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「政治」分野 

① 政治参加と制度改革   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 24日 「18歳成人」審議入り 民法改正案 2022年施行へ 

現在20歳の成人年齢を18歳に引き下げる民法と、

22 の関連法改正案が衆院本会議で審議入りした。上

川陽子法相は趣旨説明で「選挙権年齢が 18 歳以上と

なるなどの社会経済情勢の変化に鑑み、引き下げを

行う」と述べた。成立すれば約 140 年ぶりの見直し

となり、政府は 2022 年４月施行を目指すとしている。 

改正案では、女性が結婚できる年齢も 16 歳以上か

ら男性と同じ 18 歳以上とする。一方、飲酒と喫煙、

公営ギャンブルは 20 歳未満の禁止を維持する。 

 

◆若者守る法整備も 

成人年齢が引き下げられると、18 歳以上は親の同

意なくクレジット契約などができるようになり、若

年者の消費者被害拡大も懸念されている。そのため、

政府は消費者契約法の改正案も国会提出している。

就職活動などの不安をあおった勧誘や恋愛感情につ

け込んだ「デート商法」などによる契約を、取り消

し可能とする予定だ。「社会生活上の経験が乏しい消

費者」を対象とすることを想定している。 

（→９、77㌻） 

 

■ ５月 

❏ 16日 候補者を男女均等に 推進法が成立 

国政選挙などで男女の候補者数を「できる限り均

等」にするよう政党に努力義務を課す「政治分野に

おける男女共同参画推進法」が、参院本会議で全会

一致で可決され、成立した。23 日にも施行される見

通し。国際的に遅れている女性の政治参画を後押し

することを狙う議員立法だ。ただ罰則規定がない理

念法で、各党の自主的な取り組みが問われる。 

国や自治体には、国内外の状況に関する実態調査、

啓発活動などの「必要な施策」の策定・実施の努力

義務を課す。日本の国会議員の女性比率は衆院

10.1％（47人）、参院 20.7％（50 人）。列国議会同盟

の各国下院の調査（４月１日時点）では、日本は 193

カ国中 158位。 

（→９㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ 13日 「18歳成人」成立  改正民法 2022年施行 

成人年齢を「20歳」から「18 歳」に引き下げる改

正民法が国会で成立した。明治時代に満 20歳とされ

た成人の定義が約 140 年ぶりに見直される。施行は

2022年４月１日。 

改正民法により、女性が結婚できる年齢は「16 歳

以上」から男性と同じ「18 歳以上」に引き上げられ

る。 

成人年齢の引き下げに伴い、年齢要件の見直しが

必要な 22の法律も改正されることになった。10年間

有効のパスポートを 18歳から取得できるようにする、

旅券法改正がその一例だ。飲酒や喫煙、公営ギャン

ブルについては、健康被害やギャンブル依存症への

懸念から「20 歳以上」を維持する。このため、法律

の名前や規定にある「未成年者」を「20歳未満の者」

と改める。 

 

◆改正消費者契約法も成立 

 

成人年齢が引き下げられると、18 歳から親の同意

なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作

ったりできるようになる。一方で、親の同意のない

法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は 18 歳か

ら行使できなくなる。若者の消費者被害拡大が懸念

されるため、今国会では改正消費者契約法も成立し

た（６月８日）。2019年６月に施行され、不安をあお

って商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情に

つけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消

せるようになる。ただ、国会審議でも野党などから

被害防止策が不十分との声が上がり、参院法務委員

会は更なる法整備を政府に求める付帯決議をした。 

（→９、77㌻） 
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■ ７月 

❏ 18日 参院定数６増  「党利党略」批判相次ぐ 

参院の定数を「６増」する改正公職選挙法が、国

会で成立した。総定数は 242 から 248 に増え、2019

年夏の参院選から適用される。 

「６増」の概要はこうだ。まず、「１票の格差」縮

小のために、議員１人当たりの人口が最多の埼玉選

挙区（定数６、３年ごとの改選数３）の定数を２増

やし、格差を３倍未満にする。さらに比例代表（定

数 96、改選数 48）の定数を４増やし、各党が事前に

決めた順位に従って当選する「拘束名簿式」を一部

導入して「特定枠」を創設する。 

 

◆「特定枠」で「救済」 

自民党の狙いは、隣接県を一つの選挙区にした「合

区」対象県の候補者を救済することにある。合区の

「鳥取・島根」「徳島・高知」の両選挙区（いずれも

改選数１）には、合区前の 2013年参院選で当選した

自民現職が４人いる。しかし 2019 年夏の参院選で、

両選挙区からは２人しか当選できない。そこで、残

る２人を名簿上位の「特定枠」で救済しようという

のだ。一方、特定枠導入で、個人名の得票順に当選

する従来の比例候補が落選する可能性が高まる。そ

れによる不満を和らげるために、比例定数を４増や

す。 

議員定数を増やすことに対しては、反対論が強い。

人口減少などを背景に、近年、衆参両院では定数削

減が続いてきた。消費増税を 2019 年 10 月に控える

中、「『身を切る改革』に逆行する」という意見が多

い。 

 

 

 

◆違憲の懸念 １票の格差 

自民党側は国会審議で、合区を余儀なくされた理

由が、その県の人口減少だったことを念頭に「特定

枠は少数派というべき地域の声を国政に届けるもの

だ」と述べ、合区候補の救済に理解を求めた。しか

し、「この論理は、当該議員を『地域代表』と認める

ことになり、国会議員を『全国民を代表』と定める

憲法 43条に反する」と指摘する声がある。 

さらに、特定枠の導入により、比例代表について

「１票の格差」を巡る訴訟が起こされることも懸念

される。現行制度なら当選していたはずの（特定枠

外の）候補者が落選すれば、落選候補に投票した有

権者の投票価値が不当に低く評価され、最高裁が重

視する「投票価値の平等」を侵害することになりか

ねないからだ。 

突如示された今回の改正案。国会での実質的な審

議時間は９時間強で、「自民党の議論の進め方は強引

で、あからさまな党利党略だ」という批判が野党か

ら相次いだ。 

（→10、11 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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② 日本国憲法の行方  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 22日 「自衛措置の組織」 自民党改憲案まとまる 

自民党憲法改正推進本部の細田博之本部長は全体

会合で、安倍晋三首相の意向に沿って９条第１項（戦

争放棄）と第２項（戦力不保持）を維持しつつ自衛

隊の存在を明記する憲法改正について、これまでの

有力案から「必要最小限度」を削除する修正案を提

示した。会合では修正を支持する意見が多数を占め

た。 

修正案は「我が国の平和と独立を守り、国及び国

民の安全を保つ」という自衛隊の目的は変えず、「必

要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実

力組織として」自衛隊を保持することを盛り込んだ。

これで、自衛隊明記▽緊急事態条項▽参院選の「合

区」解消▽教育充実――の改憲４項目の方向性が決

まった。 

◇  ◇  ◇ 

自民党は 25 日、東京都内で第 85 回党大会を開い

た。安倍首相は演説で「憲法に自衛隊を明記し、違

憲論争に終止符を打とう」と訴え、憲法９条第１項

（戦争放棄）と第２項（戦力不保持）を維持しつつ

自衛隊の存在を明記する改憲に重ねて意欲を表明し

た。 

党憲法改正推進本部の細田本部長が党大会直前に

どうにか仕上げた改憲案は、新設の「９条の２」に

「必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定

した。集団的自衛権の全面行使に道を開く可能性が

生じ、野党は早くも反発している。 

（→９㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ 27日 国民投票法改正案提出 通常国会成立は見送り 

自民党、公明党、日本維新の会、希望の党の４党

は、憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案を

衆議院に共同で提出した。ただ、与野党対立の影響

により、通常国会での成立は見送られた。 

改正案は、現行の公職選挙法とのずれを解消する

のが目的だ。投票人名簿の縦覧制度を廃止し、個人

情報保護に配慮した閲覧制度に変える▽駅や商業施

設に共通投票所を設置する――など７項目にわたる。

自民党には、国民投票の制度上の不備を解消し、改

憲案の国会発議に備える狙いがある。 

一方、野党側は慎重な姿勢を崩していない。立憲

民主、国民民主両党は、「改憲案への賛否を呼びかけ

るテレビＣＭについて、規制を盛り込むべきだ」と

主張する。加えて、森友・加計学園問題などで与野

党の対立が激しくなり、衆参各議院の憲法審査会は

開催もままならない。 

こうした状況を踏まえ、自民党などは、改めて秋

の臨時国会で成立を目指すことにした。 

（→12、15 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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③ 日本の政治と安倍内閣  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 16日 「戦闘が拡大」と表現 イラク派遣 日報公開

防衛省が国会で「不存在」としていた自衛隊イラ

ク派遣時の日報が存在していたことが分かり、陸上

自衛隊が保管していた計 435 日分（計１万 4929 ㌻）

を一部黒塗りにした上で公開した。日報には「戦闘」

という言葉が複数あり、このうち陸自部隊が活動し

ていた南部サマワ周辺での英国軍と武装勢力との武

力衝突について「戦闘が拡大」と表現していた。政

府はこれまで自衛隊の活動地域を「非戦闘地域」と

説明してきたが、当時の状況との整合性が改めて問

われることになる。 

日報の内容は現地での活動状況や治安情勢、人員、

装備品などが中心で、サマワ周辺で起こった武装勢

力の攻撃などについては、事案の概要や攻撃側に関

する現地情報なども特記されている。 

このうち、2006 年１月 22日の日報には、サマワ市

内で前日、反米指導者のサドル師派の事務所付近で

同市周辺の治安維持を担当していた英軍車両に、同

派民兵が「射撃し始めたことに端を発して、戦闘が

拡大」と記録された。また、陸自の宿営地周辺や車

両を狙った攻撃に触れた日報もある。 

イラク派遣を巡っては、海外での武力行使や他国

軍との武力行使の一体化を避けるため、イラク復興

支援特別措置法に基づき、現に戦闘行為が行われて

おらず、活動期間中も行われないと認められる「非

戦闘地域」に限られるとしていた。 

◆ 日報とはどんなもの？ 

Ｑ：そもそも日報ってどんなものなの？ 

Ａ：命令を受けて活動する自衛隊の部隊が上級部

隊に対して定期的に状況を報告する資料のうち、毎

日報告されるもののこと＝写真。上級部隊は日報を

基に今後の活動方針を決める。 

Ｑ：なぜないはずの日報が見つかるの？ 

Ａ：日報は上級部隊への報告後に「用済み」とな

り、部隊の警備態勢などの機微な情報も含むため、

１年以内に廃棄されることになっていた（現在は、

海外派遣部隊の日報は 10 年間保存）。ただ、現地部

隊の１次情報が書かれた日報は教訓を得るための貴

重な資料。実際には陸自内で多くの隊員が保管して

いた。 

（→テキストに記述はありません） 
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❏ 16日 「国民の敵」国会議員に 文民統制下の自衛官

民進党の小西洋之参院議員が、国会近くの路上で

防衛省統合幕僚監部の３等空佐から、「お前は国民の

敵だ」と罵倒された。この問題は、シビリアンコン

トロール（文民統制）との関係でも問題視されてい

る。 

 

◆ 文民統制って？ 

Ｑ：文民統制って何なの？ 

Ａ：民主主義の国で、政治が軍事より優位だとい

う考え方。「文民」とは国民のことで、国を統治する

権利を持つ国民が、軍を統制する。 

Ｑ：国民がどうやって軍を統制するの？ 

Ａ：日本では、選挙で選ばれた国会議員、国会か

ら信任された内閣を通じて、自衛隊を統制する。最

高指揮官である首相の下、防衛相が自衛隊を指揮す

る。 

Ｑ：どうして文民統制が重要なの？ 

Ａ：人を傷つける力を持つ組織がその気になれば、

国民の自由や権利を力で抑え込めるから。 

Ｑ：自衛隊は統制されているの？ 

Ａ：国会から要求があり、防衛相が探すよう指示

した日報が、自衛隊で発見されたのに１年以上も報

告されなかった。自衛隊にも旧日本軍同様に情報を

隠す体質があるのではないかと疑問視する声が出て

いる。 

 

◆ 悲劇 国内外で 

「日本国民よ！ 国民の敵たる既成政党と財閥を

殺せ！ 祖国日本を守れ」 

1932 年に海軍青年将校らが首相官邸を襲撃し、当

時の犬養毅首相を暗殺した５・15 事件。青年将校ら

は檄文（げき・ぶん）にこう記していた。将校らは

問答無用で犬養首相を殺害し、以後、日本は軍部独

裁の道を歩んだ。 

「国民の敵」という言葉で始まった悲劇は国内に

とどまらない。旧ソ連の独裁者スターリンは反対派

を「人民の敵」と名指しして粛清。同じ言葉が中国

の文化大革命でも使われた。最近ではトランプ米大

統領が批判的なメディアをけん制する際に使ってい

る。 

戦前の将校に当たる３佐が国会議員を「国民の敵」

と断じた問題をどうみるか。井上寿一学習院大学長

（日本政治外交史）は「威嚇する言葉としては戦前

ほどのインパクトはないが、許されない言動だ」と

分析する。「考えが異なる人を分断して攻撃し、支持

を得る手法が世界的に広がっている。立場を忘れて

相手を非難した３佐の発言はそうした潮流が一般国

民にも浸透し、感覚がまひした表れかもしれない」

と語る。 

（→テキストに記述はありません） 
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■ ４月 

❏ 決裁文書改ざんの闇 森友学園問題

学校法人「森友学園」（大阪市）への国有地売却を

巡る問題で、決裁文書の改ざんを主導したとされる

財務省理財局の職員らが、大阪地検特捜部に「元々

の文書が取引の経緯を細かく書き過ぎていると感じ、

書き換えを指示した」という趣旨の供述をしている

ことが捜査関係者への取材で分かった。文書を作成

した近畿財務局の職員から「書き換えは違法ではな

いか」と反発もあったとされ、本省に押し切られる

形で改ざんが進んだとみられる。 

決裁文書には、学園が計画する小学校の名誉校長

だった安倍晋三首相の妻昭恵氏や複数の政治家の名

前の他、売却の交渉経緯も克明に記されていたが、

2017年２～４月に削除された。 

当時理財局長だった佐川宣寿・前国税庁長官（60）

は 2017年、国会答弁で「交渉記録は廃棄した」など

と繰り返し昭恵氏らの影響も否定。理財局は、こう

した答弁と決裁文書の整合性を取るために改ざんを

計画したとみられる。捜査関係者によると、佐川氏

も改ざんについて「事前に部下から報告を受けて了

承した」と供述しているという。 

 

