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I. 文明のおこりと 

日本の成り立ち 

１. 人類の出現と日本列島 

(1) 人類の出現と進化 
① 猿人 

a. 最古の化石人類 

b. 400万～150万年前に生存したアウストラロピテクスの類 

c. 脳の大きさは現生人類の３分の１くらいだが、石器を使用し、直立

姿勢をとっていた 

② 打製石器 

a. 石を打ち欠いてつくった石器 

③ 旧石器時代 

a. 人類史上で 古の時代 

b. ほぼ地質学上の更新世にあたり、人類は、今日絶滅し、もしくは生

息地をかえた動物とともに住み、打製石器や骨角器を用いたが、ま

だ土器を作らず、採集・狩猟・漁労だけによって食糧をえていた 

c. 日本では、縄文時代の前の時代がほぼこれにあたる 

④ 旧人 

a. 原人より遅れて現れ、新人に先行する更新世中・後期の人類 

b. ネアンデルタール人の類 

⑤ 新人（ホモ・サピエンス） 

a. 旧石器時代後期の人類 

b. クロマニョン人の類 

(2) 日本列島と旧石器時代 
① 岩宿遺跡 

a. 群馬県みどり市笠懸町にある遺跡 



 2

b. 相沢忠洋（1926～1989）の採集した石器が端緒となって、1949年・

50年に発掘調査が行われ、日本における旧石器時代の存在を初めて

立証した 

② 氷河時代の動物 

a. マンモス 

b. ナウマン象 

c. オオツノジカ 

２. 文明の発生と東アジア世界 

(1) 新石器時代 
① 新石器時代 

a. 石器時代中、新しい時代 

b. 打製石器とともに磨製石器が普及し、土器も作られる 

c. 生活は農耕・牧畜が主となり、定着化が進み、集落や墓地が形成さ

れる。土器・磨製石器をもちながら、採集狩猟社会にとどまる地域

もあり、日本の縄文時代はこれに当たる 

② 土器 

a. 釉薬（うわぐすり）を用いない素焼の器物 

b. 可塑性（かそせい）1に富む粘土を材料とするため、器形・文様など

に時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料 

c. 出現順に縄文・弥生土器など 

③ 磨製石器 

a. 研磨して作った石器 

b. 新石器時代以降に使われる（ただし、磨製の技術は旧石器時代後期

にすでに出現） 

c. 日本では縄文・弥生時代に盛行 

(2) 文明の発生 
① 世界四大文明 

                                               
1 変形しやすい性質のこと。 
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a. 人類の文明史の歴史観の１つで、歴史上、４つの大文明が最初に起

こり、以降の文明はこの流れをくむとする仮説 

b. 四大河文明とも言う 

c. 四大文明は、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄

河文明をさす 

d. メソアメリカ文明、アンデス文明などのアメリカ大陸の文明は含ま

れていない（なお、これらを含めて六大文明ということもある） 

② 青銅器 

a. 青銅で製作した利器・器具 

③ 象形文字（ヒエログリフ） 

a. 物の形を抽象化し、文字化したもの 

b. エジプト文字（神聖文字）・漢字など 

(3) 中国の古代帝国 
① 殷 

a. 中国の古代王朝の一つ 

b. 「商」と自称 

c. 前16世紀から前1023年まで続く 

d. 史記の殷本紀によれば、湯王が夏かを滅ぼして始めた 

e. 30代、紂王に至って周の武王に滅ぼされた 

f. 高度の青銅器と文字（甲骨文字）を持つ 

② 甲骨文字（殷墟文字・甲骨文） 

a. 亀甲・獣骨などに刻まれた中国最古の体系的文字 

b. 占卜の記録を刻したもので、殷代に多く、西周前半にもある 

c. 中国河南省の殷墟から多数発見 

③ 周 

a. 中国の古代王朝の１つ 

b. 殷に服属していたが、西伯（文王）の子発（武王）がこれを滅ぼし

て建てた 

c. 幽王の子の携王までは鎬京に都したが、前770年平王が成周（今の

洛陽付近）に即位し、いったん周は東西に分裂 

d. 西の周はまもなく滅亡 
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e. 以上を東遷といい、東遷以前を西周、それ以後を東周（春秋戦国時

代にあたる）という 

④ 儒学（儒教） 

a. 孔子に始まる中国古来の政治・道徳の学 

b. 諸子百家の１つ 

c. 後漢に五経などの経典が権威をもち儒家が重用されるに及んで、他

から抜きんでた 

⑤ 秦 

a. 中国古代、春秋戦国時代の大国 

b. 始祖非子の時、周の孝王に秦（甘粛）を与えられ、前771年、襄公

の時、初めて諸侯に列せられ、秦王政（始皇帝）に至って六国を滅

ぼして天下を統一（前221年） 

c. 中国史上最初の中央集権国家 

d. 三世16年で漢の高祖に滅ぼされた（～前206） 

⑥ 漢（前漢・西漢） 

a. 中国の王朝の１つ 

b. 秦の崩壊後、項羽を倒して、漢王劉邦（高祖）が建て、武帝の治世

を経て、平帝の時、王莽おうもうの簒奪により滅亡 

c. 都長安が後漢（東漢）の都洛陽よりも西にあったから西漢ともいう

（前202～後８） 

⑦ シルクロード（絹の道） 

a. 古代中国の特産品であった絹がこの道を通り、西アジアを経てヨー

ロッパ・北アフリカへもたらされたからいう中央アジアを横断する

東西交通路に対して名づけた称 

⑧ 仏教 

a. 釈迦牟尼（しやかむに）が説き始めた宗教 

b. 現世の迷いを去り、悟りを開いて仏陀（ぶつだ＝宗教的自覚者）に

なることが目的 

c. インドに起こり、主に東アジアに広がっており、教派が多い 

⑨ 高句麗 

a. 古代朝鮮の国名 

b. 三国の１つ 

c. 紀元前後、ツングース系の朱蒙の建国という 
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d. 中国東北地方の南東部から朝鮮北部にわたり、4～5世紀広開土王・

