
起きた事件・事柄 西暦 内 容 主な人物（国名） 対象者（国） 当時の時代背景（そうなった理由） 当時の国内政治・経済状況 この事柄（事件）が、後に与えた影響

日朝修好条規 1876 日本と朝鮮の間で結ばれた条約。釜山など３港の 日本 朝鮮 当時、朝鮮は清の属国、すなわち清が親分で、朝鮮が子分の関 「親日派」（清について行くよりも、日本に近づこうという考
プサン

開港、日本の領事裁判権や関税免除を認めさせる 係が続いていた。日本は何とかして、その両国の関係を断ち切 えを持つ側に人々）が現れる。
など、朝鮮にとって不平等な条約だった。 って、朝鮮を自国の属国にしたいと考えていた。

壬午事変 1882 朝鮮の都漢城（現在のソウル）で、親日派 閔妃 大院君 王族内で親日派と親清派はの対立が、日朝修好条規以後、 親親派の民衆も、クーデターに従って日本人大使館を包囲した為、
びんひ

の閔妃に対し、大院君が軍隊の支持を得て 朝鮮国王の妻 朝鮮国王の父 深刻化していた。 子分扱いの朝鮮のこの行為に日本政府は激怒した。そして、朝鮮
びんひ

クーデターを決行し、日本大使館を包囲し （親日派） （親清派） 政府に対し、屈辱的な謝罪をさせた。侮辱を受けた朝鮮政府は閔妃
び ん ひ

た事件。 をはじめとして日本に強い反感を抱くようになった。

甲申事変 1884 壬午事変に続き、朝鮮国内で起きた親日派 独立党（親日派） 閔妃 この事件の直前に、清仏戦争で清はフランスと戦って負 朝鮮国内では、甲申事変で優位に立った閔妃が政権を握る事になった。内
びんひ びんひ

と親清派の内乱。清仏戦争で清が負けたの の金玉均 （親清派） けた。中国は近代になってからヨーロッパに負けてばか 乱後、日本軍も清軍も朝鮮をさろうとせず、にらみ合いが続いた。両国間

をチャンスと見た独立党の金玉均が、日本 ＋ り（例：イギリスとのアヘン戦争）なので、朝鮮国内で は、朝鮮の獲得をめぐって戦争の危険性があった。しかし清は敗戦直後で
公使館の援助を受けてクーデターを起こす 日本公使館 ＋ も、このまま清の属国でいいのか不安が高まっていた。 戦争を避けたかった。また日本本も内閣発足直後で国内の仕組み作りを抱

が、中国の援軍に潰されて失敗に終わる。 中国の援軍 え、大国‘清’との戦いに自信が無かったので、これを避けたかった。

天津条約 1885 甲申事変以後の日本と清の緊張関係を解消 伊藤博文 李鴻章 ※『脱亜入欧』の欄を参照。 一旦、和解する。
りこうしょう

する為に、日本政府と清が中国の天津で結 （日本全権大使） （清国全権大使） 内容は、

んだ和平条約。 ①「両国とも朝鮮から引き上げる」、

②「朝鮮への出兵時は互いに事前に連絡し合う」

防穀令 1889 朝鮮政府が出した、日本への米の輸出禁止 朝鮮政府 日本 朝鮮は凶作で米不足にも関わらず、日本が大量の米を朝鮮から買い占めた。 深刻な米不足で、直接の被害を受けて苦しんでいた朝鮮国内

の法律。 朝鮮国内には、米を輸出する余裕など無かった為、反日感情は高まった。 も農民の反日感情は、爆発寸前のまで高まっていった。

東学党の乱 1894 朝鮮国内で、民衆宗教である“東学”の幹 朝鮮の農民層 朝鮮政府 米不足で苦しんでいた朝鮮の農民は、政府に対して生活 朝鮮政府の力だけでは内乱を鎮圧できず、清に応援を依頼した。

