
2018年度 東海大学

現代教養－基礎教養科目

人文科学における歴史学

担当：馬場 弘臣

惣じて学問は飛耳長目之道と荀子も申し候。此国に居て、見
そ う ひ じ ちよう も く じゆん し そうろう

ぬ異国之事をも承り候は、耳に翼出来て飛び行き候ごとく、今之

世に生れて、数千載の昔之事を今目にみるごとく存じ候事は、長き
す う せ ん ざ い

目なりと申す事に候。されば見聞広く事実に行わたり候を学問と申

す事に候故、学問は歴史に極まり候事に候。

「徂徠先生答問書 上」『荻生徂徠全集』第一巻

学生証番号

氏 名



目 次

………………………………№01 歴史とは何か？歴史学とは何か？ 01

……………………………………………………………………№02 時代区分論 03

………………………………………………№03 歴史を研究するということ 06

………………………………………………………………………………№04 歴史学と史料 08

……………………………………№05 歴史の   江 時代とは？  10

【参考文献】

・E.H.カー『歴史とは何か』岩波新書 1962.02

・岡田英弘『歴史とはなにか』文芸春秋 2001.02

・永原慶二『20世紀 日本の歴史学』吉川弘文館 2003.03

・小田中直樹『歴史学ってなんだ？』PHP新書 2004.02

・山内昌之『歴史学の名著30』ちくま新書 2007.04

・喜安朗 成   岩崎稔『 ちすくむ歴史 E.H.カー『歴史とは何か』から50年』せ

りか書房 2012.05

・山内昌之『歴史とは何か 世界を俯瞰する力』PHP文庫 2014.10

・楠家重敏『「歴史とは何か」の歴史』晃洋書房 2016.02

・大学の歴史教育を考える会『わかる・身につく 歴史学の学び方』(シリーズ 大学生の

学びをつくる) 大月書店 2016.11

人文科学における歴史学 〔現代教養 基礎教養科目〕

2018年6月1日発行

編著者 馬場 弘臣

〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1

東海大学実験棟Ｆ館２階 教育開発研究センター第１研究室

℡：0463-58-1211 (内線)5230

e-Mail：h.baba@tokai-u.jp

URL：http://www.ihmlab.net/tweet/

（情報史料学研究所）



1

2018年度 基礎教養科 …  科学における歴史学①〔担当： 場〕

歴史とは何か？ 歴史学とは何か？

Ⅰ．人文科学・社会科学・自然科学
「人文科学」とはなんだろうか。「社会科学」なら「社会」について「科学的」に考えることなのだ

ろうと想像がつくだろう。社会学はもちろん、法学や経済学、心理学などは、さまざまな社会の仕組
みについて考え、理論化することであるとすれば、それを学ぶことが実生活を成り立たせていく上で
が必要であろうことは容易に理解できる。

さらに「科学」といえば、「自然科学」を思い浮かべることが一般的であろう。私たちの文明を支え
ているさまざまな技術は、自然科学の知識なくしてはありえないのであるから、それを学ぶことの意
義については改めて言うまでもないであろう。

それらに比べれば、「人文科学」という言葉には、とくに実生活に対する有益性という意味では実用
度が低いものと思われがちである。

「人文」とは、そもそも中国の古典である『易経』に登場する言葉である。『易経』では人間の知識
を天文・地文・人文の３つに分類し、それらの世界全体（森羅万 象 という）を理解しようというとき、

しん ら ばんしよう

人間に関わる文化のあり方や文明の種類に関する研究の総体を「人文」と呼んだ。だから、明治時代
に 本が 洋の学問を輸 したとき、Humanity の訳語を「人文」としたのはこの言葉に基づく。

また、「科学」もScienceの訳語として用いられた言葉だが、Scienceはもともとラテン語のScienti
aを語源とし、本来は、単に「分類」した学を意味する言葉であった。日本語の「科学」はその意を重
視した結果作られた言葉といえる。したがって「人文科学」とは人間の文化や文明に分類される事柄
をあつかう学問を意味することになる。しかもその方法は「科学」でなければならない。

ただし「科学」が近代日本の始まりにおいて作られた言葉である以上、「人文科学」もまた近代的な
枠組で捉えるべきである。すなわち、対象をあつかう際に近代的な学問の方法論をもってするという
意味を含んでいるのであり、ここでいう近代的方法とは、資料や作品をあつかい、それらをもとに分
析や思考を重ねていく際に、近代において確立された世界観をもとに考察していかなければならない
ということである。ここでいう世界観とは、あくまで現実に実在する物によってのみ成り立つという
前提にたつことを意味するのであり、決して神が作ったものではない。だから、宗教的信念や根拠の
薄い偏見や先入観から自由になり、自らに対してすら客観的であろうとすることによってのみ学問は
学問でありうるし、科学は科学でありうる。