長寿王の時に全盛 

e. 都は209年頃より国内城（丸都城）、427年以来平壌 

f. 唐の高宗に滅ぼされた 

３. 縄文文化と弥生文化 

(1) 日本列島の誕生と縄文文化 
① 日本列島 

a. 北海道・本州・四国・九州および付属島嶼から成る列島 

b. アジア大陸の東縁に沿って弧状をなす 

② 縄文土器（縄文式土器） 

a. 縄文時代の土器 

b. 表面に縄文のあるものが多いことから、こう名づける 

c. 手づくりで概して厚手 

d. ほとんど煮炊き用 

e. のちには他の用途のものも次第に出現 

f. 時代差・地域差が大きい 

③ 縄文時代 

a. 縄文土器を指標とする時代 

b. 放射性炭素年代によると、紀元前１万年前後に始まり、前４世紀頃

まで継続して、弥生時代と交代する 

c. 主に竪穴たてあな住居から成る集落を構成し、採集・漁労・狩猟の

採取経済の段階にあり、農耕の存否については議論がある 

d. 遺跡・遺物は千島から沖縄まで分布している 

④ 貝塚 

a. 人が食した貝の殻が堆積した遺跡 

b. 全世界に分布するが、日本の縄文時代のものが数も多く、内容も豊

か 

c. 土器・石器とともに埋葬人骨や各種の自然遺物が出土し、生活や環

境復元資料として重要 
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(2) 弥生文化の成立 
① 弥生土器（弥生式土器） 

a. 1884年（明治17）東京、本郷弥生町の貝塚で発見されたからこう名

づける弥生時代の土器 

b. 弥生文化の指標とされる 

c. 煮炊き・貯蔵・食事に使用 

② 弥生時代 

a. 縄文時代の後、古墳時代の前の時代 

b. その開始の指標を弥生土器の出現とする考え方と、稲作の開始とす

る考え方とがある 

c. 紀元前８～７世紀前後から後２～３世紀頃まで 

d. 大陸文化の影響を受けて水稲耕作や金属器の使用が始まり、銅剣・

銅矛・銅鐸などの青銅器と共に鉄器も用いられる 

③ 銅鐸 

a. 弥生時代の青銅器の一種 

b. 釣鐘を扁平にした形で、上方に半円形の鈕ちゅうがある 

c. 次第に大形化し、装飾が多くなり、鳴りものの機能を失う。高さ十

数cm前後から130cm以上のものまであり、装飾には原始絵画のある

ものがあって有名 

d. 西日本で製作され、祭器として用いた 

４. 国々の誕生と古墳文化 

(1) 国々の誕生 
① 稲作の普及で社会のしくみが変化し1、小さな国々が誕生し、有力者（豪

族）や王が出現 

② 紀元前後 倭（日本）には100あまりの国があった 

③ １世紀半ば 倭の奴国
なのくに

の王が漢（後漢）に使いを送り、後漢の皇帝か

ら金印を授与された 

                                               
1 収穫の差が貧富の差を生み、やがて身分の差を生んだ。 
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(2) 邪馬台国の女王 
① ３世紀 中国では後漢が滅亡、魏・呉・蜀の三国時代に突入1 

② ３世紀 日本の邪馬台国は魏と交流を持つ2 

③ 魏志倭人伝によれば邪馬台国の女王卑弥呼は、魏の皇帝から親魏倭王

の称号と金印等を授与された 

(3) 大和政権の発展 
① ３世紀後半 奈良盆地（近畿地方）に大和政権が成立 

② 前方後円墳などの古墳がつくられるようになった（近畿から全国に拡

大） 

(4) 古墳文化 
① 古墳に設置されていたもの 

a. はにわ（埴輪）…円筒型や人物、家屋、馬など 

b. 内部の石室・棺 

 前期…銅鏡、玉、胴剣などの祭りの道具 

 後期…かんむり、馬具、鉄製の武器、農具 

② 人々の信仰 

a. 太陽神、蛇の神を信仰 

b. 一族を守る神に対する信仰 

c. 死後の世界の考え方や、神話・伝承も徐々に形成 

５. 大王の時代 

(1) 中国・朝鮮との交流 
① 中国 

a. ４世紀 中国国内が分裂 

b. ５世紀 中国の南北朝時代 

                                               
1 日本人が大好きな「三国志」はこの時代を素材に書かれたもの。陳寿という学者が書

いた歴史書の「三国志」では曹操が作った魏が主人公である。これに対し、羅漢中が書

いた小説の「三国志演義」は、三国で一番弱かった蜀の劉備・諸葛亮（諸葛孔明）にス

ポットを当てている。おもしろいが、史実とは違うので、その点は注意して読むこと。 
2 邪馬台国の所在地については、江戸時代以降九州説と畿内の大和説とがあり、現在に

いたるまで定説はない。 
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② 朝鮮半島 

a. 高句麗と百済・新羅の３国が勢力争い 

b. 大和政権は、百済や加羅（任那）の国々と結んで、高句麗・新羅と

戦った 

③ 大和政権（大和朝廷） 

a. ５世紀 大和政権が勢力を拡張、王は大王と呼ばれるようになる1 

b. 倭の五王2は、中国南朝に使者を送る 

(2) 大陸文化を伝えた渡来人 
① 渡来人3 

a. 朝鮮半島と日本の交流の結果、多くの人々が朝鮮半島から日本に移

住してきた 

b. 渡来人が伝えたもの 

 鉄製の農具 

 かんがい用のため池を作る技術 

 須恵器や高級絹織物をつくる技術 

 漢字 

 儒学 

 仏教（６世紀） 

c. 渡来人の活躍…文化・技術のみならず財政や政治でも活躍 

                                               
1 大王はやがて天皇と呼ばれるようになる。 
2 中国の文献に見える、５世紀に南朝の宋に朝貢した５人の倭国王。讃（賛）・珍（弥）・

済・興・武。 
3 帰化人ともいう。 
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II. 古代国家の歩みと 