◆佐川氏は証言拒否、立件見送りへ 

衆参両院の予算委員会は３月 27 日、決裁文書改ざ

ん問題を巡り、佐川前国税庁長官を証人喚問した。

佐川氏は改ざんを誰がいつどのように指示したか、

その理由、自身の関与などの経緯について「刑事訴

追の恐れがある」と証言拒否に終始していた。 

大阪地検特捜部は、佐川前国税庁長官から任意で

事情聴取した。改ざんへの関与を認めているとみら

れる。ただ、改ざん後の文書の趣旨が大きく変わっ

ていないことなどから、特捜部は立件を見送る方針

だ。 

（→18 ㌻） 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 14日 「加計優遇」疑惑深まる 首相は「問題なし」 

学校法人「加計学園」の獣医学部新設を巡り、柳

瀬唯夫元首相秘書官（現経済産業審議官）が学園側

と首相官邸で３回面会していたことについて、安倍

晋三首相は衆参予算委員会で「問題ない」と強調し

た。ただし、「加計学園を優遇したのでは」との疑問

は解消されず、野党は真相解明には学園の加計孝太

郎理事長らの国会招致が必要だと追及を続ける構え

だ。 

無所属の会の江田憲司氏は衆院予算委で「どこが

選定手続きに一点の曇りもないのか」と批判した。

野党は予算委で、官邸での面会を契機に加計学園の

事業者認定が進んだのではないかと追及した。審議

では、藤原豊地方創生推進室次長（当時）が出張の

際に学園の車両を利用したことも、梶山弘志地方創

生担当相が新たに認めた。首相は柳瀬氏と加計側の

面会は「問題ない」「大きな意味はない」とし、改め

てプロセスは適正だったと主張した。 

面会について、柳瀬氏は 10日の参考人質疑で、「首

相に報告したり、指示されたりしたことはない」と

答弁。首相の秘書官が「報告なし」ということも、

不自然だと指摘されている。 

（→18 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 30日 １年半ぶり党首討論 議論かみ合わず 見直し論も 

安倍晋三首相と立憲民主党の枝野幸男代表ら野党

党首との党首討論が開かれた。６月 27日にも開かれ、

学校法人「森友学園」「加計学園」を巡る問題や外交

政策などがテーマになった。 

党首討論は 2016 年 12 月以来約１年半ぶり。しか

し、質問の論点をずらして従来の答弁を繰り返す安

倍晋三首相と、小党分立で１人当たりの時間がわず

かな野党党首が対決する構図が展開された。論戦は

細切れで深まらず、安倍首相と枝野氏の双方から「党

首討論の歴史的使命は終わった」などの声も聞かれ

た。 

「開催のあり方を見直すべきだ」という意見が与

野党から上がり、超党派の議員による勉強会が、具

体的な改革案を国会に提出する動きもある。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

■ ７月 

❏ 20日 「カジノ法」成立  ギャンブル依存症 懸念根強く 

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）実施法が、

国会で成立した。 

ＩＲ実施法は、全国３カ所を上限にカジノ、国際

会議場、ホテルなどを一体化したＩＲの整備を認め

る。カジノを利用する日本人と国内居住の外国人を

対象に入場料 6000 円を徴収し、入場回数を「週３回

かつ 28 日間で 10 回」までに制限する。政府は 2020

年代前半の開設を目指しており、今後、各地で誘致

活動が本格化する見通しだ。 

政府は経済成長につなげたい考えだ。しかし、設

置による経済効果について、国会審議での明言を避

けた。「施設の数、規模や設置場所などに左右される

ため、試算は困難だ」という理由だ。 

ギャンブル依存症への懸念も根強い。政府は入場

料の水準や入場回数制限などが「世界最高水準の規

制」と主張するが、実効性を疑問視する声が野党か

ら相次いで上がった。 

 

◆依存症対策基本法も成立 

ＩＲ実施の前提と位置付けられるギャンブル依存

症対策基本法が７月６日、国会で成立した。 

パチンコなどを含めたギャンブル依存症の予防や

社会復帰を進めるための対策推進基本計画の策定を

政府に義務付ける。また、都道府県にも、地域ごと

の推進計画策定に努めるよう求める内容だ。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ９月 

❏ 20日 安倍首相が３選 自民党総裁選 石破氏善戦 

自民党総裁選は、国会議員による投票が行われ、

党員・党友票と合わせて開票された。安倍晋三首相

（64）が 553票を獲得し、254 票の石破茂元幹事長（61）

を破って連続３選を果たした。首相は最終任期の３

年間でデフレ脱却や憲法改正などの課題に取り組む。

ただ、石破氏が国会議員票、党員票とも善戦したこ

とで、首相は今後、党内からの批判に配慮した政権

運営を迫られる。 

総裁選は国会議員票、党員票それぞれ 405 票で争

われた。国会議員票は首相 329票、石破氏 73票、無

効票３票。焦点の党員票は首相が 224 票、石破氏が

181 票だった。首相の得票は 405 票の 55.3％。陣営

は当初７割を目指していたが、石破氏が党員票では

地元・鳥取をはじめ 10 県で首相を上回り、「やはり

地方には不満がたまっている」（中堅議員）という見

方が出ている。 

開票後、首相は両院議員総会で「戦いは終わった。

これからは一致協力して新しい日本をつくっていこ

う」と結束を呼びかけた。2019年 11 月に戦前の桂太

郎首相の 2886日を抜き、在任期間が歴代１位になる。 

 

◆「次の国会に改憲案」 

安倍首相は、自民党総裁３選後に党本部で記者会

見した。任期中の憲法改正に重ねて意欲を示し、「次

の国会に改正案を提出できるよう党を挙げて取り組

むべきだ。結果が出た以上、大きな方針に向かって

一致結束して進まなければならない」と述べた。自

衛隊の存在明記には直接触れなかったが、憲法９条

第２項（戦力不保持）を維持する改憲案に党員の理

解は深まったとの認識を示した。 

外交では「北朝鮮の核・ミサイル、そして何より

重要な拉致問題の解決に向けて、私自身が金正恩（キ

ム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長と向き合わなけ

ればならない。戦後日本外交の総決算を行う」と決

意を述べた。 

（→16 ㌻） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

④ 天皇陛下 2019年春に退位 （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ ３日 「即位礼」来年 10月 退位と即位 儀式日程 

政府は、2019 年４月 30 日の天皇陛下の退位と翌５

月１日の新天皇の即位に伴う儀式の在り方を定めた

基本方針を閣議決定した。新天皇が即位を内外に宣

言される「即位礼正殿の儀」を 2019年 10月 22 日に

行う。新天皇が三権の長ら国民代表と会う「即位後

朝見（ちょうけん）の儀」は即位日の 2019年５月１

日に実施する。 

新天皇の即位に伴う儀式は、即位日の 2019 年５月

１日にまず、「剣璽等承継（けん・じ・とう・しょう・

けい）の儀」を実施。その後、「即位後朝見の儀」を

開く。2019 年 10 月 22 日は「即位礼正殿の儀」を行

い、その後にパレードの「祝賀御列の儀」がある。

10月 22日以降に、即位を祝う宴会「饗宴（きょうえ

ん）の儀」を開く。 

これらの五つの儀式は、平成の代替わりと基本的

に同じで、前回同様にいずれも国事行為として行う。

饗宴の儀の回数や規模は、「時代の変化に合わせる」

として簡素化を検討する。 

このほか内閣が行う行事として、今の陛下の在位

30 年記念式典を 2019 年２月 24 日に国立劇場（東京

都千代田区）で実施する。新天皇即位に伴う首相夫

妻主催の夕食会を、即位礼正殿の儀の翌日となる

2019年 10月 23 日に行うことも決めた。 

（→18 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑤ 日本の外交・安全保障  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 17、18日 「北朝鮮」一致 貿易でずれ 日米首脳会談 

安倍晋三首相＝写真中央＝は、トランプ米大統領

と米南部フロリダ州のパームビーチで会談した。６

月初旬までに行われる予定の米朝首脳会談を前に、

対北朝鮮政策を調整。貿易に関しては、トランプ氏

は、首相が求める環太平洋パートナーシップ協定（Ｔ

ＰＰ）への復帰に慎重な姿勢を示し、日本との自由

貿易協定（ＦＴＡ）への意欲を示した。 

北朝鮮に対し、首相は「核兵器をはじめ大量破壊

兵器、あらゆる弾道ミサイルの完全、検証可能かつ

不可逆的な方法での廃棄を求める」と強調。日米首

脳が、米国本土を狙う大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢ

Ｍ）だけではなく、日本を射程に入れる短・中距離

の弾道ミサイルの放棄も求める方針で一致したこと

を明らかにした。 

両首脳は、最大限の圧力を維持する方針も確認。

「拉致問題の早期解決に最大限努力する」ことでも

一致した。 

 

 

 

 

◆新たな協議 

貿易に関し、両首脳は茂木敏充経済再生担当相と

米通商代表部（ＵＳＴＲ）のライトハイザー代表に

よる貿易や投資などを話し合うための新たな協議を

始めると表明した。 

トランプ氏は、米国が巨額の対日赤字を抱えてい

ることに言及。日本の市場に「障壁」があるとも述

べ、不満を表明した。ＴＰＰに関し、首相は「日米

にとって最善だ」と米国に復帰を促したが、トラン

プ氏は復帰の考えがないことを改めて示した。 

（→22、23、24㌻） 

 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ ９日 北朝鮮非核化で連携 経済協力も 日中韓 

安倍晋三首相は、東京・元赤坂の迎賓館で中国の

李克強首相、韓国の文在寅大統領と会談した＝写真。

朝鮮半島の「完全な非核化」に向けて連携すること

を確認。日中韓の経済協力を進める考えでも一致し

た。 

 共同記者発表で、安倍首相は「北朝鮮の諸問題

に関する国連安全保障理事会決議を完全に履行する。

これは３カ国の共通の立場だ」と述べ、北朝鮮が非

核化の実現に向け具体的な行動を取るよう制裁決議

の履行を続けることで一致したと明らかにした。ま

た、拉致問題の早期解決に向け、両国に協力を求め、

「理解を得られた」と述べた。 

 李首相は記者発表で「朝鮮半島の非核化と対話

の軌道に戻ることを歓迎する。政治的な半島問題の

解決のため中国は一貫して建設的な役割を果たして

いきたい」と述べた。 

 文大統領は「朝鮮半島の完全な非核化と恒久的

な平和主義、南北関係の改善が、北東アジアの平和

と安定に重要との認識で一致した」と語った。 

 経済分野でも意見を交わし、日中韓自由貿易協

定（ＦＴＡ）の締結に向けて協議を加速することで

一致。日中韓と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

を含めた計 16カ国が参加する東アジア地域包括的経

済連携（ＲＣＥＰ）の交渉の進展を目指すことを確

認した。 

 

 

 

◆「海空連絡」開始へ 日中首脳会談 

日中韓首脳会談の後に開かれた日中会談では、東

シナ海などで防衛当局の偶発的衝突を防ぐ「海空連

絡メカニズム」の運用開始で合意した。また、安倍

首相が年内に訪中、その後、習近平国家主席が来日

し相互訪問を実現することで合意した。 

（→23、24 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ 23日 沖縄慰霊の日 戦後 73年 

沖縄は、第二次世界大戦末期の沖縄戦などの犠牲

者を追悼する「慰霊の日」を迎えた。 

最後の激戦地となった沖縄県糸満市摩文仁（まぶ

に）の平和祈念公園では、県と県議会主催の「沖縄

全戦没者追悼式」があった。翁長雄志（おなが・た

けし）知事は平和宣言で、米朝首脳会談など安全保

障環境の変化に触れ、安倍晋三内閣が進める米軍普

天間（ふてんま）飛行場（宜野湾＝ぎのわん＝市）

の名護（なご）市辺野古（へのこ）への県内移設を

「沖縄の基地負担軽減ばかりでなく、アジアの緊張

緩和の流れにも逆行し、全く容認できない」と厳し

く批判し、移設阻止の姿勢を改めて示した。 

追悼式には安倍首相も参列し、「私たちが享受する

平和と繁栄は、沖縄の人々の筆舌に尽くしがたい苦

難と癒えることのない深い悲しみの上にある」とあ

いさつ。「沖縄の基地負担軽減に全力を尽くす」と強

調した。辺野古移設については今年も触れなかった。 

 

◆沖縄戦とは何か？ 

米軍は 1945 年３月 26 日に沖縄・慶良間（けらま）

諸島、４月１日に沖縄本島中部の西海岸に上陸。日

本軍が持久作戦を展開し、住民を巻き込んだ地上戦

が約３カ月続いた。集団自決も起きた。６月 23 日に

日本軍の司令官が自決し、組織的戦闘が終わったと

される。沖縄県によると、日米の軍人らも合わせた

死者は約 20 万人に上る。 

（→25、26 ㌻） 

 

