受験世界史の演習 Volume ３

解答・解説

１－先史時代・古代オリエント史
《一問一答問題》
□１

ジッグラト

重要

ジッグラト ：メソポタミア文明における代表的建造物。メソポタミア文明の特色としては，ジ

ッグラトの他に，※六十進法，※太陰暦，※楔形文字の使用(主に粘土板に刻む)などがあげられる。
□２

楔形文字

重要

楔形文字 ：シュメール人がつくった文字。とがらせた葦筆や金属で粘土板に刻まれた。アラム

文字が普及するまでオリエント世界で広く使用された。19世紀にイギリス人のローリンソンが解読した。
□３

ヒッタイト

重要

ヒッタイト ：※インド=ヨーロッパ語系民族，前17世紀初めにアナトリア(小アジア)に建国し，

バビロン第１王朝を滅ぼした。※初めて鉄器を使用し，馬と戦車を駆使して強勢を誇った。前14世紀にシ
リアをめぐってエジプト新王国と対立したが，前12世紀に※「海の民」の攻撃を受けて衰退・滅亡した。
□４

ロゼッタ=ストーン

重要

ロゼッタ=ストーン ：※シャンポリオン(仏)による神聖文字(ヒエログリフ)解読の手がかりとな

った碑文。1899年にナポレオンのエジプト遠征の際に，ナイルデルタのロゼッタで発見された。碑文は上
から順に神聖文字・民用文字・ギリシア文字で同じ内容の文が刻まれている。写真問題で頻出
□５

「海の民」

重要

海の民 ：前13世紀末～前12世紀にかけて，エーゲ海方面から侵入し，地中海東岸一帯を攻撃し

た。当時，ヒッタイトとエジプト新王国がシリアの領有をめぐって抗争を続けていたが，海の民の攻撃を
受けたヒッタイトは滅亡，また新王国はシリアからの撤退を余儀なくされた。
□６

メディア

アッシリア滅亡(前612)後のオリエントは，※小アジアにリディア，メソポタミアに新バビロニア，イラ
ンにメディア，エジプトに第26王朝の４王国が分立した。アケメネス朝は当初はメディアに支配されてい
たが，キュロス２世の下で，前550年にメディアを滅ぼして独立した。

□７

ダレイオス１世

重要

ダレイオス１世の業績 ：①最大の版図形成(東端はインダス川流域)し，全土を20州に分けて※

サトラップ(知事)をおき，監察官※「王の目」「王の耳」を派遣してサトラップを監視させた。

②国道

※王の道〈首都スサ～サルデス(リディアの都)を結ぶ〉を建設し，※駅伝制を敷いた。 ③服属させた異
民族に対しては寛大な統治(自治権・宗教・慣習を認める)。 ④王都(新都)ペルセポリスの建設を開始。
⑤ペルシア戦争(前500～前449)を起こす
□８

アレクサンドロス大王

□９

パルティア

重要

パルティア ：前３世紀半ば(前248頃)，イラン東北部に興り，セレウコス朝から独立したイラン

人の国家。その領土内にシルクロードが通っており東西交易で繁栄した。中国では※安息とよばれたが，
それは，建国者のアルサケスの音訳からきていると考えられる。
□10 安息
□11 ホスロー１世

重要

ササン朝の歴代の王

※シャープール１世とホスロー１世を混同するな！

建国者：アルダシール１世：パルティアを倒してササン朝を建国，都：クテシフォン
第２代：※シャープール１世(３世紀)：ローマの※軍人皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした
第22代：※ホスロー１世(６世紀)：ササン朝の最盛期，※突厥と同盟してエフタルを滅ぼす，※ビザンツ
皇帝ユスティニアヌスと抗争
□12 『アヴェスター』

重要

ゾロアスター教 ：アケメネス朝で成立，ササン朝で国教とされた。善神アフラ=マズダと悪神ア

ーリマンの対立を説く二元論に立ち，「最後の審判」の思想を特色とする〈→「最後の審判」は，ユダヤ
教・キリスト教・イスラーム教に受け継がれる〉。ササン朝時代に教典※『アヴェスター』が編纂された。

《客観問題等》 (注) 2016年から選択肢の表記が，それまでは「(ア)～(エ)」だったものが，「１～４」にかわった
□１

３

完新世になる(気候が温暖化した時代，※約１万年前～)→農耕・牧畜の開始(約9000年前～7000年前)→磨製石器・土器の使
用が始まる＝新石器時代
１：洞穴絵画はクロマニョン人＝旧石器時代

□２
□３

(イ) (ア)：フェニキア人
２

(ウ)：ヒッタイト人

２：旧石器時代

１：地中海東岸の※ダマスクスを拠点に，※内陸の中継貿易に活躍したセム語系民族 ３：地中海東岸(現在のシリア・パレ
スチナ)で，交易によって栄えていたセム語系民族

□４

４：(誤)更新世→(正)完新世

(エ)：古代エジプト
４：パレスチナに定着してユダヤ教を成立させたセム語系民族

(エ) (ア)：(誤)上エジプトのテーベ→(正)下エジプトのメンフィス

(イ)：(誤)中王国→(正)新王国〈中王国は末期にヒクソス

の支配を受けたが，ヒクソスを追放して新王国が成立した〉 (ウ)：(誤)アモン=ラー→(正)アトン
□５

(ア) (イ)：アメンホテプ４世が強制した唯一神

□６

(ア) (ウ)：バビロン第１王朝滅亡後，メソポタミア南部を支配した民族

□７

(ア) (フェニキア文字から派生→)アラム文字は，東方ではソグド文字・ウイグル文字・モンゴル文字・満州文字の母体となり，

書』に描かれている)

(ウ)：古代エジプトにおける死後の世界を司り，死後の審判を行う神(『死者の

(エ)：ゾロアスター教の悪(暗黒)神

西アジアではヘブライ文字・アラビア文字の母体となった。
□８
□９

(ウ) a：前５８６年
１

b：前13世紀

c：前1000年頃

地図中 b：スサ(アケメネス朝の都)

□10 (ウ) (ア)：ヒッタイト

(イ)：新バビロニア

(エ)：アッシリア

□11 (エ) 地図中 X：ダマスクス
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(エ)：バビロン第１王朝を建設した民族

□12

４

１：(誤)スサ→(正)ニネヴェ

２：(誤)メディア→(正)リディア

□13 (ウ) (ア)：クシャーナ朝は後１～３世紀

３：(誤)イスラエル王国→(正)ユダ王国

(イ)：ヴァルダナ朝は７世紀

(ウ)：バクトリア：前３世紀半ば～前２世紀後半

(エ)：メディアは前８世紀末～前550
□14 (イ) (イ)：(誤)ペルセポリス→(正)クテシフォン
□15 (エ) (ア)：(誤)ウァレリアヌスに捕虜とされた→ウァレリアヌスを捕虜とした (イ)：エフタルと突厥が逆
(ウ)：(誤)イッソスの戦い→(正)ニハーヴァンドの戦い
□16

４

１：アケメネス朝の建国者

２：アケメネス朝の最盛期の王

３：ササン朝の第２代王，ローマの軍人皇帝ウァレリアヌス

を捕虜とした
□17 (イ) (イ)(誤)景教→(正)祆教〈景教はネストリウス派〉
□18 (イ) (ア)：バラモン教

(ウ)：ネストリウス派

(エ)：古代エジプトの多神教

２－ギリシア・ヘレニズム史
《一問一答問題》
□１

クノッソス

神話で描かれている迷宮は，クレタ島の※クノッソスにある宮殿(クノッソス宮殿)を際している。なお，
発掘者は，※エヴァンズ(英)である。

□２

トロイア

ミケーネ文明(代表的遺跡：ミケーネ，※ティリンス)，及びトロイアの発掘者が※シュリーマン(独)であ
る。 注意

□３

アクロポリス

□４

アゴラ

□５

植民市

注意
重要

エヴァンズとシュリーマン，ティリンスとティルス(フェニキア人の拠点都市)を混同するな！

アクロポリス(城山)とアゴラ(広場)を間違うな！
代表的な植民市 ：マッサリア(現マルセイユ)，ネアポリス(現ナポリ)，ビザンティオン(ビザン

ティウム) (現イスタンブル)，シラクサ(シチリア島，アルキメデスの出身地)，ミレトス(小アジアの沿岸

部のイオニア地方の中心都市)
□６

重装歩兵

□７

ダレイオス１世

□８

ペロポネソス戦争

重要

ペロポネソス戦争 ：前４３１年～前404

デロス同盟(盟主アテネ)対ペロポネソス同盟(盟主ス

パルタ)の戦争→アテネではペリクレスが疫病で没した後，デマゴーゴス(扇動政治家)が続出して衆愚政
治に陥る→スパルタの勝利，ギリシア世界の覇権を握る(→その後，レウクトラの戦いでスパルタを破っ
たテーベがギリシア世界の覇権を握る)
□９

ホメロス

□10 アリストファネス

『女の平和』はペロポネソス戦争を批判した反戦の喜劇

□11 ムセイオン

《客観問題等》
地図中 a：ミケーネ b：クノッソス

□１

(エ) 問いの「前3000年頃」がキーワード

□２

(イ) 地図中(ア)：マッサリア

(ウ)：ビザンティオン (エ)：アレクサンドリア

□３

(ア) 地図中(イ)：ネアポリス

(ウ)：クノッソス

□４

(ウ)