東アジア世界 

１. 大化の改新への道のり 

(1) 中国の大帝国の出現と日本 
① 中国 

a. ６世紀 隋が中国統一、大帝国を築く 

b. ７世紀 隋が滅亡1、唐が中国を統一 

c. 唐による支配のしくみ 

 律令などの法律 

 戸籍制度 

 税や兵役の制度 

② 朝鮮半島 

a. ６世紀 新羅が勢力を拡大、大和政権は朝鮮半島南部から撤退 

③ 日本国内 

a. 地方豪族の反乱 

b. 大和政権内でも豪族同士の争いが激化 

(2) 聖徳太子の政治改革 
① 女帝推古天皇の即位により、甥の聖徳太子2が摂政に就任 

② 蘇我馬子と協力して、天皇中心の政治制度づくりに力を尽くす 

③ 改革の概要 

a. 冠位十二階の制度…家柄にとらわれず、才能や功績のある人物を採

用 

                                               
1 隋は大運河を建設しようとして、民衆をこきつかったために、人心が離れ、30年も持

たずにあっという間に滅亡した。しかし、この大運河は後の中国ではたいへん重要な交

通ネットワークとなった。万里の長城が何の役にも立たなかったのに比べると、中国史

上の貢献度は高い。 
2 最近の高校の教科書では厩戸王と表記されることが多い。 
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b. 十七条の憲法 

 仏教や儒教の考え方を導入 

 天皇の命令に従うよう、役人の心構えを示した1 

c. 遣隋使の派遣…小野妹子2ら 

(3) 大化の改新 
① ７世紀中期 当が高句麗を攻撃、朝鮮半島の緊張が高まる 

② 日本では蘇我氏の独裁に対する不満が高まる 

③ 645年 中大兄皇子（後の天智天皇）は中臣鎌足（後の藤原鎌足）ら

とともに蘇我氏3を打倒、改革を決行 

④ 改革の基本方針…豪族が支配していた土地と人民を、公地・公民とし

て国家の直接支配に切り替えた（権力集中、中央集権体制への移行）

4 

⑤ はじめて年号（「大化」）が用いられた（大化の改新） 

２. 律令国家の成立 

(1) 改新政治の進展 
① 朝鮮半島 

a. 新羅が唐と結んで、百済・高句麗を滅ぼす 

b. 日本は百済を救うため、派兵するが、敗走（白村江の戦い）5 

② 改新政治の進展 

a. 中大兄皇子（天智天皇）…戸籍づくりの推進 

b. 天武天皇…壬申の乱6に勝利して即位、天皇中心体制をさらに強化 

                                               
1 憲法というと国民が守らなければならない法律のようなイメージがあるが、役人の心

構えを説いたものである。 
2 小野小町は女性だが、小野妹子は男性である。 
3 蘇我入鹿は暗殺され、息子の蘇我蝦夷

え み し

は自殺した。 
4 明治維新の際の版籍奉還とよく似ている。すべての権利は天皇のもとへ…という発想

である。現在の日本は、地方分権化を進めようとしているが、これは中央集権の逆の考

え方である。 
5 白村江の戦い以降、日本は３回、朝鮮半島に進出している。豊臣秀吉による文禄・慶

長の役と、明治時代に伊藤博文が行った韓国併合である。秀吉は韓国ではすこぶる人気

がなく（侵略者扱い）、韓流ドラマの時代劇に秀吉が出てくるとたいていは悪役である。 
6 要するに朝廷内の跡継ぎ争いである。 
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(2) 大宝律令 
① 701（大宝元）年 大宝律令が制定（唐の律令を模倣） 

② 全国を支配するしくみの詳細が決められた 

③ 律令国家…律令に基づいて法律を行う国家1 

④ 天皇と貴族中心の国家運営となった2 

⑤ 710（和銅３）年 平城京が作られた（唐の長安を模倣） 

⑥ 奈良時代…平城京に都があった時代（70年間） 

(3) 都と国 
① 平城京 

a. 広い道路と碁盤の目のような区画が特徴3 

b. 天皇は平城宮に居住 

c. はじめての貨幣（和同開珎）が発行（唐の貨幣の模倣） 

② 地方 

a. 多くの国に区分 

b. 国ごとに役所（国府）が置かれ、長として貴族（国司）が派遣され

た 

c. 国司の下に、豪族が郡司が任命された 

d. 都と地方を結ぶための道路と駅が整備された 

３. 奈良時代の人々のくらし 

(1) 人々の身分 
① 戸籍に、良民（公民）と賤民（奴婢など）に分けて登録された 

② 貴族 

a. 良民の一部である貴族が高位高官を独占 

b. 貴族は庸調・兵役が免除、高額の給与と土地が授与された（特権階

級） 

c. 貴族の特権は世襲制（子孫にも受け継がれた） 

                                               
1 現代の法治国家に近い概念。 
2 豪族のうち、中央で天皇と仲良くなった者たちを、この時代以降、貴族と呼ぶように

なった。地方の有力者は依然として豪族という。 
3 現在の札幌や京都のような区画である。 
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③ 奴婢 

a. 売買の対象 

b. 奴婢同士の結婚が強制され、身分は世襲制 

(2) 人々の負担 
① 班田収授法 

a. 戸籍に登録された６歳以上の者に口分田が授与された 

b. 死亡により口分田は国に返却された 

② 租庸調と兵役 

a. 租…田から収穫の一部を現物納させたもの 

b. 庸…労役の代わりに物納すること 

c. 調…みつぎ物として納める土地の産物の類
たぐい

 

d. 兵役…一部のものは九州の守りについた（防人
さきもり

） 

(3) 開墾のすすめ 
① 鉄製農具の普及により、稲の収穫が増加 

② 人口の増加で口分田が不足し、開墾の必要性が高まった 

③ 743（天平15）年 墾田永年私財法 

④ 新しく開墾した土地（墾田）は自分のものにしてよいこととされた 

⑤ 貴族・寺院・郡司らは、農民を使って開墾を行い、私有地を増やした 

４. 国際的な文化の開花 

(1) 日本 初の仏教文化 
① ６世紀半ば 仏像や経典が百済から伝来（仏教伝来） 

② 飛鳥文化 

a. 聖徳太子・蘇我氏は仏教を保護・推奨 

b. 奈良盆地南部（飛鳥地方）で仏教文化が栄える 

c. 代表例 

 法隆寺 

 法隆寺釈迦三尊像 

d. 中国のみならずインドや西アジアの影響も受けている 
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(2) 天平文化 
① 奈良時代にはたびたび遣唐使が派遣された 

