
【FdData中間期末：中学歴史】 
[班田収授法と税制・墾田永年私財法] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[班田収授法] 
[問題](2学期中間) 
律令制度のもとでは，公地・公民の原

則に従って，6 年ごとにつくられる戸籍

にもとづいて，6 歳以上のすべての人々

に性別や良民・賤民という身分に応じて

口分田が与えられ，その人が死ぬと国に

返すことになっていた。この制度を何と

いうか。 
 
[解答]班田収授法 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_3_nara.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_3_nara.pdf


[解説] 
 
 
 
 
645 年に始まる大化

た い か

の改新
かいしん

によって，そ

れまで豪族
ごうぞく

が支配してきた土地と人々を

国のものとする公地
こ う ち

・公民
こうみん

の方針が定め

られた。 
しかし，実際に公地・公民の方針を具体

化できたのは，672 年の壬申
じんしん

の乱
らん

に勝利

して天皇中心の中央集権を実現した天武
て ん む

天皇とそのあとを継いだ持統
じ と う

天皇(天武

天皇の后
きさき

)以降であった。持統天皇のも

とで，班田収授
はんでんしゅうじゅ

の基礎となる戸籍
こ せ き

が整備

され，692 年に全国的な班田収授が始ま

った。701年の大宝
たいほう

律令
りつりょう

で律令制度が完

成したが，この律令制度の下では，6 年

ごとに戸籍がつくられ，人々は，良民
りょうみん

と



E賤民E

せんみん

Aに分けてAE登録E

とうろく

Aされた。戸籍に登録さ

れた6歳以上のすべての人々にAE口分田E

く ぶ ん で ん

Aが

あたえられ，死ぬと国に返させた。この

制度をAE班田収授法E

はんでんしゅうじゅのほう

Aという。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「班田収授法」「口分田」「次の家族の場

合，何人に口分田があたえられるか」で

ある。「6 歳以上」「戸籍」もしばしば出

題される。 
 



[問題](1学期中間) 
律令制度のもとでは，6 歳以上の男女

に一定の面積の田を支給し，死ねば返さ

せた。 ①この田を何というか。②このよ

うな制度を何というか。 
③また，次の家族の場合，何人に②の田

があたえられるか。 
[ 父38歳 母35歳 男子15歳 
 男子9歳 男子1歳 女子12歳 
 女子7歳 女子4歳] 
 
[解答]① 口分田 ② 班田収授法 
③ 6人 
[解説] 
A E班田収授法E

はんでんしゅうじゅのほう

Aによって，AE戸籍E

こ せ き

Aに登録された

6 歳以上のすべての人々にAE口分田E

く ぶ ん で ん

Aがあた

えられた。この問題の家族の場合，6 歳

以上であるのは6人である。 
 



[問題](後期期末) 
次の資料は奈良時代の戸籍をもとに，

ある一家の構成を図式化したものである。

班田収授法により口分田が与えられる対

象者は何人か。 
 
 
 
[解答]5人 
 
[問題](後期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 律令政治のもとでは，6 年ごとに

( ① )がつくられ，人々は良民または

賤民として登録された。これにもとづい

て，( ② )歳以上のすべての人に

( ③ )田があたえられ，死んだあと，

国に返すという( ④ )法という制度が

行われた。 



 
[解答]① 戸籍 ② 6 ③ 口分 
④ 班田収授 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 班田収授をおこなうために，一定期

間ごとにつくられた台帳は何か。 
(2) (1)の「一定期間」とは何年か。 
(3) (1)に登録された農民たちには身分の

違いがあった。身分が低いとされる

農民たちを何というか。 
(4) 与えられた田を何というか。 
(5) (4)は何歳以上の男女に与えられたか。 
 
[解答](1) 戸籍 (2) 6年 (3) 賤民 
(4) 口分田 (5) 6歳以上 
 



[税制・兵役] 
[問題](後期期末) 
次の文中の①，②に適語を入れよ。 
班田収授法によって口分田があたえら

れたが，口分田の面積に応じて( ① )
という税が課せられた。このほかに，良

民の成人男子には，布や特産物を都まで

運んで納める調や庸という税や，九州北

部の防衛を行う( ② )という兵役の義

務が課された。 
 
[解答]① 租 ② 防人 
[解説] 



