
東アジア史論述対策 

問１ 前 2000年紀後半、黄河流域を支

配した王朝の名とその統治の特徴に

ついて、以下の語句を用いて 60 字以

内で説明しなさい。 

 甲骨 青銅器 神権 

 

問２ 前 1000年紀前半、黄河流域を支

配した王朝の名とその統治の特徴に

ついて、以下の語句を用いて 60 字以

内で説明しなさい。 

 血縁 諸侯 封土 

 

問３ 儒家の思想について、以下の語

句を用いて 60字以内で説明しなさい。 

 仁 易姓革命 荀子 

 

問４ 秦と前漢の地方統治の違いにつ

いて、以下の語句を用いて 60 字以内

で説明しなさい。 

 郡国制 呉楚七国 

 

問５ 秦と前漢の儒家に対する政策の

違いについて、以下の語句を用いて

60字以内で説明しなさい。 

 李斯 董仲舒 

 

問６ 漢の武帝の対外政策について、

以下の語句を用いて 90字以内で説明

しなさい。 

 張騫 タリム盆地 南越 楽浪郡 

 

問７ 漢代の中国とローマ帝国（大秦）

との交流について、以下の語句を用い

て 60字以内で説明しなさい。 

 班超 日南郡 

 

問８ 後漢の滅亡から、北魏による華北

統一までの経緯を、以下の語句を用い

て 90字以内で説明しなさい。  

 五胡  鮮卑  漢人  

 

問９ 後漢の滅亡から魏晋南北朝時代

の土地制度について、以下の語句を

用いて 90字以内で説明しなさい。  

  豪族   失地農民   国有化  

 

問 10  中国における仏教の布教につ

いて、以下の語句を用いて 60 字以内

で説明しなさい。  

  五胡十六国  仏典漢訳 グプタ朝 

 

問 11  漢代から隋代までの官吏登用

制度について、以下の語句を用いて

60字以内で説明しなさい。  



  魏 豪族  学科試験 

 

問 12 唐代には科挙制度にも関らず、

門閥貴族が権力を温存された理由に

ついて、以下の語句を用いて 90 字以

内で説明せよ。  

 吏部  蔭位 門下省 

 

問13 隋・唐王朝の対朝鮮半島政策に

ついて、以下の語句を用いて、120 字

以内で説明しなさい。  

  煬帝 冊封  白村江  羈縻州 

 

問 14 均田制の崩壊に伴う唐の税制の

変化について、以下の語句を用いて

90字以内で説明しなさい。  

  楊炎  銭納 私有地 

 

問 15  唐の崩壊について、以下の語

句を用いて 90字以内で説明しなさい。  

 募兵制  安禄山  塩の専売  朱全忠  

 

問 16 遼の中国支配の特徴について、

北魏と比較しつつ、以下の語句を用い

て 90字以内で説明しなさい。  

  漢化  燕雲十六州  部族制  

 

問 17 宋の官僚制度の特徴について、

以下の語句を用いて 60字以内で説明

しなさい。  

  門下省  禁軍 

 

問 18 唐と宋の科挙制の違いについて、

以下の語句を用いて 90字以内で説明

しなさい。  

  吏部  殿試  

 

問 19 宋・金・遼の外交関係の推移に

ついて、以下の語句を用いて 90 字以

内で説明しなさい。  

  澶淵の盟 靖康の変  淮河 

 

問 20 唐宋変革期の都市と商業につ

いて、以下の語句を用いて 90 字以内

で説明しなさい。  

 草市  飛銭 

 

問 21 モンゴル帝国と西欧諸国との交

渉について、以下の語句を用いて、90



字以内で説明しなさい。 

 ワールシュタット プラノ=カルピニ 

 マムルーク朝 

 

問 21 元朝の統治体制の特徴につい

て、以下の語句を用いて 90 字以内で

説明しなさい。  

 色目人  漢人  科挙  

 

問 22 明の農村支配の特徴について、

以下の語句を用いて 60字程度で説明

しなさい。 

 洪武帝 魚鱗図冊 戸籍台帳 

 

問 23 明朝の貿易政策について、以下

の語句を用いて、90字以内で説明しな

さい。 

  海禁  鄭和 足利義満  倭寇  

 