② 平城京では、仏教と唐の文化の影響を受けた文化が栄えた 

③ 盛期は聖武天皇の天平年間 

④ 聖武天皇・光明皇后 

a. 地方…国ごとに国分寺・国文尼寺を建立 

b. 都…東大寺を建立、大仏をつくらせた 

⑤ 行基…民間での布教活動と、各地の橋・用水路建築に貢献 

(3) 歴史書と万葉集 
① 歴史書 

a. 「古事記」「日本書紀」…神話や伝承・記録をまとめた書物 

b. 「風土記」…地方ごとに自然・産物・伝説を記した書物 

② 「万葉集」 

a. 盛んになった和歌をまとめた書物 

b. 天皇・貴族・防人・農民の歌を収録 

５. 平安京と摂関政治 

(1) 平安京 
① 桓武天皇の遷都 

a. 奈良時代中期以降、貴族や僧侶の対立が激化、政治が乱れた 

b. 794年 京都の平安京に遷都 

c. 鎌倉幕府成立までの時代が平安時代 

② 蝦夷
え み し

征伐…朝廷は東北地方への派兵を挙行、東北地方への勢力拡大1 

(2) 摂関政治と国司 
① 摂関政治 

a. 藤原氏は天皇との政略結婚を通じて姻戚関係を築き、勢力を拡大 

                                               
1 蝦夷征伐の司令官の役職が征夷大将軍である。時代が下ると、征夷大将軍は、総理大

臣的なニュアンス（政治のリーダー）になる（【例】徳川家康は江戸幕府の初代征夷大

将軍）が、もともとは東北地方への討伐部隊・遠征軍の司令官の役職である。 
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b. 9世紀後半 摂政1・関白2といった朝廷の要職を藤原氏が独占（摂関

政治） 

c. 11世紀前半 藤原道長3・藤原頼通時代が藤原氏の最盛期 

d. 藤原氏は全国各地の私有地（荘園）を拡大した4 

② 国司…国司の怠慢により、地方政治が緩み、政治は腐敗 

６. 文化の国風化 

(1) 澄と空海 
① ９世紀初頭 澄と空海は遣唐使とともに新しい仏教を伝えた 

② 澄5 

a. 比叡山延暦寺を建立 

b. 天台宗を広めた 

③ 空海6 

a. 高野山金剛峰寺を建立 

b. 真言宗を広めた 

④ 両者の共通点…人里はなれた山奥での修行や学問を重視7 

(2) 東アジアの変化と遣唐使の停止 
① 中国 

a. ９世紀 唐が衰退、遣唐使も停止 

b. 10世紀 唐が滅亡8、宋が中国を統一1 

                                               
1 天皇が幼かったり、女性だったりした場合に、天皇に代わってすべての政務をとった

職。事実上の総理大臣。 
2 成人後の男性の天皇を補佐して、政務をつかさどった重職。これもまた、事実上の総

理大臣。 
3 「この世おば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしとおもえば」という歌で有名。 
4 歴史をさかのぼれば、墾田永年私財法の結果、私有地が増加し、やがて、巨大な荘園

を持った貴族の力が大きくなったことになる。相対的に天皇の力は小さくなった。 
5 伝教大師とも呼ばれている。 
6 日本では弘法大師という名前のほうが有名。「弘法も筆の誤り」という諺にも登場す

る。日本の書道史上３人のすぐれた能書家である三筆の１人。 
7 両者はいずれも、密教という仏教の１グループに属する。密教は、祈祷を重んじ、深

遠で、凡夫にうかがいえない秘密の教えである。 
8 唐が滅ぶきっかけになったとされる女性が世界３大美女の１人である楊貴妃である。

唐の皇帝玄宗は楊貴妃に夢中になり、政治を疎かにしたために、社会は乱れたとされて

いる。 
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② 朝鮮半島…10世紀 高麗2が勃興、新羅を滅ぼす 

(3) 国風文化 
① 平安時代半ばの貴族たちが生み出した、唐風文化を日本風にアレンジ

した文化 

② 摂関政治時代に普及・発展した 

③ 代表例 

a. かな文字の発明・普及 

b. 和歌集…「古今和歌集」（紀貫之編） 

c. 小説…「源氏物語」3（紫式部著） 

d. 随筆4…「枕草子」（清少納言著） 

(4) 浄土へのあこがれ 
① 政治の乱れ、社会不安が広がったため、人々は宗教に心のよりどころ

を求めた 

② 浄土信仰 

a. 念仏を唱えて阿弥陀仏にすがり、死後、極楽浄土5に生まれ変わろう

とする宗教 

b. 阿弥陀仏・阿弥陀堂がつくられた（【例】京都宇治の平等院鳳凰堂） 

                                                                                                                       
1 宋は、戦争が弱かったため、中国史の中ではイマイチぱっとしない王朝だと思われが

ちだが、政治的・文化的には大きく発展した時期であり、すぐれた王朝の１つである。 
2 韓国のことを欧米ではKoreaと表記するが、そのおおもとは高麗である。ちなみに、

中国をChinaと表記するのは、中国最初の統一王朝である秦が変化したものである。 
3 要するにエロ小説である。 
4 日記のようなものである。 
5 キリスト教の天国のようなものである。 
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III. 中世の日本 

１. 武士の台頭と鎌倉幕府 

(1) 武士の成長 
① 武士の登場 

a. 平安時代中期 地方豪族と中央の武官の交流の中から武士が発生 

b. 武士は従者を組織し、武士団を形成・成長 

c. 10世紀中ごろ 関東で平将門が、西国（瀬戸内海）で藤原純友が反

乱を起こす1 

② 武士の成長と院政 

a. 武士の成長…天皇の子孫とされる源氏と平氏の勢力が拡大 

 11世紀後半 源義家が東国に勢力を伸張 

 12世紀前半 平氏が西国に勢力を拡大 

b. 院政 

 白河天皇は源平の武士を用いた政治を展開し、退位後も、上皇と

して院政を行う 

 上皇は摂関家（藤原氏）を押さえ、慣例にとらわれない政治を行

う 

c. 保元の乱・平治の乱の後、平清盛が源氏を破り勢力を拡大 

③ 荘園と武士 

a. 武士は土地を開発し、領地を寄進し、中央の貴族・寺社の荘園とし、

自らは荘官として勢力を拡大 

b. 国司は荘園以外の土地を公領とするも、ここでも武士が成長 

c. 上皇は院政下で、荘園を保護 

d. 荘園を寄進された寺社も精力を拡大、武装した僧（僧兵）が出現 

(2) 武家政権の成立 
① 源平の争乱 

                                               
1 ただし、鎮圧もまた、武士の力によって行われた。 
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a. 平清盛 