□５

(ウ) a：(誤)ノモス→(正)ポリス〈ノモスは古代エジプトで，ナイル川流域に成立した都市国家・村落〉 b：正しい

□６

(エ) (エ)：(誤)ペリオイコイ→(正)バルバロイ〈ペリオイコイはスパルタの半自由民で，農業・商工業に従事し，貢納・従軍の

□７

(エ) (エ)：(誤)ペリクレス→(正)クレイステネス

□８

(イ) (ア)：(誤)ドーリア人→(正)イオニア人〈ドーリア人が建設したポリスはスパルタ〉 (ウ)：(誤)スパルタ→(正)アテネ

□９

(ア) (イ)：(誤)：アテネ→(正)スパルタ

(エ)：ビザンティオン

義務を負うが参政権はなかった。隷属農民のヘイロータイと混同するな！〉

(エ)：(誤)ペリオイコイ→(正)ヘイロータイ
(ウ)：(誤)ペリオイコイ→(正)ヘイロータイ (エ)：(誤)スパルタ→(正)アテネ

□10 (イ) (イ)：(誤)カイロネイアの戦い→(正)マラトンの戦い〈カイロネイアの戦い：前３３８年にマケドニア王フィリッポス２世
がアテネ・テーベの連合軍を破り，ギリシアを制圧した戦い〉
□11 (ウ) a：前３３３年，東方遠征途上のアレクサンドロス大王が，アケメネス朝(※ダレイオス３世)に大勝した戦い
b：前３３８年，マケドニア王フィリッポス２世がアテネ・テーベ連合軍を撃破した戦い
c：アレクサンドロス大王の死後，部下の武将たちがアレクサンドロス大王の後継者(＝ディアドコイ)をめざして抗争した
□12 (ウ) (ア)：アレクサンドロス大王がインドに進入したときには，まだマウリヤ朝は成立していない
(イ)：エジプト新王国のアメンホテプ４世

(エ)：ローマ皇帝のディオクレティアヌス帝

□13 (ア) ペルシア戦争の『歴史』を記述したのはヘロドトスであり，ペルシア戦争を起こしたのはダレイオス１世。
□14

４

１：(誤)アイスキュロス→(正)アリストファネス〈アイスキュロスは『アガメムノン』などの悲劇をつくった詩人〉
２：(誤)ソクラテス→(正)プラトン〈イデア論はプラトンの哲学の中心概念〉
３：(誤)ホメロス→(正)ヘシオドス〈ホメロスはトロイア戦争を題材とした叙事詩『イリアス』
『オデュッセイア』を著した〉
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□15

３

１：(誤)アテネ→(正)アレクサンドリア

２：(誤)アルキメデス→(正)エウクレイデス(ユークリッド)

４：(誤)エピクロ

ス→(正)ゼノン〈または(誤)禁欲→(正)快楽〉

《論述問題》
□１

アケメネス朝に対するミレトスの反乱をアテネが支援したため。
〈解答のポイント〉「ミレトスがアケメネス朝に対する反乱を起こした」ことが書けている，「アテネがミレトスを支援した」こと
が書けている

□２

サラミスの海戦で，無産市民が軍船のこぎ手として活躍し，彼らの発言権が増したため。
〈解答のポイント〉「サラミスの海戦」が書けている，「無産市民が軍船のこぎ手として活躍し，彼らの発言権が増したこと」が書
けている

□３

プトレマイオス朝が滅亡し，ローマの属州となった。
〈解答のポイント〉「プトレマイオス朝が滅亡した」ことが書けている，「(エジプトが)ローマの属州になった」ことが書けている

３－ローマ史
《一問一答問題》
□１

エトルリア

重要

エトルリア人 ：イタリア半島の先住民で，都市国家ローマを支配。※前６世紀，ローマはエト

ルリア人の王を追放，共和政を樹立。政治組織やアーチ工法等の土木技術はローマに大きな影響を与えた。
□２

ホルテンシウス法

重要

ホルテンシウス法の内容 ：平民会の決議が元老院の承認なしに国法となる。

※リキニウス・セクスティウス法の内容〈① ※コンスルの１名は平民から選出する

② ※公有地占有の

制限(大土地所有の制限)〉と混同するな！
頻出！《平民と貴族の法的平等確立の過程》
①護民官・平民会の設置(前５Ｃ) → ②十二表法の制定(前450頃)
→ ③リキニウス=セクスティウス法の制定(前３６７年) → ④ホルテンシウス法の制定(前２８７年)
□３

リキニウス=セクスティウス法

□４

ポエニ戦争

重要

ポエニ戦争の過程

第１回：シチリア島をめぐる対立から開戦→ローマ勝利，シチリア島はローマ最初の属州(海外領土)
第２回：カルタゴの将軍※ハンニバルのイタリア侵入→ザマの戦い(前202 将軍スキピオの活躍)でローマ
勝利
□５

プトレマイオス

□６

ドミナトゥス

□７

メシア

□８

カタコンベ

□９

アタナシウス派

第３回：ローマの勝利，カルタゴ滅亡

※オクタウィアヌスと※アントニウス(プトレマイオス朝の女王クレオパトラと結ぶ)の対立→※アクティ
ウムの海戦(前３１年)→クレオパトラ自殺＝プトレマイオス滅亡→ローマのエジプト征服(前３０年)

重要

キリスト教の正統と異端

①ニケーア公会議(３２５年)：正統※アタナシウス派(三位一体説)，異端※アリウス派(イエス＝人間)
②エフェソス公会議(４３１年)：異端※ネストリウス派(イエスがもつ，人間と神の性質は分離している)
③カルケドン公会議(451)：単性論(イエスは神であり，人間ではない)を異端

《客観問題等》
□１

(エ) (ア)：スパルタクスと同盟市戦争は無関係。ちなみに，同盟市戦争(前91～前88)は，ローマの支配下におかれたイタリア半
島内の諸都市が，ローマ市民権を求めて反乱を起こした。反乱を鎮圧した後，イタリア半島内の住民(奴隷は除く)に市民権
が与えられた。スパルタクスの反乱(前７３年)は，剣闘士のスパルタクスが率いた大奴隷反乱。
(イ)：(誤)コロナトゥス→(正)ラティフンディア (ウ)：第２回三頭政治のメンバーは，オクタウィアヌス，アントニウス，
レピドゥスであり，グラックス兄弟は無関係

□２

(イ) (イ)(誤)プレブス→(正)パトリキ

□３

(ア) アテネが民主政を完成した頃＝ペリクレス時代＝前４４３年～

□４

(ウ) 注意！ 史料のグラックス兄弟の演説はしばしば出題されている。グラックス兄弟は護民官に就任して改革を実施した。

□５

(ウ) 地図中Ｘ：ブリタニア，Ｙ：ガリア

(ア)：前４５０年頃

注意！ 最近の模試では，貴族＝パトリキ，平民＝プレブスが問われている。

(イ)：前６０年

(ウ)：前１３３年 (エ)：前２７２年

a：ブリタニアがローマ領となるのは前40年頃であり，ポエニ戦争とは無関係。
□６
□７
□８

３

３：(誤)コロナトゥス→(正)ラティフンディア

１

１：(誤)ドラコンの立法→(正)十二表法

b：正しい

(ア) ※ローマの平和＝前２７年(オクタウィアヌス，アウグストゥスの称号を受ける＝元首政の開始)～後１８０年(五賢帝時代の
終わり)までの約200年間
(ア)：ネルウァ＝五賢帝の最初の皇帝(位96～98) (イ)：護民官の設置＝前５世紀初め(前494)
征＝前58年～

(エ)：カラカラ帝による212年のことで，五賢帝時代(前96～後180)以降の出来事
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(ウ)：カエサルのガリア遠

□９

(カ) a：五賢帝最後の皇帝(位161～180)

b：五賢帝の２番目の皇帝(位98～117) c：後30年頃(イエスの誕生年が西暦元年である

ことを想起して，a ～ c のうち一番最初にあたると判断して欲しい)
□10 (ウ) 「パクス=ロマーナ時代」＝前27年～後180年まで

(ア)：前１３３年 (イ)：前６０年 (ウ)：96年

(エ)：212年

□11 (ウ)
□12

１

史料中の下線部分のうちの「帝国の全ての者をローマ人と宣言した」がキーワードで，帝国内の全自由民に市民権を与えた
ことを意味している。

□13 (エ) 重要

ローマ皇帝の事績

① アウグストゥス：本名：オクタウィアヌス，アクティウムの海戦に勝利(前３１年)→元老院からアウグストゥス(尊厳者)
の称号を与えられる。彼自身はプリンケプス(ローマ第１の市民)を自称して元首政を開始(前２７年 ローマ帝国成立)
② ネロ帝：ローマの大火を口実に，ペテロ(十二使徒の長)・パウロ(異邦人伝道に活躍)を迫害，殉死させる。
③ ネルウァ：五賢帝最初の皇帝
④ トラヤヌス帝：五賢帝２番目の皇帝。ダキア(現ルーマニア)・メソポタミアを征服し，最大の領土を現出
⑤ ハドリアヌス：五賢帝３番目の皇帝。ブリタニア(ブリテン島)に長城を建設
⑥ マルクス=アウレリウス=アントニヌス帝：五賢帝最後の皇帝，哲人皇帝と称されるストア派の哲学者で『自省録』を著す，
中国に使者を派遣(大秦王安敦の使者 ベトナムの日南郡に到達＝166年)
⑦ カラカラ帝：帝国内の全ての自由民にローマ市民権を付与(212年)
⑧ ウァレリアヌス帝：軍人皇帝の一人。ササン朝のシャープール１世に敗れて捕虜となる
⑨ ディオクレティアヌス帝：軍人皇帝時代を終わらせて専制君主政を開始(２８４年)，四帝分治(テトラルキア)を実施。皇
帝礼拝の強制→拒否したキリスト教徒を迫害(303～)
⑩ コンスタンティヌス帝：ミラノ勅令(３１３年)によりキリスト教を公認。ニケーア公会議(３２５年)を開き，アタナシウ
ス派を正統，アリウス派を異端とした。ビザンティウムに遷都し，名称をコンスタンティノープルと改称(330年)。コロ
ヌス土地緊縛令，職業･身分の固定化，官僚制の整備をはかる。
⑪ テオドシウス帝：キリスト教の国教化(３９２年)。その死後，帝国は東西分裂(３９５年)
□14 (ウ) (ア)：オクタウィアヌス
□15

