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ABSTRACT 

This study is a part of the integrated academic research which aims to clarify the civilization of 

the area and to make the material of cultural heritage study. The subject considered the types of 

imperialism in the world, major imperialism in the present age, etc. In the 1870s and the 20th 

century, that is to say, around the two major wars of World War I and World War II. In Japan, 

monarchy was declared and converted to the Meiji era from 1868 and 1926.  Imperialism is a 

philosophical and national policy that aims for exclusive expansion and expansion (unlimited 

development, pursuit of unlimited happiness) symbolized by rich nations. 

As an overview of the British Empire, Official language: English, Capital: London. The kings are 

kings and kings of England from 1609 to 1707; kings of Ireland and kings from 1707 to 1800: kings 

of Great Britain and kings of Ireland; and from 1800 to 1857, kings of Great Britain and Ireland. 

Official language as an overview of the Russian Empire: Russian. Capital, 1713-1728: Built in St. 

Petersburg. 1728-1730: Moscow, 1730-1914: St. Petersburg and 1914-1917: Petrograd. The emperor 

(Imperator): 1682-1725: Peter I, 1894-1917: Nicolai II. 

 Official language as an overview of the United States of America: English. Capital: Washington 

D.C. Largest city: New York. The current president of the government is Donald Trump. Area: 

96,300,000 km2 (the fourth place). Water area rate: 4.9%. Population: Total (2018) 3278.30 million 

(3rd place).  

This paper is a report of empirical research that captures the imperial land as the stage that 

determined the fate of the ancient nation in multiple ways. In relation to the resident development 

history of the civilized area and the environmental transition history, we examined what the empire 

had as a position or problem. As a future research topic, We would like to arrange findings on 

empire's conservation and environmental problems. We plan to continue the survey in the future, 

but for the time being we have organized the findings of our past achievements. 
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１.はじめに 

本研究は、地域の文明を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の

一部である。対象は、世界の帝国主義のの種類、現代の主要な帝国主義等について考察した。1870 年代から

20 世紀」というのはつまり第一次世界大戦と第二次世界大戦という大きな２つの戦争前後である。日本では王政

復古が宣言されて明治に改元されたのが 1868 年、そして昭和天皇が践祚 1926 年からでである。帝国主義は、

富国強兵に象徴される排他的な拡大膨張（無制限の発展、無制限の幸福の追求）を目指す思想・国家政策で

ある。 

大英帝国の概要として、公用語：英語、首都：ロンドン。国王は、1609～1707 年：イングランド王兼スコットランド

王並びにアイルランド王、1707～1800 年：グレートブリテン連合王国王兼アイルランド王、1800～1857 年では、

グレートブリテン及びアイルランド連合王国王である。 

モンゴル帝国の概要は、公用語:モンゴル語。首都:カラコルム。皇帝(大ハーン）は、1206～1226 年：チンギ

ス・ハン（初代）、1206 年：テムジンが大ハーンに推戴されチンギス・カンを称す。1260～1294 年：フビライ（第 5

代）、1260 年：フビライが大ハーン即位を一方的に宣言する。 

ロシア帝国の概要として、公用語:ロシア語。首都、1713～1728 年：サンクト・ペテルブルクに建てられた。1728～

1730 年：モスクワ、1730～1914 年：サンクトペテルブルクと 1914～1917 年：ペトログラード。皇帝（インペラートル）

は、1682～1725 年：ピョートル１世、1894～1917 年：ニコライ 2 世である。 

アメリカ合衆国の概要として、公用語 :英語。首都:ワシントン D.C.。最大の都市:ニューヨーク。現在の政府大

統領は ドナルド・トランプである。面積:963 万 km2（4 位）。水面積率：4.9%。人口：総計（2018 年）32、783 万人（3

位）。 

本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての帝国地を、多角的にとらえた実証研究の報告である。文

明地の住民発達史や環境変遷史との関わりで、帝国がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討

をした。今後の研究課題として、帝国の保全と環境問題などについて所見を整理したい。今後も調査を継続する

予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。 

 

2.帝国時代の資料 

2-1.世界帝国 

 多数の民族と異なる文明を包括的、統一的に支配する大国を「世界帝国」という。世界史上は、オリエン

ト世界を統一したアッシリア帝国に始まり、アケメネス朝ペルシア帝国、アレクサンドロスの大帝国、ロー

マ帝国、中国の秦・漢帝国、隋・唐帝国がある。 

 「世界帝国」という概念は、これらの古代帝国に対して限定的に使用されるが、「帝国」を称する国家はその後も現れ

る。ヨーロッパにおける神聖ローマ帝国や、ユーラシア大陸の東西に出現し、モンゴル帝国、ティムール帝国、オスマ

ン帝国、ムガル帝国、中国とその周辺を支配した、明王朝や清王朝などである。近代における大英帝国やナポ

レオンのフランス帝国、ドイツ帝国、ロシア帝国がある。さらに近現代ヨーロッパにおけるナチスのドイツ第三帝国

は、アジアに領土を広げ、大日本帝国と称した日本など帝国主義諸国が出現した。また一般的には、かつての

ソ連や現在のアメリカなど、世界的な覇権を争う覇権国家を「帝国」と称する。現在においては単に領土・領海の

覇権だけではなく、経済や情報、文化操作などの側面での、国境を越えた「帝国」へのあり方へと変質している。  
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 https://www.y-history.net/appendix/wh0101-097.html 世界帝国 

 

2-2.「帝国」の新たな捉え方 

 アメリカ帝国主義や、ソ連の社会主義帝国などの意味合いで「帝国」と言う用語が使われる。冷戦終結後には

新たな「帝国」の概念が提起されている。2000 年に発表された、アントニオ＝ネグリ、マイケル＝ハート共著の

『帝国』では、アメリカ資本主導で進められるグローバリズムの潮流をあらたな「帝国」としてとらえ、それに抵抗す

る主体として「マルチチュード」という概念を提起し、注目を集めている。 冷戦終結後のアメリカ外交である。 

 

2-3.西欧の帝国概念 

 「帝国」は、ローマ皇帝の統治する領域（Imperium）に由来する。「帝国」は中世ヨーロッパの神聖ローマ帝国や

近世のドイツ帝国、オーストリア＝ハンガリー帝国あるいはハプスブルク帝国などにも用いられ、また近代での大

英帝国や近現代での「帝国主義」時代の大日本帝国など用例が多いが、世界史上の「世界帝国」は、古代の奴

隷制社会を基盤とした専制君主の支配する、広範囲な異民族を統一的に支配する国家を限定的に使用する。 

 