 武士として初めて太政官に就任、一族も高位高官を独占 

 兵庫港を開港し、貿易を展開 

b. 平氏の滅亡 

 平氏の独裁は、貴族・寺社・他の武士の反感を募らせる 

 源頼朝は、弟・義経を派遣し、平氏を滅ぼす（壇ノ浦の合戦） 

② 鎌倉幕府の成立 

a. 平氏滅亡後、頼朝と義経が対立 

b. 頼朝は義経討伐を口実に、守護（国ごと）と地頭（荘園ごと）の設

置を強行1 

c. 鎌倉幕府を開闢
かいびゃく

、本格的な武家政治が始まる2 

d. 頼朝は、義経がのがれていた奥州藤原氏を攻め滅ぼす 

e. 1192年 頼朝は征夷大将軍に任命される 

f. 将軍と武士（御家人）とは主従関係で結ばれた「御恩と奉公」の関

係を確立 

③ 執権政治 

a. 執権政治 

 頼朝の死後、実権は北条時政（頼朝の 舅
しゅうと

）に移動 

 北条氏は執権の地位につき、これを世襲・独占 

b. 承久の変 

 1221年 後鳥羽上皇は朝廷の勢力回復を図るが失敗（承久の乱） 

 承久の乱を機に、幕府は朝廷監視のため六波羅探題を設置、幕府

勢力が逆に拡大する結果となる 

(3) 武士と民衆の働き 
① 武士と地頭 

a. 当時の武士は、同時に農業も営む簡素な生活を送る 

b. 荘園領主と幕府に任命された地頭との間で紛争が絶えなかった 

                                               
1 これにより、朝廷に任ぜられた国司・郡司と幕府に任ぜられた守護・地頭という二重

支配体制になってしまった。 
2 かつては1192年に鎌倉幕府は始まったとされていたが、最近では、1185年ごろには事

実上、形が整っていたとする説が強い。 
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c. 争いは幕府の法定で裁かれたため、地頭に有利な判決が多く、地頭

の勢力が徐々に拡大 

② 武士の生活 

a. 武士の生活 

 馬・弓矢の武芸による日常的心身鍛錬 

 「弓矢の道」「もののふの道」といった武士の価値観の形成 

 一族は惣領1が中心となって庶子2を統率・団結 

 領地は分割相続（女子にも相続権があった） 

b. 御成敗式目（関東御成敗式目・貞永式目） 

 1232年 執権北条泰時が制定 

 長期にわたり、武士の法律の手本となる 

③ 民衆の動き 

a. 農業 

 社会が安定し、農業生産が高まる 

 牛馬の使用、鉄製の農具のいっそうの普及、肥料の使用、二毛作

の実践 

 開発も農民が中心に行うようになった 

b. 工業・商業 

 農村には手工業者が住みつく 

 寺社の門前・交通の要衝で定期市が開催 

(4) 鎌倉時代の宗教と文化 
① 新しい仏教の教え 

a. 民衆と武士の心のよりどころとして、新しい仏教の教えが広まる 

b. 法然 

 浄土宗を開く 

 浄土信仰の教えを徹底することを主張 

 「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えれば、誰でも極楽浄土に生まれ変

われると説いた 

c. 親鸞 

 法然の弟子で、法然の浄土宗をさらにつきつめた1 

                                               
1 家名を継ぐべき子のこと。家督。 
2 家相続人以外の男子、嫡妻の長子以外の男子、妾の男子のこと。 
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 浄土真宗（一向宗）を開く 

d. 日蓮宗 

 法然・親鸞のような念仏の教えに対抗 

 法華経の題目（南無妙法蓮華経）を唱えれば、人も国家も救われ

ると説いた2 

② 文化の新しい動き 

a. 新古今和歌集 

 後鳥羽上皇が中心となって編纂 

 藤原定家、西行、鴨長明（「方丈記」の作者）の歌が掲載 

b. 建築・彫刻…運慶・快慶による東大寺南大門の金剛力士像が有名 

c. 平家物語 

 軍記物の傑作 

 琵琶法師による伝承で普及 

２. 東アジア世界とのかかわりと社会の変遷 

(1) モンゴルの襲来と日本 
① モンゴル帝国の拡大 

a. 13世紀はじめ モンゴル民族出身のチンギス・ハンは、史上最大の

版図3を持つ大帝国（モンゴル帝国）をユーラシア大陸に建設 

b. ５代後のフビライ・ハンは、都を大都（北京）に移し、国号を元と

定め、初代皇帝に就く4 

c. 元は宋（南宋）を滅ぼし、中国を統一 

d. 元には、ヨーロッパから宣教師や商人が多数訪れている5 

                                                                                                                       
1 親鸞の思想は、法然の念仏絶対主義に対して信心絶対主義であり、徹底した信心中心

の思想で、阿弥陀仏への絶対的信仰を説いた。「念仏さえ唱えていればよい」という師

匠・法然の考え方とは違い、「念仏を唱えるだけではなく、信じなければならない」と

いうことを強く主張した。 
2 人だけではなく、国家も救われるとしたところが、日蓮の教えの特徴である。 
3 領土のこと。 
4 この時、チンギス・ハンが作ったモンゴル帝国はすでに分裂していた。そのうち、一

番大きい領土を持っていたのが、元である。 
5 『東方見聞録』を書いたマルコ・ポーロも元を訪れている。この本で、日本は黄金の

国「ジパング」としてはじめてヨーロッパに紹介されている。「ジパング」は、「ニッ

ポン」が変化したものであり、「ジャパン」の語源である。『東方見聞録』は、コロン
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② 二度の襲来…日本の制服をもくろむフビライは日本に使者を派遣す