農民には，AE租E

そ

A・AE庸E

よう

A・A E調 E

ちょう

A・AE雑徭E

ぞうよう

Aなどの税負

担が課せられた。租は口分田にかかる税

で，A E収穫E

しゅうかく

A量の約3％を納める比較的に軽

いものであり，主にききんなどに備えて

郡などの倉庫に納められた。 
成年男子にかかるA E庸E

よう

A(労役のかわりに布

(麻布)を納める)，A E調 E

ちょう

A(絹，糸，真綿，地

方の特産物を納める)は，農民自身の手で

都に運ばねばならず(農民の中から人夫

が選ばれた)，行き帰りの食料などが自己

負担であったため，限度をこえた重すぎ

る負担であった。また，AE雑徭E

ぞうよう

Aは成年男子

に課せられ，国司の命令で，年間最大で

60日のAE労役E

ろうえき

Aを提供するものであった。 
さらに，成年男子 3～4 人に 1 人の割合

で兵士がA E徴発E

ちょうはつ

Aされた。兵士は諸国におか

れた軍団で訓練を受け，一部は都の警備

を行い，一部は九州北部を守るAE防人E

さきもり

Aとな

った。 



兵士は，武装や食料などを自分で負担し

なければならなかったから，その負担は

非常に重かった。また，兵士を出すこと

はその家にとっても働き手をとられるこ

とになり，大きな負担であった。このよ

うな重い税負担と働き手を労役や兵役に

とられてしまうため，春から夏には，種

もみや食べる米がなくなってしまう人々

も多かった。かれらは国司や豪族から稲

を借りてしのいだが，秋には高い利息(5
割という高利)をつけて返さなければな

らなかった。これをAE出挙E

す い こ

Aというが，のち

には強制的に貸し付けられるようになっ

た。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「租」「庸」「調」「防人」である。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 奈良時代の農民の負担のうち，次の①

～③はそれぞれ何か。 

 
[解答]① 租 ② 庸 ③ 調 
 
 

税   内容 
① 口分田の面積に応じて稲を納

めた。  
② 労役のかわりに布(麻布)を納め

た。 
③ 絹，糸，真綿，地方の特産物を

納めた。 



[問題](2学期中間) 
次の表は，奈良時代の農民の負担であ

る。①～⑤にあてはまる語句を書け。 
 

税 ( ① ) 
 
( ② ) 
 
( ③ ) 

収穫量の約 3％の稲を

納めた。 
労役のかわりに布を納

めた。 
絹，糸，真綿，地方の

特産物を納めた。 
労

役 
( ④ ) 1 年に 60 日以内の労

働。 
兵

役 
兵士 
 
 
 
( ⑤ ) 

成年男子3～4人に1人
を，国ごとの軍団で 1
年に平均36日間兵士と

して訓練。 
兵士から選ばれ，3年間

九州北部の防衛を行

う。 



[解答]① 租 ② 庸 ③ 調 ④ 雑徭 
⑤ 防人 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 農民たちは田の面積に応じて稲を税

として納めていたが，この税を何と

いうか。 
(2) (1)の税は収穫量の約何%であったか。 
(3) 絹，糸，真綿，地方の特産物を納め

る税を何というか。 
(4) 労役の代わりに布(麻布)を納める税

を何というか。 
(5) 年に60日以内，地方での労役に従う

税を何というか。 



(6) 農民たちは米がなくなると国司や豪

族から稲を借りてしのいだが，高い

利息をつけて返さなければならなか

った。のちに強制的に貸し付けられ

るようになったこのような負担を何

というか。 
(7) 防人とは，どのような任務についた

人のことをいうか。「九州北部」とい

う語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 租 (2) 約3％ (3) 調 
(4) 庸 (5) 雑徭 (6) 出挙 
(7) 九州北部の防衛の任務についた人。 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 

(1) 律令制のもとで，6 歳になると国が

土地(田)をあたえ，その人が死ねば

返させるきまりを何というか。 
(2) (1)で人々にあたえられた田を何と

いうか。 

名称      内  容 
租 田の面積に応じて(①)を納め

る。 
調 絹，糸，真綿，地方の(②)を

納める。 
庸 労役のかわりに(③)をおさめ

る。 
防人 (④)地方の海辺の警備。 



(3) 右の表の①～④にあてはまる語句を，

次の[  ]からそれぞれ選べ。 
[ 律令 雑徭 特産物 稲 麻布 
 近畿 東北 九州 ] 

(4) 租，庸，調のうち成人男子に課せら

れ，都まで運んで納める義務のあっ

たものをすべてあげよ。 
(5) 農民の重い負担となった国司や豪族

から高い利息で稲を借りる制度を何

というか｡ 
 
[解答](1) 班田収授法 (2) 口分田 
(3)① 稲 ② 特産物 ③ 麻布 
④ 九州 (4) 庸，調 (5) 出挙 
 



[農民の苦しみ] 
[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 奈良時代の農民にとって租・庸・調・

