々人のバイア
スが影響されていることに児童が気付き始めたという事例が紹介されている。同じく
Vansledright & Kelly（1998）は対立する史料の証拠が提示されることによって、特定
の出来事を理解するための認知モデルが構築され始めると主張している。 

 史料に触れる環境の整備は、従来は教師の力量や各国の教育制度に影響を受ける形で
行われている部分が大きかったが、近年は特にデジタル・アーカイブとインターネット
の登場により、より多くの史料や映像に触れる環境が構築されている。例えば、Ferster 

et al.（2006）は、”The Library of Congress” （memory.loc.gov/learn）や ”Documenting 

the American South”（docsouth.unc.edu）、”White House audio tapes from the Miler 

Center”（www.whitehousetapes.org）、 ”Smithsonian Institution Civil War site”

（civilwar_si.edu）などのデジタルドキュメントを提供しているサイトを載せている。 
 一方で、ただ史料に触れる環境を学習者に与えるだけでは不十分であり、教え方や質
問の仕方がこの思考力育成の促進に重要な役目を果たしていることも指摘されている
（Barton, 1997; Lee & Ashby, 2000; Vansledright & Kelly, 1998; Kohlmeier, 2005; 

Greene, Bolick & Robertson, 2010）。例えば、Rouet et al.（1998）はあるテーマでの
論争を促した後、提示された史料の信頼性と有効性に言及させることが史料の理解につ
ながると指摘している。また Kohlmeier（2004）は、生徒が一次史料を評価する際、「こ
の文書が何を書いているのか」「この文書はどのように書かれているのか」「この文書は
なぜ書かれたのか」の 3つの質問を行うことによって、生徒が史料を批判的に評価した
り、解釈できるようになったことが示されている。さらにWaring & Robinson（2010）
は中学生を対象に、一次史料を生徒に渡した上で一次史料の定義を書かせ、信頼性に関
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する議論を行っている。 

 以上のように、史料を批判的に読む思考力を育成する方法としては、デジタル・アー
カイブを用いて教室でもより多くの史料に触れられる環境を構築し、ある論争的なテー
マに関する史料自体をより詳細に分析するための質問、例えば「その文書は何を、どの
ように、なぜ書かれたのか」という質問を行うことが効果的であるといえる。なお、評
価方法としては、Waring & Robinson（2010）のように史料の定義を書かせて変化を
測定することが考えられる。 

 

（2）歴史的な文脈に共感する歴史的思考の育成方法 

 2 つ目は、歴史的事象を解釈する前段階として必要な歴史的共感（”historical 

empathy”）と呼ばれる歴史的思考である。歴史的共感を行う思考力の育成方法として
は、為政者の史料だけでなく当時の背景に関する情報が豊富なソースを用いる事例が多
い。例えば、Dileck（2009）は小学 6 年生を博物館に連れて行き、歴史史料とあわせ
て提示した上で過去の構成を絵で描かせる方法を取り、結果的にほとんどの作品が歴史
の事実を押さえて構成できていることを示している。また、Lemisko（2010）は過去
の行動の外側（観察可能なもの）ではなく内側（観察不可能な思考、感情、動機）に注
目し、日記を用いて当時の歴史的背景をより豊かにさせ、強力な洞察を促す試みを行っ
ている。日本では安井がスパルタクスの反乱を題材に史料を用いつつ、共感を入り口に
して生徒の想像力を引き出す授業を実践している（安井, 1993）。 

 一方、テクノロジーの進歩を利用してより視聴覚的に当時の背景情報を知りやすい環
境を整備している事例もある。例えば、Akkerman et al.（2009）や Huizenga et al.

（2009）は、中世アムステルダムを歩き、写真やイメージビデオの撮影を通して歴史
的な言及を行わせ、歴史的なストーリーを構築していくアドベンチャー・ゲー
ム、”Frequentie 1550” を開発している。この研究では 5つの中学校 10クラスの 216

名の生徒（54 グループ）を対象に評価を行い、ゲーム中の生徒のストーリフィケーシ
ョンのプロセスを分析している。その結果、歴史の全体ストーリーへの関与を高め、重
要なナラティブの要素の経験を促せていることが明らかになっている。その際、ストー
リーの構築には情報検索、距離に関する質問への回答、CT へのガイド、素材集めの 4

つの活動が効果的に関連し、ストーリーの参加には街中を歩くこと、写真やイメージビ
デオの撮影、歴史的な言及（発言）の形成の 3つの活動が効果的に関連していたことも
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分析している。また、Andrew（2007）は市販の PC Gameを教室で使うことの特徴と
して学習プロセスに参加させたり、歴史の多面的な側面を見せられたりできることをレ
ビューの結果から挙げており、このようなゲームは歴史的な文脈に共感させるツールと
しては有効だと考えられる。 

 同じく豊富な背景情報を与えている実践例としては、Langran & Alibrandi（2009）
の映画を作るプロジェクトもある。彼らのプロジェクトでは、”Young American Heroes”

というサイトと一次史料、日記などを合わせ、歴史上の英雄達をテーマにした映画を作
る作業を 6～9年生に行わせている。その結果、プロジェクト参加者は一般的な生徒に
比べて対象の英雄の世界をより想像、理解でき、歴史的共感が起こることが示されてい
る。さらに、近現代の歴史に対してはオーラル・ヒストリーを用いることも歴史的共感
を高めると考えられる。例えば Yang（2009）は 11 歳から 16 歳の小中高生を 120 人
集め、24 のグループに分けた上で老人にインタビューを行うプロジェクトを行い、ウ
ェブ上に印刷物をデザインするという一連の学習方法を実施している。観察データとプ
ロジェクト中のインタビューデータ、やり取りの情報、生徒に対して行った質的な質問
紙調査のデータを分析した結果を見ると、問題解決と著者の意識、様々な程度での批判
的な歴史的思考力、チーム精神が向上することがわかり、老人に対する姿勢もポジティ
ブになっていることが明らかにされている。 

 以上のように、歴史的共感を行う思考力を育成する方法としては、テキストに加えて
当時の歴史的背景をより具体的に示せる日記や写真、時にはその時代を語れる人とのイ
ンタビュー環境を準備し、あるストーリーを構築するといった様々な文脈的要素を盛り
込めるテーマ設定を行うことが効果的だと考えられる。なお、評価方法としては、歴史
的な出来事に対する生徒の発言を Lee et al.（1997）の提唱している仮説モデルに沿っ
て評価する方法が考えられる。 

 

（3）因果関係を構築する歴史的思考の育成方法 

 3つ目は、因果関係を構築する歴史的思考である。歴史上の因果関係を構築する思考
力の育成方法には、複雑な歴史上の因果関係の構造を可視化する学習環境の整備もしく
は因果的な変化を可視化する学習環境の整備、探求的なテーマの設定が必要である。 

 複雑な歴史上の因果関係の構造を可視化する学習環境として、例えば、Masterman & 

Sharples（2002）は、コンセプトマップが因果関係の構築に効果があるとした上で、
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PC 上で動くソフトウェア “Storm Ahead” を開発し、11～14 歳を対象に 1642 年の
Civil Warが勃発した際の因果関係を構築させる授業を実施している。図 2-1は実際の
画面である。彼らの開発したソフトウェアでは、各事象に「因果の期間」や「ジャンル」、
「重要性」などがラベリングできるようになっており、各事象を矢印で自由に結べるよ
うに設計されている。対象年齢が低かったこともあり、図表だけでは因果関係の構築は
あまり進まなかったものの、話し合いは活発に行われたと報告している。同じく、遠藤
ほか（2007）は高校生を対象に、コンセプトマップソフトウェアを用いた世界史の因
果関係の構築を行わせ、多面的に分析させている。その結果コンセプトマップソフトウ
ェアを用いた学習者は、歴史的な事件を引き起こした原因に対し、社会的生産力の増大
といったより本質的な原因を挙げることができたと報告している。また、Drie & Boxtel

（2003）も、歴史の因果関係を認識させる際、用いる概念が抽象的で分かりにくいこ
とやつなげることの困難さを指摘した上で、ペアでコンセプトマップを描かせ、概念同
士を接続させる活動を行わせた結果、つながりについての話し合いを通して深い理解を 

 

 

図 2-1 “Storm Ahead”の画面（Masterman & Sharples, 2002 より引用） 
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させることができるようになったと報告している。同様に、Chapman（2003）も歴史
的な因果関係の理由付けの教授モデルを考えている。彼は紙だけの分析では因果関係ま
で着目できないとし、16 歳以上の生徒を対象に、“diamond nine”という ICT を用いた
独自のマッピング手法を開発している。これは、まず用語の意味を学ばせた上で歴史的
な事件の探求活動に移らせ、その後オープンエンドな課題を与えて因果関係の分析を行
わせるという方法である、その際、図 2-2のように“diamond nine”を用いて原因となる
事象を①時間（「きっかけ」か「短期的なもの」か「長期的なもの」か）と②中身（「社
会的」か「軍事的」か「経済的」か「政治的」か）の 2つの観点から色別にカテゴリー
化させている。結果、因果関係に関してリフレクションを促せるようになったと報告し
ている。このように、複雑な歴史上の因果関係の各要素に特色を付け、コンセプトマッ
プを作成させるツールを用いることで、事象同士の関係性を理解させ、歴史上の因果的
な理由付けを行う思考力の育成につなげられると考えられる。 

 

 

図 2-2 “diamond nine”の例（Chapman, 2003 より引用） 
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 一方、因果的な変化を可視化する学習環境として、近年注目されているゲームやシミ
ュレーションソフトの利用も有効とされている（McCall, 2012）。例えば Squire & 

Barab（2004）は ”CivilizationⅢ” という文明の発展をシミュレーションできる市販
ソフトを使い、歴史の構造を知る学習の質的分析を行っている。その結果によると、生 

徒自身の解釈を踏まえて歴史を学ぶ環境が構築されているおかげで、生徒は失敗を通し
て文明化の要因を模索できるようになっていると報告されている。また、Watson et al.

（2011）は ”Making History” という第二次対戦をシミュレーションできる市販ソフ
トを用い、高校生 98名を対象に 1週間のうち 3時間を使って第二次大戦を教える授業
とその効果の質的分析を行っている。その結果、生徒間のインタラクションが起こった
り、授業外での議論が行われたり、ゴールを自分達で選べるということによって参加が
促されたりする現象が起こっていたと報告されている。 

 ただし、シミュレーションソフトは現実世界のどの側面を強調するかが整理されてい
ないと、学習が起こりにくいことも報告されている。例えば、Squire（2005）は高校
生に対して 2 年間  ”CivilizationⅢ ” を使った授業を行った結果、大半の高校生
は ”Civilization Ⅲ” は複雑さに圧倒され、単純にゲームが難しすぎたことを指摘して
いる。また、ゲーム経験を拒否する原因としては、学校の文脈において”Civilization Ⅲ”

をプレイすることを強制的だと感じさせてしまっている可能性があることも指摘して
いる。これらは市販のシミュレーションソフトだけを使うことの限界だと考えられる。 
 以上のように因果的な理由付けを行う思考力を育成する方法としては、探求的なテー
マを設定した上で因果関係を構築させる課題を課すことに加え、複雑な歴史上の因果関
係の構造を可視化するコンセプトマップを描ける ICT 環境を用意したり、因果的な変
化を可視化するシミュレーションソフトを適切に用いることで認知的負荷を下げるこ
とが有効な方法だと考えられる。ただし、因果的な理由付けを行う思考力は前述した(1)

～(2)の思考力の上で実施可能なもののため、先行研究上でも因果関係を構築させる対
象学年は中学生よりも高校生の方が望ましいとされている点は留意すべき点であり、本
研究の対象者としてもやはり高校生が妥当だといえる。なお、評価方法としては、藤井
（1985）の実践研究で行っているように、因果的な論述問題を解かせ、用語の「多面
性」と「具体性」を測定する方法が考えられる。 

 

（4）歴史を批判的に解釈する歴史的思考の育成方法 
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 4つ目は、歴史を批判的に解釈する歴史的思考であり、史料を批判的に読む歴史的思
考、共感する歴史的思考の上位思考である。歴史を批判的に解釈する思考力の育成方法
には、相反する史料に触れる環境の整備と、相反する解釈について自分の意見を書かせ
て議論させることの 2つが必要であるといえる。 

 歴史上の史料をもとに批判的に解釈する思考力を育成する学習環境としては、前述し
たように相反する史料を含むマルチメディア教材の利用が有効であるといえる。Wiley 

& Ash（2005）はマルチメディア教材上では様々な史料や画像を提示でき、多様な史料
をもとに歴史家のような議論をしやすくなっていると述べている。例えば、Spoehr & 

Spoehr（1994）は ACCESS(American Culture in Context: Enrichment for Secondary 

Schools)と呼ばれる、1607～1970 年の間の史料、絵画、音声素材、映像素材を含むコ
ーパスを利用した中学での授業実践を研究し、ACCESS を利用していない生徒に比べ
てより詳細なコンセプトマップの描画や、より深い議論、より良いエッセーの記述がで
きるようになったことが示されている。 

 一方で、批判的な解釈を行う思考力を育成するには、教師側が異なる 2つ以上の解釈
が内在するテーマを提示し、史料を用いながら生徒同士で議論させることが重要となる。
例えば Philips（2002）は高校生にコロンブスの航海に関する史料やギリシア時代の史
料を読ませ、本当に 15世紀の人々は地球が平だったと思っていたのかを考えさせてい
る。教師のファシリテートとしては、証拠を求めた説明を促したり、なぜ地球が平らだ
ということが広まったのかなどを考えさせ、史料を用いながら歴史に対する思慮深い認
識を持たせている。また、加藤（2006）も「考える日本史授業」の中で同じような仕
掛けを入れている。彼の授業では 3枚の歴史上の写真を用いて時代順に並べさせる活動
を通じて、一見正解と思われる並べ方が間違っていることを教え、教科書や図説、史料
集などを使って納得できる理由付けを説明させ、互いに反論をしながら歴史の認識を深
めさせている。さらに、児玉（2001）は「フランス革命によって、社会はなぜ、どの
ようにして変化したのか」という問題に対して 2つの解釈を与え、ヴァンデ戦争という
具体的な事実の分析をさせることでどちらの解釈も成立することを学ばせている。この
ように異なる解釈を内在化させることで議論を促す方法がよく取られているといえる。
これに加え、原田（2009）は解釈学習に必要な要素として自らの議論を「書く」こと
を強調し、これが議論の精緻化を促すと主張している。解釈を書かせるという点では、
Monte（2011）も同様の試みを行っている。Monte（2011）は、高校の教師１名とそ
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のクラスの高校 2年生 15名を対象に、市民戦争に関する史料を読ませた上で各自の解
釈を書かせるエッセーを課す授業を質的に分析しており、教える際の効果的な方略とし
て、一次史料の読解に注釈をつけること、正規のインフォーマルな書きがテーマに対す
る焦点化を促すこと、解釈の正確さと史料の使用に焦点化したフィードバックを行うこ
との 3つを抽出している。以上の研究は、やや実証性にかけるものの参考になる学習方
法といえるだろう。 

 以上のように、歴史を批判的に解釈する思考力を育成する方法としては、様々な解釈
を促す史料をマルチメディアで提供しつつ、異なる 2つの解釈が内在するテーマを提示
し、生徒の考えを書かせながら議論させることが効果的だと考えられる。評価方法とし
ては、書かれた自身の解釈や議論内容のプロトコルから多様な解釈が行われていること
を明らかにすることが考えられる。 

 さて、ここまでで 4つの歴史的思考力を育成する際に効果的とされている学習方法を
整理してきたが、これらをまとめると表 2-2のようになる。 

 では歴史的思考力を育成する学習方法が歴史的類推にもたらす示唆について考察し
よう。まず、歴史的類推はどの歴史的思考力とどう関わるかを整理する。本論文では、
歴史的類推は主に歴史的思考のうち、図 2-3のように（3）因果関係を構築する歴史的 

 

表 2-2 各歴史的思考力を効果的に育成する方法についての分類 

歴史的思考力 育成方法（メディア） 育成方法（課題） 

史料を批判的に読
む歴史的思考 

デジタル・アーカイブの利
用、複数の史料 

史料が書かれた意図に関する
質問をする 

歴史的な文脈に共
感する歴史的思考 

日記、写真、オーラル・ヒ
ストリー、アドベンチャ
ー・ゲーム 

背景知識を盛り込めるストー
リーを作らせる 

因果関係を構築す
る歴史的思考 

コンセプトマップ、シミュ
レーションソフト 

因果関係を構築させる探求的
な課題を課す 

歴史を批判的に解
釈する歴史的思考 

デジタル・アーカイブの利
用、マルチメディア、複数
の史料 

2 つの解釈が内在するテーマ
で議論させる 
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図 2-3 各歴史的思考と歴史を現代に応用する力の関係性 

 

思考と（4）歴史を批判的に解釈する歴史的思考の 2つが関連していると考えている。 

 まず、歴史的類推は歴史の因果関係をベースにするため、歴史的思考力の段階性を考
慮すると、（3）因果関係を構築する歴史的思考との関わりが深いといえる。実際、歴史
の現代への応用を視野に入れた Harris（2006）、Chapman & Facey（2004）、Saye &  

Brush（2003）の研究では、歴史の因果関係を構築する授業の後に歴史的類推が実現さ
れるという位置づけにしている。その際、特に効果的だとされているのが多面的なコン
セプトマップの使用である。歴史には各要因が時系列に展開し、各要因も多面的である
ため、可視的にさせるアプローチは従来から考えられてきている。その中でも特に融通
性が高く、よく用いられているのがコンセプトマップなのである。すなわち、歴史的類
推特有の課題である「①ベースとして扱う歴史の複雑な因果関係の構造の可視化」に対
してはコンセプトマップを使った学習方法が有効だと考えられるだろう。さらに重要な
点は、転移研究における構造マッピングより多面性を考慮する必要があるということで
ある。Masterman & Sharples（2002）や藤井（1985）は多様なカテゴリーを設ける
ことで多面性をより認識させているが、類推の効果という観点を考慮した場合、歴史に
おける因果関係をできるだけ多面的に可視化させるという方法論的な観点は重要だと
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いえる。なお、シミュレーションソフトは歴史的類推を促す手法としてはずれているこ
とも説明しておこう。表 2-3は、Kapp et al.（2013）が作成したブルームの目標分類
とゲーム活動の対応表のうち、「ブルームの目標分類」と「ゲーム活動例」と「ゲーム
例」の項目を抽出したものである。これを見ると、先に詳述した歴史的な文脈に共感す
る歴史的思考を育成する方法として紹介したアドベンチャー・ゲームは、まさに情報を
「収集」したり、街を「探検」している活動を行っており、歴史的思考の内容を考察し
ても「理解」に該当するものといえる。また、因果関係を構築する歴史的思考を育成す
る方法として紹介したシミュレーションソフトは、まさに様々なリソースを「配分」し
てそのダイナミックな変化を観察する活動を行っており、歴史的思考の内容を考察して
も「分析」に該当するものといえる。一方、本論文が対象にしている歴史的類推は主に
「応用」と「創造」に該当するものである。この目標に対応するゲーム活動は「ロール
プレイ」や「構築」が適しているとされており、歴史的な文脈に共感する歴史的思考や
因果関係を構築する歴史的思考を育成するシミュレーションソフトとは異なった要素
が必要だとわかる。実際、歴史的類推特有の課題である「②ターゲットとして扱う状況
的な現代社会の構成」と「③相互評価が行われない歴史的類推の防止」を両立させよう 

 

表 2-3 ブルームの目標分類（改訂版）とゲーム活動の対応表 

（Kapp et al.,  2013 より一部引用） 

ブルームの
目標分類
（改訂版） 

 

ゲーム活動例 

 

ゲーム例 

創造 構築、自身によるゲーム構築 マインクラフト 

評価 戦略 チェス、ストラテゴ、リスク 

分析 リソースの配分 シビライゼーションⅤ、エイジ・オブ・エ
ンパイア、ザ・シムズ 

応用 ロールプレイ ビデオベースのスポーツゲーム、レッド・
デッド・リデンプション 

理解 パズル解き、探検 ミスト、クルー 

記憶 マッチング、収集 ハングマン、トリビアル・パスート 
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と考えた場合、アドベンチャー・ゲームのように情報を収集させて探検させるだけの仕
組みや精緻なシミュレーションソフトを用いて因果関係を分析させるだけでは不十分
といえる。そのため、アドベンチャー・ゲームやシミュレーションソフトは歴史的類推
を促す方法としては不十分である。 

 次に、相互評価が行われない歴史的類推を防ぐ点では、（4）歴史を批判的に解釈する
歴史的思考も原理的には関わりの深い思考といえる。Jenkins（1991, 岡本訳 2005）
も言及していることだが、歴史上の解釈で主観性を完全に取り除くことはできない。そ
のため、歴史上の解釈に対しては必ず批判的に捉える仕掛けを用意する必要がある。そ
して構造的には異なるものの、歴史的類推の場合でも応用できるかどうかという段階で
解釈の余地が出てしまう。すなわち、歴史的類推特有の課題の「③相互評価が行われな
い歴史的類推の防止」に対しては、歴史的類推における複数の解釈を議論させるという
構図の学習方法を行わせることが重要であるといえるだろう。 

 以上の考察をまとめると、歴史的類推は（3）因果関係を構築する歴史的思考と（4）
歴史を批判的に解釈する歴史的思考の学習原理と深く関わるといえるため、それらの学
習方法の原理を部分的に組み込めるといえる。しかし、当然ながら歴史的思考力を育成
する学習方法では現代社会に応用する段階での学習方法は対応できないため、歴史的類
推特有の課題の「②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成」にはこたえること
ができない。また、いつどのようにコンセプトマップを使い、いつどのように解釈を議
論させると良いかの総合的な学習方法も、従来の歴史学習の方法を収集するだけでは導
出できない。特に、相互評価が行われない歴史的類推を防ぐために解釈を議論させつつ、
状況的な現代社会の構成を行うのは一見すると相反する活動のようにも思える。そのた
め、歴史的類推を促す学習方法を考える際には単純に議論を行うよりも高度なレベルの
コミュニケーション方法を考える必要が出てくる。 

 

2.3 ゲーミング・シミュレーション 

 では、どのようなコミュニケーション方法が歴史的類推に有効なのだろうか。これに
関しては Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）が「未来を語る言語」として提唱してい
る「ゲーミング・シミュレーション」というコミュニケーション方法が参考になる。こ
のゲーミング・シミュレーションは、複合現実についてのコミュニケーションであり、
「問題を認識し、抽象化し、構造化するプロセスは、講演の準備のために用いられるプ
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ロセスとほとんど同様であるが、その内容についてのコミュニケーションを促進するた
めに用いられる仕組みはまったく別物である」と述べられている（Duke, 1974 中村, 市
川訳 2001）。具体的には、ゲーミング・シミュレーションでは、複合現実のモデルは
事前にゲーム構造として参加者に伝えられているという違いがある。彼によると、「参
加者はある特定の観点をもった役割になりきるのが望ましく、その設定のなかで特定の
論理的な制約に準拠して行動することが要請され」、「全体システムにかかわる議論は、
ダイナミックな関係を意識させる状況を導入することで促進される」としている（Duke, 

1974 中村, 市川訳 2001）。さらに Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）は「パルス」、
すなわち「プレーヤー同士のメッセージ交換を誘発する目的で、ゲーム中にプレーヤー
に提示される課題、論点、代替案、情報」（市川・中村, 2003）もゲーミング・シミュ
レーションの特徴であるとし、同時に進行している複数の議論の焦点を絞らせること、
議論すべき対象を明確にさせること、議論の進展を構造化させることに効果があるとし
ている。また、Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）が提唱している「多重話」も重要な
特徴である。これは「パルスによって特定の主題に対して方向付けられた多重かつ同時
進行の対話」（市川 & 中村, 2003）であり、各人はこの多重話の中で、「自分自身の判
断基準や視点をもって参加できるため、意見の一致する者同士がいっしょになると同時
に前の仲間と離れたり、絶え間なく変化する組み合わせのなかで、躍動し発展する議論
が次々と交わされる」とも説明されている（Duke, 1974 中村, 市川訳 2001）。 

 Salen & Zimmerman（2004, 山本訳 2011）も「ゲームで遊ぶことは、そのゲーム
のルールに従って行動し、そのゲームが境界を設けた時間と空間に参入し、ゲームがあ
てはめる特別な意味を使う、ということだ。つまり、ゲームで遊ぶということは、他の
プレイヤーとともにそのゲームでの会話に参加するということだ」という説明や、「ゲ
ームで遊ぶということは、そのゲームで人為的に設定された意味を協力的に引き受ける
こと、そのゲームが可能にする人為的に設定された会話を介して、他のプレイヤーとコ
ミュニケーションすることなのである」という説明を行っており、多重話と同じような
効果が見て取れる。 

 Kee（2011）も主張しているように、歴史に関するゲームを開発する際は、ゲームの
ジャンルを考慮した上で歴史学習の特定のゴールがどのように進められていくかに焦
点が当てられないといけないが、歴史を「応用」し、現代社会を「創造」していく活動
が含まれる歴史的類推とゲーミング・シミュレーションという一種のロールプレイング
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的なジャンルは非常に親和的な関係にある。以下でその理由を詳細に説明していこう。 
 まず、1章で述べたように歴史的類推は長期的な因果関係を持つ歴史的事象と同じ桁
の現代社会を想定しているため、長期的・多面的な要素から構成される必要がある。し
かし、「現代社会」とは広範なテーマであるため、1 人で全ての事象を把握することは
不可能である。例えば、現代社会の一部を切り取っているといえる新聞を見ても、政治・
経済・社会など様々な分野の記者によって一応の全体像を見せられている。そのため、
状況的な現代社会を構成させるには協同的に構成していくことが必須になる。「協同」
とは「目標や行動のレベルだけでなく、活動およびその成果のレベルにおいてもかなり
の程度の相互介入（もしくは相互依存）が行われているもの」（Lepper & Whitmore, 

1996 山崎ほか訳 2000）と定義されるものだが、ゲーミング・シミュレーションは特
定の主題に沿って方向付けられた中で協同的に多重話を起こせるため、「②ターゲット
として扱う状況的な現代社会の構成」を促進させる方法だといえる。さらに協同である
ということは、歴史的類推特有の課題である「③相互評価が行われない歴史的類推の防
止」も促進させるといえる。この場合は、先ほどの知識を協同的に補完し合う点ではな
く、認知的思考を協同的に補完し合うという点に焦点が当たる。類推という活動はそれ
自体が高度であるため、同時に誤っていないかどうかを考えるのはかなりの認知的負荷
がかかるといえる。そのため、歴史的類推を行う際の認知プロセスを分割し、協同的に
進めるということは有効な手法といえる。 

 ゲーミング・シミュレーションと歴史的類推が親和的であると考える理由に、議論の
進展を構造化できるということもある。歴史的類推は、歴史の複雑な因果関係の構造を
用いつつ、状況的な現代社会を構成するという非常に複雑な議論の進展が必要となる。
さらに、一義的な正解を設定することもできないため、随時相互評価が行われない歴史
的類推を防ぐ議論も行わせる必要がある。その際、議論の進展の構造化を行うことがで
きれば、複雑な議論を通して歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成させるこ
とは可能である。 

 以上より、歴史的類推特有の課題を克服する方法としては、ゲーミング・シミュレー
ションを用いるのが妥当といえる。残る問題は、どのようなデザインを行うことによっ
て、歴史的類推特有の課題である、「①ベースとして扱う歴史の複雑な因果関係の構造
の可視化」、「②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成」、「③相互評価が行われ
ない歴史的類推の防止」が実現できるかであるが、実際のゲームデザインを行う前にま
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だ検討すべきことが残っている。1つはゲームデザインのフレームワークはどのような
ものなのかという点、もう 1つは歴史的類推を促すゲームデザインは原理的にいくつ必
要になるのかという点、残る 1つはデザインされたものをどのように評価していくとい
う点である。 

 

2.4 ゲームデザインのフレームワーク 

 では、ゲーミング・シミュレーションのデザインを行う際のフレームワークがどのよ
うなものなのかについて整理していこう。まず、Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）は
基本的なゲーミング・シミュレーションのコミュニケーションの構造図をまとめている。
次ページの図 2-4がそれである。ここで重要なフレームワークとなるものは、「概念図」
である。Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）は、この概念図を「伝達あるいは議論する
ために選ばれた複合現実を、主体化し、構造化し、抽象化した総体認識」と説明してお
り、「概念図の明確な文書化（文字、図表）を完了してから、ゲームデザインを始める
べきである」と主張している。本論文に引き付けて考えた場合、「複合現実」とは「現
代」と「過去」であり、認識障壁を経た「印象現実」は「個人が認識できる現在」と「歴
史」といえる。また、「概念図」は歴史的類推を概念的に示したものであり、「概念説明
書」は歴史的類推のプロセスを言語的に記述されたものだといえる。 

 では次に、実際のゲームにはどのような要素があるのかを考察していこう。これにつ
いては、Salen & Zimmerman（2004, 山本訳 2011）の提唱するゲームデザインのフ
レームワークが参考になる。彼らはゲームをシステムの一種と捉えているが、この「シ
ステム」とは「相互に関係し合って複雑な全体を形作る部分の集まり」であり、「構成
要素（システム内の部分、要素、変数）」、「属性（システムとその構成要素の性質ある
いは特徴）」、「内的な関係（構成要素同士のあいだの内的な関係）」、「環境（システムを
取り囲み、作用を受ける文脈）」の 4 つの要素が存在すると述べている。例えばチェス
を例に取ると、構成要素は 2人のプレイヤーやコマ、属性はプレイヤーが操作するコマ
の動き、内的関係はコマが置かれている位置関係やゲームをめぐる戦略上のやり取り、
環境はチェスに対する先入観といった心理的な側面やもしオンラインで行っている場
合はソフトウェア環境が含まれる（Salen & Zimmerman, 2004 山本訳 2011）。では、
歴史的類推を現代の問題解決に応用する際のシステムはどのような要素が含まれてい
るのかを考察すると、「構成要素」は歴史の情報と現代社会という集合的な情報と類推 
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図 2-4 ゲーミング・シミュレーションによるコミュニケーションの構造図 

（Duke, 1974 中村,  市川訳 2001 より引用） 

 

を行うプレイヤー、「属性」は歴史の持つ因果関係や現代の特徴、「内的関係」は後述す
るが歴史と現代の関わりやプレイヤー同士の関わり、「環境」は教育メディアやプレイ
ヤーが外部のメディアや教育から得た現代に関する既有知識や価値観が含まれるとい
える。 

 これら各要素の具体的な内容は実際のデザインで検討するとして、ゲームデザインの
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フレームワークで重要になるものの 1 つに「内的関係」を決める「ルール」がある。
Salen & Zimmerman（2004, 山本訳 2011）はこのルールとゲームデザイナーがデザ
インするものの関係性について以下のように述べている。 

 

ルールとは、そのゲームのすべての要素がどのように相互にやりとりするかを規定する
構造を生み出すものだ。（言語やゲームにおける）構造は、文脈のように機能して、意
味を生み出す過程に関わっている。つまり構造は、それに固有のやり方でシステムの要
素を秩序づけて、意味を生み出す働きをする。 

…ゲームデザイナーは、遊びを直にデザインするわけではない。ゲームデザイナーの仕
事は、あくまでも遊びが行われる構造と状況をデザインして、プレイヤーの行動を間接
的に形作ることなのだ。 

（Salen & Zimmerman, 2004 山本訳 2011） 

 

 また、歴史的類推を通して学習されることにも通じることであるが、これらのルール
は Salen & Zimmerman（ 2004, 山本訳  2011）が強調する「意味ある遊び」
（”Meaningful Play”）を生じさせる必要がある。この定義については以下のように述
べられている。 

 

ゲームにおける「意味ある遊び」とは、プレイヤーの行為とシステムがとる結果の関係
から生じる。それはプレイヤーが、あるゲームのデザインされたシステムにおいて行動
をとることや、そのシステムがプレイヤーの行動に反応するといったことから成る過程
だ。ゲームにおけるある行動の「意味」は、その行為と結果の関係にあるのだ。（中略） 

ゲームの中の行為と結果の関係が「認識できて」、かつ、そのことがゲームのより広い
文脈へと「統合される」場合、「意味ある遊び」が生じる。意味ある遊びを生み出すこ
とこそが、よいゲームデザインの目標なのだ。 

（Salen & Zimmerman, 2004 山本訳 2011） 

 

 ここで注目すべきは、度々出て来る「意味」である。「意味ある遊び」の定義におい
ては、意味を生じさせるのは「行為と結果の関係」と説明され、それを「認識」でき、
全体のシステムに「統合」できるようにすることが必要だと書かれている（Salen & 
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Zimmerman, 2004 山本訳 2011）。この行為と結果の関係は言うまでもなく、ゲーム
によって異なるものであり、歴史的類推においても中核を成す部分である。細かなデザ
インについては 3章と 4章で述べるため、ここではどのような行為と結果が必要になる
のかを整理しておこう。まず、「統合」されるべき全体システムはターゲットの「現代
社会」である。それに向けて行う「行為」とは複雑な歴史の部分的な類推に該当し、「結
果」はその類推が誤っていないかを判断されることによって決まる。この関係性におけ
る会話の参加とそこから得られる経験こそが歴史的類推における学習といえるだろう。 
 さらに、Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）も Salen & Zimmerman（2004, 山本訳 

2011）も主張しているように、ゲーミング・シミュレーションはミクロな活動サイク
ルとマクロな活動サイクルから構成され、それらを円滑につなげることが必要となる。
歴史的類推をゲーミング・シミュレーションの図式で解釈した場合、個々の要素に着目
して歴史的類推を行うミクロな段階と、それらを現代社会へと統合していくマクロな段
階の 2つが存在するといえ、両者を円滑に接続させる必要があるといえる。 

 以上の考察をまとめると、歴史的類推を促す学習方法のデザインには大きく 4つのフ
レームを考慮する必要がある。1つ目は、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力で
ある。まず何よりもはじめに育成対象とする能力を明記する必要があるといえる。2つ
目は、特定の能力を育成するための理想的な「学習プロセス」である。この学習プロセ
スは「概念説明書」に対応するものであり、明確に記述される必要があるといえる。3

つ目は、その学習プロセスを生み出すための「ゲーム・ルール」である。このルールは
内的関係に対応したものであり、学習プロセスを間接的に生み出すものである。また、
ゲーム・ルールはミクロな歴史的類推のサイクルと、マクロな統合のサイクルを意識し
てデザインする必要もあるといえる。さらに先の考察と組み合わせると、このゲーム・
ルールには「②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成」と「③相互評価が行わ
れない歴史的類推の防止」も含めなければいけない。最後の 4 つ目は、「ツール」であ
る。これは「環境」に対応したものであり、ゲーム・ルールに沿った活動を補助するた
めに用いられる。特に、歴史や現代は直接的にゲーム内に存在させることが難しいため、
「ツール」を用いて補助する必要がある。歴史的類推特有の課題である「①ベースとし
て扱う歴史の複雑な因果関係の構造の可視化」に有効なコンセプトマップもこのツール
に位置づけられる。 