１

２：カラカラ帝

(イ)：マルクス=アウレリウス=アントニヌス帝 (エ)：コンスタンティヌス帝

３：ディオクレティアヌス帝 ４：トラヤヌス帝

□16 (イ)

《論述問題》
□１

慣習法を成文化した十二表法がつくられたため。
〈解答のポイント〉制定された法名として「十二表法」が書けている，理由として「慣習法が成文化された」ことが書けている。

□２

ポエニ戦争でカルタゴを破ってローマの属州とした。
「ポエニ戦争」が書けている，「カルタゴに勝利した」ことが書けている

□３

護民官となったグラックス兄弟は，大土地所有を制限し，自作農の創設を目指した。
〈解答のポイント〉役職名として「護民官」が書けている，「グラックス兄弟」が書けている，「自作農の創設をめざした」ことが
書けている

□４

ニケーア公会議において，アタナシウス派が正統とされ，アリウス派が異端とされた。
〈解答のポイント〉会議名「ニケーア公会議」が書けている，「アタナシウス派を正統とし，アリウス派を異端とした」ことが書
けている

□５

テオドシウス帝がキリスト教を国教化した。
〈解答のポイント〉「テオドシウス帝」が書けている，「キリスト教の国教化」が書けている

４－インド・東南アジア史
《一問一答問題》
□１

ドラヴィダ系

重要

ドラヴィダ系 ：インドの先住民族の一つ。現在，主に南インドを中心に居住。前4000～前3500

年頃に西方よりインドに移動し，※インダス文明を築いたと推定される。進入したアーリヤ人に圧迫され
インド南部に移動。サータヴァーハナ朝・チョーラ朝はドラヴィダ系民族が建国した代表的国家。
□２

アーリヤ人

重要

アーリヤ人 ：インド=ヨーロッパ語系民族。原住地の中央アジアから前2000年頃に移動を開始，

前1500年頃，カイバル峠をこえてインドに進入し，※パンジャーブ地方に定住した。
□３

ガンダーラ美術

重要

ガンダーラ美術 ：※クシャーナ朝時代，都：※プルシャプラの一帯(＝ガンダーラ地方)で発達

した仏像彫刻。その特徴は，※ヘレニズム文化(ギリシア彫刻)の影響を受けている(髪・顔・衣服がギリ
シア人のもの)ことがあげられる。
□４

ナーランダー僧院

重要

ナーランダー僧院 ：５世紀，グプタ朝で創建された仏教学院・大学。玄奘や義浄もここで学ん

だ。
□５

ドンソン文化

重要

ドンソン文化 ：ベトナム初期金属文化。ベトナム北部のドンソン遺跡から，青銅器・鉄器が発

見されたため，名付けられた。写真のような銅鼓を特徴とする。
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□６

扶南

□７

チャンパー

扶南 ：※メコン川下流域に１世紀頃に成立した※東南アジア最古の国家。典型的な港市国家と

重要

して繁栄した。外港の※オケオからはインドの神像・仏像・中国の鏡・ローマの金貨などが出土している。
チャンパー ：２～17世紀，ベトナム中部(インドシナ半島東南部)に，チャム人が建てた王国。

重要

りんゆう

かんおう

せんじよう

中国名は林邑・環王・占 城。４世紀末から「インド化」(仏教・ヒンドゥー教が広まる)が進み，インド
と中国南部との中継貿易で栄えた。

《客観問題等》
□１
□２

４

１：庶民(主に商業に従事)

２：武士・貴族

(ウ) (ア)：(誤)バラモン出身→(正)クシャトリヤ

３：ヴァルナの最下位に位置する隷属民
(イ)：(誤)上座部仏教→(正)大乗仏教

(エ)：(誤)『ラーマーヤナ』→(正)

『シャクンタラー』〈
『ラーマーヤナ』は，『マハーバーラタ』とならぶインドの二大叙事詩〉
□３

(イ) (ア)：マウリヤ朝の王，マウリヤ朝の都：パータリプトラ (イ)：クシャーナ朝の王，クシャーナ朝の都：プルシャプラ
(ウ)：グプタ朝の最盛期の王，グプタ朝の都：パータリプトラ
(エ)：ヴァルダナ朝の王，ヴァルダナ朝の都：カナウジ

□４

(ア) (イ)：マウリヤ朝

□５

２

□６

(ア)

□７

(オ) a：３世紀

□８
□９

１

(ウ)：インドの統一王朝が成立する以前の前1500～前1000頃 (エ)：グプタ朝

b：７世紀

c：１世紀

２：タキトゥスの著作

３：プルタルコスの著作 ４：プリニウスの著作

(ア) (イ)：７世紀に雲南に成立した国(唐の周辺国家のひとつ)

(ウ)：７～14世紀，スマトラ島のパレンバンを中心に海上交易

で繁栄した王国(※大乗仏教を信仰)，※義浄がインドからの帰国途中に滞在して『南海寄帰内法伝』を著した。

(エ)：中

国南部～ベトナム北部を支配した国で，前漢武帝の遠征で滅ぼされた(前111)。
□10 (ウ) (ア)：(誤)アショーカ王→(正)チャンドラグプタ王

(イ)：(誤)アーリヤ人→(正)ドラヴィダ系民族

(エ)：(誤)チャンパ

ー→(正)扶南
□11

２

２：(誤)スコータイ朝→(正)パガン朝〈スコータイ朝は13世紀に成立した，タイ最初の統一王朝〉

□12 (ア) (ア)：(誤)李朝→(正)陳朝〈13世紀に成立した※陳朝は，元の侵入を撃退し，ベトナム文字であるチュノム(字喃)を作成〉

５－中国史（黄河文明～漢代） ※拡大している漢字は，受験生が書けない・間違えやすい漢字である，注意せよ。
《一問一答問題》
□１

邑

□２

スキタイ

重要

スキタイ ：前６世紀～前３世紀，南ロシアの草原地帯で活動したイラン系の騎馬遊牧民。優れ

た金属加工の技術(問題文にある写真は頻出)や騎馬文化は，草原の道を経由してモンゴル高原の匈奴など
に大きな影響を与えたとされる。，
ぼ く と つ ぜ ん う

冒頓単于の下で最盛期を迎え，前漢の劉邦を破ったことで知られる。

□３

匈奴

匈奴は前３世紀に君主

□４

匈奴

□５

冒頓単于

□６

封建制

□７

郷挙里選

注意 ：前漢の高祖(劉邦)は，郡県制と封建制を併用した※郡国制を施行→呉楚七国の乱鎮圧後は，※郡
県制に切り替えられた。なお，郡県制は，秦の始皇帝が実施した。
重要

郷挙里選 ：前漢の武帝が創始した官吏任用制度。地方長官の推薦に基づき官吏を登用した。実

際に推薦されたのは豪族であり，豪族の中央政界への進出を促し，豪族の台頭を招いた
□８

赤眉の乱

□９

大秦王安敦

王莽は，周を理想とする復古政治を行ったが，実状に合わず人々の不満が高まり，農民
反乱：※赤眉の乱 が起こって新は滅亡した。
新の建国者：

□10 黄巾の乱

重要

黄巾の乱 ：後184年，宗教結社太平道の首領：張角が率いた大農民反乱。後漢の滅亡の契機。

□11 『史記』
□12 班固
□13 絹の道(シルクロード)

《客観問題等》
□１

３

３：前漢の武帝の財政再建策

□２

(オ) 戦国の七雄……斉・楚・秦・燕・韓・魏・趙

□３

(イ) (ア)：秦の始皇帝の死後

□４

(ウ) (ア)：(誤)仁→(正)兼愛〈仁は孔子が唱えた人倫の根本道徳〉
唱えた〉

(ウ)：殷の時代

(エ)：三国時代の魏

(エ)：(誤)荀子→(正)老子と荘子
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(イ)：(誤)悪→(正)善〈人間の本性は悪＝性悪説は荀子が

□５

(イ) (ア)：孔子が編纂した魯(孔子の出身国)の年代記，五経の一つ

(ウ)：南朝の梁の王族であった昭明太子が編纂した詩文集

(エ)：中国最古の詩集(周代の詩歌を集めた)，五経の一つ
□６

(イ) (イ)：屈原は，楚の詩人・政治家

□７

(ウ) (ア)：前漢の景帝

□８

(ウ) (ア)：前漢の武帝が発行した貨幣

□９

(エ)

(イ)：前漢の武帝

(エ)：前漢の高祖(劉邦)