雑徭などの税や兵役の義務は限度を超え

た負担であった。この当時の戸籍では，

記載された男と女のうち( ① )の数が

圧倒的に多いが，これは男子のみに課せ

られる庸・調・雑徭・兵役をまぬがれよ

うとして偽って申告したためである。ま

た，万葉集におさめられている「から衣 

すそに取りつき 泣く子らを 置きてぞ

来ぬや 母なしにして」という( ② )
の歌は，農民の苦悩を表している。 
 
[解答]① 女 ② 防人 



[解説] 
 
 
 
 
A E班田収授法E

はんでんしゅうじゅのほう

AとAE租E

そ

A・AE庸E

よう

A・A E調 E

ちょう

A・AE雑徭E

ぞうよう

Aなどの

税制は，唐の制度をモデルにしてつくら

れたものであるが，農民にとっては限度

を超えた重すぎる負担であった。 
租は収穫量の約 3％と比較的軽かったが，

男子にかかる庸や調をあわせた税負担は

かなり重いものであった。庸や調は農民

たち自身の手で都に運ばなければならず

(農民の中から人夫が選ばれた)，雑徭と

いって国司のもとで年間 60 日の労役を

課せられた。さらに，成年男子 3～4 人

に1人の割合で兵役の義務があった。農

民にとって，これらの負担はきわめて重

く，農作業に必要な時間までうばわれて



しまった。天候の不順や害虫などのため

にききんが起こりやすく，わずかなこと

で生計が成り立たなくなることも多かっ

た。 
万葉集におさめられている｢から衣 す

そに取りつき 泣く子らを 置きてぞ来

ぬや 母なしにして｣(私の着物のすそに

とりついて泣く子どもらを，家において

きてしまった。母親もいないのに，今ご

ろはどうしているのだろうか。)という防

人の歌からも，こうした農民の苦悩を感

じ取ることができる。 
重い負担をのがれるために，男を女とい

つわって，AE戸籍E

こ せ き

AにAE申告E

しんこく

Aして庸・調・雑徭・

兵役をまぬがれようとした(女子には

庸・調・雑徭や兵役がなかった)。また，

重い負担にたえかねてA E口分田E

く ぶ ん で ん

AをすててA

E流浪E

る ろ う

Aする農民も少なくなかった。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「男を

女と申告して男子のみに課せられる庸・

調・雑徭・兵役をまぬがれようとしたた

め」である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。

④は(  )内から適語を選べ。 
 朝廷は戸籍にもとづいて班田収授を行

い，戸籍に登録された6歳以上のすべて

の人々に( ① )をあたえたが，同時に，

租・庸・調などの重税や兵役の義務を課

したため，重い負担にたえかねて，逃亡

する農民も少なくなかった。 
( ② )という和歌集に収録されている

｢から衣 すそに取りつき 泣く子らを 

置きてぞ来ぬや 母なしにして｣という

( ③ )の歌からもこうした農民の苦悩

を感じ取ることができる。また，このこ

ろの戸籍を見ると④(男／女)の字が多い

が，これは，男を女と申告して男子のみ

に課せられる庸・調・雑徭・兵役をまぬ

がれようとしたためである。 
 



[解答]① 口分田 ② 万葉集 ③ 防人 
④ 女 
 
 
[問題](1学期中間) 
次の表は奈良時代のある2つの郡の戸

籍に登録された人口である。｢女｣の数が

異常に多くなっているが，その理由を「庸，

調，雑徭，兵役」という語句を使って答

えよ｡ 
 
 
 
 

 
[解答]庸，調，雑徭，兵役などは男子の

みに課せられていたから女といつわって

この負担を免れようとしたため。 
 

 A郡 B郡 
男 15人 32人 
女 46人 72人 



[墾田永年私財法] 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
奈良時代，人口が増加したので口分田

が不足するようになった。そこで朝廷は，

743 年に( ① )という法律を出して，

新しく開墾した土地は永久に私有してよ

いことにした。この法律が出されると，

貴族や寺院や郡司は，周りの農民を使っ

て開墾を進め，広い私有地をもつように

なった。これが( ② )の始まりである。

こうして，公地公民の原則がくずれた。 
 
[解答]① 墾田永年私財法 ② 荘園 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
奈良時代，鉄製農具が普及し，稲のA E収穫E