部が、反日感情の爆発した農民を率いて起 ＋ 改善を訴えると共に、毅然とした外交姿勢が見られない 清は「天津条約」に基づき、日本に対して内乱鎮圧軍の出兵を知

こし大反乱。『甲午農民戦争』とも呼ばれる。 東学党の幹部 軟弱な政府に対して、不満を抱いていた らせた。朝鮮獲得に強い野心を抱いていた日本は、頼まれてもい

ないのに清に先を越されないようにする為、朝鮮に出兵した。

日清戦争 1894 東学党の乱（甲午農民戦争）をきっかけに、 日本 朝鮮 「東学党の乱」鎮圧後も、両国軍は撤退せず、ぶつかり合っ 日本の勝利に終わる。今まで、大国“清”との戦いに自信が

朝鮮の支配権をめぐる日清両国の衝突。 たので、ついに日本は清に宣戦布告した。日本は戦時中、政 無かった日本が、軍事力に於いて日本が清を圧倒的に上回っ

党は政治批判を中止し、議会も戦争に関係がある法律案や予 ている事を国内・国外に認識させる事となった。以後、太平

算案は全部可決する等、国をあげての全面的なバックアップ 洋戦争の終結まで、日本は中国に対して強硬な態度をとり続
のおかげで、圧倒的に戦局を有利に進める事が出来た。 ける事となる。

下関条約 1895 日清戦争後、戦勝国の日本が清との間に結 日本全権 清国全権 ①清は朝鮮の独立を認める。 当時、国際的に後進国だと思われていた日本などに負けてし

んだ条約。内容は日本にとって圧倒的に有 （首相： （李鴻章） ※朝鮮はもともと独立国。実質上の属国関係を解消する まった事で、「な～んやぁ…、清って弱いやん」という認識を

利なものばかりで、清は大幅に譲歩する形 伊藤博文） という意味。 世界に与えた。今までは、中国全土を従えてきた“大国”と

となった。 （外務大臣： ②遼東半島・台湾などを日本領土とする。 いうイメージは崩れ、ヨーロッパの国々は次々と清に押し寄

陸奥宗光） ③賠償金２億両 を日本に支払う。（当時の日本円で約 せ、植民地にしてしまった。（＝中国分割）
テール

３億１千万円）

②清は新たに沙市・重慶・蘇洲・抗洲の４港を開港する。

三国干渉 1895 “下関条約”締結直後、ロシアがドイツと ロシア 日本 当時の日本は、まだまだロシアやヨーロッパの国々と戦 せっかく苦労して手に入れた領土にも関わらず、特にロシア

フランスを誘い、日本に遼東半島の変換を ドイツ って勝てるだけの国力は無かった。 が強く圧力をかけてきたので、勝ち目の無い戦争をして逆ら

要求、日本はしぶしぶそれに従った。 フランス う訳にもいかず、要求に応じたが、この時強い反ロシア感情

中国分割 1898 ヨーロッパ列強が中国（清）に進出し、重 ロシア 中国（清） タイミング悪く、アメリカはこの当時ハワイ併合やフィ 第３次伊藤博文内閣が地租増徴案を出す。 三国干渉で、日本が返還させられた遼東半島のうち、主要都～

要地・港湾の租借、鉄道建設権などを獲得 ドイツ リピン領有に忙しく、中国分割には参加できなかった。 ↓ 市であった“旅順”と“大連”は、中国分割の際にロシアが

1899 した イギリス 1899 年に出遅れたアメリカは、自国も中国分割への参 自由党と進歩党が反発。 植民地化（＝租借）してしまった。実質上、ロシアの横取り

事。 フランス 加希望を表明した。（＝門戸開放覚書） ↓ である。日本の反ロシア感情はさらに高まっていった。

２党が合流した『憲政党』を結成。伊藤内閣に対抗。
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義和団事件 1899 義和団とは、拳法や棒術による護身を唱え、 中国の農民ら 自国の領土が次々に列強諸国に取られていったり、アメ ↓ 反乱は拡大し、ついに清政府をも巻き込んで列強諸国に宣戦

「扶清滅洋」をスローガンに外国人排斥運 リカの門戸開放覚書などに対して、中国の民衆は強い反 第１次大隈重信内閣 誕生 布告をさせるに至った。
動を行っていた秘密結社。ヨーロッパ列強 発を感じていた。 （藩閥でない初の政党内閣）