2-3.中国の王朝と周辺諸民族支配 

 唐は、太宗が突厥を破った後、北方民族から天可汗の称号を贈られた。唐は農耕民の漢民族だけではなく北

方遊牧民の世界をも支配する世界帝国となった。漢以降の中国の王朝による周辺諸国に対する支配には直接

支配から間接支配まである。直接支配では、朝鮮北部に対する楽浪郡やベトナム北部に対する交趾郡のように

郡県制を施行した。間接支配には、中国の皇帝が各国の王位を認める形をとる冊封体制、あるいは都護府のよ

うに長官は中央から派遣する羈縻（きび）政策がある。奈良時代の日本の遣唐使のように使節を派遣する朝貢関

係もある。中国の王朝は、周辺諸国との力関係に従って、これらの諸関係を組み合わせながら、漢文化や儒教、

仏教などの文化的に圧倒的な力を背景に、周辺諸国に対する世界帝国として支配した。典型的な世界帝国は、

モンゴル帝国であり、ユーラシア大陸の広範な地域と民族を統治した。これらの世界帝国の成立の背景には、広

範囲な交易ルートの安全が保障されるという経済的な要請があった。 

３.大英帝国 

３-1.大英帝国の概要 

  

写真 3-1.イギリス帝国の版図 帝国の最大領域一覧 

 

写真 3-1 は、イギリス帝国の版図 帝国の最大領域一覧である。公用語：英語、首都：ロンドン。国王は、1609

～1707年：イングランド王兼スコットランド王並びにアイルランド王、1707～1800年：グレートブリテン

https://www.y-history.net/appendix/wh0101-097.html
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連合王国王兼アイルランド王、1800～1857年では、グレートブリテン及びアイルランド連合王国王である。

また、1857～1927年：グレートブリテン及びアイルランド連合王国王兼インド皇帝、1927～1947年：グレ

ートブリテン及び北アイルランド連合王国王兼インド皇帝である。変遷は、1609年：ジョージタウン建設 、

1783年：アメリカ合衆国独立である。承認は、1877年：インド帝国成立と 1931年：ウェストミンスター憲

章で、イギリス連邦を構成する本国と自治領が相互規定をする。1947 年：インド独立、1997 年：香港返還

である。◎領土 3550（万㎢?）、年代 1920、日本皇室 123 代大正天皇、最盛期皇帝ジョージ５世、世界人口

率 23.8(%）。領土 3370(万㎢?）、年代 1922年、日本皇室 123代大正天皇、人口 4.6（億万人）、世界人口 20.0(%）。  

 

イギリス帝国は、イギリスとその植民地・海外領土などの総称で、大英帝国ともいう。帝国は時代ごとの性質に

より、以下のように区分される。 

1.アイルランドや北アメリカ大陸に入植し、北米植民地およびカリブ海植民地との貿易を中心とした時代。 

2.アメリカ独立からアジア・アフリカに転じて最盛期を築いた 19 世紀半ばまでの自由貿易時代。 

3.自由貿易を維持しつつも、ドイツ帝国など後発工業国の追い上げを受け、植民地拡大を行った帝国主義時代。

4.西暦 20 世紀に入って各植民地が独自の外交権限を得たウェストミンスター憲章以後の時代（1209 年イングラ

ンドケンブリッジ創立）。一般に大英帝国とは、特に 3 と 4 の時代である。1 と 2 を「第 1 帝国」、3 と 4 を「第 2 帝

国」と呼び、後者の繁栄を象徴するものとしてある電信会社の海底ケーブルが挙げられる。 

 

３-２.北米・カリブ海の植民地進出 

 アメリカ大陸の植民地の初期は 1585 年および 1607 年で、プロテスタントが信仰の自由をもとめて新大陸に移

住した。北部は、プロテスタント、南部は、国教会・カトリックに色分けられた。ベイコンの反乱などにより黒人奴隷

への転換が行われた。1644 年、英蘭戦争でオランダが設立したニューアムステルダム植民地が英軍に占領され

てニューヨークとなった。それから、北アメリカ大陸東岸中央部はイギリス領となり、イギリス植民地の拡大が続い

た。 

 カリブ海の植民地では、黒人奴隷が人口の多数を占めた。これはプランテーション用労働力として移住させた

黒人奴隷をプランテーションで使用していた。アメリカ植民地の独立に際し、カリブ海植民地が同様の路線を採

らず、イギリス帝国に留まったこともこれに関係している。カリブ海の植民地は治安維持と奴隷の反乱防止にイギ

リス帝国の軍事力を必要とし、帝国の保護下を離れることは不可能であった。また、この時期のカリブ海の植民

地は、砂糖を中心とした保護貿易による豊富な資金を背景に、本国議会に一定の勢力を保っていた。 

  

３-３.アジア進出 

 イギリスは 1600 年に東インド会社を設立して、ジャワ島東部のバンテンに拠点を置いて香辛料貿易への食い

込みを図った。またマレー半島のパタニ王国やタイのアユタヤ、日本の平戸にも商館を置いて交易を行ったが、

いずれもオランダ東インド会社との競合に敗れて敗退した。イギリス東インド会社はインドに注力し、1612 年にス

ラトに商館を設置し、1639 年チェンナイ（マドラス）、1668 年ムンバイ、コルカタにも商館を設置した。この頃、フラ

ンスもインド東海岸のポンディシェリを拠点にインドに支配を拡大させ、英仏はインドで対立を深める。欧州で七

年戦争（1756 年－1763 年）が起こると、インドでも英仏間の戦争が始まった。 

 イギリスは、1818 年にはムガル帝国に代わってインドの最大勢力となっていたマラーター同盟を解体。1849 年

にはパンジャーブに勢力を張っていたシク教国を滅亡させ、ムガル皇帝まで傀儡化した。1877 年には、ヴィクトリ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8
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ア女王を皇帝とするインド帝国を成立させた。イギリス船はオランダ商館が置かれた長崎にまで来航し、フェート

ン号事件を起こしている。1815 年、イギリスはセイロン内陸部のキャンディ王国を征服してセイロン植民地を成立

させた。また三次に及ぶ英緬（えいめん）戦争によってコンバウン王朝を破り、1886 年にはビルマをインド帝国に

併合した。 

 イギリスは中国の広東開港によって 1711 年には広州に商館を設立し、中国茶を輸入する広東貿易に従事して

いたが、本国での紅茶ブームにより貿易赤字が急増したためインドのアヘンを中国に売り込み、清朝とアヘン戦

争（1839-1842年）を引き起こした。かつての大清帝国もイギリスの軍事力には勝てず、南京条約によって香港島

を割譲したほか、上海・アモイなどの沿海 5 港を開港させられた。さらにアロー戦争（1856 年～1860 年）でイギリ

スは九龍半島に支配を拡大させ、さらに多くの中国諸港を開港させた。 

 

3-4.アフリカ進出 

1795 年と 1806 年の二度にわたってケープ植民地を占領し、ナポレオン戦争終結後も結局オランダに返還し

なかった。1837 年にナタール共和国を創国し、トランスバール共和国（1852 年）とオレンジ自由国（1854 年）を

樹立した。1880 年代にケープ植民地首相セシル・ローズの主導の下で進出を開始した。1889 年にはイギリス南

アフリカ会社を設立してこの地方を植民地化した。1894 年には現在のジンバブエとザンビアに当たる地域にロ

ーデシア植民地を建設した。1912 年のアフリカ、フランスのアフリカ横断計画やポルトガルの『桃色の地図』と呼

ばれる「南アフリカ地域横断計画」に対抗して、イギリスはアフリカ縦断計画を進めた。 

 さらにトランスヴァールのヨハネスブルグにて金鉱が発見されると、ボーア人がドイツと結ぶ事を恐れたイギリス

は第 2 次ボーア戦争でボーア人国家を併合した。この戦争ではボーア人の激しい抵抗によってイギリス軍に少

なくない打撃を与えた。1910 年にはケープ、ナタール、トランスバール、オレンジ自由州の 4 州を合わせて自治

領南アフリカ連邦を創設した。https://www.weblio.jp/wkpja/content/大英帝国 

 