しゅうかく

Aは増えてきた。しかし，それ以上に人口

が増加したためにAE口分田E

く ぶ ん で ん

Aが不足するよう

になった。そこで，743年，AE聖武E

しょうむ

A天皇はAE墾E

こん

AAE田E

でん

AAE永年E

えいねん

AAE私財法E

しざいのほう

Aを出して，新しくAE開墾E

かいこん

Aした

土地の私有を認めることとした(なよみ

(悩み)(743)多き私財法)。ただし，私有地

であっても租は課税された。 
墾田永年私財法が出されると，A E貴族E

き ぞ く

AやA

E寺院E

じ い ん

AやAE郡司E

ぐ ん じ

Aは，周りの農民を使って開墾



を進め，広い私有地をもつようになった。 
これがA E荘園E

しょうえん

Aの始まりである。墾田永年私

財法によって，耕地面積が拡大し税収が

増加した。しかし，土地の私有を認めた

結果，AE公地E

こ う ち

A・AE公民E

こうみん

Aの原則はくずれること

になった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「墾田永年私財法」「荘園」である。「口

分田が不足したから」「公地・公民の原則

がくずれた」もしばしば出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
奈良時代に鉄製農具が広まり稲の収穫

がふえたが，それ以上に人口が増加した

ので( ① )田が不足するようになった。

聖武天皇は 743 年に( ② )法を出して，

新しく開墾した土地は永久に私有してよ

いことにした。(②)法が出されると，貴

族や寺院や郡司は，逃亡してきた農民な

どを使って開墾を進め，広い私有地をも

つようになった。これが( ③ )の始ま

りである。(②)法によって土地の私有を

認めた結果，( ④ )の原則はくずれる

ことになった。 
 

[解答]① 口分 ② 墾田永年私財 
③ 荘園 ④ 公地・公民 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 743 年に出された，新しく開墾した

土地の私有を認める法律を何という

か。 
(2) (1)の法律を出したのはなぜか。「人

口」「口分田」という語句を使って簡

単に説明せよ。 
(3) (1)の法律により貴族や寺院などが

所有するようになった私有地は，や

がて何と呼ばれるようになったか。

漢字2字で答えよ。 
(4) (1)の法律によりくずれていくこと

になった原則は何か。 
 
[解答](1) 墾田永年私財法 (2) 人口が

増加したことで口分田が不足したから。 

(3) 荘園 (4) 公地・公民(の原則) 



[問題](1学期期末) 
 奈良時代，口分田が不足するようにな

り，朝廷は開墾を奨励しようと743年に

新しい法律を出した。これについて，次

の各問いに答えよ。 
(1) 口分田が不足してきた理由を答えよ。 
(2) 743 年にできた新しい法律を何とい

うか。 
(3) (2)の法律の内容を説明せよ。 
(4) (2)の法律によって，開墾を熱心に行

ったのはどういう階層か，2 つ答え

よ。 
(5) (4)のような階層が開墾した，広い私

有地は後に何と呼ばれるようになっ

たか。 
 
 



[解答](1) 人口が増加したから。 (2) 墾
田永年私財法 (3) 新しく開墾した土地

の私有を認める。(4) 貴族，寺院(郡司) 
(5) 荘園 
 
 
[問題](2学期中間) 
墾田永年私財法が出されたことで，そ

の後社会はどのように変化したか。「貴族

や寺院」「私有地」「公地・公民」という

語句を用いて説明せよ。 
 

[解答]貴族や寺院は，周りの農民を使っ

て開墾を進めたが，私有地を認めたこと

で公地・公民の原則がくずれていくこと

になった。 
 



[全般] 
[問題](2学期中間) 
 奈良時代に関する次の各問いに答えよ。 
(1) 一定年齢以上のすべての人々に与え

られた田を何というか。 
(2) 一定年齢以上のすべての人が(1)を与

えられ，その人が死ぬと国に返させ

た制度を何というか。 
(3) 次の家族の場合，何人に(1)の田があ

たえられるか。 
[ 父37歳 母35歳 男子12歳 男

子7歳 男子5歳 女子2歳 ] 



(4) 次の表の①～④の税・兵役をそれぞ

れ何というか。 

 
(5) 奈良時代の戸籍を見ると，男に比べ

て女の数が異常に多くなっているも

のが多い。その理由を「庸，調，雑

徭，兵役」という語句を使って答え

よ｡ 

名称 内 容 
① 田の面積に応じて稲を納める。 
② 絹，糸，真綿，地方の特産物を納

める。 
③ 労役のかわりに布(麻布)をおさ

める。 
④ 九州北部の海辺の警備を行う。 



(6) 人口の増加などにより(1)が不足した

ことから，開墾を進めるために 743
年に制定された，新しく開墾した土

地の私有を永久に認める法を何とい

うか。 
(7) (6)が出された後，貴族や寺院などは

さかんに開墾を行って私有地を増や

した。これらの私有地はやがて何と

呼ばれるようになったか。 
 
[解答](1) 口分田 (2) 班田収授法 
(3) 4人 (4)① 租 ② 調 ③ 庸 
④ 防人 (5) 庸，調，雑徭，兵役などは

男子のみに課せられていたから女といつ

わってこの負担を免れようとしたため。 
(6) 墾田永年私財法 (7) 荘園 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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