❏ 26日 小笠原諸島返還 50年 自然保護と利便性の狭間で 

戦後 23年間、米国の占領下に置かれた小笠原諸島

（東京都小笠原村）が、日本返還から 50年を迎えた。 

小笠原では第二次世界大戦末期の 1944 年、島民

6886人が本土に強制疎開させられた。1968年６月に

米国の占領が解かれると、自衛隊が基地を置く硫黄

島などを除き住民の帰還が許された。固有の動植物

が生息することから「東洋のガラパゴス」と呼ばれ、

2011年には世界遺産（自然遺産）に登録された。 

人口は 2638 人（６月１日時点）。世界遺産登録後、

観光業に従事する若者の移住などで年間平均 20人程

度の微増が続く。一方、充実した医療・介護環境を

求めて本土に移る高齢者も多い。本土とのアクセス

は週１便程度の定期船に限られ、症状の重い病人ら

は自衛隊機で搬送されているなど、医療環境が不十

分であることが背景にある。2015 年の国勢調査では、

高齢化率が全国の市町村で最も低い 12.7％だった。 

都や村は、環境への影響に配慮しながら、島への

空港建設を模索している。 

    （→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ９月 

❏ 30日 知事に辺野古反対派 沖縄県知事選 安倍政権に痛手 

翁長雄志（おなが・たけし）知事の死去に伴う沖

縄県知事選が投開票され、翁長氏の後継として米軍

普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古へ

の県内移設計画に反対する元自由党衆院議員の玉城

（たまき）デニー氏（59）が、移設を進める安倍晋

三政権が支援した前宜野湾市長の佐喜真淳（さき

ま・あつし）氏（54）＝自民、公明、維新、希望推

薦＝ら３氏を破り、初当選した。政府は移設を計画

通り進める方針だが、玉城氏は「あらゆる権限を駆

使して阻止する」としており、今後も政府と沖縄の

対立が続きそうだ。玉城氏の得票は沖縄県知事選で

過去最多となった。 

1996 年の日米両政府による普天間飛行場の返還合

意以降、知事選は６回目。移設阻止を掲げた翁長氏

が移設推進を訴えた現職を大差で破った 2014年の前

回選に続き、辺野古移設反対の強い民意が改めて示

された。 

移設を巡っては政府が 2017年４月に護岸工事に着

手したが、県が 2018年８月末に埋め立て承認を撤回

して工事は法的根拠を失ったため、止まっている。

政府は法的措置を取る構えだが、県民の反発が強ま

るのは必至だ。 

玉城氏は８月に膵（すい）がんで急逝した翁長氏

の後継として、辺野古移設に反対する共産や社民な

どの政党や企業、団体からの支援を受けた。選挙戦

で「翁長氏の遺志を継ぎ、新基地を造らせない」と

強調した。自民県連が擁立した佐喜真氏は、普天間

飛行場の早期返還を強調する一方、辺野古移設の賛

否を明言しない戦略を徹底。政権と協調しての経済

振興を訴えた。 

（→25、35 ㌻） 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ 26日 「競争から協調」 首相、習氏来日を要請 日中首脳会談 

安倍晋三首相は、北京の釣魚台迎賓館で習近平国

家主席と会談した。安倍首相は「競争から協調へ、

日中関係を新しい時代へと押し上げていきたい」と

表明。両氏は「新たな時代にふさわしい新たな関係」

を構築することで一致した。安倍首相は 2019年の訪

日を要請し、習氏は「真剣に検討したい」と答えた。 

日本の首相による中国の公式訪問は約７年ぶり。

首相は会談で、日中関係について「競争から協調」「パ

ートナーであり、互いに脅威とならない」「自由で公

正な貿易関係の発展」の３原則を示し、日中の連携

強化に意欲を示した。 

 

◆ＯＤＡ 2018 年度で終了 

安倍首相は約 40年間続いた中国への政府開発援助

（ＯＤＡ）の 2018年度での終了を伝達し、習氏は「日

本のＯＤＡ貢献を高く評価する」と述べた。安倍首

相は「肩を並べて地域の安定と繁栄に貢献したい」

と呼びかけ、第三国への共同支援のあり方を協議す

る方針で合意した。また、沖縄県・尖閣諸島周辺で

の中国公船の領海侵入などに改めて懸念を表明。東

シナ海ガス田開発に関する条約交渉の再開も要請し

たが、具体的進展はなかった。 

 

◆通貨交換協定 ５年ぶり再開へ 

安倍首相は習氏との会談に先立ち、李克強首相と

も会談した。中央銀行間で円と人民元を融通し合う

通貨交換（スワップ）協定の約５年ぶりの再開でも

合意。新たなジャイアントパンダの日本への貸し出

しに向けて協議を進めることでも合意した。 

（→23 ㌻） 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

❏ 30日 元徴用工訴訟 賠償命令が確定 韓国の最高裁

戦時中に日本の製鉄所で働かされた韓国人の元徴

用工４人が損害賠償を求めた訴訟で、韓国最高裁（大

法院）は、新日鉄住金（旧日本製鉄）の上告を棄却

し、原告１人あたり１億ウォン（約 1000万円）を支

払うよう命じる２審判決が確定した。韓国での戦後

補償訴訟で、日本企業への賠償命令が確定するのは

初めて。元徴用工の請求権問題について、日本政府

は 1965 年の日韓請求権協定で解決済みとの立場で、

日韓関係への影響は避けられない見通しだ。 

日韓請求権協定は、日本が経済協力として５億ド

ルを供与し、それによって両国と国民間の財産・請

求権問題の「完全かつ最終的な解決」を確認したも

のだ。 

今回の裁判では、元徴用工の個人請求権が有効で

あるかが争点だった。判事７人の多数意見として、

原告が求める損害賠償は未払い賃金や補償金ではな

く、「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配

などに直結する日本企業の反人道的不法行為を前提

として請求する慰謝料」と指摘。日韓請求権協定の

協議過程で、日本政府が植民地支配の不法性を認め

ていないことを根拠に「原告が求める慰謝料請求権

は請求権協定の適用対象に含まれていたとみるのは

難しい」と結論づけた。 

元徴用工４人は、1941～45 年に新日鉄住金の前身

の日本製鉄の製鉄所で自由を剥奪された状況で強制

労働をさせられ、賃金の支払いも受けられなかった

として慰謝料を求めていた。 

 

◆安倍首相「あり得ない」 

安倍晋三首相は、韓国最高裁の判決を「国際法に

照らして、あり得ない判断だ。政府として毅然（き

ぜん）と対応する」と批判した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑥ 超高齢社会の地方    （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 26日 町村総会は困難 「集中専門型」など提案 

総務省の有識者会議「町村議会のあり方に関する

研究会」は、小規模な市町村で議員の成り手が不足

した場合の対応策などを盛り込んだ報告書を公表し

た。少数の専業議員と有権者が参加する「集中専門

型議会」と、多数の非専業議員が夜間・休日を中心

に運営する「多数参画型議会」の２タイプを示し、

現行議会の存続を含めて選択できる制度改正を提言

した。 

高知県大川村が一時検討した議会に代わる直接民

主主義の制度「町村総会」は、「実効的な開催は困難」

とした。 

総務省は、早ければ 2019年の通常国会に地方自治

法改正案などを提出したい考えで、全国一律の地方

議会制度が変わる可能性がある。 

報告書によると、「集中専門型」は議員を少数（最

低３人は必要）に絞り込む代わりに重要政策に関す

る議員の議決権を拡充。予算など重要議案の議論に

は、有権者からくじ引きなどで選ばれた「議会参画

員」が参加する。 

「多数参画型」では議員を非専業とする半面、現

状より定数を増やし、集落や小学校区単位で選挙区

を設ける。契約締結など議決権の一部を除外し、議

員の仕事量や負担を軽減する。 

兼業を前提とするため、議会運営は夜間・休日を

中心とする。また、議員に対して自治体からの仕事

の請負禁止を緩和したり、県庁などの他の自治体職

員との兼職を可能にしたりする。 

 

◆大川村議長「兼業禁止が壁」 

大川村の朝倉慧（あきら）議長は「過疎の現場が

分かっているのか」と不満をにじませた。集中専門

型ならば議員数は削減できるが、朝倉議長は「兼職・

兼業禁止が壁になる」と実効性を疑問視する。 

（→28 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ９月 

❏ 11日 30％超の高額返礼品、除外へ ふるさと納税 

野田聖子総務相は、ふるさと納税制度を見直し、

高額な返礼品で寄付を集める自治体を制度から除外

する地方税法の改正を検討する考えを表明した。総

務省は 2017 年４月、返礼品の調達費用を寄付額の

30％以下にするよう通知しており、30％超の返礼品

を用意する自治体を除外する方向だ。与党の了承を

得た上で 2019年の通常国会に提出する。 

背景には、総務省の通知を守る自治体からの「正

直者がバカを見ないようにしてほしい」といった声

や、税収減に直面する都市部の不満がある。 

同制度で寄付すると自己負担 2000円を除いた額が、

国税の所得税や居住地の住民税から減額される。居

住地に納めるべき税金の一部が、他の自治体に寄付

すれば返礼品として戻ってくるため、高額品を用意

する自治体に寄付が集中する問題があった。 

総務省によると、１日時点で返礼品調達額が 30％

超の自治体は、全体の 13.8％の 246 団体。高級ステ

ーキ肉やギフトカード、家電製品などを返礼品にし

ていた。また、190団体が地場産品以外を返礼品にし

ていた。岩手県の自治体が沖縄県の名物「泡盛」を、

愛知県の自治体が「スペイン産生ハム」をそれぞれ

用意するなどの事例があった。 

（→29 ㌻） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

「経済」分野 

⑦ 足踏みする財政再建   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ６月 

❏ 15日 骨太の方針：閣議決定

政府の経済財政運営の指針となる「骨太の方針

2018」が閣議決定された。教育無償化など安倍晋三

政権の看板政策である「人づくり革命」に関連する

メニューが並んだ。しかし、成長戦略や規制緩和策

は小粒にとどまった。 

財政健全化計画では、「基礎的財政収支（プライマ

リーバランス＝ＰＢ）」の黒字化目標を、従来の 2020

年度から 2025年度に５年先送りした。 消費税引き

上げによる増収分（５兆円強）について、国の借金

返済分のうち一部を、教育無償化に充てると変更し

たためだ。 

健全化の進捗（しんちょく）状況を検証するため、

2021年度に▽国と地方の債務残高の国内総生産（Ｇ

ＤＰ）比を 180％台前半▽ＰＢ赤字のＧＤＰ比を

1.5％程度▽財政収支赤字のＧＤＰ比を３％以下―

―という３指標で中間評価するとした。 

また、歳出の約３割を占める社会保障費の抑制に

ついては、「高齢化による増加分に相当する伸びにお

さめる」と説明。現行計画では３年間で伸びを 1.5

兆円程度に抑制するとしていたが、今回は数値目標

の設定を見送った。 

（→36 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ 15日 首相、2019年秋の消費税引き上げ表明

安倍晋三首相は臨時閣議で、2019 年 10月の消費税

率 10％への引き上げを改めて表明した。増税分の一

部は幼児教育無償化などに充てつつ、社会保障制度

の改革と財政再建を両立させると明言。一方で、増

税の影響を緩和する対策を各閣僚に指示し、「前回

（2014年４月）の３％引き上げの経験を生かし、あ

らゆる施策を総動員する」と景気の腰折れ防止に全

力を挙げる考えを強調した。 

首相は「消費税率は法律で定められた通り、2019

年 10 月１日に現行の８％から 10％に引き上げる予

定だ」と説明。「少子高齢化という国難に正面から取

り組む。（2017年秋の衆院選で公約した）全世代型の

社会保障制度へと転換し、同時に財政健全化も進め

る」と述べ、理解を求めた。「2019年 10月１日から

幼児教育を無償化する」と増税分の一部使途変更も

重ねて表明した。 

 

◆軽減税率も導入 

一方、首相は、酒類と外食を除く飲食料品などの

税率を８％に据え置く軽減税率導入の準備も改めて

指示した。増税後の個人消費の落ち込みなどを防ぐ

ため、中小小売業者限定で消費者への増税分ポイン

ト還元▽現在法律で禁止している「消費税還元セー

ル」の解禁検討▽2019年 10 月以降に大型耐久消費財

を購入した際の税制・予算措置――などの対策を列

挙。2019、2020 両年度当初予算案に反映させる考え

を示した。 

（→39 ㌻） 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑧ 脱デフレ 道半ば     （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ ９日 「物価２％」時期を削除 日銀 黒田総裁再任 

政府は、８日で任期満了を迎えた黒田東彦日銀総

裁（73）＝写真＝を再任した。任期は９日から５年

間。５年を超えて再任されるのは、1956年から 1964

年まで務めた山際正道氏以来、約 60年ぶり。過去５

年で達成できなかった２％の物価上昇目標への取り

組みに加え、異例の大規模金融緩和を正常化させる

「出口戦略」の構築が課題となる。 

黒田氏は「再任は大変重く受け止めている。強力

な金融緩和を粘り強く続けて、物価安定目標を達成

したい」と話した。 

黒田氏は、就任直後に２年程度での２％目標達成

を掲げ、長期国債の大量購入による「異次元緩和」

を導入したが、目標達成時期は６度にわたって延期

され、現在まで達成できていない。 

2016 年９月には、世の中に大量のお金を流し込む

ため実施してきた年間 80兆円の国債購入目標を事実

上撤回し、長期金利を０％程度、短期金利をマイナ

0.1％程度に抑える新たな長短金利操作政策を導入

している。 

 

◆「物価２％」の時期削除 

日銀は 27 日、金融政策決定会合を開き、「2019 年

度ごろ」と明示していた２％の物価目標の達成時期

見通しについて、文言を削除した。目標達成時期の

更なる先送りを避けるためだとみられる。 

日銀は最新の景気予測「経済・物価情勢の展望（展

望リポート）」を年４回まとめている。2017  

年７月以降、「２％程度に達する時期は、2020年度ご

ろになる可能性が高い」としていたが、今回その表

現を削除した。 

記載をやめた理由について黒田総裁は記者会見で

「達成期限ではなく、見通しであることを明確にす

るため」と説明した。 

27 日は黒田総裁が再任され、３月に交代した副総

裁２人を含む新体制で迎える初の会合だった。 

（→41 ㌻） 

 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ７月 

❏ 31日 長期金利上昇を容認 日銀 １年 10カ月ぶり政策修正 

日銀は金融政策決定会合で、０％程度に誘導して

いる長期金利を柔軟に調節することを決めた。これ

まで０～0.1％程度に抑えてきたが、変動幅を広げ、

事実上金利の上昇を容認する。政策修正は、現行の

長短金利操作を導入した 2016 年９月以来、約１年 10

カ月ぶり。 

短期金利をマイナス 0.1％、長期金利を０％程度と

する現行の政策金利は据え置いた。超低金利政策を

続ける意思を示す一方で、市場の実勢金利を一定程

度上げることで、金融市場や銀行経営に与える副作

用の軽減を図る狙いがあるとみられる。 

 

 

 

◆物価見通し 下方修正 

決定会合でまとめた「経済・物価情勢の展望（展

望リポート）」は、2018 年度の物価上昇率見通しを前

回４月の 1.3％から 1.1％に、2019年度を 1.8％から

1.5％に、2020 年度は 1.8％から 1.6％にそれぞれ引

き下げた。今回の下方修正で、物価上昇率２％の達

成は、2020年度以降への後ずれが確実になった。 

長引く超低金利により、金融機関の収益悪化や国

債市場の取引激減といった副作用が目立っている。

金利の変動幅が拡大すれば市場取引が活性化するほ

か、金利がある程度上昇することで金融機関の負担

も軽減できると日銀はみている。 

（→41 ㌻） 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 
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⑨ 堅調な世界経済 リスクも （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 23日 新興国通貨の急落