 これらをまとめた学習方法のフレームワークが図 2-5である。重要な点は、フレーム 
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図 2-5 本論文における学習方法のフレームワーク 

 

ワークの中におけるツールがゲーム・ルールを成立させ、そのゲーム・ルールが特定の
テーマに関する多重話を生み出し、それを踏まえることで歴史的類推において重要な学
習プロセスを経験させる構造になり、特定の能力が育成されるという流れである。また、
図中の学習プロセスとゲーム・ルールのうち、外枠で囲まれている部分は繰り返される
ミクロな歴史的類推の段階を示しており、それらを繰り返すことでその下部にある全体
のマクロな目標につながっていくことを表している。 

 

2.5 歴史的類推を促す学習方法の開発方針 

 本章の最後として、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法の
今後の開発方針について述べる。まず、学習方法の開発が原理的にいくつ必要になるの
かを考察しよう。1章でも言及したように、歴史が現代に応用されうる内容的な方向性
としては現代の原因構造の分析と現代の多様な解決策の生成の 2つに分けられる。そし
てこれはゲームデザインのフレームワークの方法論から見ても 2 つに分ける必要があ
る。なぜなら、前者は現代における過去の原因構造の分析を扱う写像の側面を持つ一方
で、後者は現代における未来の解決策の生成という創発の側面を持つからである。その
ため、前者はかなり複雑でありながら現代との類似性が高い歴史の因果関係を段階的に
現代の因果関係にかえていき、その構造自体を学習するようデザインしなければならな
い。また、「ゲームで人為的に設定された意味を協力的に引き受けること、そのゲーム
が可能にする人為的に設定された会話を介して、他のプレイヤーとコミュニケーション



 73 

すること」（Salen & Zimmerman, 2004 山本訳 2011）も必要となる。一方、後者は
より多様な歴史上の因果関係と現代の文脈を組み合わせた上で、創発的に色々な政策が
生まれるようデザインしなければならないといえる。そのため、特定のテーマに関する
会話はするものの、構造的な制約を強く受けたまま写像を行う前者とは方法論的に大き
く異なると考えられる。これらを踏まえ、歴史的類推を現代の問題解決に応用する際の
2つのアプローチを示したものが図 2-6である。 

 次に、開発方針についても述べておこう。本論文では、プレ実験を繰り返しながら学
習方法の開発の精度を高めるというプロセスを取る。3 章と 4 章の開発にあたっては、
学習プロセスとそれを引き出す発言内容を想定し、それをもとにデザインを実施し、高
校生を対象にプレ実験を実施して評価するという一連のプロセスを 2、3回繰り返した
上で最終的なデザインを出している。このような開発プロセスは、インストラクショナ 

 

 

図 2-6 歴史的類推を促す学習方法を分ける 2 つの側面 

（各要素のうち青色、黄色、赤色、緑色は歴史、黒色は現代を指す） 
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ル・システム・デザインの観点から見ても妥当である。インストラクショナル・システ
ム・デザインとは「分析・設計・開発・実施・評価の各フェーズを含んでおり、包括的
な設計（design）という概念により特徴付けられる」とされており（Gagn´e et al., 2005 

鈴木, 岩崎訳 2007）、効果的な教育手法の開発に効果的とされている。 

 最後に、実験デザインに関わる重要な方針についてもいくつか明示しておこう。まず
は分析単位である。上述してきたように、歴史的類推には「②ターゲットとして扱う状
況的な現代社会の構成」や「③相互評価が行われない歴史的類推の防止」を含む必要が
あるため、分析の基本的な単位としてはグループでの分析が妥当といえる。逆にいうと、
グループ内の協同的な学習効果を無視して、個人単位で統計的検定をかけるという方針
は本研究の前提上行えない。次に、実験デザインについてである。歴史的類推は非常に
複雑な要素を組み合わせた学習方法を提示する必要があるため、明確な統制群を設けに
くいという問題が発生する。例えば、ゲームデザインのフレームワークで考えただけで
も、①ルールのみ無し、②ツールのみ無し、③ルールとツール無しの 3種類に加え、個
人で行うかグループで行うかの2種類によって合計6種類の群を設ける必要が出てくる。
また、グループ単位で検定をかける必要があるため、実験群も統制群も相当な人数を対
象にしなければならない。しかし、現在の日本の高校生を想定して評価を行う場合、こ
のような実験環境を設けることは非常に難しく、教育倫理にも反するものとなる。また、
そもそも 1章で見てきたように、歴史的類推は通常の歴史の授業では自然に発生しない
と想定されているため、統制群における従来の学習方法と新しい学習方法を比較してよ
り効果があることを示す必然性はなく、新しい学習方法そのものの効果を評価するだけ
で従来の歴史の学習方法に対しては新規性が主張できるといえる。そこで、本論文では
統制群は設けず、実験群だけでプレポスト比較を行い、ポストで教材の効果があったか
を評価するという実験デザインを取る。最後に、分析の手順である。歴史的類推特有の
課題を見てもわかるように、「歴史的類推を現代に応用できる力」は個人個人で独立し
て育成されるものではなく、グループ内での協同的な効果も含まれる。そこで、本論文
ではまず認知的なテストを個人単位で測定し、それをグループ単位で合計した上で量的
に検定をかけて評価を行い、協同的な効果が理論的に抜け落ちてしまう事態を避ける。
また、歴史的類推では認知的な能力の獲得だけでなく、類推を行う際のプロセスも重要
であるため、グループ内で理想的な学習プロセスがされていたかについては質的に分析
する方針を取る。これにより、統計的検定による量的な効果を担保しつつ、グループ単
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位での学習効果の要因として考えられるグループ内の学習プロセスや各学習者の思考
の特徴にも注目することができ、グループ単位での学習効果を高めるための知見をより
詳細に提案できるといえる。なお、上記の分析方針は級内相関係数が高い状態、すなわ
ちグループ間で独立している状態を前提においている。そのため、もし級内相関係数が
低い状態、すなわちグループ間で独立していない場合は、個人での検定が妥当になり、
理論的に矛盾が生じる。本論文ではこの矛盾を解消するため、各検定をかける際には同
時に級内相関係数も測定し、その値が低くないかも確認する。そして、級内相関係数が
低い場合は、グループ内の学習プロセスの傾向や各学習者の思考の特徴をより丁寧に見
て、級内相関係数が低くなってしまった要因について考察し、そこから級内相関係数を
高める方法、すなわちグループ内の学習効果の分散を小さくする方法について検討する。
このように、本論文ではあくまでグループ単位での学習効果に着目し、その学習効果を
高めるためにグループ内の学習プロセスや個人の思考についても着目するという立場
を取る。そのため、グループ単位での学習効果を高める要因としてグループ内や個人を
着目することはあっても、個人の学習効果には着目しない。 

 さて、この章では歴史的類推を促す学習方法について考察してきたが、最後に前章の
内容を踏まえた上で、本章のまとめを行っておく。まず、1章でも述べたように、歴史
的類推は類推、転移研究の知見を考慮に入れると大きく 2つの効果がある。1つは、あ
る問題の原因が多面的もしくは長期的に分析されている歴史の因果関係を類推のベー
スにすることで、現代の問題の原因分析が行える効果であり、もう 1つはある問題の解
決法を講じている複数の歴史の因果関係を類推のベースにすることで、現代の問題の解
決法の選択肢を増やすことができるという効果である。 

 しかし、この類推を促す方法は個人で処理できる良構造なベースから個人で処理でき
る良構造なターゲットを想定した認知心理学における知見だけではカバーできないこ
とが導かれた。歴史的類推は、歴史という個人で処理できる悪構造なベースから、集団
で構築しなければいけない現代社会という状況的なターゲットに向かう類推という点
で、「①ベースとして扱う歴史の複雑な因果関係の構造の可視化」、「②ターゲットとし
て扱う状況的な現代社会の構成」、「③相互評価が行われない歴史的類推の防止」を考慮
しなければいけないのである。 

 この 3 点のうち、「①ベースとして扱う歴史の複雑な因果関係の構造の可視化」に関
しては従来の歴史的思考力のうち、因果関係を構築する歴史的思考の育成方法が参考に
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なることを示した。しかし、「②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成」や「③
相互評価が行われない歴史的類推の防止」を含む全体の活動デザインを行う際には、従
来の歴史学習の方法だけでは不十分だということも示した。そこで着目したのが Duke

（1974, 中村, 市川訳 2001）のゲーミング・シミュレーションであり、これにより歴
史的類推特有の課題である「②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成」や「③
相互評価が行われない歴史的類推の防止」を克服することができると考えられる。さら
に、より具体的な学習方法のフレームワークを得るためにゲームデザインのフレームワ
ークを分析した結果、ツールがゲーム・ルールを成立させ、ゲーム・ルールが特定のテ
ーマに関する多重話を生み出し、それを踏まえることで歴史的類推において重要な学習
プロセスを経験させる構造をデザインすることが、歴史的類推を促す学習方法として妥
当であることを導いた。 

 そして、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法は、原理的に
現代における過去の原因構造の分析を扱う写像的な側面を持つ学習方法と、現代におけ
る未来の解決策の生成を扱う創発的な側面を持つ学習方法の 2 つに分解されることを
示し、2種類のゲームデザインを行う必要性があることを示した。しかし、具体的な学
習プロセス、ゲーム・ルール、ツールについては本章では扱ってこなかった。 

 そこで続く 3 章では歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する力を育成す
る学習方法のデザインと評価を、4章では歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に応
用する力を育成する学習方法のデザインと評価を行い、効果的な学習方法について検討
していく。なお、各々の学習方法は原因分析と解決法生成のどちらかに重きを置くが、
一連の問題解決はどちらも扱う。 
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第3章 歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に 
     応用する力を育成する学習方法のデザイン 

 

3.0 第 3 章の概要 

 本章では、歴史を現代社会に応用する力のうち、歴史の因果関係を現代の問題の原因
分析に応用する力を扱う。まず、先行研究をもとに歴史の因果関係を参考に現代の社会
的問題における因果関係を構築させるための段階的な学習方法を構築し、歴史の因果関
係を利用しながら現代の因果関係の構築を競いあう対戦型カードゲームを使った学習
方法をデザインする。次に、評価方法を検討した上で高校生を対象に評価をし、効果を
検証する。最後に、各グループのゲーム中のチーム間のやり取りやプロトコル分析を通
し、より効果の高い学習方法を考察する。 

 

3.1 第 3 章における研究課題 

歴史的思考力を現代に応用する際、歴史の因果関係を構築する力が現代の問題に関す
る構造の発見（Лephep, 1981）に効果的であることが主張されている。しかし、歴史
の因果関係を構築する力を育成する効果的な学習方法の研究はあるものの（Harris & 

Rea, 2006; Chapman & Facey, 2004）、この歴史の因果関係をもとに現代の問題に対す
る構造を発見させる効果的な学習方法を実証している研究はない。 

そこで本章では、高校生を対象に、歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用す
る力を育成するための学習方法をデザインし、その評価を行うことを目的とする。なお
学習プロセスの説明の中でも言及するが、本章で育成する認知的な能力は「歴史的な事
象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」、「現代の問題の因果関係を歴史的問題の
因果関係を参考に分析する力」、「因果関係を考慮して未来の解決方法を提示できる力」
の 3つとする。 

 

3.2 デザイン要件 

3.2.1 学習プロセスについての検討 

 最初に学習プロセスを検討する。まず、歴史を現代に応用する段階まで考慮に入れて
いる先行研究としては、Harris & Rea（2006）と Chapman & Facey（2004）が挙げ
られる。Harris & Rea（2006）は、歴史の「実用性」という点に着目し、表 3-1のよ 
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表 3-1 Harris（2006）の歴史を現代に応用させる際のプロセス 

①ノルマン・コンクェストはなぜ現代に役立つのかをペアで議論させる 

②小グループごとに、ノルマン・コンクェストのキーワードが書かれた複数の 

 カードを渡し、各ファクター（「小作人の生活」、「法と秩序」など）に分類させる 

③「変化／継続」のチャートを与え、カードを使って配置させる 

④ノルマン・コンクェストの因果関係のチャートを完成させ、 

 どのようなインパクトがあったのかを考えさせる 

⑤ノルマン・コンクェストがイギリス史にとって転換期に当たるかを議論させる 

⑥ノルマン・コンクェストのようなことが現代で行われていないかを考えさせる 

 

うに 6段階のプロセスでノルマン・コンクェスト前後の因果関係を構築させ、何が変化
したのかを考えさせ、現代へ考えを巡らせている。ここで注目すべきは⑥である。彼は、
ノルマン・コンクェストをアナロジーとして用いさせるのが望ましいと主張しており、
それによって現代社会につなげられるとしている。 

 一方、Chapman & Facey（2004）はテーマ別の歴史授業として、「独裁主義と民主
主義」と「人民と権力と抵抗」の 2つのテーマを用意し、それぞれのテーマに沿った歴
史をグループで学ばせている。そしてその後に、現代のニュースとしてイラク戦争を取
り上げ、各々のテーマとイラク戦争の類似性を考えさせた上で、イラク戦争の是非を書
かせている。 

 以上の 2つの先行研究を統合すると、歴史を現代社会に応用する際、生徒は［1］歴
史の個別の事象を理解する、［2］歴史の因果関係を考える、［3］歴史の因果関係をアナ
ロジーとして現代の問題解決に応用する、という学習過程を進むことが措定されている
と考えられる。本章で注目すべき部分は［3］であるが、この時点でどのような支援が
なされているのかは詳細に書かれておらず、評価も一部の生徒のエッセイを載せている
だけで全体としてどの程度達成されているのかも読み取れない。 

 そこでこの［3］で用いられているアナロジー対しては、Gick & Holyoak（1980）の
アナロジーを利用した問題解決の知見が参考になる。彼らは、被験者にある問題を解決
している物語を読ませ、その後似た構造の問題が書かれている物語を読ませることで、
先に読んだ物語の解決方法を応用できるかどうかを様々な条件で実験している。この実
験では、先に読んだ物語を使うように指示するかどうかが、物語がアナロジーとして用
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いられるかどうかに大きく関わっていることを示しているが、それと同時にアナロジー
を利用した問題解決を促進させる条件として、「比喩に使う物語とターゲットになる問
題を構造化」し、両者を「①問題場面の設定、②ゴールに向かう際の障害、③障害の解
決方法、④結果としてのゴールの状況」の 4 要素にマッピングすること、「マップをも
とにアナロジーを使うように指示を出す」ことを挙げている。 

 この知見を本研究に引きつけて考えると、歴史の因果関係は比喩に使う物語に、ター
ゲットになる問題は現代の問題に置き換えられる。また、先行研究の［3］歴史の因果
関係をアナロジーとして現代の問題解決に応用する、についても全体を比べさせるので
はなく、構造化する必要があると考えられる。4つの要素を歴史の因果関係の時系列に
沿って言い換えると、比喩となる歴史の因果関係は、①歴史上の問題の背景にある因果
的な原因、②歴史上の社会的な問題、③歴史上の解決方法、④歴史上の結果、に構造化
される。 

 ただし 2章で説明したように、Gick & Holyoak（1980）の転移実験では事前に物語
同士の対応関係が完全に一致しているが、今回想定している歴史学習の場合は歴史の因
果関係を利用して現代の因果関係を自分たちで構築していき、解決方法を現代の文脈で
新たに作る必要がある。よって歴史を類推のベースにして現代に応用する際は、まず歴
史と対応する現代の事象を 1つずつ考え、現代の因果関係を構築する活動を追加する必
要がある。すなわち、［3］歴史の因果関係をアナロジーとして現代の問題解決に応用す
る学習過程を促進させるには、「歴史上の原因・問題と対応する現代の事象を考える」、
「現代の原因・問題を歴史の因果関係に沿って言い換える」、「歴史の因果関係に合わせ
て、現代の問題の解決方法・結果を考える」という段階的な活動を含むことが効果的だ
と考えられる。 

 以上をもとに学習プロセスを整理すると、先行研究で挙げられていた歴史学習のプロ
セスは表 3-2のように 5つの学習プロセスに精緻化できる。以降、本章でデザインする
学習方法は、この 5つの学習プロセスを踏まえたものとする。なお、図 3-1は、この学
習プロセスを図式化したものである。 

 

3.2.2 ゲーム・ルールのデザイン要件 

 次に、導出された学習プロセスをもとにゲーム・ルールのデザイン要件を検討する。
まず、マクロなサイクルは歴史の因果関係全体を現代の因果関係全体に言い変えていく 
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表 3-2 歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する際の学習プロセス 

［1］歴史の個別の事象を理解する 

［2］歴史の因果関係を「原因」「問題」「解決方法」「結果」に分けてマッピングする 

［3］歴史の「原因」「問題」と対応する現代の事象を考える 

［4］現代の「原因」「問題」を歴史の因果関係に沿って言い換える 

［5］歴史の因果関係に合わせて、現代の問題の「解決方法」「結果」を考える 

 

 

図 3-1 歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する際の学習プロセス 

 

ことが当てはまり、ミクロなサイクルは各要素を言い換えていくことが当てはまるとい
える。歴史の因果関係はかなり多面的で複雑であるため、［3］歴史の「原因」「問題」
と対応する現代の事象を考える、と［4］現代の「原因」「問題」を歴史の因果関係に沿
って言い換える、に関しては段階的に進めていくルールを設ける必要がある。 

 また、学習プロセスは後半になるにつれて複雑さが増すため、最終的にディブリーフ
ィングと呼ばれる、「ゲームの演習後に行われるプレーヤーの相互作用による振り返り
と討論の段階」（市川 & 中村, 2003）を踏まえさせるルールを設けることが望ましいと
いえる。 

 さらに、Fisher（1970）は歴史の事象 Xの性質と事象 Yの性質が類似する関係にあ
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るかどうかについては証拠の有無を含めて慎重に議論しなければならないと強調し、歴
史的類推を利用することの危険性や弊害を指摘している。そこで、学習プロセスのうち、
［3］歴史の「原因」「問題」と対応する現代の事象を考える、［4］現代の「原因」「問
題」を歴史の因果関係に沿って言い換える、［5］歴史の因果関係に合わせて、現代の問
題の「解決方法」「結果」を考える、の 3 つに関しては、対応関係が妥当かの判断を 1

人で下すのではなく、学習者相互で対応関係の妥当さを議論しながら進めていくルール
を設ける必要がある。つまり、ペアになった高校生同士がペアになる構造、つまり 2

人対 2人の構造にし、相互確認させるルールを設ける必要があるといえる。 

 

3.2.3 ツールのデザイン要件 

 続いて、提案した学習プロセスやゲーム・ルールを進めるために必要なツールについ
てのデザイン要件を検討する。歴史の因果関係を構築する際は、色々な事象が複雑に関
係するだけでなく、個々の事象についても細かい説明が必要になるため、情報の整理が
非常に難しい。海外の歴史学習に関する先行研究では、この問題を解決するためにカー
ドを用いて解消している。歴史の因果関係の要因をカードにすることで、それらを組み
合わせたり、分析に役立てたりさせる効果があることが指摘されている（Scott, 2006; 

Harris & Rea, 2006）。また、歴史学習ではないが、江口（2007）はカード型の教材は
共有された可視的な外化物として、議論の促進に役立つと述べている。 

 さらに、歴史の因果関係を構築する方法として、Drie & Boxtel（2003）やMasterman 

& Sharples（2001）はコンセプトマップを用いてその効果を実証しているが、このコ
ンセプトマップもノードと呼ばれる一種のカードと、リンクと呼ばれる矢印を用いて構
成されているため、歴史の情報をカードの形態で提示し、並べ替えを可能にすることは
有効だと考えられる。 

 よって、本研究のように歴史の情報と現代の情報を比べたり、因果的に並べ替えたり
しながら議論をすることが必要な学習においては、歴史と現代の因果関係の各要素の情
報をカードにまとめることで学習が効果的に進められると考えられる。また、前述した
Gick & Holyoak（1980）のアナロジーを利用した問題解決の促進条件として、「原因」
「問題」「解決方法」「結果」の 4つに分けたマッピングを使うことが挙げられていたこ
とも重要である。歴史学習においてコンセプトマップが有効であることを考慮に入れる
と、ベースとなる歴史とターゲットとなる現代の因果関係の構造を、この 4つの領域に
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分けたコンセプトマップのような形で可視化しておくことが必要であると考えられる。
すなわち、同じ因果関係の構造上で歴史の各要素を現代の各要素に言い換えられるよう
に、因果関係の構造が表現されたフィールドシートをデザインすることが求められる。 
 以上、5つの学習プロセスをもとに導出されたゲーム・ルールのデザイン要件とツー
ルのデザイン要件を合わせると、歴史の因果関係を現代に応用する力を育成する教材の
デザインに必要な要件は、以下の 4点にまとめられる。 

 

（1）5ステップの学習プロセスを段階的に進めさせるゲーム・ルールをデザインする 

（2）歴史的類推が誤っていないかを相互に確認させるゲーム・ルールをデザインする 

（3）歴史と現代の因果関係の各要素の情報が書かれたカードをデザインする 

（4）歴史と現代の因果関係の構造が表現されたフィールドシートをデザインする 

 

3.3 ゲームデザイン 

3.3.1 ゲーム・コンテンツのデザイン 

 デザイン要件に沿ってデザインする前に、本章で扱うテーマの詳細な内容について触
れる。本章では、「労働問題」を Lee（2005）の提唱する「使用可能な歴史的枠組み」
として捉え、歴史上の労働問題として 18世紀のイギリス産業革命期を扱う。この分野
は産業革命期の労働問題としての原因が多面的に検討されている分野であり、現代の日
本における労働問題とも関連性が高いと考えられる。今回は、『詳説世界史研究』（木下
ほか, 2008）と『ニューステージ世界史詳覧』（1998）をもとに、筆者が産業革命期の
労働問題の原因を 10個選定した。その際、藤井（1985）の提唱する歴史のカテゴリー、
すなわち政治・経済・文化・社会の各カテゴリーがほぼ同数になるようにした。カテゴ
リー別に産業革命期の労働問題の原因を整理したものが表 3-3 である。なお、18 世紀
のイギリス産業革命期の労働問題では、「団結運動」と「機械打ち壊し運動」という 2

つの解決方法が取られ、結果的に「団結運動」によって「工場法」ができている。次に
対応する現代の労働問題の原因を説明していく。本章では、表 3-4のように対応する現
代の労働問題の原因を筆者が独自に設定した。なお、解決方法と結果に関しては、プレ
ーヤーにその場で考えさせるので、事前に設定してない。また、歴史の因果関係をどう
設定しているかはフィールドシートのデザインで図示する。 

 



 83 

 

表 3-3 産業革命期の労働問題の原因 

政治：団結禁止法、労働者選挙権の未整備 

経済：第二次囲い込み運動、工場制機械工業への移行 

文化：ピューリタニズム、合理的精神、自助の精神 

社会：都市への人口集中、読み書き能力の格差、技術革命 

 

表 3-4 歴史の原因と対応する現代の原因とその類似性 

①ピューリタニズム＝勤勉・勤労の精神 

［類似性］労働を至上のものと見なしている点 

②合理的精神＝拝金主義 

［類似性］人間らしい感情に振り回されず、合理的に物事を進めていく点 

③第二次囲い込み運動＝大手企業のコンツェルン化 

［類似性］力のある者が力のない者を取り込み、支配—被支配の関係を作っている点 

④技術革命＝産業用ロボットの開発 

［類似性］産業の効率化を進める原動力になっている点 

⑤自助の精神＝自己責任論 

［類似性］自分で行ったことは自分で責任を取らなければならないと考えている点 

⑥都市への人口集中＝農村部の過疎化 

［類似性］人口が地方から都市へ移行している点 

⑦工場制機械工業への移行＝オートメーション 

［類似性］より効率的な産業形態に移行している点 

⑧団結禁止法＝クビのプレッシャー 

［類似性］雇用者に対する反抗が妨げられている点 

⑨読み書き能力の格差＝受験向け教育の格差 

［類似性］能力の獲得機会に格差がある点 

⑩労働者選挙権の未整備＝投票率の低さ 

［類似性］国の政治に対して国民全員の意見が反映されていない点 
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3.3.2 ツールのデザイン 

カードのデザイン 

 ではデザイン要件をもとにデザインしていこう。まず、（3）歴史と現代の因果関係の
各要素の情報が書かれたカードをデザインする、というデザイン要件を満たすため、歴
史のカード、現代のカード、未来への解決カード、サポートカードの 4つをデザインし
た。歴史のカードは、産業革命期の労働問題の因果関係を構成している「原因」を 10

種類、「問題」を 1種類、「解決方法」を 2種類、「結果」を 1種類デザインした。現代
のカードは、現代の労働問題の因果関係のうち、事前に対応したものを記述した「原因」
を 10 種類、「問題」を 1 種類デザインした。また、これに加えてプレーヤー自身が歴
史の原因と類似する現代の原因のタイトルを記述し、「原因」カードとして利用できる
「自作原因カード」も 1枚デザインした。現代の「原因」カードはチームごとに用意し
ている。さらに各チームに現代の問題の解決方法を述べる未来の「解決方法」カードを
1 種類と、ゲームを円滑に進めるサポートカード 5 種類（手札を増やせるカードなど）
をデザインした。以下で、歴史のカード、現代のカード（事前に設定されたものと自分
達でつくるもの）、未来への解決カード、サポートカードの代表的なカードとその構成
を示す。なお、以下で掲載しているカードは著作権上、後にイラストを依頼して差し替
えたものにしている。そのため、イメージ画に関しては評価当時のものと異なっている
ものもあるが、基本的なイメージ画の内容はほぼ同じであり、レイアウトと文章に関し
ては当時と同じである。 
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歴史のカード（図 3-2） 

 カラーは茶色。上にカードのタイトルが記載されており、中央にはイメージ画が描か
れている。イメージ画の横のタイムラインは、いつごろから発生していたかを表すもの
である。下の枠の中には、タイトルの詳細な説明が書かれている。 

 

 

図 3-2 歴史のカード 
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事前に設定された現代のカード（図 3-3：左上） 

 カラーはチームごとに青色と赤色の 2つに分かれている。上にカードのタイトルが記
載されており、中央にはイメージ画が描かれている。下の枠の中には、タイトルの詳細
な説明が書かれている。 

 

自分たちで作る現代のカード（図 3-3：右上） 

 カラーはチームごとに青色と赤色の 2つに分かれている。タイトルを書く欄、対象に
した歴史の原因のタイトルを書く欄、制作者の名前を書く欄が設けられている。下の枠
には、このカードを使う際の条件や、特別なルールについて書かれている。 

 

未来への解決カード（図 3-3：左下） 

 カラーは黄色を基調に、互いのチームカラーを少し混ぜた色。上にカードのタイトル
が記載されており、下の枠にはこのカードの使い方とあがりの条件についての詳細が書
かれている。ゲームであがるためのカードになっている。 

 

サポートカード（図 3-3：右下） 

 カラーは緑色。両チーム共に同じデザインをしている。サポートカードは、手札を加
えたり、好きなカードをデッキから引いたりできるカードで、ゲームの進行の停滞を防
ぐために設けている。上の枠にはタイトルが記載されており、下の枠にはこのカードを
使った時の効果が書かれている。 

 

 なお、カードはグループ単位で配られ、ゲーム前の準備時に両チーム一緒にフィール
ドに置く歴史のカードが 14枚、ゲームスタート時に歴史の労働問題を現代の労働問題
に置きかえるはじめの 1枚として両チーム一緒に置く現代の「問題」カードが 1枚用意
されているようにする。また、事前に対応したものを記述した現代の「原因」のカード
10 枚と「自作原因カード」2 枚と未来の解決カード 1 枚とサポートカード 5 枚、合計
18枚はチームごとに用意される。全てのカードの内容は巻末の資料に示している。 
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図 3-3 事前に設定された現代のカード（左上）、 

自分たちで作る現代のカード（右上）、 

未来への解決カード（左下）、サポートカード（右下） 



 88 

フィールドシートのデザイン 

 次に、（4）歴史と現代の因果関係の構造が表現されたフィールドシートをデザインす
る、というデザイン要件を満たすために、歴史と現代の因果関係の構造が表現されたフ
ィールドシートをデザインした。図 3-4はデザインされたフィールドシートである。因
果関係のつながりについては白い道で表現し、カードを置く場所については黒い枠で表
現している。また、因果関係の全体の流れが分かるように、全体を「原因」「問題」「解
決方法」「結果」の 4 つのゾーンに分けている。さらに、歴史の因果関係の時系列を把
握させるために、左側に大まかなタイムラインを描いている。因果関係のつながり方は
『詳説世界史研究』（木下ほか, 2008）と『ニューステージ世界史詳覧』（1998）をもと
に筆者が設定している。 

 

 
図 3-4 フィールドシート 
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3.3.3 ゲーム・ルールのデザイン 

 次にこれらのツールを用いつつ、［1］歴史の個別の事象を理解する、［2］歴史の因果
関係を「原因」「問題」「解決方法」「結果」に分けてマッピングする、［3］歴史の「原
因」「問題」と対応する現代の事象を考える、［4］現代の「原因」「問題」を歴史の因果
関係に沿って言い換える、［5］歴史の因果関係に合わせて、現代の問題の「解決方法」
「結果」を考える、という学習プロセスを実現させるためのルールをデザインする。 

 具体的には、（1）5ステップの学習プロセスを段階的に進めさせるゲーム・ルールを
デザインする、と（2）歴史的類推が誤っていないかを相互に確認させるゲーム・ルー
ルをデザインする、というデザイン要件を満たすために、以下のフェーズ A～Eのゲー
ム・ルールをデザインした。以下では、各フェーズについて詳述していく。 

 

【フェーズ A】歴史的事象の確認と因果関係の把握（約 10分） 

 4 人でルールの確認をした後に、産業革命期の労働問題に関する歴史カード 14 枚を
確認し、どういう事象があったのかを思い出す。その後、歴史の因果関係を把握するた
めに、歴史の情報が載っているカードを使い、「原因」「問題」「解決方法」「結果」で分
けられているフィールドシートの因果関係を表す白い道に沿って、4人で歴史の因果関
係のマップを作る。なお、どのツールを用いてどのような学習活動が行われているかの
様子を示したものが図 3-5である。 

 このフェーズでは、［1］歴史の個別の事象を理解する、［2］歴史の因果関係を「原因」
「問題」「解決方法」「結果」に分けてマッピングする、の 2つの学習活動を狙っている。
特に、産業革命期の原因に関する質問を出し合って歴史に関する知識や理解を深めるこ
とで、現代への言い換えに備える狙いがある。また、歴史のカードを置き合うことで、
因果関係に意識を向けてもらい、歴史的視点を使った因果関係に関する話し合いが出て
くることも期待している。なお、このフェーズに関する知識教授は本実験の前に行って
いるので、今回の研究では確認程度で済ませ、分析・評価の対象にはしない。 

 

【フェーズ B】歴史と現代の類似性の確認（約 15分） 

 次にプレーヤーは 2人 1チームを作り、事前に用意した現代の労働問題の原因が書か
れている 10種類の現代のカードを確認する。ただし、ここも事前の準備段階なので、
分析・評価の対象にはしない。次に、2人で歴史の原因と本質的に類似している現代の 
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図 3-5 【フェーズ A】歴史と現代の類似性の相互確認と 

歴史の因果関係の把握の様子 

 

原因を考えてもらい、それぞれに対応する現代の原因を 10枚の中から推測する。なお、
フィールドシートに置いた際の歴史と現代の各要素の想定している対応関係は図 3-6

の通りであるが、生徒には提示していない。また、生徒 1人につき 1枚だけは自分で現
代の原因のカードを作る。その際、対象にする歴史カードも考える。これは、実際に自
分達で歴史の事象の持っている性質を考えだし、それに見合った現代の事象を考えても
らうことを狙っている。本来、歴史の事象と対応する現代の事象は学習者自身が考え出
す方が望ましいが、10 枚の原因全てを連想させる活動は負荷が高すぎる点と、現実で
はニュースや新聞など、現代の事象がある中から選び出すという点を考慮し、今回はこ
ちらで準備した現代の事象を書いたカードの中から、歴史の各原因と対応するものを選
び、その類似性を考えさせる活動をメインにし、自分たちで連想させる活動は 1回だけ
にしている。その後、未来への解決カードを 1枚、サポートカード（手札をシャッフル
できるカードなど）を 5枚入れる。こうして 18枚のデッキを作成する。 

 このフェーズは［3］歴史の「原因」「問題」と対応する現代の事象を考える、［4］現 



 91 

 
図 3-6 フィールドシートに置いた際の歴史と現代の各要素の対応関係 

 

代の「原因」「問題」を歴史の因果関係に沿って言い換える、の 2 つの学習活動を狙っ
ている。なお、事前に現代のカードを確認させることは、学習者が事前に知識を補充し
たり、互いにわからない表現を補い合うことを狙っている。また、歴史と現代の類似性
を推測させることは、2人で歴史の各原因と現代の各原因がどのように類似しているか
の議論が出てくることを狙っている。その結果として、歴史の用語と性質が似ている現
代の用語を連想する力が向上すると想定している。さらに、自分で現代の原因カードを
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作らせることによって、歴史の用語と同じような性質の現代の用語が連想できるように
なると想定している。 

 

【フェーズ C】歴史と現代の類似性の相互確認と因果関係の把握（15～30分） 

 デッキを組み終わった後、2人対 2人で対戦する。両チームは、フェーズ Aで作成し
た歴史のカードが乗っているフィールドシートを挟んでデッキ（山札）を置く。なお、
どのツールを用いてどのような学習活動が行われているかの様子を示したものが図 3-7

である。対戦のルールは以下の通りである。 

①じゃんけんで先攻、後攻を決める。 

②お互いにデッキをよく切り、上からカードを 3枚引く。 

③先攻のチームがデッキから手札を 1枚引く。 

④サポートカードを 1枚使う（使いたくない場合は飛ばしても良い）。 

⑤フィールド上の歴史の「原因」のカードと対応していると思う現代のカードが手札に
あれば、その歴史のカードの上に現代のカードを重ねる（置くカードがない場合は飛ば
す）。ただしこの時、相手のチームはその類似性に反論することができる。類似性につ
いて意見が食い違った場合は、両チームで協議をしてもらい、どの歴史の原因と現代の
原因の対応が一番妥当かを考えてもらう。その後、もし反論したチームの言い分が通れ
ば、出されたカードを手札に戻させ、ターンを終えさせることができる。どうしても協
議がまとまらない場合は、実験者を呼んでもらうように説明しており、お互いの意見を
聞いて実験者が妥当な方を決めるルールを設定している。なお、すでに歴史のカードの
上に相手の現代カードが乗っていても、自分達で作った現代のカードはその上に置くこ
とができ、その場所を乗っ取ることができる。また、自分たちで作った現代のカードの
場合は、反論ができないようにしている。 

