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1.	 問題の所在	 

	 ネットワークの性質に関する研究は、社会の様々

なネットワークを解析するのに応用されている。例

えば、交通、情報通信、人間関係、国際関係、電力

網など、私たちの生活に関わっているものもある。

私たちの社会には、様々なネットワークが存在して

おり、ネットワークに着目しないと社会を厳密に捉

えることができなくなってしまう。そのため、ネッ

トワークに着目した社会科の授業を行う必要がある

と考えられる。 
ネットワークに着目した社会科授業の題材の 1つ

として交通網があげられる。交通網は世界全体、日

本国内の社会や人々の生活の発展に寄与しており、

学習する意義があると思われる。 
	 中学校社会科では、地理的分野・歴史的分野にお

いて、交通網の発達に関する授業が行われる。その

際、交通網の発達した結果を学習者に提示するので

はなく、交通網がどのような地点を通り形成されて

いったのかという部分に着目した授業を行う必要が

あると思われる。社会科では、知識を断片的に暗記

するのではなく、事象や要素どうしの関係性に着目

した授業を行う必要があると考えられるからである。 
交通網の形成は、地理的・歴史的両方の内容に関

わっている。したがって、交通網の形成を学ぶこと

で、事象や要素の関係性を考えながら、地理的・歴

史的両方の内容の理解を深めることができると思わ

れる。 
交通網の形成を授業で扱う際の教育方法として、

シミュレーション学習があげられる。なお、ゲーム

性を有しているものは、シミュレーションゲーム学

習と呼ばれる。シミュレーション学習の長所として

は、長期的な事象においても体験的な理解が得られ

ること、学習者が意思決定を伴った主体的な活動を

行うことがあげられる。 
シミュレーション教材を導入した交通網の形成に

関する先行実践としては、山口（1999）の「北海道
鉄道建設ゲーム」、杉浦（1999）の「外環道ルート
をつくる」、太田（2012）の「千葉都市モノレール
建設ゲーム」等があげられる。 
	 3 つの先行実践における教材の到達点として、以
下の 3点があげられる。 
（1）サイコロ等の偶然性に影響されるものが用い
られないため、学習者に論理的な判断を求めること。 

（2）教材により要素は異なるが、標高や都市の規
模、建設費用、地域住民の意見などの複数の要素を

考慮して、ルートの計画を行うこと。 
（3）数理的な視点を含んでいること。 
	 一方、先行実践における教材の課題として、以下

の 2点があげられる。 
（1）ルートが形成される一つの時代のみを扱って
いること。 
（2）生徒がルートを計画し、ルート自体を考察す
るところで授業が終わってしまっていること。 
課題の（1）については、同じ地域（区間）にお

ける複数の時代のルート計画をシミュレーションす

ることも意義があると思われる。同じ区間を結ぶ鉄

道路線でも、時代によってルートが異なる場合があ

るからである。（2）については、交通網が形成され
ることによって、どのような社会変容が起きるのか

ついても扱う必要もあると思われる。 
	 なお、3 つの教材はすべてゲームとしてデザイン
されている。ゲームを教育に利用することは、メリ

ットがあると考えられる。ゲーム性の意義をふまえ

つつ、社会科では複雑な現実世界そのものを理解す

る必要があるため、複雑な現実世界を捉えられるよ

うに教材を作成することが求められる。 
	 複数の時代における交通網の形成と社会変容に関

する学習を行うことは、それぞれの時代における地

理的・歴史的な内容をふまえて学習することになる。

そのため、中学校の教育課程上の位置づけを考える

と、地理的分野と歴史的分野を横断して扱うことが

求められているといえる。 
	 以上のことをふまえて、複数の時代における交通

網のルート形成と社会変容について、生徒が関心を

持ち、理解できるようなシミュレーションゲーム教

材と社会変容に関する教材、授業単元の開発を行う。 
 
2.	 研究の目的と方法	 

	 本研究の目的は、複数の時代におけるシミュレー

ションゲーム教材と社会変容に関する教材を開発し、

交通網の形成と社会変容について扱った授業を中学

校で実践して、その考察を行うことで、作成した教

材及び授業計画の有効性と課題を明らかにすること

である。特に、以下の 3点を中心に検討する。 
	 1 つ目は、開発したシミュレーションゲーム教材
が、複数の事象や要素を関連付けて交通網の形成に



 