の中国大陸進出に反対し、山東省の農民が ↓

起こした反乱。 憲政党分裂（憲政党と憲政本党）

↓

北清事変 1900 義和団が北京の各国公使館を包囲したので、 義和団 ヨーロッパ はじめは民衆の反乱だったが、「清 vs 連合軍」という国 第２次山形有朋内閣誕生() 義和団の鎮圧は、すなわち清国の敗戦を意味した。

欧米・日本の８カ国連合軍が出兵し、これ ＋ 諸国 家間の戦いになり、日本は鎮圧に大いに活躍した。 ↓

を鎮圧した。 清国政府 アメリカ

日本

北京議定書 1901 北清事変後、清国政府と参戦国など 11 か国 連合国 清国政府 ロシアが満州を占領したのをはじめ、ますます清（中
との間で交わされた協約。清は、列強に謝 国大陸）は半植民地化していった。

罪すると共に、多額の賠償金の支払いと列

強軍隊の北京駐留を認めた。

日英同盟改定 1905 ロシアとの交戦中に、日本が、イギリスとアメリカ 日本 イギリス “第２次日韓協約”で韓国の外交権を奪って“韓国統監府”

・ との間にそれぞれ結んだ条約。日本が韓国を保護国 アメリカ を置いた。この時の初代統監は伊藤博文。外国に認められた

桂・タフト協定 化する事をイギリスやアメリカに認めてもらう代わ 末のようやくの保護国化であった。

りに、その国が（日本の利害の及ばない所で）行う

保護国化についても認める内容。

ハーグ密使事件 1907 オランダで開かれたハーグ万国平和会議に、 日本 韓国 イギリスもアメリカも、韓国のこの訴えを黙殺。 この事件をきっかけに日本は“第３次日韓協約”を結び、韓

韓国皇帝が密使を放って、「日本からひどい 国の内政権を掌握し、軍隊も解散させた。その後“第１次日

扱いを受けている。助けてほしい。日本を 露協約”でやっとロシアも韓国の保護国化を認めてくれた。

何とかしてほしい！」と独立回復を提訴し したがって、３大国が日本の韓国保護国化を認めた事になり、

たが、受け入れられなかった事件。 日本は念願の韓国植民地化まであと一歩のところまで来た。

韓国併合 1910 韓国を完全に日本の植民地化にした。京城 日本 韓国 1909 年に韓国の安重根という青年が、韓国のハルピン 朝鮮総督府は1945年、太平洋戦争で日本が敗戦するまで、韓
（漢城を改称、現在のソウル）に統治機関 初代総督 市にて暗殺される事件が起きた。日本は、これをきっか 国に対する植民地支配の中心となった。

として『朝鮮総督府』を置いた。なお、こ 寺内正毅 けに韓国併合に踏み切った。

の時、国名を「韓国」から元の「朝鮮」に
改めさせた。

辛亥革命 1911 清国で起きた民主主義革命。孫文を中心と 孫文 翌年1912年に中華民国が誕生した。
して清政府を倒した。

二個師団増設問題 1912 陸軍が要求する２個師団増設に対して、当時の西園寺 日本陸軍 誕生したばかりの中華民国が、まだ政情が不安定な事に ・陸軍の要求却下 西園寺公望は、立憲政友会の所属だったので、陸軍の圧力よ

内閣は、閣議で、国内の経済にそれだけの余裕が無い 目をつけて、一気に中国大陸進出するチャンスだと主張 ・陸軍大臣 辞任 って内閣をつぶされた立憲政友会は、次の桂内閣（桂は陸軍

事を理由に却下した。これに抗議して陸軍大臣が辞任。 した。 ・後継者選びが難航 のトップ）に対して、非常に怒った。そして、“第一次護憲運

第二次西園寺公望内閣は総辞職に追い込まれた事件。 ・第二次西園寺内閣総辞職 動”へとつながっていった。

第一次護憲運動 1912 第二次西園寺公望内閣の崩壊後に桂太郎が組閣後、 立憲国民党 桂内閣 桂はこの運動に対抗して、『立憲同志会』を創るが、も

「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに展開された 犬養毅 はや止める事が出来なかった。護憲運動者たちが、国会