このように考えると、「人文科学」とは、社会科学や自然科学に含まれない、もしくはそれに先立つ
人間の知的・精神的な営みや活動を分析し、解釈し、思索する学問の総体であると定義できる。それ
をこの基礎教養科目では思想／哲学、文学、歴史、芸術と大まかに分類し、それぞれの各分野を専門
とする教員が担当する。

それでは、「人文科学」における「歴史学」とは何であろうか。近代的な科学として歴史学は、どの
ような方法によって研究され、何をもたらすのであろうか。 → 「人文科学における歴史学」への問
い
【授業の目的】

人文科学は、人間や人間の生み出した精神的・文化的営みを対象とする学問である。思想・哲学・
歴史、音楽、美術、文学など、これらは人間のあらゆる文化において不可欠な営みであり、多様にか
つ複雑に蓄積されて、今日の私たちの世界を形作っている。したがって人文科学は、文字資料を扱う
だけでなく、絵画資料・身体表現、等々のテクストを解釈することを通して、それまで「あたりまえ」
のものとしてきた私たちの表現、もしくは私たちの世界を問い直し、その意味を発見する学問である。
この授業では、まず人文科学と各分野の基本的な考え方を理解する。その上で各分野の学問が「いま」
をどのように考えているかを考察することを通して、ひとりひとりがそれぞれの現実を生きるために、
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過去の蓄積を知り、現在のあり方を理解し、そして未来の可能性を模索することができるための基礎
を作ることを目的とする。

※人文科学の基本 →
⋯世界や 間のしくみ、  の根本的な原理を追求する学問   然科学の分離
史⋯ 間社会の過去から現在までにいたる変化のあとをたどる学問  社会科学？
⋯ 間の思想や感情などの精神の営みを、想像 によって構築し、詩歌・ 説・随筆・

評論などの言語で表現したもの ＜ 芸術(絵画・音楽etc.)

Ⅱ．歴史とは何か？⋯歴史研究者にとって最初にして最終的な究極の課題
①歴史学を学ぶために必要な言葉(語句)とその意味と概念を学ぶ
②歴史学を学ぶために必要な方法論を学ぶ → 具体的に！
③歴史的な見方、考え方について考える → 歴史学からみると現在はどのようにみえるのか？

Ⅲ．歴史を学ぶということ―歴史と歴史学の違いー
◎現実の事象としての「歴史」

・過去に起こったこととその変遷
◎歴史を書く→記述・叙述・記録する

Ⅰ 1．歴史を学ぶ 
①研究としての歴史
②学校などの教科としての歴史
③趣味・娯楽としての歴史
＊問題意識としての歴史＊ → 自らの主張のために

Ⅰ ２．歴史を書く 
①歴史学者（研究者）が書く歴史
②小説家やドラマ作者・劇作家などが書く歴史

・ノンフィクションとフィクション
・ドキュメンタリー

③歴史愛好家？その他？
＊主に学校教育として書かれる歴史

※その違いは？ →

Ⅳ．歴史にはいろんな種類がある
＊ 本史・東洋史・ 洋史・世界史⋯それだけが歴史なの？

◎歴史は身近にある！
・すべての事象には歴史がある。すべての事象は歴史になる。
・自分の「今」より前の「過去」はすべて「歴史」である。
・その事柄(専門)を深く学んで、新しいことを産み出すためには経緯＝歴史を学ぶ必要がある。

→ 例えば研究史・自分史
・だから知らず知らずに歴史を学んでいる。
・それぞれの歴史の到達として今がある。
・すべての歴史は、だから現在の反映である。
・すべての学問は「歴史」に行き着く！
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2018年度 基礎教養科 …  科学における歴史学②〔担当： 場〕

時代区分論

Ⅰ．時代区分とは？
◎イタリアの哲学者 (1866 1952)

「歴史を考えることは歴史を時代区分することである」
・歴史の推移や社会の特徴を明らかにするために時代を区切ってとらえる認識概念
・歴史の流れを政治・経済・社会などの時代の特色によって区分すること
・「時間」の流れを「分類」すること
＊一つの時代をより細分化＝時期区分