3-5.オセアニア進出 

ジェームズ・クックは、太平洋をくまなく探検し、オーストラリアの領有を宣言した。オーストラリア大陸は 1606 年

にオランダ人ヴァン・ディーメンによって「発見」されたが、オランダ人が植民を行うこともなく、1770 年、イギリス人

のジェームズ・クックが上陸、ボタニー湾と命名して領有宣言した。 

1788 年、最初の流刑植民団が送り込まれシドニーを創設した。1801 年、オーストラリア大陸一周航海によって

大陸の全貌が明らかになる。1828 年、大陸全土が英国領と宣言された。内陸部への植民が進むなかで原住民

アボリジニの大量虐殺が、しばしば発生した。1851 年、金が発見されてゴールドラッシュが起きたため、一般の移

民も増え、流刑はやがて廃止された。1901 年に、オーストラリア連邦が成立、自治領となった。ニュージーランド

は 1642 年にオランダ人タスマンが「発見」し、1840 年、イギリスが原住民マオリ族とワイタンギ条約を締結して植

民地とした。https://www.weblio.jp/wkpja/content/ 

1898 年、当時ハリファックス（カナダ）からネルソン (ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) まで世界横断した C&W のケーブル敷設事

業で、鉱産資源が産出する。ダーウィン (ﾉｰｻﾞﾝﾃﾘﾄﾘｰ)-アデレード-シドニー間の４区間だけ陸上を通ったこと

による。これらの鉱産資源は大英帝国の手中にあり、今日も英米系大企業が利権を維持している。第二次世界

大戦後、イギリスは超大国の地位からは離れ、各植民地を独立させることでイギリス連邦を発足させた。イギリス

最後の植民地は香港であり、1997 年の香港返還をもって一般的にイギリスでは、イギリス帝国の時代は終焉した

とされている。https://ja.wikipedia.org/wiki/。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/
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４.モンゴル帝国 

4-1.モンゴル帝国の拡大 

  

写真 4-1.モンゴル帝国の侵略図 写真 4-2.モンゴル帝国の版図 

 

写真 4-1はモンゴル帝国の侵略図である。写真 4-2はモンゴル帝国の版図である。公用語:モンゴル語。

首都:カラコルム。皇帝(大ハーン）は、1206～1226 年：チンギス・ハン（初代）、1206 年テムジンが大ハーンに推

戴されチンギス・カンを称す。1260～1294 年：フビライ（第 5 代）、1260 年フビライが大ハーン即位を一方的に宣

言する。1603～1634 年：リンダン・ハーン（最後）、 1368 年朱元璋の立てた明により中国の地を追われる。1634

年後金により滅亡した。 

最盛期は、つぎのとおりである。◎モンゴル帝国、領土 3300(万㎢?）、1279年 91代後宇多天皇、人口 1.1

（億万人）、世界人口 25.6(%）。モンゴル、領土 2645（万㎢?）、年代 1309、日本皇室 95代花園、最盛期皇帝

武宗、世界人口率 17.8(%）である。  

 

歴史は、次のように要約できる。1206 年、テムジンがモンゴルを統一、チンギス・カンを称し、モンゴル帝国建

国。1227 年、シルクロードの西夏を滅ぼす。チンギス・カン死去。1229 年、チンギス・カンの息子 オゴタイが第

2 代ハンに即位。1234 年、中国北部を占領していた金を滅ぼす。1235 年、チンギス・ハンの孫バトゥがロシアま

での遊牧民の世界を征服。1251～1253 年、モンケが第 4 代ハンに即位。1258 年、フレグ、バグダッドを征服し

アッバース朝を滅ぼす。1259 年、高麗を服属させる。 モンケが死去。1271 年、モンゴル帝国を元と改称、マル

コ・ポーロが大都を訪れる。1305 年、モンゴル帝国(元)が 5 つに分裂。1368 年、明の朱元璋によって、元朝最

後の皇帝トゴン・テムルはモンゴル高原に敗走、以降、北元と称される。1634 年、モンゴル高原は清の支配下に

置かれ、北元滅亡する。 

モンゴル帝国は中央アジアのモンゴル高原に興った遊牧民族のフビライ・ハンが築いた帝国である。フビライ

は強大な軍事力を背景に、ユーラシア大陸の東西世界を結ぶ広大な地域を支配する。１２世紀、モンゴル高原

では遊牧民の諸部族が争いを繰り返していた。モンゴル族のテムジンは 13 世紀初頭、諸部族を統一してチンギ

ス・ハン(ハンとは王の事)の称号を受けると、千戸制という軍事・行政制度を取り入れ、強大な軍を編成した。また、

契丹人(きったん)の耶律楚材(やりつそざい)を重用して、政治・経済の制度を整えていった。チンギスに率いられ

たモンゴル軍は、華北の金へ侵入し、西アジアのホラズム朝、中央アジアの西夏(せいか)を滅ぼした。 

第４代モンケ・ハンは、大ハン位を巡る内乱を経て、５カ国の分立へ。第５代ハンとなったフビライは、首都を大
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都(現在の北京)に移し、１２７１年に国号を元とすると、中国の南宋を滅ぼし、朝鮮の高麗を属国にした。元はや

がて分裂、そして滅亡へ。この結果、モンゴル帝国はフビライの元のほか、オゴタイ・ハン国、チャガタイ・ハン国、

キプチャク・ハン国、イル・ハン国の５国が並び立つ事となった。ユーラシアにおけるモンゴル帝国の支配は約１０

０年間続くが、中心をなす元では宮廷の内紛や腐敗、失政による経済破綻から被支配者である漢民族の不満が

高まった。これに飢饉や災害が加わり、元は崩壊への道を辿る。 

 