ついて理解できるようになっているか、生徒の取り

組みやすいレベルになっており、生徒に交通網の形

成について関心を持たせるものになっているかを検

討する。 
	 2 つ目は、社会変容に関する教材が、シミュレー
ション活動をした後の学習内容として適切であるの

か、生徒の実態やレベルにあった教材になっている

かを検討する。 
	 3 つ目は、授業単元全体において、各時代が相互
に関連した授業内容として構成されているか、教育

課程上において中学校社会科の授業として適切であ

るかについて検討する。 
	 研究の方法を述べる。複数の時代におけるシミュ

レーションゲーム教材を開発し、交通網の形成と社

会変容を題材とした授業単元を作成する。作成した

授業を、中学校 3年生を対象に実践する。授業中の
生徒の実際の様子、生徒による事前・中間・事後の

アンケートの記述を中心に取り上げることで、授業

の考察を行い、事前に作成した教材及び授業計画の

有効性と課題について検討する。 
 
3.	 授業・教材の開発	 

	 本授業は千葉大学教育学部附属中学校 3年選択教
科「データを読み解く社会」にて、6 時間で実施す
る。本授業では江戸時代から現代にかけて、東京と

大阪（京都も含む）を結ぶ交通のルートがどのよう

に形成されたのかについて、4 種類のシミュレーシ
ョンゲーム教材を通して、生徒が体感的に理解でき

るようにする。また、それぞれのシミュレーション

活動後に、交通のルートが開通した結果、どのよう

な社会変容が起きたのかについて生徒に考えさせる。 
	 東京と大阪を結ぶ交通を扱う理由は、どちらも大

都市であり、人・物資の移動も多く、交通の果たす

役割は大きいからである。授業で取り上げる具体的

な交通は、江戸時代の東海道、明治時代の鉄道（東

海道本線と中山道計画線）、東海道新幹線、リニア中

央新幹線の 4種類である。 
	 作成するシミュレーションゲーム教材はすべて、

地図上で都市の規模、標高などが数値化され、ポイ

ントの合計が最小になるようにルートの計画を行う

ことにする。建設費用から、諸条件により定められ

たポイントを足したり、引いたりした合計を総費用

とする。これは、先行実践の教材を参考に設定した。 
建設費用は標高により異なり、標高が高い地点で

は建設の負担が大きいため、建設費用が高く、標高

が低い地点では逆に低くなるように設定する。地図

には正六角形を敷き詰め、陸地、海洋の部分を色分

けし、陸地の部分には標高のポイントを記した。な

お、標高以外の諸条件は、時代や交通の種類が異な

るため、各教材によって異なる。諸条件が異なるた

め、各教材で異なるルートが形成されることとなる。 
こうした手続きをふまえて、①「江戸・大坂街道

計画マップ」、②「東京・京都鉄道計画マップ」、③

「東京・大阪新幹線計画マップ」、④「東京・大阪リ

ニア計画マップ」の 4 種類を作成した。このうち、
教材②と③については、生徒に選択させて取り組ま

せる。 
	 また、教材①～③の学習後に、交通経路が開通し、

どのような社会変容が起きたのかについて学習する

教材（問題）を 10 問程度作成した。その際、すべ
ての問題ではないが、仮説実験授業の問題形式を取

り入れたり、数理的な視点をふまえたりして、問題

を作成することにした。なお、教材④のリニア開通

後は、未来のことであるため、駅が設置される長野

県飯田地域の活性化政策を考える活動や社会変容を

予測する活動を取り入れることにした。 
 
4.	 授業実践とその考察	 

2014 年 5 月から 7 月にかけて、本授業を、千葉
大学教育学部附属中学校の選択社会科（45分×6時
間）で実施した。生徒は男子 5名であった。授業者
は太田である。 

