世界史
第一講 世界史と時代区分”History of the World” and its Periodization in Japan
自国史 National History と外国史 Foreign History と世界史 World History の違いを議
論してみよう
自国史：民族史中心であることが多い
問題点：民族 Nation という概念 concept は 18 世紀末に現れた新しい概念で
しかない
言語 Language と強く結びついている
想像の共同体 Imagined Community でしかない
外国史：自国との関係のなかで論じられる（特に自国との比較）
問題点：距離の二乗に反比例して関心や扱いが少なくなる
ヨーロッパの歴史教科書におけるアジアの扱い
アジアの教科書におけるアフリカの扱い
世界史：日本の特殊事情
終戦後の学制改革 Reform of the Educational System（1949 年）
西洋史と東洋史を組み合わせる
世界史の必修化（宮沢内閣：1992 年改定、細川内閣：1994 年実施）
理系志望者の増加と教育現場における社会科軽視
国際理解の必要性、日本経済の世界化 Globalization of Japanese
Economy
世界史の特質
政治史 Political History 偏重
国民国家 Nation State 中心
物語の欠如 Lack of Story
事実 Facts と説明 Explanaion のみ
教科書が面白くない Dullness
世界史の利点
各地域、各エスニックが平等の価値を与えられる
遠く離れた地域の併存と関係性が意識される
世界史の社会的背景
Antonio Negri, Empire, 2000.
21 世紀の状況に立脚。脱近代 Post Modern／Post Colonial。
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国民国家の歴史的限界性の認識
資本・人・物の脱国境・情報の世界化（Ubiquitous Network）
旧ソ連や東ドイツでは人々は自国政府の情報を信用せず（疑ってかか
る）
、外国からのニュースにアクセスしていた（手作りのパラポラアン
テナは放送衛星に向けられていた）
インターネットの発達と第４の権力 the Fourth Estate としてのマス
コミの影響力の低下
マスコミ不信 Credibility Gap→知らされない（報道されない）ニュー
ス
（少年犯罪 Juvenile Crime の加害者 Assailant 情報など）への関心
不確かなニュースの拡散→歴史を動かす（ベルリンの壁解体）
・個人情
報の漏洩 Disclosure と拡散 Diffusion
問題点：世界が実体化し、有機的に一体化したのは 20 世紀末のこと
それまでは部分世界の観念的集合でしかない
三時代区分法 Tripartite Periodization
それぞれの社会の文化の根底を構成する古典 Classics は存在するか。
その古典はいつの時代に属しているのか。
古代（Ancient）
、中世（Medieval）
、近代（Modern）
時代の物差しは同一か？それとも地域によって異なるのか？
476 年は古代と中世の境 boundary と成り得るか？
ヨーロッパの歴史において 476 年はどのような意味があるのか？
・・・西ローマ帝国の滅亡 Downfall of the Roman Empire（Cf. ネ
ポス Nepos 帝（474-480 年）
）
イギリス・・・407 年、ローマ軍の撤退 Withdrawal of Roman Legions
（ホノリウス帝の手紙（410 年）
）
ギリシア・・・ゼノン Zenon 帝の時代（474 - 491 年）
アメリカの歴史において 476 年にどのような意味があるのか？
・・・古典期前期 Early Classical Age・ティカル Tikal やカラクムル
Calakmul の抗争 Vendetta between Tikal and Calakmul
中国の歴史にとって 476 年はどのような意味があるのか
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・・・北魏孝文帝 Northern Wei・Xiaowen（471 - 499 年）／宋順帝 Liu Song
dynasty・Houfei（476 年- 479 年）
インドの歴史にとって 476 年はどのような意味があるのか
・・・グプタ朝 Kumaragupta II (473–476 年)／Budhagupta (476–495
年? )
イランの歴史にとって 476 年はどのような意味があるのか？
・・・ササン朝ペーローズ 1 世 Sasanian Empire ・Peroz I（459 -484
年）
：エフタル the Hephthalites と戦い捕虜となる
日本にとって 476 年はどのような意味があるのか？
・・・倭の五王 Five kings of Wa 時代：倭王興 Kō が 477 年 11 月に、使
者を派遣して貢物を献上した（『宋書』順帝紀）
。これより先、
興没し、弟の武 Bu 立つ。In November, King of Wa, Kō sent a
messenger and conceded tribute. King Kō died, and his
younger brother Bu took over the throne.（『宋書』The Book of
Song 夷蛮伝）
1453 年は近代の始まりとなるのか Is the year 1453 the beginning of the Modern
Age?
ヨーロッパ：ビザンツ帝国の滅亡 Decline of the Byzantine Empire・百年戦
争の終焉 the End of the Hundred Years' War
日本：
（1）織田信長の上洛 Nobunaga’s Proceeding to the Capital（1568 年）
、
（2）豊臣秀吉による全国統一 Unification of Japan（1590 年）
、
（3）江戸幕府の成立 Establishment of the Edo Shogunate（1603 年）
朝鮮：高麗 Goryeo の滅亡／李氏朝鮮 Joseon の成立（1392 年）
中国：宋朝の成立（960 年）
、
19 世紀初頭：マカートニーの派遣 Macartney Mission（1793 年）
アヘン戦争 Opium War（1839-1842 年）
中華民国 Republic of China の成立（1912 年）
西アジア：ナポレオン Napoleon のエジプト遠征 Egyptian expedition
（1798-1801 年）
インド：プラッシーの戦い Battle of Plassey（1757 年）
アメリカ：植民地時代の始まり：コルテスの征服（1521 年）
近代とは何か What is Modern？
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ヨーロッパ内部：封建制の衰退 Decline of Feudalism と資本主義の勃興 Rise of
Capitalism
ヨーロッパ以外：ヨーロッパの世界秩序への統合 Integration into the
European order
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