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本稿は，日本史の学習において，時代背景や歴史事象への深い理解につなげる題材としての検地に着目した，実践報

告である。近世の測量方法や計算方法を考察しながら，実際に検地を体験する学習を通して，学習者からどのような反応が

得られるかをまとめ，実践における課題について検討した。実践は，検地の様子を描いた図を参考に，必要最小限の道具を

用いて，どのように土地を測るのか，それはどのくらいの人員と時間を要するのか，実践者である学生たち自身が動きながら

考えていく活動とした。手順や方法ついて話し合いと試行を重ねることで，検地の精度に対する疑問，方法のあり方等，今後

に向けた課題を考察することができた。 

本実践は，平面図形の面積への理解，特に面積の公式をどのように身に付けるかといった数学教育との関連が，そして，

効率的な実施や道具の精度への気づき等，技術分野で育成した資質・能力の活用との関連も指摘できる。このような題材を

扱うことで，社会科教育・数学教育・技術教育による融合的な科目としての学び，実践的な科目としての学びにもつなげるこ

とが可能になる。 

 

 

はじめに 

 

日本史の学習のなかで，戦国時代から「天下統一」への過程を学ぶ際，小中高を通して，織田信

長・豊臣秀吉・徳川家康，いわゆる「天下人」と呼ばれる 3人は必ず扱う人物といえるのではない

か。茨城大学教育学部での学生アンケートで，印象が強い歴史上の人物を尋ねると，この3人は毎

年必ず上位を占める1)。ところが，よく知られている人物であるものの，例えば，彼らが実施した 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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政策の意義等を，歴史の流れや背景の中で深く理解できているとは言い難いように思える。天下統

一にかかわる政策のうち，豊臣秀吉による検地は「太閤検地」として，小学校から扱われる内容で

あり，誰もが一度は学ぶ歴史事項といえるだろう。検地の実施を経て作成された検地帳は土地台帳

として年貢徴収の根幹となり，また民衆にとっては土地所有の根拠になるなど，検地はその後の社

会においても重要な意味を持つ。検地および検地に関わる事象を理解することで，時代背景や歴史

事象への深い理解につなげることも可能であろう。 

近世の検地は，領主側が土地を測り，実態を把握した上で年貢を賦課したことが画期の一つであ

る。検地を実施する者にとって，数学的知識は必須であっただろう。日本史は社会科の科目，いわ

ゆる「文系」科目であり，数学（あるいは理系科目）に苦手意識を持つ学生も多いように感じる。

しかし検地をより深く学ぶためには，実際にどのように測量をしたのか，どのような計算をしたの

か，といった視点で考えることも有効であり，歴史を他分野からの視点で学習することで，融合的

な科目としての学び，実践的な科目としての学びにもつなげることが可能になるであろう。 

本稿は，検地を実際に体験する学習を通して，学習者からどのような反応が得られるか，また実

践での課題について検討した実践報告である。 

なお本稿のうち，3(1)は吉井が，3(2)は大西が，その他は千葉が執筆した。 

 

 

１ 検地の様子を描いた図 

 

豊臣秀吉による「太閤検地」にとどまらず，それ以前の戦国大名による検地，あるいは江戸時代

に幕府や大名によって実施された検地など，検地に関する研究については枚挙にいとまがない。そ

のため，検地をめぐる研究史についてはここで触れることはしない。 

また，検地に関わる史料についていえば，全国各地には多くの検地帳が残されており，検地と同

時期に作成された検地絵図もある。さらに，検地を実施する奉行や役人のための細則2)，さまざまな

形状の土地の面積の算出方法を示した書3)など，多種多様な史料が存在する。これに対して，「縄打

図」などとも呼ばれ，検地奉行や役人たちによる測量の様子を描いた図は，それほど多くは残され

ていないようである4)。 

検地道具および検地の様子を描いた図として一般に知られているものに，『徳川幕府県治要略』5)