るも、執権北条時宗が要求を拒絶したため、高麗を従え、日本に襲来

（元寇） 

a. 1274年 文永の役 

b. 1281年 弘安の役 

③ 鎌倉幕府の滅亡 

a. 経済力が豊かになった武士が成長、近畿地方を中心に幕府に従わな

くなっていった 

b. 荘園領主の使者を追い出し、年貢を奪う悪党も出現 

c. 御家人は領地の分割により生活が困窮化 

d. 幕府は徳政令を出すも、失敗し、北条氏・幕府への不満が強まる 

e. 1333年 後醍醐天皇は、楠木正成・足利尊氏を用い、鎌倉幕府を滅

ぼす1 

(2) 南北朝の動乱と東アジアの変動 
① 南北朝の動乱 

a. 鎌倉幕府の滅亡により、天皇中心の新たな政治が始まる（建武の新

政・建武の中興） 

b. 新政権は公家を重視したため、武士が失望、足利尊氏が武家政治の

再興を唱え、新政権は２年で崩壊 

c. 尊氏は京都に新たな天皇を擁立（北朝）、後醍醐天皇は吉野に逃れ

た（南朝）ため、２つの朝廷が並立（南北朝）2 

d. 南北朝の動乱は60年間続く（南北朝時代） 

e. 尊氏は北朝から征夷大将軍に任ぜられ、京都に幕府を開く3 

f. ただし、すでに全国の守護の多くは領地を拡大し、守護大名に成長

した後であり、幕府の力は相対的に小さなものとなった 

g. ３代将軍足利義満の時代に、南北朝は統一される 

                                                                                                                       
ブスら、地理上の発見を志した人々に大きな影響を与えた。 
1 直接、鎌倉幕府を滅ぼした武将は、新田義貞。ただし、義貞は尊氏に後に討伐される。

足利も新田も地名であり、本名は源。有力な源氏の一派である。彼らにしてみれば、家

来筋である北条氏が執権として権力を振りかざしている状態は面白くなかったに違いな

い。隙あらば滅ぼしてやる！と思っていたのではないだろうか。 
2 後醍醐天皇側に就いた楠木正成は、足利尊氏によって滅ぼされた。 
3 これが、後の室町幕府である。この幕府が室町幕府と呼ばれるようになるのは、３代

将軍義満が京都の室町に御所を移してから後である。。 
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② 東アジアの変動 

a. 中国の動向 

 漢民族が明を建国し、モンゴル民族を北方に追いやった 

 明は、倭寇（海賊）の取り締まりを強化、日本にも応援を要請し

てきた 

 義満は倭寇を禁止し、明との正式な貿易（勘合貿易1）を開始 

b. 朝鮮半島の動向 

 高麗が滅亡し、朝鮮国が建国 

 ハングル文字がつくられた 

③ 琉球と蝦夷地 

a. 琉球 

 城（グスク）を根拠地とした按司（有力者）が勢力争い 

 15世紀はじめ 尚氏が沖縄島を統一、琉球王国を建国 

 中継貿易で栄える 

b. 蝦夷地 

 アイヌ民族が狩猟・漁業・交易を行ってきた 

 和人（本州人）の進出で、圧迫され、大首長を中心とした蜂起（反

乱）が起こる 

(3) 室町幕府と経済の発展 
① 室町幕府のしくみ 

a. 尊氏の開いた幕府は、３代将軍義満が京都室町に御所を建てたため、

室町幕府と呼ばれる 

b. 将軍の補佐役を管領2といい、有力守護大名がその地位に就いた 

c. 中央では、幕府は朝廷の権限を吸収し、地方では、守護大名が国司

の権限を吸収していった 

d. 鎌倉には鎌倉府が設置され、関東を支配した 

② 産業の発達 

a. 貿易…社会の安定や中国・朝鮮との貿易により、産業が活発化 

                                               
1 日本と明との間で、往来の証として与えた割符のこと。割符とは、木片・竹片・紙片

などに文を記し、証印を中央に押し、これを二つに割ったものである。一片を与えて他

の一片をとどめおき、後日合わせて見て証とすることができる。 
2 鎌倉幕府における執権と同じような位置づけの役職である。今でいう与党の幹事長の

ようなポスト。 
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 日本からの輸出品…刀・銅・まき絵 

 明からの輸入品…銅銭、生糸、絹織物、書画 

b. 農業 

 二毛作が普及 

 牛馬、肥料（牛馬の糞や堆肥）の使用により収穫が拡大 

 麻、くわ、あい、茶の栽培に加え、16世紀からはわたの栽培も始

まる 

c. 手工業 

 京都西陣、博多の絹織物の生産 

 陶器、紙、酒、油などの特産品の生産 

 刀・農具を作る鍛冶・鋳物業が盛んになる 

 金・銀・砂鉄の採掘、銅の精錬技術の改良により、生産量が増加 

③ 位置のにぎわいと都市の成長 

a. 商業の活性化 

 市が各地に誕生、開かれる日数も増加 

 宋銭・明銭が使用される 

 馬借（運送業）、問（運送業・倉庫業）の活動 

b. 商業経済の発展 

 土倉・酒屋（富豪）が金融業を経営 

 商人・手工業者による座（組合）が形成され、貴族・寺社の保護

を受け、営業独占権が認められた 

c. 自治都市の形成 

 明との貿易で栄えた堺・博多、町衆（裕福な手工業者）により応

仁の乱から復興した京都では、寄合による町の政治が行われた

（民主政治） 

 町衆の手により、京都では祇園祭が盛大に行われていた 

(4) 民衆の成長と戦国大名 
① 村の自治 

a. 農村では、有力な農民の指導の下、惣（自治組織）が形成される 

b. かんがい用水路の建設・管理、燃料や資料をとる林野の利用・管理

などについて村のおきてを定める 
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c. 農民は、荘園領主や守護大名に対し、土一揆1などを起こし、抵抗す

るようになる 

d. 1428年 一揆が全国に拡大、幕府に徳政令2を要求した 

② 応仁の乱 

a. 応仁の乱 

 将軍義教の死後、幕府では守護大名間の勢力争いが発生 

 将軍の後継問題を巡り、細川氏・山名氏が対立 

 1467年 応仁の乱に発展 

b. 応仁の乱の広がり…11年間続き、全国に拡大 

 山城国一揆…京都南部で、武士と農民が守護大名を追放 

 北陸の一向一揆…浄土真宗信者による一向一揆により守護大名

が打倒された 

③ 戦国大名の登場と城下町 

a. 下剋上による戦国大名の登場 

 応仁の乱により、将軍の権威は失墜、天皇・貴族・寺社の領地も

武士に奪われた 

 実力のあるものが力を伸ばし、上の身分の者にとって代わる風潮

（下剋上）が生まれた 

 下剋上により、守護大名の地位を奪う戦国大名が登場 

b. 戦国大名の政策 

 近隣の大名との戦争に備え、軍隊を編成・強化 

 城下に家来を集め、商工業者を招き、城下町を形成 

 独自の法律（分国法）を定め、武士・農民を取り締まった 

 荘園領主の支配を認めず、領国を統一・支配し、新政策を展開 

(5) 室町文化とその広がり 
① 室町の文化 

a. 仏教…鎌倉仏教は、室町時代に発展し、宗派ごとに教団を形成 

 浄土真宗…北陸や近畿地方の武士・農民に普及 

                                               
1 室町時代、近畿地方を中心に起こった農民の一揆の総称。年貢の減免や徳政を求め、

あるいは守護の支配に抵抗した。 
2 日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて朝廷、幕府などが債権や債務の放棄を命

