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第４考査 アジア史 問題用紙
０９，１２，８実施

Ⅰ、文中の[ ]に適語を入れよ。また下線部について下記の設問に答えよ。
1894 ～ 95 年、日清戦争に敗北は①列強による中国分割を急速にすすめる結果となった。他方、中国においても改

革の動きが出てきた。② 1898 年、[ 1 ]らは光緒帝の支持のもと、[ 2 ]をスローガンに改革をすすめようとしたが、

保守派による[ 3 ]の政変によってわずか 100 日程度で挫折した。
列強による中国分割の進行は、中国民衆にも不安を与えた。華北一帯ではキリスト教会などを襲撃する仇教運動が

高まり、[ 4 ]という山東省の宗教結社は北京に侵入し外国公使館などを包囲、清朝政府も列強に宣戦を布告したが

敗北、③北京議定書の締結を余儀なくされた。

こうしたなか、１９世紀末から結成されてきた革命結社は大同団結、 1905 年東京で[ 5 ]を結成、孫文が主張して

いた[ 6 ]主義を基礎とした四大綱領が決定された。中国国内でも[ 7 ]の成長がみられ、アメリカの支援も受け

ながら[ 8 ]運動や民営鉄道建設運動もはじまり、国会の即時開催を求める声も高まった。これをうけ清朝におい

ても、④外国諸国の資金を導入して改革をすすめようとした。

こうした清朝政府の行動は中国の人々の強い反発をまねき、１９１ １年には[ 9 ]革命が発生、大部分の省が清朝

からの独立を宣言、 1912 年１月[ 10 ]が建国された。これにたいし清は軍の実力者[ 11 ]に鎮圧を命じたが、彼

は革命派と妥協、清の皇帝を退位させるのと引換えに臨時大総統の地位を奪った。さらにかれは孫文ら革命派を弾圧

し、正式に大総統となった。しかし彼が帝政復活を宣言すると各地で反対運動が発生、中国は分裂状態となり、各地

に列強の支援を受けた[ 12 ]とよばれる地方軍事勢力が分立、互いに抗争を繰り返す時代がつづいた。

《設問》

①１９世紀末の列強の中国進出について説明した以下の文について誤りを含むものを１つ指摘せよ。

(ｱ)ロシアは三国干渉で日本から返還させた遼東半島の先端にある旅順・大連を租借した。

(ｲ)ドイツは、膠州湾を租借し、山東省を勢力圏におさめた。

(ｳ)イギリスはドイツ・ロシアとの対抗上山東半島の威海衛を租借した。

(ｴ)フランスは、広州湾を租借地とし、中国南部を勢力圏とした。

(ｵ)アメリカは九竜半島を租借、長江流域を勢力圏とし、豊富な資金を背景に次々と鉄道利権を獲得した。

②この改革について説明した以下の文章のうち、正しいものを１つ指摘せよ。

(ｱ)日本の明治維新を模範として考えていた。

(ｲ)主に科学や技術を導入したが、政治などには手を着けようとしなかった。

(ｳ)長く続いてきた科挙を廃止した。

(ｴ)洋務派官僚たちは近代化することを歓迎し、協力しようとした。

③北京議定書に含まれる内容を一つ選び、記号で記せ。

(ｱ)天津など十港の開港 (ｲ)台湾の割譲 (ｳ)北京への外国軍隊の駐屯 (ｴ)北京での公使館の設置

(ｵ)領事裁判権の承認

④外国資金導入のため清朝政府はどのような政策を打ち出したのか。

Ⅱ、[ ]にいれるべき適語を語群から選び記号で記せ。ただし数字は考えて記入すること。また

下線部について下記の設問に答えよ。
1914 年、第一次大戦が発生すると、日本はドイツの拠点青島を占領し、 1915 年には①山東省のドイツ利権継承など
を中国に強要した。こうした動きは中国人民の反発を高め、列強との対立も激化した。こうした中国民衆の不満は１９１

９年の ②五・四運動へとつながっていく。こうした中国人民の運動の高まりを背景に孫文らは 1919 年大衆政党とし
ての中国国民党を結成、③陳独秀らは中国共産党を結成、④孫文は共産党員の国民党への入党をみとめた。