Ⅱ．さまざまな年代の数え方＝紀年法
◎過去のある年を起点として年を通算する方法で、起点となる紀元１年目は、宗教的、軍事的、政

治的事件に基づいて設定される。
① ＝ ⋯キリストが誕 した年を第1年とする紀年法で、現在世界中でも

っとも広く使用されている。
② ＝ ⋯イスラム教の開祖ムハンマド(A. D.570ころ 632)はアラビア

半島のメッカに まれ、アッラーの啓 を受けて新宗教をはじめたが、クライシュ族の迫害
を受けてメディナに逃れた。これをヒジュラ(聖遷)と呼んでおり、ヒジュラ暦(イスラム暦と
もいい、太陰暦)によるこの年の第1月(ムハッラム月)第1日より年を数えたもの

③ ⋯東南アジアの仏教国使 された釈尊寂滅に始まる紀元。ただし寂滅の年は明確
ではない。

④ ＝ ⋯中国皇帝が時間をも 配するという思想から、紀元前140年に漢
の武帝が始めた(建元元年)。朝鮮･琉球など中国文化圏で使用され、日本も701年から独自の
年号を連続的に使用した＝大化。祥瑞･災異･代始めや革命･革令の年などに改元されたが、明
治以降一世一元となった。現在使用しているのは日本のみ。・

＊ ⋯神武天皇が即位したといわれる年（ 暦紀元前660年）を紀元元年とする 本の
紀年法。 ともいう。

Ⅲ．日本史の時代区分の不思議？―教科書的時代区分―
（ ） 縄文 弥生 （ ）

1万2000年 2400年 B.C.4世紀 A.D.3世紀 3世紀後半 7世紀

飛鳥 奈良 平安
7世紀前半

鎌倉 （ ） 室町 （ ）
年 1333年 1336年 1392年 1336年 1573年 1467年 1590年

（ ） 江  
1573年 1598年 1603年
1568年 1600年or1603年

明治 大正 昭和 平成
1868年 1912年 1926年 1989年
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Ⅳ．三区分法と発展段階説
(1)ヨーロッパのルネッサンスと三区分法

ルネサンス⋯14 16世紀のヨーロッパ社会の転換期に起った 新的な 化運動。 renaissance
は「再生」を意味するフランス語だが、「文芸復興」と訳されることが多い。ギリシア、ローマの
古代文化を理想とし、それを復興させつつ新しい文化を生み出そうとする運動で、思想、文学、
美術、建築など多方面にわたった。

＊時代区分としての三区分法の提唱 → ドイツの学者 ス(1638 1707)

古代⋯

中世⋯

近代⋯

※三区分法の日本史への導入
・京都帝国大学教授 (1871‐1924)が初めて三区分法による〈中世〉概念を日本史

に適用
・第二次世界大戦後に日本で一般化 → 古代･中世・近世・近代
・政治・経済・文化などを包括的に考察できる

＊Ⅲの教科書的時代区分に適 すると⋯

(2)唯物史観と発展段階論
【唯物史観と史的唯物論】

①唯物史観⋯史的唯物論⋯ドイツの哲学者・経済学者・歴史家・ 命家のカール・マルクス(1
818 83)によって提唱された歴史発展の理論。マルクス主義の歴史観。物質的・経済的 
活関係が歴史的を発展させる究極の原動力と考える。これによれば、社会的・政治的および
精神的 活過程 般は上部構造として、物質的・経済的 活の 産様式 下部構造によって
規定され、この物質的基盤 下部構造は、それ  の弁証法的発展の必然性に従って展開す
るとされる。←→ 唯心論・観念論

② ⋯ 間が 然に働きかけて、 にとって有 な財・サービスを作り出すこと、
もしくは獲得すること。

③  ⋯ 産 段と労働 が 定の 産関係を通じて結合することによって、物質
的財貨を獲得すること。

④ 段⋯農産物・畜産物・ 業製品などを 産する過程において、その物質的条件
として使用するものすべて。労働対象と労働手段とからなる。

・労働対象⋯ 地・森林・ 域・地中埋蔵物・原料など
・労働 段⋯ 産 具・ 産 建物・交通・通信 段など

③ 係⋯ 産を う場合に、 間が相互に取結ぶ 定の社会的な諸関係。史的唯物
論おいては、歴史が動いていく要因を解明するための基本的な概念の一つで。ここでは単に
生産活動に対する人間同士関係のみではなく、流通過程、分配過程などを含む一切の人間の
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社会的諸関係をいう。しかもこの社会関係は、人間社会の一定の歴史的発展段階において必
然的に生じるとされる。