(イ)・(エ)：春秋時代末期～戦国時代に鋳造された青銅貨幣

□10 (ア) (誤)班超→(正)張騫〈※班超は※後漢時代の西域都護，部下の甘英を大秦国(ローマ帝国)に派遣した
□11 (オ) 敦煌郡は西域を，日南郡はベトナムを支配するために設置された
□12 (イ) (ア)：(誤)青苗法→(正)平準法〈青苗法は北宋の王安石の新法の一つで，農民に対する低利貸付を行う法〉
(ウ)・(エ)：後漢の時代
□13 (ウ)
□14

５

地図中 a：広州

b：日南

□15 (ウ) (ア)：春秋・戦国時代

c：オケオ

(イ)：前漢

(エ)：秦

《論述問題》
□１

牛耕や鉄製農具が普及したため。
〈解答のポイント〉 「牛耕が普及した」ことが書けている，「鉄製農具が普及した」ことが書けている

□２

張騫を派遣し，匈奴を挟撃しようとした。
〈解答のポイント〉大月氏に派遣された人物として「張騫」が書けている，派遣目的として「匈奴を挟撃するため」ということが
書けている

□３

大秦王安敦の使者を名乗る人物が日南郡を訪れた。
〈解答のポイント〉「大秦王安敦」が書けている，「安敦の使者が日南郡に至った」ことが書けている

６－中国史（魏晋南北朝～唐代）
《一問一答問題》
□１

孫権

□２

楊堅

孫権 ：呉の建国者・初代皇帝(位229～252)。

□３

高句麗

□４

都護府

重要

楊堅 ：

煬帝の３回に及ぶ※高句麗遠征の失敗が，農民・豪族の反乱を招き，隋は滅亡した(６１８年)。
重要

都護府 ：唐が設置した辺境統治機関。周辺異民族を統治するために辺境の６カ所に設置され(朝
き び

鮮半島＝安東都護府，北ベトナム＝安南都護府などが有名)，羈縻政策(周辺異民族の族長に官位を与えて
自治を認める間接統治)を行った
□５

ウイグル

□６

市舶司

市舶司 ：海上貿易を管理した官庁。唐代の玄宗の時代に広州に初めて設置され，明代まで存続した。

□７

ソグド

重要

ソグド人 ：中央アジアのソグディアナ地方(アラル海に注ぐアム川とシル川に挟まれた地域)の

中心都市・オアシス都市の※サマルカンド( 地図問題で頻出 →位置を確認せよ)を拠点に，シルクロード
(絹の道・オアシスの道)の中継貿易に従事したイラン系商業民族。唐の都：長安にも多数往来した。
□８

両税法

□９

黄巣

重要

両税法 ：安史の乱以降，均田制・租調庸が実施困難となったことから，７８０年に徳宗の宰相

楊炎が実施。内容：※現住地での土地・財産に応じて夏・秋の２回課税
重要

黄巣の乱 ：８７５年，※塩の密売商人であった黄巣・王仙芝の反乱を契機に始まった唐末の大

農民反乱。
□10 骨品制
□11 アラム人

重要

骨品制 ：新羅の身分制度

アラム文字は，西アジアではヘブライ文字・アラビア文字の，東方ではソグド文字・ウイグル文字・モン
ゴル文字・満州文字の母体となった。

《客観問題等》
□１

(ウ)

□２

(イ) 北魏は，五胡の一つに数えられる鮮卑のうちの，拓跋氏によって建てられた王朝

□３

(イ) 地図中 X：建康(呉の都であった時代は建業とよばれた，現在の南京)

□４

(エ) (エ)：(誤)楊堅(文帝)→(正)曹丕(魏の初代皇帝)

□５

(エ) (ア)：(誤)晋(西晋)→(正)西魏

Y：洛陽

※隋の楊堅(文帝)が創始したのは科挙

(イ)：(誤)東晋→(正)北魏〈三長制は，北魏の孝文帝が均田制とあわせて実施した村落制

度) (ウ)：(誤)魏→(正)晋(西晋)〈または，(誤)占田・課田法→(正)屯田制〉
□６

２

１：(誤)呉→(正)隋

３：(誤)後漢→(正)西魏 ４：(誤)西晋→(正)北魏・隋・唐

□７

(イ) (イ)：朱子学は，南宋の朱熹が大成した儒学の一派

□８

(エ) 地図中Ａは北魏

(ア)：王羲之は東晋の書家

(イ)：法顕は東晋の僧 (ウ)：昭明太子は南朝の梁の王族

(エ)：※寇謙之は，北魏の太武帝に重用されて道教を大成した
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□９

２

１：東晋の画家，「画聖」

３：唐の書家，安史の乱に際して義勇軍を組織して反乱の鎮圧に当たったことでも知られる

４：北宋の政治家・学者，唐宋八大家(唐～宋代の優れた文筆家８人を指す呼称)の一人
□10

３

a：(誤)陶潜(陶淵明)→(正)顧愷之〈または(誤)「女史箴図」→(正)「帰去来辞」〉

□11 (エ) (ア)：唐の第２代皇帝：太宗(李世民)の治世
□12 (イ) (ア)：三国時代の魏

(イ)：唐の徳宗の治世 (ウ)：北魏の孝文帝の治世

(ウ)：均田制を創始したのは北魏 (エ)：前漢の高祖(劉邦)

□13 (ウ) (ア)：隋の文帝(楊堅) (イ)：(誤)「開元の治」→(正)「貞観の治」 (エ)：北宋の時代
□14

４

１：節度使と都護府が逆

２：募兵制と府兵制が逆 ３：両税法と租調庸制が逆

□15 (ア) (イ)：秦の始皇帝の死後に起こった農民反乱 (ウ)：後漢末の農民反乱 (エ)：唐末の農民反乱
□16 (ウ) (ア)：東晋の書家「書聖」

(イ)：唐代の画家 (エ)：唐代の儒学者で，『五経正義』を編纂した

□17 (ア) 玄奘は往復とも陸路を用いて※ヴァルダナ朝を訪れ，ハルシャ王の厚遇を得てナーランダー僧院で仏教を修めた。
□18 (イ) (ア)：(誤)仏教→(正)ジャイナ教〈または(誤)ヴァルナマーナ→(正)ガウタマ=シッダールタ〉
ヒンドゥー教〈マニ教は，ゾロアスター教・キリスト教・仏教を融合した宗教〉

(ウ)：(誤)マニ教→(正)

(エ)：(誤)アリウス派→(正)ネストリウ

ス派
□19

３

１：(誤)渤海→(正)新羅

２：(誤)鳩摩羅什→(正)法顕〈鳩摩羅什は，西域のクチャ(亀茲)出身の僧で，五胡十六国時代の

華北で仏教を布教し，仏典漢訳を行った〉
□20 (エ) (ア)：６７６年

４：(誤)大乗仏教→(正)上座部仏教(小乗仏教)

(イ)：(誤)チベット→(正)スマトラ島〈シュリーヴィジャヤを吐蕃と改めてもよいと思った人もいたと思

うが，吐蕃は７～９世紀であり，問いの「10～11世紀」という時代には該当しない〉 (ウ)：アンコール=ワットは，カンボ
ジア(真臘)で12世紀に造営された※ヒンドゥー教寺院
□21 (ウ) 地図中 X：モンゴル高原＝８世紀にはウイグルが強勢を誇った Y：チベット＝吐蕃が成立していた
a：骨品制は，朝鮮半島を統一(676年)した，新羅の身分制度
□22 (エ) (ア)：太宗(李世民)は唐の第２代皇帝

b：正しい

(イ)：高句麗 (ウ)：百済

《論述問題》
□１

煬帝が高句麗遠征を行った。
〈解答のポイント〉「煬帝」が書けている，軍事行動として「高句麗遠征」が書けている

□２

均田制の崩壊によって，税制は租調庸制から両税法に移行した。
〈解答のポイント〉「均田制の崩壊」が書けている，「租調庸制から両税法に移行した」ことが書けている

□３

府兵制にかわって募兵制が行われ，租調庸制が両税法にかわった。
〈解答のポイント〉「府兵制から募兵制へ変化した」ことが書けている，「租調庸制から両税法へ変化した」ことが書けている

□４

府兵制にかわって傭兵を用いる募兵制が実施され，その指揮官である節度使が辺境防備を担うようになった。
〈解答のポイント〉「府兵制から募兵制への変化」が書けている，「募兵制が傭兵を用いる兵制である」ことが書けている，「節度
使が辺境防備を担った」ことが書けている

□５

安史の乱に際して唐を援助した。
〈解答のポイント〉「安史の乱」が書けている，「唐を援助した」ことが書けている

７－イスラーム史
《一問一答問題》
□１

カリフ

□２

ジハード

□３

バグダード

□４

ファーティマ朝

重要

ファーティマ朝 ：９０９年に北アフリカのチュニジア(かつてカルタゴがあった地)に興り，※

アッバース朝に対抗してカリフを称した。969年にエジプトを征服，新首都：※カイロを建設。※シーア
派(イスマーイール派)の王朝。１１６９年，※サラディンがファーティマ朝を滅ぼして，※アイユーブ朝
を開いた。
□５

ベルベル人

重要

ベルベル人 ：マグリブ地方(北アフリカのチュニジア・アルジェリア・モロッコ)の先住民。７

世紀のアラブ人による征服後イスラーム教に改宗し，11世紀に※ムラービト朝，12世紀にムワッヒド朝を
建国。イベリア半島に進出して，キリスト教徒のレコンキスタに対抗した。
□６