問24 明朝への銀の流入と産業の変化

について、以下の語句を用いて、90字

以内で説明しなさい。  

 フィリピン 石見 湖広  

 

問 25 明・清の税制改革について、以

下の語句を用いて 90 字以内で説明し

なさい。  

  メキシコ銀 康熙帝 

 

問 26 明清交代の経緯について、以

下の語句を用いて 90 字以内で説明し

なさい。  

 豊臣秀吉 ヌルハチ 李自成 

 呉三桂 

 

問 27 清の中央官制の特徴について、

以下の語句を用いて 60字以内で説明

しなさい。  

 満漢併用制 軍機処  

 

問 28 十七世紀の台湾を支配した諸

勢力の交代について、以下の語句を

用いて 90字以内で説明しなさい。  

 ゼーランディア城 康熙帝 

 

問 29 典礼問題について、以下の語

句を用いて 90 字以内で説明しなさい。  

 祖先崇拝 教皇 

  



東アジア史論述対策（解答例） 

問１ 殷。邑の連合体の盟主として王は神

権政治で統治した。青銅器を用いた祭祀、

甲骨を用いた占卜を行い、結果を甲骨文

字に記した。（59字） 

 

問２ 周は血縁に基づく封建制度で治め

た。王は一族功臣を諸侯として世襲させ、

封土を授与する代わりに軍役・貢納を負わ

せた。（56字） 

 

問３ 家族愛の仁を基礎とし、孟子は性善

説から天命を受けた有徳者による易姓革

命を、荀子は性悪説から礼による民衆教

化を説いた。（58字） 

 

問４ 秦は郡県制。皇帝が郡守・県令を直

接任命する中央集権体制。前漢は郡国制。

諸侯国を復活したため、のちに呉楚七国

の乱を招いた。（60字） 

 

問５ 秦の始皇帝は法家の李斯の建言に

より、焚書・坑儒で儒家を弾圧した。前漢

の武帝は儒家の董仲舒の建言により、儒

学を官学化した。（60字） 

 

問６ 匈奴挟撃のため張騫を大月氏に派

遣、衛青に匈奴遠征を行わせ、タリム盆地

を支配し、敦煌郡などを置いた。南では南

越を滅ぼして日南郡などを置き、東では衛

氏朝鮮を滅ぼして楽浪郡などを置いた。

（90字） 

 

問７ 後漢の西域都護・班超の部下、甘英

が安息経由で大秦の条支に至った。後漢

末には大秦王安敦の使者と称する者が日

南郡に来航した。（60字） 

 

問８ 黄巾の乱で後漢が崩壊し、魏・呉・蜀

の三国時代を経て晋が再統一した。八王

の乱に乗じて遊牧民の五胡が侵入し、鮮

卑が統一して北魏を建てた。江南では東

晋・南朝と漢人王朝が存続した。 （86字） 

 

問９ 豪族の大土地所有が拡大、失地農

民は黄巾の乱を起こした。戦乱で生まれた

荒地の国有化と農民への分配、大土地所

有の制限が試みられ、魏は屯田制、晋は

占田・課田法、北魏は均田制を実施した。

（89字） 

 

問 10 五胡十六国時代、亀茲出身の仏図

澄が華北で布教し、鳩摩羅什は仏典漢訳

を行った。東晋の法顕は仏典を求めてグ

プタ朝に留学した。（60字） 

 

問 11  漢の郷挙里選、魏の九品中正では

豪族の師弟を優遇し、門閥貴族が成立し

た。隋は学科試験の科挙を実施し、能力

により採用した。（59字） 



 

問 12 三省六部のうち貴族の拠点である

門下省は、中書省が作成した詔勅に対す

る修正権を持った。科挙合格者に対して

吏部が行う採用試験では貴族を優遇し、

貴族の子弟は蔭位の制で科挙を免除され

た。（90字） 

 

問 13 隋の煬帝は高句麗遠征に失敗した。

唐は新羅を冊封して同盟を結び、百済を

滅ぼした。百済復興の倭国軍を白村江の

戦いで破り、高句麗を挟撃して滅ぼしたが、

領土の配分をめぐり新羅と対立。平壌以南

の朝鮮半島は新羅が統一し、その北を唐

の羈縻州とした。（117字） 

 

問 14 徳宗の宰相・楊炎の建議で両税法

を実施した。現住地の資産に課税し、年２

回の銭納を原則として、私有地の拡大を

追認した。（57字） 

 