⑤ ⋯マルクスの史的唯物論で、上部構造としての政治・法制・イデオロギーなど
に対し、それらの土台をなす社会の経済構造

⑥ ⋯マルクスの史的唯物論で下部構造(社会的 台)としての 定社会の経済構造
の上に形成される政治的・法的・哲学的・道徳的・美的・宗教的な観念形態(イデオロギー)、
また、それに対応する制度・組織(例えば国家・政党など)をいう。上部構造は下部構造によ
って生みだされ、それと不可分に結びついているが、いったん成立すると、一定限度におい
て下部構造に対して反作用を及ぼすとされる。

⑦ 産様式⋯史的唯物論では、 産 と 産関係とは 産様式として分ちがたく 体をなし、
社会構造の基礎となってその性格を決定するとされ、生産様式は以下のように発展していく
といわれ、これを発展段階説(論)という。

【史的唯物論的発展段階説】
① ⋯原始社会の社会組織。 産 段の私有や階級的な 配関係がなく、 縁的な

結合により形成された共同体。 体ともいう。

② ⋯ 産労働の担当者が奴隷である社会制度。古代社会には 般的なものとされ
る。特にギリシア・ローマの社会はその典型。奴隷は労働手段の一切を持たない。

③ ＝ ⋯封建領主が農 を隷属させ 配するための 分制的なしく
み。ヨーロッパ中世に広く存在した農奴身分をモデルとして構成された歴史学上の概念。一
般には、封建領主への地代負担が主として労働夫役の形態をとる、身分的隷属度のきびしい
不 由農 を農奴といい、地代形態が現物年貢で 分的隷属度が農奴よりは薄いものを隷農
とよぶことが多いが、両者を含めて農奴とよぶこともある → 日本は？

④ ⋯封建制度の中で現われ、産業 命によって確 した 産様式。市場で売買を
して代価を得られるような商品生産が支配的な生産形態となっており、あらゆる生産手段と
生活資料とを資本として所有する資本家階級が、自己の労働力以外に売るものを持たない労
働者階級から労働力を商品として買い、その労働の価値(給料)とそれを使用して生産した商
品の価値との差額(剰余価値)を利潤として手にいれる経済体制

⑤ ⋯ を否定して、 産 段を社会的に共有することにより、階級対
立のない社会を実現しようとする思想および運動。狭義には、19世紀にマルクス、エンゲル
スによって主張された科学的社会主義をさす。

 ⋯私有財産制を否定する主義、思想のこと。マルクス主義では 類史の最後の
段階で、階級は消滅し、生産力は高度に発達して、各人が能力に応じて働き、必要に応じて
消費できるような社会になるという。 は、 の前段階とされる。

＊世界史の基本法則?! →  本史に適 すると⋯？
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2018年度 基礎教養科 …  科学における歴史学③〔担当： 場〕

歴史を研究するということ

Ⅰ．さまざまな歴史書
①中国

・『 』⋯中国の正史。 三〇巻。前漢の によって撰書された。同＿少孫
補。  四史の第 。 帝から前漢の武帝に る歴史書で、  本紀(帝紀)・ 表・ 書・三
十世家・七十列伝に分けて記述。

・『 志』中国の正史。六五巻。晋の陳寿撰。魏・呉・蜀三国の歴史。魏志三〇巻、呉
志二〇巻、蜀志一五巻からなる。魏志の「東夷伝‐倭( )」は日本に関する最古の
文献の一つ。

② 洋
・『 』⋯紀元前五世紀、古代ギリシアの歴史家 によって書かれた歴史書。

ペルシア戦争の歴史を軸に、東方諸国の歴史・風土・伝説、ギリシア諸ポリスの歴史を記し
たもので、物語的歴史の典型。ヘロドトスは「歴史の父」と呼ばれた。

・『 』⋯古代ギリシャの歴史家 ス(前460頃 前400頃)が、アテナイと、
スパルタを中 とする反アテナイ陣営のポリスとの間で戦われたペロポネソス戦争(前43 前4
04)をつづった歴史記述。

③日本
・『 』⋯上中下3巻。天武天皇が に命じて 頭で語った帝皇 継と先代

旧辞を太安万侶に撰録させたもの。上巻は神話、中巻は神武天皇から応神天皇、下巻は仁徳
天皇から推古天皇にあて、天皇の統治する世界の成り立ちとその歴史を神話的根源から語る。
712(和銅5)成立。