マムルーク

□７

セルジューク

重要

マムルーク ：※トルコ人などの白人奴隷を指すアラビア語。アッバース朝時代の９世紀初め頃

からアラブ社会では軍人奴隷として重用され，政治的・社会的に大きな役割を果たした。
重要

セルジューク朝 ：※トルコ系イスラーム王朝。建国者※トゥグリル=ベクは，ブワイフ朝を倒し

て，１０５５年にバグダードに入城，アッバース朝カリフから※スルタンの称号を与えられた。その後，
ビザンツ帝国領の小アジアを奪ったことが契機となって，十字軍の遠征が始まる(１０９６年～)。
□８

フラグ
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□９

スワヒリ語

重要

スワヒリ語 ：バントゥー語を基盤に，アラビア語を含む外来語を取り入れた※東アフリカの広

域共通語。東アフリカ沿岸のマリンディ・モンバサ・キルワ・ザンジバルなどの港市はムスリム商人によ
るインド洋交易で繁栄した。このためムスリム商人の用いるアラビア語が現地のバントゥー語に取り入れ
られてスワヒリ語が生まれた。
□10 スーフィー

重要

スーフィー ：神と一体化する経験を目指して，修行に励む人々(修行者)をスーフィーとよぶ。

重要

スーフィズム ：形式化した信仰に対する批判から，神秘的体験(例えば，一心不乱に歌ったり踊

ったりするすることによって恍惚状態となり神との一体化を体験する)により信仰を深めようとしたこと
に始まる。ムスリム商人の活動に伴ってアフリカ・インド・東南アジア・中国に伝わり，イスラーム世界
の拡大(イスラーム教徒の増加)に大きな役割を果たした。
□11 マドラサ

重要

代表的マドラサ

①※アズハル学院：ファーティマ朝で創建された，イスラーム世界最古の大学。
②※ニザーミーヤ学院：シーア派のファーティマ朝に対抗するために，セルジューク朝がスンナ派諸学を
教授するために各地に創建した学院。
□12 イブン=ルシュド

重要

イブン=ルシュド ：コルドバ生まれの哲学者・法学者・医学者。アリストテレスの著作に対する

注釈を行ったことで知られる。
□13 ウマル=ハイヤーム
□14 アラベスク

《客観問題等》
□１

(ウ) (ア)：(誤)神の子→(正)預言者
い

□２

(イ)：イスラーム教は偶像崇拝を厳禁しているため，アッラーの像がつくられることはな

(エ)：(誤)ただちに世襲制となった→(正)信徒による選挙で選ばれた。

(ウ) (ア)：ユダヤ教徒とキリスト教徒を「啓典の民」とした
像がつくられることはない

(イ)：イスラーム教は偶像崇拝を厳禁しているため，アッラーの

(エ)：(誤)誕生した年→(正)メディナに移住した年

□３

(ウ) (ア)：イスラーム教は偶像崇拝を厳禁しているため，アッラーの像がつくられることはない (イ)：メディナとメッカが逆

□４

(イ) a：正しい

(エ)：(誤)ダマスクス→(正)バグダード〈ダマスクスはウマイヤ朝の都〉
□５

２

□６

１

□７

３

□８

b：イスラーム教は偶像崇拝を厳禁しているため，アッラーの像がつくられることはない

a：正しい

ウマイヤ朝はイベリア半島に侵入して，ゲルマン人の国家である西ゴート王国を滅ぼした(711年)

b：正しい

シリア総督のムアーウィヤがカリフ位を奪い，以後はウマイヤ家がカリフを世襲した

１：ムハンマドが行ったこと

(ア) (イ)：ウマイヤ朝の時代

□９

１

□10

４

a：６４２年

□11 (ウ) 重要

b：７３２年

２：正統カリフ時代のこと

(ウ)：ナスル朝

４：アッバース朝時代のこと

(エ)：(誤)ホラズム=シャー朝→(正)イル=ハン国(フラグ)

c：７５１年

シーア派の王朝(３つだけ！) ：ファーティマ朝，ブワイフ朝，サファーヴィー朝(→３年で学習します)

□12 (ウ) (ア)：奴隷王朝

(イ)：ファーティマ朝

(エ)：ブワイフ朝

□13 (イ) (イ)：(誤)サーマーン朝→(正)カラハン朝
重要
□14

４

※最初のトルコ系王朝は，中央アジアに成立した※カラハン朝である。

１：(誤)シーア派→(正)スンナ派

２：(誤)スルタン→(正)大アミール

３：(誤)西遼→(正)チンギス=ハン〈西遼とは，

カラキタイの中国名〉
□15 (エ) (ア)：(誤)バトゥ→(正)フラグ

(イ)：イル=ハン国はアッバース朝を滅ぼして成立した(１２５８年)

(ウ)：ガズナ朝・ゴ

ール朝
□16 (ウ) (ウ)：※「ブワイフ朝はイラン人の軍事政権」であることを知っておれば，他の選択肢はトルコ系であると判断できる
□17

１

写真は，大ジンバブエ遺跡で，モノモタパ王国の時代につくられたとされている

□18 (イ) ムスリム商人が用いた船はダウ船とよばれ，三角形の帆が特徴である。X の写真をみるとその特徴が分かるはず。
写真 Y は中国人の商人が用いたジャンク船であり，帆が扇子のように折りたためる構造になっている
□19 (ウ) 難問です！

(ア)：(誤)ファーティマ朝→(正)マムルーク朝〈□19の問いの文頭に「14世紀にイブン=バットゥータがユー

ラシア大陸を……」とあり，この時代のエジプトはマムルーク朝(１２５０年～1517年)が支配している。ファーティマ朝の
存続年代は９０９年～１１６９年〉
ことが分かる
□20

２

(イ)：地図のルートを見ると，イブン=バットゥータはモンゴル高原に至っていない

(エ)：サーマーン朝の存続年代は８７５年～999年であり，この時代には存在していない。

２：(誤)ジャンク船→(正)ダウ船〈上記□18の説明を参照〉

□21 (ウ) (ア)：(誤)ガザーリー→(正)ウマル=ハイヤーム〈ガザーリーは，イスラーム世界を代表する神学者で，スンナ派神学とス
ーフィズムの融合をはかった〉

(イ)：(誤)イブン=ルシュド→(正)イブン=ハルドゥーン

(エ)：(誤)コルドバ→(正)グラ

ナダ
□22 (イ) (イ)：ウマル=ハイヤーム→(正)ガザーリー〈ウマル=ハイヤームは『ルバイヤート』の作者〉
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《論述問題》
□１

アリーとその子孫のみを指導者と認めた。
〈解答のポイント〉「アリーとその子孫のみを指導者(カリフ，イマーム，ムハンマドの後継者)と認めた」ことが書けている

□２

啓典の民とされ，ジズヤとハラージュの支払いを条件に信仰の自由を認められた。
〈解答のポイント〉「啓典の民とされていた」ことが書けている，「ジズヤとハラージュを課せられた」ことが書けている，「信仰
の自由が認められた」ことが書けている

□３

（アッバース朝が）タラス河畔の戦いで，唐軍を破った。
〈解答のポイント〉「
（アッバース朝が）唐軍を破った」ことが書けている，「タラス河畔の戦い」が書けている

□４

ウマイヤ朝はアラブ人以外にジズヤを課したが，アッバース朝は非アラブ人ムスリムへのジズヤを廃止した。
〈解答のポイント〉「ウマイヤ朝が(ジズヤを)非アラブ人ムスリムからも徴収した」ことが書けている，「アッバース朝が非アラブ
人ムスリムに対して(ジズヤを)廃止した」ことが書けている

□５

ファーティマ朝や後ウマイヤ朝の君主がカリフの称号を用いた。
〈解答のポイント〉「ファーティマ朝」が書けている，「後ウマイヤ朝」が書けている，「君主がカリフの称号を用いた」ことが書
けている

□６

キリスト教勢力による国土回復運動（レコンキスタ）が起こっていた。
〈解答のポイント〉「キリスト教勢力による国土回復運動（レコンキスタ）が起こっていた」ことが書けている

□７

土地の徴税権を与えるイクター制。
〈解答のポイント〉「イクター制」が書けている，「土地の徴税権を与える」ことが書けている

８－中世ヨーロッパ史
《一問一答問題》
□１

ケルト人

□２

フン人

重要

フン人 ：※ゲルマン人の大移動の原因となった，アジア系（モンゴル系）騎馬遊牧民族。４～

５世紀にかけて，中央アジアの草原地帯からヨーロッパへの侵攻を繰り返し，彼らの東ゴート人・西ゴー
ト人への圧迫がゲルマン人の大移動を引き起こした。
□３

アッティラ

重要

アッティラ王 ：※５世紀半ばにフン人を統合した王(位433～453)。現在のハンガリーにあたる

パンノニア平原を根拠地に，東ヨーロッパに大帝国を築いた。451年のカタラウヌムの戦いで，西ローマ
帝国・西ゴート人の連合軍に敗れ，翌年イタリアへの侵入を試みたが，教皇レオ１世の説得を受けて撤退，
翌年に死亡した。
□４

オドアケル

【イタリア半島を支配した国の変遷】：①ローマ帝国(前27～395)→②ローマ帝国(395～476)→③オドアケ
ルの王国(476～493)→④東ゴート王国(493～555)→⑤ビザンツ帝国(ユスティニアヌス帝時代 555～568)
→⑥ランゴバルド王国(568～774)→⑦フランク王国(カール大帝の時代)