4-2.モンゴル帝国の残照 

中国からの視点で見たとき、北宋以来、数百年振りに中国の南北を統一する巨大政権が成立したため、遼(契

丹)や金の統治を受けた北中国と、南宋の統治を受けてきた南中国が統合された。チンギス・カン時代に金を征

服して華北を領土として以来、各地の農耕地や鉱山などを接収、対金戦で生じた荒廃した広大な荒蕪地では捕

獲した奴隷を使って屯田を行った。また大元時代に入る前後に獲得された雲南では、農耕地や鉱山の開発が

行われている。  

モンゴル政権では、モンゴル王侯によって自ら信奉する宗教諸勢力への多大な寄進が行われ、仏教や道教、

孔子廟などの儒教など中国各地の宗教施設の建立、また寄進などに関わる碑文の建碑が行われた。大元朝時

代も金代や宋代に形成された経典学研究が継続し、それらに基づいた類書などが大量に出版された。南宋末

期から大元朝初期の『事林広記』や大元朝末期『南村輟耕録』などがこれにあたる。朱子学の研究も集成され、

当時の「漢人」と呼ばれた漢字文化を母体とする人々は、金代などからの伝統として道教・仏教・儒教の三道に

通暁することが必須とされるようになった。鎌倉時代後期に大元朝から国使として日本へ派遣された仏僧一山一

寧もこれらの学統に属する。  

14世紀末の農民反乱によって中国には明朝が成立し、大元朝のモンゴル勢力はゴビ砂漠以南を放棄して北

方へ追われたが（北元）、明朝の始祖洪武帝（朱元璋）や紅巾の乱を引き起こした白蓮教団がモンゴル王族な

どから後援を受けていた仏教教団を母体としていることに象徴されるように、影響を受けていたことが近年

指摘されている。 

 

4-3.モンゴル帝国の歴史  

 １３世紀のユーラシア大陸では、東では南宋、西夏の対立が続き、西の方では十字軍とイスラム勢力が争って

いた。これらの争いは、それぞれの国の勢力弱体化のみならず、東西を結ぶシルクロード周辺の国々の国力が

低下するにも結びついていく。そんな時に現れたのがモンゴル帝国である。このモンゴル帝国の歴史は、モンゴ

ル系部族あるいはトルコ系部族の一部をテムジン（後のチンギス＝ハン）がまとめ上げた。1206 年、テムジンは部

族長会議の決定によりチンギス＝ハンの称号を受け取った。ハンとは、遊牧騎馬民族の間で最高権力者を意味

し、漢字では「汗」と書く。このハンにテムジンが即位したことによりモンゴル帝国が成立した。チンギス＝ハンは、

シルクロード沿いの国家に狙いを定めた。1211 年、金に攻撃を仕掛け滅亡寸前まで追い込んだ。 

 １２１７年には、ナイマン部の支配地を攻撃した。１２21 年にはホラズムを、１２２７年には西夏を滅ぼした。チン

ギス＝ハンが滅ぼした国や部族は、ここまででである。ナイマン部、ホラズム、西夏。１２２７年、再度、金を攻略し

たが、その半ばチンギス＝ハンは病死した。１２３４年、金を征服。西夏も征服しているので華北の支配完了後に

西側に移動した。。1236～1242 年、チンギス＝ハンの孫バトゥにより、ヨーロッパに達するまで侵略の手を伸ばし

た。フビライ＝ハンは 1254 年に大理国を滅ぼし、高麗も服従させる。1258 年チンギス＝ハンの孫のフラグは、ア

ッバーズ朝を滅し、巨大な帝国になった。チンギス＝ハンの時代に、すでに支配領域の一部を息子達に分け与
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えるということをやっていた。 

 こうして、モンゴル帝国の皇帝のもと、チンギス＝ハンの子孫が支配する国々が連合するという形になった。１２

６０年、第５代元 初代皇帝に即位するのがフビライ＝ハンである。彼は、中国の支配に力を入れたが、ハイドゥ

は、フビライの即位に反対した。彼らフビライの即位に反対する者たちは反乱「ハイドゥの乱」を起した。この内乱

は３０年余り続き、これがもとで今までモンゴル皇帝のもとにチンギス＝ハンの子孫が支配する３ハン国々が連合

するという形から、事実上分裂した。 

 フビライ＝ハンは、今まで以上に中国支配に力を注ぐことになる。1264 年、都を大都（だいと）、今の北京に遷

都。１２７１年、中国風に国号を「元」としした。1274 年文永の役。1279 年、南宋を滅ぼした。１２８１年、「弘安の

役」。いわゆる元寇である。元は、日本の他にもヴェトナムやジャワなどにも侵攻し失敗している。そして、この元

もフビライが亡くなると弱体していく。 

 

4-4.ウルスの分立 

第４代モンケ＝ハンの死後はハイドゥの乱が起こり、乱後は宗家フビライ＝ハンが統治しモンゴルと中国を領

土とする元帝国と、フラグの建国したイル＝ハン国、バトゥの建国したキプチャク＝ハン国、チャガタイを祖とする

チャガタイ＝ハン国の３ハン国（ウルス）とに分かれることとなった。しかし、あくまで元の皇帝。が大元ウルスのハ

ン（カアンとも称した）が宗主権をもっており、モンゴル帝国としての一体性は維持されていた。 

現在は「４ハン国に分裂」とは言わない。かつてはイル＝ハン国、キプチャク＝ハン国、チャガタイ＝ハン国と

共に、オゴタイを祖とするオゴタイ＝ハン国があり、「４ハン国」と言われ、またそれぞれが独立性が高くモンゴル

帝国は分裂していた。現在はオゴタイ＝ハン国の実体は無かったとされ、３ハン国とする説が有力である。「４ハ

ン国」と「オゴタイ＝ハン国」の記述が消滅した。また、3 ハン国は互いに対立したが、いずれも元を宗主国として

いるので、モンゴル帝国としての一体性は維持され、モンゴル帝国（ウルス）は分立した。 

 

５.ロシア帝国 

5-1.ロシア帝国の概要 

 

  

写真 5-1.ロシア帝国の版図図 写真 5-2.ロシアの領土拡大地写真 
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写真 5-1 はロシア帝国の版図図である。写真 5-2 はロシアの領土拡大地写真である。公用語:ロシア語。

首都、1713～1728 年：サンクト・ペテルブルクに建てられた。1728～1730 年：モスクワ、1730～1914 年：サンクト

ペテルブルク、1914～1917 年：ペトログラード。皇帝（インペラートル）は、1682～1725 年：ピョートル１世、1894～

1917 年：ニコライ 2 世である。大臣会議議長は、1905～1906 年：セルゲイ・ヴィッテ、1917～1917 年：ニコライ・ゴ

リツィンである。面積：1914 年 2280 万 km² 、人口：1914 年 16570 万人である。変遷、1547 年成立、1917 年９

月 14 日革命によりロマノフ王朝は滅亡した。ロシアについては、ロシア帝国、領土 2280(万㎢?）、年代 1866 年、

121 代孝明天皇、人口 1.8（億万人）、世界人口 9.8(%）。ロシア、領土 2280（万㎢?）、年代 1895、日本皇室 122

代明治、最盛期皇帝ニコライ 2 世、世界人口率 15.3(%）を参考にした。  

ニコライ２世のロシア帝国は、日本の日露戦争勝利の後、革命で倒れる。ロシア帝国は、1721～1917 年の間

である。ロシア本土を始め、フィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、カフカーズ、

中央アジア、シベリア、外満州などのユーラシア大陸の北部まで広く支配していた。帝政ロシア（ていせいロシア）

とも呼ばれる。通常は 1721 年のピョートル 1 世即位からロシア帝国の名称を用いることが多い。統治王家のロマ

ノフ家にちなんでロマノフ朝とも呼ばれるが、こちらはミハイル・ロマノフがロシア・ツァーリ国のツァーリで即位した

1613 年を成立年とする。 

   