・『 』⋯神代より持統天皇11年(697)までを編年体で綴った歴史書。720(養老4)撰。
30巻･系図1巻(失)。日本の現存最古の史書。｢日本紀｣と称され、六国史の最初の書。

・ ⋯奈良・平安時代に編纂された6種の勅撰(天皇の命令で編纂)国史書の総称。「日
本書紀」「続日本紀」「日本後紀」「続日本後紀」「日本文徳天皇実録(文徳実録)」「日本三代実
録」のこと。いずれも漢文編年体で書かれた。

・『 鏡』⋯鎌倉幕府の前半期の事蹟を編年体･和 漢 で編纂した歴史書。東鑑とも。
鎌倉時代研究の基本史料。記事は1180(治承4)の源頼朝挙兵から、康(これやす)親王が将軍
になる1266(文永3)までの87年を日記体で記す。52巻中巻45が欠。吾が国最初の武家記録

・『 紀』⋯徳川家康から10代家治に る間の和 の編年体実録。江 幕府が 学頭
林述斎を総裁として成島司直に編纂させたもの。1809年(文化6)起稿し、49年(嘉永2)に完
成。全516巻。

※ 史と 史・稗史・私史
はい し

Ⅱ．歴史の描き方
⋯年代順に著名な史実を著述 → 編年史・年史・クロニクル
⋯それぞれの時代区分ごとに記述
⋯同じ王家に属する帝王の系列
⋯王朝の興亡・交代の歴史
⋯特定の 物の 涯を中 に描く
⋯すべては「地域」に区分される
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⋯特定のテーマごとに描く

Ⅲ．歴史学の作法
①対象を定めて、その過去における状態を整理・解釈・再生する

「 」された歴史を体系化する

②対象を時間軸の流れの中において、その特徴や変遷を明らかにする
「 」の検証は歴史学の生命線 →

③対象と対象の間にある関係（因果関係・相関関係など）を明らかにする → 原因と結果 → 複眼
的視点

「 」＝リレーショナルの復元も歴史学の生命線 →

Ⅳ．近代歴史学は科学である
＊歴史学の基本

① ⋯論理的に考えられること
② ⋯事実や証拠が基本としてあること

Ⅳ 1．歴史的な「史料」とは何か？
 歴史の研究または編纂に必要な 献・遺物。 書・ 記・記録・   ・伝承・建築

・絵画・彫刻など。文字に書かれたものを「史料」、それ以外を広く含めて「資料」と表記す
ることもある。

 それを使って何かをするための材料。特に、研究や調査などのもとになる材料。
 過去の時代の史料となる古い 書。古 書学では差出 ・受取 ・ 件・ 付などを

備えた公文書・私文書のことをいい、日記や編纂物など、受取人などの対象を想定しないも
のを「 」といって区別される。

 書籍、書物。

Ⅳ 2．歴史を研究するために⋯
①近代以前の歴史を研究するためには が読めなければならない。
② は時代によって変わる →時代に応じた漢文をマスターする必要。
③ は次第に日本語に適応していく → と
④江 時代の歴史研究には、 で書かれた古 書が読める必要がある。
⑤外国の歴史を研究するにはその国の言語を、最低でも英語が必要。

Ⅳ 3．歴史は科学である
・「実験」も「確認」もできない「過去」
・「過去」を「実証」する営み
☆ →ファクトベース
☆ →ロジカルシンキング

Ⅴ．歴史学の使命は？

＊常に新しい「 」を提示し続けていくこと
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2018年度 基礎教養科 …  科学における歴史学④〔担当： 場〕

歴史学と史料

Ⅰ．実証主義歴史学
◎実証主義⋯本来は、哲学 語。フランスの哲学者、オーギュスト＝ (1798 1857)によ

り体系化された。「所与の事実だけから出発し、それらの間の恒常的な関係・法則性を明らかに
する厳密な記述を目的とし、一切の超越的・形而上学的思弁を排する立場」(『広辞苑』)をいう。

《対義語》
・ ⋯物事の本質や存在の根本原理を思惟や直感によって研究する学問
・ ⋯ 切の認識の源泉は感覚にあり、もともと感性の中になかったものは知性の中

にないと見る認識論上の立場
・ ⋯認識の源泉をもっぱら経験に求める哲学説
・ ⋯物の本体は認識できないと考え、知覚された現象のみで満 するか、または現

象の背後の本体という考えをも否定して、意識に与えられているものだけを実在と認める立場
・ ⋯ 経験的に検証不可能な命題は無意味であるとして形 上学を排し、哲学の

仕事を科学の言語の論理的分析にありとし、記号論理学の研究を発展させた

◎実証主義歴史学とその課題
①実証主義歴史学とは？⋯19世紀にドイツの歴史家レオポルド＝フォン (1795

 1886)によって確 → 厳密な史料批判を い、客観的な事実を確定し、事実のみに基づい
た歴史を叙述。歴史を特定の立場に都合よく利用する思想を排し、科学的・客観的に把握しよ
うという立場。具体的には、古文書や古記録などの文字史料によって歴史を研究。
＝近代歴史学の父