倒閣運動。商工業者や都市の民衆も参加して、桂内 尾崎行雄 他 を取り囲んだ。

閣はわずか５０日余りで退陣に追い込まれた。



起きた事件・事柄 西暦 内 容 主な人物（国名） 対象者（国） 当時の時代背景（そうなった理由） 当時の国内政治・経済状況 この事柄（事件）が、後に与えた影響

株価の大暴落 1929 ニューヨーク、ウォール街の株式取引所で アメリカ －－－－－ 第一次世界大戦後、復興景気で生産は順調に伸びたが、 世界大恐慌へと発展

突然、株価が暴落した事件。 国民の収入が増えず購買力が無かった為に、品物が余っ
た。

世界大恐慌 1929 資本主義社会を襲う経済危機。突然、急激 世界各国 －－－－－ 資本主義が十分に成熟した国と、遅れて資本主義を取り 各国それぞれ、経済危機を乗り切る為

に物価が下がり、会社の倒産し、失業者の 入れた国に二分される。 に、独自に様々な施策を行う。

続出する。

ニューディール政策 －－ ダム建設等の公共事業を拡大し、政府（国） アメリカ －－－－－ －－－－－－－－－－－－－ 危機を乗り切る事に成功。

が失業者に仕事を与えて、賃金をまかなっ （フランクリン＝ﾙー

た。 ズベルト大統領 ）

ブロック経済政策 －－ 他国からの輸入に対し高い関税をかけて事 イギリス －－－－－ 両国ともに植民地を多く持っていた為に、他国からの輸 危機を乗り切る事に成功。

実上ストップさせ、代わりに植民地から安 フランス 入に頼る必要が少なかった。

く物資を手に入れた。

ファシズム体制 －－ 暴力的な独裁政治の形態。個人の幸福より民族・国家の利益を優先させて、 ●ドイツ（ナチス党ヒットラー） －－－－－ 資本主義の土台が弱く、植民地を持たないか、少ない国は、「他国侵略」でし 第二次世界大戦を引き起こす

国民の自由や権利を奪い、また経済危機を切り抜ける為に侵略戦争を行う ●イタリア（ファシスト党 か恐慌に対する処置が出来なかった。 原因のひとつとなった。

のを特徴としている。 ムッソリーニ） ●日本

満州事変 1931 中国、奉天郊外の柳条湖で、関東軍がわざと南満州鉄 関東軍（日本） 中国（軍） 中国の満州地方を、中国から切り離して日本の植民地と 中国全土で一気に反日感情が高まった。当時の日本政府はこ

道を爆破し（柳条湖事件）、これを中国軍のしわざとし すれば、経済危機は一気に解決すると日本の軍部は考え、 うした軍部の動きに反対だったが、関東軍はこれを無視し、
て軍事行動を起こした戦い。 何としても侵略・略奪したかった。 満州侵略を進めていった。

五・一五事件 1932 ５月１５日、政党政治に不満を持つ海軍青 軍部 犬養 毅 日本は満州侵略について、世界各国から非難を受けていた。 原敬内閣に始まった政党による政治は、軍部によって断ち切られ、軍部独裁

年将校により、当時の首相が射殺された事 （海軍青年将校） （首相） 犬養毅は中国との話し合いで平和に解決しようと考えてい による「ファシズム」の足がかりとなった。

件。 た。彼は強硬派の軍人にとって目障りな存在だった。
めざわり

満州国の成立 1932 満州国をほぼ占領した関東軍は、清朝（※当時は中華 関東軍（日本） 満州地方（植民地化） 国土が狭く人口も多かった日本は、世界恐慌の経済危機 イギリス・アメリカはじめとした世界各国は、日本のこの行為を明らかな侵

民国）最後の皇帝だった‘溥儀’を形式上の皇帝とし 日本政府（承認） に対して、有効な対策をてなかった。他国侵略による領 略行為と見なして、反発を強めた。

てこの地に迎え入れ、「満州国」建国の宣言をした。 土拡大という手段に訴えたのである。

国際連盟脱退 1933 中国が国際連盟に日本の行為を「侵略行為」であると 日本 国際連盟 既に日本は世界的な孤立状態に立たされていた。同じ頃、 独と伊は『ベルリン＝ローマ枢軸』と呼ばれる協定を結んでいた。日本も独に近づき、共産主義に対抗する名目で、1936
訴えた為に、国際連盟では“リットン調査団”を派遣 ヨーロッパでは、ドイツ（ヒットラー）とイタリア（ム 年『日独防共協定』、1937 年には伊が加わり、『日独伊三国防共協定』が結ばれた。これにより、日本の孤立は免れたが、