6 時間の授業の中で、4 種類のシミュレーション
ゲーム教材を使用し、ルート計画を追体験させた。

また、シミュレーション後には、ルートが開通した

ことによる社会変容について学習を行った。授業は

表 1のように進行した。 
 

	 表 1 授業の概要 

	  

時間 主な学習活動 

1 ・導入（東京・大阪間の交通についての動機づけ） 
・①「江戸・大坂街道計画マップ」でルート計画 

2 
・五街道開通後の社会変容について学習 
・「五街道解説マップ」を用いて、五街道のル

ートや開通年度について把握 

3 

・②「東京・京都鉄道計画マップ」、③「東京・

大阪新幹線計画マップ」のどちらかを選択し、

ルート計画 
・明治時代の鉄道が計画された中山道ルートで

なく、東海道本線で建設された経緯を学習 

4 
・東海道本線の速度が向上し、東海道新幹線が

開通したことによる社会変容について学習 

5 
・④「東京・大阪リニア計画マップ」でルート計画 
・リニアの駅が設置される長野県飯田市の地域

活性化の政策を考える 

6 
・リニアが開通することによる社会変容の予測 
・「東京～大阪 交通網解説マップ」を用いて、
今までに学習した交通網のまとめを行う 



授業の実際については、本稿で詳しく述べること

はできないが、ビデオ映像を中心とした授業記録を

もとに分析を行い、授業プランに妥当性を検討した。

また、事前・中間・事後アンケートを作成し、生徒

に記入してもらった。 
受講した生徒の感想を見ると、「新幹線のルートや

東海道線のルートは、すごく色んなことを考慮して

成り立っていたことがわかりました」「社会的な事象

を多面的に考える事に興味を持ちました。社会を考

えることがこれほど面白いことには驚きました」「も

っと色々な鉄道のシミュレーションをやりたかっ

た」とシミュレーションゲーム教材や授業に肯定的

な意見が多かった。 
 
5.	 研究のまとめ	 

	 本研究の成果と課題を述べる。研究の目的に記述

したように、主に以下の 3点が適切かどうかについ
て検討する。 

（1）シミュレーションゲーム教材の内容とレベル 
（2）社会変容に関する教材の内容とレベル 
（3）授業単元全体の構成、教育課程上の位置づけ 

	 （1）については、内容はおおむね妥当であった
といえるが、レベルについては検討の余地があると

いえる。シミュレーションに取り組む生徒の様子か

らは、複数の条件や要素を考慮しながら学習し、交

通網の形成のされ方についておおむね理解できてい

ると思われる。また、活動には熱心に取り組んでい

た。だが、シミュレーション活動に一部生徒が難し

いと感じたことから、ルールの説明を改善する余地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がある。また、数値等、マップ自体を精緻化する必 
要もある。 
	 （2）については、おおむね妥当であったといえ
るが、問題によっては一部検討の余地があると思わ

れる。例えば、仮説実験授業の形式を取り入れた問

題について、生徒は取り組みやすかったようである。

選択肢があるため、解答を選びやすかったと考えら

れる。一方で、記述式の問題には苦戦している生徒

もいた。また、シミュレーション活動とかけ離れす

ぎた問題もあり、改善する余地がある。 
	 （3）については、教材に細かな課題が残るため、
その点をふまえた評価しかできないが、おおむね適

切だったと思われる。授業単元全体としては、各時

代が相互に関連した内容を構成することができたと

思われる。また、本授業は地理的分野と歴史的分野

を横断した授業であるが、生徒は地理的・歴史的両

方の事象や要素を結びつけて考えており、中学校の

授業として適切だったと思われる。 
	 以上のことをふまえると、本研究は、細かい部分

での課題は残るものの、作成した教材及び授業計画

は一定程度有効であったと結論づけられる。 
	 以下に、本研究をふまえた今後の展望をあげる。 

（1）授業・教材の改善を図ること 
（2）必修授業におけるゲーム学習の扱いの検討 
（3）様々なネットワークに関する授業開発 
（4）社会科における分野間横断・連携の検討 

	 このような点を中心に検討を行い、授業・教材の

開発を進める必要があると思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1  シミュレーションゲーム教材の一例 

「東京・京都鉄道計画マップ」（実際は A3カラー） 
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