じた法令である。要するに、「借金を棒引きにする」という御触れである。借りている

側は喜ぶが、貸している側からすれば怒りを覚える法令である。 
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 日蓮宗…京都・堺の商工業者に普及 

 禅宗…京都・鎌倉の五山（重要寺院）を中心に幕府の保護を受け、

禅僧が文芸・外交・貿易に活躍 

b. 芸能 

 能…観阿弥・世阿弥親子が開花させ、武家で愛好された 

c. 建築 

 金閣…義満が京都北山に建立、武家と公家の文化の融合の象徴

（北山文化） 

② 武家文化の成長 

a. 15世紀後半 簡素で気品のある文化が成長（東山文化） 

b. 建築 

 銀閣…義政が東山に建立、寺院の様式が武家の住居に導入された

書院造で有名 

c. 喫茶…茶の湯の流行 

d. 水墨画 

 元・宋で盛んだった絵画 

 雪舟が有名 

e. 庭園 

 銀閣や龍安寺が有名 

 河原者1が活躍 

③ 民衆への文化の広がり 

a. 民衆の地位の向上で、文化を楽しむゆとりが生まれた 

b. 能・狂言の流行 

c. 地方武士・都市の有力者は子弟を寺で教育させるようになった 

【例】上杉氏の足利学校（栃木県） 

d. お伽草子2・連歌3の発生 

                                               
1 中世に、河原に住み、卑賤視された雑役や下級遊芸などに従った者のこと。 
2 室町時代を中心に行われた短編小説の総称。作者はほとんどが不詳。空想的・教訓的・

童話的な作品群。時代思想と世相を反映していた点が特徴である。 
3 ２人以上の人が、和歌の、上の句と下の句とを互いによみ合って、続けて行く形式の

歌。 
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IV. 近世の日本 

１. ヨーロッパ人との出会いと全国統一 

(1) ヨーロッパ人の世界進出 
① アジアの物産を求めて 

a. ルネサンス 

 ヨーロッパでは、14・15世紀ごろ、ルネサンス（文芸復興）が起

こる 

 天文学・地理学が発達し、地球球体説に基づく世界地図が描かれ

た 

 当時のヨーロッパ人は、キリスト教布教とアジアの豊かな物産の

入手に積極的になった 

b. ポルトガル人の活躍 

 15世紀末 喜望峰経由でインドに到達（バスコ・ダ・ガマ） 

 中継貿易により、香辛料・絹・宝石を輸入 

② アメリカ大陸の植民地化 

a. スペインは、ポルトガルに対抗、大西洋を西回りでアジアに行く航

路の発見を目指す 

b. 1492年 コロンブスがアメリカ（カリブ海の島）に到達1 

c. アメリカ大陸に進出したスペインは、先住民を滅ぼし、征服する（ア

メリカの植民地化） 

d. 銀・さとうきびをヨーロッパに輸入 

③ 宗教改革とイエズス会 

a. 宗教改革 

 16世紀はじめ ヨーロッパで宗教改革が始まる 

 ドイツのルターがカトリック教会から独立2（プロテスタント1） 

                                               
1 コロンブスは、この地をインドだと勘違いしていた。中央アメリカのカリブ海に浮か

ぶ島々を西インド諸島と言ったり、アメリカの原住民をインディアン（インド人の意味）

と言ったりするのは、この名残である。 
2 ルターの宗教改革の他に、フランスのカルヴァンの宗教改革も有名。 
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b. イエズス会 

 カトリック教会自身も建て直しをめざす動きが始動 

 その中心となったイエズス会では、アジア・アメリカへの宣教師

派遣を開始 

④ オランダの興隆 

a. スペインの全盛 「日の沈むことのない帝国2」 

b. 16世紀末 オランダがスペインから独立 

c. 17世紀 ヨーロッパの金融・海運の中心は、スペインからオランダ

に移動し、オランダは海外拠点も拡大する 

(2) ヨーロッパ人との出会い 
① 鉄砲とキリスト教の伝来 

a. 鉄砲の伝来 

 1543年 中国人の仲介で、ポルトガルから種子島に鉄砲が伝来 

 堺（大阪府）・国友（滋賀県）の鍛冶職人が鉄砲を製造 

 鉄砲が戦術の変化をもたらしえ、全国統一への動きを促進する 

b. キリスト教の伝来 

 1549年 イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが来日、キ

リスト教を伝える 

② 南蛮貿易 

a. 南蛮人…ポルトガル人とスペイン人の総称 

b. 南蛮人は平戸・長崎に来航、貿易が始まる（南蛮貿易） 

c. 主な輸入品…中国産の生糸・絹織物、ヨーロッパ産の鉄砲・火薬・

毛織物・時計・ガラス製品 

d. 主な輸出品…銀 

③ キリスト教の広まり 

a. キリスト教の広まり 

 宣教師は貿易船に同乗し、来日し、布教に努める 

 九州各地の大名の中にはキリスト教の信者となるものもあった

（キリシタン大名）（【例】大友宗麟） 

                                                                                                                       
1 カトリックは旧教徒、プロテスタントは新教徒と訳される。 
2 世界中に植民地があったため、本国が夜（太陽が沈んでいる状態）、植民地のいずれ

かは昼（太陽が沈んでいない状態）であったため、このように呼ばれた。 
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 1582年 大友宗麟らは４人の少年をスペイン国王とローマ教皇