し実地調査した結果、日本に対し満州からの撤兵を勧 ッソリーニ）がファシズム化を進めていた。 米・英との対立をさらに深める事になった。

告した。これを不服とし、日本は国際連盟を脱退した。

二・二六事件 1936 ２月２６日、陸軍青年将校が率いる約 1400 人の兵が軍 軍部 大臣ら 軍部は政府の外交方針を軟弱とし、武力による強硬策を クーデター自体はすぐに鎮圧されたが、以後の内閣は軍部の要求にそった政

事政権の樹立をめざし、首相官邸を襲い、当時の大臣 （陸軍青年将校ら） （内大臣：斉藤 実 ） 考えていた。その為には、軍部が政治の実権を握る必要 策を打ち出し、より一層発言力が強まった。
まこと

ら数名を殺したクーデター。 （大蔵大臣：高橋是清） があった。

日中戦争 1937 北京郊外の廬溝橋で、起こった日中両軍の 日本（軍） 中国（軍） 日本は満州国成立後もさらに、中国侵略の機会を伺っていた。世界各 南京を占領したが、中国人民の「抗日統一戦線」は徹底抗戦の姿勢を見せ、

衝突（廬溝橋事件）をきっかけに起きた全 国は日本の態度に反発し、中国を支援した。当時の（近衛文麿）内閣 世界各国も日本を非難し、中国を支援したので、戦争は長期化。軍部はさら

面戦争。 は戦争不拡大方針をとろうとしたが、軍部はこれを無視した。 に戦時体制（独裁）を強化する事になった。

南京大虐殺 －－ 日中戦争で日本が南京を占領した際、女性や子供を 日本軍 中国一般市民 －－－－－－－－－－－－－ 諸外国の強い非難を浴び、中国に支援が集まる中、日本は孤立した。国内で

含む非常に多くの一般市民をも殺害した出来事。 は、国民生活を犠牲にしてでも戦争最優先の体制を強引に押し進めた。

国家総動員法 1938 戦争目的の為に、物資の調達や統制、国民 近衛文麿 首相 国内全体 軍備拡張と軍事費が最優先される課題であり、国民は生活に必要な米などの物資 「思想の統一」をも統一が進められ、ドイツのナチスにならって、

の動員を、議会の承認を得ずとも自由に行 （政党と軍部の でさえ配給（切符）制とされていた。 国内の全ての政党を解散させ『大政翼賛会』としてまとめられ、議

えるように定めた法律。 中立的な立場） 会政治は名ばかりとなった。また労働組合も解散させられ、『大日本
産業報国会』にまとめられた。



起きた事件・事柄 西暦 内 容 主な人物（国名） 対象者（国） 当時の時代背景（そうなった理由） 当時の国内政治・経済状況 この事柄（事件）が、後に与えた影響

第二次世界大戦 1939 ドイツが突然ポーランドに宣戦布告し、一気に攻 ドイツ ・ポーランド ドイツは、第一次世界大戦での敗戦で獲得した領土を失ってい パリをも占領した。しかしドゴール首相は英に亡命し、チャーチル

め込んだ。ソ連もポーランド領内のロシア人を保 （ナチス党 （占領） た為、武力による西側諸国の侵略を狙っていた。その前に、東 英首相指導のもと抗戦を続け、戦局は長期化した。同じ頃、独はソ
護するという名目で、ポーランドに侵攻し、両国 ヒットラー） ・イギリス（交戦） 側の背後から挟み撃ちされないように、仲の悪かったソ連との 連との不可侵条約を破ってソ連領内に攻め込んだ。