1925 年、⑤五・三〇事件がおこると、孫文は 1925 年広州で国民政府を樹立、その遺志を引き継いだ国民党は 1926
年［ 1 ］を司令官に国家統一にむけ［ 2 ］を開始した。しかし、この過程で国民党主流派は 1927 年上海でク－デ
タ－をおこし共産党員を弾圧、共産党は都市での武装蜂起に失敗、農村根拠地づくりへと方針を転換し 1931 年には
[ 3 ]に中華ソビエト共和国臨時政府を樹立した。しかしここも国民党政府のはげしい攻撃の前にしだいに追いつ

められ、[ 4 ]とよばれる大移動を開始した。

1935 年共産党の指導権を確立した毛沢東は⑥八一宣言を発表、陝西省[ 5 ]に拠点を定めた。これを受け、国民

政府が共産党からの呼びかけを黙殺し対決の姿勢を変えなかったことに反発した国民党の[ 6 ]は西安事件を起
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こした。

この間、⑦日本の侵略が急速にすすみ、[ 7 ]年７月７日には[ 8 ]事件をきっかけについに⑧全面戦争に突入

した。当初日本は短期間で中国を屈服させることができると考えていた日本の思いに反し中国側の抵抗は激しく、お

いつめられた⑨日本はその解決を対米英戦にもとめ、無惨な敗北を喫した。

日本との戦争は[ 9 ]年８月に終わったが、その前後から国民政府と共産党の対立は再び激化、 1946 年には内戦
が再発した。国民政府はアメリカの支援を得て優勢な立場であったが、政府内の腐敗などで国民の支持を失ない、共

産党は国民の巾広い支持を得て一斉反撃を開始、国民政府を[ 10 ]に追い、[ 11 ]年１０月１日中華人民共和国

建国を宣言した。

(ｱ)瑞金 (ｲ)台湾 (ｳ)延安 (ｴ)北伐 (ｵ)蘆溝橋 (ｶ)遵義 (ｷ)膠州湾 (ｸ)大長征 (ｹ)蒋介石 (ｺ)張学良

《設問》

① 日本が中国に強要したこの要求を何というか。

②五・四運動について説明した文を選べ。

(ｱ)ヴェルサイユ条約で、中国の権益が日本に与えられたことに反対し北京大学の学生らが起こし、多くの民衆が

参加した運動。

(ｲ)北京郊外で演習をしていた軍隊同士のトラブルから両軍が戦火を交えた事件

(ｳ)奉天郊外で鉄道施設が日本軍の手で爆破された事件。

(ｴ)外国人租界での日本の経営者やイギリス人警察のやり方に反発し上海の労働者らが起こした反帝国主義運動

(ｵ)国民党による中国統一を妨害するため、日本人保護の名目のもとに日本軍が出兵した事件。

③陳独秀にかかわって記した以下の文の空欄に適語をいれよ。

北京大学教授であったかれは中国人の覚醒をめざそうと 1915 年雑誌『新青年』を発刊、[ A ]と呼ばれる運動

をはじめた。この運動のなかで［ B ］は口語文による文学を主張、魯迅は[ C ]などを書いた。その後、［ D
］革命やソ連の宣言に影響をうけてマルクス主義研究会に参加、中国共産党の初代委員長となった。