5-2.ロシア帝国の概要と呼称 

君主がツァーリを名乗ったそれ以前のロシア・ツァーリ国においても「ロシア帝国」と翻訳されることがあるが、ロ

シア語では「ツァーリ」（本来は東ローマ皇帝を指したが、やがて一部の国の王、ハーンなどを指す語となった）と

「インペラートル」（西欧に倣った皇帝を指す語）は異なる称号であるため、留意を要する。1721 年、帝政はツァ

ーリ・ピョートル 1 世が皇帝（インペラートル）を宣言したことに始まり、第一次世界大戦中の 1917 年に起こった二

月革命でのニコライ 2 世の退位によって終焉する。 領土は、19 世紀末の時点において、のちのソヴィエト連邦

の領域にフィンランドとポーランドの一部を加えたものとほぼ一致する面積 2000 万 km2 超の広域に及び、1 億を

越える人口を支配した。首都は、1712 年まで伝統的にモスクワ国家の首府であったモスクワから 1713 年にサン

クトペテルブルクに移された以降、帝国の終末まで帝都となった。  

政治体制は皇帝による専制政治であったが、帝政末期には国家基本法（憲法）が公布され、国家評議会とド

ゥーマからなる二院制議会が設けられて立憲君主制に移行した。２０１９年６月１５日、世紀初めの陸軍の規模は

平時 110 万人、戦時 450 万人であり、ヨーロッパ最大であった。海軍力は、長い間、世界第３位であったが、日

露戦争で大損失を出して以降は世界第６位となっている。ロシア帝国の臣民は貴族、聖職者、名誉市民、商人・

町人・職人、カザークそして農民といった身分に分かれる。貴族領地の農民は人格的な隷属を強いられる農奴

であり、ロシアの農奴制は 1861 年まで維持された。シベリアの先住民や中央アジアのムスリムそしてユダヤ人は

異族人に区分される。 

  

5-3.ロシア帝国の国土の勢力圏 

20 世紀はじめ時点のロシア帝国の規模は、世界の陸地の 1/6 にあたる約 2280 万 km2 に及び、イギリス帝国

の規模に匹敵した。この当時は人口の大半がヨーロッパのロシア領に居住していた。100 以上の異なる民族がお

り、ロシア人は人口の約 43%を占めている。1917 年以前、ロシア帝国はウクライナの大部分（ドニプロ・ウクライナ

とクリミア）、ベラルーシ、モルドバ（ベッサラビア）、フィンランド、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、中央ア
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ジア諸国のカザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、リトアニア、エストニアと

ラトビアの大部分である。さらに、ポーランド（ポーランド王国）とアルダハン、アルトヴィン、ウードゥル、カルスの

相当の部分、そしてオスマン帝国から併合したエルズルムの北東部を含んでいた。1860～1905 年、ロシア帝国

は、トゥヴァ（1944 年に併合）、カリーニングラード州（第二次世界大戦後にドイツより併合）、そして、クリル列島を

除く現在のロシア連邦の全領土を支配した。サハリン州南部（南樺太、第二次世界大戦後に実効支配）は、1905

年のポーツマス講和条約により日本戦争の終結でに割譲されている。  

 

5-4.ロシア帝国の国土の植民地 

シベリア（ロシア人の入植によりロシア本土と同化）ウラル地域、シベリア地域（狭義）、極東地域。中央アジア、

ロシア領アメリカ-北アメリカのアラスカを領有していた。1867 年、アメリカ合衆国に売却している（アラスカ購入）。

天津租界地：1858 年の天津条約により清から獲得。漢口租界地：1858 年の天津条約により清から獲得。旅順租

借地：1898 年に清から獲得。大連租借地：1898 年に清から獲得した。 

 

5-5.国土の歴史 

1613 年に全国会議（ゼムスキー・ソボル）がミハイル・ロマノフをツァーリに選出したことによって 300 年続くこと

になるロマノフ朝が開かれた。その孫にあたるピョートル 1 世（在位 1682～1725 年）は近代化改革を断行して、

専制体制を確立させた。1721 年、バルト海の支配権をめぐる北方戦争（1700～1721 年）に勝利したピョートル１

世に対して、元老院と宗務院が「皇帝」（インペラートル）の称号を贈り、国体を正式に「帝国（インペラートルの

国）」と宣言し、対外的な国号を「ロシア帝国（インペラートルの国）」と称したことにより、ロシア帝国が成立する。  

 ピョートル１世の死後、女帝と幼帝が続き、保守派によって改革が軌道修正されることもあったが、ロシアの領

土と国力は着実に増しており、ピョートル１世の娘の第 6 代ロシア皇帝のエリザヴェータ（在位 1741～1762 年）の

時代に参戦した七年戦争（1756～1763 年）ではプロイセンを破滅寸前に追い込んでいる。アレクサンドル１世の

急死によって即位したニコライ 1 世（1825～1855 年）はその直後にデカブリストの乱に直面した。乱を鎮圧したニ

コライ 1 世は「専制、正教、国民性」の標語を掲げて国内の革命運動・自由思想を弾圧、国外でも反革命外交政

策をとった。オスマン帝国との戦争に勝利してバルカン半島への影響力を広げたが、治世末期のクリミア戦争

（1853～1856 年）では英仏の介入を招く結果となった。  

ニコライ１世は戦争中に死去しており、帝位を継いだアレクサンドル 2 世(1855～1881 年)は不利な内容のパリ

条約の締結を余儀なくされた。アレクサンドル 2 世はロシアの後進性を克服するための改革を志し、1861 年に農

奴解放令を発布したが、地主貴族に配慮した不十分なもので社会問題は解消されなかった。これ以外にも地方

行政・司法・教育・軍制の諸改革が実施され、一連の改革は大改革と呼ばれる。オスマン帝国との露土戦争 

(1877～1878 年)に勝利してバルカン諸国の独立を実現させるとともに、バルカン半島への影響力も拡大するが、

警戒した列強国の干渉を受け、ベルリン会議で譲歩を余儀なくされている。国内の知識人の間では革命思想が

広がり、ナロードニキ運動が起こった。政府はこれを弾圧するが、アレクサンドル 2 世は革命派の爆弾テロで暗殺

された。  

 

6.大清帝国 

6-1.大清帝国の拡大過程と国号・読み方 
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図 6-1.大清帝国の版図 図 6-2.大清帝国の拡大過程図 

 