⑥以上の活動が終われば相手のターンに移る。 

 こうしてチームごとに③から⑥を繰り返し、フィールドシートに沿って自分のチーム
の置いた現代のカードだけで 3枚つながるまで続ける。 

 このフェーズでは、［3］歴史の「原因」「問題」と対応する現代の事象を考える、と
［4］現代の「原因」「問題」を歴史の因果関係に沿って言い換える、の学習活動を狙っ
ている。特に、お互いに考えた歴史と現代の類似的な性質についての議論が活発になる
ことによって、より歴史と現代の類似性を思いつき、歴史の用語から現代の用語を連想 
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図 3-7 【フェーズ C】歴史と現代の類似性の相互確認と 

現代の因果関係の把握の様子 

 

する力が向上すると想定している。また、フィールドシートの現代の原因を 3枚つなぐ
ことに意識が向くことも狙っている。具体的には、原因を置く際に自分達の置いた原因
カードを活かしてどう労働問題につなげるかのシミュレーションを行ったり、「ここと
ここがこうつながるから」のような因果関係を意識しているような発言が出てくること
を狙っている。その結果、現代の原因を因果的に分析できる力が向上すると想定してい
る。 

 

【フェーズ D】現代の原因分析と解決法の作成（約 15分） 

 フェーズ C の③から⑥を繰り返し、自分のチームの現代のカードと現代の問題カー
ドが合計 4枚つながれば、手札の未来への解決カードをフィールドシートの上に置くこ
とができる。その際、プレーヤーはフィールドシートにある自分のチームの現代の原因
のカードを使って、現代の原因を因果的に分析し、現代の労働問題が生じている原因は
何かを説明しなければならない。次に解決するべき原因を 1枚指定し、その解決方法を
相手チームに説明する。その際、相手チームが 10秒以内にその解決方法の反論を言え
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なければ、あがりとなる。反論された場合はあがりは阻止され、未来の解決カードを手
札に戻して次の番にもう一度挑戦することになる。永久に繰り返されるのを防ぐために、
3回連続で反論された場合は、4回目は自動的にあがりにするというルールを設けてい
る。なお、どのツールを用いてどのような学習活動が行われているかの様子を示したも
のが図 3-8である。 

 このフェーズでは、［4］現代の「原因」「問題」を歴史の因果関係に沿って言い換え
る、と［5］歴史の因果関係に合わせて、現代の問題の「解決方法」「結果」を考える、
の学習活動を狙っている。まず歴史の因果関係の白い道に沿って現代の 3枚以上つなが
った原因を分析させることにより、現代の労働問題の原因として最低 3段階の因果関係
で説明させることを狙っている。その結果、現代の問題に対しても歴史の因果関係のよ
うな原因分析を行う力が向上することを想定している。また、未来の解決方法をただ提
示するのではなく、相手チームの反論、例えば「その解決方法でどうして労働問題につ
ながるのか」や「それはこういうデメリットがある」という批判を受けることで、解決
方法を行った後の因果関係についての議論が促進することも狙っている。その結果とし 

 

 

図 3-8 【フェーズ D】現代の原因分析と解決法の作成 
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て、歴史の因果関係のように、因果関係を考慮して未来の解決方法を提示できる力が向
上すると想定している。 

 

【フェーズ E】リフレクション（約 15分） 

 最後に、現代化されたフィールドを見て、現代と歴史の労働問題の因果関係を俯瞰し
てもらったり、自分たちの作ったカードの妥当性を検討してもらったり、より良い解決
方法を考えてもらう。 

 このフェーズでは、学習プロセスを俯瞰的に振り返させることで、ディブリーフィン
グの役目を果たす。このディブリーフィングの内容によって、それに沿った力が向上す
ると想定している 

 

 以上のように、歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する力を育成するため
の学習方法をゲームデザインのフレームワークに沿ってまとめ、育成能力、学習プロセ
ス、ゲーム・ルール、ツールの対応関係を可視化したものが図 3-9である。 

 

 

図 3-9 歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に 

応用する力を育成するゲームのフレームワーク 
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3.4 研究の方法 

3.4.1 評価対象者 

 本学習方法の効果を検証するため、通常の歴史の授業後と本カードゲーム”historio”

を使用した授業後の 2時点で同一のテストを実施し、テスト結果を比較した。評価協力
者は私立 S高校の 2年生 28名である。私立 S高校は男子校で、毎年国立大学に数十名、
中堅私立大学に多数の合格者を出している進学校である。本研究では歴史の事象や因果
関係の理解が必須になるので、対象は文系の 3段階に分かれているレベルの最上位に位
置する 2クラスから任意に参加を募った。評価は 2009年 7月 28日、29日の 2日間に
渡って実施した。調査は授業時間外に同校の教室で行った。評価協力者はイギリスの産
業革命の単元をまだ履修していなかったため、初日に実験者が教科書と配布資料を使っ
て 1 時間の授業を行い、産業革命の知識と労働問題に至るまでの因果関係を教授した。
その後 10分の休憩を挟み、プレテストを 1時間程度で解答させた。基礎学力の高い生
徒を対象に選んでいるため、事前の授業内容は理解できていると見なした。また、テス
トで扱った用語には簡単な注釈を入れ、用語の知識不足によってテスト結果が低くなる
状況を避けた。なお本研究では疲労効果と学校の授業に対する支障を避けるため、プレ
テストの後に１日おいて実験を行っている。1日目のプレテスト終了後から 2日目の実
験開始時までにプレテストの問題について調べた可能性も考えられるが、ポストテスト
が同一問題だと知らせていない点と単純な知識を問う評価方法ではない点で結果への
影響は低いと考えている。2日目は任意に座ってもらった座席の配置に沿って 4人グル
ープを作り、机の配置に沿ってチームを設定した。実験者がゲームの趣旨とルールの説
明を約 20分行った後、フェーズ Aの歴史のカードの配置を約 10分かけて行わせた。
歴史のカードの配置では、まず復習として評価協力者らに並べさせ、その後実験者が想
定していた配置を説明して、適宜修正させた。 

 以上の準備段階の終了後、フェーズ B からフェーズ E をグループごとのペースで進
行させた。図 3-10 にゲーム中の様子を示す。7 グループ全てのゲームが終了するまで
には約 80分かかった。ゲーム後は 10分の休憩を挟み、プレテストと同一のテストを 1

時間程度で解答させた．また、教材の使用感に関する質問紙調査も記入させた。各グル
ープの机には ICレコーダーを 1台置き、ゲーム中の活動内容を分析するための音声デ
ータも収集した。 
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図 3-10 ゲーム中の様子  

 

3.4.2 評価方法 

 本節では「歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」、「現代の問題の
因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力」、「因果関係を考慮して未来の解
決方法を提示できる力」に沿って、それぞれを測定するための評価テストを紹介する。
なお 2章で述べたように各個人ではなくグループ単位での得点を集計し、分析を行う。 
 

（1）制限連想法テスト 

 「歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」を測る方法としては、制
限連想法テストを用いる。このテストは、「用語連想法」（”Word Association Method”）
をもとにしたテストである。用語連想法とは被験者の内的概念の構造を知ることを目的
とした評価方法であり、刺激語を与え、連想される言葉を記述させることによって調査
を行うものである（東原ほか, 1995）。このテストの分析方法としては、（a）連想語数、
（b）分野別連想語数、（c）クラスター分析による概念樹形図、（d）多次元尺度構成法
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による概念図、（e）連想階層図、（f）有向階層化法による連想の変容図、などの指標や
図表を作成して考察が試みられている。 

 さらにこの連想の際に何らかの制限を設けた想起を、制限連想と呼ぶ（中島ほか, 

1999）。本研究では、「歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」を測
定することを目的にしているため、東原ほか（1995）の挙げた評価方法のうち、（b）
分野別連想語数を指標として用いた。歴史用語から連想される用語としては、形容詞や
その用語と関係のある人物、その用語と関係する時代や国名など様々な分野が想定され
るが、本研究の目的に沿って考えると、歴史用語と同じ性質を持つと思われる現代用語
の分野を採用することが妥当である。よって、事前に「同じ性質を持つと思われる現代
用語」という制限を付けて自由連想を行わせた。また、歴史用語と同じく名詞で現代用
語を連想しないと現代の因果関係の構築に利用できないため、連想する現代用語は名詞
に限定した。以上の条件を満たした連想数を尺度として利用することで、「歴史的な事
象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」を測定する。 

 また今回は、刺激語の歴史用語と学習者が連想した現代用語のどこが似ているかを同
時に記述させた。これは、歴史用語と現代用語の類似している性質まで認識できている
かを判定するためである。第 2章でも述べたように、歴史を類推のベースとして利用す
る際には相互にその類推が正しいかどうかを協議することが重要であるが、どう類似し
ているかを説明できなければこの協議は行われない。そこで、連想される現代用語の数
をカウントする際は、連想した現代用語と、類似している性質、この両方をセットで記
述されている場合に限定し、類似していると思う性質が述べられていない連想単語と、
明らかに現代用語ではない単語（例えば、「明治維新」など）は除外する。 

 ただし、今回の評価では類似していると思う性質の妥当性は判断に加えなかった。こ
れは、学習者自身にその性質を書かせている段階で、一定の関係性はあると考えられる
ためであり、妥当かどうかは議論の段階で行われることだと考えているためである。ま
た、今回のカードゲームでは労働問題という文脈があるが、連想される現代用語が労働
問題の文脈に沿ったものとして妥当かどうかも判断に加えなかった。これは、ある現代
の事象が労働問題に関係するかしないのかの明確な判断基準がないためである。 

 刺激語としては、本カードゲームで用いる産業革命期の 10個の労働問題の原因の中
から 5語を採用した。刺激語が特定の分野に偏らないように、政治的分野として「団結
禁止法」、経済的分野として「第二次囲い込み運動」、社会的分野として「識字率の格差」
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（「読み書き能力の格差」を修正して利用した）、文化的分野として「ピューリタニズム」、
テクノロジー的分野として「技術革命」の 5語を採用した。用語の意味がわからないこ
とで連想ができなくなる状態を防ぐため、各用語には簡単な解説も付けた。連想数の上
限は 1つの刺激語につき 3語とし、1人当たり最大 15語、最小 0語になるように設定
した。その際、できるだけ多く書くよう教示を加えた。時間は 1 語につき 5 分、合計
25 分を目安にするよう教示した。実施の際は、プレテストとポストテストで全く同じ
制限連想法テストを用いた。なお、詳しい教示文や形式については巻末の参考資料に示
した。 

 

（2）原因分析の論述テスト 

 「現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力」を測定する方
法としては、この論述テストの現代の労働問題の原因分析の論述内容を用いた。論述テ
ストでは、現代の労働問題の原因分析を行い、その解決方法を 1つ提示するように教示
した。字数は 400字程度（上限 600字）で、時間の目安は 25分にした。詳しい教示や
形式については巻末の資料に示した。原因分析を論述させる際は、キーワードを必要な
だけ用いるよう指示した。キーワードとしては、本カードゲームで用いた現代の労働問
題の原因 10 個と、産業革命の労働問題の原因 10 個、さらに産業革命の労働問題の解
決方法 2個とその結果 1個を載せた。各キーワードのうち、対象者が知らない可能性が
ある用語に関しては注釈を付けた。 

 歴史的な分析力を客観的に評価する指標は先行研究上でも少ないが、藤井（1985）
は実験に基づいて歴史的思考力を測定する指標を独自に設けている。彼は、高校生に対
して日本と西ヨーロッパの封建制についての主題学習の授業を行い、プレとポストで同
様の客観的な知識テスト2題と記述テスト3題を行っている。その記述テストの中に「封
建社会が崩壊していくのは、どんな原因からだと思いますか」という「歴史的な原因に
対する多面的・総合的考察力」を測定するための問題がある。これを数量的に評価する
基準として藤井（1985）は、「多面性」と「具体性」の 2 つを挙げ、「多面性」は「歴
史的原因を、政治・経済・社会・文化など、できるだけ多角的に考察できるようになっ
たかどうか」、「具体性」とは「具体的な歴史事実によって考察できるようになったかど
うか」で数量化している。そして、ポストテストでこの「多面性」と「具体性」の 2

項目が増加していれば、歴史的な分析力が向上したと見なしている。 



 100 

 今回提示した 20語の原因の用語は、政治的、経済的、社会的、文化的、技術的側面
から構成されており、かつ具体的な用語であるため「多面性」と「具体性」を満たして
いるといえる。そこで、論述された文章で使われているキーワード数が増加しているか
を検証した。なお、歴史の用語を含めたのは現代の原因に関連づけて用いられると考え
たためである。また用語が因果的に用いられていることを保証するため、表 3-5のよう
に想定していた原因の因果関係の階層性に沿って、より階層性の高いキーワードから 4

点、3 点、2 点、1 点の得点を付与し（例えば，「勤労・勤勉の精神」と「自己責任論」
が挙げられていれば 4点+2点＝6点）、論述内の得点の合計点がポストで増加している
かを検証した。ここでは図 3-6のように、より多くの原因と結びつけて説明できる階層
性の高い原因が増えることでより因果的な論述になると想定している。 

 以上のように、原因の個数と階層性の得点の両方が向上していることを示すことによ
り、単に低い階層の原因が羅列するようになった状態と高い階層の原因を単独で用いる
ようになった状態が回避でき、高い階層の原因と低い階層の原因が図 3-6で想定したよ
うに因果的に結びつけられているかを測定する。なお、詳しい教示文や形式については
巻末の参考資料に示した。 

 

 

表 3-5 各キーワードと階層性を考慮した得点 

得点 歴史の原因のキーワード 現代の原因のキーワード 

4点 ピューリタニズム 勤勉・勤労精神 

3点 
合理的精神 拝金主義 

第二次囲い込み運動 大手企業のコンツェルン化 

2点 

技術革命 産業用ロボットの開発 

自助の精神 自己責任論 

都市への人口集中 農村部の過疎化 

1点 

工場制機械工業への移行 オートメーション 

団結禁止法 クビのプレッシャー 

読み書き能力の格差 受験向け教育の格差 

労働者選挙権の未整備 投票率の低さ 
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（3）解決方法の論述テスト 

 「因果関係を考慮して未来の解決方法を提示できる力」を測定する方法としては、論
述テストの解決方法の論述内容を用いる。 

 評価方法としては、解決方法の提示の中にその解決方法を行った後の変化が考慮され
ているかどうかに着目した。これは、文部科学省（2009）の高等学校学習指導要領解
説地理歴史編で「歴史の理解を単なる知識の習得のレベルにとどめず、習得した知識を
総合して現代の課題を分析し、未来を展望することにつなげていく」ように指示がされ
ており、単に現代の課題の分析や解決方法の提示だけでなく、その後にどう変化してい
くのかを見通すことが求められている点を考慮して設けた。 

 テストでは現代の労働問題を課題として 1問提示し、それに対する解決方法を 1つだ
け記述させる。解決方法の提示に加えてその解決方法を行った後の変化が考慮されてい
れば 1 点、なければ 0 点をつける。よって 1 人当たりの得点は 1 点か 0 点になる。な
お教示では「解決方法を 1つ提示して下さい」とし、その後の変化を記述させるように
は指示していない。採点ではプレテストとポストテスト合計 56編の論述内容を無作為
に並べ替え、解決方法を行った後にどう変化していくかの記述がなければ 0点、解決方
法を行った後にどう変化していくかの記述があれば 1点とする。なお、複数の解決方法
を書いている場合は、1点に該当する解決方法があれば 1点と判断した。なお、詳しい
教示文や形式については巻末の参考資料に示した。 

 

3.5 結果 

（1）制限連想法テストの結果 

 集計の結果、プレテストでの平均は 25.7語、中央値は 27、標準偏差は 7.8であった。
一方、ポストテストの平均は 35.3 語、中央値は 36、標準偏差は 5.8 であった。なお、
カウントから除外された用語数はプレテストで 19語、ポストテストで 11語だった。 

 本データはサンプルサイズが 7と小さく、正規分布にならないことが想定されるため、
検定にはノンパラメトリック検定法（ウィルコクソンの符号付順位和検定）を用い、両
側検定を行った。検定の結果、本カードゲームを使用した後の学習者群は使用する前に
比べて、歴史用語から連想できる現代用語の数が有意に増加することが示された（p<.05, 

T=0, 棄却値 2, 効果量 1.0：なお、ノンパラメトリックな検定のため、効果量は 1.0で
最大、0 で最小となる）。すなわち、本カードゲームを用いることで「歴史的な事象か
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ら同じ性質の現代の事象を結びつける力」が有意に向上したと考えられる。 

 また、制限連想法テストのポストテストにおいて、どのような用語が増加したのかを
調べるために、ポストテストにおける連想用語を「プレテストで用いていた用語」「教
材で扱っていた用語」「ポストテストで新規に出てきた用語」の 3 つに分け、グループ
4名分の用語数をそれぞれ集計し、グループの代表値とした。その後、7グループの総
数を算出してグループ単位での平均を求め、ポストテストにおける各用語の割合を算出
した。その結果、「ポストテストで新規に出てきた用語」が 44％(平均 15.7 語)であり、
最も増加していることがわかった。なお、「プレテストで用いていた用語」は 25％(平
均 8.7語)、「教材で扱っていた用語」は 31％(平均 11.0語)であった。以上の結果より、
単にカードゲームで対応関係を知った用語が増加したのではなく、プレテストでは連想
していなかった新規の用語を連想する力が向上したと考えられる。 

 

（2）原因分析の論述テストの結果 

 集計の結果、プレテストでの平均は 13.6語、中央値は 10、標準偏差は 7.0であった。
一方ポストテストの平均は 20.3語、中央値は 21、標準偏差は 7.6であった。プレテス
トの平均は 24.3 点、中央値は 16、標準偏差は 13.8 であった。一方ポストテストの平
均は 38.3点、中央値は 33、標準偏差は 15.6であった。 

 本データはサンプルサイズが 7と小さく、正規分布にならないことが想定されるため、
検定にはノンパラメトリック検定法（ウィルコクソンの符号付順位和検定）を用い、両
側検定を行った。検定の結果、本カードゲームを使用した後の学習者群は使用する前に
比べて、使用キーワード数もキーワードの階層による合計得点も共に有意に増加するこ
とが示された(p<.05, T=0, 棄却値 2, 効果量 1.0)。現代の労働問題の原因分析を行う際
の原因のキーワード数が増加し、さらに原因の階層性を考慮して得点付けを行った際の
合計得点が増加していることから、より多くのキーワードを用いて現代の労働問題の原
因を因果的に論述されるようになったと考えられる。すなわち、本カードゲームを用い
ることで「現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力」は有意
に向上したと考えられる。 

 以下、実例としてプレテストとポストテストにおいて単純なキーワード数が特に増加
した 2人の学習者のプレポストの解答を示す。表 3-6では 6語増加した学習者 D1を、
表 3-7では同じく 6語増加した学習者 G3の解答を示す。 
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表 3-6 原因分析の論述テストの結果例（学習者 D1） 

［プレ］ 

 日本の労働は派遣社員によって大きく成長した所もあるけれど、今、その派遣社員を
中心に雇用問題が起きている。アルバイトと同じように簡単に切り捨てられる派遣社員
は、不況に入ってどんどんクビになっていき、正社員すらクビのプレッシャーや給金カ
ットにさらされている。派遣社員の団結運動も報道で目にすることもあったが、状況は
あまり改善されていない。無理に雇用を増やすために、時給が下がったり、フレックス
タイム制で生活が困窮している人もいる。根本的な理由にアメリカで起こったサブプラ
イムローンによる世界的な不況もあるだろうが、いつか直面する問題であったのは間違
いない。 

 

［ポスト］ 

 失業率が高い原因は大手企業のコンツェルン化や産業ロボットの開発、オートメーシ
ョン化によって、人の手があまり必要にならなくなってしまったことがあると思う。拝
金主義によって、より経費がかからず、より合理的な経営が望まれた結果、派遣社員と
いう形がとられ、不景気になった現在、派遣問題が深刻化している。派遣社員は正社員
に比べて団結運動を起こし難く、権利も少ない。給料もボーナスや補償がない分、経済
的格差も大きくなってしまう。けれど、都市への人口集中によって過疎化した農村部は
働き手が不足している状態にある。 

＊下線＝現代の原因のキーワード、破線＝歴史の原因のキーワード 

 

表 3-7 原因分析の論述テストの結果例（学習者 G3） 

［プレ］ 

 現在の労働問題は、大企業のコンツェルン化が進みすぎて不景気になると従属してい
る会社の負担が増大するため社員のリストラや雇用状態の悪化が進み失業率の高さや
雇用不安が目立ってきている。受験教育の格差から学歴に差がついてしまい就職にひび
いてしまうことになり、きちんとした就職先ではなくて派遣労働になるしかないという
所も考えられる。現代における自己責任の割合が高すぎるのも原因の一つだろう。勤労
の精神よりも拝金主義が先行しすぎているのかもしれない。 
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［ポスト］ 

 現代の労働問題で、中心企業などをまとめて統制する大手企業のコンツェルン化が進
行し企業に下請けなどの人員が必要になって地方から都市部へと人口が多く流入する
ことになって農村部の過疎化が進行した。都市部へと人口が大量に流入することで競争
率が上がり次第に拝金主義の方向にむかう。すると、個人個人の自己責任という形で競
争に負けていった人々は下から下へと追いやられることとなる。下へ追いやられた人々
は仕事がなく雇用問題に苦しんだり、仕事があっても長時間いてギリギリの生活しかす
ることができないワーキングプアの層などが発生する。また競争社会において産業用ロ
ボット新開発やオートメーション化の進行が進めば必然的に人員が必要なくなってし
まう事がある。それによってクビのプレッシャーなどで働きすぎて体をこわしたり、過
労死してしまう人々がでてくる。その社会で、学歴が重要視される傾向なので受験向け
教育にも格差が生じてしまう。 

＊下線＝現代の原因のキーワード、破線＝歴史の原因のキーワード 

 

（3）解決方法の論述テストの結果 

 集計の結果、プレテストの平均は 1.4点、中央値は 2、標準偏差は 0.8であった。一
方ポストテストの平均は 2.6点、中央値は 3、標準偏差は 1.0であった。なお、得点を
付ける際は、実験者と第3者1名（一致率のテストを実施した経験のある修士号取得者）
で別々に行い、得点の付け方の一致率を測った後に 2人で協議を行った。その結果、一
致率は 100％になった。 

 本データはサンプルサイズが 7と小さく、正規分布にならないことが想定されるため、
検定にはノンパラメトリック検定法（ウィルコクソンの符号付順位和検定）を用い、両
側検定を行った。検定の結果、プレとポストで有意な差は見られなかった。ただしグル
ープの平均得点が減少したグループはみられなかった。 

 以下、実例としてプレテストとポストテストにおいて特に得点の向上が見られた C

グループの C1 の解答を表 3-8 で、F グループの F4 の解答例を表 3-9 で示す。文章の
第 2段落からが未来の解決方法である。また、今回の得点の基準に当たる箇所には下線
を引いている。 
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表 3-8 解決方法の論述テストの結果例（学習者 C1） 

［プレ］ 

 現代の労働問題の多くは、拝金主義に基づいた企業のあり方にあると思う。勤労とい
うよりも金銭を市場のものとする精神から労働問題は派生しているのではないか。コス
ト削減のために派遣社員を解雇したり、極端に賃金を低くされる彼らもそうである。社
員は企業の拝金主義の犠牲者なのだ。しかし、解雇された人間も、農業等の賃金の低い
労働をしたがらない。この考えの根底にも拝金主義が潜んでいるのではないか。 

（＊解決方法は記述できていない） 

 

［ポスト］ 

 失業率の高さや若年層の雇用不安といった現代の労働問題の主な原因はお金を重視
する拝金主義に考えにあると思う。拝金主義によって、お金を重視するため、不景気に
なると失業者は増え、雇用不安も増大する。そして解雇された社員にもお金を至上とす
る考えが根底にあるせいで、農業には転職したがらず、そのため都市部の人口が増えて、
農村部は過疎化していくために農業も衰退し、食料の価格が上がるといった悪循環が起
きるのだと思う。 

 これらの問題を解決するには、勤労への考え方を変えるべきだと思う。勤労そのもの
を重視する事で、企業は失業者をできる限り減らし、すすんで若者を雇用し育てること
が望ましい。労働者も普通の生活ができるようであればそれ以上の賃金は望まずに、働
くことそのものを至上のものとして見ることができれば、農業に従事する人も増えるだ
ろう。営利をとことん追求する姿勢が自分たちの身を滅ぼしかねないことに気付くこと
が必要だと思う。 

 

表 3-9 解決方法の論述テストの結果例（学習者 F4） 

［プレ］ 

 現代の労働問題を引き起こしている原因は、産業用ロボットの開発やオートメーショ
ンなどの、機械に自動的に仕事をやらせることだと思います。歴史にも技術革命がある
ように、時代が進むにつれてより便利な物を人々は求め、またそれが完成すると頼りた
くなるものだと思います。しかし、それでは便利になる一方で人手が少なくても仕事が
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成り立つようになっていきます。それでは失業率が高くなるのも当たり前になってくる
し、続々と社会に出てくる若年層が雇用不安になります。 

 だから僕が考える解決方法はある程度は人間の手で仕事をしていくべきだと思いま
す。具体的に言うと車の組み立て等では今まで通り機械を使うのがよいですが、コンビ
ニで大量に売られているオニギリなどは、人間の手で作るべきだと思います。 

 

［ポスト］ 

 僕が考える現代の労働問題の原因は、大手企業のコンツェルン化による農村部の過疎
化です。企業が合併することにより都市によりいっそう大事な会社が集まり、それによ
って農村部が過疎化して、農村部の若者が仕事に就きづらくなっていると思います。ま
たオートメーション化による産業用ロボットの開発により人手が少なくても大丈夫に
なっていることで、失業率が高くなっているのだと思います。 

 これらを解決する方法としては農村部などの都会から離れた地域に人の手によって
作業をする大型の工場を作ることだと思います。これによって人々の仕事が増えます。
また工場で働く人々のために地域に便利な施設ができたり、企業にとっても土地代が浮
くなり解決すると思います。 

 

 以上の 3つの結果より、本カードゲームは「歴史的な事象から同じ性質の現代の事象
を結びつける力」と「現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する
力」の育成の支援を行えると考えられる。ただし、「因果関係を考慮して未来の解決方
法を提示できる力」の育成の支援を行えたとはいえない。また、級内相関係数を算出し
たところ、連想法に関しては-00254、論述（個数）に関しては-0.1621、論述（得点）
に関しては-0.1893、解決法に関しては-0.1651とどれも総じて低いことがわかった。そ
のため、グループ内で学習効果に差が生まれた原因については考察で分析し、グループ
内の分散を小さくする方法、すなわちグループ全体の得点を向上させる方法について検
討する。 

 

3.6 考察 

 本節ではまず、本カードゲームが想定していた発言を引き出せていたかを質的に分析
し、理想的な学習プロセスが達成されていたかを分析していく。次に、解決方法の論述
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テストの結果を詳細に分析し、本評価で有意な向上が見られなかった要因について検討
する。その後、級内相関係数が低くなった原因を分析し、本カードゲームを使う際に陥
りやすい失敗を課題として提示すると同時に、グループ全体で高い学習効果を出すため
の方法について検討する。最後に、質問紙で取っていた本実践に対する自由記述の感想
をもとに、本カードゲームのユーザビリティについても簡単に触れておく。 

 

3.6.1 学習プロセスに関する質的分析 

 まず、プロトコル分析を通して本カードゲームが理想的な学習プロセスを達成させて
いたかを分析する。方法としては、ゲーム中の音声データを書き起こし、発言が途切れ
るまでを単位に「類似性の発言」（「どちらも勤労を重んじている」など）、「因果関係の
発言」（「過疎化したら塾がなくなる」など）、「解決方法の反論の発言」（「利便性求めす
ぎるから機械に頼って人手が必要じゃなくなる」など）を実験者 1名が抽出し、集計し
た。なお、「類似性の発言」は歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力
の向上に、「因果関係の発言」は現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考
に分析する力の向上に、「解決方法の反論の発言」は因果関係を考慮して未来の解決方
法を提示できる力の向上に影響があると想定している。 

 分析の結果、ゲーム全体におけるグループ単位での「類似性の発言」は平均 21.0回
（標準偏差 9.8）、「因果関係の発言」は平均 37.1回（標準偏差 19.8）、「解決方法の反
論の発言」は平均 8.1回（標準偏差 10.3）であった。なおプロトコルのカウントについ
ては、発言者が発言を自分で終える、もしくは他の学習者の発言によって発言者が発言
をやめるまでを 1とした。続いて、各フェーズで想定した議論を引き出せていたかを分
析するため、各フェーズにおけるグループ 4名分の発言をカウントしてその合計をグル
ープの発言数とし、7グループの総発言数を算出してグループ単位での平均発言数を出
した。図 3-11はその結果をまとめたものである。なお縦軸の数値は発言数を示す。集
計の結果、【フェーズ B】歴史と現代の類似性の確認における「類似性の発言」は合計
27回（平均 3.9回）、「因果関係の発言」は合計 48回（平均 6.8回）、「解決方法の反論」
は合計 0回（平均 0回）、【フェーズ C】歴史と現代の類似性の相互確認＋因果関係の把
握における「類似性の発言」は合計 106回（平均 15.3回）、「因果関係の発言」は合計
80回（平均 11.4回）、「解決方法の反論」は合計 0回（平均 0回）、【フェーズ D】原因
分析と解決方法の作成における「類似性の発言」は合計 0回（平均 0回）、「因果関係の  
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図 3-11 フェーズ別の発言数のグループ平均 

 

発言」は合計 55回（平均 7.9回）、「解決方法の反論」は合計 53回（平均 7.6回）、【フ
ェーズ E】リフレクションにおける「類似性の発言」は合計 106回（平均 15.3回）、「因
果関係の発言」は合計 80回（平均 11.4回）、「解決方法の反論」は合計 0回（平均 0

回）であった。 

 次に各フェーズの結果について分析していく。【フェーズ B】歴史と現代の類似性の
確認では類似性の発言を誘発するルールを設けていたが、図を見ると類似性に関する発
言数はあったが、それほど多くはなかった。これは、作戦段階では対応関係を確認し合 

うだけで、類似性まで踏み込んではいなかったためだと思われる。一方、作戦の段階か
らフィールドシートに沿って因果関係を考える発言が多く出ていた。これは、ゲームの
目的である「つなげる」というゴールを意識したためだと思われる。以上より、因果関
係の発言も促せるという想定外のことが起きたが、おおよそ想定通りの発言が促せたと
いえる。【フェーズ C】歴史と現代の類似性の相互確認と因果関係の把握では類似性の
発言と因果関係の発言を誘発するルールを設けていたが、この点は想定通りに発言が誘
発されていることがわかった。また、【フェーズ D】原因分析と解決方法の作成では因
果関係の発言と解決方法の反論を誘発するルールを設けていたが、この点も想定通りに
発言が誘発されていることがわかった。最後に【フェーズ E】リフレクションでは 3つ
の発言数が均等に出てくると想定していたが、特に因果関係の発言に偏っていることが
わかった。これより、リフレクションの段階ではゲームのゴールの鍵である、原因同士
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のつながりに着目する傾向があることがわかった。以上より、概ね歴史学習の 5ステッ
プに沿って段階的に想定していた発言を引き出せていたといえる。 

 また、制限連想法テストにおいて連想数が増加した上位 4グループは、類似性の発言
数でも上位 4グループになっている。これより、類似性の発言数が歴史的な事象から同
じ性質の現代の事象を結びつける力を向上させたと考えられる。表 3-10 は特に連想数
が向上した Cグループのやり取りである。このプロトコルは、C3が歴史のカードの「ピ
ューリタニズム」の上に現代のカードの「拝金主義」を置いた際のやり取りである。対
応している正しい現代のカードは「勤勉・勤労の精神」である。チーム構成は、C1 と
C2がチーム、C3と C4がチームである。これを見ると、類似性に関する発言をもとに、
類似性に対する思考が深まっていると考えられる。 

 

表 3-10 グループ C の類似性に関する発言 

C3「結果を、勉強ていう結果とお金っていう結果、お金？お金という結果、結果を埋
めるために頑張ってるみたいな（ところが似ていると思う）」 

C2「おっとー？」（怪しがっている） 

C3「勉強の、勉強の、勉強することによって、結果を求めてどんどんお金を求めてい
く。努力の後の結果を求めて頑張る（点が似ていると思う）」 

C2「普通に考えて、」 

C3「普通って何やねん」 

C2「こっちの反論は、お金を考えることは悪と考えて、禁欲的に労働することは、二
宮金次郎・・・」 

C3「二宮金次郎は関係ないやろう！（笑）妄想やそれは（笑）」 

C2「二宮金次郎は、勉強して仕事してるゆうて。こっち（ピューリタニズム）もな」 

C3「二宮金次郎関係ない」 

C2「だってこいつお金稼ぐこと考えてへんやん。歩きながら本読んでんねんで？」 

C1「合理的精神やったら、お金を中心に考えてるから、他にクビのこととかも増える
と思うけど、こっち（ピューリタニズム）は勤労を重んじてるから、たぶんそれ（勤勉・
勤労の精神）やねん」 
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 また、現代の原因分析の論述テストにおいて得点が向上した上位 4グループのうち 3

グループは、因果関係の発言数の上位 3グループと対応している。これより、シートに
沿ってカードをつなげていることを示唆する発言数が現代の問題の因果関係を歴史的
問題の因果関係を参考に分析する力を向上させたと考えられる。表 3-11 は原因分析の
論述テストの得点が向上した Fグループのやり取りである。このプロトコルは、F3と
F4 のチームが自分たちの置いた現代のカードをつなげて、現代の労働問題の原因を分
析しているところである。チーム構成は、F1 と F2 がチーム、F3 と F4 がチームであ
る。これを見ると、フィールドシートの道に沿って現代の原因同士をつなげており、因
果関係に対する思考が深まっていると考えられる。 

 

表 3-11 グループ F の因果関係に関する発言 

F3「あ、じゃあ（現代の原因分析の説明）やります。コンツェルンが登場することに
よって、格差が生まれて、あのー、農村部が過疎化します。」 

F4「こういうんは都市に多いから、都市に向かうから・・・」 

F3「そう都市に向かう人が当然多くなってくるわけですよ。」 

F4「そうすると、お金がない、塾に行かれへん、受験教育の格差！」 

F2「いや、それはまた違うと思うよ！」 

F3「え？なんで？どうしてですか？」 

F2「ここまではわかんねん。大都市に行く、農村に人がいなくなる。でも！これだっ
て、お金が足りるん、なんていうん、塾に行けないんは関係ないと思う。」 

F3「やっぱ過疎化なんで仕事とかも少ないわけですよ。」 

F2「いやでもおまえー、これ全部都市にやればいいやん。これは若者がどっか行くっ
てことであって、たぶん。」 

F3「でも過疎化したら、塾とかもなくなってくるから、そういう点では、塾に行ける
都市部と、農村部の塾とかない田舎の方のとこでは、やっぱり塾とかの教育格差が起こ
っているんではないかなと」 