□５

メロヴィング朝

重要

クローヴィス ：フランク王国・メロヴィング朝の建国者(位481～511)。４９６年に※アタナシ

ウス派に改宗したことで，ローマ系住民やローマ教会との関係が良好となり，王国発展の基礎を築いた。
□６

レオ３世

□７

クヌート

【受験生が混同しやすい人物】
クヌート ：※デーン人(ノルマン人＝ヴァイキングの一派)の王，1016年にイングランドを征服してデー
ン朝(1016～1042)を開いた
ロロ ：ノルマン人を率い，
〈西フランク王と主従関係を結んで，その臣下となる(＝諸侯に封じられる)〉
911年に北フランスに※ノルマンディー公国を建国した
ノルマンディー公ウィリアム ：11世紀のノルマンディー公国の君主で，１０６６年にイングランドを征
服してノルマン朝を開いた(＝ノルマン征服)
リューリク ：ルーシ(ロシアに進出したヴァイキング)の首領で，８６２年に※ノヴゴロド国を建国した

□８

ペテロ

□９

聖像禁止令

□10 十分の一税

※十二使徒の長ペテロ，異邦人伝道で活躍したパウロの両者は，ネロ帝の迫害によって殉死した。
意地悪な問い方であったので，答えにくかったことでしょう。

□11 ベネディクトゥス
□12 修道院
□13 クリュニー修道院
□14 オットー１世

重要

オットー１世 ：現在のドイツにあたる地域を支配した東フランク王国・ザクセン朝(919～973)

の第２代の王。※マジャール人を955年のレヒフェルトの戦いで撃破し，スラヴ人の侵入も退けた。ベー
メン・イタリアを制圧し，９６２年に教皇ヨハネス12世からローマ皇帝の帝冠を授けられた。この出来事
により，東フランク王国はローマ帝国の後継として「神聖ローマ帝国」とよばれるようになった。
□15 ハインリヒ４世

重要

叙任権闘争 ：聖職叙任権をめぐるローマ教皇と神聖ローマ皇帝の争い。教皇首位権とドイツ国

内の皇帝支配権の確立を目指す両者の利害対立を背景としていた。
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□16 カノッサの屈辱

重要

カノッサの屈辱 ：聖職叙任権をめぐる対立から，※教皇グレゴリウス７世は，※神聖ローマ皇

帝ハインリヒ４世を破門した。これを受けて神聖ローマ帝国内の諸侯たちが，ハインリヒ４世の皇帝廃位
を決議した。皇帝の地位喪失を恐れたハインリヒ４世は，１０７７年，北イタリア山中のカノッサ城にお
いて，３日間雪中に立って許しを請い，教皇グレゴリウス７世が破門を解いた事件。
□17 軍管区制(テマ制)

重要

軍管区制 ：７世紀に始まる，ビザンツ帝国の軍事行政制度。アナトリア(小アジア)を４つの軍

管区(テマ)に分割して防衛にあたったことに始まる。
重要

屯田兵制 ：軍管区制と併せて行われた制度。軍管区の兵士に一定の土地保有を義務づけて世襲

の農民兵とし，防衛力の充実と始祖収入の安定をはかった制度。
□18 ギリシア語

正誤問題で頻出！

ユスティニアヌス帝の死後，外敵の侵入により領土が縮小し，ビザンツ帝国領は，ギ

リシアを含むバルカン半島と首都コンスタンティノープル周辺のみとなった。この結果，ギリシア系の民
族が人口の大部分を占めるようになり，※公用語がそれまでのラテン語からギリシア語にかわった。
□19 ウラディミル１世

重要

ウラディミル１世 ：10世紀のキエフ公国の君主(位980頃～1015)。領土を拡大してロシアのビザ

ンツ化を推進。ビザンツ皇帝の妹を后に迎えて，自ら※ギリシア正教に改宗するとともに，ギリシア正教
をキエフ公国の国教とした。
□20 マジャール人

答えが「マジャール人」であると気づくためのヒント：地図中の太線は東フランク王国領(→後の神聖ロ
ーマ帝国領)を示しており，問いに「10世紀半ばに撃退された」とあるので，オットー１世がマジャール
人を撃退して，９６２年(＝10世紀半ば)に帝冠を与えられたことを想起できれば解答できるはず。

□21 ヤゲウォ朝

重要

ヤゲウォ朝 ：(西スラヴ人に属する)ポーランド人はドイツ人の東方植民に対抗するため，14世

紀後半にリトアニア人と合邦して，リトアニア=ポーランド王国を形成して※ヤゲウォ朝のもと繁栄した。
□22 三圃制
□23 イェルサレム
□24 ラテン帝国

注意！

第１回十字軍が聖地(イェルサレム)に建国した※イェルサレム王国と，第４回十字軍がコンスタ

ンティノープルに建国した※ラテン帝国を混同するな
□25 国土回復運動
(レコンキスタ)
□26 コンスタンツ公会議

重要

サンチャゴ=デ=コンポステラ ：イベリア半島西北部の町。ここで十二使徒の一人聖ヤコブの墓

が発見されたという伝承から，多くの巡礼者を集めるようになり，レコンキスタの背景ともなった。
【重要な公会議】
①

ニケーア公会議 (３２５年)：コンスタンティヌス帝の招集，※アタナシウス派(三位一体説)を正統
・※アリウス派を異端)

□27 カルマル同盟

②

エフェソス公会議 (431年)：※ネストリウス派を異端→唐に伝わり景教とよばれる

③

クレルモン公会議 (１０９５年)：教皇※ウルバヌス２世の招集，十字軍の遠征を決定

④

コンスタンツ公会議 (１４１４年)：大シスマ(教会大分裂)の解消，フスの火刑を決定

重要

カルマル同盟 ：1397年にスウェーデンの都市カルマルで結成。デンマーク女王マルグレーテを

共通の王とする北欧３国(デンマーク・ノルウェー・スウェーデン)の同君連合。黒死病への対応やハンザ
同盟の進出に対抗するために結成された。
□28 トマス=アクィナス

重要

トマス=アクィナス ：13世紀，中世最大のスコラ学者。アリストテレス哲学を用いて，信仰と理

性の調和をはかり，スコラ学を大成した。著書『神学大全』
□29 ゴシック式

【重要な西ヨーロッパ中世の建築様式】……この機会に，ビザンツ様式についても復習しておくこと！
①

ロマネスク様式

：11世紀頃に発達。ロマネスクとは「ローマ風」という意味。特徴は，半円状ア

ーチ・厚い壁・小さな窓。代表的建築勿：※ピサ大聖堂(→ピサの斜塔で有名)
②

ゴシック様式 ：12世紀頃に発達。特徴は，高い塔・尖頭アーチ・ステンドグラス(→モザイクと混同
するな！)。代表的建築物：ノートルダム大聖堂(仏－パリ)，アミアン大聖堂(仏－アミアン)，シャル
トル大聖堂(フランス－シャルトル，ステンドグラスが有名)，※ケルン大聖堂(独－ケルン，最大のゴ
シック建築)

□30 ボローニャ大学

□31 『ローランの歌』

【重要な西ヨーロッパ中世の大学】……大学名と学問研究の分野を一致させること！
①

ボローニャ大学 ：北イタリア，ヨーロッパ最古の大学，※法学で有名(←ローマ法の研究)

②

サレルノ大学 ：南イタリア，※医学で有名(←イスラーム医学の影響)

③

パリ大学 ：フランス，神学で有名

④

オクスフォード大学 ：イギリス，神学で有名

【重要な西ヨーロッパ中世の文学】……作品名と，どこの国の物語かを一致させること！
①

『ローランの歌』 ：※フランスを代表する武勲詩。カール大帝のスペインにおけるイスラーム教徒
との戦いを題材』

②

『ニーベルンゲンの歌』 ：※ドイツを代表する英雄叙事詩。英雄ジークフリートの死と妻クリーム
ヒルトの復讐を描く。

③

『アーサー王物語』 ：※イギリスの騎士道物語。ケルト人の神話や聖杯伝説，円卓の騎士の伝承。

- 10 -

《客観問題等》
□１

(エ) (ア)：(誤)タキトゥス→(正)カエサル〈または(誤)『ガリア戦記』→(正)『ゲルマニア』〉 (イ)：(誤)恩貸地制→(正)従士

□２

(ア) ヴァンダルは北アフリカに建国し，ビザンツ帝国のユスティニアヌス大帝に滅ぼされた。

制
□３
□４

２

(ウ)：(誤)ブルグンド人→(正)西ゴート人〈または(誤)イベリア半島→(正)ガリア東南部〉

１：フランク

３：ヴァンダル

４：東ゴート

(ア) (イ)：他のゲルマン人より約１世紀遅れて移動を開始して北イタリアに建国したが，※フランクのピピンにより討伐され，
カール大帝に滅ぼされた

(ウ)：イベリア半島に建国→ウマイヤ朝に滅ぼされた

(エ)：イタリアに建国→ビザンツのユス

ティニアヌス大帝に滅ぼされた
□５

(エ)

□６

２

地図中の斜線部は東ゴート王国。東ゴート王国は，テオドリック大王(←西ローマ帝国を滅ぼした傭兵隊長オドアケルを倒し
た)が建国した。

□７

(エ) (ア)：(誤)両シチリア王国→(正)東ゴート王国〈両シチリア王国は，ノルマン人のルッジェーロ２世がシチリア島とイタリ
ア半島南部を支配して建てた〉 (イ)：(誤)マジャール人→(正)アヴァール人〈または(誤)カール大帝→(正)オットー１世〉
(ウ)：(誤)アヴァール人→(正)ルーシを率いたリューリク