米国の金利上昇に伴い、一部の新興国は米ドルに

対して通貨が大幅に下落し、資金流出に見舞われて

いる。 

特に深刻なのは、南米のアルゼンチンだ。アルゼ

ンチンは 2001年に債務不履行（デフォルト）を起こ

し、リスクが高い国とみられてきたが、米連邦準備

制度理事会（ＦＲＢ）や日銀などの大規模金融緩和

の恩恵を受け、近年は海外資金が流入した。しかし、

米国の長期金利が上昇すると、通貨ペソが急落して

経済運営に行き詰まった。国際通貨基金（ＩＭＦ）

は７日、アルゼンチンに対し、500 億㌦（約 5.5兆円）

規模の金融支援を行うことで合意したと発表した。

期間は３年間。アルゼンチンが必要に応じてＩＭＦ

から資金を借りられるようにし、金融市場の不安を

和らげる狙いがある。 

（→44 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

 

■ ６月 

❏ 13日 米ＦＲＢ：今年２度目の利上げ 欧州も正常化へ 

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は連邦公開市場

委員会（ＦＯＭＣ）で、今年２回目となる利上げを

決めた。政策金利を 0.25％引き上げ、1.75～2.0％に

する。米経済は好調に推移しており、年内の利上げ

回数は従来の「３回」から「４回」に増える見通し。

会合後の声明文も大幅に書き換え、来年にかけ金融

引き締めに向かうことも示唆した。 

 

◆欧州も量的緩和終了へ 

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は 14 日、量的緩和策を 12

月で終えることを決めた。ユーロ圏の景気が回復を

続けているためで、米国に続き、金融政策の正常化

へかじを切る。2019 年９月以降には利上げに転じる

方針だ。 

 米欧の中央銀行は金融緩和を手じまいしているが、

新興国から資金が流出して経済が不安定化する懸念

もある。 

 一方、日本は景気回復にもかかわらず、物価上昇

ペースは日銀の想定を裏切る形で鈍化しており、大

規模緩和はさらに長期化する見通しだ。 

（→45 ㌻） 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑩ 揺らぐ世界の自由貿易  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 23日 「米中貿易戦争」の様相 鉄鋼・アルミ輸入制限 

米トランプ政権は、鉄鋼・アルミニウム製品の輸

入制限を発動した。中国による知的財産権侵害や米

企業への技術移転強要に対抗し中国製品に制裁措置

を課す大統領令にも署名、強硬な通商政策を相次ぎ

実行に移した。 

狙い撃ちされた中国は対抗措置として米国製品の

課税リストを示すなど対決姿勢が鮮明で「米中貿易

戦争」の様相だ。 

輸入制限は米通商拡大法 232 条に基づく措置で、

鉄鋼に 25％、アルミに 10％の追加関税を課す。中国

の格安製品が流れ込み、国内産業の衰退が「国家安

全保障上の脅威」と判断、36 年ぶりに同法に基づく

輸入制限に踏み切った。 

当初はすべての国を対象にする予定だったが、北

米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）を再交渉中のカナダ

とメキシコなど計７カ国・地域を暫定的に課税対象

から外した。日本は中国とともに課税対象に残った。 

 

◆日本 期待と警戒 

日本の大手鉄鋼・アルミメーカーは今後の米国と

の交渉で関税が適用除外となることを期待している。

しかし、今後の進展しだいでは米国発の「貿易戦争」

に巻き込まれる可能性もあり、警戒を強めている。 

（→50 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 31日 米国：鉄鋼・アルミに追加関税発動 貿易摩擦、欧州に拡大

米国は、鉄鋼・アルミニウム製品の輸入制限を巡

り、欧州連合（ＥＵ）や、北米自由貿易協定（ＮＡ

ＦＴＡ）を結ぶカナダ、メキシコに対しても追加関

税を発動する方針を表明した。これを受け、ＥＵや

カナダ、メキシコも対米報復措置に乗り出した。 

米国は、ＥＵや、ＮＡＦＴＡを再交渉中のカナダ

とメキシコなどについては５月末まで輸入制限の適

用を除外し、米国に有利な対応を引き出そうとして

いた。ところが、ＮＡＦＴＡは交渉が難航し、ＥＵ

とも発動回避に向けた協議を行ったものの、トラン

プ政権は具体的な成果が得られないと判断し、追加

関税に踏み切った。 

◆中国にも制裁関税発動 

 米国は７月、中国に対し制裁関税を発動した。

米国企業の先端技術など知的財産を侵害されたとい

う理由からだ。米通商法３０１条に基づき、航空宇

宙や通信機器などハイテク製品を中心に、340 億㌦

（約 3.7 兆円）相当の中国製品に追加関税 25％を課

した。中国も同日、自動車や農産物など米国の重要

産品を対象に、同規模の報復関税で応じた。世界１、

２位の経済大国の対立は激化し、日本を含む世界経

済に悪影響を与えるのではないかという懸念が強ま

っている。 

（→テキストに記述はありません） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ ８、９日 Ｇ７サミット開催 米と６カ国、貿易問題で溝 

主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が、カナダ

東部シャルルボワで開かれた。 

今回のＧ７サミットでは、貿易問題が最大の焦点

となった。巨額の貿易赤字を抱えて不均衡是正を訴

えるトランプ米政権と、保護主義に反対する他の６

カ国が対立。採択された首脳宣言には、「ルールに基

づく国際貿易体制」の重要性を強調し、「保護主義と

闘い続ける」――との内容が盛り込まれたものの、

トランプ大統領は、直後に宣言の承認を撤回する考

えを表明した。  

通商問題をめぐる緊張は緩和されず、対立の激化

を懸念させる異例の事態となった。 

 

◆求められるＷＴＯ改革 

 通商問題の深刻化の背景には、農業など各国と

も保護すべき産業を抱えていることに加え、世界貿

易機関（ＷＴＯ）の紛争解決機能が不十分という実

態がある。 

ＷＴＯはルールに基づいた紛争処理を可能にする

ために設立された。しかし、裁判形式で行われる紛

争処理は何年もかかるうえ、知的財産保護など比較

的新しい課題についてルールが整っていないのが現

状だ。このためＧ７各国から、知的財産権の侵害な

ど中国の不公正な貿易慣行を抑止することができな

かったという不満が出ていた。 

Ｇ７サミットの首脳宣言には、ＷＴＯを近代化す

ることも盛り込まれた。しかし、輸入制限などＷＴ

Ｏルールに反するとされる米国と、その他各国が改

革の方向性や具体策で合意するハードルは高い。 

（→51 ㌻） 

 

❏ 29日 ＴＰＰ関連法：成立 ２カ国目 年内にも発効 

米国を除く 11カ国が署名した環太平洋パートナー

シップ協定（ＴＰＰ）の関連法が成立した。主な国

内手続きを完了したのは、メキシコに次いで２番目。

協定は早ければ年明けにも発効する。 

ＴＰＰは、加盟 11カ国のうち６カ国以上が国内手

続きを終えれば、60日後に発効する。 

ＴＰＰには 11カ国以外に、イギリスやタイ、コロ

ンビアなどが関心を示している。日本には多国間の

自由貿易圏を広げ、保護主義を強めるトランプ米政

権をけん制する狙いがあり、ＴＰＰへの新規加盟国

の受け入れ手続きを進める考えだ。 

（→50 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ７月 

❏ ３日 ＲＣＥＰ、年内大筋合意へ 

東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ＝アール

セップ）と呼ばれる自由貿易交渉を巡り、日本など

16 カ国は年内の大筋合意を目指す方針で一致した。 

ＲＣＥＰは、ＴＰＰに入っていない中国やインド

などが参加し、規模が大きいのが特徴だ。ＲＣＥＰ

の 16カ国の人口は世界全体の約５割、国内総生産（Ｇ

ＤＰ）の約３割を占める。合意が実現すれば、３月

に 11カ国が署名した環太平洋パートナーシップ協定

（ＴＰＰ）を超える自由貿易圏がアジアで誕生する

ことになる。 

（→50 ㌻） 

 

 

❏ 18日 日欧ＥＰＡ署名  

日本と欧州連合（ＥＵ）が経済連携協定（ＥＰＡ）

に署名した。 

日欧ＥＰＡは、投資の自由化や知的財産保護など

のルールを含む全 23章で構成する。関税撤廃率はＥ

Ｕ側が約 99％、日本側が約 94％で、環太平洋パート

ナーシップ協定（ＴＰＰ）並みの高水準。例えば、

欧州向けに輸出する乗用車は、現行 10％の関税が発

効後８年目に撤廃される。また、日本の消費者にと

っては、欧州産のチーズやワインなどの価格が下が

るといった効果も見込まれる。 

日欧ＥＰＡは域内人口約６億人、世界の国内総生

産（ＧＤＰ）の約３割、貿易総額の約４割を占める。

政府は日本のＧＤＰを５兆円（約１％）押し上げ、

29 万人の新規雇用を生む効果があると試算する。一

方、発効により安い農畜産物が大量に輸入されるよ

うになると、国産品との価格競争が激しくなるとの

懸念もある。農林水産省は、国内生産額が約 600 億

～1100億円減ると試算している。 

 

（→49 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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■ ９月

❏ 24日 米中貿易戦争 エスカレート 米第３弾 追加関税発動 

トランプ米政権は、中国による知的財産権侵害な

どに対する対抗措置として、年間輸入額 2000億ドル

（約 22兆円）相当の中国製品に 10％の追加関税を課

す対中制裁第３弾を発動した。中国政府も即座に 600

億ドル相当の米国製品に５％か 10％の追加関税を課

す報復措置に踏み切った。エスカレートする米中の

応酬は打開の糸口が見えない泥沼に陥った。 

米中は７～８月、総額 500 億ドル相当の相手国製

品に 25％の追加関税を課す制裁・報復措置を２回に

わたり発動済み。今回の第３弾で米国は中国からの

輸入品（年間 5000億ドル強）の約半分に追加関税を

課す異例の事態となる。 

中国政府は、米中貿易摩擦に関する白書を発表し、

米国の一連の対応を「世界の経済秩序を危険にさら

すものだ」と強く批判、「中国は貿易戦争を願わない

が、恐れもしない」と対決姿勢を鮮明にした。米国

からの輸入実績は年間 1300 億ドル程度。今回を含め

報復規模が 1100億ドルに達していることから、米国

企業の依存度が高い基幹部品の輸出規制など追加関

税以外の報復の可能性を探っている模様だ。 

 

（→49 ㌻） 
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❏ 26日 ＴＡＧ交渉入りで合意 日米首脳会談 

安倍晋三首相は、訪問先のニューヨークでトラン

プ米大統領と会談し、農産品や工業品の関税などを

対象にする「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」の締結

に向けて、２国間交渉に入ることで合意した。両首

脳は、米国が検討中の自動車・同部品に追加関税を

課すなどの輸入制限について「交渉中は発動しない」

ことでも一致した。 

首脳会談後に発表された共同声明によると、両政

府は貿易・投資の拡大を目指すことを確認し、ＴＡ

Ｇ交渉を開始することで合意した。ＴＡＧはモノの

関税の撤廃や引き下げを目指し交渉するもので、米

政府が求めていた投資などのルールやサービスを含

む包括的な自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉とは異なる。 

 また、声明は今後の交渉にあたり、日本側が農水

産品で環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）の

水準を超える関税引き下げなどの市場開放を行わな

いこと、自動車貿易では米国側が国内雇用の増加を

目指すことについて、双方が相手国の立場を「尊重

する」と明記した。本格的な交渉開始は年明け以降

になる見通しだ。 

（→50 ㌻） 

 

 

❏ 30日 ＮＡＦＴＡ見直しで合意 米国・メキシコ・カナダ 

米国とカナダの両政府は、北米自由貿易協定（Ｎ

ＡＦＴＡ）の見直しで合意したと発表した。米国と

メキシコが８月に合意した新協定にカナダも加わり、

３カ国間の自由貿易の枠組みが維持されるが、新協

定では自動車関税をゼロにする条件が厳格化される

上、対米輸出が一定水準を超えた場合、米国が関税

を課せる「数量規制」が導入される。北米に進出す

る日系も含む大手自動車メーカーはサプライチェー

ン（部品の調達・供給網）見直しなど大きな影響を

受けそうだ。 

新協定の名称は「ＵＳＭＣＡ」（米国・メキシコ・

カナダ協定）。３カ国はメキシコ大統領が交代する

12月１日までの署名を目指す。 

米国が検討中の自動車・同部品の輸入制限もちら

つかせる中、カナダは自動車の対米輸出が一定水準

を超えた場合、米国が関税を課せる「数量規制」を

受け入れた。また、非課税もしくは低関税率が適用

される自動車の対米輸出枠を年間260万台に設定す

ることで合意した。メキシコも同様の対米輸出枠を

受け入れており、この枠を超えた場合、米国は高関

税を課せる。 

また、北米３カ国域内で自動車関税をゼロにする

基準である「原産地規則」として義務づける現地部

品調達比率を現行の62.5％から75％に引き上げる。 

「貿易赤字削減」を目指す米国は今回の見直しで

自動車の「数量規制」を勝ち取ったことで、今後の

日本との２国間交渉でも同様の措置を迫ってくる恐

れがある。 

（→50 ㌻） 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月

❏ 31日 ＴＰＰ、年内に発効 

日本など 11カ国がアジア太平洋地域に巨大自由貿

易圏を作る環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）

が、2018 年 12 月 30 日に発効する。発効に必要な６

カ国の国内手続きが完了したためで、茂木敏充経済

再生担当相が記者会見し、明らかにした。発効によ

り、世界の貿易額の 15％、世界の国内総生産（ＧＤ

Ｐ）の 13％を占める自由貿易圏が誕生する。域内の

最終的な関税撤廃率は 99.9％となり、日本は国内で

46 万人の雇用創出効果を見込む。 

ＴＰＰは６カ国が国内手続きを終えて 60日後に発

効する仕組み。メキシコ、日本、シンガポール、ニ

ュージーランド、カナダに続き、６カ国目となるオ

ーストラリアが国内手続きを終えた。ＴＰＰには、

欧州連合（ＥＵ）を離脱する英国のほか、タイやコ

ロンビア、インドネシア、フィリピン、台湾、韓国

などが加盟に関心を示している。 

ＴＰＰ発効により、日本は自動車など工業製品の

輸出増を見込む。一方、農林水産分野では 83％の関

税を最終的に撤廃する。牛肉の関税は段階的に引き

下げられ、16 年目に９％になる。豚肉も段階的に関

税が引き下げられ、ブドウやメロンなどは関税が即

時撤廃される。 

（→48、49 ㌻） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑪ エネルギー政策の未来  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 10日 主力は再生エネ 2050年エネ戦略 