F2「それでなんで労働問題が起こるんですか！？これ（受験向け教育の格差から）つ
ながらんやろ！ここ！絶対！それ労働問題？格差社会とかそういうんじゃないん？」 

F3「いや、それによって、親として、裕福な親と裕福でない親に関して、」 
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F4「いや、でも受験で格差ができて、この、学歴社会になるから、その、受験で勉強
できなかった子が（補足：就職に不利になる）」 

F3「そういうことですよ！」 

 

 未来の解決方法の論述テストにおいて得点が向上した上位グループと、反論の発言数
の上位グループに対応関係は見られなかったが、最も得点が向上したグループは未来の
解決方法に対する反論の発言数が突出して多かった。表 3-12 は、特に未来の解決方法
の論述テストの得点が向上した C グループのやり取りである。このプロトコルは、C3

が産業用ロボットの開発を労働問題の原因とし、その解決方法を説明しているところで
ある。チーム構成は、C1と C2がチーム、C3と C4がチームである。これを見ると、
片方のチームの解決方法に対して、もう片方のチームが反論を行うことで、解決策のデ
メリットとメリットが明らかになっている。また後半では、機械が増えすぎることによ
ってどういう弊害が出てくるかも話し合っており、解決方法を行った後の因果関係に対
する思考が深まっていると考えられる。 

 

表 3-12 グループ C の反論に関する発言 

C2「いらん機械をつぶすと？」 

C3「もちろん必要な機械もあるけど、手作業でできるような、あるやん？」 

C2「でもそれ、時間かかるからあえて作ったんやろ？」 

C3「時間かかるから時間かかるからと言って、時間かかるから逆に人手がいるわけや
ん。それは逆にプラスやん？そういうことですよ。」 

C1「利便性なくなるから」 

C3「だから、利便性求めすぎるから、機械に頼って人手が必要じゃなくなって、クビ
が増えるわけやん？」 

C2「利便性求めるん俺らやん」 

C4「もしあれやん。もし停電とかなったら、工場とか全部ストップするから、人がい
るから、機械は」 

C3「機械があるのはいいけど、ありすぎて、それによって人のクビが増えるんやった
ら意味はないよっていう」 



 112 

C2「で、実際の解決策はなんなん？じゃあ。」 

C3「だから、いらん機械を破壊する。」 

C2「そのいらん機械って具体的に何なん？機械作ってる人は、機械がいると思って機
械作ってるわけやから。」 

 

 以上を総合すると、本カードゲームを使うことで引き起こされると想定していた発言
が多く出されることによって、歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力
と現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力が向上したと考
えられる。 

 

3.6.2 解決方法の論述テストの結果について 

 次に、解決方法の論述テストの結果を詳細に分析し、本評価で有意な向上が見られな
かった要因について分析していく。まず、この要因の 1つとして考えられるものが天井
効果である。本評価方法は論述内容によって 0点か 1点かをつけるだけであったため、
サンプルサイズの関係上、一部のグループだけでもプレで高い得点を上げた場合、有意
な結果が出にくいといえる。しかし、プレテストの段階では 7グループ中 4グループが
2点、2グループが 1点、1グループが 0点となっており、天井効果は発生していない
といえる。一方、ポストテストの段階では 7グループ中 1グループが 4点、3グループ
が 3点、2グループが 2点、1グループが 1点と、おおよそ点数自体は向上していたが、
プレポストでの差を見ると 0点だったグループが 3グループあった。そのため、検定を
かけられるサンプルサイズが 4と極めて小さくなったため、有意差を確認することがで
きなかったといえる。 

 また、本論述テストでは原因の分析と 1つの解決方法をつなげて記述させているため、
解決方法の選択に関する傾向を見ることができる。この結果は、そのまま本章で提案し
た学習方法の改善につながるわけではないが、5章で説明するように原因と解決法のつ
ながりについて重要なデータを提供するので、本カードゲームが生徒の考える解決方法
に対してどのような影響を与えたのかについても考察しておく。そこで、グループの枠
を外して論述テストの結果の変化について分析したところ、プレとポストで同内容の解
決法を扱っていたのは 28 人中 12 人、プレとポストで解決法の内容に変化があったの
は 28 人中 16 人であった。すなわち、約半数が自身の問題解決の大筋を変えず、約半
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数が今回の実践を通して考え方を変えたといえる。また、変化があった 16人のうち、
産業革命期と同内容の解決方法（団結法関連）を記述していたのは 4人、産業革命期と
同内容の解決方法（団結法関連）以外を記述していたのは 12人であった。すなわち、
今回の実践を通して考え方を変えた生徒は実際の歴史上の解決方法とは別の解決方法
を考える傾向が強いといえる。また興味深いことに、その 12人中 9人はキーワードと
して提示した原因に対応する解決方法を記述していることがわかった。すなわち、産業
革命期と同内容の解決方法（団結法関連）を記述しなかった 12人の多くは、自由に解
決方法を生成したのではなく、産業革命期の労働問題における長期的で多面的な原因を
踏まえた上で解決方法を生成していたのである。表 3-13 は、このような変化が起きた
論述テストの結果である。これを見ると、プレではクビのプレッシャーという原因のキ
ーワードに対応させる形で解決方法が短く書かれているが、ポストでは色々な原因のキ
ーワードを記述しながらも、団結法については選択せず、農村部の過疎化という原因の
キーワードに着目することで、解決方法を行った後の変化についての記述が厚くされる
ようになっていることがわかる。 

 なお、今回提示した原因に対応する解決方法を記述していた全体での人数は、プレで
28 人中 11 人、ポストで 28 人中 18 人であり、ここでも産業革命期の労働問題におけ
る長期的で多面的な原因に対応する解決方法が増えている。この結果については、5章
で詳しく考察していくこととする。 

 

表 3-13 論述テストにおける解決方法が変化した例（学習者 D1） 

［プレ］ 

 日本の労働は派遣社員によって大きく成長した所もあるけれど、今、その派遣社員を
中心に雇用問題が起きている。アルバイトと同じように簡単に切り捨てられる派遣社員
は、不況に入ってどんどんクビになっていき、正社員すらクビのプレッシャーや給金カ
ットにさらされている。派遣社員の団結運動も報道で目にすることもあったが、状況は
あまり改善されていない。無理に雇用を増やすために、時給が下がったり、フレックス
タイム制で生活が困窮している人もいる。根本的な理由にアメリカで起こったサブプラ
イムローンによる世界的な不況もあるだろうが、いつか直面する問題であったのは間違
いない。 
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 政府は、公共事業等に力を入れて、正社員の雇用を増やすべきだと思う。 

 

［ポスト］ 

 失業率が高い原因は大手企業のコンツェルン化や産業ロボットの開発、オートメーシ
ョン化によって、人の手があまり必要にならなくなってしまったことがあると思う。拝
金主義によって、より経費がかからず、より合理的な経営が望まれた結果、派遣社員と
いう形がとられ、不景気になった現在、派遣問題が深刻化している。派遣社員は正社員
に比べて団結運動を起こし難く、権利も少ない。給料もボーナスや補償がない分、経済
的格差も大きくなってしまう。けれど、都市への人口集中によって過疎化した農村部は
働き手が不足している状態にある。 

 ならば、政府が失業した者に農村部への仕事をあてがえば、農村は過疎と働き手の不
足という問題が解決でき、さらに、食料自給率の工場につながり、家庭に安価で安全な
食べ物を供給することができ、経済の活性化になると私は考えます。 

＊下線＝現代の原因のキーワード、破線＝歴史の原因のキーワード 

 

3.6.3 級内相関係数が低くなった要因について 

 次に、級内相関係数が低くなった要因、すなわちなぜグループ内で分散が大きくなっ
たのかについて考察していく。そこで、制限連想法テスト、原因分析の論述テストの結
果をもとに、各グループ内の分散の度合いを分析したところ、F と G グループは制限
連想法テストと原因分析の論述テストによる学習効果のグループ内分散が小さかった。
また、グループ内での類似性の発言数と因果関係の発言数が多いこともわかった。一方、
残りのグループは各テストで突出した学習効果を示している個人とそうでない個人の
差が激しいことがわかった。 

 そこで両者のゲーム進行中のグループ内のインタラクションの傾向について分析し
たところ、グループ内の学習効果の分散が大きいグループでは、片方のチームが極端に
優勢になっていることがわかった。実際、F と G グループが滞りなくゲームを進行し
ていたのに対し、A、D、E グループはどちらかのチームが途中で現代の原因カードを
3枚つなげることができなくなり、実験者が介入する措置を取った。この措置によって
未来への解決カードを使えるようにはなったが、現代の原因カードはつながっていない
ままなので必然的に因果関係に関する学習機会が減ったのだと考えられる。また、3枚
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つなげられないという状態までにはなっていないが、B、Cグループもどちらかが優勢
になっている。なぜこのような事態が起きたのかをプロトコルを通して分析した結果、
片方が優勢になったグループでは、表 3-14 のように相手の邪魔をするというゲーム戦
略が取られていることがわかる。すなわち、片方のチームが歴史的類推の学習活動に参
加できなくなる事態が起こっていたのである。 

 

表 3-14 相手の邪魔をするゲーム戦略を取ったグループ内の発言 

A4「先相手をつぶす。こっち（自分たちの原因カードをつなげること）は意外と何と
でもなるかもしれへん」 

（中略） 

A1「うーん、どうしろっていうねん」 

A2「ほんまに」 

A3「何にもできひんって。もっかい始めからするのがいいと思うよ（笑）」 

B3「嫌がらせやめようやー。お前らもうつながってるやん！」 

（中略） 

B3「正直負けやな。だってもうここ置かれへんもん。」 

B4「なんか勝利のパターンにはまってるやん！」 

B3「これ、でもほんまに無理ちゃう？今回は負けを認めて、もっかいやり直しましょ
うよー」 

D4「あっこさえ潰せば、もう俺らの勝ちや」 

D2「ほんまやん、勝ちやん」 

D3「うん、お前ら、だってもう何もできへんやろ？（笑）」 

（中略） 

D3「（通りすがった実験者に向かって）ほら、見て下さい。完全に埋めましたよ！つな
がってますし。」 

（実験者が相手チームも頑張るよう励ます） 

D1「（実験者に対して）だって、もうここ埋められたから、（攻めようが）ないです。」 

D2「ないです。」 
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 これら優勢なチームと封殺されたチームの制限連想法テストと原因分析の論述テス
トの得点を表にまとめたものが、表 3-15 である。これを見ると、必ずしも優勢なチー
ムの方の学習効果が高いわけではないが、優劣がついている A～Eグループではどちら
か片方のチームの学習効果が極端に高く、もう片方は低くなっていることがわかる。逆
に Fと Gグループでは両チームともバランス良く学習効果があったことがわかる。 

 

表 3-15 優勢チームと封殺されたチームの得点比較 

 A（優勢チーム） A（封殺されたチーム） 

増加した連想用語数 4 3 

増加した原因分析の得点 5 -1 

 B（優勢チーム） B（封殺されたチーム） 

増加した連想用語数 1 3 

増加した原因分析の得点 35 -1 

 C（優勢チーム） C（封殺されたチーム） 

増加した連想用語数 12 3 

増加した原因分析の得点 -5 11 

 D（優勢チーム） D（封殺されたチーム） 

増加した連想用語数 4 3 

増加した原因分析の得点 -12 13 

 E（優勢チーム） E（封殺されたチーム） 

増加した連想用語数 3 11 

増加した原因分析の得点 6 4 

 F（片方のチーム） F（片方のチーム） 

増加した連想用語数 5 5 

増加した原因分析の得点 12 4 

 G（片方のチーム） G（片方のチーム） 

増加した連想用語数 8 5 

増加した原因分析の得点 11 8 
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 以上の考察により、級内相関係数が低くなった原因としては、7グループ中 5グルー
プがゲームの目標に向かって進むのではなく相手チームを封殺するゲーム方略（勝つ可
能性をなくしてゲームをできなくさせること）を取ったことが挙げられる。その結果、
グループ内の学習機会に偏りが生じ、学習効果の分散が大きくなってしまったと考えら
れる。 

 

3.6.4 グループ全体の学習効果を高める方法 

 では、グループ単位での学習効果を維持しつつ、級内相関係数を低くする、すなわち
グループ内の分散を小さくするにはどのような学習方法が良いといえるのだろうか。も
ちろん、相手チームを封殺しないように呼びかけたり、片方のチームが封殺されないよ
うにゲーム上の工夫をしたりすることが考えられるが、具体的な方法として F グルー
プとGグループのゲーム方法は参考になる。例えばFグループは他のグループと違い、
対戦は 1回のみでかなりの長い時間をリフレクションに費やしていた。さらに、表 3-16

のプロトコルのように、彼らはリフレクションの際にも相手チームとの勝敗は気にせず、
4人全員でゲーム中の疑問を出し合って、どうつなげていったら因果関係の整合性が保
てるのかという点に興味が湧いていたようである。このようにゲームの勝敗ばかりこだ
わらせるのではなく、リフレクションの時間をしっかり取ってゲームの構造に興味を持
たせるゲーム方法はグループ全体の学習機械を維持する方法として有効だと考えられ
る。 

 

表 3-16 リフレクションでゲームの構造を探っている様子  

F2「どうつながるんかな、ほんま」 

F3「でもこれつながるやんな、上と下のとこで」 

F2「どれとどれが？」 

F1「これって政治のことに関心ないってことやんか？これ一本で労働問題につなげら
れへんかな？」 

F2「うーん、この後に雇用率の低下みたいなんがあればつなげ、関係あるんかな？投
票・・・」 

F4「ニートとかはダメ？ニートから自助とか」 
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F1「ニートはつながらんやろ」 

F2「ニートはちょっと無理矢理というか遠回し。」 

F2「個人の失敗は個人によるっていうところから、投票率の低さ・・・」 

F4「これつながるから、自分のことしか考えてへんやん。」 

F1「うん」 

F2「まずこことここはつながるやん？ここは絶対としたら・・・」 

F4「いけるんちゃうん？」 

F3「これかな？やっぱり？これほんまに 3 つ（につながるもの）なん？無理矢理過ぎ
ない？」 

F4「どれ？」 

F2「これが 3つっていうのは。単純に 2つなんかな？」 

F4「いや 3つやろ。」 

F1「これイコール人口集中やろ？これもいけるしこれもいける」 

 

 また、G グループのゲーム方法も他のグループと比べて特徴的な方法を取っていた。
彼らは唯一対戦を 3回行っているグループであり、対戦を重ねるにつれてゲーム時間は
短くなり、また徐々に類似性が頭に入っている発言も出てきた。そのため、表 3-17 の
プロトコルのように、3回目の対戦では類似性を言うことは省略し、ゲームの過程を楽
しむようなゲーム戦略を取っていた。彼らも F グループと同様、勝敗に対して固執は
しておらず、解決策を言う段階も反論は 1回程度でゲームを終え、次のゲームに移って
いた。このやり取りから、彼らの頭の中では活動を省略できるほど、ゲームの機能が頭
に入っていたと考えられる。このようにゲームをスピーディーに何度も重ねていくこと
で、ゲームの構造の理解を定着させることができ、ゲームの運に左右されることなくお
互いに学習の機会を確保できたと考えられる。 

 

表 3-17 対戦を重ねる中でゲームの構造の理解が定着している様子  

G3「もう一回だけやろうか？」 

G2「やっちゃいます？」 

G3「でも後 10分じゃ足りひんか？」 
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G4「やっちゃおう」 

G1「今までのやつとかもう当てはまってるやん」 

G3「ん？」 

G1「もう（現代のカードを置く際に）理由言わんと、」 

G3「わかるやろ？みたいな？（笑）」 

G1「わからんかった場合は言うけど」 

G4「これ（自分たちで作る現代のカード）その場その場で考えたらあかんかな？白紙
扱いで（笑）その場その場で考える（笑）」 

G3「あははは（笑）しかもこじつけありで（笑）じゃあ、それでいこう」 

G2「OK」 

 

 最後に、質問紙で取っていた本実践に対する自由記述の感想のうち、ユーザビリティ
に関する感想を取りあげ、本カードゲームのデザインに対する改善案も検討しておく。
自由記述の内容を見ると最初はルールがやや難しかったという意見が数件あった。ただ
し、慣れると楽しくなってきたという意見も書かれており、ユーザビリティとしては概
ね問題がなかったといえるだろう。また、ユーザビリティとは直接は関係ないが、展開
がわかってしまうとゲームの進行が固定化されてしまうこと、拡張できるカードの追加
があればより楽しめるという意見も数件あった。確かに、本カードゲームは数回行うと
展開がわかってしまうため、その点で改善の余地があるといえる。また、このようにカ
ードを拡張したいという意見自体は歴史的類推を行う上で非常に良い傾向であるため、
それに答えるための準備をしておくことが継続的な学習において重要だといえる。 

 さて、以上の考察をまとめると、以下の 3点がいえる。1つ目は、本カードゲームが
各フェーズで想定していた発言を誘発できていたことがわかったことである。想定して
いた 3つのカテゴリーの発言の多いほど、各能力を測定するテストで良く向上している
ことから、本カードゲームを通して想定していた発言を増やすことで能力の向上の支援
が行えたと考えられる。ただし、因果関係を考慮して未来の解決方法を提示できる力に
関しては不十分であることもわかった。2つ目は、相手チームの活動を封殺しようとす
るゲーム方法を取ると、片方のチームは学習効果が高くなるがもう片方のチームはあま
り高くならない傾向があり、それが級内相関係数を低くしていると考えられることもわ
かった。3つ目は、グループ全体で学習効果が高かった 2つのグループのゲーム方法を
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分析すると、対戦は少なめにしてリフレクションでゲーム中に疑問に思ったつながりや
より良いつなげ方を模索する時間をしっかり取る方法や、対戦を何度も重ねて類似性や
つながり方を定着させる方法が取られていることがわかった。このように、勝敗にこだ
わりすぎずに 4人全員がゲームの活動に参加できるようにすることで、グループ内での
学習効果のバランスが良くなると考えられる。 

 本章では、歴史を現代社会に応用する力のうち、歴史の因果関係を現代の問題の原因
分析に応用する力を育成するカードゲーム”historio”をデザインした。そして、高校生
を対象にその効果をグループ単位で評価したところ、「歴史的な事象から同じ性質の現
代の事象を結びつける力」と「現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に
分析する力」の育成に効果的であることがわかった。また、想定していたグループ内で
の発言も概ね引き出すことができ、相互作用的な側面でも一定の支援をできていたと考
えられる。一方、相手チームを封殺するというゲーム方略を取るグループが多かったこ
とで級内相関係数が低くなったが、これに対してはリフレクションをじっくりする学習
方法か、カードゲームの意図が定着するように何度も対戦して遊ぶ学習方法を取り入れ、
グループ内での学習機会を均等に保つようにすることで改善できうると考えられる。 
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第4章 歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に 
     応用する力を育成する学習方法のデザイン 

 

4.0 第 4 章の概要 

 本章では、歴史を現代社会に応用する力のうち、「現代の社会的問題に対する多様な
解決法生成に応用する力を扱う。まず、先行研究をもとに現代の社会的問題に対して多
様な解決法を生成するための段階的な学習方法を構築し、歴史上の解決法を類推に現代
の社会的問題に対する解決法を生成しあう対戦型カードゲームを使った学習方法をデ
ザインする。次に、評価方法を検討した上で高校生を対象に評価をし、効果を検証する。
最後に、各グループのゲーム中のやり取りやプロトコル分析を通し、より効果の高い学
習方法を考察する。 

 

4.1 第 4 章における研究課題 

歴史的思考力を現代に応用する際、歴史上の長期的な因果関係が未来の社会的な変化
の予測（Lee, 2005）に効果的であることが主張されている。さらに、歴史を類推とし
て利用することで現代の社会問題に対するオルタナティブを生成できるという主張も
ある（Staley, 2002）。実際、統制実験を行えない外交政策や個人の経験でカバーでき
ない社会問題に対する政策判断では，政治家がしばしば異なる歴史を引用した上で議論
されている事例も報告されている（Neushdt & May, 1986）。以上より、歴史上の長期
的な問題解決を類推として使用することで、想像がしにくい現代の長期的な問題に対し
て多様なオルタナティブを提供できると考えられる。しかし、長期的な現代の問題に対
して多様な歴史上の解決法を応用する効果的な学習方法を実証している研究はない。 

そこで本章では、高校生を対象に、世界史における多様な人物が関与した歴史的事象
を現代の日本の経済を活性化させる政策の生成に応用する力を育成する学習方法をデ
ザインし、評価する。なお学習プロセスの説明の中でも言及するが、本章で育成する能
力は「現代の問題の解決法を多様に生成できる力」とする。 

 

4.2 デザイン要件 

4.2.1 学習プロセスについての検討 

 最初に学習プロセスを検討する。まず、多様な歴史を参照する際の認知活動について



 122 

は、Sawyer（2007, 金子訳 2009）が詳しい。彼は創造工学の研究を引きながら、異
なる背景をもつ人々が集まり、同じ目標に向かい会話することで相互の専門用語を翻訳
する必要が生じ、結果的に類推が引き起こされる傾向にあることを明らかにしている。
同時に、類推自体が創造的な思考に導く要因となっているため、これによって通常とは
異なる発想や重要な発見が促されることを示している。 

 この知見を本研究に引きつけて考えると、歴史的事象を類推として用いさせることで、
同質的な高校生が多様な歴史的事象の知識に触れ、その時代の視座で現代を捉え直すこ
とができると考えられる。そしてその結果、異なる背景を持って議論する状態へと近づ
いて新しい発想や重要な発見が促されると考えられる。歴史と現代における異なる背景
の要素は複数考えられるが、1つは歴史の持つ解決法の多様なアプローチが考えられる。
例えば、藤井（1985）は歴史の持つ「多面性」を「政治・経済・社会・文化」カテゴ
リーに分けて表現したり、Masterman & Sharples（2002）はある歴史的事象に結びつ
く歴史の原因を「政治・経済・宗教・軍事」カテゴリーに分けて表現している。このよ
うに、ある社会的な問題に対して通常の思考とは異なるアプローチ（例えば経済問題に
対して文化的なアプローチで取り組むなど）を提供することにより、背景の異なりを強
調することができると考えられる。また、時代や地域という要因も現代の日本における
背景との異なりを強調できると考えられる。すなわち、世界史における多様な人物が関
与した歴史的事象を現代の日本の経済を活性化させる政策の生成に応用する学習プロ
セスにおいては、まずは高校生の文脈とは異なった時代や地域における歴史上の人物で、
多様なカテゴリーのアプローチで同じ目標に向かったものと「会話」させることが必要
となる。 

 これに加え、歴史上の多様な解決策を現代の文脈に利用する際に重要な学習プロセス
として、歴史と現代の文脈の違いに気付かせることが挙げられる。先行研究において、
特にこの観点を重視しているのが Mansilla（2000）である。1 章で詳述したように、
彼女はホロコーストの知見をルワンダ事件に結びつけて考えさせる実践をさせた結果、
歴史を上手に現代に応用している生徒には 2 つのケースの比較を通して違いを認識し、
歴史の思考様式を応用して現代の状況に対する新しい疑問や仮説を生成する特徴があ
ることを明らかにしている。また、歴史学習の研究ではないものの、Kurtz et al.（2001）
は転移を引き起こす実験において、ベースの状況だけでなくターゲットの状況をより認
識させることで深い違いと正しい類似性が見える効果があると指摘している。以上より、
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単に歴史上の解決法を現代に応用するだけでなく、両者の文脈的な違いに気付かせ、そ
れを踏まえて応用する学習プロセスが必要となる。 

 以上をもとに歴史の多様な解決法を現代に応用する学習プロセスを整理すると、表
4-1のように、［1］歴史の個別の事象を理解する、［2］現代の文脈に沿った政策へ変更
させる、［3］歴史と現代の文脈的差異を表出化させる、［4］より現代の文脈に沿った政
策へ変更させる、［5］多様な類推経験、に精緻化できる。なお、多様性については、時
代や地域に加えて、藤井(1985)を参考に政治（国力の維持政策、外交政策、雇用・福祉
政策）、経済（財政政策、産業振興政策、市場における政策）、文化（文化交流、観光推
進、研究開発などの政策や取り組み）、社会（企業の技術普及の戦略、市民運動、地域
振興の政策）の 4 つのカテゴリーにおける解決法に触れることを意味するものとする。
以降、本章でデザインする学習方法は、この学習プロセスを踏まえたものとする。 

 

4.2.2 ゲーム・ルールのデザイン要件 

 次に、導出された学習プロセスをもとにゲーム・ルールのデザイン要件を検討する。
まず、［1］歴史の個別の事象を理解する、と［5］多様な類推経験、については事前に
多様な時代、地域、カテゴリーを用意ししておき、ランダムに多様な歴史上の解決法に
触れさせることが必要である。 

 また、Kim & Park（1996）の実験から、シミュレーションゲームなどのダイナミッ
クな意思決定が必要な状況では、単独群よりペア群の方が推論の数・多様性・パフォー
マンスが向上することが示されている。これより、［2］現代の文脈に沿った政策へ変更
させる、［4］より現代の文脈に沿った政策へ変更させる、に関してはペアで類推を行う
ルールを設けることが望ましいといえる。 

 

表 4-1 歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に応用する際の学習プロセス 

［1］歴史の個別の事象を理解する 

［2］現代の文脈に沿った政策へ変更させる 

［3］歴史と現代の文脈的差異を表出化させる 

［4］より現代の文脈に沿った政策へ変更させる 

［5］多様な類推経験 
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 さらに、［3］歴史と現代の文脈的差異を表出化させる、に関しては一度政策を生成し
た学習者とは異なる学習者が批判的にその内容を吟味し、現代の文脈に引き付けた上で
差異を指摘できるルールを設ける必要がある。つまり、ペア同士が対立的な関係になる
ルールを設ける必要があるといえる。 

 最後に、Fisher（1970）が指摘する歴史的類推の誤用を防ぐため、類推を行う段階
に加えて歴史と現代の文脈的差異を表出化させて再度類推を行う際においても、学習者
相互で対応関係の妥当さを議論しながら進めていくルールを設ける必要がある。つまり、
ペアになった高校生同士がペアになる構造、つまり 2人対 2人の構造にし、相互評価さ
せるルールを設ける必要があるといえる。 

 

4.2.3 ツールのデザイン要件 

 続いて、提案した学習プロセスやゲーム・ルールを進めるために必要なツールについ
てのデザイン要件を検討する。江口ほか（2007）は、カード型補助教材を用いて協調
学習を行うことにより、視点の強化と相互交渉の活性化が促進されることを明らかにし
ている。本研究では歴史の政策に着目したり、現代の文脈に着目させたりと視点の異な
る活動が含まれることより、カード型のツールを採用することは妥当といえる。また、
前述した Gick & Holyoak（1980）のアナロジーを利用した問題解決の促進条件として、
「原因」「問題」「解決方法」「結果」の 4 つに分けたマッピングを使うことが挙げられ
ていたことも重要である。 

 次に、歴史と現代の文脈の違いに気付かせることを促進させるために、8つの地域に
分けられた日本地図のフィールドシートをデザインすることも必要である。深い違いと
正しい類似性を気付かせるにはベースの状況だけでなくターゲットの状況をより認識
させることが重要であるという Kurtz et al.（2001）の実験結果を踏まえ、本研究では
ターゲットとなる現代の日本の状況をより意識させられるフィールドシートをデザイ
ンし、ゲームの舞台に設定することが必要と考えられる。これは各歴史的事象の着目す
べき文脈と対応する現代の文脈（制度、産業構造、文化的資源など）を想起させること
を狙ったものであり、これによってターゲットとなる現代の日本の状況をより意識する
ことを通して歴史と現代の文脈の違いに関する気付きが促進されると期待している。 

 以上、5つの学習プロセスをもとに導出されたゲーム・ルールのデザイン要件とツー
ルのデザイン要件を合わせると、歴史の多様な解決法を現代に応用する力を育成する教
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材のデザインに必要な要件は、以下の 4点にまとめられる。 

 

（1）世界史における多様な人物の政策を類推のベースとして用いた上で 

   現代の経済活性化の政策を考えさせるゲーム・ルールをデザインする 

（2）歴史と現代の文脈の違いに気付かせるゲーム・ルールをデザインする 

（3）歴史の解決法の情報が書かれた多様なカードをデザインする 

（4）歴史と現代の文脈的差異を想起させるためのフィールドシートをデザインする 

 

4.3 ゲームデザイン 

4.3.1 ゲーム・コンテンツのデザイン 

 デザイン要件に沿ってデザインする前に、今回扱うテーマの詳細な内容について触れ
る。本章では、「経済活性化」を Lee（2005）の提唱する「使用可能な歴史的枠組み」
として捉える。このテーマは各時代、各地域に関わらず多くの社会で問題になってきた
分野であり、活性化させるアプローチも経済的なものから政治・文化的・社会的なもの
まで多様に存在する。今回は、高校の世界史の教科書で頻出する歴史上の人物を 16人
選定した。選定の際は歴史の観点を政治（国力の維持政策、外交政策、雇用・福祉政策）・
経済（財政政策、産業振興政策、市場における政策）・文化（文化交流、観光推進、研
究開発に関する政策や取り組み）・社会（企業の技術普及の戦略、市民運動、地域振興
の方策）の 4つのカテゴリーに分け、それぞれ 4枚ずつ選定した。各カテゴリーにおい
て選出した歴史上の政策は表 4-2の通りである。なお、時代背景の偏りを考慮し、古代・
中世・近世・近現代ができるだけ同じ割合になるように選定した。 

 

表 4-2 各カテゴリーにおいて選出した歴史上の政策 

政治：国力の維持政策、外交政策、雇用・福祉政策 

・教皇に正式な統治権を認められることで主導権を取れたカール大帝の政策（8C） 

・先進国に通じる海域を治めて制度を輸入したピョートル１世の政策（17C） 

・強大な他国に対抗するために政治・経済圏を確保したピットの政策（18C） 

・公共事業によって雇用を増加させたローズ＝ヴェルトの政策（20C） 

経済：財政政策、産業振興政策、市場における政策 
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・交易上有利な位置を活かして交易を独占したフェニキア人の政策（前 12C） 

・伝統産業を保護して関税をかけることで歳入を増やしたコルベールの政策（17C） 

・三角貿易を行った輸出額を増やしたイギリス東インド会社の政策（18C） 

・門戸の開放を訴えて市場への参加を実現したジョン＝ヘイの政策（19C） 

文化：文化交流、観光推進、研究開発に関する政策や取り組み 

・異国の文化や商人との安全な交流地を設けた李世民の政策（8C） 

・異教者の学者を集めて知見交換・翻訳を進めたシチリア王国の学者の方策（12C） 

・宮殿やサロンを用意して最先端の文化的交流地を作ったルイ 14世の政策（17C） 

・多様な人や情報を集めて自由に議論できる場を設けたコーヒーハウスの方策（17C） 

社会：企業の技術普及の戦略、市民運動、地域振興の方策 

・貨幣の発明により物流を促進させたリディアの王の政策（前 7C） 

・書物のコスト削減と普及を進めたグーテンベルクの活版印刷術の開発（17C） 

・生産コストを削減させたワットの蒸気機関の改良（18C） 

・移動コストの削減と輸出産業の創出を行ったスティーブンソンの鉄道開発（19C） 

 

4.3.2 ツールのデザイン 

カードのデザイン 

 ではデザイン要件をもとにデザインしていこう。まず、（3）歴史の解決法の情報が書
かれた多様なカードをデザインする、というデザイン要件を満たすため、カードのデザ
インは、歴史的事象を政治・経済・文化・社会の 4つのカテゴリーに分け、上述した操
作的定義に従ってそれぞれ 4 枚ずつ選定し、16 枚のカードをデザインした。各カード
は図 4-1のように経済の活性化につながった事象の一連の因果関係がわかるよう、背景
と問題、政策（もしくは取り組みや発明）、結果の 3文構成で 1枚のカードにまとめた。
なお、文章作成の際は『詳説世界史研究』（木下ほか, 2008）を参考にした。また、カ
ードにはどのカテゴリーの事象か認識できるように 4 つのカテゴリーの頭文字を左上
のマークに付けると共に、カテゴリーごとに異なる色を付けている。さらに、どの時代
の事象か認識できるよう、人物名の横にその政策を行った年代も記している。全てのカ
ードの内容は巻末の資料に示している。なお、以下で掲載しているカードは評価実施時
のものであるが、著作権上、一部イメージ画だけ後にイラストを依頼して差し替えたも
のに変更している。また、巻末の資料のカードはレイアウトも少しデザイン性を高めて
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いるが、本文の内容は全く同じで、カード自体の構造やイメージ画についてもほぼ同じ
である。 

 

 

図 4-1 歴史のカード 
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フィールドシートのデザイン 

 次に、（4）歴史と現代の文脈的差異を想起させるためのフィールドシートをデザイン
する、というデザイン要件を満たすために、歴史と現代の文脈的差異を想起させるため
のフィールドシートをデザインした。図 4-2はデザインされたフィールドシートである。
ここでは、都道府県ごとに区切りを入れた日本地図を用意することで、それぞれの文脈
に着目させるようにデザインしている。また、特定の地域に偏らないよう、8つの地域
を色で分けてそれぞれの地域の文脈を利用させるようにもデザインしている。さらに、
歴史の持つカテゴリーの違いを意識させるよう、応用した歴史上のカードをカテゴリー
ごとに置けるスペースもデザインしている。なお、カードの形で黒く描かれている部分
はデッキ（山札）を置く場所である。また、下部の欄は後ほど詳述するが、選んだ都道
府県と改善案の得点を記録しておく欄である。 

 

 

 
図 4-2 フィールドシート 
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4.3.3 ゲーム・ルールのデザイン 

 次にこれらのツールを用いつつ、［1］歴史の個別の事象を理解する、［2］現代の文脈
に沿った政策へ変更させる、［3］歴史と現代の文脈的差異を表出化させる、［4］より現
代の文脈に沿った政策へ変更させる、［5］多様な類推経験、という学習プロセスを実現
させるためのルールをデザインする。 

 具体的には、（1）世界史における多様な人物の政策を類推のベースとして用いた上で
現代の経済活性化の政策を考えさせるゲーム・ルールをデザインする、と（2）歴史と
現代の文脈の違いに気付かせるゲーム・ルールをデザインする、というデザイン要件を
満たすために、以下のフェーズ A～Eのゲーム・ルールをデザインした。以下では、各
フェーズについて詳述していく。 

