
民族と領土の問題



１ 様々な人間の差異

（１）人種

①人種とは

・・・皮膚の色や毛髪の形態、目の色など
「 的な特徴」で人類を区分したもの生物学

②主な人種

［ ］（白色人種）
［ ］（黒色人種）
［ ］（黄色人種）

■３大人種

コーカソイド

ネグロイド

モンゴロイド



・・・・オーストラロイド（分布 ［ ］）など

■その他の人種

オーストラリア



(２)民族

…言語や宗教、文化的伝統、価値観の違いなど
「 特徴」を基に人類を区分けしたもの文化的



①言語による民族の分類

(３)言語による差異



■インド＝ヨーロッパ語族

・ゲルマン語派：［ ］語・［ ］語・［ ］語
デンマーク語など

・ラテン語派：［ ］語・［ ］語・［ ］語
ポルトガル語・［ ］語など

・スラブ語派：［ ］語・ポーランド語・セルビア語・ブルガリア語

ノルウェー英 ドイツ

スペイン
フランス イタリア ルーマニア

ロシア



・インド＝イラン語派

インド系：［ ］語・ウルドゥー語・ベンガル語などヒンドゥー

イラン語派：［ ］語・クルド語・タジク語などイラン



■ 語族（セム＝ハム語族）アジア=アフリカ

［ ］語・ヘブライ語（イスラエル）アラビア



・スーダン語派：赤道以北
ハウサ語・イボ語・ヨルバ語など

■ 語族ニジェール=コルドファン

・バンツー語派：赤道以南
［ ］語（ケニア・タンザニア)

Jambo！

スワヒリ



■その他



・ウラル語派：［ ］語・［ ］語
［ ］語などアジア系

ハンガリー フィンランド

ウラル



［ ］語・［ ］語・［ ］語・［ ］語

［ ］語・［ ］語

（参考）国際連合の公用語

英 フランス ロシア 中国

スペイン アラビア

大
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国家が公式に使用を認めた言語で、官庁
・学校・公文書に用いる正式の言語のこ
と。多民族国家では共通語であり、国語
の役割を果たしている。

【公用語】



(４)宗教の差異
①世界宗教

・・・人種や民族を越えた普遍的な教義を持つ宗教

■［ ］教（宗教人口は約20億人）
■［ ］教（宗教人口は約12億人）［ ］教（約3.6億人）
■［ ］教（宗教人口は約8.2億人）

キリスト
イスラム
仏

回

・・・特定の民族を中心に信仰される宗教

②民族宗教

■ヒンドゥー教、ユダヤ教など



③主要な宗教の分布
□キリスト教

発祥:西アジア 現在: ・新大陸ヨーロッパ



(聖地 )エルサレム



・・・最も戒律的・儀式的で［ ］法王を頂点に
ピラミッド型の僧職制度をしく。

■カトリック（旧教)

［ ］市国のサン＝ピエトロ寺院が総本山

2013～
第266代ローマ教皇

フランシスコ

ローマ

バチカン



◇ヨーロッパ・・・ の国に多い

フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルなど

オーストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ、ハン
ガリー、アイルランド、リトアニア、マルタ、

、スロバキア、スロベニア

※非ラテン民族の国で信仰している国に注意

ラテン民族

ポーランド



◇ラテンアメリカ

・・・・ほぼ全域、最大の信徒数

・・・・［ ］・［ ］

◇東南アジア

(旧スペイン領)

フィリピン 東ティモール

(旧ポルトガル領)



■プロテスタント（新教）

・・・１６世紀初め らが旧教に対する宗
教改革で成立。

◇アングロアメリカ → アメリカ合衆国・カナダ

◇ヨーロッパ

・ゲルマン民族の国に多い
→［ ］・［ ］・［ ］などイギリス ドイツ デンマーク

ドイツで布教 スイスで布教

ルター・カルヴァン



…ローマ帝国時代からカトリックと対立し1054年正式に分離。

■東方正教（オーソドックス）

・・・ 民族の国に多い
［ ］・セルビアなど

◇ヨーロッパ スラブ

※非スラブ民族の国で信仰している国に注意
ブルガリア

(ラテン)ルーマニア



□イスラム教

発祥:アラビア半島 現在:北アフリカ・西アジア
中央アジア



(聖地 )メッカ＞メディナ＞エルサレム

カーバ神殿(メッカ)