2050 年に向けた国の長期的なエネルギー戦略を議

論する経済産業省の有識者会議は、提言を取りまと

めた。温室効果ガス削減に向けて太陽光や風力発電

＝写真＝などの再生可能エネルギーを「主力電源」

とした。原発は「可能な限り依存度を低減」しつつ

も、二酸化炭素（ＣＯ２）をなくす脱炭素社会の実

現のため「選択肢」として維持するとした。 

有識者会議は経産相の私的懇談会。政府は、2018

年夏に改定する「エネルギー基本計画」に、この提

言を盛り込む。日本は 2050 年までに、地球温暖化対

策の国際的な枠組み「パリ協定」に基づき、温室効

果ガスを８割削減する目標を掲げている。計画には、

そのための長期戦略が初めて盛り込まれる予定だ。 

国の長期エネルギー需給見通しでは、2030 年度、

再生エネ 22～24％▽原発 20～22％▽火力発電 56％

――など電源別の構成割合を明記している。しかし、

今回の提言では将来の世界のエネルギー情勢や技術

革新を予想するのは難しいとして、構成割合の数値

目標は示さなかった。 

提言は、再生エネを「主力電源」とすべく、欧州

の２倍もする発電コストの低減や送電網の増強など

に取り組む姿勢を示した。だが、欧州の再生エネ比

率（2014 年）は、ドイツ３割▽スペイン４割超▽英

国２割超。14％台（2015 年）の日本との差は明らか

だ。 

 

◆原発新増設 言及せず 

原発については、原発依存度を低減する現行方針

を堅持した。経産省が当初目指した原発の新増設や

建て替えは、盛り込まれなかった。              

（→53 ㌻） 

 

 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ 14日 福島第２原発、廃炉へ 

東京電力ホールディングズ（ＨＤ）が、福島第２

原発の廃炉方針を表明した。実現すれば、福島県内

に 10 基あった原発は全てなくなる。 

福島第２原発は東日本大震災の際、第１原発と同

様に津波の被害を受けた。ただ、一部の外部電源が

残ったため、重大事故は免れた。その後も停止した

ままだが、地元自治体の反発は根強く、早期廃炉が

求められてきた。 

福島第２原発が廃炉となれば、東電の原発は柏崎

刈羽（新潟県）だけとなる。東電は今後、経営再建

の鍵を握る柏崎刈羽原発の再稼働に注力する。しか

し、６月に投開票された新潟県知事選で与党が推す

候補が当選したものの、再稼働について地元の同意

を得る見通しは立っていない。福島第２原発で廃炉

の費用負担などが増すことも予想され、今後も綱渡

りの経営が続きそうだ。 

（→52 ㌻） 

 

❏ 24日 ＯＰＥＣ：原油増産

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は、ロシアなど非加

盟の主要産油国と実施している協調減産の規模を縮

小し、今の水準から増産することで合意した。減産

が想定以上に進んだため、原油高に歯止めをかける

のが狙いだ。７月１日から実施された。 

協調減産は、2017 年１月に開始した。原油の輸出

収入に依存する加盟国の財政悪化が深刻化する中、

減産によって原油価格を引き上げる狙いだった。原

油価格は減産を開始した当初と比べて約 30％上昇し

ている。 

ＯＰＥＣはこれまで減産期限を２回延長しており、

2018 年末まで続けるとしていた。しかし、このまま

のペースで減産を続ければ供給不足に陥り、過度の

原油高が逆に需要を冷え込ませるとの懸念も出始め

ていた。 

ただ、核合意離脱を表明した米国の経済制裁に苦

しむイランなど、一部の産油国は増産の余地がない

とみられている。今回決まった増産量を達成できる

かどうかは不透明で、原油相場の先行きは見通しづ

らいのが実情だ。 

（→テキストに記述はありません） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ７月 

❏ ３日 エネルギー基本計画 閣議決定

政府は、2030 年度までの中長期的なエネルギー政

策の方向性を示す「エネルギー基本計画」を４年ぶ

りに改定し、閣議決定した。 

再生可能エネルギーについては「主力電源化」と

明記。原発は、エネルギー安定供給を支える「重要

なベースロード電源」と位置づけつつ、「依存度は可

能な限り低減していく」との従来方針を維持した。 

原発の使用済み核燃料から取り出すプルトニウム

は「保有量の削減に取り組む」と明示し、核不拡散

の観点から日本の大量保有に懸念を示す米国に配慮

した。 

 2030 年度の電源構成は従来の見通しを踏襲。再生

エネ 22～24％▽原子力 20～22％▽石炭火力 26％▽

石油火力３％▽液化天然ガス（ＬＮＧ）火力 27％―

―との目標を維持した。 

 原発の比率 20～22％を達成するには、30基程度

の再稼働が必要。東京電力福島第１原発事故以降、

再稼働したのは９基にとどまるが、経済産業省は「既

存の原発が順調に動けば達成できる」と説明した。

新増設や老朽原発の建て替えには言及しなかったが、

2050 年までの長期方針には「安全性・経済性・機動

性に優れた炉」を追求すると明記。世界で実用化が

進む小型原子炉など、最先端の原発技術の開発を推

進する姿勢を示唆した。 

（→53 ㌻） 

 

 

❏ 17日 日米原子力協定：延長 通告で破棄可能に

日米原子力協定が発効から 30 年の期限を満了し、

自動延長された。日本はこれまで通り、原発の使用

済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、

原発の燃料として再利用することなどが認められる。

ただし、協定の期間は設定されておらず、日米いず

れかが通告すればいつでも６カ月後に終了できると

いう不安定な状態となった。 

日本が国内外に保有するプルトニウムは約 47 ㌧

（核兵器約 6000発分）に上り、米国側は懸念を強め

ている。2021 年度の完成を目指す再処理工場（青森

県六ヶ所村）が稼働すれば、新たに年間最大８㌧の

プルトニウムが取り出される。日本の原子力委員会

は、プルトニウム削減に向け、新たな利用指針の検

討を進めている。 

（→53 ㌻） 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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❏ 31日 プルトニウム削減明記 原子力委 指針改定 

内閣府原子力委員会は、プルトニウムの利用指針

を 15 年ぶりに改定し、日本の保有量を減少させると

初めて明記した。新指針では、建設中の再処理工場

（青森県六ケ所村）でのプルトニウム製造を原発で

使う分までしか認めず、運転を制限する。電力会社

には連携して利用可能な原発で消費し、着実な削減

につなげるよう求めた。核不拡散の観点から米国を

含む国際社会が日本の保有状況を懸念しており、払

拭（ふっ・しょく）に努める。 

政府は、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）を通じて新

指針を各国に周知する。７月に閣議決定したエネル

ギー基本計画でも削減を明記した。 

プルトニウムは原発の使用済み核燃料の再処理で

生じ、日本は非核保有国最多の核兵器約 6000 発分、

47.3トンを保有。電力会社などが国内外で保管する。 

新指針では、2021 年完成予定の再処理工場の稼働

を、ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃

料として原発で使うプルサーマル発電に必要な分ま

でに制限した。 

日本はプルトニウムの利用目的に、発電用に再利

用する核燃料サイクルを掲げる。しかし福島第１原

発事故後、プルサーマル発電が可能な原発の再稼働

は計４基で、消費は進まない。再処理工場が稼働す

れば、保有量は毎年最大約８トン増え、全ての消費

には原発 16～18基が必要とされる。現状では稼働の

大幅制限が避けられない情勢だ。 

（→54 ㌻） 

 

 

■ ８月 

❏ 30日 もんじゅ 廃炉に着手 

日本原子力研究開発機構は、高速増殖原型炉もん

じゅ（福井県敦賀市）の廃炉に向けた核燃料取り出

し作業を始め、燃料プールから最初の燃料１体を取

り出した。2022 年度までに炉心と燃料プール内の計

530体を取り出す。反応性が高い液体ナトリウムを冷

却材に使う高速増殖炉の廃炉は国内初。廃炉完了ま

で約 30年かかり、安全対策に厳しい目が注がれる中

での船出となった。 

この日は、燃料を遠隔操作で取り出す作業に入り、

ナトリウムを満たした燃料プールから棒状の燃料

（全長 4.2メートル、幅 10センチ）１体を取り出し、

ナトリウムを不活性ガスで洗浄した上で容器に密閉

して水の燃料プールに移した。 

１日に１体のペースで同様の作業を続け、年内に

ナトリウムの燃料プール（計 160 体）のうち 100 体

を取り出す。炉心にある燃料（計 370 体）の取り出

しは 2019年度以降になる。 

燃料取り出し作業は、2047 年度まで４段階に分け

実施する廃炉工程の第１段階。2023 年度以降の第２

段階からは原子炉内の液体ナトリウムの抜き取りな

ど困難な作業が待ち受ける。 

（→54 ㌻） 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 
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⑫ 世界の中の日本産業   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 25日 各社がＥＶ最新モデル 北京モーターショー 

世界最大級の自動車見本市、北京モーターショー

が、開幕した＝写真。国内外の約 1200 社が中国で需

要が高まる電気自動車（ＥＶ）の最新モデルなどを

披露した。世界一の新車市場として勢いづく中国だ

が、米国との貿易摩擦の影響が懸念されるなど、先

行き不安も漂う。 

「世界でもっとも電動化が進む中国で（新モデル）

開発を急ぐ」。トヨタ自動車の小林一弘・中国本部長

はモーターショー会場でこう宣言。2020 年までに電

動車 10モデルを中国市場に投入すると発表した。 

日産自動車も年内に日産ブランドのＥＶを中国で

量産、販売を開始すると表明。中国での人気車種「シ

ルフィ」のＥＶを披露した。ホンダも中国向けＥＶ

を初公開し、年内に量産を始める予定だ。 

中国政府は 2019年からＥＶなど新エネルギー車の

生産を一定割合で義務づける環境規制を導入。米国

の 1.7倍、日本の 5.5倍の巨大市場を取り込もうと、

大手自動車各社はＥＶシフトを急いでいる。 

ただ、中国市場の先行きには不安材料も横たわる。

トランプ米政権が中国製品に高関税をかける対中制

裁を表明。中国も米国製品への報復関税で対抗する

構えだからだ。米中の制裁合戦になれば、自動車へ

の影響も避けられない。 

一方、中国政府は自動車分野における外国企業の

出資制限撤廃を表明。自動車関税の引き下げも検討

しており、日本メーカーを含む海外勢に追い風にな

る可能性もある。そんな複雑な状況に、自動車大手

も中国市場の先行きを読みあぐねている。 

（→56 ㌻） 

 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ 15日 民泊：全国で開始 

民泊のルールを定めた「住宅宿泊事業法（民泊新

法）」が施行され、これまで旅館業法の許可が必要だ

った民泊が、都道府県などへ届け出をすれば営業で

きるようになった。年 180 泊を上限に、誰でも宿泊

の場を提供できる。政府は 2020年東京五輪・パラリ

ンピックの開催時に予想されるホテル不足の解消や、

地方での外国人観光客の受け入れ増を期待する。 

新法は、宿泊施設の許可を取らずに営業してきた

「ヤミ民泊」をなくし、訪日外国人旅行者の受け皿

とする狙いもあるが、手続きが煩雑なこともあり、

個人経営者らの出だしは低調だ。全国に６万件あっ

た民泊物件のうち、届け出を行ったのは 15日現在で

3728件にとどまる。 

一方、民泊の物件を紹介する「住宅宿泊仲介業者」

などには企業の参入が相次いでいる。さまざまなサ

ービスも登場しており、徐々に民泊が普及するとみ

られている。 

（→58 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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「暮らし」分野 

⑬ 人口減少 歯止めなく   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 30日 19道県で高齢化率４割 2045年推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所は、2045 年までの

地域別将来推計人口を公表した。2045年には 65歳以

上の高齢者の割合（高齢化率）が 19 道県で 40％以上

となり、秋田は 50％に達する。2045 年の総人口は、

東京以外の 46 道府県で 2015 年より少なくなる。東

京集中の加速化がうかがえる。 

各都道府県の高齢化率をみると、2015 年には最高

が秋田の 33.8％、最低は沖縄の 19.7％。しかし、30

年後には最も低い東京でも 30.7％で、全ての都道府

県で３割を超える。 

市区町村別では、2015 年に高齢化率が５割以上だ

った自治体数は 15 だが、2045 年には 465と急激に増

加する。全国的に急速な高齢化と人口減少がおそう

が、東京だけは「独り勝ち」の状況だ。2010 年代に

入って若年や中高年層の都心回帰の傾向が強まった

からだ。０～14 歳人口も、全国平均では 2045 年に

2015年より 28.6％減るが、東京は７.6％減にとどま

る。 

 

◆秋田知事「非常に危機感」 

「予測以上の（人口減と高齢化の）加速。非常に

危機感を持っている」。秋田県の佐竹敬久知事はそう

漏らした。2045年の高齢化率は 50％に達し、全国最

悪。「（人口減の進む）日本の縮図が秋田。全国のヒ

ントになる政策を」と語る。 

（→64、65 ㌻） 
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■ ５月 

❏ ４日 子どもの数 37年連続減 

「こどもの日」を前に総務省が発表した人口推計

（４月１日時点）によると、外国人を含む 14歳以下

の子どもの数は 1553万人で前年より 17万人減った。

減少は 37 年連続。総人口に占める割合は 12.3％で、

人数、割合とも比較可能な統計がある 1950年以降の

過去最低を更新、少子化に歯止めがかからない状況

が続いている。 

年齢層が低くなるほど少なくなっており、総務省

は「出生数の低下が影響している」としている。子 

どもの数は 1954 年の 2989 万人がピーク。第２次ベ

ビーブームがあった 1970 年代にいったん増えたが、

1982 年からは減り続けている。2017 年 10 月の都道

府県別のデータでみると、子どもの数が前年より増

えたのは東京のみで、46道府県で減った。 

また国連人口統計年鑑によると、人口 4000 万人以

上の 32カ国のうち日本の子どもの割合は最も低かっ

た。 

（→64、65 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ １日 人口動態統計 出生率 1.43  ２年連続低下 

