第３考査 世界史特講･アジア史

問題用紙

Ⅰ．[ ]内に入れるべき適語を語群から選び、記号で記せ。また下線部に
ついての設問に答えよ。
1206 年、モンゴル部の[ 1 ]はモンゴル高原の統一に成功、チンギス＝ハンの称号を得るとともに各地に
遠征をすすめ、ナイマン部、ホラズム朝、西夏などを滅ぼしユ－ラシア大陸を広くおおう大帝国をたてた。
かれのあとを継いだオゴタイも領土を拡大、[ 2 ]を滅ぼし華北を支配するようになった。孫のバトゥはヨ
ーロッパへ侵入、[ 3

]の戦いでヨ－ロッパ人の騎士団をやぶり、(a)キプチャク・ハン国を建てた。同じく

孫のフラグは 1258 年にバグダードを占領、[ 4

]朝を滅ぼし、(b)イル・ハン国を建てた。しかし 1260 年[

5 ]が大ハンとなることをきっかけにおこった[ 6 ]の乱の結果、モンゴル帝国は分裂、[５]は中国支配に重
点を置くようになり、国名も元と改称した。さらに 1279 年には抵抗を続けていた[ 7

]を厓山の戦いで滅

ぼし①中国全土の支配に成功、さらに②雲南にあった大理も滅ぼした。
かれらは③商業を重視し、外国貿易の発展につとめ、④東西交流が進んだ。また[ 8

]の開削によって

水上交通をはじめとする国内交易の発展にもつとめた。
(ｱ)金
(ｴ)南宋

(ｲ)大運河
(ｵ)大都

(ｳ)カラコルム
(ｶ)ハイドゥ

(ｷ)紅巾 (ｸ)フビライ (ｹ)オゴタイ
(ｺ)テムジン (ｻ)ヴェトナム
(ｼ)アッバース (ｽ)ワール・シュタット
(ｾ)イスラーム
デリー＝
スルタン朝

５

A

問１． 文中 の (a)(b)は 上左の地図 のどの
部分に当たるのか、記号で記せ。

０

問２．文中の下線部について以下の問に答

モンゴル帝国の最大領域

B

D
E

１０００ｋｍ

モンゴル帝国の最大領域

えよ。
①モンゴルの中国支配について記した以下の空欄 abc を正しく組み合わせたものはどれか。下の組み合
わせ例より選び記号で記せ。
モンゴル人は支配下の人々を、モンゴル人を最上位とし、以下、西域出身の< a.>人として重用、その
下に<b.>人、最下位を<c.>人とわける身分制度を導入した。
(ｱ)漢、色目、南

(ｲ)黒目、南、漢

(ｳ)色目、漢、南

(ｴ)西、南、東

(ｵ)色目、南、漢

②滅亡した大理の一族は南下し東南アジアに定着することになる。この人々は何という民族か。
(ｱ)タイ

(ｲ)インドネシア

(ｳ)ラオス

(ｴ)カンボジア

(ｵ)フィリピン

(ｶ)クメール

③モンゴル帝国が交易の発展をすすめるため整備した制度は何か、記せ。
④東西交流にかかわる(1)(2)の人物名を記せ
(1)この都を訪れ、司教として最初にカトリックを伝えたヨーロッパ人は誰か。
(2)父に伴われて、この地を訪れ、大汗につかえ、のちヴェネツィアで「世界の記述」を著し、ヨーロッパ
に東方の事情を伝えることになった人物は誰か。
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Ⅱ．［ ］に入れるべき適語を記せ。なお語群に適語があるときはそれを用いるこ
と。また下線部について設問に答えよ。
元末の反乱の首領の一人であった[ 1 ]は、地主層の支持を背景に[ 2 ]地方から生まれた初めての統
一国家である明を建国、[ 3 ]帝となった。かれは①皇帝独裁体制の樹立を図る一方で