 

【フェーズ A】歴史的事象の説明（約 3～5分） 

  2人対 2人のチームに分かれ、裏にしてよく切った歴史人物のカードの山札からそ
れぞれ 2枚を引いて手札にする。その後各チームで任意の歴史人物が関与した歴史的事
象を 1つ選び、どうしたら現代の日本における経済活性化の政策に言い換えられるかを
5分程度で考える。なお、どのツールを用いてどのような学習活動が行われているかの
様子を示したものが図 4-3である。 

 このフェーズでは［1］歴史の個別の事象を理解する、［2］現代の文脈に沿った政策 

 

 

図 4-3 【フェーズ A】歴史的事象の説明の様子 



 130 

へ変更させる、［5］多様な類推経験、の 3つの学習活動を狙っている。特にランダムに
歴史人物のカードを引かせた上で現代の政策に言い換えさせるルールを設けることに
より、自身で思いつく政策の種類を広げ、多様にさせることを狙っている。 

 

【フェーズ B】都道府県の特色を活かした経済活性化の政策の説明（約 2分） 

 じゃんけんに勝ったチームから順に、日本地図上でまだ選択されていない地域から任
意の都道府県を 1つ選び、歴史上の人物が関与した歴史的事象のポイントを相手チーム
に説明した上で、その都道府県の特色を活かした経済活性化の政策を説明する。説明後
は、出したカードのカテゴリーと対応する自チームのフィールドにカードを置く。各都
道府県は、筆者によって事前に GDPの高さに沿って 3つに分けられており、GDPの
高い順から 1、 2、 3点が付与されたシートを作成している。ただしゲーム性を高める
ため、ゲーム中にはこの具体的なポイントの内訳は知らせず、ゲーム後にこのシートを
渡して都道府県ごとのポイントを確認した後に得られるようにしている。なお、どのツ
ールを用いてどのような学習活動が行われているかの様子を示したものが図 4-4であ
る。 

 このフェーズでは［2］現代の文脈に沿った政策へ変更させる、の学習活動を狙って
いる。特に、都道府県の特徴を盛り込ませることで、現代の文脈に沿って歴史上の政策
が変容することを狙っている。また、選べる都道府県に制限を加えて様々な地域や特色
を持つ都道府県を選ばせることで、現代社会に関連する想起の要素を広げさせることも
狙っている。 

 

図 4-4 【フェーズ B】都道府県の特色を活かした経済活性化の政策の説明の様子 



 131 

【フェーズ C】相手チームによるその政策の問題点の指摘（約 0～1分） 

 相手チームは言い換えられた政策の説明を受けた後、対象にされた現代の日本の都道
府県の状況を想起しながら、歴史的事象との文脈的な違いをもとにその政策の問題点を
指摘する(できない場合はここでターンが終わる)。なお、どのツールを用いてどのよう
な学習活動が行われているかの様子を示したものが図 4-5である。 

 このフェーズでは［3］歴史と現代の文脈的差異を表出化させる、の学習活動を狙っ
ている。特に、都道府県の特徴を盛り込ませたことによって表れる歴史の文脈と現代の
文脈の違いに気付かせることを狙っている。 

 

図 4-5 【フェーズ C】相手チームによるその政策の問題点の指摘の様子 

 

【フェーズ D】相手チームによる改善策の説明（約 0～1分） 

 続けて相手チームは、その問題点を克服できる改善策を 30秒以内に挙げることがで
きる(できない場合はここでターンが終わる。また、30秒は最初に政策を説明したチー
ムが計る)。最後に、使わなかったカードを山札に戻し、よく切る。また、改善策を 30

秒内に挙げられていれば、両チームの協議のもと、その改善策の良さによって 0、 1、 
2点を得られるようにもしている。これは歴史と現代の文脈の違いに気付き、より現代
の文脈に沿った政策を言えたことに対するポイントである。なお、4カテゴリーの歴史
人物を 1枚ずつ置いた最後のターンにおいてもこの改善策の得点は加算される。なお、
どのツールを用いてどのような学習活動が行われているかの様子を示したものが図 4-5

である。 

 このフェーズでは［2］現代の文脈に沿った政策へ変更させる、の学習活動を狙って
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いる。特に、歴史の文脈と現代の文脈の違いに気付かせた上で改善策を述べさせること
によって、より現代の文脈に沿って歴史上の政策が変容することを狙っている。また、
改善策の質にポイントを設けることで、歴史上の政策がより現代の文脈に沿って変容さ
せることも狙っている。 

 

 
図 4-6 【フェーズ D】相手チームによる改善策の説明 

 

【フェーズ E】カテゴリーが埋まるまでの繰り返し 

 以上を繰り返し、どちらかのチームが政治・経済・文化・社会の 4カテゴリーの歴史
人物を 1枚ずつ置けたターンでゲームを止める。なお、各チームが 1枚ずつ置いてデッ
キから新しくカードを引くまでで約 8～10分を想定している。その後、歴史的事象を
類推のベースとして、各都道府県の特色を活かした経済活性化の政策を言えたことに対
するポイントと、改善策の質によって得たポイントを集計し、合計が多いチームが勝ち
となる。ただし、問題点の指摘と改善策の提示を促すことを目的に、両チームのポイン
トが 20ポイントに満たない場合は、日本の経済を活性化させることができなかったと
して両チーム共に負けとなるルールを設けた。なお図 4-7はお互いにカードを 1枚ずつ
置いて、新しくカードを引いている様子である。 

 このフェーズでは、［5］多様な類推経験、の学習活動を狙っている。特に、必ず 4

カテゴリーの政策を考えないといけないという制約によって、多様な政策を生成させる
ことを狙っている。また、両チームのポイントが 20ポイントに満たない場合に両者共
に負けとすることにより、お互いに改善策を言わずに進行することを避けることも狙っ
ている。 
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図 4-7 【フェーズ E】カテゴリーが埋まるまでの繰り返し 

 

 以上のように、世界史における多様な人物が関与した歴史的事象を現代の日本の経済
を活性化させる政策の生成に応用する力を育成するための学習方法をゲームデザイン
のフレームワークに沿ってまとめ、育成能力、学習プロセス、ゲーム・ルール、ツール
の対応関係を可視化したものが図 4-8である。 

 

 

 
図 4-8 歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に 

応用する力を育成するゲームのフレームワーク 
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4.4 研究の方法 

4.4.1 評価対象者 

 本学習方法の効果を検証するため、本カードゲーム”CHRONOFUL”を使用した授業
を行う前と後の 2時点で同一のテストを実施し、テスト結果を比較した。評価協力者は
G高校の 2年生 36名である。G高校は共学で、毎年国立大学に数十名、難関私立大学
に多数の合格者を出している進学校である。G高校では高校 1年生からレポート作成や
主体的な学習プログラムを積極的に行っているため、生徒の論理的思考力が高いと考え
られる。本研究は歴史学習の発展的な内容を扱うため、基礎学力が高く、主体的な学習
にも慣れている G 高校の生徒が対象者として適していると判断した。なお、対象にし
た高校 2年生は全員世界史 Aを履修しており、およそ 19世紀までの内容を習っていた。 
 実施に当たっては 50分授業を 2時限連続にし、110分授業として 2011年 6月 21日
に行った。図 4-9はゲーム中の様子である。110分の内訳は、導入の説明に 10分、プ
レテストに 10分、ルール説明に 15分、ゲーム実施に 60分、ポストテストに 10分、 

 

 

図 4-9 ゲーム中の様子 
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まとめと趣旨説明に 5分だった。またゲーム中の会話内容を記録するために、グループ
ごとに ICレコーダー1台を設置した。なお各グループともゲームを終えるのに 7ター
ン要したため、全体のターン数は 63ターンとなった。また、時間の延長はなかった。 

 

4.4.2 評価方法 

 評価方法としては、現代の日本における経済活性化の政策を 10分以内に思いつく限
り記述させるテストをプレポストで実施する。今回は 4人で協調的に学習しているため、
1グループあたりの政策数がプレに比べて増加しているかを分析する。また、生成され
た政策の多様性を評価するために、カード作成の際と同様の定義を用い、各政策を政
治・経済・文化・社会の 4カテゴリーに分類した上で、各カテゴリーの政策数の増加度
合いも分析する。1グループあたりの政策数がプレに比べて増加し、さらにポストテス
トで生成された政策のカテゴリーが多様になっていれば、現代の経済活性化の政策をよ
り多様に生成できるようになったと見なす。なお 2章で述べたように各個人ではなくグ
ループ単位での得点を集計し、分析を行う。詳しい教示文や形式については巻末の参考
資料に示した。 

 

4.5 結果 

 まず、現代の経済活性化の政策をより多様に生成できるようになったかを分析した。
テスト結果よりプレポストにおけるグループ単位での政策数を集計したところ、プレテ
ストでの平均値は 17.0個、中央値は 17.0個、標準偏差は 2.5個であった。一方ポスト
テストの平均値は 28.0個、中央値は 28.0個、標準偏差は 5.7個であった。本データは
サンプルサイズが 9と小さく、正規分布にならないことが予測されるため、ウィルコク
ソンの符号付順位和検定を用い、両側検定を行った。その結果、表 4-3のように本カー
ドゲームを使用した後の学習者群は、使用する前に比べて思いつく政策数が有意に向上
することが示された（p<.01, T=0, 棄却値 1, 効果量 1.0）。 

 また、政策の質的な多様性が増加したかを分析するために、カード作成の際と同様の
定義を用いて各政策を政治・経済・文化・社会的政策にそれぞれカテゴリー化し、グル
ープ単位で検定を行った。なお、カテゴリー化のコーディングは実験者と面識のある大
学院生 1 名(一致率のテストを実施した経験のある修士号取得者。研究の目的は知らせ
ていない)で独立に行った。一致率は 81％、協議した後 100％になった。各カテゴリー 
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表 4-3 グループ単位でのテスト結果（N = 9） 

 
 

で検定を行った結果、表 4-3のように政治・経済カテゴリーの政策数はプレとポストで
有意な差はなかったが、文化・社会カテゴリーの政策数は有意に向上しており（文化・
社会カテゴリー共に p<.01, T=0, 棄却値 1, 効果量 1.0）、ポストの政策数がカテゴリー
単位で多様になっていることが示された。 

 以上より、本カードゲームを用いることで、世界史における多様な人物が関与した歴
史的事象を類推のベースに、現代の経済活性化の政策をより多様に生成できるようにな
ったといえる。なお、級内相関係数を算出したところ、解決法のテストに関しては
0.2062という値になった。級内相関係数については高いか低いかの明確な閾値が定ま
っていないため、この値をもって級内相関係数が高いか低いかを判断することは難しい
が、3章に比べればグループ内の分散は小さいといえる。ただし、2章でも述べたよう
にグループ内の学習プロセスの特徴や各学習者の思考の特徴がグループでの学習効果
を高めたり、逆に低めたりする要因になっている可能性も考えられるため、続く節で考
察し、よりグループ全体での学習効果が高くなる方法につなげていく。 

 

4.6 考察 

 本節ではまず、本カードゲームが想定していた政策の変容を促せていたかを質的に分
析し、理想的な学習プロセスが達成されていたかを分析していく。次に、政策の変容を
促進させる要因について、複数の観点から分析する。具体的には、歴史的事象の違いに
よって類推に影響があるか、ゲームの序盤と終盤で類推に影響があるか、各グループの
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ゲーム方法によって類推に影響があるか、各プロセスから次のプロセスに向かう際のゲ
ーム方法によって類推に影響があるか、の 4つの観点から類推の促進要因もしくは阻害
要因が存在するかを分析する。また、質問紙で取っていた本実践に対する自由記述の感
想をもとに、本カードゲームのユーザイビリティについても簡単に触れておく。最後に、
よりグループ全体で高い学習効果を出すための方法について検討する。 

 

4.6.1 学習プロセスに関する質的分析 

 Hickey & Pellegrino (2005)は、社会文化的な観点に立つと、ある学習共同体が領域
特有の実践を行っている際に、新たな知識の生起が見られることが知識の転移の証拠に
なると主張している。また、このような転移を記述する方法としては会話分析のような
出来事ベースの手法が適していると主張している。そこで本章では、転移を歴史的事象
が現代の文脈に沿って変容していくことと捉え、取得した各ターンの学習者間の会話を
もとに、本カードゲームのゲーム・ルールを通して歴史的事象が現代の文脈に沿った政
策に変容していくかを分析する。本ゲーム・ルールを歴史的事象の変容という観点から
見た場合、表 4-4のようにルール(A)～(D)の 4つのプロセスを経て、歴史的事象が 2度
現代の文脈に沿った政策へ変容すると想定している。つまり、(A) 歴史上の人物の政策
を説明することで歴史的事象が起点となり、(B) それを類推のベースとして都道府県の
特色を活かした経済活性化の政策を説明することによって現代の文脈に沿った政策へ
と変容し、(C) 相手チームがその政策の問題点を指摘することで歴史と現代の文脈的差 

 

表 4-4 ゲーム・ルールと政策の変容プロセスの対応関係 

 ゲーム・ルール 政策の変容プロセス 

(A)  歴史上の人物が関与した歴史的事
象の説明 

歴史的事象 

 

(B)  都道府県の特色を活かした経済活
性化の政策の説明 

現代の文脈に沿った政策への変容 

(C)  相手チームによるその政策の問題
点の指摘 

歴史と現代の文脈的差異の表出化 

(D)  相手チームによる改善策の説明 より現代の文脈に沿った政策への変容 
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異が表出化し、(D) 相手チームが改善策を説明することでより現代の文脈に沿った政策
へと変容する、というプロセスを経ることを想定してデザインしている。 

 政策の変容のプロセス(B)と(D)において「現代の文脈」が含まれているかについては、
選んだ歴史的事象における主要な観点と対応する「現代の文脈特有の用語」がゲーム中
の会話に含まれているかを基準にコーディングする。例えば、当時需要が高かった繊維
の輸出を奨励していた場合、現代の文脈特有の用語として「自動車の輸出の奨励」がこ
のコーディング基準に沿うものとする。なお、選んだ歴史的事象の主要な観点と関係の
ない地域的特色、自然環境を現代の用語に変えただけの政策は地理的文脈に着目した政
策として扱う。また、プロセス(C)における「歴史と現代の文脈的差異の表出化」につ
いても同様に、選んだ歴史的事象における主要な観点（制度、産業構造、文化的資源、
地理的特性など）の歴史的文脈と現代的文脈の違いを示す会話が問題点指摘の中に含ま
れているかを基準にコーディングする。例えば、「歴史的事象では保護関税をかけるこ
とが容易だったが、現代は貿易の自由化の流れがあるために貿易摩擦が生じやすい」が
このコーディング基準に沿うものとする。これらの基準に沿って各グループの各ターン
で行われた会話をプロセス（A）～（D）に分けた上で、想定通りに変容されているか
どうかを上記の基準でコーディングし、表 4-4のように現代の文脈に沿った政策へと変
容するかを分析する。また、政策の変容を促進もしくは阻害する要因についても分析す
る。想定通りに変容していれば、本カードゲームが歴史的事象を現代の文脈へ転移させ
る学習方法として有効に機能したと見なす。 

 分析方法としては、まずゲーム中の 63ターンを 4プロセスで分けた計 252編のプロ
トコルを準備し、想定していた変容が行われていたかという観点でコーディングを行っ
た。なお、コーディングは実験者と面識のある大学院生 1 名(地歴の教員免許を持ち、
世界史の基本的な知識を有している。研究の目的は知らせていない)で独立に行った。
一致率は 88％、協議した後 100％になった。 

 その後、各グループでそれぞれのプロセスを達成したターン数を集計した。その結果
が表 4-5である。なお、どのグループもターン数の合計は 7である。また、各グループ
の 1ターンあたりの達成プロセスの平均も算出した。その結果が表 4-6である。なお、
平均は 0～4 の値を取る。1 ターンにおける達成プロセスの平均を見ると、どのグルー
プも 3以上であり、3.6～3.9という極めて高い値を出しているグループが半数を超える
6グループ存在していることがわかる。実際に A、B、D、Hグループなどは 7ターン 
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表 4-5 各グループにおける各プロセスを達成したターン数 

（A~I はグループ番号） 

 A B C D E F G H I 

プロセス A止まりのターン数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

プロセス B止まりのターン数 0 0 0 1 2 2 1 0 1 

プロセス C止まりのターン数 1 1 1 0 1 2 1 1 3 

プロセス D達成のターン数 6 6 6 6 4 3 5 6 3 

 

表 4-6 各グループにおける達成プロセスの平均 

（A~I はグループ番号） 

 A B C D E F G H I 

1ターンにおける 

達成プロセスの平均 

3.9 3.9 3.9 3.7 3.3 3.1 3.6 3.9 3.3 

 

中 6ターンでプロセス 4まで政策を変容できており、想定していた学習プロセスを経験
させる点で効果があったと考えられる。 

 具体的なプロトコルも 1つ紹介しておく。表 4-7は、Fグループが現代の文脈に沿っ
た政策へ 2度変容させたプロトコルと各プロセスの対応箇所を示したものである。この
ターンでは、政策を提示するチームが、最初にワットが蒸気機関を開発して人手のコス
トを下げることで産業が活性化した歴史的事象を説明し、ロボットを開発して人的コス
トを削減するという現代の文脈に沿った政策へと変容させている。その後、相手チーム
が岡山県の人口事情を想起し、ロボットを用いることに対して「ただでさえ人口多くな
いのに雇用もなくなっちゃったらどうすんの？」と歴史と現代の文脈的差異を表出化さ
せていた。最終的には労働者の高齢化を想起して「介護に役立てるロボット」という現
代の文脈特有の用語を追加し、お年寄りが働くことを助けるロボットを作る、というよ
り現代の文脈に沿った政策へと変容させている。なお、チーム構成は F1 と F2 がチー
ム、F3と F4がチームである。 
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表 4-7 現代の文脈に沿った政策へ 2 度変容したプロトコル例と 

各学習プロセスとの対応関係 

F1「えー、ワットは蒸気機関を開発して、それまで多くの人手がかかっていたのを改
善しました（歴史的事象）。まあ、岡山県でロボットの開発する専門の機関などを作り
ましょう。それで、今までたくさんの人的コストがかかっていてことを全てロボットで
やり、経費を削減します（現代の文脈に沿った政策への変容）。」 

F3「ロボット開発したら雇用減るんじゃね？人間の仕事減らしたらダメじゃない？」 

F4「だってさ、ただでさえ人口多くないのにさ、雇用もなくなっちゃったらどうすん
の？活性化しないよね？（歴史と現代の文脈的差異の表出化）」 

F3「ロボットはロボットだったらさ、もっと他のことに役立てればいいじゃない。」 

F4「そうだよ、若い人がいないならさ、介護とかさ、介護に役立てるロボットを作ら
せるとかさ。だからさ、若い人手はさ、地方から都市部に流れていくわけじゃん？だと
したらさ、地方でさ、お年寄りのためのさ、介護をもっとさ。もしくはお年寄りでも働
けるくらいの手助けをするロボットを作ればいいじゃん（より現代の文脈に沿った政策
への変容）。」 

 

 このように、政策の変容プロセスについては概ね想定通りに進んでいたため、本ツー
ルとゲーム・ルールが、歴史を現代に応用する際の望ましい学習プロセスを促したとい
える。特に、Fisher（1970）や Mansilla（2000）は、2つのケースの違いに気付きに
くいことや誤用が起きやすいという歴史の類推を行う際の問題点を指摘しているが、本
評価より歴史と現代の文脈的差異については、全体で 89%のターンで表出化できてお
り、より現代の文脈に沿った政策へと変容していたターンも全体で 71%あった。これ
より本カードゲームとゲーム・ルールが歴史の類推を行う際の問題点を克服した理想的
な学習プロセスを辿らせることに対して一定の効果があったと考えられる。 

 

4.6.2 政策の変容を促進させる要因について 

 まず、16 枚の歴史的事象を現代の日本の経済を活性化させる際、事前に準備した歴
史的事象の内容によって難易度が異なり、その結果類推に影響を与えた可能性が考えら
れる。そこで、全 63ターンにおいて、歴史的事象ごとに採用された回数とプロセス達
成度の平均を集計した。表 4-8がその結果である。 
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表 4-8 歴史的事象の採用回数とプロセス達成度平均 

歴史的事象の内容 採用回数
（回） 

プロセス達成度平均 

政治 16 3.6 

教皇に正式な統治権を認められることで主導権
を取れたカール大帝の政策（8C） 

5 3.8 

先進国に通じる海域を治めて制度を輸入したピ
ョートル１世の政策（17C） 

3 4.0 

強大な他国に対抗するために政治・経済圏を確
保したピットの政策（18C） 

2 3.0 

公共事業によって雇用を増加させたローズ＝ヴ
ェルトの政策（20C） 

6 3.5 

経済 16 3.2 

交易上有利な位置を活かして交易を独占したフ
ェニキア人の政策（前 12C） 

4 3.5 

伝統産業を保護して関税をかけることで歳入を
増やしたコルベールの政策（17C） 

6 3.2 

三角貿易を行った輸出額を増やしたイギリス東
インド会社の政策（18C） 

3 3.0 

門戸の開放を訴えて市場への参加を実現したジ
ョン＝ヘイの政策（19C） 

3 3.3 

文化 16 3.8 

異国の文化や商人との安全な交流地を設けた李
世民の政策（8C） 

5 3.4 

異教者の学者を集めて知見交換・翻訳を進めた
シチリア王国の学者の方策（12C） 

3 4.0 

宮殿やサロンを用意して最先端の文化的交流地
を作ったルイ 14世の政策（17C） 

5 3.7 
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多様な人や情報を集めて自由に議論できる場を
設けたコーヒーハウスの方策（17C） 

3 4.0 

社会 15 3.8 

貨幣の発明により物流を促進させたリディアの
王の政策（前 7C） 

3 4.0 

書物のコスト削減と普及を進めたグーテンベル
クの活版印刷術の開発（17C） 

4 3.7 

生産コストを削減させたワットの蒸気機関の改
良（18C） 

4 4.0 

移動コストの削減と輸出産業の創出を行ったス
ティーブンソンの鉄道開発（19C） 

4 3.5 

 

 これを見ると、ルール上各カテゴリー間の採用回数に差は出ないものの、プロセス達
成度の平均は文化・社会的政策が 3.8回と高く、政治的政策の 3.6回、経済的政策の 3.2

回はやや低く違いが見られる。また、歴史的事象別に採用回数を見ると、ピットの対仏
大同盟の政策が 2回と最も少なく、ローズ＝ヴェルトの公共事業の政策とコルベールの
伝統産業の保護政策が 6回と最も多くなっている。特に実践した時期が東日本大震災か
ら 3ヶ月前後だったということもあり、ローズ＝ヴェルトの公共事業政策を福島での公
共事業政策に応用する生徒が多く、現代の文脈との類似性によって採用回数に差が生ま
れると考えられる。 

 次に歴史的事象別にプロセス達成度の平均を見ると、ピットの政策とイギリス東イン
ド会社の三角貿易の政策が 3.0と最も低く、歴史的事象によって差が生じていることが
わかる。ピットの政策は相手国の勢いを止めるというやや婉曲的な政策であり、イギリ
ス東インド会社の政策が複数の国の関係性をもとに行っている政策であることから、歴
史的事象を「背景と問題・解決策・結果」に分けて構造化したとしても、複数の国や要
素が複雑に絡んでいる政策の場合、類推の難易度を高めてしまった可能性が考えられる。
また、本カードゲームで選んだ 16枚に限った話ではあるものの、政治的政策や経済的
政策の方がこの傾向が強い可能性も示唆された。 

 さらに注目すべきは、各カテゴリーのプロセス達成度の平均とポストテストで増加し
た各カテゴリーの政策数に対応関係が見られることである。このことから、カテゴリー
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によって政策の変容プロセスの学習経験が減ったことにより、現代の日本の経済を活性
化させる政策をうまくまとめることができず、結果として学習効果の低下につながった
可能性が考えられる。 

 以上をまとめると、歴史的事象の持つ因果関係の複雑さや因果関係に含む要素の多さ
は類推に影響をもたらす可能性があり、特に政治カテゴリーと経済カテゴリーの歴史的
事象はその傾向になりやすく、学習機会を減らす可能性が示唆される。 

 次に、本ゲーム・ルールに慣れていない序盤と慣れてくる終盤の違いが類推に影響を
与えた可能性を考察する。本実践では 9チーム全てが 7ターンを経過してゲームを終え
ているため、各グループのターンの推移別にプロセス達成度の平均を求めた。その結果
が表 4-9である。これを見ると、やや 1ターン目と 3ターン目のプロセス達成度が低い
傾向にあるが、そこまで序盤と終盤で達成度に差がないことがわかる。これより、ゲー
ム・ルールに対する慣れが転移に与える影響は少ないと考えられる。 

 

表 4-9 ターンの推移によるプロセス達成度の平均 

ターン 1 2 3 4 5 6 7 

プロセス達成度
の平均 

3.4 3.8 3.2 3.7 3.8 3.8 3.6 

 

 次に、ポストテストにおいて政策の増加数が大きいグループ、つまりよく学習できて
いるグループが特別なゲーム方法を行っており、それがプロセス達成度すなわち類推に
影響を与えた可能性を考察する。表 4-10 は、グループごとのポストテストにおける政
策の増加数と各グループの1ゲーム7ターンにおけるプロセス達成度の平均を整理した
ものである。結果、学習効果とプロセス達成度の平均の間に対応関係は見られなかった。
ただし、グループ H は政策の増加数においてもプロセス達成度の平均においても特に
高いため、このグループにおけるゲーム方法を分析した。その結果、このグループは優
れた改善策を常に思いつける学習者が 1人いて、うまく応用する学習経験を他の 3人に
提供していたことがわかった。実際、このチームではこの学習者の増加数が 4個だった
のに対し、他の学習者 3人は 4個、6個、7個と大幅に増加していた。このように改善
策をうまく考えられる学習者がいることによる影響の可能性は考えられたが、学習方法
に関するグループ間の違いは特に見当たらなかった。 
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表 4-10 各グループによる政策の増加数とプロセス達成度の対応関係  

チーム A B C D E F G H I 

政策の増加数 

（個） 

8 11 6 9 16 9 12 22 7 

プロセス達成
度の平均 

3.9 3.9 3.9 3.7 3.3 3.1 3.6 3.9 3.3 

 

 そこで、グループ間で比較分析するのではなく全 63ターンを分析対象とし、各プロ
セスを促進・阻害させるよりミクロな要因を探索的に考察する。分析方法としては、想
定していた (A) 歴史的事象、(B) 現代の文脈に沿った政策への変容、(C) 歴史と現代
の文脈的差異の表出化、(D)より現代の文脈に沿った政策への変容、の各段階に進む際
のゲームを行っている学習者間のやり取りや会話内容の特徴を抽出した。 

 その結果が図 4-10である。今回は 63ターン全てを対象に、それぞれのパスに次のプ
ロセスの進行を促進・阻害した特徴的な要因を挙げた。四角で囲まれているものはツー 

 

 

図 4-10  政策の変容に関する全体分析と変容の促進・阻害要因 
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ルに関する要因、角丸で囲まれているものはやり取りや会話内容に関する要因である。
また、パスの横につけられている数字は 63ターンの中でその要因に該当した数である。
以下では、政策の変容を促進させた特徴的な要因と阻害させた特徴的な要因を考察する。 
 

促進要因 

 特に 2度目の政策の変容を促す要因としては、ツールによる既有知識の想起と、それ
を用いた歴史と現代の文脈的差異の埋め合わせが挙げられる。特に日本地図を参照する
ことで、テーマ的には、震災関係(5 例)、テクノロジー関係(4 例)、国際関係(3 例)、エ
ネルギー関係(3 例)、発言者の持つ特殊なテーマ (17 例)に関する既有知識が想起され、
歴史と現代の文脈的差異をうまく埋め合わせることでより現代の文脈に沿った改善策
を提案しているというパターンが見られた。 

 表 4-11 は、テクノロジー関係の既有知識を想起した結果、現代の文脈に沿った政策
へ 2 度変容させた D グループのプロトコルである。このターンでは、政策を提示する
チームが最初にカードを見ながらコーヒーハウスの歴史的事象を提示し、東京のネット
人口の多さに着目した経済活性化の政策を述べることで「政治や経済をやり取りできる
サイトの構築」という現代の文脈に沿った政策へと変容させていた。その後、相手チー
ムが現代のネット上の議論について想起し、対面で議論できる当時のコーヒーハウスと
違ってネット上の議論では意見が噛み合わなくなるという歴史と現代の文脈的差異を
表出化させていた。最終的には対面での議論を可能にさせるテクノロジーを想起し、テ
レビカメラを使って対面で議論をするというより現代の文脈に沿った政策へと変容さ
せていた。 なお、チーム構成は D1と D2がチーム、D3と D4がチームである。 

 

表 4-11 テクノロジー関係の既有知識を想起し、 

現代の文脈に沿った政策へ 2 度変容させている会話 

D1「コーヒーハウス！これは 17世紀のイギリスで、自由で身分にかかわりなく誰でも
出入りできるコーヒーハウスを作り、新しい飲み物のコーヒーや紅茶を飲めるようにす
ると共に、その場に新聞や書籍も置いて、その結果、文化・政治・経済などについて自
由で活発な議論がされて、社会が活性化したっていうのなんだけど。選ぶのは関東…。」 
D2「東京！えっと、うちらが考えたのは、コーヒーハウスの代わりにネット上にこう
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いう政治とか。」 

D1「経済とかそういうのをやり取りできるようなサイトっていうのを設けて、今ちょ
うど東北の人とかもやり取りがうまくできてないし、献金のこととか政治でも不安定だ
から、そういうことに関してみんなの意見を聞きたい頃じゃん？みんなどう思っている
か。で、そういうサイトとかを設けて、各地域で図書館でとか老人ホームとかに置いて。」 
D2「高齢者も参加できるように簡単にできて、わかりやすいサイトを作って。」 

D1「みんなが参加できるようにする。」 

D2「色んな意見を持っている人がいるから。実際に会ってこの時代みたいに討論した
りっていうのは難しいけど、ネットだったら距離とか関係なく。」 

D1「ね、今だったらそれ（距離）に関係なくできるから。」 

D2「で、何で東京なのかっていうと、ネット人口も多いし、若者も多いからそういう
ことに興味を持ってくれる人が東京だったら多いかなって。」 

D3「まず、そんなにパソコンを貸し出しできるのかっていうのと、簡単にするのはす
ごく良いと思うんだけど、簡単にできたからといえ、それだけで…高齢者はやっぱり機
械っていうだけでダメな人もいるから、そういうのだとさっき言ったみたいに誰かがま
とめなきゃいけないのかっていうのと、そういうサイトって炎上しがちだから、そうい
うのをどうやって止めたらいいのかがよくわからない。ただのケンカみたいになってい
るサイトとかあるじゃん？」 

D4「それ（コーヒーハウス）は、実際に人と人が会って議論しているから、ケンカを
したかもしれないけど実際に会って話すことで意見が絡みやすくなったりとかするじ
ゃん？相手の顔見て話したりするから相手の考えもよくわかるだろうし。パソコンだと
話が噛み合わない時に、せっかくのアイデアが、うまく伝われば伝わるかもしれないん
だけど、伝えきれない時に埋まっちゃう気もするし、逆に膨大な量の人がそれにアクセ
スすると、すぐに話している状態になるから、せっかく何か、話を膨らませていきにく
いというか、例えばこっち（コーヒーハウス）だと少数の人で話していて、それで一旦
まとめてっていうグループの意見を持つことができるけど、これだと逆にあまりにも大
きすぎて意見を持った人の集団が実際にはできにくいんじゃないかっていう。会うこと
もあんまないだろうし。」 

D3「パソコンならではの問題っていうかな。」 
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D1「炎上しないように誰かいないとダメなんだね。後ごめん、１個いい？人と人とっ
て言ってたけど、じゃあそのパソコンを映像にするっていうか、今カメラあるじゃん？
テレビカメラみたいなのにするっていうのもあるかなって。後老人ホームだとさ、老人
達がみんな集まって言えそうかなっていう理由で老人ホームにしたんだけど。公民館と
か。でも難しいよね。」 

D2「改善策はありますか？」 

D4「テレビカメラを使うんだったら、さっきみたいに定期的に集めて、その場所とそ
の場所でテレビカメラを使うのは、人もいるし、つながっているし、良いと思う。」 

 

 表 4-12は特殊な既有知識を想起した結果、現代の文脈に沿った政策へ 2度変容した
Hグループのプロトコルである。このターンでは、最初にカードを見ながらコルベール
の政策が提示され、熊本県の特色を活かした経済活性化の政策を述べることで「いぐさ」
という現代の文脈特有の用語が用いられた政策に変容している。その後、相手チームの
問題点指摘によって、現代の貿易関係においていぐさの需要があるのかという歴史と現
代の文脈的差異が表出化され、最終的に「エスニックブーム」という現代の文脈特有の
用語を追加した政策へと変容している。なお、チーム構成は H1 と H2 がチーム、H3

と H4がチームである。 

 

表 4-12 産業関係の既有知識を想起し、 

現代の文脈に沿った政策へ 2 度変容させている会話 

H1「えっと、コルベールって人は、フランスなんですけど、17世紀の当時のフランス
では、財政基盤を確立しなければいけませんでした。財務総監に登用されたコルベール
は、国内に鉱山のないフランスとしては、輸出を増やし輸入を減らすことで金・銀を蓄
えるべきだと考え、特権を与えてフランス伝統のゴブラン織りなどのマニュファクチュ
アを育成し、保護関税政策を展開し、造船・海運・植民地の確保を目指した。結果、フ
ランスの歳入は 3 倍に増加し、経済力を向上させました。で、どうしてそれを熊本に
したかっていうと、熊本県はいぐさの生産が日本一です。それで、いぐさによって畳が
作られるわけなんですけど、その畳って日本の古き良きもので、やっぱり世界の他の国
の住居では見られない、日本独自のものだと思うので、それはやっぱり日本が誇れるも
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のだと思いました。（中略）だからこそ輸出を増やして、いぐさの生産をもっと国で強
化して、それで関税の政策も警戒しながらやっていけばいぐさによる貿易は盛んになり
ます。（中略）」 

H3「まず、畳がそんなに外国に需要があるのかっていうことと、そんな勝手にこっち
が輸出しようとしても向こうがいらなければあんまり意味がない。だから、エスニック
ブームとかあるじゃん？そういうのを世界の色んなとこで、日本の畳はこんなに良いん
ですよっていうのをめっちゃ推しまくって、それならやってみるかっていう国というか
企業が出て来てくれるように宣伝しまくることが必要なのかなと思います。」 

 