図 6-1は大清帝国の版図である。図 6-2は大清帝国の拡大過程図である。公用語 満州語・モンゴル語・漢語。

首都：盛京（ムクデン）（1616 年-1644 年）、北京（1644 年-1912 年）。期間 1616～1912 年。皇帝：1616～1626 年 

太祖 天命帝、1908～1912 年宣統帝。1616 年 2 月後金成立、1636 年 5 月 12 日、国号を清と改称。内閣総理

大臣：1911～1911 年慶親王奕劻、1911～1912 年袁世凱。規模は領土 1310(万㎢?）、年代 1760 年、日本皇室

118 代後桃園、人口 3.8（億万人）、世界人口の 36.6%。および 最盛期 1790 年、日本皇室 117 代後桜町。面積

14.7(百万 km2)、世界の面積割合 8.79(%)、1851 年最大人口 432.2(百万人) である。 

大清帝国、または清（しん）は、1616 年に満洲において建国され、1644 年から 1912 年まで中国とモンゴルを

支配した最後の統一王朝である。首都は盛京（瀋陽）、後に北京に置かれた。満洲族の愛新覚羅氏（アイシンギ

ョロ氏）が建てた征服王朝で、満洲語で大清国といい、中国語では大清と号した。清朝、清国、清王朝ともいう。 

  

6-1.大清帝国の国号・読み方 

1.漢民族の宋が女真族の金によって南方に追われたことがあったため、明に「後金」という国号を警戒されること

を恐れて、金と同音異字の「清」としたという説。 

2.五行説にもとづくという説。明が「火徳」であることから、それにかわる「水徳」を表す「氵」と、『周礼』で東を象徴

する色とされる「青」を組み合わせ、中原進出の意味を込めたというもの。 

3.「大清」という国号はモンゴル語「daicin」からの転写である。大＋清という国名ではない。「daicin」という言葉は

「戦士」を意味していたので、「大清国」は「戦士の国」とする説がある。 

 

6-2.大清帝国の勃興 

1616 年建州、女真族族長のヌルハチが金（後金）を建て、満洲文字を制定し女真人が発展するための基礎を

築いていた。首都はヘトゥアラ。1619 年、ヌルハチがサルフの戦いで明軍を破ると、後金国の勢力圏は遼河の東

方全域に及ぶに至った。1636 年に女真族、モンゴル人、漢人の代表が瀋陽に集まり大会議を開き、皇帝として

即位するとともに、女真の民族名を満洲（Manju）に改めた。  

中国では、“李自成の乱”によって北京が攻略されて明が滅んだ後、明の武将だった呉三桂の援軍の求めに

応じたﾇﾙﾊﾁは、万里の長城を越えて李自成を破った。１６４４年、清は首都を北京に遷し、中国支配を開始した

https://ja.wikipedia.org/wiki/1616%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%A2%E3%83%A9
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（「清の入関」）。清は、初め 2 代・崇徳帝の死後、摂政王ﾄﾞﾙｺﾞﾝ（Dorgon、ﾇﾙﾊﾁの 14 子）、のち成長した順治帝

（崇徳帝の９男）の親政によって、明の制度を取り入れて国制を整備した。科挙などの明の制度を存続させるな

ど、明の衣鉢を継ぐ正当（正統）な中華帝国であることを前面に出していた事が考えられる。1659 年、儒学者の

朱舜水は、日本へ亡命。１６６１年、鄭成功は、台湾のｵﾗﾝﾀﾞ人を駆逐し東寧王国を建てる。１６８３、東寧王国は、

清により滅亡。清は台湾を領有した。 

 

6-３.大清帝国の最盛期 

１８世紀の康熙帝・雍正帝・乾隆帝の３代に清は最盛期を迎えた。康熙帝は、即位後に起こった三藩の乱を鎮

圧し、鄭氏の降伏を受け入れて台湾を併合し福建省に編入、清の中国支配を最終的に確立させた。対外的に

はロシアとネルチンスク条約を結んで東北部の国境を確定させ、北モンゴルを服属させ、チベットを保護下に入

れた。康熙帝は、北モンゴルに侵入したｼﾞｭﾝｶﾞﾙ部のｶﾞﾙﾀﾞﾝを破った。黒竜江から新疆、チベットに及ぶ現代の

中国の領土がほぼ確定した。清は、少数の満洲族が圧倒的に多い漢民族を始めとする多民族と広大な領土を

支配した。清は、省と呼ばれた旧明領と皇帝直轄領としてたため、明の制度が維持された。さらに、藩部と呼ば

れた南北モンゴル・チベット・東トルキスタン・ジュンガリアといった西域ではそれぞれモンゴル王侯、ダライ・ラマ

が長であるガンデンポタン、ベグといった土着の支配者が取り立てられ間接統治が敷かれ、理藩院に管轄され

た。重要な官職には漢民族と同数の満洲族が採用されてバランスを取った。雍正帝の時代には皇帝直属の最

高諮問機関軍機処が置かれ、皇帝独裁制の完成した。 

１８４０年、アヘン戦争。イギリス、香港島を割譲。1856 年、アロー戦争。イギリス、九龍を割譲。ロシアは外満州

を割譲。1874 年、日本、台湾に出兵。1879 年、日本は沖縄県を設置。琉球王国は滅亡。1884 年、清仏戦争勃

発。フランスはベトナム全土を植民地化。1894 年、日清戦争に敗れた清は、朝鮮の独立を承認、台湾と澎湖諸

島が日本に割譲される。1900 年、義和団事件（北清事変）。1904 年、日露戦争。変遷は、1911 年 12 月 モンゴ

ルが独立を宣言。1912 年 2 月、清朝滅亡。 

 

７.アメリカ帝国 

7-1.アメリカ合衆国の概要 

 
 

写真 7-1. アメリカ合衆国の版図図 写真 7-2.アメリカ合衆国の地理 

 

写真 7-1はアメリカ合衆国の版図図である。写真 7-2 はアメリカ合衆国の地理である。公用語は英語。首

https://ja.wikipedia.org/wiki/1659%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%B1%E8%88%9C%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1661%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E6%88%90%E5%8A%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E6%B0%8F%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E5%8F%B0%E6%B9%BE)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1840%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%B3%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1856%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%BE%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%BA%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%BA%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1874%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%87%BA%E5%85%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1879%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1884%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E4%BB%8F%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/1894%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%B8%85%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1900%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%92%8C%E5%9B%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1904%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%9C%B2%E6%88%A6%E4%BA%89
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都:ワシントン D.C.。最大の都市:ニューヨーク。現在の政府大統領は ドナルド・トランプである。面積:9,63 万