②農村における

土地と人民の支配強化をはかるため、さまざまな方法をこうじた。
彼の死後、 1399 年燕王は[ 4 ]の変をおこして皇帝の位を奪い[ 5 ]帝となった。彼はその地位を誇示
すべく、[ 6 ]をインド洋方面へ遠征させたり、自らモンゴル、東北部への遠征、攻撃をおこなったりした。
③北虜南倭とよばれる周辺民族の攻撃や④政府内部の対立で弱体化、 1644 年

しかしその後の明は

[ 7 ]の乱のなかで滅亡した。
17 世紀中期、中国本土の混乱の中で

⑤清は、⑥中国本土に侵入、全土を征服した。この国はいわゆる

⑦「アメとムチの政策」という巧みな政策で中国支配を行い１７世紀後半から１８世紀の[ 8 ][ 9 ][ 10 ]
(時代順に並べる)の三人の皇帝の頃全盛をむかえた。また⑧各地に遠征を行い、ほぼ現在の中国の原型
をつくりあげた。
白蓮教

李自成

チベット仏教

イスラーム教

楊炎

靖難

張居正

華北

四川

黄巾

江南

靖康

駅伝

黄巣

紅巾

＜設問＞
①明の初代皇帝の政治体制について記した以下の文について誤りを含むものを１ついえ。

(ｱ)これまでの政治の最高機関であった中書省を廃止した。
(ｲ)宰相の制度をやめ、六部を皇帝に直属させる体制をとった。
(ｳ)軍隊を正規軍である八旗、補助軍である緑営などに編成し直した。
(ｴ)大明律・大明令などの法律の整備をおこなった。
(ｵ)首都を南京において、漢民族中心の政治をうち立てた。
②(1)明の時代、税を確実に徴収する事などを目的につくられた土地台帳の名をいえ。
(2)徴税や治安維持などの目的から農民を組織し連帯責任をおわせた制度はなにか。
③北虜南倭について記した以下の文について正しいものを指摘せよ。

(ｱ)タタール部のアルタン＝ハンが強力になり、中国本土を脅かした。
(ｲ)オイラート部のエセン＝ハンは中国に侵入し、靖康の変で明の皇帝神宗万暦帝を捕虜にした。
(ｳ)日本人だけからなる海賊は倭寇と呼ばれ、中国南部や朝鮮半島沿岸を襲撃した。
(ｴ)明時代、モンゴル部のフビライ＝ハンは二度にわたって日本を攻撃した。
④この時期、明であらたな税制度が導入された。税制度について記した以下の文の空欄に適語をいれよ。

中国の税制は、唐の時代にはじまった[ 1 ]法がつづいていたが、明の後期[ 2 ]法が採用された。こ
れは、税を[ 3 ]の二つに整理し銀で支払わせるというものであった。清の時代になると、さらに整理さ
れて[ 4 ]制となった。
⑤清について記した以下の文の空欄に適語をいれよ。

清は[ 1 ]族の[ 2 ]が中国東北部で建国した後金にはじまる。かれらは[ 3 ]という独自の軍事行
政社会組織をもとに勢力を拡大、名も清とあらためた。
⑥清の中国支配の様子を正しく説明した文を１つ選べ。

(ｱ)山海関を守っていた明の部将呉三桂は、関を開いて清の中国侵入を助けた。
(ｲ)呉三桂ら漢民族の部将は地方の王として封じられ、清末まで独自の勢力を維持し続けた。
(ｳ)明の遺臣鄭成功らは台湾に独立政権を建て、以後２００年間、後明と称して清国と争い続けた。
(ｴ)侵入した清国は、反乱を起こしていた農民勢力と手を結び国内の地主勢力の一掃をはかった。
(ｵ)漢民族と比べ人口の少ない清の支配は華北にとどまり、江南には漢民族の王朝が続いた。
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⑦清の漢民族支配は「アメとムチの政策」といわれる。「アメ」（懐柔策）と「ムチ」（抑圧策）の例をあげながらその支
配のやり方を説明しなさい。
⑧このことについて以下の問いに答えよ。
１）１８世紀、清はジュンガルを滅ぼして東トルキスタン全域を支配した。この地は後にどのようにいわれるようにな
るのか。一つ選べ。