②実証主義歴史学の導入
日本の歴史学も明治以降にドイツ式の実証主義的歴史学を導入

→ 京都帝国 学教授 (1871 1924)による「中世史」という概念の適 
・戦前⋯天皇、公家、武 、寺社など為政者の古 書収集が中  「豚に歴史がありま

すか？」
・戦後⋯封建遺制の克服⋯農 村史料の発掘と科学的研究 → マルクス主義歴史学・唯物論

的歴史学

③実証主義歴史学の作法
・ ⋯歴史研究の基礎であるこの史料について、いかなる素材が史料となりうるか

を検討し、その固有の性格を究明し、収集・分類の方法を探究する。
・ ⋯史料の証拠物件としての信憑性・適切性を、内的・外的批判を通じて究明

→ 史料は1点だけで判断しない。複数の史料の比較検討が必要
・何が史料となりうるか？⋯歴史家がいかなる問いを発するかによって決まるのである。問い

に先立って既成の史料が存在するのではない。

・④証主義歴史学の問題点と課題
・文書史料が残りやすい国家史を主要な関心事としたこともあって、古文書・古記録万能主義

に陥る傾向 → 文書史料によって確定しえない事がらは歴史研究の対象から排除するという
錯誤に陥る。
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・人類のうちには文字を用いない社会も存在するし、人間の生活のうちには文字によって記録さ
れない部分も広範に存在する。

・現代の歴史学は、多様な 化現象や 衆の 活、 性、さらには  字社会の歴史をもとらえ
ようとする歴史家の問いに応える必要性がある。

・多様な史料⋯ (住居址、 具など)、 (彫刻、絵画、挿絵、紋章など)、
(録音テープなど)、 (ビデオなど)、 (習俗、説話など)と等

→ 新しい史料学、ひいては新しい歴史学への模索 →

Ⅱ．史料の価値判断
⋯古 書の原本で、同時代に作成されたもの。書簡、 記など。ただし、控や写を

含む

⋯後年になって筆写された史料。

⋯編纂物。引 された史料(部分を含む)。

※ ⋯史実を確定あるいは書き替えるような重要な史料。

Ⅲ．古文書解読の手順
①古文書の筆耕(筆者)＝

②読点や返り点をつける＝ → 通常は読点をつけるだけで返り点はつけない。

③史料を読む＝  → わざわざ書き下し文にすることはなくて、そ
のまま読む

④ → 重要な部分に線を引いたり、メモしたりするだけで、いちいち現代語に訳した文
章は書かない。

⑤ ＝内容の精査・分析

⑥加工＝わかりやすいように表にする。年貢の収量や商売の売り上げなど、データ化できるものは、
グラフなどに加工する。場合によっては概念図を作成する。



10

2018年度 基礎教養科 …  科学における歴史学⑤〔担当： 場〕

歴 史 の 見 方
― 江戸時代とは？ ―

Ⅰ．福沢諭吉の江 時代評
徳川政府にては一国を視ることあたかも一家のごとくにして、さてこそ貧富平均の政略［均等配

分政策］を取り、法令規則みなこの旨に基づくのみならず、世教風俗またそのよるところを一にし
て⋯(中略)⋯平均論をもって主眼とするもの少なからず⋯(中略)⋯その事情をにわかに  すれば、
日本はあたかも経済の極楽国に似たるのみか、国の外に国なく、桃源深く鎖して人の来たるなけれ
ば、実に極楽国たりしといえど、如何せん、一朝、国を開きて外人の知るところとなり、互いに通
信貿易して自家の利益を求むるの時勢に変じたる上は、また内の極楽を楽しむべからず。『時事新報』
明治25年(1892)12月16日
中世・近世・近代の評価