の挿絵「検地要具之図」「検地之図各筆検地ノ分」がある（図 1，26)）。「検地之図 各筆検地ノ分」

の原図や典拠は不明で，『徳川幕府県治要略』刊行のための作図とされるが，近世中後期の幕府検地

施行方法を示したものと考えられている7)。 

図 2には，1枚の土地に細見竹・梵天竹を立て，水縄を張り，十字木によって縄を直角に交差させてい

る様子が描かれている。さらに水縄を尺杖で測る者，土地の中央付近で帳簿を開いている（帳簿に記して

いる）者，そしてそれらの様子を見ている者なども描かれている。 

今回の実践にあたり，参考となる図を数点用意したが，学生が古文書の解読で使用している『近世古文

書解読字典』8)にも参考資料として掲載され，普段から見慣れているという理由もあり，図2を「参考図」とし

て用いることになった。 
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図1 「検地要具之図」（『徳川幕府県治要略』より） 

 

  

図2 「検地之図 各筆検地ノ分」（『徳川幕府県治要略』より） 

 

 

２ 検地の実践 

 

(1)道具の準備 

実践は，図１，2 を基本に必要最小限の道具を用いて，どのように土地を測るのか，それはどの

くらいの人員と時間を要するのかについて，学生たち自身が動きながら考えていく活動とした。準
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備した道具と想定した用途は，以下ａ～ｄの通りである。 

ａ．麻縄：30ｍ×2本。事前に赤色のビニールテープで，1間ごとに，ビニールテープの幅も考

慮して目印を貼り付けた（写真1）。 

ｂ．園芸用支柱（鋼管竹）：4～8本。梵天・細見竹の代替として使用（写真 2）。 

ｃ．巻尺：1間以内の長さを測る。 

ｄ．曲尺：縄を直角に交差させるための道具として使用。 

 

  

写真1 麻縄               写真2 園芸用支柱 

 

(2)実践の様子 

2019 年 3 月 14 日（木），茨城大学教育学部附属農場において検地を実践した。対象地の模式図

が図3である。実践者は大賀洋希（大学院2年次生），神永ゆめ・川又遼平・菊池彩純・篠原彩里・

関沙耶香・平山稜（以上，学部4年次生），菊池啓太・矢野圭太郎（以上，学部3年次生），髙橋奈々

恵（学部 2 年次生）の合計 10 名である。史料や道具を用いて学生自身が考える活動とし，必要な

際に教員4名が助言する形とした。おおまかな実践での動きと，各時点で出された疑問点などを以

下，①～⑦として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①図2に描かれた内容から，手順を検討。一辺に縄を引いて間数を算出し，その半分の長さとな

る場所に支柱（梵天の代用）を立てることにする。 

➡参考図では十字を測っているが，それをどうするのか，という疑問が出る。 

A 

B 

C 

D 

図3 検地対象地模式図 
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 ②Bに縄を置いて，間数を測る。参考図ではかなり強く引いていることに気づき，できるだけ縄

を張ることに努める。 

 ③続いて A，C，D の順に縄を置いて，間数を測る。まずは長方形をつくるという方向で進め，

A＝8間1尺，B＝10間5尺弱，C＝7間3尺，D＝11間1尺，という数値を出す。 

  ➡土地が斜めになっている場合はどう計算していたのか，という疑問が出る。 

 ④ここで再度，話し合い。各辺の中央に梵天を立てるため，隅から中央までの長さを確認する。 

 ⑤再びA，B，C，Dを測り，各辺の中央に支柱（梵天の代用）を立てる。 

 ⑥しかしここで，A，B，C，Dを測った時に四隅を直角にしたのか，という疑問が出る。さらに

話し合いとなり，以下の案が出された。 

・四隅を直角にするため，曲尺で測りながら縄を移動させる案。 

  ・A，B，C，Dいずれかの辺を固定して，両端に直角を作る案。 

  ➡縄を平行に移動させていくのか，などの疑問が出る。 

 ⑦教員より，台形の面積「（上底＋下底）×高さ÷2」によって面積は計算可能である，との助言

が出される。 

 

 ①～⑥では，土地を長方形として計算する方法を模索していることがわかる。しかし，対象地は

長方形にはなっておらず誤差が出る。誤差の算出方法が見出せなかったため，⑦を提案することに

なった。学生は台形の面積については想定しておらず，ここで面積の求め方の理解に至ったようで

ある。 

一方で，台形の面積の計算は，現代の方法としては有効だが，検地帳には間数が書かれている，

つまり間数で算出しているということにも気づいた。しかも，台形の面積での算出と，間数を用い

た算出方法を比較することで，検地の方法がどれだけ正確であったのかがわかる，差異が出せると

いう点も指摘している。 

 