 また、プロセス 3から 4へと促進させる特徴としては、歴史カードの情報を再度参照
することで説明された政策と現代のずれをよく強く意識した場合や、日本地図の情報を
参照することで現代の文脈特有の特徴を想起した場合など、ツールによる着眼点の獲得
によって、より現代の文脈に沿った改善策を提案しているというパターンが見られた。 
 表 4-13 は李世民がシルクロードの終着点として異国の人々を丁重に扱い、警護を厚
くしたことで宿泊地として栄えさせたことを類推に、北海道でその政策を利用しようと
している Aグループのプロトコルである。下線部の場面では、A3が李世民のカードの
情報を利用することで李世民の時代と現代の北海道の文脈的な差異を意識しており、そ
の後の A4のホテルを建てること以外の改善策につながっているといえる。なお、チー
ム構成は A1と A2がチーム、A3と A4がチームである。 

 

表 4-13 歴史カードとフィールドシートを参照し、 

現代の文脈に沿った政策へ 2 度変容させている会話 

A1「北海道！北海道は結構でかいし、結構人来るんだけど、一番北だし。だけどここ
にはあんまりもてなす環境がないじゃん。せいぜい食べ物くらいなわけじゃん。だから
ここに自然とかを楽しむために行く人のために、色んなホテルだったりとか、そういう
サービス業の企業を建てることによって、まあ、経済活性化させると。」 

A3「いやさ、ホテルが一軒もなかったとかそういうレベルでしょ？これは。（李世民の
カードの情報を再度参照している）。ホテルとかあるわけじゃん、ここ（現代の北海道
を意識する）。（中略）それだったら北海道にしかできないホテルにすればいいじゃん。」 
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A4「そうやって設計とかするんだったら、国立の大学にするとか…。何か外国人商業
地区みたいなの作ればいいんじゃないの？」 

 

阻害要因 

 プロセス 3への進行を阻害した要因としては、良い政策として承認した場合（4例）、
抽象的な問題点を指摘した場合（2 例）、都道府県の選出における理由を指摘する場合
（1例）が挙げられる。プロセス 4への進行を阻害した要因としては、問題の指摘がそ
もそもずれている場合（3 例）や根本的な問題のため改善策を作るのが困難な場合（3

例）、さらに既有知識が不足して改善策が作れない場合（5例）が抽出された。 

  

4.6.3 学習効果を高める学習方法 

 これまでの結果を考慮に入れると、学習効果を高める上で重要な要素は、歴史的事象
と現代的事象の適合性、及び歴史的事象と 1人の学習者が保有している現代の既有知識
の接続、そしてグループ内の学習者における現代の既有知識の接続の 3つが考えられる。
また、各カテゴリーのプロセス達成度の平均とポストテストで増加した各カテゴリーの
政策数に対応関係が見られることを考慮すると、歴史上の政策を現代の文脈に沿った政
策に変容させる経験をすること自体が学習効果を高めることにつながっていると考え
られる。実際、先に示したネットを用いた議論サイトの構築を考えたグループ Dでは、
ポストテストで D1が「ネット上に、政治・経済などの自由な討論を、年齢・住んでい
る場所、人種などの垣根を越えてできるようなサイトを設ける。そして、政治にいろい
ろな人の意見が反映されるようにする。」という政策を、D4 が「インターネット上で、
限度を設定して技術やニュースの公表を行い、より多くの人々に討論してもらう。良い
意見のもとには人が集まる。」という政策を新たに加えており、ゲーム中の政策変容の
プロセスが進むことによって、グループ全体に学習効果が波及している様子がうかがえ
る。 

 歴史的事象と現代的事象の適合性については、歴史的事象と現代的事象の間の構造的
な側面もあるが、より興味深い観点は内容的な側面である。本評価の実施が東日本大震
災から約 3ヶ月後ということもあり、それに関連した東北の公共事業やエネルギー開発
が政策テーマになっている場合、既有知識が想起されて歴史と現代の文脈的差異が埋め
られ、より現代の文脈に沿った政策へと変容しているターンが 5例見られた。同様のこ
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とは、外交関係のテーマやテクノロジーの利用が可能なテーマについても見られている。
類推を促す際、ベースとなる事象とターゲットの事象の類似性自体は先行研究でも指摘
されてきたが、本研究のようにターゲットとなる現代が文脈に依存して変化してしまう
場合、このように普段から見聞きしている既有知識に結びつけられるかは重要な鍵にな
るといえる。 

 また、本カードゲームでは、日本地図を描いたフィールドシートのツールと都道府県
の特色を活かして経済を活性化させる政策を作るというゲーム・ルールによって、文脈
に依存して変化しまう現代の要素を学習者に想起させるようにデザインした。その結果、
都道府県から現代の文化的な要素やテクノロジーを想起させたり、政策テーマに関連す
るニュースを想起させ、間接的に現代的事象の文脈的要素を増やしたりしていたと考え
られる。ただし、ツールとしては日本地図しかないため、文化的な要素や社会的な要素
は支援しやすいと考えられるが、政治や経済などニュースのリソースが望ましいと考え
られる現代的事象の文脈的な要素は学習者の既有知識に依存している度合いが高い。本
カードゲームでは片方のチームが出した政策に対し、もう一方のチームが改善案を述べ
るというデザインになっているため、両者に共通する既有知識がない場合は政策の変容
が阻害されてしまうと考えられる。そのため、級内相関係数をより高める方法としては、
特に政治や経済のカテゴリーにおいてグループ内の学習者間における現代の既有知識
の接続を円滑にする方法が重要だと考えられる。 

 最後に、質問紙で取っていた本実践に対する自由記述の感想のうち、ユーザビリティ
に関する感想を取りあげ、本カードゲームのデザインに対する改善案も検討しておく。
自由記述の内容を見ると、概ね本カードゲームの目的と意義に対して良い評価が与えら
れていることがわかったが、いくつか重要な意見もあった。1つは、協議による得点の
基準が曖昧でわかりづらかったという意見が数件あったことである。もう 1つは、カー
ドの種類によってうまくあてはまらないものがあったという意見も数件あったことで
ある。前者に関しては課題として 5章で議論したいが、後者に関しては最初に引くカー
ドの枚数を少し多く引いて選択肢の余地を広げるなどの改善策が考えられる。枚数が多
いとその分認知的負荷も高まってしまうという問題も発生するが、慣れに沿って選択で
きる歴史のカードの枚数を増やす方法を取ることは、歴史的事象と現代的事象の適合性
を高める方法としては有効な方法かもしれない。 

 



 151 

4.7 類推プロセスに関する追加調査と考察 

 以上では、高校生を対象に、世界史における多様な人物が関与した歴史的事象を現代
の日本の経済を活性化させる政策の生成に応用する力を育成するカードゲームをデザ
インし、評価をした。その結果、一定の効果が認められたといえる。 

 しかし、より学習効果を高めるための方法である、ツールによる既有知識の想起や、
それを用いた歴史と現代の文脈的差異の埋め合わせや、グループ内の学習者間における
現代の既有知識の接続の円滑化はやや曖昧な知見である。そこでフェーズ A からフェ
ーズ B にかけて、すなわち個人がはじめにどのようなプロセスで歴史的類推を進めて
いるのかを分析する。そこで追加調査として、歴史上の問題解決を現代の問題解決に転
移させる際、どのような類推プロセスを辿るのかについて、2013 年 7 月 16 日に別個
に調査した。評価対象者は、先述した高校とは異なる、都内の F 高校で世界史を選択
している高校 2年生 2クラス合計 52名である。この F高校は都内の中堅高校であり、
対象者は全員世界史 Aを履修していた。 

 調査の手順としては、本章でデザインしたカードゲームを用意し、各クラスで 50分
の授業を行った。まず、本授業の趣旨説明を行った後近くの生徒同士で 4人グループを
作り、2人対 2人の 2チームを作った。次にカードをグループごとに 1セット配布し、
山札を裏向けにして置かせて開発したカードゲームのルールを説明した。ただし、授業
時間の制約があったため、この調査ではお互いに 1ターンずつ行って終了というルール
にした。また、各生徒の思考プロセスを分析するため、各チームで山札からカードを 2

枚引かせた後は、現代の日本の経済を活性化させる政策を個人で 10分間考えさせた。
その後、チーム内でどちらの政策を発表するか決め、グループ内で生成した政策を発表
し合い、お互いの政策に反論を述べる活動を 15分間行わせた。最後に、後述する質問
紙を 10分間記入させた。 

 質問紙ではまず個人でどの歴史のカードを選び、どのような現代の政策を考えたかを
書かせた。次に、フェーズ A と B に該当する部分について、どのような手順で類推し
ていったかを、表 4-14 の選択項目から自由に選択させ、並べさせた。Holyoak & 

Thagard（1995, 鈴木, 河原訳 1998）は一般的な転移プロセスとして、①選択、②対
応付け、③評価、④学習の流れを提唱しているが、歴史領域における①選択には、「歴
史の理解」と「現代の想起」という 2つの情報取得が考えられる。また、②対応付けに
関しては先行研究より、「同一の要素」、「類似性」、「構造」の 3つが主要な要素になる 
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表 4-14 類推プロセスを記述させる際の選択項目 

A. 歴史の特定の単語に着目する 

B. 歴史の政策のテーマに着目する 

C. 歴史の政策の因果構造に着目する 

D. 現代の特定の単語を思い浮かべる 

E. 現代の特定のテーマを思い浮かべる 

F. 現代の特定の事柄の因果構造を思い浮かべる  

G. 考えた現代の政策が歴史の政策の因果構造に沿っているか確認する 

H. 考えた現代の政策が経済を活性化させそうか確認する 

 

と考えられる。よって、これを組み合わせて合計 6つの選択項目を用意した。これに加
え、③評価として、対応関係を確認する構造的な評価と、実際に活性化させそうかとい
う内容的な評価を 2つ加え、合計 8つの選択項目を用意した。なお、項目は選択しない
ものがあっても良く、何度使っても構わない旨も注記した。 

 分析は、大きく 3つに分けて行う。1つ目は、彼らは各項目に対してどの程度着目し
ているのかの分析である。これにより、歴史的類推において彼らがどの段階に着目した
り、想起しているかがわかるといえる。2 つ目は、歴史的類推は、「単語」、「テーマ」、
「因果構造」をどのような順番で推移していく傾向にあるのかの分析である。ここでは、
各項目の出現順番の平均を見ることで、大まかな順番がわかるといえる。3つ目は、類
推プロセスのパターンの分析である。これにより、歴史的類推は、歴史から現代へ一方
向に移るのか、現代から歴史へ一方向に移るのか、もしくは双方向になるのかの割合が
示される。 

 まず、彼らが各項目に対してどの程度着目しているのかについては、表 4-15 のよう
になった。これを見ると、歴史の特定の単語とテーマは着目されやすい一方、歴史の因
果構造はやや着目されにくいことがわかる。また、現代の特定の単語やテーマは歴史の
着目数に比べて思い浮かべる数が減少していることがわかる。 

 次に、歴史的類推は、「単語」、「テーマ」、「因果構造」をどのような順番で推移して
いく傾向にあるかの結果をまとめる。表 4-16 は、各項目の平均出現順番を出し（母数
は各項目の選択数）、早い順に並べたものである。ここで注目すべきは、歴史において
も現代においても、類推プロセスが「テーマ」→「単語」→「因果構造」の順番になっ
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ていることである。また、「テーマ」→「単語」はわずかな差であるが、「単語」→「因
果構造」は順番が約 1 以上の開きがあり、「テーマ」と「単語」が十分に着目もしくは
思い浮かべられてから「因果構造」に移行するものだと考えられる。また、歴史的類推
のプロセスが歴史と現代の双方向になっているものに焦点を当てて分析しても、やはり
「テーマ」もしくは「単語」の後に「因果構造」の類推を行っているものが多かった。 
 

表 4-15 類推プロセスにおける各項目の選択数と選択率（N=52） 

項目 選択人数（人） 選択率（%） 

A. 歴史の特定の単語に着目する 43 83 

B. 歴史の政策のテーマに着目する 44 85 

C. 歴史の政策の因果構造に着目する 34 65 

D. 現代の特定の単語を思い浮かべる 36 69 

E. 現代の特定のテーマを思い浮かべる 39 75 

F. 現代の特定の事柄の因果構造を思い浮かべる  38 73 

G. 考えた現代の政策が歴史の政策の因果構造に 

  沿っているか確認する 

37 

 

71 

 

H. 考えた現代の政策が経済を活性化させそうか 

  確認する 

43 83 

 

表 4-16 類推プロセスにおける各項目の平均出現順番 

項目 平均順番 

B. 歴史の政策のテーマに着目する 1.6 

A. 歴史の特定の単語に着目する 1.8 

C. 歴史の政策の因果構造に着目する 2.8 

E. 現代の特定のテーマを思い浮かべる 3.7 

D. 現代の特定の単語を思い浮かべる 3.8 

F. 現代の特定の事柄の因果構造を思い浮かべる  4.7 

G. 考えた現代の政策が歴史の政策の因果構造に沿っているか確認する 5.1 

H. 考えた現代の政策が経済を活性化させそうか確認する 5.8 
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 最後に、歴史的類推のパターンを分類したところ、歴史から現代へ一方向に移ってい
るのは 38人（73%）、現代から歴史へ一方向に移っているのは 1人（2%）、双方向にな
っているのは 13 人（25%）であった。これより、本カードゲームでは現在主義的な立
場のように、現代から歴史へ一方向に移るプロセスで歴史的類推は行われにくいことが
示されると同時に、必ずしも歴史から現代へ一方向に移っているのではなく、歴史と現
代を双方向に行ったり来たりする類推プロセスも見られることが明らかになった。 

 以上、本節の 3つの結果をまとめると、歴史的類推のプロセスは歴史から現代へ一方
向に移っているプロセスを取っているものが多いものの、歴史と現代を双方向に行き来
しているプロセスも見られる。そして、どちらもおおよそは「テーマ」→「単語」→「因
果構造」の順番で進められている。また、歴史の着目に比べて現代の想起はやや負荷が
高いことも示されたといえる。 

 この知見を 4.6の考察で行った、望ましい歴史的類推プロセスの進行を促進させる要
因と統合させると、類推プロセスの序盤にある「テーマ」→「単語」のプロセスが鍵に
なっている可能性が高いといえる。特に解決法の生成のようなより創造的な能力が必要
な類推の場合は、因果構造をつくる前段階が重要になっているといえる。その際、特に
注目すべきは歴史の単語の着目や関連する現代の単語の想起よりも、歴史のテーマの着
目や関連する現代のテーマの想起の方が先に行われやすいということである。実際、4.6

の考察でも特定のテーマが抽出されたが、それらはニュースなどで彼らがよく見聞きす
るテーマであり、それゆえに現代の特定の単語を思い浮かべられるようになっていたと
考えられる。また、歴史から現代に一方向に移るのではなく、双方向のプロセスが存在
することより、彼らは歴史から現代へと接続しやすいテーマや単語を検索できない場合、
逆方向からもアプローチしていることがわかる。このように歴史のテーマと類似するテ
ーマのうち、彼らの既有知識の多い現代のテーマを意識させられるかが、後の類推プロ
セスを促進させられるか否かを決める要因になると考えられる。また、前節でグループ
内の学習者における現代の既有知識の接続を円滑にする方法が重要であることを示し
たが、本節の結果を考慮すると、特にグループ内でまず既有知識の多い現代のテーマに
ついて共有しておくという活動を組み込むことが効果的だと考えられる。実際、震災関
係やエネルギー関係、国際関係やテクノロジー関係などは両者の既有知識が接続しやす
いテーマだったために、プロセス（4）の段階まで達成できたのだといえる。このよう
に特に彼らの既有知識の多い、かつ歴史のテーマと類似する現代のテーマをまずはグル
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ープ全体で想起・共有させるように促すことで、よりグループでの学習効果が高くなる
と考えられる。 

 本章では、歴史を現代社会に応用する力のうち、「現代の社会的問題に対する多様な
解決法生成に応用する力を育成するカードゲーム”CHRONOFUL をデザインした。そ
して、高校生を対象にその効果をグループ単位で評価したところ、「現代の問題の解決
法を多様に生成できる力」の育成に効果的であることがわかった。また、想定していた
グループ内での発言も概ね引き出すことができ、相互作用的な側面でも一定の支援をで
きていたと考えられる。さらに、ツールによる既有知識の想起や、それを用いた歴史と
現代の文脈的差異の埋め合わせや、グループ内の学習者間における現代の既有知識の接
続の円滑化を高める方法を取り入れることで、よりグループでの学習効果が高くなる可
能性も示されたといえる。 
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第5章 結論 

 

5.0 第 5 章の概要 

 本章では、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法はどのよう
なものか、という本論文のリサーチ・クエスチョンに対する最終的な結論を出すために、
各章で得られた研究知見を整理する。その上で、歴史的類推を促す 2つの学習方法を統
合するための総合考察を行い、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学
習方法の全体モデルを提示する。また、実際の場面に沿った学習方法のモデルの使用例
を示した上で、本研究で導き出した学習方法の全体モデルがどのような意義を持つのか
も考察し、最後に今後の課題と展望を示す。 

 

5.1 各章のまとめ 

 1章では、まず歴史を学ぶ価値とは何かという議論から話を進めた。学習という観点
から見た場合、歴史は数学や理科と比べて、特定の時間的・空間的性質をもつ、有限な、
実験不可能な対象を扱っている点で独自であることがわかった。そこで「歴史」が持つ
特徴をさらに深く考察したところ、歴史は過去についての言及があること、過去と現在
との関連が強調されていること、認識論や方法論によって異なるという側面があること
が明らかになった。その上で、歴史の情報を学ぶことにどのような価値があるのかを考
察した結果、歴史の情報には歴史観によってその特徴が大きく変わることも判明した。
本研究ではこの歴史観を「発展的歴史観」、「個性記述的歴史観」、「循環的歴史観」の 3

つに分けて、それぞれについて歴史と現在の関係性から考察を行った。まず発展的歴史
観はキリスト教に見られる終末思想が強く関わっており、宗教的要素が抜けてもなお、
マルクス史観のように直線的・決定論的な進歩を仮定していることがわかった。このよ
うな唯物史観は 20世紀において批判、再考されており、別の歴史観が検討されている
のが現状といえる。また、近代以降、歴史学は個性記述的歴史観の立場に立つことで、
歴史学においても客観性を一定程度担保できるようになり、歴史学の科学性が高まった
といえる。しかし、客観性の担保に重点を置いた結果、現在との接点が著しく不透明に
なるという問題点が生じていることも指摘した。一方、これら 2つの歴史観と異なった
観点を持つものが「循環的歴史観」である。歴史というものが誕生した古代ギリシアで
は、歴史は現在の社会的な動向と関連しうるものであり、回帰的な円環運動を行うもの
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だと想定されていた。各時代、各文脈において色々な条件が変化するために完全に回帰
した現象が起こるという考えは誤りであるが、後の歴史哲学者が発達させたように、社
会的な変化であれば各時代の社会は類似したプロセスを辿りうる可能性はあり、歴史と
現代が接続できる循環的歴史観が再び注目されていることを示した。そこで、本論文で
は「循環的歴史観」の立場に立つことで、歴史という情報が現代に対して 2つの価値を
有するようになった。1つは過去の人類に関する長期的な変化の因果関係を記述してい
るという点で現在の社会的判断に対する参照枠組みを提供できることであり、もう 1

つは様々な時代や地域の特性が描かれているという点で社会的な多様性が少なくなっ
ている現代において同じ種が一斉に自然淘汰を受ける事態を回避できる可能性を高め
られるということである。次にこのような歴史観に立った上で、現在の歴史学習に関す
る社会的な背景と先行研究の状況を整理した。その結果、近年の歴史教育では教育目標
として歴史的思考力の習得に加えて、歴史で学習したことの応用まで視野に入れられて
いることが明らかになった。しかし、歴史学習の方法に関する先行研究はいまだに歴史
家の専門的な思考スキルに沿った歴史的思考力の育成に終始しているものが多く、歴史
を現代に応用する効果的な学習方法は未確立であることも明らかになった。以上を踏ま
え、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法はどのようなものか
というリサーチ・クエスチョンが導かれた。 

 続く 2章では、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法には何
が必要かについての理論的考察を行った。はじめに、歴史という領域に限らず広く類推、
転移研究を俯瞰することで歴史的類推に関する示唆を得た。その結果、歴史的類推を促
す方法としてはベースとなる事例の構造とターゲットとなる事例の構造をマッピング
する方法が有効であることと、「認知的道具」に当たるような抽象的な思考法を習得し
ようとするのではなく、現代という状況との関わりの中で生まれるプロセスに着目する
ことが重要だということがわかった。しかし、歴史的類推を促す方法を考えた場合、個
人で処理できる良構造なベースから個人で処理できる良構造なターゲットを想定した
認知心理学における知見だけではカバーできないことも示された。すなわち、歴史的類
推は歴史という個人で処理できる悪構造なベースから、集団で構築しなければいけない
現代社会という状況的なターゲットに向かう類推という点で、①ベースとして扱う歴史
の複雑な因果関係の構造の可視化、②ターゲットとして扱う状況的な現代社会の構成、
③相互評価が行われない歴史的類推の防止、を考慮する必要性があることがわかった。
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次に、この 3点の歴史的類推特有の問題点を克服する方法として、歴史学習の方法に関
する先行研究を整理した。その結果、①に関しては従来の歴史的思考力のうち、因果関
係を構築する歴史的思考の育成方法が参考になることが示された。しかし、②や③を含
む全体の活動デザインを行う際には、議論などの従来の方法では不十分だということも
示された。そこで着目したのが Duke（1974, 中村, 市川訳 2001）のゲーミング・シ
ミュレーションであり、これにより歴史的類推特有の課題である②と③を克服すること
ができると考えられた。さらに、より具体的な学習方法のフレームワークを得るために
ゲームデザインを考察した結果、ツールがゲーム・ルールを成立させ、ゲーム・ルール
が歴史的類推における重要な学習プロセスを経験させるという一連の連動した構造を
デザインすることが必要だということも導かれた。また、類推、転移研究における学習
効果に沿って歴史的類推における効果を考察した場合、2つの側面があることも導かれ
た。1つは、ある問題もしくは変化を引き起こした原因の側面である。我々が現代の社
会的変化の原因を考える場合、その原因についていくつかは認識できるだろうが、その
認識よりも多面的もしくは長期的に分析できている類似した変化パターンを持つ歴史
が存在する場合、その原因の差分を埋めることによって類推の効果が発揮されるのであ
る。もう 1つは、ある社会的行動もしくは政策が取られた場合の未来の状態である。歴
史における変化の因果関係の途中の段階を現代と対応させた場合、歴史はある社会的行
動が取られた先の因果関係がわかる一方、現代の場合は未来の因果関係になるため、両
者の間に必然的な差分が生まれる。そのため、この点においても歴史的知識の類推の効
果が発揮されるのである。前者は現代における過去の原因構造の分析を扱う写像の側面
を持つ一方で、後者は現代における未来の解決策の生成という創発の側面を持つ。その
ため、前者は現代との類似性の高い、かつ複雑な歴史の因果関係を段階的に現代の因果
関係にかえていき、その構造自体を学習するようデザインする必要がある一方、後者は
より多様な歴史上の因果関係と現代の文脈を組み合わせた上で、創発的に色々な政策が
生まれるようデザインする必要がある。以上より、歴史的類推を促すには 2つの異なる
学習方法をデザインする必要があり、その学習方法は具体的な学習プロセス、ルール、
ツールを含むゲームデザインのフレームワークで開発することが妥当だと考えた。 

 そこで 3章では、歴史的類推を現代に応用した際の学習効果のうち、原因分析に焦点
を当て、歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する力を育成するための学習方
法をデザインした。具体的には、因果関係を可視化するコンセプトマップ、歴史の各要



 159 

素をパッケージ化したカードと、現代の各要素をパッケージ化したカード、さらに異な
る観点を持つ学習者を含むツールを準備した。次に、それらを用いて歴史上の原因・問
題・解決法・結果の因果関係の構築、歴史の各要素と現代の各要素の類似性の検討と類
似性の相互確認、現代の原因と問題の因果関係の把握、現代の原因分析と解決法の生成、
最後にリフレクションをさせるゲーム・ルールをデザインした。そして、それらのツー
ルとゲーム・ルールを連動させることで、［1］歴史の個別事象の理解、［2］歴史の因果
関係の理解、［3］歴史の原因と問題に対応する現代の事象の考察、[4]現代の原因と問
題の因果関係の構築、[5]現代の解決法と結果の因果関係の構築、という段階的な学習
プロセスを促した。以上の学習方法の効果を測定するため、高校生を対象に評価を行っ
た結果、「歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける力」と「現代の問題の
因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析する力」を育成させることに効果的であ
ることが実証された。図 5-1は、歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する力
を育成する学習プロセス、ルール、ツールをまとめたものである。ただし、ツールに関
してはやや抽象的な表現に変えている。 

 4章では、歴史的類推を現代に応用した際の学習効果のうち、解決法の生成に焦点を
当て、世界史における多様な人物が関与した歴史的事象を現代の日本の経済を活性化さ
せる政策の生成に応用する力を育成する学習方法をデザインした。具体的には、歴史上
の問題解決をパッケージ化したカードと、現代の要素を想起させる素材、異なる現代を
知っている学習者を含むツールを準備した。次に、それらを用いた歴史的事象の説明、
現代の日本の都道府県の特色を活かした政策の説明、相手チームによるその政策の問題
点の指摘と改善策の説明、それらを繰り返して政治・経済・文化・社会の 4カテゴリー
の歴史的事象を現代の政策に変容させるというゲーム・ルールをデザインした。そして、
それらのツールとゲーム・ルールを連動させることで、[1]歴史の個別事象の理解、[2]

現代の文脈に沿った政策への変更、[3]歴史と現代の文脈的差異の表出化、[4]より現代
の文脈に沿った政策への変更、[5]多様な類推経験という段階的な学習プロセスを促し
た。以上の学習方法の効果を測定するため、高校生を対象に評価を行った結果、歴史上
の政策を類推のベースにして、現代の問題の解決法を多様に生成できる力を育成させら
れることが実証された。図 5-2は、歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に応用する
力を育成する学習プロセス、ルール、ツールをまとめたものである。ただし、ツールに
関してはやや抽象的な表現に変えている。 
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図 5-1 歴史の因果関係を現代の問題の原因分析に応用する力を 

育成する学習プロセス、ルール、ツール 

 

 

 
図 5-2 歴史の解決法を現代の問題の解決法生成に応用する力を 

育成する学習プロセス、ルール、ツール 
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5.2 総合考察 

 本研究では歴史的類推の効果とそれを促す方法論の観点から 2 つの別の学習方法を
デザインしてきた。1つは、現代から見て過去の部分を扱っており、現代の社会的変化
を多面的もしくは長期的に分析できている類似した変化パターンを持つ歴史を類推の
ベースにすることで、現代の原因分析の差分を埋めるという学習方法である。もう 1

つは、現代から見て未来の部分を扱っており、ある問題に対して多様な解決法を行って
きた歴史の因果関係を類推のベースにすることで、現代の解決法生成の選択肢を増やす
という学習方法である。 

 しかし、本論文のリサーチ・クエスチョン「歴史的類推を現代の問題解決に応用する
力を育成する学習方法はどのようなものか」に答えようとするならば、これら 2つの学
習方法は統合される形で提示されなければならない。そこで以降ではこの統合に関する
総合考察を行う。なお、統合はゲームデザインのフレームワークに沿い、育成能力、学
習プロセス、学習方法（ルールとツール）のそれぞれで進めていく。その際、能力と学
習プロセスの統合については、まず両者の概要を示した後、共通点と相違点を考察して
重複している要素とそうでない要素を明確にした上でモデルを組み上げていく。また、
統合の過程で盲点になっている部分があれば詳細な検討を行い、モデルに追加していく。
そして、学習方法の統合の際は、上記の学習プロセスのモデルを前提にして特徴的な段
階ごとにどのような学習方法が効果的かを考察していく。 

 なお、通常は育成能力を先に定義した上で学習プロセスをデザインするべきではある
ものの、1章と 2章でも述べたように歴史的類推を現代の問題解決に応用する力につい
ては未知な部分が多いため、はじめに学習プロセスを統合し、その後に育成能力の統合
をし、最後に学習方法の統合を行うという順番で進めていく。 

 

5.2.1 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習プロセス 

各学習プロセスの概要 

 現代から見て過去に該当する部分の因果関係の場合は、すでに起こっているものを対
象にするため、因果構造の同型性に着目した上で長期的で多面的な原因のズレを利用し
て歴史的類推を進める必要がある。そのため、①歴史の個別事象の理解、②歴史の因果
関係の理解、③歴史の原因と問題に対応する現代の事象の考察というミクロなサイクル
を繰り返し、④現代の原因と問題の因果関係の構築、⑤現代の解決法と結果の因果関係
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の構築というマクロなゴールにつなげる学習プロセスになっている。 

 一方、現代から見て未来に該当する部分の因果関係の場合は、これから起こることを
対象にしているため、観点の違いにおけるズレを利用し、文脈的な要素を随時足してい
くという形で歴史的類推を進める必要がある。そのため、①歴史の個別事象の理解、②
現代の文脈に沿った政策への変更、③歴史と現代の文脈的差異の表出化、④より現代の
文脈に沿った政策への変更というミクロなサイクルを繰り返し、⑤多様な類推経験とい
うマクロなゴールにつなげる学習プロセスになっている。 

 

両学習プロセスの共通点 

 両者を比較して共通点を考察した際、まず目につくのは歴史の個別事象の理解と歴史
の因果関係の理解から始まっていることである、また、歴史的類推を行った後に他者に
よる妥当性の判断が含まれていることも共通している。これらは 2章で言及したように、
歴史的類推を行う際に重視していたことであり、その点では当然といえることでもある。
重要な共通点はこの先である。 

 1つ目の重要な共通点は、どちらも歴史的類推のミクロなサイクルを通して現代の問
題解決に対する新しい観点を 1つ取得しているということである。現代から見て過去に
該当する部分の因果関係の場合、この観点とは現代の社会的な問題に対する原因の観点
であり、現代から見て未来に該当する部分の因果関係の場合、この観点とは現代の社会
的な問題に対する解決法の観点である。ミクロなサイクルではどちらもこの観点を 1

つずつ増やす活動を行っているため、「歴史的類推を通して現代の問題解決に対する新
しい観点を 1つ取得する」という行為において両者は共通しているといえる。 

 2つ目の重要な共通点は、ミクロなサイクルでは最初に個人的な世界から歴史的類推
が始まり、その後に社会的な世界にシフトされている点である。ここでの個人的な世界
とは、認知的と言い換えても差し支えない。原因分析の場合は原因となる要素が多いた
め、まずは個々の要素の類似性を認知的に考え、それを繰り返すことによって社会的な
因果関係を構築している点で、この解釈は正しい。一方、解決法生成の場合も段階的に
現代の文脈に沿ったものに変容していることから、徐々に社会的世界にシフトしている。
つまり、原因分析においても解決法生成においても、歴史的類推を行う際は個人的な世
界から徐々に社会的な世界の因果関係というメタなレベルに上がっていくのだといえ
る。 
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 3つ目の重要な共通点は、学習者同士が全体の歴史的類推を補完し合っているという
ことである。これは一見すると、他者による妥当性判断と矛盾しているように見えるが、
現代の因果関係を構築していくというマクロな段階で見ると、原因分析の場合は原因の
置き換えを共に進めているといえ、解決法生成の場合は文脈的な用語を足し合っている
ことがわかる。 

 以上をまとめると、両学習プロセスの共通点は以下の 5つにまとめられる。 

①歴史の理解から始まる 

②他者の確認が行われる 

③学習者同士で歴史的類推を補完し合う 

④個人的な世界から社会的な世界にシフトしていく 

⑤歴史的類推のミクロなサイクルを通して現代に対する新しい観点を 1つ取得する 

 

両学習プロセスの相違点 

 両者の学習プロセスの相違点としては、まず獲得する新しい観点が原因にあるか、解
決法にあるかという内容的な違いが挙げられる。これは当然の違いといえるが、重要な
相違点はこの先である。 

 その重要な相違点とは、歴史的類推の妥当性を判断する際、原因分析の際は構造的な
妥当性を重視しているのに対し、解決法生成の際は文脈的な妥当性を重視しているとい
う点である。これは、原因分析の際は 1つの歴史的事象を現代の事象に置き換えるだけ
でなく、多面的な因果関係における位置づけを考慮しなければいけないためである。さ
らに構成されていく現代の原因も現在から見ればすでに起きたことなので、より構造的
な妥当性に注目が集まるのである。一方、解決法生成の際は 1つの歴史の因果関係を置
き換える必要があるが、現在から見て未来の部分を生成していくことになるため、構造
的な判断を行うことが難しい。そのため妥当性に関しては、より現在から未来にかけて
その因果関係が起こりそうかという文脈性に注目が集まるのである。 

 以上をまとめると、両学習プロセスの相違点は以下の 2つにまとめられる。 

①獲得する新しい観点が原因にあるか解決法にあるか 

②妥当性の判断が構造的なものか文脈的なものか 

 

 以上の学習プロセスの共通点と相違点の考察を考慮し、原因分析と解決法生成の学習
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プロセスを単純統合したモデル図が図 5-3である。図 5-3ではどちらの学習プロセスも
新しい観点を 1 つずつ生成していくミクロなサイクルの形態を取っている点で共通し
ている。また、サイクル内の学習プロセスでは、どちらもまず歴史的事象から始まり, 

個人的な世界において現代的事象に置き換えている。その後、どちらも妥当性の判断が
行われているが、原因分析はより構造的な妥当性を指向する傾向にあり、解決法生成は
より文脈的妥当性を指向する傾向にある。そして、最後に現代の社会的な因果関係に還
元されていくというプロセスを経ている。 

 

 

図 5-3 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を 

育成する学習プロセスの単純統合 
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 このように見ると、図 5-3 のように横軸に「個人／社会」、縦軸に「構造／文脈」と
いう座標を設けることができ、区分けされた 4 つの領域（個人×構造、社会×構造、個
人×文脈、社会×文脈）があることが示される。 

 では次に両者の接続部分、すなわち図 5-3の中央の黒囲みになっている部分について
の考察を行おう。まず、このモデル図では、歴史の因果関係が多面的であればその数だ
け現代の原因分析のサイクルを回すことができ、歴史の因果関係が多観点であればその
数だけ現代の解決法生成のサイクルを回すことができる。つまり、歴史の因果関係と現
代の因果関係のズレを判断することによって、原因分析と解決法生成それぞれのサイク
ルを回す回数が決まってくることになる。そして、1回サイクルを回すごとにズレが 1