□８

(ア) (イ)：(誤)ヴォルムス協約→(正)ヴェルダン条約とメルセン条約〈ヴォルムス協約(1122年)とは，教皇と神聖ローマ皇帝と
の間の叙任権闘争を終わらせた協約。これにより聖職叙任権は教皇が，その他の俗権は皇帝が握ることになった〉 (ウ)：(誤)
カロリング朝→(正)メロヴィング朝

□９

(ウ) (ア)：カペー朝のこと

(エ)：(誤)カタラウヌムの戦い→(正)トゥール・ポワティエ間の戦い

(イ)：(誤)クローヴィス→(正)ピピン (エ)：西フランクのザクセン朝のこと

□10 (エ) (エ)：カタラウヌムの戦い(451)は，フン人のアッティラ王が，西ローマ・西ゴートの連合軍に敗れた戦い
□11 (エ) (エ)：(誤)北ドイツ→(正)北フランス
□12 (イ) (イ)：七王国は，アングロ=サクソン人が建国した。(七王国は，ノルマン人が建てたものではない)
□13

３

a：(誤)クヌート→(正)リューリク

□14 (イ) a：正しい

b：正しい

b：(誤)家族や保有地を持つことができなかった→(正)家族や保有地を持つことができた

□15 (ウ) (ア)：ユスティニアヌス帝以前の４３１年のこと

(イ)：ユスティニアヌス帝以後の７世紀

(エ)：第４回十字軍によるも

ので１２０４年のこと
□16 (イ) (ア)：(誤)ヴァンダル王国→(正)東ゴート王国〈または(誤)イタリア半島→(正)イベリア半島〉
帝以後の７世紀

(ウ)：ユスティニアヌス

(エ)：(誤)サン=ヴィターレ聖堂→(正)ハギア=ソフィア聖堂〈または(誤)コンスタンティノープル→(正)

ラヴェンナ〉
□17

２

a：正しい

b：(誤)ジェノヴァ→(正)ヴェネツィア

□18 (イ) (ア)：軍管区制はユスティニアヌス帝以後の７世紀に導入された

(ウ)：イクター制はブワイフ朝が創始した制度

(エ)：(誤)セルジューク朝→(正)オスマン帝国
□19 (ウ) (ア)：西ヨーロッパ世界のこと。ビザンツ帝国では貨幣経済が衰えず，都のコンスタンティノープルは貿易として繁栄を続
けた
□20

２

(イ)・(エ)：西ヨーロッパ世界のこと

２：(誤)プロノイア制→(正)軍管区制(テマ制)〈プロノイア制は(軍管区制にかえて)11世紀以降に施行された制度で，各地
の有力貴族に軍役奉仕の代償として本人一代に国有地の管理権を認めたもの〉

□21 (ウ) ステンドグラスは，西ヨーロッパで12世紀頃から発達したゴシック様式の特徴。
地図中 X：ノヴゴロド Y：キエフ

□22 (イ)

※イヴァン３世はモスクワ大公国の君主
→モスクワの位置を左の地図で確認せよ。
モスクワ

□23 (ウ) キエフ公国の君主ウラディミル１世(位980頃～1015)は，ビザンツ皇帝の妹を后に迎えて，自らギリシア正教に改宗するとと
もに，ギリシア正教をキエフ公国の国教とした。
□24 (ア) (ア)：(誤)ブルガール人→(正)マジャール人〈ブルガール人は，ブルガリアを建設したアジア系民族〉
□25 (ア) 地図中 X：ハンガリーを指しており，マジャール人が王国を建てた。
地図中 Y：ノヴゴロド国の領域であり，ノルマン人の一派ルーシがリューリクに率いられて建国した。
□26 (エ) (エ)：(誤)フィリップ４世→(正)ルイ９世
□27 (ア) (ア)：(誤)インノケンティウス３世→(正)ウルバヌス２世
□28 (ウ) (誤)ヘンリ３世→(正)ジョン
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□29 (イ) (ア)：(誤)ランゴバルド王→(正)フランク王

(ウ)：(誤)ボニファティウス８世→(正)グレゴリウス７世〈※ボニファティ

ウス８世は，フランス王※フィリップ４世と聖職者課税問題で対立し，※アナーニ事件(１３０３年)で屈辱死した教皇。
□30 (ア) (イ)：ボニファティウス８世

(ウ)：コンスタンツ公会議は，神聖ローマ皇帝ジギスムントが開催した

(エ)：グレゴリウ

ス７世
□31 (イ)

ウィクリフ ：イギリスのオクスフォード大学教授。聖書主義を唱えて(聖書の英訳)，教皇からの政治的・宗教的独立を主
張した。
フス ：ベーメン(ボヘミア)のプラハ大学総長。ウィクリフの説に共鳴し，カトリック教会を批判した。※コンスタンツ公
会議(１４１４年)で火刑に処せられた。

□32 (ア) (ア)：ギルド(同職ギルド)に参加できるのは親方だけであり，職人・徒弟は参加できない
□33

３

同職ギルドと商人ギルドが逆

□34 (ア) (イ)：フィレンツェ

(ウ)：ナポリ

(エ)：ジェノヴァ

□35 (ア)
□36 (ウ)
□37 (イ) (ア)：１３８１年＝14世紀の出来事

(イ)：１４５５年＝15世紀の出来事 (ウ)：１０６６年＝11世紀の出来事

(エ)：１２１５年＝13世紀の出来事
□38

５

a：１２６５年

b：１４８５年

c：１２１５年

□39 (エ) (ア)：(誤)テューダー朝→(正)プランタジネット朝

(イ)：(誤)フィリップ４世→(正)フィリップ２世

(ウ)：(誤)ヴァロ

ワ朝→(正)カペー朝
□40

２

a：正しい

b：(誤)オルレアン→(正)カレー〈オルレアンは，イギリス軍によってフランス王シャルル７世が包囲された都

市(＝オルレアンの包囲)。ジャンヌ=ダルクがオルレアンの包囲を破ってシャルル７世を救出して以降，戦況は逆転した。
□41 (ウ) (ア)：古代ギリシアのホメロスの叙事詩

(イ)：カエサルのガリア遠征の記録 (エ)：アラビア文学の代表的作品

□42 (エ) 《一問一答問題》の□29の解説を参照せよ

《論述問題》
□１

クローヴィスがアタナシウス派に改宗した。
〈解答のポイント〉「クローヴィス」が書けている，「アタナシウス派に改宗した」ことが書けている

□２

カール=マルテルがイスラーム軍(ウマイヤ朝軍）を撃退した。
〈解答のポイント〉「カール=マルテル」が書けている，「イスラーム軍を撃退した」ことが書けている

□３

トゥール・ポワティエ間の戦いで，フランク王国がイスラーム勢力を撃退した。
〈解答のポイント〉「トゥール・ポワティエ間の戦い」が書けている，「フランク王国がイスラーム勢力を撃退した」ことが書けて
いる

□４

ピピンがメロヴィング朝の王を廃位し，カロリング朝を建てた。
〈解答のポイント〉「ピピンがメロヴィング朝の王を廃位した(メロヴィング朝を倒した)」ことが書けている，「ピピンがカロリン
グ朝を建てた」ことが書けている

□５

キエフ公国のウラディミル１世がギリシア正教に改宗した。
〈解答のポイント〉国名「キエフ公国」が書けている，「ウラディミル１世」が書けている，「ギリシア正教に改宗した」ことが書
けている

□６

主君は臣下に土地(封土)を与えて保護し，臣下は主君に忠誠を誓い軍役の義務を負った。
〈解答のポイント〉「主君が臣下に土地を与えて保護した」ことが書けている，「臣下が主君に忠誠を誓い軍役の義務を負った」こ
とが書けている

□７

教皇グレゴリウス７世と神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世が聖職叙任権をめぐって争った。
〈解答のポイント〉教皇名として「グレゴリウス７世」が書けている，神聖ローマ皇帝名として「ハインリヒ４世」が書けている
「聖職叙任権をめぐって争った」ことが書けている。

□８

ブルガール人はギリシア正教を受容し，マジャール人はローマ=カトリック教を受容した。
〈解答のポイント〉「ブルガール人がギリシア正教を受容した」ことが書けている，「マジャール人がカトリックを受容した」こと
が書けている

□９

ヴェネツィア商人の要求によって，コンスタンティノープルを攻略して，ラテン帝国を建てた。
〈解答のポイント〉原因として「ヴェネツィア商人の要求」が書けている，「コンスタンティノープルを攻略してラテン帝国を建
てた」ことが書けている。

□10 カール４世が金印勅書を発布して七選帝侯による皇帝選挙の制度を定めた。
〈解答のポイント〉「カール４世」が書けている，「金印勅書」が書けている，「七選帝侯による皇帝選挙の制度を定めた」ことが
書けている
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９－時代(年代)を問う問題
《客観問題等》※アンダーラインの年代は絶対に覚えておく必要あり！
□１
□２

２

１：４３９年＝５世紀

２：６世紀

３：７２６年＝８世紀 ４：756年＝８世紀

(イ) (ア)：711年(ウマイヤ朝が西ゴート王国を滅ぼした)＝８世紀 (イ)：６２２年(ヒジュラ)＝７世紀 (ウ)：６世紀
(エ)：969年(ファーティマ朝の成立＝９０９年を想起できれば，ファーティマ朝がエジプトを征服したのが10世紀頃である
と類推できるはず)＝10世紀