④これに際して、孫文がこの時期に提示した「新三民主義」ともいわれるスローガンをいえ。

⑤五・三〇運動について説明した文を選べ。

(ｱ)ヴェルサイユ条約で、中国の権益が日本に与えられたことに反対して北京大学の学生らが起こし、中国の多く

の民衆が参加した運動。

(ｲ)北京郊外で演習をしていた軍隊同士のトラブルから両軍が戦火を交えた事件

(ｳ)「満州」出身の軍閥張作霖が乗車した列車を日本軍の将校が爆破、殺害した事件。

(ｴ)上海の外国人租界で中国人労働者が、日本の経営者やイギリス人警察のやり方に反発して起こした反帝国主義

運動

⑥毛沢東はこのなかで中国国民に対しどのようなことを呼びかけたのか、その内容を記せ。

⑦日本の中国進出・侵略の進展にかかわる以下の文を古い順に並び替え、その記号の並び方を記せ。

Ａ、柳条湖事件をきっかけに満州事変をおこし、満州国を打ち立てた。

Ｂ、国民党による中国統一を妨害するため、山東出兵を繰り返した

Ｃ、奉天郊外で張作霖を爆殺した。

Ｄ、リットン調査団の報告を不服として国際連盟を脱退した。

⑧日中戦争の過程にかかわってしるした以下の問いについて誤りを含むものを指摘せよ。

(ｱ)共産党軍は「八路軍」「新四軍」として中国軍に編入され、貧農を基盤に日本軍との戦いに参加した。

(ｲ)１９３７年 12 月、日本軍は中国の首都南京を占領し、非戦闘員を多数含む人々を虐殺した。
(ｳ)日本は東亜新秩序を唱え、国民党の汪兆銘に親日政権を樹立させ、多くの中国人の支持を得た。

(ｴ)国民政府は首都を重慶にうつし、アメリカなどの援助も受けながら徹底抗戦をつづけた。

(ｵ)中国軍の激しい抵抗の前に日本軍は都市と鉄道など「点と線」の支配のみに終始した。

(ｶ)日本軍は「焼きつくす、奪いつくす、ころしつくす」といわれるような残虐な作戦を繰り返した。

⑨今日、１２月８日は、６８年前、日本がアメリカと戦争をはじめ日でもある。日本がアメリカと戦うに至った理由を両国の中国政策

の違いにもふれながら説明せよ。
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Ⅲ．[ ] にいれるべき語を語群より選び記号で記せ。また下線部の問いに答えよ。
中国とインドの二大文明圏に囲まれた東南アジアでは両文明圏を結ぶ「海の道」にそって古代国家が生まれてい

た。１世紀末にはメコン川下流に人種系が不明の[ 1 ]やヴェトナム中南部にはチャム人の[ 2 ]が建国され、ともに海
上交易で発展した。７世紀には[ 3 ]海峡南西側の①スマトラ島に[ 4 ]王国が成立、仏教文化が栄えた。

13 世紀ユーラシア大陸を席巻した[ 5 ]も「海の道」支配をめざした。かれらによる日本遠征や②ヴェトナム遠征

もこうした流れの中でとらえることができる。かれらはさらにインドネシアの[ 6 ]島への遠征をおこない、その混乱

の中[ 7 ]教国のマジャパヒト朝がうまれた。また中国西南部へ進出した彼らは③雲南にあった大理を滅ぼし、さらに

ビルマ(ミャンマ)に侵入し[ 8 ]朝を滅ぼした。
７世紀、アラビア半島に生まれた[ 9 ]教は商人たちの交易活動と結んで東進、④東南アジアにも伝えられてきた。

この地で初めて成立したイスラム教国は１４世紀末に成立した[3]王国である。交通上の要衝に成立したこの国をきっ
かけにイスラム教は東南アジア各地に広がっていった。

１５世紀、中国の明の[ 10 ]は東南アジアから東アフリカへと大航海を行い、東南アジアの各国は争って明へ朝貢し

た。１５世紀末に始まる大航海時代は東南アジアを劇的に変化させた。⑤マレー半島の[３]王国はポルトガルに滅ぼさ

れ、もっとも東に位置する⑥フィリピンは[ 11 ]領とされた。香料諸島と呼ばれたモルッカ諸島にはヨーロッパ諸国が

殺到、⑦結局は[ 12 ]がこの地を獲得、以後、⑧ジャワ島などへ支配を拡大していった。
ヴェトナムへ侵略の手を伸ばしたのは[ 13 ]である。 19 世紀[ 14 ]のヴェトナム統一にこの国の宣教師ピニョーが

援助したことをきっかけにこの国の影響力が拡大、⑨ 1859 年ヴェトナム南部をきっかけに占領地を拡大、 1884 年には
宗主権を主張する[ 15 ]を破ってこの地を植民地とした。
東南アジアのなかで独立を維持し続けたのが[ 16 ]である。この国はいったん⑩ミャンマーのコンバウン朝に占領

されたが、 18 世紀彼らを追い出して[ 17 ]朝を建てた。 19 世紀中期、王位に就いたラーマ４世（モンクット王）はイギ
リスと不平等条約を締結する一方、列強間の対立を利用して国家維持をはかった。さらにその子ラーマ５世（[ 18 ]大