でポーランドを分割してしまった。 ・フランス（交戦） 間に、『独ソ不可侵条約』を結んでおいた。

日独伊三国軍事同盟 1940 アメリカを仮想敵国と考え、アメリカが参 日本 －－－－－ 日中戦争が長期化し、軍需物資が不足する中、東南アジア アメリカとの関係は、戦争か平和解決かのギリギリの状態ま

戦した時は、ドイツ・イタリアと援助し合 ドイツ にその活路を求めた。しかし、それはアメリカの中国支援 で悪化した。

う事を決めた同盟。 イタリア を断ち切る事になり、日米の対立はさらに深まっていた。

日ソ中立条約 1941 日本が東南アジアに侵攻した際に、北側の 日本 －－－－－ ソ連も当時ドイツとの関係が悪化していたので、西側で

ソ連から攻撃されないように、備えた条約。 ソ連 戦争になった際に、極東の安全をはかろうとした。

大東亜共栄圏 “亜”とはアジアの事。「今（＝当時）、アジアの国々はヨーロッパの侵略を受けて、ひどい目にあわされている。だから 日本政府（→実質は軍部独裁）は“侵略”戦争を正当化する為に、このような、理屈をつけてアジア諸国に進出してい

私たち日本がアジアの国々をヨーロッパの侵略から救ってあげよう。そして、日本を中心にして、平和なアジアを作ろう。」 き、次々と日本の植民地にしていったり、国内の一般の人々の正義感をあおって、巧みに戦争に協力させたり、「アジア

…という考え方。 諸国繁栄の為に自分は死ぬんだ！」と特攻隊の兵隊の志気を駆りたてたりした。また、アジア諸国に対しては、救うどこ

ろか深刻な苦しみを与えただけだった。

日本の南進 日本が「大東亜共栄圏」の考え方を建前に、日本が東南アジア～南アジアの広範囲を侵略した事。最大の時期で朝鮮半島

・満州国・香港・タイ・シンガポール・フィリピン・・サイパンなどに及んだ。

太平洋戦争 1941 第二次世界大戦の一部。１２月８日、ハワイの真 日本 アメリカ ・米の配給制 イタリア・ドイツが無条件降伏した。日本も広島・長崎に原～

珠湾を奇襲し、アメリカ・イギリスに宣戦布告し ・学徒動員 爆を落とされるに至って、遂に『ポツダム宣言』を受け入れ、

1945 た。同盟国の独・伊もこれに参戦。最初は日本が ・朝鮮人、中国人 強制連行 無条件降伏した。
優位だったが、『ミッドウエー開戦』の大敗以降、 （労働力不足解消の為）

日本は次々と不利な状況に追い込まれていった。 ・本土爆撃と学童疎開

ミッドウェー海戦 1942 太平洋のど真ん中で、日本連合艦隊（海軍の戦艦部隊）の主力がアメリカ軍の攻撃を受け、壊滅的な大打撃を受けた海戦。 真珠湾攻撃以後、戦いを有利に進めていた日本は、これを機に制海権、制空権を失い、戦局は不利になっていった。日本の敗因については、もともと両国の間には経済力や工業力に

大きな差があり、戦艦の建造スピードもアメリカは日本の 10 倍以上もあった。アメリカの暗号解読技術やレーダー技術は、日本のそれをはるかに上回っており、射撃の命中率など
にも大きな差があった。また、アメリカは戦艦同士による大砲の撃ち合いではなく、たくさんの戦闘用飛行機からの小型ミサイルを落とす新戦法の前に、日本軍は為す術がなかった。

なすすべ

ポツダム宣言 1945 日本の敗戦は明らかだと判断したアメリカ（トルー アメリカ 日本 ソ連は日本敗戦後、連合国による占領政策で自国も有利 ポツダム宣言を無視し、徹底抗戦の姿勢を見せる日本に対し、

マン）、イギリス（チャーチル）、ソ連（スターリン） イギリス になるよう日ソ中立条約を破って、日本に侵攻した。 アメリカは戦争の早期終結を目指し新開発の原子爆弾を８月

の三国が、日本に無条件降伏を勧告した事。占領後 ソ連 ６日に広島、９日に長崎に落とした。これにより３０万人弱
の日本を民主国家とする内容は盛り込まれている。 の死者が出た為、日本は遂に無条件降伏した。