□３

(イ) (ア)：1016年＝11世紀

□４

(イ)：９８７年＝10世紀

(ア)：１０７７年＝11世紀

(ウ)：14世紀

(エ)：１４８０年＝15世紀

(イ)：１３世紀初め (ウ)：１３０３年＝14世紀 (エ)：１４１４年＝15世紀

10－中国史（五代～元代）
《一問一答問題》
□１

契丹

重要

契丹(遼)と後晋との関係 ：五代(後梁・後唐・後晋・後漢・後周)の後晋は，石敬瑭が建国した

王朝である。石敬瑭は，北方民族の契丹の援助を得て後晋を建国したが，その見返りとして，※燕雲十六
州(現在の北京・大同を含む華北の地)を契丹に割譲した。
□２

佃戸

□３

開封

重要

佃戸と形勢戸 ：中国における小作農の呼称。佃戸を支配した地主を形勢戸とよぶ

重要

開封 ：隋の煬帝が完成させた大運河と黄河との結節地点(交わった所)の都市。長安・洛陽－華

北－江南を結ぶ要衝に位置し，宋(北宋)の都がおかれた。地図でその位置を確認しておくこと！
開封は商業活動の大幅な自由(営業時間・場所など)が認められたため，大いに栄えた。その繁栄ぶりを
せいめいじよう が

ず

描いたのが「清明 上 河図」(写真の絵)であり，しばしば写真問題として取り上げられる。
□４

殿試

重要

殿試 ：宋(北宋)の建国者：趙匡胤が科挙の最終試験として導入した，皇帝自らが行う面接試験。

□５

文治主義

重要

文治主義 ：武力によらず，儀礼・法制・教化によって社会の安定を維持しようとする政治。宋(北

宋)の趙匡胤のとった政治体制を指す。趙匡胤は節度使の権力を奪い，文官(科挙によって登用した官僚)
を用いて中央集権化を図った。
□６

王安石

重要

王安石の新法 ：文治主義は財政難を招いたため〈←官僚の増加に伴う給与費増大，周辺諸民族

への歳幣(和平を保つために毎年，銀・絹などを贈った）の増大〉，ときの宋(北宋)の皇帝：神宗は王安石
を起用して富国強兵の改革＝新法(中国語で改革のことを新法という)を行わせた。
□７

青苗法

重要
付

新法の内容 ：
【富国策】①：※青苗法：農民への低利貸付

②：※市易法：中小商人への低利貸

③：※均輸法：政府による物資の買い上げ，及び転売による物価安定と物資の流通円滑化(前漢の武

帝が行ったものと同様の内容)

④：※募役法：労役免除希望者から免役銭を徴収し，逆に労役希望者を

募集して給料を支給して労役をさせる

【強兵策】①：※保甲法：傭兵制にかえて農民から徴兵

②：

※保馬法：農民に軍馬を貸し出して農耕に使用させ，戦時には軍馬を返却させる
□８

靖康の変

重要

靖康の変 ：１１２６～２７年，金(女真人の国家)により北宋の都：開封が攻撃されて北宋が滅

亡した事件。北宋の違約(金との約束を守らなかった)を理由に，金が開封を攻撃し，上皇の徽宗・皇帝の
欽宗など3000人余りが囚われて金に連行された。
□９

臨安（杭州）

重要

南宋の成立 ：靖康の変の際，拉致を逃れた欽宗の弟が即位して(＝高宗)，１１２７年に宋王朝

をを再建した(＝南宋)。都は※臨安(←隋の煬帝が完成させた大運河の南端の港市，現在の杭州)。南宋で
がく ひ

しんかい

は，金への抗戦を説く主戦派の岳飛と，和平派の秦檜とが対立したが，和平派が勝利。南宋が金に臣下の
礼をとることで(金を主君，南宋がその臣下となる)和平が成立，金と南宋の国境が※淮河に定められた。
□10 景徳鎮

重要

景徳鎮 ：江西省にある中国第一の陶磁器生産地。宋代には高品質の白磁の産地として，その名

が世界的にも知られた。※地図で位置を確認しておくこと！
□11 カラコルム

モンゴル帝国の首都。オゴタイ(モンゴル帝国第２代の皇帝，オゴタイ=ハンともよばれる)の命でオルホ
ン川東岸に建設され，第４代皇帝モンケのときまで帝国の首都として繁栄した。教皇の使節プラノ=カル
ピニやフランス王の使節ルブルックが訪れたことでも知られる。

□12 色目人

重要

色目人 ：
「さまざまな種類の人」の意。※イラン人や中央アジア系の人を指し，元朝の財務官僚

として重用された。
□13 『世界の記述』
（
『東方見聞録』）

重要

『世界の記述』 ：マルコ＝ポーロの旅行記。13世紀のユーラシア大陸に関する貴重な証言を含

み，西ヨーロッパの人々の東方世界観に大きな影響を与えた。この旅行記のなかで，泉州(福建省の港市，
元代には南海交易における中国第一の港となった)をザイトンとよび，世界一の貿易港と紹介している。

□14 ジャムチ
□15 (１) マルコ=ポーロ
(２) マラッカ王国

重要

ジャムチ ：モンゴル帝国と元朝での駅伝制の通称。

正答のマルコ＝ポーロを導き出すキーワード：
「13～14世紀のヴェネツィアの商人」
重要

マラッカ王国 ：14世紀末～1511年，マレー半島の西南に成立した港市国家で，国際貿易港とし

て大いに繁栄。15世紀半ばに支配者階級がイスラームに改宗し，東南アジアのイスラーム化の拠点となっ
た。1511年にポルトガルによって滅ぼされた。
□16 モンテ=コルヴィノ

重要

モンテ=コルヴィノ ：※中国での最初のカトリック教布教者となったフランチェスコ会修道士。

1294年に元朝の都：大都(現在の北京)に入京し，1307年に大都の初代大司教に任命された。
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《客観問題等》
□１
□２
□３

(ア) (ア)：(誤)後梁→(正)後周〈後梁は，五代最初の王朝で，唐を滅ぼした節度使の朱全忠が建てた王朝〉
１

地図中 b：杭州(臨安)＝南宋の都

(エ) (ア)：(誤)市易法→(正)均輸法

(イ)：(誤)青苗法→(正)募役法

(ウ)：(誤)徽宗→(正)神宗〈徽宗は靖康の変で金に拉致

された皇帝(靖康の変の当時は上皇)〉
□４
□５

(エ) (ア)：(誤)募役法→(正)保甲法
４

(イ)：(誤)平準法→(正)市易法

(ウ)：(誤)徽宗→神宗

４：(誤)西夏→(正)遼

□６

(エ) (エ)：大運河が建設されたのは隋の時代

□７

(ア) (イ)：(誤)行→(正)作〈商人の組合＝行，手工業者の組合＝作〉

□８

(ウ) 占城稲は，ベトナム中部を支配していたチャンパー(２～１７Ｃ，中国名：林邑→環王→占城)から伝わった

□９

(ウ) (ウ)：(誤)バトゥ→(正)フラグ〈バトゥはヨーロッパに侵入し，南ロシアにキプチャク=ハン国を建てた人物。フラグは西ア

幣〉

(ウ)：(誤)交鈔→(正)交子〈交鈔は元代に発行された紙

(エ)：(誤)司馬光→(正)王安石

ジアに遠征し，１２５８年にアッバース朝を滅ぼしてイル=ハン国を建てた人物〉
□10 (カ)
□11 (エ) (エ)：ベトナムの陳朝(１３Ｃに成立)は，※３度にわたる元の侵入を撃退し，チュノム(字喃)という文字を作成した。
□12

３

１：(誤)オゴタイ=ハン→(正)フビライ=ハン

２：(誤)ハイドゥ→(正)チンギス=ハン

４：(誤)モンケ=ハン→(正)フビラ

イ=ハン
□13

１

２：(誤)バトゥ→(正)ハイドゥ

３：(誤)プラノ=カルピニ→(正)モンテ=コルヴィノ

４：(誤)黄巾の乱→(正)紅巾の乱

□14 (ウ) (ウ)：(誤)『三大陸周遊記』→(正)『世界の記述』〈
『三大陸周遊記』はイブン=バットゥータの旅行記〉
□15

２

ａ：正しい

ｂ：新羅のこと

《論述問題》
□１

皇帝自らが試験官となる殿試を取り入れた。
〈解答のポイント〉「殿試」が書けている，「皇帝自らが試験官となった」ことが書けている

□２

科挙に殿試を加えた。
〈解答のポイント〉官吏登用制度として「科挙」が書けている，改革として「殿試を加えた」ことが書けている

□３

女真に対しては猛安・謀克を維持し，華北においては州県制を継承した。
〈解答のポイント〉「女真に対しては猛安・謀克により支配した」ことが書けている，「華北では(漢人に対しては)州県制により支
配した」ことが書けている

11－中国史（総合問題）
《客観問題等》
□１

２

１：(誤)呉→(正)隋・唐

３：府兵制は西魏で創始され唐に継承された。後漢の時代には府兵制は存在していない

４：(誤)均田制→(正)占田・課田法
□２

２

１：(誤)周→(正)秦

３：(誤)前漢→(正)新

４：(誤)全真教→(正)白蓮教〈全真教は，金の時代に王重陽が創始した道教

の一派〉
□３

(ウ) (ア)：(誤)郷挙里選→(正)九品中正

(イ)：(誤)煬帝→(正)楊堅(文帝)

(エ)：元では当初，科挙が停止された。後に実施

□４

(イ) (ア)：(誤)同盟に成功した→(正)同盟は成立しなかった (ウ)：(誤)直接統治→(正)間接統治 (エ)：(誤)金→(正)遼

されるようになった
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