      

   写真3 計測の様子①           写真4 計測の様子② 
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写真5 検討の様子 

 

 

写真6 検討後のホワイトボード 

 

説明から後片付けまでを含め，約2時間で活動は終了した。土地の計測そのものにかかった時間

は約 1 時間 10 分であった。計測の結果は，縦 7 間 5 尺×横 11 間，実際の長さは，およそ縦 15.6

ｍ×横18.5ｍであり，ある程度は実態に沿った結果になったといえる。なお，検地は面積を算出す

る必要があるのだが，ここでは縦横の長さを計測したにとどまった。 

 

(3)実践の感想 

 実践者の現地での感想を要約すると以下の通りである。 

・現代の私達でもとても手間がかかったが，昔の人はどうやっていたのか，細かいズレなどはど

うしていたのか，と疑問に思った。 

・検地の史料や絵図をもとにしたが，当時は漠然と測っていたように思った。現代は台形の面積

などを使えば，誤差は出るにしても，縄でも正確な測り方ができると思った。気になる点は，

梵天竹から十字を作って，何間×何間と計っていたと思うが，どういう順序で細かい地点を決

めていたのか，最終的に十字を作っていたのかが気になっている。 
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・実質１時間位かかったが，昔の人は1日でどうやって多くの土地を測っていたのか，手順が知

りたいと思った。 

・絵図などをみることはあったが，実際にやってみると自分たちで考えなければならないこと，

あいまいな部分たくさんあった。やってみないと分からない部分が多かったと思う。検地は全

員が同じやり方をしていたのか，やり方の手順を残した史料はなかったのかと疑問に思った。 

・測ってみて，やはり正確性に欠けるということ，例えば縄の張り具合など，人によって少しず

つ違うこともあり，なかなか正確には測れないと思った。果たしてこのやり方で正しかったの

か，今でも疑問に思う。 

・率直に大変だと思った。90度を測るにしても，今定規を使っていても，人の目でやっているの

でどうしても違いができる。 

・正確に測るのはとても難しい。昔は役人の裁量によって決まってしまい，それで年貢も変わっ

てしまう。自分が当時の人だったら，年貢を少なくしてくれる役人に検地をしてもらいたい。 

・率直に言って，計算がなかなかわからないと思った。役人の裁量でどのようにもでき，あまり

正確にしない方が年貢は納めやすかったのではないかと思う。 

・人員や道具が足りていないと，誤差が出るように思った。縄が多くあれば動かさなくても済む

し，例えば当時は測る，記録する，公式によって計算する人など専門の分業が出来ていたと思

うので，やはり人員が必要と思った。今回は測っては動いて，となることが多く，そうなると

自然とズレが出てくると思った。また今回は土地の形が測りやすかったが，扇形，あるいは楕

円にもならないような土地だと，面積は少しアバウトになってしまうのかと思った。 

 

大変であったという率直な感想と共に，今後に向けた問題点を考察することができたようである。

検地の方法を記した当時の史料に興味を持つ学生がいたが，この点，歴史を学ぶにあたっての基本

作業ともいえる，関係資料の継続的な調べ学習にもつながるだろう。 

また，道具や技術の精度についての言及もある。直角を作る必要，縄の張り具合など重要な視点

はあるものの，問題提起でとどまっている。特に，縄を地面に置いて計測していたこともあり，し

っかりと引っ張り，浮かせて計測している参考図に立ち返る視点が必要だったと思われる。 

検地のあり方そのものでいえば，どれほどの精度があったのか，あるいは精度を求めていたのか

という問題が提起された。日本史研究にとっての従来からの疑問点でもある。実践を通して，日本

史研究の課題についても抽出できたといえる。精度の低さを実証するといった，マイナスイメージ

から学習効果は得られないだろうから，高精度な検地の実践も今後の課題となるであろう。当該期

はどのような検地を実施し得たのか，その段階にいかなる意味を見出すのかを考えていくことも重

要になる。 

なお，当日は教員間で参考図からの読み取りを行い，十字木を重視すべきであろうとの結論を得

ているところである。この点については今後の実践を含めて，別稿にて示したい。 
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３ 融合科目としての実践に向けて 