つ減ることを考えると、最終的には最初に歴史が持っていた現代にはない多面的な原因
と多様な解決法が生成されつくした段階でこれらのサイクルは止まることになる。 

 問題は、歴史の因果関係の原因の観点が増え続け、同様に解決法の観点も増え続けた
場合、それをどのように統合し、1つの問題解決ストーリーとして処理しているのかで
ある。本研究では原因分析と解決法生成の 2つに焦点を当ててきたため、この両者を結
ぶ部分についてはどうしても焦点が当たりにくい傾向にあったが、歴史的類推において
この最後の統合部分は非常に重要な部分なので詳しく考察していこう。 

 一見すると多面的な原因と多様な解決法の整合性を取りつつ、一貫した現代社会の因
果的な問題解決ストーリーを作成することは困難なように見える。しかし、2つの実証
研究からも明らかなように、高校生達は確かに歴史的類推を実践し、一貫した現代社会
の因果的な問題解決ストーリーを作成していたのである。そこでまずは 3章と 4章で歴
史的類推を一貫させる活動に関わっていたものを再度参照しよう。 

 3章では、一貫した歴史的類推を実現させるために自分達で置き換えた現代社会の問
題の原因を説明しつつ、最後にその解決法を述べさせるという方法を取ることによって、
より一貫した因果関係の構築を促そうとしていた。また、評価の際に現代社会の問題の
原因分析とその問題を克服する解決法の論述を書かせていたが、プレポストで比較する
とおよそ半数が自身の問題解決の大筋を変えず、およそ半数が今回の実践を通して考え
方を変えていた。さらに、解決法に関しては産業革命期の団結法ではなく、今回提示し
た多面的な原因のうち 1つに焦点を当て、それに対応する解決法を独自に作成している
ことも示されていた。 

 一方 4章では、一貫した歴史的類推を実現させるためにチーム間で問題点を指摘し合
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い、より現代の文脈に沿った歴史的類推を行わせるという方法を取ることによって、よ
り一貫した因果関係の構築を促そうとしていた。また、評価の結果、彼らが一貫した因
果関係の構築を行うには、彼らの既有知識が多くてなじみ深い現代のテーマを思いつけ
るかが鍵になっていることがわかった。さらに追加調査の結果からも、彼らはまずテー
マと単語の類似性を検討した上で、因果構造に着目する傾向にあるとわかった。 

 これらの点に着目して考察すると、歴史的類推を行いつつ、一貫した現代の問題解決
ストーリーを作成する際の重要な要素がいくつか浮かび上がってくる。 

 1つ目の要素は、選択である。実際、原因分析でも解決法生成でも、全ての歴史の要
因を全て現代の要因に置き換え、整合性を保ったまま因果関係を構築している例は極め
て少ない。また、現代の文脈も非常に複雑で多様なため、全てを盛り込むと因果関係が
破綻してしまう。それに対し、要素の選択によって範囲を限定化することで、一貫した
現代の問題解決ストーリーを作成しているのだと考えられる。実はこのような「選択」
は、1章でも触れたように歴史家が歴史上の因果関係を構築する際にも行っていること
である。実際、歴史家もある歴史上の因果関係を考える場合、どの原因に重点を置くか
という選択方法は多様であり、その選択は各人の価値観に依存している（小林, 2013）。
歴史や歴史的類推のような極めて要素が多い対象を扱う場合は、良くも悪くも個々人の
選択によって整合性の取れる範囲が作られるのである。 

 2つ目の要素は、因果的思考である。2つの実証研究ではどちらもあらかじめコンセ
プトマップや因果的な文章などを準備していたが、これらによって因果的思考が促され
るからこそ、散文的にならずに問題解決ストーリーを作れていたのだといえる。この因
果的思考は所与のものと考えられがちであるが、Drie & Boxtel（2008）も指摘してい
るように歴史的思考を行う際の重要なメタ概念であり、歴史的類推においても重要な要
素になっているといえる。 

 3つ目の要素は、歴史的類推からの逸脱である。3章の解決法の論述テストを見ると、
産業革命期の解決法をそのまま採用していた生徒は少なく、逆に歴史的類推から得た 1

つの原因に対応する独自な解決法を書いている生徒が多かった。また、解決法生成にお
いても、より現代の文脈に沿った政策への変容を行う中で、当初の因果関係からやや逸
脱していく現象が見られた。このように、歴史的類推は歴史上の因果関係を忠実に写像
するわけではなく、一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成するにつれ
て徐々に逸脱していくといえる。なお、この逸脱は、歴史的類推を根本的に否定するも
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のではなく、あくまで原因分析と解決法生成のミクロなサイクルを経た最後の手段とし
て出てくる点に注意すべきである。つまり、学習者自身が歴史的類推を経て逸脱するこ
とが重要なのである。 

 以上をまとめると、図 5-3における中央部分、すなわち歴史的類推から獲得した多面
的な原因と多様な解決法の整合性を取りつつ、一貫した現代社会の因果的な問題解決ス
トーリーを作成する学習プロセスには、「選択」、「因果的思考」、「歴史的類推からの逸
脱」の 3つが存在するといえる。なお、この学習プロセスが学習者個人からスタートす
るものではあるが、3章や 4章の例を見るとやはりグループの中で他の学習者が逸脱を
したり、因果的思考から外れた場合は指摘したりしている例も多くみられるため、この
能力もグループ単位での能力といえるだろう。 

 「選択」、「因果的思考」、「歴史的類推からの逸脱」3つの要素と「歴史的類推から生
まれた多面的な原因の観点」、「歴史的類推から生まれた多様な解決法の観点」の関係性
を表現したモデルが図 5-4である。まず、左側は図 5-4のミクロなサイクルから生まれ
た「歴史的類推から生まれた多面的な原因の観点」と「歴史的類推から生まれた多様な
解決法の観点」の中から「選択」された 1つを意味している。次に右側は、一貫性を担
保するために行う「歴史的類推からの逸脱」に該当する現代の原因と解決法である。ま 

 

 
図 5-4 一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成する 

プロセスのモデル図 
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た、これら 4つの要素はお互いを結ぶ直線によって関連の仕方を示すことになるが、最
終的には必ず上下が接続することになる。これにより「因果的思考」を表現している。 
 このモデル図に沿って一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーの作成パタ
ーンを考えると、以下のように 4つのパターンに大別できる。 

（A）原因（歴史的類推）̶解決法（歴史的類推）：図 5-5の左上 

（B）原因（個人的発想）̶解決法（個人的発想）：図 5-5の右上 

（C）原因（歴史的類推）̶解決法（個人的発想）：図 5-5の左下 

（D）原因（個人的発想）̶解決法（歴史的類推）：図 5-5の右下 

 

 

図 5-5 4 つの一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーの作成パターン 
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 図 5-5：左上の「原因（歴史的類推）̶解決法（歴史的類推）」は、歴史的類推から
生成した原因と解決法のうち、両者が因果的につながるものを選択した場合に生じるパ
ターンである。例えば、3章の内容で示すと、労働問題の原因と労働法の制定がそのま
ま現代の文脈で置き換えられているパターンがこれに該当する。また、4章のプロトコ
ル例で示すと、ローズ＝ヴェルトのニューディール政策における原因と解決法を、東北
震災後の現代に置き換えられているパターンが該当する。これは最も幸運な歴史的類推
のパターンであるといえる。 

 一方、図 5-5：右上の「原因（個人的発想）̶解決法（個人的発想）」は、歴史的類
推を全く用いていないパターンであり、これは歴史的類推が全く機能していないか、歴
史を考慮せずに個人の発想のみで考えているものである。数は少ないが、例えば 3章の
プレの論述テストでこのような問題解決ストーリーを書いていた生徒もいた。本研究で
はこの個人的発想による問題解決の限界を超える手段として歴史的類推を用いている
ため、このパターンは望ましくないものといえる。 

 そして、興味深いのは図 5-5：左下と図 5-5：右下である。歴史的類推は完全に成立
するか否か、すなわち「原因（歴史的類推）̶解決法（歴史的類推）」になるか、「原因
（個人的発想）̶解決法（個人的発想）」になるかの 2 分法で捉えられがちだが、先述
したように 2 つの実証研究では「原因（歴史的類推）̶解決法（歴史的類推）」がきれ
いに成立しない場合においても、歴史的類推を意識しながら一貫した現代社会の因果的
な問題解決ストーリーを作成している例が多く見られた。つまり、歴史的類推が完全に
成功するか否かではなく、「逸脱」しながらも成立しているパターンがあるのである。 

 そのうちの 1 つが、図 5-5：左下の「原因（歴史的類推）̶解決法（個人的発想）」
である。これは、歴史的類推から生まれた現代の原因と歴史的類推から生まれた現代の
解決法の接続を試みた後に、その文脈的な整合性の取れなさを修正するために個人的発
想から生まれた解決法に移行し、それによって一貫した現代社会の因果的な問題解決ス
トーリーを作成しているパターンである。このパターンは、3章の論述テストの結果で
示されたように特定の原因を解決するための方法として個人的発想から生まれた解決
法を探すという左上から右下の直線を引くものと、歴史的類推から生まれた解決法を個
人的発想の方に微修正していくという左の縦直線を引いた後に下の直線を引くものの
2つが考えられる。 

 もう 1つが、図 5-5：右下の「原因（個人的発想）̶解決法（歴史的類推）」である。
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これは、歴史的類推から生まれた現代の原因と歴史的類推から生まれた現代の解決法の
接続を試みた後に、その文脈的な整合性の取れなさを修正するために個人的発想から生
まれた原因に移行し、それによって一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを
作成しているパターンである。このパターンは、特定の解決法に対応する原因を設定す
るために個人的発想から生み出した原因を探すという左下から右上の直線を引くもの
と、歴史的類推から生まれた原因を個人的発想の方に微修正していくという左の縦直線
後に上の直線を経るプロセスの 2つが考えられる。 

 以上を踏まえ、歴史的類推におけるミクロな学習サイクルとマクロな学習プロセスを
統合した学習プロセスが図 5-6である。この図では、ミクロな学習プロセスは多面的な
歴史の原因や多様な歴史の解決法を、個人の世界から妥当性判断を経て現代の社会の世
界へ類推させていくというサイクルとなっている。また、マクロな学習プロセスは歴史
的類推から生成された原因と解決法の新しい観点を増やしつつ、一貫した現代社会の因
果的な問題解決ストーリーの作成するために、個人的発想から生まれた原因と解決法も
含めた上で、時に逸脱しつつ因果的にまとめるというプロセスが含まれている。 

 

5.2.2 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力とは 

 では次にこの統合された学習プロセスのモデル図をもとに、歴史的類推を現代の問題
解決に応用する力とは何かについて総合的な考察を行う。 

 

各能力の概要 

 原因分析に焦点を当てた 3 章の実証研究では、「歴史的な事象から同じ性質の現代の
事象を結びつける力」と「現代の問題の因果関係を歴史的問題の因果関係を参考に分析
する力」と「因果関係を考慮して未来の解決方法を提示できる力」の 3つを操作的に定
義した。一方、解決法生成に焦点を当てた 4 章の研究では、「現代の問題の解決法を多
様に生成できる力」を操作的に定義した。 

 

両能力の共通点 

 両者の能力の共通点を考察すると、歴史的事象を現代的事象に置き換える力が共通し
ているといえる。実際、3章では歴史的な事象から同じ性質の現代の事象を結びつける
力が向上しており、4章でもより現代の文脈に沿った政策の変容を話せていることから、 
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図 5-6 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を 

育成する学習プロセスの統合モデル 
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どちらもこの能力は共通しているといえる。 

 

両能力の相違点 

 両者の能力の相違点として、歴史と現代のズレの部分と関連する能力がある。すなわ
ち、原因分析の場合はより長期的な因果関係を分析する力、解決法生成の場合はより多
様な政策を生成できる力である。 

 

 学習プロセスから逆に考えると、これに加えて両者をつなぐ能力もあると考えるのは
自然だろう。しかし、一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成している
場合、学習者にはどのような能力が必要といえるのかについては総合考察で見えてきた
能力であるため、ここでもう少し掘り下げて分析していこう。 

 先に結論を述べてしまうと、一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成
する力とは、「未来からのアブダクションを行う力」、換言すれば「未来史を作る力」と
いえる。通常、推論には帰納、演繹に加え、起こった現象を最も良く説明できる仮説を
形成する推論であるアブダクションの 3つがあるといわれている。アブダクション自体
は自然科学の仮説形成でも適応されている重要な推論であるが、実際歴史学の推論も
「歴史家は結果を見て原因を考えている」（小林, 2013）と述べられているようにアブ
ダクションであり、歴史的思考力の特徴ともいえる。 

 さてここで問題になるのが、歴史的類推はアブダクションなのかということである。
アブダクションは「すでに起こったこと」、すなわち過去のことをうまく説明するアプ
ローチであるため、歴史的類推のうち現代の原因分析についてはまさにアブダクション
の推論をしていると解釈できる。しかし、問題は未来に向けた解決法生成の場合である。
この場合、未来の事象はまだ起こっていないためにアブダクションは使えないが、歴史
的類推の場合、類推のベースとして未来に起きる可能性のありそうな歴史上の因果関係
を用いているため、実際に起こるかは別にして、未来に起こったと仮定した上でアブダ
クション、すなわち仮説を形成することが可能になっているといえる。換言すると、図
5-7のように本来現在から未来にかけて結果がわからない部分になるとアブダクション
は使えないが、歴史的類推は未来の状況を部分的に可視化する効果があるため、現在か
ら未来にかけての結果がうっすらと見えている状態になるのである。これは、帰納法的
に未来を予測する方法でも、演繹的に未来を予測する方法でもなく、歴史的類推によっ 
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図 5-7 歴史的類推を用いた未来からのアブダクション 

 

て未来の事象を仮想的に「起こった出来事」として扱えることにより、未来から直近の
過去を含む現在までの因果関係を最も良く説明できる仮説を考えることができるので
ある。これは特に解決法生成の際に出現しやすいといえる。 

 そして、この能力を構成する要素として必要なものが、「選択」、「因果的思考」、「歴
史的類推からの逸脱」という一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成す
る学習プロセスにおける要素なのである。すなわち、個人の選択により仮説可能な範囲
に限定し、因果的思考によって仮説を作り、歴史的類推からの逸脱を用いて最もうまく
説明できるようにするのである。図 5-5の一貫した現代社会の因果的な問題解決ストー
リーの作成パターンのうち、「原因（歴史的類推）̶ 解決法（個人的発想）」と「原因（個
人的発想）̶解決法（歴史的類推）」のパターンはまさにこれを実践している例といえ
る。なお、このような未来からのアブダクションを行える歴史的類推は、先に説明した
ように歴史を作る最もコアで暗黙的な能力と近いといえるが、歴史上の史料という根拠
に現在の状況も含まれるということと、結果が不完全にしか見えないという決定的な違
いがあることも明記しておく。 

 以上より、「歴史的類推を現代に応用する力」は「歴史上の事象を現代の事象に置き
換え、現代の問題に対する多面的な原因を分析し、現代の問題に対する多様な解決法を
生成し、未来からのアブダクションを行う認知的な能力」だといえる。 

 ただし、これらの能力育成の大きな要因として、グループ内の相互作用がある。これ
は、2章の研究の視座で言及したように、歴史的類推のターゲットである現代社会の問
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題解決は個人で全てを想起して俯瞰的に構築していけるものではないため、他者の観点
や既有知識を取り入れることが必要になってくるからである。実際、3章では相手チー
ムの行動を封殺するグループよりもお互いの意見交換が円滑に進むようにゲームを進
めているグループの方が学習経験をより多く行えることができ、グループ全体での学習
効果が高まっている。4章においても、相手チームが現代の文脈に沿った政策への変容
を重ねて行うことで、片方のチームだけでは不足していた現代の文脈的要素が補充され、
より妥当性の高い問題解決ストーリーができているのである。また、歴史的類推は個々
人の選択によって一貫したストーリーを作ることができるため、相互評価が入らない状
態を避けるためにはどうしても他者による妥当性判断を経る必要が出てくる。すなわち、
対立的でありながら協同的な対話を遂行する能力も必要になってくるのである。これは、
3章では他者への反論に該当するもので、4章では歴史と現代の文脈的差異の言及に該
当するものであり、歴史的事象を現代的事象に置き換える際においても、一貫した現代
社会の因果的な問題解決ストーリーを作成する際においても、他者からの批判を受け入
れるグループの相互作用があることによって歴史的類推の質が高まるといえるのであ
る。 

 以上より、「歴史的類推を現代に応用する力」には表 5-1 のようにミクロな側面とし
て「歴史上の事象を現代の事象に置き換える力」があり、マクロな側面として「現代の
問題に対する多面的な原因を分析する力」と「現代の問題に対する多様な解決法を生成
する力」があり、統合する際の側面として「未来からのアブダクションを行う力」があ
る。また、「歴史的類推を現代に応用する力」を育成するための要因として、グループ
内の相互作用として不足している現代の既有知識を補完し合ったり、構造的、文脈的な
妥当性を判断し合ったりするという相互作用的な側面も重要であることも留意すべき
点である。 

 

表 5-1 歴史的類推を現代に応用する力の全体図 

ミクロ ・歴史上の事象を現代の事象に置き換える力 

マクロ ・現代の問題に対する多面的な原因を分析する力 

・現代の問題に対する多様な解決法を生成する力 

統合 ・未来からのアブダクションを行う力 
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5.2.3 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する学習方法 

 以上の歴史的類推を現代の問題解決に応用する力の全体図と、統合された 2つの実証
研究の学習プロセスのモデル図をもとに、各段階でどのような学習方法が効果的かをま
とめたものが図 5-8である。原因分析のサイクルと解決法生成のサイクルは基本的に類
似する構造になっているため、学習方法の手順としては大きく 4つの手順に集約できる。
ただし、学習プロセスに沿った学習方法を提案する前に、事前に準備しないといけない
こともあるため、その内容もここで提示しておく。 

 

（0）準備 

 これは歴史的類推を現代に応用する力を育成するために必要な準備段階にあたる部
分である。まずはコンテンツの選定である。具体的には、現代の社会的な問題と社会的
な問題に関する歴史を複数収集し、因果関係の構造が現代と類似している原因分析に使
えそうな長期的かつ多面的な歴史と、解決法の観点が現代と大きく異なっていて解決法
生成に使えそうな歴史を複数選ぶ必要がある。 

 次はツールの準備である。原因分析のために歴史の因果関係をコンセプトマップの形
で可視化した上でカードを用いて歴史の各要素をパッケージ化したり、解決法生成のた
めにカード等を用いて歴史の解決法の因果関係の各要素をパッケージ化したり必要が
ある。最後に、現代の文脈を想起させるような素材、例えば地図や新聞などを用意した
り、複雑な因果関係の場合はこちらで現代の要素もパッケージ化したりする必要がある。 
 以上のようにコンテンツとツールの準備ができたら、4 人グループを作り、2 人対 2

人のチームを作らせ、続くルールが機能するようにさせる必要がある。以上で準備は終
わりである。この後に関しては原因分析から始めても解決法生成から始めても良いが、
いずれの場合も（1）歴史的事象の現代化を促す学習方法→（2）妥当性の判断を促す学
習方法→（3）現代の因果関係の構築を促す学習方法という順番で学習させていく必要
がある。 
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図 5-8 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を 

育成する学習方法の全体モデル 

 

（1）歴史的事象の現代化を促す学習方法 

 これは「歴史上の事象を現代の事象に置き換える力」の育成を担っている部分であり、
学習プロセスの最初の部分である。モデル図の全体の位置づけを見てもわかるようにこ
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の段階は個人の認知領域であり、構造的な部分に重きを置くか、文脈的な部分に重きを
置くかという違いはあるものの、どちらも歴史と現代を具体的に認識した状態で比較さ
せ、類似性を発見させることが重要である。 

 そのため、ゲーム・ルールとしては、歴史と現代の類似性を具体的に説明させること
が効果的である。その際ツールとしては、パッケージ化された因果的な歴史と現代の想
起素材が効果的である。ただし、原因分析のように全体の整合性が必要な場合は、事前
にパッケージ化された現代を準備しておく方が望ましい。また 3 章で示されたように、
相手にこの活動を行わせない阻害的なゲーム方略を取るとグループ全体の学習効果が
下がる傾向にあるため、学習機会を均等にするために繰り返しゲームを行わせたり、リ
フレクションを長めに取らせたりすることが有効と考えられる。 

 

（2）妥当性の判断を促す学習方法 

 これは不足している現代の既有知識を補完し合ったり、構造的、文脈的な妥当性を判
断し合ったりする段階を担っている部分であり、学習プロセスの 2 番目の部分である。
モデル図の全体の位置づけを見てもわかるようにこの段階は個人から社会へ移行する
領域であり、構造的な妥当性に重きを置くか、文脈的な妥当性に重きを置くかという違
いはあるものの、どちらも他の学習者に介入させることが重要である。 

 そのため、ゲーム・ルールとしては、他の学習者が反論できるルールを設けることが
効果的である。その際ツールとしては、他の観点を持つ学習者が効果的である。ただし、
原因分析でも解決法生成でもそうであったように、対立的に反論させるだけでなく先に
既有知識を共有したり、改善案も同時に出させる構造にしたり、ゲーム後にグループ全
体でリフレクションさせたりと、相互補完的に類推を進めさせる方がより学習効果が高
まると考えられる。 

 

（3）現代の因果関係の構築を促す学習方法 

 これは、「現代の問題に対する多面的な原因を分析する力」もしくは「現代の問題に
対する多様な解決法を生成する力」の育成を担っている部分であり、学習プロセスの 3

番目の部分である。モデル図の全体の位置づけを見てもわかるようにこの段階は個人か
ら社会へ移行する領域であり、多面的な因果関係に重きを置くか、多様な因果関係に重
きを置くかという違いはあるものの、どちらも歴史の因果関係と構築した現代の因果関
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係の差分を認識させることが重要である。 

 そのため、ゲーム・ルールとしては、歴史と現代の差分がなくなるまで繰り返し行わ
せるというゲームのゴールを設定することが重要になる。その際ツールとしては、歴史
と現代の差分の可視化ツールが効果的である。例えば、原因分析のように歴史の多面性
に注目させたい場合はコンセプトマップがこれに該当する。一方、解決法生成のように
歴史の多様性に注目させたい場合は、カテゴリーマップがこれに該当する。いずれにせ
よ、ミクロなサイクルが終わるたびにマクロなサイクルに着目させ、具体的に残りどれ
だけの差分があるかを認識させることが重要である。 

 

（4）一貫した現代社会の問題解決ストーリーの作成を促す学習方法 

 これは、「未来からのアブダクションを行う力」の育成を担っている部分であり、学
習プロセス全体を通して最後にあたる部分である。モデル図の全体の位置づけを見ても
わかるように、ここでは歴史的類推の特徴である社会的な観点を利用しつつ、範囲の限
定と逸脱を用いることで一貫した因果的な問題解決ストーリーを作らせることが重要
である。 

 そのため、ゲーム・ルールとしては、問題解決ストーリーを相手に説明させることが
効果的である。これはシンプルなルールであるが、非常に重要な副作用を多く生む。
Bruner（2002 岡本他訳 2007）は論理的思考とは別の思考としてナラティブな思考を
挙げているが、その中でストーリーメイキングには「視点」と「意図」が含まれること
を指摘している。一貫した現代社会の因果的な問題解決ストーリーを作成するには、ま
さにこの視点と意図が必要なのであり、ストーリーを語らせることにより、一時的に整
合性を保てる範囲に限定させ、場合によっては逸脱を生じさせるようにできるのである。
さらに相手に説明するという行為は、相手からの介入を許すという行為であり、妥当性
判断や文脈的な用語の追加などの副作用が生まれやすいといえる。その際ツールとして
は、因果関係の可視化ツールと現代の想起素材と他の観点を持つ学習者が効果的である。
例えば、3章のコンセプトマップや 4章のカード内の文章構成などは因果的な構造を可
視化するツールになっており、「未来からのアブダクション」を促進させているといえ
る。一方で、歴史的類推のみでストーリーが作れない場合は、個人の視点から原因か解
決法を生み出すツールやそのストーリーに関与させる他の観点を持つ学習者が効果的
に作用すると考えられる。 
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 以上が本論文のリサーチ・クエスチョンである歴史的類推を現代の問題解決に応用す
る力が育成する学習方法はどのようなものか、に対する結論である。簡潔にまとめると、
まず歴史的類推を通して現代の問題の新しい原因を取得するか、新しい解決法を取得す
るかを決める。いずれの場合もパッケージ化された歴史と想起された現代の要素を用い
て相手に類似性を説明することで歴史的事象を現代化させる。次に、原因分析の場合は
構造的な妥当性で、解決法生成の場合は文脈的な妥当性で異なる学習者に反論させるこ
とで、歴史的類推が相互評価されるようにする。その後、歴史と現代の残りのズレが可
視化されるツールを用いて徐々に現代の因果関係を構築させる。そしてこれを繰り返す
ことで、歴史的類推から生まれた原因と解決法を増やしていく。最後に、それらの原因
と解決法を用いて因果的な問題解決ストーリーを作らせ、異なる学習者を説得させる。
これらの一連の学習方法を行うことで、歴史的類推を現代の問題解決に応用する力が育
成されるのである。 

 

5.3 歴史教育との接続 

 では、このような歴史的類推を現代社会の問題解決に応用する力を育成する学習方法
の統合モデルは、既存の歴史教育とどう接続しうるのかを考察する。 

 まずは実際に例を挙げて、この学習方法とモデル図がどう機能するかを確認していき
たい。ここでは、現代社会の問題として不景気を例にとって考えてみる。例えば、不景
気に関する歴史上の因果関係としては、ルイ 14世の行った政策が挙げられる。彼は財
政難を打破するために重税を課すと同時にナントの勅令を廃止することで個人の信仰
の自由をなくしてしまい、その結果、商工業者と知識人であるユグノーが国外に逃亡し
てしまい、商工業は発展しなくなり、ますます財政難になってしまった。この場合、歴
史の持つ多面性としては、重税政策→商工業者の国外逃亡と、個人の信仰の制限→知識
人の国外流出という 4つの要因があり、それが不景気という社会的な問題につながった
といえる。次に現代の日本の不景気の因果関係と類似していると考え、例えば「重税政
策」を「所得税や消費税の増加」に、「商工業者の国外逃亡」を「企業の国外逃亡」に、
「個人の信仰の制限」を「海外の文化の取り入れ制限」に、「知識人の国外流出」を「専
門的・創造的知識を持つ人材の国外流出」に置き換えるとする。なお、高校生にはこれ
らの事象をマッチングさせつつ、相手チームによってその類似性の説明が構造的に妥当
かを判断させることで、妥当性の高い、長期的・多面的な因果関係を構築させていく。
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これらの結果、普段は意識していない現代社会の不景気に関する原因をより長期的・多
面的に分析がすることができるようになる。次に、不景気を解消するための解決法の生
成に当たっては、4章で挙げたように例えばローズ＝ヴェルトの大規模公共事業という
政策を応用して、東北震災後の復興や東京オリンピックに合わせて大規模な公共事業を
実施するという観点を出したり、複数の宗教・言語・思想を持つシチリア王国の学者達
が集まってルネサンスを起こしたという事例を応用して、西洋だけでなくアジア地域や
アラブ地域の学者を誘致して知の化学反応を起こすことで新しい製品やアイデアを生
み出すという観点を出したりすることができる。なお、高校生にはこれらの事象をマッ
チングさせつつ、相手チームによってその類似性の説明が文脈的に妥当かを判断させる
ことで、妥当性の高い解決法にさせる。そして、これを色々な観点の歴史上の政策で繰
り返させることで、普段は意識していない現代社会の不景気に関する解決法をより多様
に生成することができるようになる。 

 そして、グループ単位で歴史的類推を現代社会の問題解決に応用する力を育成できる
かはこのサイクルをできるだけ多く、そして正しくまわせるかにかかっているといえる。
これは 3章で考察したように、片方の学習者のサイクルを妨害する行為するとグループ
内の学習効果が偏って級内相関係数が低くなる一方、何度もこの小サイクルを繰り返す
ことによってグループ内の学習効果が均等に高くなる傾向にあることからも支持され
る。また、4章で示されたように多様な観点を満たしつつ、学習者同士の既有知識を補
い合うことでより文脈的に妥当な政策も生成される。この点においても、このサイクル
を正しく繰り返せるかは重要な側面であるといえる。このように、歴史の事象と現代の
事象のマッチングもしくは現代の要素を想起して現代のものに言い換えていくという
学習経験と、それに対して構造的もしくは文脈的な妥当性を判断するという学習経験を
提供することにより、歴史上の事象を現代の事象に置き換える力と現代の問題に対する
多面的な原因を分析する力と現代の問題に対する多様な解決法を生成する力が育成さ
れていくといえる。 

 そして最後にこれら歴史的類推から生まれた原因と解決法を用い、一貫した現代社会
の因果的な問題解決ストーリーを作成していく。今回の歴史的類推の例で生まれた不景
気の原因には、「所得税や消費税の増加」、「企業の国外逃亡」、「専門的・創造的知識を
持つ人材の国外流出」があった。一方、不景気の解決法としては、「東北震災後の復興
や東京オリンピックに合わせて大規模な公共事業を実施する」や、「西洋だけでなくア
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ジア地域やアラブ地域の学者を誘致して知の化学反応を起こす」ことがあった。この際、
どの組み合わせを用いることが最もうまく筋が通るかを意識し、未来からのアブダクシ
ョンを実施していく。例えば、（A）原因（歴史的類推）̶解決法（歴史的類推）型で
あれば、「専門的・創造的知識を持つ人材の国外流出」という原因に対し、「西洋だけで
なくアジア地域やアラブ地域の学者を誘致して知の化学反応を起こす」という政策が効
果的だと考えられる。ただし、この因果的な問題解決ストーリーが妥当でないと判断さ
れた場合は、他の因果的な問題解決ストーリーも作成可能である。その場合は例えば、
（D）原因（個人）̶解決法（歴史的類推）型であれば、「東北震災後の復興や東京オ
リンピックに合わせて大規模な公共事業を実施する」ことから景気が回復するという未
来の結果をもとに、それに合う原因として現代の労働力の余りと就職難を思いつくこと
ができるだろう。そして、この原因が現代の文脈において妥当であれば、この因果的な
問題解決ストーリーも妥当だと見なされ、収束していくことになる。 

 もう 1つ、4章で開発したカードゲームを使った高校生が実践後に行った独自の歴史
的類推について紹介しよう。彼女の関心事は、当時ニュースで騒がれていた TPP に日
本が参加すべきかどうかという問題であった。彼女はこの議題に対し、当初は参加する
べきであるという強い考えを持っていた。ただし、どのような歴史が参照できるかにつ
いてはわからないということで、私に相談を持ちかけてきた。私は、貿易政策に関する
歴史として、カニングの自由貿易の政策とドイツの関税同盟の政策の 3つを調べてみる
よう薦めた。この 2つを薦めたのは、それぞれが逆方向の貿易政策だからである。彼女
はこれらの政策を比較しつつ歴史的事象を現代的事象に置き換えることで自由貿易が
うまくいった原因分析を始めた。その結果、当時のイギリスは輸出に見合うだけの強力
な製品があったことに気付いたのである。一方で、ドイツの関税同盟ではあまり基盤の
強くない農業を保護できたことも学び、両者の因果関係を複合的に扱うことを始めた。
そこで彼女が考えた現代の原因に関する因果関係では、日本には保護すべき農業がある
もののこれは自由貿易になってもあまりダメージを受けない可能性があること、一方で
自由貿易を進めたとしても今の日本には海外に輸出できる強力な製品がないためうま
くいかないだろうということを歴史的類推の結果、学習したのである。そして、驚いた
ことに、彼女はその後自分自身で新しい歴史の因果関係を導入した。それは、20 世紀
のブロック経済の歴史である。TPP は経済圏を作る政策のため、そこから同じく経済
圏を作ったブロック経済の歴史に着目したのである。その結果、ブロック経済を形成し
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てしまうと自分の経済圏が困窮した際のリスクが高いことと、国家間での摩擦が生じて
戦争が起きやすくなってしまうということを学んでいた。そして、彼女は自由貿易、保
護貿易、ブロック経済の 3つの歴史の観点を取り入れて整合性を保たせ、最終的な判断
として、他国に輸出できる程独自性の高い製品が作れるまでは TPP の参加は保留し、
参加をするとしてもアジアの経済圏にも所属して経済的・軍事的なリスクを下げるべき
だという問題解決ストーリーを作成したのである。この事例の場合、異なる学習者は私
であり、最初は彼女の一面的な判断を中和させるために相反する貿易政策をした歴史を
提示した。これにより、原因分析のサイクルが回り、「他国に輸出できる程の強力な製
品」という多面性を獲得したのである。その後、解決法生成のサイクルに回ってカニン
グの自由貿易が現代の日本の文脈として妥当かを自身で判断した結果、そのような製品
が生まれるまでは保留するという、より現代の状況に合った政策が生成されたといえる。
また、解決法生成のサイクルが一周した後、経済圏という新たな観点を持つ歴史を使う
ことで、より現代の状況に合った政策になったといえる。また、因果的な問題解決スト
ーリーを独自に作っている点も確認できる。おそらくではあるが、彼女はブロック経済
の歴史的類推から経済圏同士が争う未来の結果を推測し、そこから複数の経済圏に属す
るべきだという解決法を考えたり、単に自由貿易か保護貿易かではなく、輸出できる主
要産業が育つまでという逸脱を行いつつ、最も上手に説明できる因果的な問題解決スト
ーリーを作成しているのである。彼女の場合は私と 2人で学習を進めていたため、やや
特異な形式だといえるが、このモデル図は歴史的類推を現代社会の問題解決に応用する
力を育成する方法として、かなりコンパクトにも使える上、応用の効くものだといえる。 
 では次に、既存の歴史教育との接続について検討してみよう。歴史的類推を既存の歴
史教育のカリキュラムという観点で位置づけようとした場合、従来の歴史学習と本研究
が提示する歴史学習はそもそもの歴史観が違っているため、「歴史」という科目のカリ
キュラムだけでは収まらなくなってしまうという極めて難しい問題が発生する。本論文
でも明らかになったように、歴史的類推には現代の知識を習得することも非常に重要な
鍵となる。しかし、歴史のカリキュラムで現代社会を学ぶことは稀であり、教科として
も細分化されているため、従来の歴史教育のカリキュラムにうまく適合しないという問
題が生じる。そこで以下では歴史的類推を歴史教育に位置づけるもう方法を 3つ紹介し
たい。 