王）は日本の明治維新にも学びながら、近代化をすすめ独立を維持しつづけた。

20 世紀になると、東南アジア各地で民族運動が高まりを見せた。ベトナムでは[ 19 ]が⑪ドンズー（東遊）運動を開

始、インドネシアではサミン運動やブディ＝ウトモといった団体が結成され、第一次大戦後にはロシア革命の影響をう

けインドネシア共産党も結成された。さらに 1928 年[ 20 ]を中心に結成されたインドネシア国民党を中心に独立運動

がさかんとなっていった。

＜地名・国名・民族＞(ｱ)マラッカ (ｲ)ジャワ (ｳ)モンゴル (ｴ)インドネシア (ｵ)オランダ (ｶ)フランス

(ｷ)タイ (ｸ)スペイン

＜宗教名＞ (ｹ)イスラーム (ｺ)ヒンドゥー (ｻ)仏

＜王朝・国名＞ (ｼ)ラタナコーシ (ｽ)コンパウン (ｾ)チャンパー (ｿ)シュリーヴィジャヤ (ﾀ)パガン

(ﾁ)扶南 (ﾂ)清 (ﾃ)明

＜人物名＞ (ﾄ)ファンボイチャウ (ﾅ)マゼラン (ﾆ)モンクット (ﾇ)スカルノ (ﾈ)チュラロンコン

(ﾉ)義浄 (ﾊ)阮福映 (ﾋ)鄭和

＜その他＞ (ﾌ)海の道 (ﾍ)絹の道 (ﾎ)草原の道

＜設問＞
①インドへの留学途上この国を訪問し、「南海寄帰内法伝」を著した唐の僧の名を選び、記号で記せ。

(ｱ)日蓮 (ｲ)義浄 (ｳ)玄奘 (ｴ)法顕 (ｵ)達磨 鄭和(ｶ)

②(1)この時期のヴェトナムの王朝の名を選び、記号で記せ。
(ｱ)黎 (ｲ)西山 (ｳ)陳 (ｴ)阮 (ｵ)李

(2)この時期の王朝で作られたヴェトナム文字選び、記号で記せ。
(ｱ)ハングル (ｲ)チュノム (ｳ)ウルドゥ (ｴ)スワヒリ (ｵ)ドンソン

③滅ぼされた王朝を造っていた民族は南下してスコータイ朝を立てる。スコータイは現在のどこの国のもととなったか、記せ。

④東南アジアへの布教の中心となった踊りや神の名を唱え続けることで神と一体化することをめざすグループの名をいえ。
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⑤交通の要衝であるこの地域（現在のマレーシア）は世界各国の争奪戦の中心であった。最後にこの地を占領した列強を選び、

記号で記せ。

(ｱ)フランス (ｲ)スペイン (ｳ)ドイツ (ｴ)イギリス (ｵ)アメリカ (ｶ)ロシア (ｷ)オランダ

⑥フィリピンにおける民族運動の指導者を２人選び、記号で記せ。

(ｱ)スカルノ (ｲ)アギナルド (ｳ)アウン＝サン (ｴ)マルコス (ｵ)ホセ＝リサール (ｶ)サン=マルティン

⑦香料諸島の獲得を巡って争ったのち、この国が他国の勢力をこの地から追い出した事件をなんというか、下から選び記号で

記せ。

(ｱ)９３０事件 (ｲ)ドレフュス事件 (ｳ)アウン＝サン事件 (ｴ)タンジール事件 (ｵ)アンボイナ事件

⑧この国の支配下におかれたジャワ島では総督ファンデンボスによって、強制栽培制度が導入された。この制度について説明せ

よ。

⑨こうした侵略の拡大の中、かつて中国で太平天国の乱を指導していた人物が黒旗隊を率いて侵略者と戦っている。この人物

の名を選び記号で記せ。

(ｱ)ホーチミン (ｲ)洪秀全 (ｳ)劉少奇 (ｴ)汪兆銘 (ｵ)劉永福 (ｶ)阮福映

⑩ミャンマーは最終的にどの国の植民地とされたのか、その国名を言え。

(ｱ)フランス (ｲ)スペイン (ｳ)ドイツ (ｴ)イギリス (ｵ)アメリカ (ｶ)ロシア (ｷ)オランダ

⑪この運動は、彼らが憧れをもった国への留学をめざす運動であった。あこがれの国とはどこか。

Ⅳ、別紙の(A)～(B)の遺跡の名前をいえ。

（ B)（ A)