(ｱ)新疆

(ｲ)青海

(ｳ)燕雲十六州

(ｴ)モンゴル

２）清の支配地や勢力圏は轄地・藩部・属国にわけられる。藩部に属するものの記号をあるだけ記せ。

(ｱ)台湾

(ｲ)中国東北部

(ｳ)新疆

(ｴ)ミャンマー

(ｵ)琉球

(ｶ)モンゴル (ｷ)朝鮮

(ｸ)チベット

３）清とともにチベットを支配した、チベット仏教の支配者の名を１つ選べ。

(ｱ)ダライ＝ラマ

(ｲ)エセン＝ハン

(ｳ)ツォンカパ

(ｴ)アルタン

(ｵ)ヌルハチ

Ⅲ．明清の儒学の展開について［ ］に入れるべき適語を下の語群よりを選び、
記号で記せ。また下線部の問に答えよ。
明・清では[ 1

]学が国家の教学となり、科挙の試験科目とされるなどしだいに固定化の傾向をしめし

た。こうしたなか明中期の[ 2 ]は人間の実践を重視し、知識と行動の一致＝[ 3 ]などを主張した。
明末になると、具体的に現実に役立つ学問を重んじる①実学が発展、②イエズス会の宣教師らがもたら
す③ヨ－ロッパからの技術とも結んで多くの成果をあげた。
(ｱ)黄宗羲

(ｲ)朱子

(ｳ)王陽明

(ｴ)訓詁

(ｵ)知行合一

(ｶ)理気二元論

①次の書物の名をそれぞれ選び、記号で記せ。

a)李時珍があらわした医・薬学書の名をいえ。
b)宋応星が著した産業技術の図解説明書はなにか。
(ｱ)古今図書集成

(ｲ)農政全書

(ｳ)天工開物

(ｴ)資治通鑑

(ｵ)本草綱目

②イエズス会の中国布教に関連して述べた次のア～エのうち誤りを含むものを一つ選べ。

(ｱ)イエズス会は先祖崇拝や孔子の教えを取り入れるなど中国の文化を受け入れようとした。
(ｲ)ドミニコ会などのカトリックの教団はイエズス会の布教方針を批判、ローマ教皇もこれを支持した。
(ｳ)こうした動きに対し、清の皇帝はイエズス会以外のキリスト教の中国での布教を禁止した
(ｴ)中国政府は政治と貿易は別と考え、貿易についてはこの後もこれまで通りすすめられた。
③明代以降紹介されたヨーロッパの学問に関連して述べた次のア～エのうち正しいものを一つ選べ。

(ｱ)ヨーロッパの自然科学を伝えたのはおもにプロテスタント系の宣教師であった。
(ｲ)授時暦は明末のヨーロッパの天文学を基礎にしてつくられた暦である。
(ｳ)マテオ＝リッチは徐光啓らと協力して、ヨーロッパの暦法や数学などを中国に紹介した。
(ｴ)『皇輿全覧図』はブーヴェらの協力によってつくられた中国初の実測世界地図である。
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Ⅳ、［ ］内にいれるべき語はＡ群より、【 】はＢ群より適語を選び記号で、《
は自分で考えて、それぞれ適語を記せ。また以下の設問に答えよ。