問 15  募兵制により徴税権を得た節度使・

安禄山が反乱。唐はウイグルの援軍で鎮

圧するが財政が悪化、塩の専売を実施。

塩の密売人・黄巣が反乱を起こし、これを

鎮圧した節度使・朱全忠が唐を滅ぼした。

（90字） 

問 16 北魏は漢化政策で漢人と同化した。

遼は、遊牧民を部族制で、燕雲十六州の

漢人を州県制で管理する二重統治体制を

とった。（56字） 

 

問 17 貴族の拠点だった門下省を廃止し

て中書省と宰相の権限を強め、節度使を

廃止して地方軍を皇帝直属の禁軍として

再編成した。（57字） 

 

問 18 唐は、科挙後に吏部が行う官吏採

用面接で貴族を優遇した。宋はこれを廃し、

皇帝隣席の殿試を創設して皇帝への忠誠

心を高めた。（59字） 

 

問 19 澶淵の盟で遼への歳幣を強いられ

た北宋は、金と同盟を結び、遼を西走させ

た。しかし金への歳幣を拒否、金は靖康の

変で北宋を滅ぼし、南宋と講和して淮河以

北を獲得し、歳幣支払いを約束させた。

（90字） 

 

問20 唐代、城外に生まれた民間市場・草

市が、宋代には商業都市の鎮市に発達し、

商人組合の行、同行組合の作が生まれた。

銅銭とともに手形の飛銭が流通し、宋代に

は紙幣の交子・会子が生まれた。（88字） 

 

問 21 ワールシュタットの戦いのあと、教皇

使節プラノ=カルピニ、仏王ルイ 9 世の使

節ルブルックがカラコルムを訪問。仏王の

十字軍に続き、フラグのモンゴル軍がマム

ルーク朝エジプトに侵攻した。（88字） 



 

問 22 チンギスが征服した西域諸民族の

色目人を高級官僚に、オゴタイが征服した

金の住民・漢人を下級官僚に採用した。フ

ビライが征服した南宋の住民・南人は官吏

に採用せず、科挙も中止した。（86字） 

 

問 23 洪武帝は、10 戸を甲、10 甲を里と

する里甲制を実施。里ごとに土地台帳の

魚鱗図冊、戸籍台帳の賦役黄冊を作成、

徴税の連帯責任を負わせた。（64字） 

 

問 24 洪武帝は海禁により朝貢以外の貿

易を禁止。永楽帝は鄭和を南海諸国に派

遣し、朝貢を促した。足利義満を日本国王

に冊封、勘合貿易を行った。自由な貿易

を求める武装商人・倭寇は密貿易を行っ

た。（90字） 

 

問 25 スペイン商人がフィリピンに持

ち込んだメキシコ銀、日本の石見銀が倭

寇やポルトガル商人の手で流入した。銀

が流通した沿海部では商品作物への転

作が進み、内陸の湖広が穀倉地帯となっ

た。（87字） 

 

問 26 メキシコ銀・日本銀の流入を背景に、

明の万暦帝は地税・丁税を銀で一括徴税

する一条鞭法を実施した。丁税逃れが横

行したため、清の康熙帝は地丁銀制を実

施し、丁税を固定して地税に繰り込んだ。

（90字） 

 

問 27 豊臣秀吉の朝鮮出兵に対抗して明

も出兵、財政難が深刻化。満州人のヌル

ハチは明から独立、ホンタイジが国名を清

とした。李自成の乱で明が滅亡、明将呉三

桂が山海関を開き、清は北京に入城した。

（90字） 

 

問 28 内閣大学士や六部の長官を同数採

用する満漢併用制により内閣が非効率化

したため、雍正帝は軍機処を設置して最

高機関とした。（58字） 

 

問29 オランダ人が対日貿易の拠点として

ゼーランディア城を建設。明将・鄭成功が

これを奪って清への抵抗を続けた。清の

康熙帝は遷界令で台湾を経済封鎖し、鄭

氏を破って清の直轄領とした。（85字） 

 

問 30 イエズス会は祖先崇拝など典礼を

容認。他派の告発を受けた教皇が典礼参

加を禁止、清の康熙帝はイエズス会以外

の布教を禁止した。（60字） 
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