のもとに派遣した 

b. 宣教師たちの活動 

 各地に学校・病院・孤児院を建設 

 布教と慈善事業を展開 

 17世紀はじめ 国内には30万人の信者が存在 

(3) 織田信長・豊臣秀吉による統一事業 
① 信長の統一事業 

a. 室町幕府の滅亡 

 尾張（愛知県）の小大名だった織田信長は桶狭間の戦いで今川義

元を破り、勢力を拡大 

 足利義昭を援助し、上洛し、将軍に据える 

 1573年 一転して義昭を京都から追放1、室町幕府を滅ぼす 

b. 信長の勢力拡大 

 鉄砲を活用し、甲斐の武田氏を長篠の戦いで撃破2 

 安土城を築城 

c. 信長の経済政策 

 安土城下では、楽市・楽座3政策を展開 

 市場の税を免除 

 各地の関所を廃止 

 商工業の発展に尽力 

d. 信長の圧政…堺などの自治都市、比叡山延暦寺、一向一揆などの仏

教勢力には厳しい態度で臨み、これを屈服させた 

② 秀吉の統一事業 

a. 秀吉による全国統一 

 1582年 家臣明智光秀による信長暗殺（本能寺の変） 

 羽柴秀吉（豊臣秀吉）は明智光秀を打倒、信長の後継者となる 

 秀吉は大阪城を築城、関白に任命される 

                                               
1 信長の傀儡（操り人形）であることに不満を持った義昭が信長を裏切り、結果として

両者は決裂した。 
2 戦国最強と唄われた武田騎馬隊は鉄砲の前に無残にも敗れ去った。 
3商人をその城下町に集めるため、市場や重要都市で旧来の独占的な座の特権を廃し、新

規の商人にも自由な営業を認めた法令。 
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 1590年 関東の小田原北条氏1を滅ぼし、全国統一を完成 

b. 秀吉の支配体制 

 200万石の領地を持ち、重要都市の直接支配 

 大名領地の金山・銀山からは徴税 

 佐渡金山・生野銀山の開発に着手 

 統一的な金貨・銀貨を発行 

c. 宣教師の追放 

 信長は、仏教勢力との対抗のため、キリスト教を保護 

 秀吉は、キリスト教をはじめは容認したが、後に、宣教師国外追

放を命じた（スペイン・ポルトガルによる侵略を懸念）2 

(4) 兵農分離と朝鮮侵略 
① 検地と刀狩 

a. 度量衡の統一…秀吉は、ものさしやますを統一 

b. 太閤検地 

 全国の田畑の広さや土地のよしあしを調べ、予想生産量を石高3で

表すことにした4 

 太閤検地の影響 

· 全国の土地が統一的基準であらわされた 

· 武士は石高で知行（領地）を与えられた 

· 公家・寺社などの荘園領主等が持っていた複雑な土地の権利は

否定され、直接耕作する農民に土地の権利が認められた 

c. 刀狩 

 一揆を防ぐため、農民や寺社から武器を取り上げた 

 武士は大名の城下町に集結させられた 

d. 兵農分離 

 武士と農民の身分の区別が明確になった5 

                                               
1 鎌倉時代に執権の座を独占した鎌倉北条氏とは別な一族。両者に特別な血縁関係はな

い。 
2 ただし、南蛮貿易は奨励した。 
3 米の体積の単位。１石は約180ﾘｯﾄﾙ。 
4 今でいう国勢調査みたいなことが、初めて行われた。 
5 それまでは、「平時（普段）は農民、有事（戦争のとき）は武士」となっていて、農

民と武士の間に明確な差はなかった。いわば、武士は農民がパートタイムで行っていた。

兵農分離により、プロの、フルタイムの武士が登場した。 
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 身分に応じた職業により生活をするという近世社会のしくみが

できあがった 

② 朝鮮侵略 

a. 秀吉は、朝鮮等アジア各国に服属を求めた 

b. 1592年 明（中国）の制服をめざし、朝鮮に大軍を派遣1（朝鮮出

兵） 

c. 日本軍は、首都漢城（ソウル）を占領するが、征服には至らず、一

時休戦 

d. 明との講和交渉を行うも、失敗、戦争再開 

e. 秀吉の病死により、日本軍は撤退 

f. 日本の武士・農民の負担も大きく、大名間の不和も生じ、豊臣氏没

落の原因となる 

(5) 桃山文化 
① 豪華で壮大な文化 

a. 桃山文化の流行 

 古い社会のしくみが壊れる中で、新しい文化が形成された 

 商業や貿易の活性化 

 金・銀の産出の増加 

 大名や大商人の豪華な生活 

b. 桃山文化の象徴 

 天守閣2を持った壮大な城3、書院造 

 豪華な彫刻、はなやかな絵画（狩野永徳・狩野山楽） 

 茶の湯（千利休） 

 小唄4・三味線・浄瑠璃5 

                                               
1 豊臣秀吉は、現在でも韓国ではたいへん評判が悪い。韓国のドラマ・時代劇に秀吉が

出るとすれば、必ず悪魔のような悪者と相場が決まっている。逆に、朝鮮戦争で功績の

あった李舜臣は朝鮮を救った英雄として、たいへんな人気を誇っている。 
2 日本の城の本丸の中心となるやぐら。近世式の天守閣は、信長が建てた安土城によっ

て完成した。 
3 焼失してしまった安土城、大阪城の他、世界遺産に登録されている姫路城（白鷺城）

もこの時代を代表する城である。 
4 室町時代に、民間流行の俗謡を上流社会で取り上げ用いたもの。 
5 三味線伴奏の語り物音楽の１種。室町時代末期、無伴奏（時に琵琶や扇拍子）で語ら

れた「浄瑠璃姫物語」が始まりである。 
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 女歌舞伎（阿国） 

 小袖の普及、木綿の一般化 

② ヨーロッパ文化の影響 

a. 安土桃山時代1には、パン・カステラ・カルタ・時計の輸入 

b. 南蛮風衣服 

c. 天文学・医学・航海術・西洋画の技法など新しい学問・技術が伝来 

d. 南蛮文化…桃山文化に影響 

 南蛮屏風 

 活版印刷術2の伝来と書物の出版 

 日本の書物もローマ字で印刷された 

                                               
1 織田信長・豊臣秀吉が政権を持っていた時代の総称。織豊時代・織豊政権ともいう。 
2 凸版式印刷の一種で、活字で組んだ版による印刷。組んだ版で直接刷る場合もあるが、

大量に印刷する際は紙型をとり、これから鉛版（後の世ではプラスチック版）を造って

印刷機にかける。15世紀に発明された。ルネサンスの三大発明とは、火薬・羅針盤・活

版印刷術の改良・実用化を指す。 