預言者ムハンマド（マ
ホメット）が生まれ，最
初に活動した地



メディナは，預言者
ムハンマド（マホメッ
ト）が晩年活動し，
亡くなった地

預言者のモスク(メディナ)



ムハンマドが昇天した場
所。神聖な岩を覆った記
念堂がある。

岩のドーム(エルサレム)



◇西アジア
◇北アフリカ
◇東南アジア（ ・ ）
◇南アジア（パキスタン・バングラデシュ）

■スンナ派

…イスラム教の多数派（イスラム教徒の約９０％）

インドネシア マレーシア



■シーア派

…イスラム教の少数派（イスラム教徒の約１０％）

アゼルバイジャン

最も多く信仰される。1979年イラン革命
を推進した。

・ (85％で特に多い)

・ （国教）

・ （国内で6割,だがスンナ派も2割）

ナゴルノ=カラバフ自
治州はキリスト教徒
が多く独立・・・

イラン

イラク



…スンニー派に近く、復古・改革運動に中心をおいて
いる

■ワッハーブ派

→サウジアラビアに多い



□仏教・・・・南アジア、東南アジア、東アジア

一切衆生の救済を念願する菩薩の道を説く仏教。

東アジア（日本、朝鮮半島、中国）

厳格な戒律に従い、自ら悟りの域に達することを
目的にした仏教。

南アジア（スリランカ（ 人））

東南アジア（［ ］・［ ］・［ ］・
ラオス）

■［ ］仏教（北伝仏教)大乗

■［ ］仏教（南伝仏教）上座

東南アジア（ ）ベトナム

シンハリ

タイ ミャンマー カンボジア



…仏教とチベットの民間信仰が結びついた宗教。

■［ ］仏教（ラマ教）チベット

聖地はチベットの［ ］ラサ

［ ］モンゴル

［ ］（ヒマラヤ山麓）ブータン

中国の チベット自治区



□ヒンドゥー教
インドの民族宗教で、バラモン教から発展した多神
教。インド人の行動の規範となる伝統的な制度や
慣習の基盤。

シヴァ神 ヴィシュヌ神

宇宙創造の神慈悲と恩恵の神破壊と創造の最高神

ブラフマー神

・［ ］を神聖視する。 ・聖地は［ ］牛 バラナシ



◇南アジア・・・・・インド・［ ］・スリランカ（ 人）
◇東南アジア・・・・（ 島）
◇印僑の多い国・・・［ ］（南米）など

ネパール タミル

スリナム

バリ



…ユダヤ人の民族宗教。

⑤ユダヤ教

聖地(エルサレムの嘆きの壁）

ヘロデ大王時代のエルサレ
ム神殿の外壁のうち、現存
する部分。神殿はユダヤ教
で最も神聖な建物であった



④宗教による「食文化」の違い

■イスラム教・・・・ の禁止、異教徒によって
処理された肉・飲酒の禁止

■キリスト教・・・・比較的規制がゆるやか。

■ヒンズー教・・・・ の禁止、菜食主義者も
多い。

豚肉食

牛肉食

インドのマクドナルドで人気の
ベジタリアン向けバーガー
「McAloo Tikki」



２ 様々な差異をもつ人間が，国家を形成。

差異を埋めることができず紛争・対立へ

※武力紛争とは・・・少なくとも一方が国家である二つの
勢力間で武器使用を伴う25人以上の死者を出してい
る、政府や領土に関しての不一致のための争いのこ
と



・ 紛争・・・・国家間の紛争,国境間の紛争

・ 紛争・・・・独立や分離の紛争

・ 紛争・・・・民族間の紛争
紛争

独立

民族

国際



２ 武力紛争の増大
(１)戦後の武力紛争

①東西冷戦時代

社会経済体制・思想の違いからくるイデオロギー対立

※米ソ対立の代理戦争

■［ ］（1950～1953）朝鮮戦争



■［ ］（1965～1975）ベトナム戦争



②1980年代末 社会主義体制の崩壊（＝冷戦の終了）

民族主義の台頭

■分離独立運動激化

例）旧ユーゴ内の諸民族対立

チェチェン共和国ＶＳ

東ティモールＶＳ

■従来からの民族対立も激化

例）1948年～イスラエルＶＳ

2001年［ ］月［ ］日のアメリカ合衆国同
時爆破テロ事件

ロシア

インドネシア

パレスティナ

9 11



（２）言語（公用語）の決定をめぐる各地の問題

・・・教育，仕事、社会生活に影響するため，多民族国家で特定
の言語（とくに多数派の言語）を公用語にすると，紛争の火
種になる。



■スイス［ ］ドイツ語・イタリア語・フランス語・ロマンシュ語



■ベルギー：［ ］オランダ語・フランス語



■カナダ：［ ］※ケベック問題対立）英語・フランス語