 

(1)数学教育の視点から 

算数・数学科の観点から見ると，今回実施した検地は，土地の面積をどのようにして測り，どの

ようにして求めるかという問題を含んでおり，小学校第4，5学年で学習する「平面図形の面積」の

単元と関連している。算数科で普段行う授業においては，紙上に書かれた平面図形は定規や分度器

を用いて長さや角度を容易に測ることができるゆえに面積も比較的容易に求められる。一方で，今

回の検地では，これらの道具では直接測ることのできない大きな土地の面積を求めることを要求さ

れる点に難しさ，面白さがあるといえる。 

実践に参加した学生の活動の様子を振り返ると，2.(2)で説明されている通り，学生らはまず長方

形を作る方向で進めたが，四隅を直角にして測ることに苦労している様子がみられた。また，長方

形から外れた誤差の部分が算出できずにいたため，台形の面積公式を用いた算出を提案するに至っ

た。今回の検地で計測した土地は台形に近い形をしており，台形で近似することで直角の計測が２ 

 

か所に減り効率が良くなる上に台形の面積公式が使えるためである（図4）。今回参加したのは全員

が社会科の学生であったが，算数・数学に苦手意識を持ち，学校で学習した基本的な内容が十分に

身についていない様子も見られた。特に，台形の面積公式については公式そのものを忘れていた学

生も少なくなかったようである。この公式は長方形，平行四辺形，三角形のそれよりも式がやや複

雑である上に利用頻度も少なめであるように見受けられ，公式をどのように身に付けるかという算

数・数学教育における課題も浮き彫りになったといえる。 

今回は台形に近い比較的単純な土地での計測であったが，より複雑な形をした土地での検地も興

味深いと思われる。限られた人員，限られた道具を用いてどのように検地を行ったら正確で効率が

よくなるかを検討，実践するのも面白い。また，効率等を別にして数学教育の観点から見れば，例

えば定規で測れないような大きな土地について，中学校で学習する相似比の考えを用いて紙にかけ

る大きさに縮小してまずはその面積を求め，そこから土地の面積を求めることを試みるのも面白い

と思われる。 

 

長方形 

 