①明るい中世、暗い近世 → とくに戦国期 群雄割拠⋯ ・ → 中世的
な「自由」

②暗い中世、明るい近世 → 戦国期 内乱・戦闘の 常と飢饉の時代 → 貧困と飢餓
③明るい近代、暗い近世 → (重い年貢収奪)、強固な → 封建制とい

う概念、世界から遅れた時代 鎖国
④明るい近世、暗い近代 → 260年におよぶ太平の世＋ → 対外戦争の時代へ →

 清戦争(1894 95)、 露戦争(1904 05)、第1次世界 (1914戦(1714 18))、〈日中戦
争(1937 1945)〉→アジア太平洋戦争(1941 45)≒第 次世界 戦(1939 45)

Ⅱ政治史からみた江 時代  江 時代の概観と歴代将軍

①家康 ②秀忠 ③家光
在位1603 05 1605 23 1623 51
元号 慶 元和 寛永

④家綱 ⑤綱吉 ⑥家宣 ⑦家継
1651 80 1680 1709 1709 12 1713 16
寛文・延宝 元禄

⑧吉宗 ⑨家重 ⑩家治
1716 45 1745 60 1760 86

享保 宝暦 天明

⑪家 ⑫家慶
1787 1837 1837 53

寛政、文化・文政 天保

⑬家定 ⑭家茂 ⑮慶喜
1853 58 1858 66 1866 67

嘉永 文久 慶応
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幕府政治を中 として江 の時代の推移をみると、幕府の創 から3代将軍家光の時代までは、その
確 期 (1600 51年)と考えられる。反徳川勢 の 掃、 名統制、 中・若年寄を中 とした職制
の確立、鎖国などの諸政策が強力に推進された。4代将軍家綱の時代を経て、5代将軍綱吉の元禄期 (1
688 1704年)から新井白石の正徳の治(1711 16年)にかけては、幕政の安定期 (1651 1716)年が
続いた。武断政治から文治政治への転換が図られ、綱吉の時代に最高潮に達したが、生類憐みの令や
服忌令の発布は、神仏・儒教による政治を唱えるものとはいえ、社会の変容を物語るものであった。
また、綱吉政権下では、側用人などの将軍側近勢力が幕政を主導した。経済では、大坂を中心として
商品経済が進展し、上方を中心とした文化が大いに発展した。ただし、貨幣経済の進展は商人勢力を
伸ばした反面、武士階級の窮乏を招き、また農村社会の構造を変えはじめた。

こうした社会の変化に対応するために、8代将軍吉宗が享保の改革を行い、幕府財政と幕府権力の強
化を図った(1716 45年)。吉宗の政策は、 経済を中 に置くことで、農本主義的な 彩が濃いが、
さまざまな合理性をめざした改革も行なった。また、これ以降、各藩でも藩政改革が常態化するよう
になる。これに対して、小 姓 から老中まで上り詰めた田沼意次は、運上・冥加金の積極的な徴収に乗

こ しよう

り出すなど、商業政策を中 に、重商主義的な政策を導 し、 間活 の利 を推進した(1767 86
年)。意次が失脚した後、老中松平定信が寛政の改革を行ない、都市政策、農村政策、対外政策など広
範囲な政策を進めた(1787 93年)。さらに 野忠邦は吉宗・定信の時代に復古することを宣 して、
天保の改革を推進し、幕府財政の建直しと封建支配の強化を意図したが、強権的な政策のために1年半
で頓挫した(1841 43年)。これらは近世社会の動揺期 (1716 1843年)に対応したものである。

11代将軍家 の時代(1787 1841年)には、貨幣経済の 層の発展により、国内政治の動揺の深刻
さを増していくが、そのいっぽうで、江 が 化の中 となり、庶 を中 とした 化が いに栄え
た。しかしながら、19世紀に入って、異国船が頻繁に日本近海に現れるなど、国内の動揺に外圧が加
わっていくことで、内憂外患と呼ばれる危機が深まった。やがて嘉永6年(1853)のペリー来航により、
日本の国際社会への参加は必然となるが、なお国内には開国と攘夷、尊王と佐幕の争いが絶えなかっ
た。14代将軍家茂の代には上洛や禁 の変などを経て、 州藩と戦争になった。そして、慶応3年(18
67)、15代将軍慶喜による大政奉還、新政府による王政復古により、徳川将軍家の時代は終わった。

Ⅱ．政治社会史的な   幕藩体制
江 時代⋯徳川時代ともいう。徳川家康が征夷 将軍に任じられ、江 に幕府を開いた慶 8年(1

603) から15代将軍慶喜による慶応3年(1867) 政奉還 にいたる265年間、江 が政治の中 
であった時代。また、江 時代を含む前後の時代を含めて とも呼ぶ。ただし、その
範囲は地方においても研究者の視点においても異なる。中央政権としての幕府と、地方における
武家政権の組織としての藩がこの時代の支配機構をなしたため の時代ともいわれ
る。江 時代には、将軍、 名などの武 層が、兵農分離にもとづく 配階級として、町 ・百
姓を中心とした身分制支配を行った。