■シンガポール：［ ］英語、中国語、マレー語、タミル語



■ニュージーランド：［ ］英語・マオリ語

ハカ



■インド：［ ］語（公用語）・［ ］語（準公用語）
１７の地方公用語
ヒンドゥー 英



■ペルーとボリビア
：［ ］語と［ ］語とアイマラ語）スペイン ケチュア



■南アフリカ共和国
：［ ］語・［ ］語・バンツー諸語アフリカーンス英



■キプロス：［ ］
（宗教が異なり民族対立）
ギリシャ語とトルコ語

トルコ

ギリシア



(３)宗教対立による民族紛争

■北アイルランド
・・・プロテスタント（イギリス国教会）ＶＳ

アイルランド系( )教徒教［ ］派キリスト カトリック



■スリランカ
・・・［ ］人（仏教徒）ＶＳ［ ］人（ヒンドゥー教徒）

→2011停戦成立
シンハラ タミル

ドラヴィダ語族

上座部仏教

インド・ヨーロッパ語族



■フィリピン
・・・国民の大半が信仰するキリスト教［ ］ＶＳ

南部［ ］島などの［ ］教徒モロ族
カトリック

ミンダナオ イスラム

モロ民族解放戦線



■［ ］
・・・ロシア連邦共和国内の国、カフカス山脈の北側に位置。
イスラム教徒（シーア派）で独立運動が盛ん

（20万人犠牲）

チェチェン共和国

ロシア軍 ＶＳ 武装勢力





■ 問題
・・・ナゴルノ＝カラバフ自治州（キリスト教）を自国領に
したいアルメニアと,自国にとどめたい
アゼルバイジャン（イスラム教)派

ナゴルノ＝カラバフ

ナゴルノ＝カラバフ自治州
（アルメニア人多い）

アルメニア アゼルバイジャン



３ 旧ユーゴスラビアの民族紛争

(1) 複雑なモザイク状の民族構成から紛争・分離独立へ

キリル文字ラテン文字(ローマ字)

カトリック イスラム 東方正教

セルビア

セルビアムスリム

セル
ビア

モンテ
ネグロ

コ
ソ
ボ





旧ユーゴスラビア連邦内の国
スロベニア

クロアチア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

セルビア

コソボ

モンテネグロ

マケドニア



・マジャール人（ハンガリー人）の多いボイボジナ自治州

※セルビア国内

・［ ］人（イスラム教徒）の多い［ ］自治州
(独立を宣言)

アルバニア コソボ



(２)歴史的背景

カトリック

東方正教

イスラム

サラエボ

セルビア
スロベニア クロアチア



国連



４ 東ティモールの独立紛争(分離独立問題)

※1975年まで旧［ ］領
→ 宗教は［ ］多い

(インドネシアは旧［ ］領で［ ］多い)
・・・・87％はイスラムで,プロテスタントは7%だが・・・

ポルトガル
カトリック

オランダ プロテスタント



インドネシア

多国籍軍

ポルトガル

ディリ





５ パレスティナ問題

(1)パレスチナ問題とは

東地中海地域に位置するパレスチナと呼ばれる同じ
土地の領有をめぐる 人と 人の
争いの問題。

ユダヤ アラブ





・紀元前 722
（2700年前）

・イスラエル王国の滅亡により，ユダヤ人は
離散
→ パレスチナは，イスラム教徒のアラブ

人の土地となる
→ による支配

・19世紀後半
～

・ 運動（ユダヤ人のパレスチナ
への帰還運動）により，世界各地のユダ
ヤ人がパレスチナへ帰還（各地での差別
から）

→ アラブ人とユダヤ人との平和的な共
存の状況

オスマントルコ

シオニズム

(2)パレスチナ問題の歴史



第一次世界大戦中 ・【イギリスの三枚舌外交】
■ 人には
・・・オスマントルコへの武装蜂起を条件に，独
立を約束（1915年ﾌｻｲﾝ＝ﾏｸﾏﾎﾝ書簡）

■ 人には
・・・巨額の資金援助を条件に，国家建設約束

（1917年バルフォア宣言）
■ には
・・・大戦後の中東地域の英仏分割を約束

（1917年サイクスピコ協定）。

第一次大戦後 ・パレスチナ（現在のイスラエル・シリア）は，オ
スマントルコからの独立を果たし，国際連盟が
定めた【 】となる
→ ユダヤ系の銀行が経済を支配し，

人を抑圧

アラブ

ユダヤ

フランス

イギリスの信託統治領



第二次世界大戦後 ・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺に対する
諸国の 。
→アメリカの強烈な圧力によって，1947年国