台形 

 図4 
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(2)技術教育の視点から 

技術･家庭科技術分野（以下，技術分野とする。）は，世の中の様々な技術を「材料と加工」「生物

育成」「エネルギー変換」「情報」の4つの技術に分けて学習する。家庭科も含め他教科は小学校か

ら高等学校までどの校種においても学習する機会があるが，技術分野の学習内容は，専門教育とし

て高等学校工業科，農業科，情報科等への接続はあるものの，普通教育としては中学校3年間のみ

である。 

技術分野の学習は，4 つの技術の全てにおいて，①生活や技術に関わる「問題の発見・課題の設

定」→②「解決策の検討，設計・計画」→③「実践（製作・制作・育成）」→④「取組・成果の評価」

→⑤「技術の評価，選択，管理・運用，改良・応用について考える」学習過程で構成されており，

義務教育の段階において，技術の見方・考え方を働かせて，生活や社会における技術に関わる問題

の解決を図る学習活動を通して，学習の基盤となる資質･能力である問題発見・課題解決能力の育成

とともに，持続可能な社会の構築に向けて適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な

態度の育成をねらいとして実施される。 

さて，多くの人間が関わる検地の作業において，職能集団でもあったと推察できる検地の実施者

は，役割分担を行うとともに，公正を期すためにも正確な検地の実施とともに，検地実施者の誰も

が理解できるように実施手順を明確化，簡略化し，効率的に実施すること等が求められたと推察で

きる。これらを踏まえて，本取組における技術分野で育成した資質・能力等の活用場面について述

べる。 

まず1つ目は，取組に参加した学生の感想「実質1時間ぐらいかかったが，昔の人はどうやって

多くの土地を測っていたのか，手順が知りたいと思った。」にもあるとおり，いわゆる検地について

の「段取り」について考える場面である。「段取り」とは，「物事を行う順序や手順。また，その準

備（デジタル大辞泉（小学館））」のことであり，技術分野の学習過程の特に②「解決策の検討，設

計・計画」に当たる部分である。 

技術分野の学習では，例えば題材において，実施手順を明確化，簡略化し，効率的に実施するた

めに，設計図や作業工程表を作成する。あわせて，設計の段階において，利用する技術が，自然環

境への負荷，経済的な負担などと折り合いを付け，最適な解決策となっているかを見極めることが

必要となる。これらは「技術を最適化する」という考え方として前述の4つの内容全てで取り扱う

こととなり，検地でいえば，人員を無駄なく効率的に配置し，多くの時間をかけずに実施するとい

った，効率的に実施するために必要なことを考えることにつながる。 

 2 つ目は，学生の感想「現代の私たちでもとても手間がかかったが，昔の人はどうやっていたの

か，細かいズレなどはどうしていたのか疑問に思った。」にもあるとおり，いわゆる検地の精度につ

いて考える場面である。中でも，特に道具の扱い方や道具そのものの精度が検地の実施には多くの

影響があることが実感する場面であり，技術分野の学習過程の特に③「実践（製作・制作・育成）」

に当たる部分である。 

技術分野の学習では，例えば実際に五感を活用してものづくりを行う場面では，手加工で実際に

製作する場合，作品の精度に直結する「緻密な加工へのこだわり」が求められ，手工具の扱い方に

ついての知識や技能の習熟が最終的に作品の仕上がりにも影響することに気付くことができる。検

地でいえば，使用する道具についての知識，扱い方の習熟が正確な検地の実施につながると考える
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ことにつながる。 

 これまで，検地の実践に関わる学習活動と技術分野の学習内容との関連について，実際の取組内

容と検地の実践を行った学生の感想から，その関連について述べた。なお，この実践を例えば中学

校で実施する場合には，実践に関わる人，こと，もの，情報についての調整や実施時期，必要な学

習時間を考慮するなど，社会科と先に述べた数学科，技術分野の学習内容とのカリキュラム・マネ

ジメントが必要であり必須である。 

 

 

おわりに 

 

以上，本稿は，検地を実際に体験する学習を通して，学習者からどのような反応が得られるかを

まとめ，実践における課題について検討した。本年度4月から教員として学校現場に立つ学生も多

かったため，自らの教育現場で活用してみたいという感想もあったことを付記しておく。 

検地の実践は，社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融合的な科目と

しての学び，実践的な科目としての学びにつながることが確認できた。今後は，関係史料の読み込

みを進め，使用する道具を精査する，測量の技術を向上させるなど，より精緻な方法での実践を行

い，学習体験としていかなる効果が得られるかについても継続して検討する予定である。 

 

 ＊当日の実践に際しては本稿執筆者3名のほか，技術教育教室教務助手岩下英基氏にも立ち会っ

ていただき，助言もいただきました。ここに感謝の意を記します。 

 

 

                             注 

1) 千葉真由美「小学校社会科における歴史学習の内容と理解―「初等社会科内容研究」でのアン

ケート調査から―」『茨城大学教育学部紀要（人文・社会科学，芸術）』第67号，2018年，1-

12． 
2) 例えば，高崎藩士大石久敬によって寛政3年（1791）から執筆が開始された『地方凡例録』に

は，「検地之事」としてその方法が記されている。 
3) 例えば，十字に縄を張り面積を計算する方法について記したものに，丹波篠山藩士万尾時春に

よって享保10年（1725）に著された『勧農固本録』がある。 
4) 茨城県内の旧水戸藩領での「縄打図」の事例については，佐藤次男「解説」美和村史編さん委

員会編『美和村史料』近世村絵図（美和村，1996年）133-140． 
5) 安藤博編『徳川幕府県治要略』（赤城書店，1915年）． 
6) 図1，2共に「国立国会図書館デジタルコレクション」より。 
7) 大野瑞男「検地」国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』第5巻（吉川弘文館，1985年）別 

刷頁． 
8) 林英夫他編『近世古文書解読字典』（柏書房，1972年）． 

 