 歴史的類推を歴史教育に位置づけるもう 1つ目の方法は、ある程度の歴史の因果関係
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を学習した後に、その因果関係が持つ社会的なテーマを使って現代と関連させ、歴史的
類推を学習させるという方法である。高校の世界史を題材に本教授方法を使った授業試
案を具体的に挙げよう。まず「使用可能な歴史的枠組み」に沿ったテーマの設定だが、
例えば生徒が日常的に感じられるテーマとしては「経済の活性化」が挙げられる。現代
の日本は不景気が続いているため、その原因と解決方法を学ぶことは教育的意義が高い
と考えられる。またこれに対応する歴史上の素材としては、例えば現代の日本とも類似
性が考えられる 1920年代のアメリカの恐慌に関する原因の因果関係が取り上げられる。
また、経済を活性化させた歴史上のある社会的行動、もしくは政策に関しては、例えば
前 12Cに中継貿易を行ったフェニキア人の行動や、8Cにシルク＝ロードの終点である
長安を整備して多様な人々を招いた李世民の政策、19Cに物資や人の移動をより安価で
迅速に行える鉄道の実用化を行うことでイギリスの経済を発展させたスティーブンソ
ンの開発、そして 20C の世界恐慌時にまさにアメリカのローズ＝ヴェルトが大公共事
業を計画して大量の雇用を生み出したニューディール政策も利用できると考えられる。
これらの歴史的知識は現行の教科書で頻繁に掲載されているものであり、世界史 B の
場合であればアメリカの恐慌の歴史を学ぶまでに一通り理解しているものである。 

 そこで、1920 年代のアメリカの恐慌を教えた後に本稿が提案する歴史的知識を現代
社会へ転移させる学習を盛り込む授業案を表 5-2 のように作成した。本授業の目的は
1920 年にアメリカが恐慌に陥った原因を多面的に分析しつつ、現代の日本の不景気の
の原因構造の分析と日本の現代社会への応用に 50分、望ましい未来に向けた多様な手
段の生成と、現代の社会に対する新たな疑問や仮説の生成に 50分、合計およそ 3時限
分の授業を想定している。 

 最初の授業では、アメリカが恐慌に陥った原因の因果関係について多面的に分析させ
る授業を実施するが、この際の教授方法における重要なポイントとしては、できるだけ 

複雑な原因の構造を理解させ、現代の不景気に関する既有知識との差分を作っておくこ
とである。例えば、図 5-9に記載しているような多様な観点を含む複雑な因果関係を構
築しておくことが望ましい。次の授業では、恐慌に至る原因の因果関係の各要素の観点
の特殊性や、現代との違いを考慮に入れつつ、生徒が気付いていない現代の不景気の原
因を埋めさせていく。そして最後の授業では、フェニキア人の中継貿易や李世民の長安
整備、スティーブンソンの移送手段の開発、ローズ＝ヴェルトのニューディール政策な
ど、経済を活性化させた多様な政策を想起させ、現代の政策に換えさせる活動を行わせ
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る。その後は自分達が作成した一連の現代の不景気の構造と経済を活性化させる政策を
吟味させ、新しい仮説や疑問を作らせて洗練させる。これら一連の活動を通すことで、 
 

表 5-2 歴史的類推を現代の問題解決に応用する力を育成する授業案 

授業

時間 

単元目標 主な学習活動 育成対象の能力 

50分 1920 年代にアメリカが

恐慌に陥った原因の因

果関係を分析・理解させ

る 

1920年代にアメリカが恐慌に陥った原因

の因果関係をコンセプトマップのような

形で作成し、できるだけ現代社会との差

分が出るように複雑かつ多様な観点を含

ませる 

 

50分 1920 年代にアメリカが

恐慌に陥った原因の因

果関係を活用し、現代の

日本における不景気の

原因構造を理解する 

1920年代に恐慌に至る原因の因果関係の

コンセプトマップをもとに、各要素の観

点の特殊性や現代との違いを考慮に入れ

つつ、生徒が気付いていない現代の不景

気の原因を埋めさせていく。 

・歴史上の事象を

現代の事象に置

き換える力 

・現代の問題に対

する多面的な原

因を分析する力 

 

50分 ・日本の経済を活性化さ

せる歴史上の社会的活

動や政策を知り、望まし

い未来に向けた手段を

多様に生成させる 

・現代の日本の経済に対

する未来史を作成する 

・フェニキア人の中継貿易や李世民の長

安整備、スティーブンソンの移送手段の

開発、ローズ＝ヴェルトのニューディー

ル政策など、経済を活性化させた多様な

政策を想起させ、現代の政策にさせる。 

・自分達が作成した一連の現代の不景気

の原因と経済を活性化させる一連の解決

法を用いて、一貫した現代社会の因果的

な問題解決ストーリーを作成させる 

・現代の問題に対

する多面的な原

因を分析する力 

・現代の問題に対

する多様な解決

法を生成する力 

・未来からのアブ

ダクションを行

う力 
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図 5-9 経済活性化に関する複数の歴史を類推に 

現代の経済活性化に向けた因果関係をまとめたコンセプトマップ例 

 

歴史を現代のある問題への原因構造の分析に応用する力や、歴史を現代のある問題の多
様な解決法に応用する力が育成されると考えられる。 

 歴史的類推を歴史教育に位置づける 2つ目の方法は、歴史教育、引いては社会科教育
の構成を根本的に変えてしまうという方法である。これに関しては、原田（2004）も
言及しているが、イギリスの歴史教育のように現代社会にとって関連性が深く示唆に富
むテーマを複数選定し、テーマ史を学習するというカリキュラム構成にするのである。
この歴史教育のカリキュラムでは通史的な学習が弱くなってしまうという欠点がある
一方、歴史的思考力の育成や歴史的類推の育成との相性は非常に良いといえる。特に現
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代との関連性を意識して歴史の因果関係を考察することで、より長期的・多面的な因果
関係を模索させたり、類似する歴史上の解決策を複数扱って比較することの意義も感じ
させたりすることができるため、従来のように時系列に沿って特定の歴史的事象に対し
て議論をさせるよりもむしろ柔軟なカリキュラムが組めるという長所もある。 

 歴史的類推を歴史教育に位置づけるもう 3つ目の方法は、ブレンディッド・ラーニン
グを用いることでインフォーマルな教育を構築し、従来の通史学習とテーマ学習の両者
を折衷させる方法である。近年、反転学習やブレンディッド・ラーニングが広まりつつ
あるが、これは歴史教育と非常に相性が良いといえる。このブレンドのさせ方には大き
く 2つのアプローチがある。1つは、史実に関する内容を事前に動画を通して学習して
しまい、テーマ史をもとにした歴史的思考力の育成と歴史的類推の実施を対面授業で行
うというものである。近年、様々な国や機関が多くの一次史料をデジタル・アーカイブ
化し、それらをインターネット上で公開するようになっているが、これにより従来では
困難だった各国の一次史料の閲覧、ダウンロードが可能になっている。歴史学習の基礎
として一次史料の活用は不可欠であるが、従来は教師の事前準備や副教材に頼る部分が
大きく、生徒が史料に触れられる環境には大きな制約があったといえる。ところが、デ
ジタル・アーカイブの整備と資料の公開によって、教科書や資料集、近隣の図書館にあ
る資料の数や種類に制限されず、教師・生徒共により多くの資料に触れられるようにな
っているといえる。また、アーカイブ化されているデジタル資料も、文字資料だけでな
く様々な形態がある。例えば、公文書や当時の新聞などの文字資料に加え、絵や風刺画
やポスターなどの絵画資料、当時使われていた地図資料、時代は限られるが当時の姿を
そのまま残した写真・映像資料、当時の音楽や音声などの音源資料、さらに当時の状況
について直接語ってもらっているオーラル・ヒストリーの音源資料などがあり、2章で
考察したように歴史的共感を促す環境にあるといえる。このような状況を踏まえると、
通史学習とオンラインは相性が良いことがわかる。 

 もう 1つのブレンド方法は、従来通り対面では通史学習を行い、オンラインでテーマ
に関する議論や歴史的類推を促す学習を扱うというアプローチである。本論文でも明ら
かになったように、歴史的類推には異なる観点を持つ学習者が必要になるが、オンライ
ンで実施することにより、年代や国の違う学習者を取り込むことができるため、より現
代の文脈に合った歴史的類推が促されるようになるといえる。また、オンライン上であ
れば因果関係などのフレームワークを予め構築して可視的に見せることも容易である
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ため、非常に相性の良い方法だといえる。ただし、オンライン上で歴史的思考力を育成
させる学習活動を行ったり、歴史的類推を促す学習活動を行うことは学習方法の運営の
観点から見るとやや難しいという欠点があることは留意しておくべきである。 

 以上、本論文で提示したモデル図をもとに、歴史的類推の実際の学習効果の検討と、
それを活かすための歴史教育の接続を考察してきた。現段階ではどの接続方法が良いか
はさらなる研究が必要になるが、少なくとも歴史的類推は実りの多い学習を起こし、生
徒に歴史を学ぶ意味を与えるという点は確実といえる。 

 

5.4 本研究の意義 

 では次に、本研究の意義を整理しておこう。1つ目は、複雑な歴史的類推に関する精
緻な把握と、折衷的な歴史的類推を想定に入れた学習方法の開発ができた点である。従
来、歴史と現代の関係性を表す表現には大きく 2 つの相反するものがあった。1 つは、
歴史は繰り返すという表現である。これは歴史と現代の類似性に対してあたかも同じ道
を辿るかのような誤解を生む可能性がある。一方で、今と昔は時代が違うという表現も
耳にするだろう。これらは歴史と現代の差異性を強調し、両者の間の類似性を拒否する
捉え方である。これらはどちらも正しい表現ではあるのだが、歴史的類推の性質をどち
らかのみにあてはめて考えてしまうという問題を端的に示している。歴史的類推は、自
分の意見を通すためだけに類似する歴史を強引に当てはめたり、どこが類似していてど
こが類似していないかを吟味せずに使ったりすることによって、どちらも社会的な問題
解決に対して不十分な考察にとどまってしまうことが度々報告されているが（May, 

1973 遠藤訳 2004）、この原因はまさに歴史的類推に対する両極端な発想の結果だとい
える。しかしこれまで見てきたように、歴史的類推は完全に成功するか否かではなく、
折衷的な状態がある。これに対し、どのような方法を用いれば歴史的類推を現代社会の
問題解決に応用できるかについては認知心理学の分野においても、歴史学習の分野にお
いてもほとんど整理されてこなかった。本研究が提示する歴史的類推を現代社会の問題
解決に応用する力を育成する学習方法のモデル図は、その折衷的な状態にも焦点を当て
ているため、より柔軟に歴史的類推を現代の問題解決に応用することができるようにな
っている点で独自性がある。 

 次に、歴史教育における意義についても述べておく。歴史教育では従来から暗記一辺
倒の教育方法が問題視され、それを乗り越えるために歴史的思考力と呼ばれる歴史家の



 188 

持つ思考やスキルを育成されるようになった。だが、これは学習者にとって歴史を学ぶ
意義を十全に満たしているとはいえない。なぜなら、彼らは歴史の生産手段しか習得で
きないからである。歴史の学習価値と照らし合わせて考えた場合、歴史家を目指さない
多くの学習者にとっては歴史を現代社会に応用する力を育成することの比重はかなり
大きいはずである。これは 1章の背景で述べたように、実際に学習者が歴史学習に対し
て期待していることでもある。ところが、従来の歴史学習ではなぜその歴史を深く考察
する必要があるのか、なぜ「ある史実」に対する解釈を議論しなければいけないかの合
理的な選択基準が欠けていたといえる。一方で、本研究のように歴史的類推を現代社会
の問題解決に応用するという観点を用いることで、歴史を深く考察することも因果関係
を構築することも解釈を批判的に考えることも全てが直接現代の見方に還元されるこ
とになるため、歴史教育を歴史の世界に閉じ込めないようにさせるという点で意義があ
るといえる。これは同時に、日本の歴史教育で長年模索されてきた歴史における系統学
習と問題解決学習の共存に対する私なりの答えでもある。 

 また、歴史学に対する意義についても言及したい。Carr（1961, 清水訳 1962）は、
「未来への理解が進んで初めて、過去を取り扱う歴史家は、客観性に近づく」のであり、
歴史とは「過去の諸事件と次第に現れて来る未来の諸目的との間の対話」であると述べ
ているが、個性記述的歴史観の立場に立って客観的な歴史を生産するだけでは、実は「対
話」の構造になりえない。厳密には、弓削（1986）も指摘している社会的有用性の基
準に沿って史料に対して新しい解釈を加えるスキルが、実は歴史家には備わっているた
めにこの対話は暗黙的に行われているのではないかと思われるが、いずれにせよ今まで
表立ってはこなかったといえる。しかし、循環的歴史観に立って歴史的類推を行う本研
究の場合、コンテンツの準備段階である歴史を選択する行為を必ず行わなければならな
くなる。1章で、歴史は異なる現在によって過去に対する「見方」や「選択」が変わる
という特徴を示したが、まさにこの部分を強烈に意識化させることになる。すなわち、
歴史的類推を現代社会の問題解決に応用するという学習方法が普及することにより、歴
史学にとって今どの過去を選択し、どういう見方をするべきなのかが明確になる可能性
がある。この効果は歴史学にとっても、その歴史学の知見をもとに歴史的類推を行う教
育場面でも有益なものであり、従来の歴史学の知見を一方的に歴史教育に流し込む関係
性に一石を投じつつ、両者の質を高める方向性を示しているといえる。このように本研
究は現代社会に対してだけでなく、歴史学に対しても新しい見方を提供できる点で意義
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があるといえる。 

 また、歴史的類推を現代社会の問題解決に応用する学習方法が開発されたことにより、
科学的知見だけでは対処できない長期的で複雑な社会問題に対する解決手段を増やす
ことができたといえる。先にも話したように、歴史的類推は恣意的に誤った類推を引き
起こされる危険性もあるが、構造的な妥当性と文脈的な妥当性によってうまく類推をコ
ントロールすれば、現代社会の抱える問題の根本的な原因や、現代社会で思いつく方法
とは異なる観点からの解決法が生成されることが期待される。これは、本研究の冒頭で
述べたように、人類における生存戦略にもつながることになる。すなわち、生物として
の寿命という時間感覚を越えて物事を捉えることができるようになる上に、画一化され
つつある現代社会において文化的に多様な種を仮想的に発生させることができるから
である。本研究では一部の歴史しか扱わなかったが、社会的な問題自体は多数存在しう
るものであり、それと対応する歴史も数多く蓄積されているといえる。その意味では、
本研究を通して現代社会の問題に対する解決手段が増えたと判断することは妥当だろ
う。 

  

5.5 今後の課題と展望  

 本論文は歴史と現代を結びつけるという非常に難解なテーマを扱ってきたため、歴史
的類推に関する課題も非常に多く発見された。この課題自体も、歴史的類推を現代社会
の問題解決に応用させようとした結果発見できたものであるため、本研究の結論を構成
するに値する重要な知見であるといえる。 

 まず、最も本質的な課題として、類推の質的な評価方法が挙げられる。本研究では評
価に関しては内容の妥当性については触れず、数的なデータを中心に行ってきた。しか
し、教育現場で歴史的類推の結果を考える場合、内容的な妥当性についても考慮する必
要が出て来るといえる。しかし、ここで問題になるのが、どのような原因分析、どのよ
うな解決法が「正しい」のかという問題である。まず原因分析であるが、これは過去に
対して扱ったものであり、1章で示したように歴史学がはらむ客観性に関するジレンマ
を内在しているといえる。つまり、客観的で正しい過去の原因分析を一義的に決めるこ
とが難しいということである、これは、実際に歴史家が同じ歴史的事象に対して複数の
解釈を出している様子を見れば明らかである。さらに、未来に向かった解決法を評価す
ることもまた困難である。その解決法が妥当かどうかは厳密には未来にならないとわか
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らないからである。そのため、本研究では相互評価が行われない類推を避けるプロセス
を踏んでいるかを評価することにより、間接的に内容の妥当性を担保しようとした。具
体的には、類推を行う際の構造が妥当かという点と類推によって出した知見が現代の文
脈的に妥当かという 2つの評価軸を設けることで、柔軟に評価ができるようにした。こ
の評価方法は歴史的類推を行う際の 1つの基準にはなりうるが、やはり個々の類推に対
して客観的で直接的な評価を下せるテストを開発できる方が望ましいといえる。この点
に関しては今後の課題としたい。 

 もう 1つ重要な課題として、歴史と現代を接続するテーマの整理が挙げられる。歴史
家は潜在的に何かしら現在の視点を基軸に過去を見ているという言及はされているも
のの、その実態は解明されていない。そのため、具体的に歴史と現代が関連しうるテー
マにはどのようなものがあり、各テーマに対してどのような歴史上の因果関係がありう
るのかの全体像は不明なままである。実際、本論文では「労働問題」と「経済の活性化」
という特定のテーマを設け、それに合った歴史と現代の事象を選択しているため、全体
像までは把握できていない。この場合、重要になってくるものが、Lee（2005）の述べ
る「使用可能な歴史的枠組み」だが、個性記述的歴史観の前提に立っている限り、この
枠組みに対する研究は進まないといえる。このような状況に対し、川北（1994）は「こ
れまでとかく専門領域に狭く限定されがちな歴史学を、より広い領野に導き、人間・社
会科学の諸分野にわたり、さらに日本・東洋・西洋などの地域区分的、古代・中世・近
代などの時代的区分を超えて、歴史学のあり方を検討したい」と述べ、多数の歴史学者
と共に『歴史学事典』を刊行して一石を投じている。しかし、共通させる枠組みが個別
的なものから抽象度の高いものまで羅列されてい状態であり、現状のままでは不完全と
いえるだろう。また、バーク（1992, 佐藤訳 2006）は一般法則に着目する社会学と具
体的な細部に注意を向ける歴史学の関係性に着目し、社会理論が歴史研究に役立つかを
考察している。そこでは、「中心と周縁」や「階級」や「社会的移動性」など 18の中心
的な諸概念が紹介されているが、この概念自体は厳密には社会を見るレンズであり、循
環的歴史観に立った場合に歴史と現代を接続するテーマとしては不完全である。また、
現代社会の観点も含まれていない。そのため、歴史学者の暗黙的な現在の視点を明らか
にしつつ、歴史と現代にはどのような関連テーマがあるかを調査する必要もあるといえ
る。これも今後の課題としたい。 

 さらに、歴史的類推をさせた後の教育をどうするかも課題である。本研究では主に原
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因分析と解決法生成という思考的なシミュレーションを主軸にデザインを行ってきた。
しかし、歴史的類推を通して現代の問題の深い原因を知ったり、多様な解決法を知った
りしたからといって、学習者 1人 1人がすぐに社会で実行できるとは限らない。これは
算数を覚えてスーパーマーケットで使ったり、英語を学んで日常会話を行ったりする他
の教科との決定的な差である。すなわち、歴史的類推で学習したことを応用する教育環
境が整っていないのである。歴史的類推は長期的で社会的な判断を行う際に最も効果的
になるため、政治家や外交官や企業の上層部のような判断を行える教育環境が必要にな
るが、これをどう生徒に提供するのかは課題といえる。また、たとえこの課題を克服し
たとしても、歴史的類推を通して現代の原因を多面的に分析させることによって絶望感
を覚えたり、未来の解決法の選択肢の多さに迷ったりしてしまう問題も想定できる。そ
のため、歴史的類推を学習させた後は、意思決定力や行動力も同時に育成する必要があ
るといえる。しかし、この能力はもはや歴史教育の範疇を超えたものであり、社会科教
育や現代社会との連携が必要になってくる部分だといえるだろう。これについても今後
の課題としたい。 

 最後に、今後の展望について述べる形で本章の結びとしたい。本論文では歴史的類推
を促す効果的な学習方法は提案したものの、まさに現在における現代社会の真正な問題
に対して直接歴史を転移させられる学習環境については射程の範囲外にしていた。しか
し、Committee on Developments in the Science of Learning et al.（2000, 森敏昭, 秋
田喜代美訳 2002）も指摘しているように、近年の転移研究では学校で学習したことを
どう日常生活へ転移させるかが重要な研究テーマとなっており、日常生活で何が要求さ
れているかを明らかにした上で現実的な問題やできごとを取り入れ、複数の文脈で転移
学習をさせることが課題になっている。そのため、特定の歴史からそれに合う現代の問
題を作成するのではなく、真正な現代社会の問題から類似する問題に対処した複数の歴
史を提示し、歴史上の問題解決方略を現代社会の問題解決に転移させられる学習環境が
必要だといえる。Lee（2005）によると、歴史と現代が関連しうるテーマのサイズは中
長期的なものになるため、真正な現代の問題状況を捉えているメディアとしては、社会
的な動向を日常的に編集・提供している新聞やニュースが挙げられる。一方、新聞記事
に対するテキストマイニング、文書の自動分類の技術・方法も発展しているため、ネッ
ト上で配信される日々のニュースを現代の真正な問題状況と見なし、ニュース文面をテ
キストマイニングして関連テーマを抽出し、テーマごとにアーカイブ化された歴史を複
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数提示することで、現代社会の真正な問題の解決方略に転移させる学習環境を構築する
ことは夢ではない。 

 このシステムが実現すれば、歴史上の問題解決方略を現代社会の真正な問題に転移さ
せる力が向上させられることに加え、現代社会の問題に対するオンラインでの議論を深
化・活性化させられるという実際の社会への効果も期待できる。その結果、図 5-10の
ように学校教育のラーニング・システムとは別に、ニュースという文化的基盤と歴史学
という文化的基盤を相補的に循環させることができ、常に真正な状況での歴史的類推が
実現できるようになると考えられる。今後は、より真正な状況で歴史的類推を現代社会
の問題解決に応用できるシステムを開発し、歴史が現代に役に立つ世界を作っていきた
いと思う。 

 

 

図 5-10 歴史と現代の循環システム 
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おわりに 

 

 本実践を通して嬉しかったことの 1つに、実践先の高校生達から「歴史って役に立つ
んだと気付きました」という声を多く寄せてもらったことが挙げられる。特に、今まで
歴史が嫌いだった生徒からこういう感想をもらえたのは研究者としても教育者として
も嬉しいことだった。私が今まで見てきた歴史の授業は、基本的には専門知を持ってい
る先生が話し、生徒がそれをノートに取るというものが主であったし、自分もそういう
授業を受けてきた。ごくまれに先生が生徒に質問をしたり、生徒同士で議論をさせる活
動が入っても、生徒自身は歴史の知識があまりないため、教室の中に彼らの声はほとん
どなかった。しかし、本実践を行った際は私の声すらかき消されるほど活発に議論がか
わされていた。そして、どんな話をしているのかと耳を傾けると、彼らは実に様々なこ
とを知っており、様々な考えを持っていることに驚かされた。実際、音声データを見て
も、彼らは自分達の生活やニュースのまさに今の文脈に関する知識を数多く持ち込んで
いた。彼らは歴史という科学的な知識とそれを混ぜることに対して最初は難しそうにし
ていたが、慣れてくると自分の持っている知識や発想力を友達に楽しそうに話していた
のが印象的だった。 

 また、本論文では歴史的類推として記述されたもの自体を質的に分析することはなか
ったが、高校生と歴史の化学反応も非常に多彩で分析していて楽しかったことを覚えて
いる。今回のゲーム教材をデザインするに当たり、このような会話をしてこのような歴
史的類推が起こるだろうという想定をいくつかしてはいたが、彼らはその想定をはるか
に超える発想を行っていた。そして、一見突拍子のない発想に見えても、それが歴史的
類推を踏まえているからか説得力を持っていたのである。 

 序章で研究の関心として紹介したように、この研究は歴史を学ぶ意味を学習者に伝え
たいという想いから始まったが、彼らの感想や表情や発想を見ていると、歴史をまさに
今生きている生徒に応用させることはとても価値のある取り組みなのだと再認識して
いる。果たして Bloch（1941 讃井訳 2004）の考えていたものと、どれだけ似ていた
のか。今となっては知る術はないが、「パパ、だから歴史が何の役に立つのか説明して
よ」といった彼の息子に対して本論文の知見が 1つの答えになれば幸いである。また、
これまで多くの人が感じていた、そしてこれからも多くの人が感じるであろう「パパ、
だから歴史が何の役に立つのか説明してよ」という疑問に、本論文の知見を届けられれ
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ば幸いである。 

 同時に、展望の部分でも触れたが、歴史的類推を行う環境として現代はまさに理想的
な状態だといえる。そして、その環境を支えているのが文化的な基盤であることがとて
も興味深い。実際高校生達は現代の社会に関する多くの部分を、ニュースなどのメディ
アを通して獲得している。また、歴史については歴史家達が何百年もかけて蓄積してき
たものを学んでいるのである。その意味では、歴史的類推は非常に人文学的な文化基盤
に支えられてこそ実行できる、まさに文明的な活動といえるだろう。 

 また、現代の歴史学は蛸壺化しているとよく言われるが、それは歴史を応用するまで
の動線が描かれていないからであって、決して歴史学自体に問題があるわけではない。
実際、知り合いの歴史家の多くは物事の捉え方や視野が非常に特殊であり、話している
だけで世界の見方が多様になってくる。本論文が提案する学習方法を通じて、そのよう
な歴史家の特殊な観点が世の中に広まっていけば幸いである。 

 最後に私が常々なくしたいと思っている言葉を紹介して、本論文の結びに変えたいと
思う。その言葉とは「歴史はくり返す」である、この表現はしばしば悪い意味で使われ、
これは我々が歴史から学んでいないことを証明している表現でもある。本論文で提案し
た学習方法が広く普及し、歴史をくり返さずに一歩ずつより良い社会が作られることを
切に願う。 
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参考資料 1：3章で用いたプレテスト 
（ポストテストは質問 1を削除。その他は同じ） 
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参考資料２：４章の本調査で用いたプレテスト 
（ポストテストも同じ） 
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参考資料２：４章の本調査で用いたプレテスト 
（ポストテストも同じ） 
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参考資料２：４章の本調査で用いたプレテスト 
（ポストテストも同じ） 
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参考資料２：４章の本調査で用いたプレテスト 
（ポストテストも同じ） 
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参考資料３：４章で用いた追加調査の質問紙 
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参考資料３：４章で用いた追加調査の質問紙 
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参考資料３：４章で用いた追加調査の質問紙 
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参考資料 4：historio カードその１
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参考資料 4：historio カードその 2
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参考資料 4：historio カードその 3
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参考資料 4：historio カードその 4
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参考資料 4：historio カードその 5
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参考資料 4：historio カードその 6



参考資料 4：historio カードその 7
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参考資料 4：historio カードその 8
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参考資料 4：historio カードその 9
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11
社 ピョートル1世（17C）ピョートル1世（17C）政政

当時、ロシアの制度は西欧に比べて遅れており、近代
化を進めることが課題になっていた。そこでピョート
ル１世は北方戦争でスウェーデンを破って西欧にアク
セスのしやすいバルト海の覇権を握り、その地に「西
欧の窓」と呼ばれる新都ペテルブルクを建設し、自ら
も積極的に西欧視察を行って制度の輸入を行った。結
果、この港から西欧文化が流れ込むようになり、内政
改革、軍備強化、税制改革、産業の振興が促進された。

3

8

4

11
社 ピット（18C）ピット（18C）政政

当時のヨーロッパではフランス革命の影響で隣国も革
命の危険にさらされていた。ピットはフランスの影響
を抑えるため、オーストリアやロシア、プロイセンな
どの国と対仏大同盟を結び、フランスを政治的・経済
的に他の国と協力関係にできないよう孤立させた。最
初こそあまり成果は上げられなかったものの、その後
６度に渡って行うことで結果的にナポレオンを失脚さ
せた。

3

8

4

11
社 カール大帝（8C）カール大帝（8C）政政

当時、西ヨーロッパは様々な民族の侵入で混乱し、誰
が西ヨーロッパ世界を治めるかが確定していなかった。
そこで、当時の権力者である教皇を守る目的で、侵入
してくる異民族を撃退し、教皇から西ローマの皇帝と
正統に認めてもらう「カールの戴冠」を行うことで、
西ヨーロッパの統一を成しえた。これにより、西ヨー
ロッパ文化の安定した発展が築かれるとともに、カー
ル大帝がイニシアチブを取ることに成功した。

3

8

4

11
社 ローズヴェルト（20C）ローズヴェルト（20C）政政

当時、世界中の国が世界恐慌に陥って経済的な打撃を
受けており、アメリカも同様に経済の回復が求められ
ていた。ローズヴェルトはニューディール政策という
国が作り出した一連の大公共事業を計画し、大量の雇
用を生み出した。これにより、失業者を吸収して賃金
を支払い、購買意欲を高めて一定の経済回復に貢献し
たとされている。（ただし、効果については意見が分
かれている。）

参考資料 5：CHRONOFUL カードその 1
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11
社 ジョン＝ヘイ（19C）ジョン＝ヘイ（19C）経経

当時の世界的な植民地政策に乗り遅れた結果、中国も
列強によって閉鎖的な分割が進んでしまい、アメリカ
は経済的に市場に加わる余地がなく利益を稼ぐチャン
スを失っていた。ジョン＝ヘイは独占者の列強に対し、
通商上の機会均等、つまり誰でも市場に参加できるよ
うに門戸の開放を求める宣言をした。これにより、中
国市場に割り込むことができ、利益を得られるように
なった。
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4

11
社 イギリス東インド会社（18C）イギリス東インド会社（18C）経経

 当時のイギリスは、中国から茶や絹織物や陶磁器を輸
入しすぎていたため、銀が国外へ流出していたという
問題があった。そこで中国から銀を取り戻すため、イ
ンドから中国にアヘンを輸出して銀をインドに移し、
植民地であるインドと有利な貿易を行ってイギリスが
銀を得るという三角貿易を行った。結果、アヘンは中
国で蔓延し、強力な中国の需要につけこんで、イギリ
スは大量の銀を得ることとなった。
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11
社 コルベール（17C）コルベール（17C）経経

当時のフランスでは、ルイ 14 世下での財政基盤の確
立が課題だった。財務総監に登用されたコルベールは、
国内に鉱山のないフランスとしては、輸出を増やし輸
入を減らすことで金・銀を蓄えるべきだと考え、特権
を与えてフランス伝統のゴブラン織りなどのマニュ
ファクチュアを育成し、保護関税政策を展開し、造船・
海運・植民地の確保を目指した。結果、フランスの歳
入は 3倍に増加し、経済力を向上させた。
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11
社 フェニキア人（前 12C）フェニキア人（前 12C）経経

前 18C 頃、フェニキアは当時の文明国であるエジプト
やバビロニアの狭間に位置していたが、まだ都市国家
としては繁栄していかった。そこで、フェニキア人は
地中海東岸という交易上有利な位置を活かし、地中海
の交易を独占すると共に、地中海の沿岸に植民市を作
り、海上交易の拠点を広げていった。結果、前 12C 頃
には経済的に大いに潤い、その後 400 年近くこの繁栄
は続くことになった。

参考資料 5：CHRONOFUL カードその 2
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11
社 コーヒーハウスの人々（17C）コーヒーハウスの人々（17C）文文

17C のイギリスでは、新しく広まったお茶を楽しむ場
所がなかった。そこで、自由で身分にかかわりなく誰
でも出入りできるコーヒーハウスを作り、新しい飲み
物のコーヒーや紅茶を飲めるようにすると共に、その
場に新聞や書籍も置いた。その結果、文化・政治・経
済などについて自由な活発な議論がなされ、集まった
人々からもあらゆるタイプの情報が集まり、ジャーナ
リズムが成立するようになって社会が活性化した。
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11
社 ルイ14世（17C）ルイ14世（17C）文文

当時フランスは、財政改革や重商主義によって経済力
を得ていたが、文化的中心地にまではなれていなかっ
た。このような背景の中、華美を好むルイ 14 世はヴェ
ルサイユ宮殿を造営して文学や美術を奨励し、またサ
ロンと呼ばれる上流階級の社交場を作って芸術家や文
筆家を呼んで、政治や哲学にもついても語らせた。結
果、フランスは文化的中心地となり、人物の行き来を
増やすと共に新思想の発信地となって常に最先端の情
報を得られた。
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11
社 シチリア王国の学者（12C）シチリア王国の学者（12C）文文

中世ヨーロッパでは、十字軍の遠征などでキリスト教
とイスラム教の宗教対立が激しく両文化の交流は少な
かった。1130 年にできたシチリア王国もキリスト教
の圏内であったが、宮廷にイスラームやビザンツの学
者を多く集め、西欧知識人がアラビア語やギリシア語
文献を西欧の人でも読めるように翻訳が行われた。結
果、12世紀ルネサンスと呼ばれる文化繁栄が起こり、
後のヨーロッパの文化的・技術的発展に大いに貢献を
した。
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11
社 李世民（8C）李世民（8C）文文

中国の長安はシルク＝ロードの終点ということで大量
の人が行き来していたにも関わらず、往来者を迎える
環境作りは未確立だった。李世民は唐を都に移し、役
人や庶民や留学生や異民族などが居住できるようにし
て市内で市を開いたり、異国の舞踊が見られる場所を
設け、また各区域には土壁をめぐらして盗賊の侵入を
防いで人々が安心して暮らせるように尽力した。結果、
長安は多文化の交流地として文化・経済的に花開いた。
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11
社 スティーブンソン（19C）スティーブンソン（19C）社社

当時イギリスでは産業革命に伴い、石炭や商品の流通
が重要になっていたが、効率の良い移動手段は未確立
だった。蒸気の発明により、蒸気を動力源にした機関
車に注目が集まっていた中、スティーブンソンは物資
や人の移動をより安価で迅速に行える鉄道の実用化に
取り組んだ。これにより、人間や物資の交流をさかん
にし、都市の発達を促すと共に、鉄道を求める多くの
国に輸出され、多額の資金を得た。
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11
社 ワット（18C）ワット（18C）社社

当時のイギリスでは綿織物が盛んになり、多くの人手
を雇うことで生産を行っていたが、人的コストが高く
ついていた。ワットはニューコメンが発明した蒸気機
関を改良することに専念し、従来は単なるポンプ用の
動力源だったものを、より広範な機械の動力に変えた。
これにより、人力・畜力・風力・水力に比べて、より
効率的で安価な動力源が使えるようになり、後の産業
革命といわれるすさまじい経済成長へとつながった。
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11
社 グーテンベルク（17C）グーテンベルク（17C）社社

当時、書物はまだ手書きで複製を作っており、知識の
伝わる速度は遅く、かつ書物自体も高価だった。グー
テンベルクは金属活字に目をつけて活版印刷術を発明
し、書物の印刷の高速化を可能にした。その結果、印
刷業というビジネスで成功を収めると共に、書物を安
く提供できるようになったことで情報の伝達速度を飛
躍的に高め、後のルネサンスや宗教改革など民衆全体
の運動を促進させることができた。
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11
社 リディアの王（前 7C）リディアの王（前 7C）社社

前７世紀後半、まだ世界史上では交易は物々交換の形
でしかなく、今のように商業はスムーズでなかった。
リディア王国は歴史上初めて金などの一定の価値を持
つ貨幣を鋳造し、物々交換ではなく貨幣で物を交換で
きるようにした。その結果、周囲も独自の貨幣を鋳造
していき、それによって商業活動は大いに促進し、そ
の後の各地の活発な経済活動の礎となった。
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