》

（※なお同一記号は同一語句を示す。）
18 世紀、清は中国は貿易港を[ 1 ]一港のみに限り、貿易を《 A 》という特権商人たちに独占させた。し
かし

①イギリスで産業革命がおこり、イギリス国内で中国貿易のあり方を改めるべきだという要求が高

まり、多くのイギリス商人たちが中国に殺到し、アヘン貿易をおこなうものも現われた。これにたいし清朝
は[ 2 ]を派遣し取締りを強化したため、《 B 》年イギリスとの間でアヘン戦争が発生した。
戦争は近代的装備を持つイギリスの勝利が勝利し、 1942 年には (ⅰ)南京条約が締結され、翌年には
その付属条約も締結されるにいたった。こうして中国は自由貿易を押し付けられるようになっていった
が、予想より貿易が伸びないことに不満をもったイギリスの資本家たちはいっそうの貿易拡大をめざし、
《 C 》事件を口実に、フランスをもさそって ②中国に宣戦を布告し、清は(ⅱ)北京条約を押し付けられた。
③[ 3 ]

こうした欧米列強の中国への進出などは 中国の民衆の生活を破壊した。そこで起きたのが

率いる民衆反乱である《 D 》の乱である。この反乱は【 ａ 】のスロ-ガンのもとに多くの民衆の参加を得て
勢力を拡大した。とくに【 ｂ 】制とよばれる土地分配制度などを行なおうとしたことに危機感を感じた地
主勢力は[ 4 ]らを指導者に[ 5 ]とよばれる義勇軍を組織し反乱を鎮圧した。
この過程で力をつけた[４]ら漢人地主勢力は、１８６０年代以後、【 c

】のスロ-ガンのもとに洋務運動とよ

ばれる｢近代化｣政策をすすめた。しかし、この政策も、 1894 ～ 95 年の日清戦争の敗北と(ⅲ)下関条約を
締結という事態の中で行き詰まりをみせ、④中国の半植民地化はいっそう進んだ。
Ａ群

(ｱ)洪秀全

(ｲ)蒋介石

(ｳ)林則徐

(ｴ)曽国藩 (ｵ)西太后

(ｶ)郷勇

(ｷ)香港

(ｸ)広州

(ｹ)上海

Ｂ群

い、中体西用
設問１

ろ、扶清滅洋

り、天朝田畝

に、変法自強

へ、滅満興漢

ち、臥薪嘗胆

次にあげた条項はどの条約に含まれていたものか。(ⅰ)南京条約（および付属条約）、(ⅱ)北京条約、(ⅲ)

下関条約のいずれかに分類せよ。（すべてどれかに分類できる）

(ｱ)天津など１１港の開港

(ｲ)北京での公使館の設置

(ｳ)台湾の割譲

(ｴ)領事裁判権の承認

(ｵ)香港島の割譲
設問２

文中の下線部について下記の設問に答えよ 。

①産業革命前後のイギリスと中国をめぐる状況を示した文のうち誤りを含むものを 1 つ示せ。

(ｱ)中国貿易は茶や陶磁器の輸入によってイギリスの輸入超過となり、多くの銀が中国に流出していた。
(ｲ)イギリスは、マカートニーやアマーストを中国に派遣、貿易拡大を求めたが失敗に終わった。
(ｳ)産業革命の結果、イギリスでは大量の工業製品が生産され、海外市場の獲得は重要な課題であった。
(ｴ)産業革命によって中国への綿織物の輸出は順調に増加していった。
(ｵ)イギリスは産業革命以後、中国への自由貿易をよりいっそう強く求めるようになってきた。
②この戦争の中でイタリア人宣教師カスティリオーネが設計したバロック式の離宮が破壊された。その名を選べ。

(ｱ)桂離宮

(ｲ)食道園

(ｳ)後楽園

(ｴ)円明園

(ｵ)故宮

(ｶ)香里園

③この反乱について説明した以下の文章についてただしいものを１つ指摘せよ。

(ｱ)この反乱は上帝会という仏教的な宗教結社をひきいておこしたものである。
(ｲ)参加者に辮髪を強制するなど満州人にたいする漢民族の民族運動という性格を持っていた。
(ｳ)纏（てん）足の禁止に見られるように男女差別に反対する民主主義運動という性格を持っていた。
(ｴ)欧米列強を強く嫌い、鎖国政策をとろうとした。
(ｵ)列強は常勝軍という軍隊を組織してこの反乱に協力した。
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