2017年の人口動態統計を、厚生労働省が公表した。

合計特殊出生率（１人の女性が一生に産む子どもの

数に相当）は前年より 0.01 ポイント低い 1.43 と、

２年連続で低下した。出生率は 2005年に過去最低の

1.26 を記録後、緩やかな上昇傾向にあったが、1.4

台前半で頭打ちとなっている様子がうかがえる。 

出生数は 94 万 6060 人（前年比３万 918 人減）で

統計開始（1899年）以降最少だった。出生数の 85％

を占める 25～39 歳の女性の数が前年比 2.5％減の

1009万 1029 人（同 26万 2964人減）となり、この世

代の人口減少が出生数減少の大きな要因とみられる。

一方、死亡数は戦後最多となり、出生より死亡が多

い「自然減」は 11 年連続で、減少幅は 39 万 4373 人

と過去最大だ。 

出生率について年代別に 2005 年と比べると、20

代が低下し、30代は大きく伸びている。30代での出

産が一般化し、１人が産む子どもの数は大きく伸び

にくくなっている。第１子出産時の女性の平均年齢

は３年連続で同じ 30.7歳だった。 

（→64～67 ㌻） 
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■ ７月 

❏ ３日 保育所「落選狙い」増加  育休延長目的に 

大阪市など全国 32 自治体が、国に育児休業の制度

改正を求めている。育休を延長する際には保育所の

「落選」を伝える「入所保留通知書」が必要だ。そ

のため「２歳までは子どもと一緒にいたい」と望む

人が、倍率の高い人気の保育所だけに申し込むなど

して形式的に保留通知を取得するケースが表面化し

ている。中には「落選目的」の人が内定してしまい、

後に辞退するケースもあるという。 

内閣府は２日、地方分権改革の重点事項として対

応を検討するよう厚生労働省に要請した。 

（→66 ㌻） 

 

 

 

 

❏ 11日 人口動態調査 人口減最多 37万人 外国人割合は最高 

総務省は人口動態調査を発表した。住民基本台帳

に基づく 2018年１月１日現在の日本人の人口は、前

年より 37万 4055人少ない１億 2520万 9603人（0.3％

減）だった。人口減少は９年連続で、減少幅は 1968

年に調査を開始して以降最大となった。一方、日本

人と外国人を合わせた総計に占める外国人の割合は、

外国人を調査対象に加えた 2013年以降で最高となっ

た。 

国内在住の外国人は 17 万 4228 人増の 249 万 7656

人（7.5％増）で、４年連続で最多を更新。外国人を

含めた総計（１億 2770 万 7259 人）に占める割合も

1.96％と最高となった。 

（→45 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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■ ９月 

❏ 14日 100歳以上６万 9785人 女性が 88％   

厚生労働省は、全国の 100 歳以上の高齢者数は６

万 9785 人に上り、48 年連続で増加したと発表した。

20 年前の 6.9倍、10 年前の 1.9倍となっている。男

性が 8331 人、女性が６万 1454 人で、女性が全体の

88.1％を占めた。 

厚生労働省は毎年、敬老の日（2018年は 17 日）を

前に、住民基本台帳をもとに 100 歳以上の高齢者数

を調査している。それによると、人口 10 万人当たり

の 100 歳以上の人数は全国で 55.08 人。都道府県別

にみると、島根が 101.02人と最も多く、鳥取（97.88

人）、高知（96.50人）の順だった。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑭ 曲がり角の社会保障   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ２月 

❏ 16日 「65歳以上は高齢者」転換 大綱閣議決定 

政府は、高齢者政策の新しい指針「高齢社会対策

大綱」を閣議決定した。65 歳以上を一律に高齢者と

みることについて、「現実的でなくなりつつある」と

指摘。画一的な高齢者像からの転換を打ち出した。

65 歳以降も働き続けられる環境を整えるとともに、

公的年金の受給開始を 70歳より後にできる制度変更

の検討も明記した。 

大綱は基本的考え方として、年齢によらず意欲・

能力に応じて働ける「エージレス社会」の構築▽高

齢者の住宅確保や移動支援など地域の生活基盤整備

▽人工知能（ＡＩ）など新しい科学技術の活用促進

――の三つを掲げた。具体的には、定年延長や 65歳

以降の雇用延長をする企業への支援拡充の考え方を

明記。年金制度の柔軟化も打ち出した＝下の表。 

 

 

 

 

 

◆体力向上も個人差大 

高齢者像は医学の面からも変化がみられる。日本

老年学会などが 2013年から高齢者に関する調査を収

集・分析したところ、「若返り現象」がみられた。健

康状態や体力、残っている歯の数、知的機能などが

過去のデータに比べて一貫して改善＝下のグラフ。

病気にもかかりにくくなっていた。調査した大内尉

義（やすよし）・虎の門病院長は「以前より５～10

歳、ものによっては 20歳若返っており、非常に驚い

た」と振り返る。 

ただし、元気な高齢者像が強調されると「働くの

が当たり前」との雰囲気が強まる懸念がある。大内

院長は「高齢になると個人差が大きい。多様性を認

めることが大切だ」と指摘する。 

（→68、69 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑮ 働き方改革 待ったなし  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 12日 女性記者にセクハラ 財務省 福田前事務次官 

週刊新潮が、財務省の福田淳一事務次官が、複数

の女性記者に、女性の人権を傷つけるセクシュアル

ハラスメント（セクハラ）になる発言をしたと報じ

た。福田氏は否定したため同誌は音声データを公表

し、福田氏は辞意を表明。19 日にはテレビ朝日が、

同社の女性記者が被害を受けたと公表した。27 日に

は財務省が福田氏のセクハラ行為を認定し、懲戒処

分相当として退職金を減額した。 

この問題では、財務省が女性記者に調査への協力

を呼びかけた手法などが批判を浴びるなど、同省の

セクハラに対する甘い認識が目立った。これに対し、

麻生太郎財務相も、「（被害女性）本人が（被害を）

申し出なければ、そんなもんどうしようもない」▽

「『セクハラ罪』という罪はない」▽「（福田氏がは

められた）可能性は否定できない。本当に事実かも

しれない」（後に撤回）――などと発言し、議論を呼

んでいる。 

麻生氏に対し、抗議行動も各地で起きている。ジ

ェンダーの問題に取り組むＮＰＯ法人「アジア女性

資料センター」（東京都渋谷区）の濱田すみれさんは

「国際的な『＃ＭｅＴｏｏ』運動（米国女優に始ま

ったセクハラ被害を告発する社会運動）を知らない

のか。法律に触れなければ何をしてもいいのか」と

訴えた。 

（→113 ㌻） 

 

❏ 27日 「働き方改革 」審議入り 高プロが対立軸 

安倍政権が今国会の最重要法案と位置づける働き

方改革関連法案が、衆院本会議で審議入りした。 

働き方改革関連法案は、労使協定（36 協定）で定

める残業時間を最長でも「月 100 時間未満、年 720

時間」とする罰則付きの上限規制や、正規・非正規

労働者の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一

賃金」の導入などが柱だ。このうち、専門知識を持

つ高所得の働き手を労働時間規制から外す「高度プ

ロフェッショナル制度（高プロ）」が与野党の対立軸

になっている。 

高プロは労働時間の規制を初めて撤廃する制度だ。

実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決めた「み

なし労働時間」で残業代込みの賃金が支払われる。

「裁量労働制」の対象拡大は、厚生労働省の不適切

データ問題を受けて法案から削除された。野党は「高

プロも根っこは同じ。『スーパー裁量労働制』だ」な

どと反発を強めている。 

立憲民主党は単独で、また民進、希望両党は合同

で、高プロを盛り込まない対案を用意。退社してか

ら次の出社までに一定の時間を空ける「勤務間イン

ターバル」の義務化や、裁量労働制の適用要件の厳

格化を明記する、としている。 

（→72、73、74、75 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ １日 賃金格差 項目別に判断 非正規待遇、合理性促す 最高裁 

正社員と非正規社員の待遇格差が、労働契約法が

禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われた２件

の訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷は「不合

理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃

金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を

示した。そのうえで、契約社員による訴訟で５種類

の手当の格差を不合理と認める一方、定年後の嘱託

社員による訴訟では近く年金が支給される事情など

から大半の請求を棄却した。 

判決は非正規の待遇設定に合理性を求めるものと

いえ、非正規労働者の待遇改善につながる可能性が

あるが、定年後再雇用の労働者にとっては厳しい判

断となった。政府が策定を進めている「同一労働同

一賃金」のガイドラインを巡る議論にも影響を与え

そうだ。 

 

◆最高裁判決 骨子 

・正社員と非正規社員の待遇格差が不合理か否かの

判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の

趣旨を個別に考慮すべきだ 

・皆勤手当は、出勤を確保する必要性において正社

員と非正規社員に違いはなく、格差は不合理 

・住宅手当は、転勤のある正社員の場合は非正規社

員と比較して住宅費用が多額となることから、格

差は不合理とは言えない 

（→73 ㌻） 

 

❏ 28日 世界の女性 子育て・介護で６億人就業逃す ＩＬＯ 

子育てや介護の負担増大により、全世界で約６億

人の女性が就業の機会を奪われているとの報告書を、

国際労働機関（ＩＬＯ）が発表した。女性の社会進

出を促進するためにも子育てや介護を補助する教育

や福祉、保健などの産業への投資が必要だとしてい

る。 

高齢化の進展などで介護が必要な人が増える中で、

対策を取らないと人手不足に陥り「子育てや介護が

危機的な状況になる恐れがある」とも警告している。 

報告書によると、2015 年に世話や介護が必要な子

どもや高齢者は世界に 21 億人いるが、30 年には 23

億人に達すると予想。一方、核家族化が進み、伝統

的な家族の役割が失われる中で、子育てや介護が女

性に押しつけられていると指摘。家庭での介護など

無給で行われる仕事の約 76％を女性が担っている結

果、約６億 600 万人の女性が就業できない状態だと

申告しているとした。 

報告書は「子育てなどの無給の仕事が女性の労働

市場への主要な障害になっている」と指摘。各国が

子育てや介護に関する政策を見直し、教育や福祉な

どの産業への公共支出や投資を倍増させるよう求め

た。 

（→47 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

❏ 29日 働き方改革関連法案 成立 高プロ、2019年４月導入 

政府が今国会の最重要課題と位置付けた働き方改

革関連法が、参院本会議で自民、公明両党と日本維

新の会、希望の党などの賛成多数で可決、成立した。

青天井だった残業時間に初めて罰則付きの上限規制

が設けられ、非正規労働者の待遇改善を図る「同一

労働同一賃金」も盛り込まれた。一方、長時間労働

を助長するとして批判があった高収入の一部専門職

を労働時間規制から完全に外す「高度プロフェッシ

ョナル制度」（高プロ）は、2019年４月から導入され

ることになった。 

関連法は、労働基準法や労働契約法など８本の法

律を一括して改正した。例えば、同一労働同一賃金

は正規と非正規の不合理な待遇格差を解消するのが

目的で、格差が生じた場合は企業側に説明義務が生

じる。大企業では 2020 年４月、中小企業では 2021

年４月から始まる。 

（→73、75 ㌻）  

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ７月 

❏ 25日 最低賃金 全国平均 874円 ３年連続３％上げ 

非正規雇用を含む労働者の賃金引き上げにつなが

る 2018 年度の最低賃金（最賃）の目安額について、

厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」（会長

＝仁田道夫・東京大名誉教授）の小委員会は、全国

平均で 26 円（３％）の引き上げを決めた。 

８月 10 日には、都道府県別の最低賃金改定額が出

そろい、改定額は全国平均で 874 円（時給）、平均引

き上げ額は 2017 年度比１円増の 26 円となった。上

げ幅は時給で表示するようになった 2002 年度以降

過去最大で、３年連続で政府が掲げる３％引き上げ

に相当する額になった。 

安倍晋三首相は景気浮揚を目指し、最賃を毎年

３％引き上げるべきだとの考えを示してきた。政府

が６月に閣議決定した「骨太の方針 2018」でも、「年

率３％程度をめどに全国の平均が 1000 円になるこ

とを目指す」としている。今回の審議でも労使の主

張に隔たりは大きかったが、この目標に合わせる形

で決着した。 

（→73、83、136㌻） 

 

■ ９月 

❏ 28日 女性の就業率 初の７割台に 人手不足で採用意欲高まる 

総務省が発表した８月の労働力調査によると、15

～64 歳の女性のうち就業者の割合（就業率）は前月

比 0.1 ポイント上昇の 70.0％で、初めて７割となっ

た。前月に続き、比較可能な 1968 年以降で過去最高

を更新した。女性全体の就業者も前年同月比で 76 万

人増加し、1953 年以降で最多の 2962 万人に達した。

人手不足を背景に、企業の採用意欲が高まっている

のが要因とみられる。 

 女性の就業は前年同月比で、医療・福祉分野や宿

泊・飲食サービスを中心に幅広い産業で増加。若者

はアルバイト、65 歳以上の高齢者はアルバイトやパ

ートが増えている。 

 一方、厚生労働省が発表した８月の有効求人倍率

（季節調整値）は前月と同じ 1.63 倍で、横ばいだっ

た。総務省が同日発表した８月の完全失業率（季節

調整値）は前月比 0.1 ポイント低下の 2.4％で、３カ

月ぶりに改善した。 

 男女別の失業率は、男性が前月比 0.2 ポイント低

下の 2.5％。女性は 2.3％で横ばいだった。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

 

 



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ ９日 採用指針 経団連、廃止決定  2021年入社まで実質継続 