際連合がユダヤ人に有利な「パレスチナ
の 」
（パレスチナ人の1/3の人口のユダヤ人に
国土の56.5%を）

同情

分割決議



1948年～ ・1948年ユダヤ人が 独立を宣言
→ユダヤ人テロ組織によるアラブ人大量虐
殺から70～80万の難民発生

→「 」としてパレスチナの
死守のためアラブ連盟5カ国(エジプト・トラ
ンスヨルダン・シリア・レバノン・イラク)がパ
レスチナ侵攻（第一次中東戦争）

・現在にいたるまで４回にわたる
→イスラエルによる国連決議以上の領土拡大

（ゴラン高原・ 川西岸・ 地
区・東エルサレム）
※1973年の第４次中東戦争の時にオイル
ショックが起こる

イスラエル

アラブの大義

ヨルダン ガザ



ヨルダン川西岸

ガザ



1987年～ ・パレスティナ民衆による大規模な抵
抗運動（ ）

→国際世論を動かす
1993年 ・イスラエルと （パレス

チナ解放機構）がアラブ人による暫
定自治（パレスチナ国家の建設）に
合意（オスロ合意）

→ 川西岸地区
地区で自治開始

インティファーダ

ＰＬＯ

ヨルダン

ガザ



オスロ合意



１９９５年



1995年～ ・イスラエルの和平派のラビン首相暗殺
→中東和平崩れ双方のテロ頻発

・イスラエルが自治区のまわりに
を建設し，封鎖

→再び対立激化へ

分離壁





事実上の首都・・・テルアビブ



７ クルド人の問題

国をもたず西アジアの複数の国にまたがり居住
→ ［ ］・［ ］・［ ］・シリアなど

2000万～2500万人の人口）

(1)クルド人

イラク イラン トルコ

→各国で少数民族化して迫害、難民化



■イラク
・北部（約15％、 以北）に分布。辺境
地での貧困な生活
・［ ］戦争で、多国籍軍に協力し迫害を受け多く
の難民が発生。

■トルコ
・1991年まで，クルド人の存在が認められず，東部
トルコ人とよばれた。公の場でクルド語の使用が認
められなかった。・・・・今でも不安定要因で、このこ
とが［ ］加盟の障害の一つとなる。ＥＵ

→自治、統合、独立か定まらず、国連が介入するが
不安定な情勢

油田

湾岸





（1）ドイツの外国人労働者の問題（ ）

8 多文化共生の課題を抱える国々

・・［ ］・イタリア・旧ユーゴスラビアから多い

ガストアルバイター

トルコ

（2）オーストラリアでの 主義の動き

各民族集団の言語的・文化的権利を認め，少数
民族などに就職や教育の機会を与える（雇用や
学生数を割り当てる）

多文化

アボリジニー，中国人





2007年 オーストラリアのラッド首相によるアボリジニ隔離政策への謝罪





②オランダ

・旧植民地（［ ］（東南アジア）や［ ］
（南米））やトルコ・モロッコからの移住者も多い

インドネシア スリナム



③マレーシア

・［ ］（土地の子）政策（マレー人優遇政策）

→ 多数派の一部で反動が起きる（排斥運動）

ブミプトラ



(3)アパルトヘイトを廃止した南アフリカ共和国

①南アフリカ共和国の基礎データ

1652年 ［ ］系ボーア人（アフリカーナー）が入植
［ 植民地］建設

19世紀 ケープ地方を［ ］が占領
→ボーア人は内陸へ

1899年～1902年 ボーア戦争により全土がイギリス領に
1910年 南アフリカ共和国連邦成立

【歴史】

オランダ

ケープ

イギリス



②1948年～人種隔離政策の実施と1993年以降の廃止

■法制化された有色人種差別（1948年）
・参政権なし
・居住・移転の制限 →［ ］という地域に居住
→ 南アはこれを独立させる

■黒人の抵抗
・国際的な非難と経済制裁＝国際的孤立

← の廃止勧告
■1993年 人種差別関連法の廃止
■ 1994年 黒人初の［ ］大統領の誕生

ホームランド

国連

ネルソン＝マンデラ





ネルソン・マンデラ





①領土

②領海

③領空

・面積・・・約 ㎢

・低潮線から (22km)の海

(1)日本の領域

・領域の上空、 までの空

9 日本の領土・領海問題

37.5万

世界順位は 。60位前後

12海里

宇宙空間



領海

日本の領土(37.8万K㎡)