五大改革指令 1945 ＧＨＱが出した占領下の日本に対して出した民主化政策。 ① 1945年選挙法改正。戦後初の選挙で女性が３９人当選。日本自由党が勝ち、吉田茂内閣の誕生。
①婦人の解放…………… 『婦人参政権』。 （←幣原内閣は総辞職）

②労働組合の結成……… 『労働組合法』、『労働関係調整法』、『労働基準法』（労働三法）の成立。 ② 労働組合法 （1945）：労働者の団結権、団体交渉権、争議権。
③教育の自由主義化…… 修身、日本歴史、日本地理の授業一時禁止。教育委員会の設置。『教育基本法』。 労働関係調整法（1946）：
④圧制的諸制度の撤廃… 『 治安維持法 』の廃止。 労働基準法 （1947）：労働条件の最低基準を定める。
⑤経済の民主化………… 『 農地改革 』（自作農創設特別措置法）。 （週 48時間労働、女子や年少者の深夜終業禁止）

地主が小作人に貸している土地あ（貸付地）を国が無理やり買い上げて、その ③ 教育基本法（1947）：教育の機会均等、男女共学、義務教育９年制。
土地を小作人たちに安い値段で売った 教育委員会（1948）：教育を中央集権体制から、地方分権制へ。押しつけによる軍国主義の抑止。
『 財閥解体 』（持株会社整理委員会、独占禁止法<1947>、過度経済力集中排除法） ④ 日本国民は思想、信仰、政治活動などの自由を手に入れる。ただし、ＧＨＱに対する悪口は禁止。

三井・三菱・住友・安田などの財閥の資産が凍結され、翌年には持株会社会社 ⑤ 「一握りの地主だけが小作農から高い小作料を取り裕福で、大部分の小作農は貧しい暮らしをして

整理委員会が財閥の持ち株を譲り受けて公売し、株式の民主化を図った。 いる」という封建的な農村のあり方を改める事が、農村での民主化につながるという目的。により、

小作人（小作地、貸付地）は減り、均等に自作農が増えた。

極東委員会 ワシントンに設置された対日占領政策の最高決定機関。ここで決めた事をＧＨＱに伝える。米・英・仏

・ソ・中・蘭・加など１１カ国で構成。

対日理事会 東京に設置された諮問機関。ＧＨＱが日本に指令を出すときに相談するところ。



起きた事件・事柄 西暦 内 容 主な人物（国名） 対象者（国） 当時の時代背景（そうなった理由） 当時の国内政治・経済状況 この事柄（事件）が、後に与えた影響

日本国憲法 発布 1946. 日本の民主化の根本となる、新しい憲法づくり。 ３大基本原則は「主権在民（＝国民主権）」、「基本的 幣原内閣の時ＧＨＱからの指示を受けて、日本政府が最初に提出した改正案は、国の統治権が天皇にあ

11.3 人権の尊重」、「平和主義」。 る等、ＧＨＱの望むような民主的なものではなかった。そこで、ＧＨＱ自ら「こういう憲法にしなさい」
◆第１条 ：天皇は日本国及び日本国民統合の象徴である。 と突きつけた。この原案に日本は手直しを加えただけに止まった。

日本国憲法 施行 1947. ◆第３条 ：天皇の国事行為には内閣の助言・承認が必要で、内閣がその責任を負う。

5.3 ◆第９条 ：戦争放棄、国の交戦権を認めない。

◆第１１条：基本的人権の保障

◆第２５条：国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。（社会福祉、社会保障を含む）

復興金融金庫 1947 当時の日本はひどいインフレ（←物資の不足による物価高）だった。だから、経済復興の為に少しでも日本の経済資金や資材を集中的に石炭・

鉄鋼部門につぎこんで、生産していく事にした。これを「傾斜生産方式」という。その結果、石炭も鉄鋼も生産性は急上昇し、確かに資源は増

傾斜生産方式 えた。しかし反面、その為の費用を、ただでさえ赤字の政府が負担した。政府が作った金融機関「復興金融金庫」が無理してどんどんお金を

つぎ込んだので、ますますインフレがひどくなった。しかも、労働者の給料を低い水準に抑えた為に、ストライキが起こるようになってきた。
二・一ゼネスト そしてついに官公庁労働者が中心となり、大規模な労働闘争を 1947年 2月 1日に計画。経済を混乱に陥れるとしてＧＨＱは事前に中止。