経団連は、会員企業向けに示してきた会社説明会

や面接の解禁時期などを定めた採用指針（就職・採

用活動のルール）について、2021 年春入社の大学生

（現在の２年生）から廃止することを正式に決めた。

2020 年春入社までは現行の採用指針を適用する。

1953 年に始まった「就職協定」以来の新卒採用活動

の「目安」はいったん廃止され、今後は政府主導で

新たなルールを検討する。政府は 2021 年春入社の新

卒者については、混乱を避けるため、現行ルールを

実質的に維持する方針だ。 

 中西宏明会長は記者会見で「ルールを作って徹底

させるのは経団連の役割ではない」と説明した。 

 政府は関係省庁連絡会議を 15 日に開き、2021 年

春入社は、経団連や大学側と現行ルールを実質的に

継続する方向で調整する。また、政府は就活ルール

だけでなく中長期的な雇用制度のあり方についても、

国の成長戦略を検討する「未来投資会議」（議長・安

倍晋三首相）で議論する。中西会長は記者会見で新

卒一括採用や終身雇用が前提の日本型雇用慣行見直

しや、大学改革の議論に意欲を示した。 

 経団連の現行の採用指針は、３年生の３月１日に

会社説明会などの広報活動、４年生の６月１日に面

接などの選考活動をそれぞれ解禁し、内定は 10 月１

日と定めている。ただ、対象は会員企業だけで、外

資系や新興企業は指針にとらわれず採用活動を展開。

罰則のない「紳士協定」のため、近年は会員企業で

も指針より早く採用活動する動きが広がるなど「形

骸化」が指摘されていた。 

（→テキストに記述はありません） 

 

❏ 29日 就活 2021年春入社は現行日程  2022年春も維持方針

政府は、就職・採用活動の日程を検討する関係省

庁連絡会議（議長・古谷一之内閣官房副長官補）を

開き、現在の大学２年生に当たる 2021 年春入社は、

これまで経団連が示してきた日程を継続することを

正式に決めた。１年生が対象の 2022 年春入社以降も

当面は現行日程を維持する方向でまとまった。 

会議には各省幹部と経団連、大学側から参加。会

議冒頭、古谷議長が「大学側だけでなく、経団連や

中小企業なども当面は何らかのルールが必要との認

識を共有している」と述べ、３年生の３月に会社説

明会など広報活動を、４年生の６月に面接など選考

活動を解禁する現行日程を維持する方針を表明した。 

2022 年春入社以降についても検討。日程変更は学

生の混乱を招くほか、多様な採用形態が普及しつつ

あるものの新卒一括採用を見直すには時間がかかる

として、「当面は現行日程を変更する必要性は高くな

い」との認識で一致。2022 年春入社は、現行日程を

維持する方向で 2019 年度に正式に決めることにな

った。 

一方、政府が現行日程を継続する 2021 年春入社に

ついて、2018 年度末をメドに経団連など約 440 の経

済団体・業界団体に順守するよう要請する。ただ「（強

制力がないことに）変わりはない」（内閣官房幹部）

ため、ルールの形骸化は一層進むとみられる。 

（→テキストに記述はありません） 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑯ 消費者行政のいま    （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 14日 遺伝子組み換え食品、表示厳格化へ 2018年度中にも 

遺伝子組み換え（ＧＭ）食品の表示制度を見直す

消費者庁の有識者検討会は、商品に「遺伝子組み換

えでない」と表示できる要件を、現行の「混入率５％

以下」から「不検出」に厳格化する報告書をまとめ

た。内閣府消費者委員会での審議を経て、早ければ

2018年度中に食品表示基準が改正される。 

現制度の対象は、食用使用が許可されているＧＭ

の大豆やトウモロコシなど全８作物と、豆腐などの

33 加工品。本来はＧＭ原料を使用する際に表示を義

務づける制度だが、市場には「ＧＭでない」という

任意表示のほうが広がっている。現在の「ＧＭでな

い」と表示された商品のほとんどにＧＭ混入があり、

検討会は「消費者の誤解を招いている」と指摘。今

後は新たな検査法の下でＧＭが検出されない場合に

のみ、この表示を許す。 

ほとんどを輸入に頼る大豆やトウモロコシでは生

産・流通の過程でＧＭを完全に取り除くことは難し

い。新基準が施行されれば「ＧＭでない」との表示

は大幅に減るとみられる。一方、しょうゆや食用油

には表示義務がなく、議論されたが、監視の難しさ

や業者への負担を考慮し、見送られた。 

（→77 ㌻）

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ ８日 改正消費者契約法 成立 デート商法、中高年も保護 

悪質商法から消費者を守る対策を強化した改正消

費者契約法が国会で成立した。2019 年６月から施行

される。契約を取り消せる「不当な勧誘」の対象を

広げたことがポイント。だが、中高年の保護が不十

分なことや悪徳商法の新たな手口に対応できない恐

れも指摘されている。 

 取り消しができる不当な勧誘行為の対象として追

加されたのは①「社会生活上の経験不足から」、就職、

結婚、体形などについて、「セミナーに参加しないと

成功しない」「買わないと一生やせられない」など、

本人の不安をあおる勧誘＝不安商法②恋人同士のよ

うな親密な人間関係を悪用して勧誘し、契約を結ば

せる＝デート商法③加齢などによる判断力の著しい

低下により、健康の維持などに不安を抱いているこ

とに乗じた勧誘④霊感などを告げて不安をあおる勧

誘＝霊感商法⑤契約前にサービスの一部を勝手に履

行して費用などを請求――の５項目だ。すでに被害が

多いケースが盛り込まれた。 

 国会審議では高齢者への対応を求める意見を受け、

修正案として③と④が付け加えられた。この項目は

年齢、社会経験にかかわらず適用される。また、消

費者庁は①②で取り消しの条件となる「社会経験の

乏しさ」について、中高年も含まれるよう「解釈を

緩めるよう、弾力的に判断する」としている。 

（→77 ㌻）

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

「社会・環境」分野 

⑰ 共に生きる社会へ    （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ １月 

❏ 14日 強制不妊手術、国を提訴 旧優生保護法下で 

1948 年から 1996 年まで半世紀近く続いた旧優生

保護法下で、不妊手術を強制された宮城県の 60代女

性が、個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違

反するとして、国に 1100万円の支払いを求める訴訟

を仙台地裁に起こした。優生保護法は、遺伝と障害

を関係づけ、「不良な子孫の出生防止」を掲げた。国

は手術を強制する際の身体の拘束、麻酔の使用、欺

罔（ぎもう＝だますこと）も認めた。同法に基づい

て強制手術を受けた人は全国に１万 6475 人いるが、

国家賠償請求訴訟は初めて。女性側は、被害者救済

に必要な立法措置を怠った国の責任について追及す

る。 

訴状によると、女性は 15 歳だった 1972 年 12 月、

「遺伝性精神薄弱」を理由に不妊手術を強制された。

手術後はたびたび違和感や痛みを覚え、1987 年ごろ

に入院した。不妊手術を理由に地元の男性との縁談

も破談となったとしている。女性側は「子どもを産

み育てるという憲法 13条で保障された自己決定権や

幸福追求権を侵害された」などと訴えている。 

優生保護法は 1996 年、障害者への不妊手術の項目

を削除するなどした母体保護法に改定された。女性

側はこれまで厚生労働省に対し、優生手術を受けた

人たちへの救済措置などを求めたが、同省側は「当

時は適法だった」と争う姿勢を見せている。 

（→テキストに記述はありません） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ２月 

❏ 13日 難民申請数が過去最多 2017年 認定数は減少 

法務省は、2017年の難民認定申請数や認定状況（速

報値）を公表した。申請数は前年比 8727人増の１万

9628 人で、７年連続で過去最多を更新した。一方、

難民認定されたのは 20 人（前年比８人減）、難民と

認定されなかったものの人道的な配慮で在留が認め

られた申請者は 45 人（同 52 人減）にとどまった。 

難民認定申請数は、2010 年３月から申請後半年で

一律に就労が可能になる運用が始まったことなどか

ら急増。法務省は１月、この運用を廃止した。現在

は、難民の可能性が高い申請者には就労が可能な在

留資格を速やかに与える一方、明らかに難民に該当

しない理由を主張したり再申請を繰り返したりする

申請者は、既に持っている在留資格の期限後に新た

な在留資格を与えない運用を始めている。 

2017年の申請者の出身国籍は 82 カ国。最多はフィ

リピンの 4895人だった。法務省の担当者は「日本で

難民申請すれば働けるという誤った考えがブローカ

ーなどを通じて広まっている」と分析している。 

 難民認定された 20人の内訳はエジプト５人、シ

リア５人など。 

（→87 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 17日 強制不妊手術、一斉提訴 第２陣も 

不良な子孫の出生防止」を掲げた旧優生保護法

（1948～96 年）に基づき不妊手術を強制されたのは

「個人の尊厳」などを保障する憲法に反するとして、

東京、宮城、北海道に住むいずれも 70 代の男女３人

が、国に総額計約 8000万円の損害賠償を求めて東京、

仙台、札幌の各地裁に提訴した。旧法下の不妊手術

をめぐる国賠訴訟は、今年１月末に仙台地裁に起こ

した宮城県の 60 代女性による提訴に続く第２陣で、

一斉提訴は初めて。 

北海道の男性は小島喜久夫さん（76）と名前を明

らかにし、宮城の女性と東京の男性はそれぞれ飯塚

淳子さん、北三郎さん（75）の名前で活動している。 

訴状によると、北さんは中学２年だった 1957 年、

入所していた仙台市内の児童自立支援施設（当時は

教護院）の職員に連れられ手術され、のちに施設の

先輩から不妊目的だと知らされた。旧法は障害のあ

る人たちを手術対象としたが、北さんは障害がある

と診断されたことはなかった。 

飯塚さんは 16歳の時に診療所で手術され、直後の

両親の会話から不妊目的だったと知った。小島さん

は 19 歳だった 1960 年ごろ、家族との関係悪化で生

活が荒れ、札幌市の精神科病院に強制入院させられ

た。診察なしに当時の病名「精神分裂病」と診断さ

れ、同意なしに不妊手術させられた。今年２月に妻

に告白、名乗り出ることも決めた。  

 

◆北海道、熊本の３人も 

旧優生保護法下で不妊手術や人工妊娠中絶を強い

られたとして、北海道と熊本県に住む 70～80 代の男

女３人が６月 28日、国に損害賠償を求める訴えを札

幌、熊本両地裁に起こした。「子どもを産み育てたか

った」と嘆く北海道の女性（75）と夫（81）。「何の

ために生まれてきたのか」と自殺を考えた熊本の渡

辺数美さん（73）。行政と国会による障害者排除の責

任を司法に問う。 

（→テキストに記述はありません） 

 



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ 30日 「潜伏キリシタン」世界遺産に 長崎 国内 22件目 

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委

員会はバーレーンのマナマで開いた会合で、キリス

ト禁教期の歴史を伝える「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」（長崎、熊本県）を世界文化遺産

に登録することを決めた。日本の世界文化遺産登録

は６年連続 18件目で、自然遺産も含めた世界遺産は

22 件目となる。 

文化庁によると、委員会は「キリスト教禁教政策

の下でひそかに信仰を伝えた潜伏キリシタンにより

育まれた独特の宗教的伝統を物語る他に例を見ない

証拠」として登録を決議。審議では「ユニークで傑

出した歴史を語る価値のある遺産」などと評価され

たという。 

潜伏キリシタン関連遺産は、キリスト教の信仰が

禁じられた江戸時代から明治初期の日本で、潜伏キ

リシタンが地域社会と共生しながら信仰を守り続け

た歴史を伝える遺産群。1637 年の島原の乱の主戦場

となった「原城跡」（長崎県南島原市）や、現存する

国内最古の教会で国宝の「大浦天主堂」（長崎市）＝

写真＝など 12資産で構成する。 

（→137 ㌻） 

 

 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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■ 10月 

❏ 12日 外国人労働者に新在留資格 建設や介護分野検討 入管法改正案 

政府は関係閣僚会議で、外国人労働者受け入れ拡

大に向けた入管法などの改正案の骨子を示した。新

たな在留資格として、一定の知識・経験を要する業

務に就く「特定技能１号」▽熟練した技能が必要な

業務に就く「特定技能２号」の二つを創設すること

が柱。対象は人手不足が深刻な建設や介護、農業な

ど十数の分野が検討されており、今後具体的に定め

る。 

また、法務省は内部部局の入国管理局を格上げし

て「出入国在留管理庁」の新設も目指しており、入

管法とともに法務省設置法の改正案を 24日に召集予

定の臨時国会に提出する。これらが成立すれば 2019

年春に受け入れを開始する。事実上の単純労働も含

めた資格新設は大きな政策転換と言える。 

骨子によると、１号の在留期間は通算５年を上限

とし、家族の帯同は認めない。２号は在留期間の更

新を認め、配偶者と子の帯同を認める。１号の技能

水準は生活に支障のない程度の日本語を基本とし、

分野ごとに業務上必要な水準を考慮して定める所管

省庁の試験などで確認する。技能実習（最長５年）

を終えた外国人は１号の試験を免除。また、所管省

庁の試験などを経て１号から２号に移行可能とする

ほか、同じ分野内であれば転職もできる。人手不足

が解消した分野は受け入れを停止・中止する。 

技能実習から１号に移行するケースなどでは最長

10 年間の滞在が可能で、「永住許可を得るための要件

の一つが満たされる」（法務省幹部）ことになる。２

号は長期の滞在が可能となるが、山下貴司法相は 12

日の記者会見で「雇用契約の更新がなされない限り

は在留期間の更新は許可されない。『永住』とは相当

違う」と述べた。 

 （→テキストに記述はありません） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

❏ 22日 障害者雇用水増し 3700人 手帳・診断書、９割不所持 省庁 28機関 

中央省庁で障害者の雇用数が水増しされていた問

題に関する関係府省連絡会議が開かれ、第三者検証

委員会＝委員長・松井巌（がん）元福岡高検検事長

＝による検証結果が報告された。不正計上は 2017 年

６月時点で国の 33 の行政機関のうち 28 機関で計

3700人（実数）に上った。このうち約 93％に当たる

3426 人で、国のガイドラインで定めた障害者手帳や

指定医による診断書を持っていなかった。報告書は

「障害者の範囲や確認方法を恣意（しい）的に解釈

していた。極めて由々しき事態」と批判した。 

厚生労働省はこれまで省庁の水増し数を、短時間

勤務の人は 0.5 人とカウントするなどした法令上の

換算値で発表し、3460.5 人としていた。再点検の結

果、3445.5 人だったと訂正するとともに、水増し実

数を示した。雇用率は法定の 2.3％（当時）を下回る

1.18％となった。 

一方、厚労省は地方自治体を対象とした障害者雇

用実態調査の結果を発表し、2017 年６月時点で

3809.5 人分の水増しがあったことを明らかにした。

都道府県関係が 681.5 人、市町村関係が 769 人、教

育委員会関係が 2359人で、水増し数は国と地方自治

体合わせて約 7500 人規模になった。 

第三者委の報告書によると、不正算入された 3700

人のうち 91人は退職者で、うち３人は死亡していた。

障害者手帳を持っていても、本人の同意なく算入す

るといった不正な手続きもあった。また、多くの省

庁で雇用率達成のため、障害者の職員が退職した場

合、新規採用せず、職員の中から新たに算入できそ

うな人を選んでいたと指摘した。 

不正算入が最も多かったのは国税庁 1103人で、国

土交通省 629 人▽法務省 512 人▽防衛省 332 人――

などが続いた。不正算入が始まった時期は特定でき

なかったが、聞き取り調査に対し財務省は「1960 年

ごろから行われていた」と回答。報告書は「前例踏

襲で多くの行政機関で不適切な実務慣行が継続して

いた」と結論づけた。 

（→テキストに記述はありません） 
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❏ 23日 医学部不正入試 文科省調査 