km2（4 位）。水面積率：4.9%。人口：総計（2018 年）32783 万人（3 位）。人口密度 33.7 人/km2。独立宣言：1776

年 7 月 4 日。承認：1783 年 9 月 3 日。南北統一は 1865 年 4 月 9 日である。1899 年マッシリー大統領当時は、

当時は今のアメリカ＋フィリピンの面積 9,67 万㎢。世界人口率 6.5%である。１８９９年は、日清戦争と日露戦争の

間になる。 

創建立: 1776 年 7 月 4 日。人口: 325.72 百万 (2017)。現在の面積: 983.4 万 km² (379.7 万 平方マイル)。

首都: ワシントン D.C.。公用語：英語。最大の都市：ニューヨーク。大統領：ドナルド・トランプ。面積：総計

9,628,000km2（4 位）。水面積率 4.9% 。人口総計（2018 年）327,830,000 人（3 位）。人口密度：33.7 人/km2 であ

る。   

アメリカ帝国（American Empire）とは、アメリカ合衆国の政治的、経済的、軍事的、文化的な影響力を指す用

語。またアメリカ合衆国が事実上、または比喩的に帝国または帝国主義であるとみなす立場からも使用されてい

る。日本語の略称は、米帝（べいてい）という。アメリカ帝国の概念が最初に普及したのは、1898 年の米西戦争と、

それに続く、フィリピンの併合（米比戦争）からである。アメリカ帝国主義という言葉は、帝国主義を肯定的にとら

えるアメリカ新世紀プロジェクトなどのアメリカ合衆国の新保守主義者、植民地主義に反対し独立を支持するアメ

リカ国内や国外の勢力、あるいは社会主義や共産主義などの立場などから使用されている。  

1898 年の米西戦争では、アメリカ合衆国はフィリピン・グアム・プエルトリコを獲得し、キューバを保護領とした。

戦争前にはスペインの劣悪な原住民支配を批判し、世論も戦争に賛成したが、獲得後は逆に各国の独立運動

を弾圧した。キューバは事実上、アメリカ合衆国の支配下におかれた。  

 

19 世紀以降 

18 世紀にはスペイン・ポルトガル・オランダ・イギリス・フランスなど歴代のヨーロッパ列強が、帝国主義的拡張

や植民地主義を行っていた。 アメリカ合衆国は 1776 年に独立したが、18 世紀前半はマニフェスト・デスティニ

ー的な地続きの領土拡張を行っていた。また、イギリスからの独立を掲げて果たした事もあり、植民地主義には

反対し、独立に賛成する世論が強かった。 1846 年からの米墨戦争などで現在の合衆国本土域が確定した後

に、中央アメリカへの干渉を本格化し、1909 年からのニカラグア干渉では政府を転覆させ占領を行った。 1898

年の米西戦争とパリ条約により、スペイン帝国は西インド諸島と太平洋におけるほとんどの植民地をアメリカへ割

譲し、アメリカ合衆国による植民地獲得競争への参加が本格化した。  

以下は、過去または現在においてアメリカ合衆国領、及び保護国であった地域である。 アラスカ：1867 年ロシ

ア帝国から 720 万米ドルで購入、1959 年にアラスカ州へ昇格。グアム：1898 年パリ条約によりスペインから割譲、

1941 年日本軍占領、1944 年アメリカ領復帰、1950 年アメリカ自治的未編入地域（自治領）。フィリピン：1898 年

パリ条約によりスペインから割譲、米比戦争により第一共和国を併合、植民地化。1934 年自治領、1943 年独立

（第二共和国）、1945 年アメリカ自治領復帰、1946 年独立（第三共和国）。 

〇キューバ：1902 年プラット修正条項によりグアンタナモとバイアオンダを租借（事実上の保護国化）、1934 年

プラット修正条項廃止、1940 年新憲法施行、1952 年フルヘンシオ・バティスタが独裁政権を立てるも 1959 年フ

ィデル・カストロとチェ・ゲバラに追われキューバ革命が起る。 

〇ハワイ諸島：1893 年アメリカ人農場主らがクーデター、1894 年ハワイ共和国成立、1898 年アメリカ自治的編

入地域（準州）、1959 年にハワイ州へ昇格。パナマ運河地帯： 1903 年パナマ運河条約により租借（千日戦争も

参照）、1999 年パナマに返還。ハイチ：1915 年アメリカ軍が占領、1934 年撤退。ドミニカ共和国：1916 年アメリカ
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軍が占領、1922 年撤退。西アフリカのリベリアは、アメリカ合衆国からアフリカへの解放黒人奴隷の送還と植民に

よる「リベリア植民地」が母体となり建国され、1847 年の独立ではアメリカ合衆国憲法を基本とした憲法を制定し

たが、アメリカ合衆国から植民した「アメリコ・ライベリアン」が、原住民に圧制を敷いた。  

現在：冷戦がソ連崩壊で終結した後は、アメリカ合衆国が「唯一の超大国」となった。後述のように、親米ならど

んな圧制国でも“自由で民主的”と存在が容認され、反米ならその国の国民の自由意志により立てられた政権で

あっても“世界平和と民主主義の敵で討ち果たされるべき存在”というレッテルが貼られることになった。民衆によ

り独裁体制が打ち倒された後の独裁者は、親米であればアメリカの庇護を受ける事が出来たが、イスラム原理主

義、共産主義など反米の場合はそのまま放逐され、また、処刑される者もあった。  

軍事侵攻：1950 年 朝鮮戦争、1960 年 ベトナム戦争、1965 年 ドミニカ侵攻、1989 年 パナマ侵攻、2003 年 

イラク戦争、2011 年リビア内戦、2014 年 過激派組織 ISIL 攻撃と 2018 年 シリア動乱への介入、攻撃。非軍事

的な干渉：1959 年から 1961 年 キューバで「ブルータス作戦」とキューバ計画である。 

1964 年 トンキン湾事件、2011 年 パレスチナ自治政府の加盟に反発し、国際連合教育科学文化機関への拠

出金停止、2012 年 イランの核開発問題に絡み、同国からの原油輸入拒否を各国に強要、従わない国への制

裁を予告。2000 年代よりベネズエラのウゴ・チャベスは、折に触れてアメリカの帝国主義的政策に対する批判を

繰り返し、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体の結成を主導した。  

アメリカ合衆国は北アメリカ大陸の中央、北西に位置する巨大な国である。国土面積は約 960 万平方キロ（ロ

シアの約半分、中国とほぼ同じ）であり、人口は 3 億人以上(中国、インドに続いて世界第 3 位)である。広大な郊

外を持つ人口密集都市と巨大で、無人の美しい大自然地域の両方を兼ね備えている。１７世紀から始まる集団

移民の歴史を持つアメリカは、世界各国からの文化のるつぼと言われている。 

 

7-2.アメリカ合衆国の独立戦争 

1775 年に勃発した独立戦争は、アメリカが植民地司令官ジョージ・ワシントンの善戦に加え、英帝国の弱体化

に臨み、一般に植民地側に同情的だったフランスなどのヨーロッパ諸国や義勇軍が助力参戦し、1783 年のパリ

条約でイギリスはアメリカ合衆国の独立を承認。イギリス第一帝国は崩壊し、以後、イギリスは植民地化の主眼を

インドへと向けた。アメリカ経済のイギリス経済への従属は、第 2 次米英戦争まで継続することとなる。 

 

7-3.アメリカ合衆国の独立後 

アメリカ合衆国独立後、カナダは 1848 年に自治権を認められ、1867 年にはオタワに連邦政府が置かれた。

そして、1926 年に外交権を付与されて完全にイギリスから独立した。イギリス君主を国家元首に戴きた。イギリス

は南アメリカ大陸には殆ど領土を持たなかったが、大陸北岸に 1814 年にオランダより獲得したイギリス領ギアナ

を持っていたに過ぎない。これは南アメリカがスペインの強固な支配下にあったためである。19 世紀には、ﾍﾞﾈｾﾞ

ﾗ、ペルー、ﾌﾞﾗｼﾞﾙなど、南アメリカ諸国が次々と独立革命を起こし、独立を果たすが、政治上の混乱と脆弱な経

済を持つ新独立国群はイギリスの経済上の支配に甘んずることとなった。 

 