冷戦 資本主義陣営（特にアメリカ）と社会主義陣営（特にソ連）の対立の事。火花を散らして戦争はしない

が、いつも冷たくにらみ合っている状態。最初にアメリカが「マーシャル＝プラン」という計画で西側

（資本主義諸国）に経済援助を行った。アメリカは第二次世界大戦中、ほとんど戦場にならなかった為、

国としてそれだけの余裕があったからである。こうして、戦争で傷ついた国に親切にして、ソ連に対抗

する力をつけさせて、貸しを作りながら、自分側の陣営を固めていった。

それに対抗して、ソ連も東側諸国同士で経済援助するための組織を作った。（＝コミンフォルム）

起きた事件・事柄 時期 内容・意味 当時の時代背景（そうなった理由）と、後に与えた影響

脱亜入欧 1884 明治初期の日本の外交に関する考え方。‘亜’はアジア、‘欧’はヨーロッパの事。「日本はいずれヨーロッパ諸国と肩を並 甲申事変以後、日本と清との間で、戦争が起こりそうになっていたが、清に勝つ自信が無かった日本政府に対して、国内

～ べて、強国の仲間入りをするのだから、清と戦う・戦わないごときちっぽけな事を考えている場合ではない。どうせ侵略 ではその弱腰を批判する声が高まっていた。その為、日本政府は伊藤博文を清の‘天津’に派遣し、和解の為『天津条約』

されそうなアジア諸国はほっといて、日本はヨーロッパとの外交に力を注ぐべきだ。」という考え方。 を結んだ。

東学 朝鮮国内では、カトリック（キリスト教）の事を“西学”と呼ぶのに対し、朝鮮で創始された民衆宗教を“東学”と呼んだ。

租借 期限付きで、他国の領土の一部を借用し統治する事。

中国分割 1895 ヨーロッパ列強（ロシア・ドイツ・イギリス・フランス）が中国（清）に進出し、重要地・港湾の租借、鉄道建設権など 三国干渉で、ロシアが日本に返還させた遼東半島のうち、主要都市であった“旅順”と“大連”は、中国分割の際にロシ

～ を獲得した事。※アメリカはこの当時ハワイ併合やフィリピン領有に忙しく、中国分割には参加しなかった。 アが植民地化（＝租借）してしまった。実質上、ロシアの横取りである。日本の反ロシア感情はさらに高まっていった。

門戸開放覚書

ハル＝ノート アメリカが日本に発した最後の警告文書。「いいか、今すぐ中国から手を引け。仏印から手を引け。さもないと…。」 日本は中国と戦っているだけなら、太平洋戦争にはならなかったが、仏印進駐で米・英を攻撃した為に戦局を広げてしま
う事となった。

極東委員会 ワシントンに設置された対日占領政策の最高決定機関。ここで決めた事をＧＨＱに伝える。米・英・仏

・ソ・中・蘭・加など１１カ国で構成。

対日理事会 東京に設置された諮問機関。ＧＨＱが日本に指令を出すときに相談するところ。

起きた事件・事柄 西暦 内 容 主な人物（国名） 対象者（国） 当時の時代背景（そうなった理由） 後に与えた影響

ＧＨＱ 1945. ポツダム宣言に基づき、日本占領のの 最高司令官 戦後最初の内閣は、皇族で元軍人の東久邇宮稔彦 内閣だったが、ＧＨＱの政策

（＝連合国軍最高 9 為に設けられた連合国軍の最高司令部。 アメリカの に協力的ではなく、「国体護持」を主張した。後にＧＨＱの民主化政策に不満を

司令官総司令部） 間接統治の形態で日本政府に次々と民 マッカーサー元帥 感じて総辞職した。

主化政策の指示を出した。1952 年４月 （※国体護持…従来通りの天皇制を維持した国の体制）

に独立を回復するまで統治が続いた。 なお、沖縄や小笠原諸島、奄美諸島等はＧＨＱの直接統治下に置かれた。