⋯ ともいう。狭義には江 幕府(将軍) 藩( 名)との関係を基軸とした
政治体制、広義にはそれをも含んだ政治社会体制をさす。
・狭い意味での幕藩体制は、将軍が大名に領地を与え、大名は将軍に奉仕するという封建的な主

従制を基本に作り上げられた体制のこと。ただし将軍は大名･旗本の武士だけでなく、朝廷･公
家･寺社をも統合して中央政権としての政治機構である幕府を組織し、大名は幕府の支配下に
ありながらも家臣団を形成して藩機構を独自に作り上げ、自らの領地を支配した。狭義の幕藩
体制とはつまり、支配階級内部の関係である。

・広い意味での幕藩体制は、全国統一の過程で作り上げられた のもとで、武士が支
配階級の中核を占め、武 を 配 分として、百姓･町 ･賤 を被 配 分とする 分制を作
り上げ、検地によって領地を確定するとともに、その石高を領地の支給、大名の将軍に対する
軍役奉仕、年貢徴収などの基準とし( )、検地で把握した直接生産者である百姓か
ら村の責任で年貢を徴収し(年貢村請制)、その年貢を全国市場に投入することで財政運営を行
い、それらを維持するために対外的には 策をとった政治社会体制という。
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Ⅲ．江 社会を理解するための３つのキーワード
① ⋯室町時代後期 江 時代初期にみられた武 と農 との 分的、地域的分離政策。

鎌倉時代以降、多くの武士は地 侍 として村落内に住み、直接農業経営にたずさわるとともに戦
じ ざむらい

 としての役割を果していた。しかしやがて 営農 の成 、封建 配の強化と相まって、武 
の都市集住が われるようになり、農 の 狩りによる武器所持、検地による転職と移住の禁 
が普及し、農 と武 の分化が進められた。この政策は商農分離とともに織豊政権により推進さ
れ、幕藩体制の基本的階級関係となった。

② ⋯近世封建社会で、 地の 産 を の標準収穫量に換算して表 した、  を基
準にして編成された社会体制の原理。  制は、中世においても 部みられたが、 国の 部や
東国で行われていた貫高制を否定して全国的に成立したのは、太閤検地によってであった。豊臣

かんだかせい たいこうけん ち

秀吉は朝鮮出兵に際して一国単位の石高と家数・人数を把握し、さらに全国的な検地を実施して
いった。これは江 幕府にも受け継がれたが、地域的には 名への配慮や領主の年貢の徴収量な
どによって、必ずしも収穫量を基準としない政治的事由によって決定された場合もあった。

③ ⋯江 幕府がとった対外政策およびその結果の状態。 本 の海外往来禁 (→海外
渡航禁止令) 、キリスト教禁制、朝鮮・琉球との外交関係および中国人、オランダ人との貿易関係
を除き他の外国人の日本渡航禁止による孤立状態をさし、寛永16(1639) 年から嘉永6 (1853)
年のペリー来航まで続いた。幕府はキリスト教を幕藩体制確立に有害なものと考え、たびたび禁
教令を出し、寛永10 (1633) 年以来、貿易取締りやキリスト教禁制などの諸政策を打出し、同16
年のポルトガル船来航禁 をもって鎖国体制を完成。カトリック国でないオランダと中国に 崎
に限って貿易を許したので、両国との貿易は、江 時代を通じて われた。

Ⅳ． 化史からみた江 時代
【設問】

 本の 化を考えていく上で、とくに江 時代と関係が深いものが次の４種類あります。そこで問
題です。下の語群の中にあるものは、この４種類のどれにあたるでしょうか？

①江 時代(近世)に まれたもの

②以前から存在したが、江 時代になって完成したもの

③以前から存在したが、江 時代になって広く庶 に定着したもの

④以前から存在したが、江 時代になって「 本的」な性格を帯びるようになったもの

イ．畳 ロ．三味線 ハ．茶道 ニ．旅行 ホ．国学 ヘ．天ぷら ト．囲碁
チ．玄関

リ．にぎり寿司 ヌ．将棋 ル．歌舞伎

※見方によって歴史は変わるが、いずれも根拠が必要