低潮線 12海里
(22km)

領域の中心



東経120度

与那国島

択捉島

東経155度

沖ノ鳥島
南鳥島

北緯15度②

(2)日本の広がり

①

北緯45度

③
④



東経120度

与那国島

択捉島

東経155度

沖ノ鳥島
南鳥島

北緯20度②

①

北緯45度

③
④

(2)日本の広がり



択捉島(えとろふとう)

ビデオ/【北方領土】軍備増強のロシア、内紛の日本[桜H23 2 11].flv
ビデオ/【北方領土】軍備増強のロシア、内紛の日本[桜H23 2 11].flv


日本政府が1988年～1989年
の保全工事を行ったもとも
とは小さな岩礁。
工事費約２８５億

沖ノ鳥島(おきのとりしま)

ビデオ/沖ノ鳥島 01 - 島の概要とその可能性 Part1.flv
ビデオ/沖ノ鳥島 01 - 島の概要とその可能性 Part1.flv


南鳥島(みなみとりしま)

ビデオ/南鳥島（マーカス島） .avi.flv
ビデオ/南鳥島（マーカス島） .avi.flv


与那国島(よなぐにじま)

ビデオ/自衛隊誘致で対立 揺れる日本最西端の島 与那国島.flv
ビデオ/自衛隊誘致で対立 揺れる日本最西端の島 与那国島.flv


(3)実質上の広がり

領域 ＋ ：英語で 。排他的経済水域 ＥＥＺ

約 ㎢で世界 。４４７ ６位



※排他的経済水域
=EEZ（exclusive economic zone）

1982年の で決められた。

沿岸国が海洋と海底の生物, の探査・
開発・保存・管理に排他的な権利をもつ水域。

国連海洋法条約

鉱物資源



領海

排他的経済水域

日本の領土(37.8万K㎡)

低潮線 12海里
(22km)

200海里
(370km)

実質上の領域

領域の中心

実質上の領域



（4）隣国との領土問題

①EEZが接する隣国との間に多くの をもつ領土問題

EEZ/World_EEZ.kmz
EEZ/World_EEZ.kmz


②紛争地域1・・・ （北方四島）

A.歯舞群島（歯舞諸島）、B.色丹島、
C.国後島、D.択捉島

戦後，不法占拠した に対して，日本が領
土返還を訴えている問題。

北方領土

ロシア

ビデオ/メドベージェフ大統領国後島訪問　ロシア側、国後島はロシア国内と強硬姿勢を崩さずFuji News Network.flv
ビデオ/メドベージェフ大統領国後島訪問　ロシア側、国後島はロシア国内と強硬姿勢を崩さずFuji News Network.flv


戦争直後に，ロシアが軍事侵攻し
て，不法占拠した南樺太の領有
権解釈をめぐる問題。

③紛争地域2・・・ 。樺太島（サハリン島）南部

日本は領有権を放棄したが最終
的な帰属は と主張未定

ビデオ/樺太引揚者の記憶 -ふるさとへの想い- vol.3.mp4
ビデオ/樺太引揚者の記憶 -ふるさとへの想い- vol.3.mp4


島根県北部の日本の島を， が実効支配し，それ
に対して日本および朝鮮民主主義人民共和国が不法
占拠であると返還をもとめている問題。

④紛争地域3・・・ 。竹島

韓国

ビデオ/『竹島の日』記念式典で韓国人団体が猛抗議.flv
ビデオ/『竹島の日』記念式典で韓国人団体が猛抗議.flv


と が沖縄県 の尖閣諸島に
主権があると主張している問題。

⑤紛争地域4・・・ 。尖閣諸島

台湾中国 石垣市

水産資源や海底［ ］の管轄をめぐって近年熾烈化油田

ビデオ/支那の密漁船が尖閣諸島を侵略！.flv
ビデオ/支那の密漁船が尖閣諸島を侵略！.flv