８.ポルトガル王国・ブラジル帝国 
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8-1.ポルトガルの概要 

写真 8-1はポルトガル王国・ブラジル帝国の版図で

ある。公用語：ポルトガル語。首都：リスボン。政府：大統

領 マルセロ・レベロ・デ・ソウザ、首相：アントニオ・コス

タ。面積：総計 91,985km2、水面積率 0.5%、人口：総計

（2009 年）約 10,64 万人（75 位）、人口密度 114 人/km2 

である。独立：1128 年レオン王国より独立、1139 年ポルト

ガル王国成立、1143 年、ポルトガル王国が、カステリア

王国から独立した。  レオン王国国王が承認。1179 年

ローマ教皇が承認。 

最盛期のポルトガル帝国について、〇領土 1040 (万

㎢?)、年代 1815 年、日本皇室 119 代光格天皇、人口

1.1(億万人）。◎領土 851(万㎢?）、年代 1889 年、日本皇室 122 代明治天皇、最盛期ドン=ペドロ 2 世、世界人

口率 5.7(%）。面積 10.4(百万㎢)、世界の面積割合 6.98 (%)、最盛期 1815 年、日本皇室 119 代光格天皇。 

ポルトガル海上帝国は、15 世紀以来ポルトガル王国が海外各地に築いた植民地支配及び交易体制を指す。

新大陸発見後はトルデシリャス条約によりスペインと世界を二分した。領域支配より交易のための海上覇権が中

心であったので、このように呼ばれる（オランダ海上帝国も同様である）。それゆえ、既存の大国であったアステカ

帝国やインカ帝国の、それぞれの中心地域であったメキシコおよびペルーにおける領域支配を中心としたスペ

インの場合は、とくに「海上帝国」とは言わない（スペイン帝国）。  

ポルトガル海上帝国は、15 世紀以来ポルトガル王国が海外各地に築いた植民地支配及び交易体制を指す。

新大陸発見後はトルデシリャス条約によりスペインと世界を二分した。領域支配より交易のための海上覇権が中

心であったので、このように呼ばれる（オランダ海上帝国も同様である。それゆえ、既存の大国であったアステカ

帝国やインカ帝国の、それぞれの中心地域であったメキシコおよびペルーにおける領域支配を中心としたスペ

インの場合は、とくに「海上帝国」とは言わない（スペイン帝国）である。16 世紀のポルトガル領を築いたのは、ポ

ルトガルの海上発展の基礎を築いた航海王子と称されるエンリケ王子（生没年 1394-1460年）であった。航

海術や探検に興味をもったエンリケ王子は航海学校を興して、多くの航海者を育て、大西洋上のカナリア諸

島（現スペイン領）、やアゾレス諸島の探検に派遣、またアフリカ西海岸の探検を着実に進めて行った。  

 

９.おわりに 

帝国とは、国家（民族、宗教、経済、文化、その他国家を国家たらしめる定義）の更なる発展、及び他勢力から

の防衛を目指すのには、強い軍隊とそれを支える国力（富国）が必要で、そのための資源・労働力を確保（植民

地政策）し、それらを活用して更なる増強（殖産興業）を計ることをを目的とする。ここに過剰な排他主義、つまり

他民族、他宗教などへの異常な弾圧が加わったものがファシズムなどと呼ばれる。  

「1870 年代から 20 世紀」の帝国主義には、とりわけ同時期に起きている「産業革命」による影響もあり、市場経

済を背景とした経済力・産業力の裏打ちがなければ、敵対国と対等になりえないという時代である。1870 年代以

降は植民地政策における後進国ドイツが、多くの植民地を持つイギリスなどと植民地の配分を巡って対立しあう

図式（ビスマルク体制の崩壊）で、ヨーロッパにおける主導権争いという側面がとても強い。戦争を正当化する過

 

写真 8-1.ポルトガル王国・ブラジル帝国の版図 
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程で国民国家、民族主義が唱えられ、統一された国民･民族の背景として宗教･思想･教育・経済観・歴史観など

が政治的に定義付けられていった。 

 多くの戦争を経て最有力となっていくイギリスと、次第に力を付けるアメリカを中心とする勢力図は、それ以外の

国家・民族から見れば多くの矛盾を抱えており、ヨーロッパのみならずアジアなど世界の中小勢力に燻っていた

国粋主義、原理主義、民族主義などを併呑して、衝突したのが２度目の世界大戦である。 

 

表 9-1.歴史上の領土、年代、人口と世界人口率 図 9-1.歴史上の領土広いの帝国ランク 

 

 

 

表 9-1 は歴史上の領土、年代、人口と世界人口率である。図 9-1 は歴史上の領土広いの帝国ランク

である。 

 

 

 

図 9-2.歴史上の最も人口の多い帝国のランク 図 9-3.歴史上の世界人口率の多い帝国のランク 

 

図 9-2 は歴史上の最も人口の多い帝国のランクである。図 9-3 は歴史上の世界人口率の多い帝国の

ランクである。 
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表 9-2.歴史上の帝国領土の年代、人口と人口率 図 9-4.歴史上の帝国領土のランク 

 

 

 

表 9-2 は歴史上の帝国領土の年代、人口と人口率である。図 9-4 は歴史上の帝国領土のランクであ

る。 

 

  

図 9-7.帝国最大領域の帝国世界の面積 図 9-8.帝国最大領域の帝国世界の最盛期 

 

図 9-7 は帝国最大領域の帝国世界の面積である。図 9-8 は帝国最大領域の帝国世界の最盛期であ

る。 



18 

 

18 

 

  

図 9-9.帝国世界の面積の割合 図 9-10.帝国世界の最大人口 

 

図 9-9 は帝国世界の面積の割合である。図 9-10 は帝国世界の最大人口である。 

 

 

 

表図 9-1.人類歴史上、帝国の最盛期の表と図 

 

表図 9-1 は人類歴史上、帝国の最盛期の表と図である。 

 

表図 9-2.人類歴史上、最も征服した面積 
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表図 9-2 は人類歴史上、最も征服した面積である。 

 

表 9-3.イスラムの帝国 

イスラム帝国 後ウマイヤ朝 ファーティマ朝 ムラービト朝 ムワッヒド朝 

アイユーブ朝 セルジューク朝 マムルーク朝 ティムール帝国 サファヴィー朝 

ムガル帝国 オスマン帝国    

 

表 9-4.中国の帝国 

隋王朝 唐王朝 元王朝   

 

表 9-5.遊牧民の帝国 

匈奴・突厥な 匈奴 フン エフタル 突厥 

モンゴル帝国 ティムール帝国 ムガル帝国   

 

表 9-6.その他の地域 

マラーター同盟 マリ帝国 ソンガイ帝国 カネム・ボルヌ帝国 トンガ帝国 
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