文部科学省は、医学部医学科を置く全国 81大学を

対象にした入試調査の中間まとめを公表した。得点

操作などにより女子や多浪生を不利に扱うなど不適

切な疑いのある事例が４類型あるとする一方、具体

的な大学名や校数は明らかにしなかった。 

不適切な事例は、調査書などで現役生に加点し、

浪人生には加点しないなど４類型あり、既に得点操

作を公表している東京医科大（東京都）や昭和大（同）

のケースも含まれるとした。また、疑惑を招く事例

として、面接で多浪生を慎重に評価するなどのマニ

ュアルを設けるなどの５類型を挙げた。 

文科省は東京医大が事業を受注する見返りに文科

省幹部の息子を不正合格させた汚職事件を受け、東

京医大を除く 80大学を対象に訪問調査を実施してお

り、既に約 40大学を訪れた。今後、残りの大学を訪

問したうえで、年内に最終報告を公表する方針。大

学名を公表するかどうかは、明言を避けている。 

医学部入試を巡っては、女子と３浪以上の男子の

得点を一律減点していた東京医大の他、昭和大が現

役と１浪に加点し、同窓生の親族を優先的に合格さ

せていたことを公表している。 

関係者によると、この他にも順天堂大（同）で女

子の合格最低点を男子より高く設定していたという。 

中間とりまとめで大学名や校数を公表しなかった

理由について、文部科学省大学入試室は、訪問調査

を終えたのが全体の半分にとどまることと、医学部

入試の基準を策定する全国医学部長病院長会議の判

断が 11月中に出ることを挙げた。 

大学名を公表しない背景には「大学の自治」があ

る。大学の自治は「学問の自由」を定めた憲法で保

障されると解釈され、大学の入試の方法に口出しす

ることは、学問の自由の侵害と受け取られかねない

からだ。 

一方で、文科省が各大学に通知している入学者選

抜実施要項には「公正かつ妥当な方法で多面的・総

合的に判定する」ことを求めている。中間まとめで

も、募集要項で説明せずに合理的な理由なく得点を

操作することなどを「不適切と判断すべきだ」とし

た。ただし、文科省は「合理的な理由」を明示して

いない。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑱ 司法と市民生活    （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 16日 司法取引制度、６月施行 

政府は、日本版「司法取引制度」の施行日を６月

１日とする政令を閣議決定した。また、対象犯罪に

ついて、改正刑事訴訟法に明記していた刑法の贈収

賄や組織犯罪処罰法の組織的詐欺などに加え、独占

禁止法違反（談合）や脱税など経済関係の法律の罪

も対象とする政令を決定した。 

同制度の政府の略称は「合意制度」。容疑者や被告

が共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検

察官は起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。

取引の協議は検察官と容疑者・被告とともに弁護士

が同席して行い、弁護士の同意も必要となる。取引

が成立すれば「合意内容書面」が作成され、第三者

の裁判では合意内容書面が第三者側と裁判官に開示

される。 

対象犯罪について、改正刑訴法は刑法上の一定の

犯罪や薬物銃器犯罪などに加えて、政令で定める「財

政経済関係犯罪」としている。そのため今回、金融

商品取引法（粉飾決算やインサイダー取引など）、著

作権法、会社法などに違反する罪も新たに対象犯罪

に加えられた。 

司法取引制度は 2016年５月、取り調べの録音・録

画（可視化）の義務づけなどを柱とした刑事司法改

革関連法の一つとして成立した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ７月 

❏ ６日 オウム真理教 ７人刑執行 地下鉄サリン 23年

法務省は、オウム真理教による一連の事件で死刑

が確定した教団元代表、松本智津夫（麻原彰晃）死

刑囚（63）＝東京拘置所＝ら７人の刑を執行したと

発表した。2006 年９月の死刑確定から約 11 年 10 カ

月。日本社会を大きく揺るがした教祖と元教団幹部

らの刑執行は、平成の事件史に刻まれる節目となる。 

一連の事件では松本死刑囚のほか、教団元幹部 12

人の死刑が確定している。13 人は坂本堤弁護士一家

殺害、松本・地下鉄両サリンの３事件のいずれかに

関与した。 

上川陽子法相は前回の法相在任期間を含めて計 10

人の死刑執行を命じたことになる。また、一度の命

令で７人を執行するのは、1993 年に死刑執行が再開

されて以降最も多い。 

松本死刑囚は 1955 年に熊本県八代市で生まれた。

1984 年にオウム真理教の前身「オウム神仙の会」を

設立し、ヨガ修行や「超能力」をうたい信者を集め

た。1990年には信徒とともに衆院選に立候補したが、

全員落選。信徒の脱会や高額な「お布施」の支払い

などを巡ってトラブルが相次ぎ、社会的な批判を浴

びた。 

1995 年３月に地下鉄サリン事件が発生。警視庁は

同５月、山梨県上九一色村（現富士河口湖町）にあ

った教団施設の強制捜査に乗り出した。同施設で逮

捕された松本死刑囚は同事件や坂本弁護士一家殺害

事件、松本サリン事件など計 17 事件で殺人罪などに

問われた。坂本堤弁護士一家殺害事件（1989年）、松

本サリン事件（1994年）、地下鉄サリン事件など一連

の事件では、計 29 人（刑事裁判上の認定は計 27人）

が死亡、6500人以上が負傷した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

❏ 26日 オウム幹部の死刑執行終える 異例の同月内 13人

上川陽子法相は、オウム真理教の一連の事件で死

刑が確定した 13人のうち、残る 6人の死刑を執行し

たと発表した。これで教祖の松本智津夫元死刑囚ら

13 人全員の死刑が執行された。有罪が確定した教団

関係者 190 人全員の刑事手続きが事実上完了した。

上川法相は「犯行は身勝手な教義の解釈で無差別テ

ロに及んだ、過去例をみない、二度と起きてはなら

ない凶悪重大なもの」と事件を総括した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

 

 



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑲ 情報社会に生きる    （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ １月 

❏ 26日 仮想通貨が不正流出 安全管理体制に不備 

仮想通貨取引所大手「コインチェック」は、580

億円相当の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」が不正に流出

したと発表した。金融庁はコインチェックの安全対

策などに不備があったとみて、近く資金決済法に基

づく業務改善命令を出す方針を固めた。 

金融庁は 28 日、同社幹部を呼び、被害状況などに

ついて２時間半にわたって詳細な報告を受けた。 

関係者によると、今回の不正アクセスは、コイン

チェック関係者を装って行われており、東欧など複

数の外国のサーバーを経由した可能性がある。同社

関係者になりすますことでコインチェックの認証を

突破して 26 日未明にシステムに侵入し、数回にわた

ってネムを引き出したとみられる。 

仮想通貨取引所は、外部からの不正アクセスを防

ぐため、通常は顧客から預かった仮想通貨を外部ネ

ットワークから切り離して管理している。しかし、

コインチェックは今回不正流出したネムを、外部の

ネットワークに接続した状態で保管していた。金融

庁は、今回の流出以前からコインチェックに懸念を

伝えており、安全対策の不備が流出を招いた点を問

題視している。2017 年４月の改正法施行で仮想通貨

取引所は登録制となった。コインチェックは金融庁

による登録審査中で、「みなし業者」として営業を継

続しつつ、資産の安全管理体制などについての審査

を受けていた。 

 

◆コインチェックはその後営業再開 

 コインチェックは、金融庁から２度にわたり、

業務改善命令を受けた。３月中旬には、流出の被

害を受けた顧客への補償を開始すると共に、サー

ビスを一部再開した。 

 ４月に、コインチェックは、ネット証券大手マ

ネックスグループに買収された。 

（→94 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ４月 

❏ 23日 海賊版サイトをＮＴＴが遮断 通信の秘密を侵害の可能性も 

ＮＴＴグループは、ネット上で漫画や雑誌を無料

で読める海賊版サイトへの接続遮断（ブロッキング）

を実施すると発表した。著作権保護などを理由に、

国内のインターネット接続業者（プロバイダー）に

特定の海賊版サイトへの接続遮断を求めた政府の緊

急決定を踏まえたもので、実施を表明したのはＮＴ

Ｔが初。ただ、ネットの業界団体などからは「通信

の秘密を侵害する」などと反対意見が出ており、議

論を呼びそうだ。 

政府が特に悪質と指摘した「漫画村」「Anitube」

「Miomio」の３サイトを対象とし、準備が整い次第

実施する。ＮＴＴは、法制度が整備されるまでの緊

急措置とし、「著作権を保護し、作者の利益を守るこ

とが適切と判断した」と説明している。 

政府は 13日、悪質な海賊版サイトの著作権侵害が

著しいなどとして、漫画村など三つのサイトについ

て、プロバイダーに接続遮断を促す緊急対策を決定。

これに対し、法的な根拠はなく、通信の秘密や検閲

の禁止を定めた憲法に抵触するなどの懸念の声が出

ている。 

ＮＴＴが接続遮断することを発表したことを受け、

通信大手のＫＤＤＩは「法制面などを含めて検討中」

とコメントした。ソフトバンクは「通信の秘密を侵

害する懸念もあり、慎重な議論が必要」としている。 

（→95 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 25日 ＥＵデータに保護規則 「忘れられる権利」明記 

欧州連合（ＥＵ）は、個人情報保護の新しい法律

「一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）」を施行する。過

去の情報の削除を認める「忘れられる権利」を明記

するなど、プライバシー権を拡充したのが特徴だ。

ネット社会で最も厳しい規制とされ、ＥＵに拠点が

なくても、ＥＵ域内で商品やサービスを提供してい

る企業は対象になる。グローバル企業やソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）の運営

は大きな見直しを迫られる。 

 ＧＤＰＲは、2016 年４月に欧州議会で可決され

た。「基本的人権の保護」が最大の狙い。個人の特定

が可能な情報の厳格な管理を求め、欧州経済領域（Ｅ

ＥＡ）外への情報移転を原則禁じている。移転可能

なのは保護体制が十分な水準と認められた国のみと

なる。 

自分の個人情報の削除を要求する「忘れられる権

利」も新規則で明文化。公共の利益、科学や歴史の

研究、統計目的などの例外を除き、情報の削除を要

求できるほか、拒否された場合はその理由を知る権

利を持つ。個人情報を扱う企業には、本人の同意を

「明確に」求めることを義務づけている。大量の情

報を扱う企業などは、独立性のある情報管理責任者

を置く必要がある。 

（→93 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

⑳ いのちと科学を考える  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ ３日 新型出生前診断を一般診療に 

妊婦の血液から胎児の染色体異常の可能性を調べ

る新型出生前診断について、日本産科婦人科学会（日

産婦）は理事会で、倫理面から臨床研究に限定して

きた指針を変更し、一般診療として実施することを

正式に決めた。現在は指針に基づき、日本医学会が

臨床研究として実施する医療機関のみを認定してい

るが、今後は研究計画書や施設内の倫理委員会を通

すことが不要になるため、実施施設が増える見通し。 

新型出生前診断は胎児の染色体が１本多いダウン

症など３疾患の可能性を妊娠早期に調べることがで

き、他の出生前診断と比べて手軽で精度が高いのが

特徴。国内では 2013 年４月に導入され、現在は 90

施設が認定されているが、事実上は大手の医療機関

に限られている。胎児の染色体異常による中絶につ

ながるため、「命の選別」との批判も根強い。 

なお、費用は１回約 20万円で、保険診療の対象で

はない。 

（→98 ㌻）

 

❏ ９日 受動喫煙対策を強化 実効性に議論の余地も 

政府は、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正

案を閣議決定した。公共の場での禁煙を初めて罰則

付きで義務づける。これまで受動喫煙防止の努力義

務しかなかった飲食店も原則屋内禁煙とする。2020

年東京五輪・パラリンピックまでの全面施行を目指

すが、小規模の既存飲食店には掲示をすれば認める

などの例外規定もあり、国会で実効性が議論になり

そうだ。 

規制は、建物外も含めた「敷地内禁煙」と、建物

内だけの「原則屋内禁煙」の２段階だ。学校や病院、

行政機関などは前者、事務所や飲食店、ホテルの客

室以外、老人福祉施設、運動施設などは後者を適用

する。喫煙ができる場所へは 20 歳未満の客や従業員

の立ち入りを禁止し、施設管理者に立ち入らせない

努力義務を課す。禁止場所での喫煙などには最大 50

万円の過料を科す。 

（→96 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ 27日 はやぶさ２ リュウグウ到着

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の小惑星探査

機「はやぶさ２」が、地球から約２億 8000万キロ離

れた目的地の小惑星リュウグウの上空 20キロの地点

に到着した。表面を詳しく観測し、10 月ごろに最初

の着陸を試みる。 

はやぶさ２は岩石を採取し、2020 年末ごろ地球に

持ち帰る予定。リュウグウは生命の材料となる有機

物を比較的多く含むと考えられており、太陽系の成

り立ちや生命の起源に迫る計画だ。はやぶさ２は

2010 年に小惑星の試料を地球に持ち帰った探査機

「はやぶさ」の後継機で、2014年 12 月に打ち上げら

れた。 

はやぶさ２を小惑星リュウグウまで送り届けた立

役者は、主エンジンのイオンエンジンだ。初代はや

ぶさではトラブルが相次いだが、改良と耐久試験を

重ね往路を無事に乗り切った。開発と運用を担当し

たＪＡＸＡの西山和孝准教授（47）は「そう簡単に

は壊れない」と自信を見せる。「宇宙で動かせなきゃ、

おもちゃに過ぎない。実験室で終わるつもりはない

ですから」と西山さん。イオンエンジンは復路でも

活躍する予定だ。 

（→テキストに記述はありません） 

 

■ ７月 

❏ 18日 受動喫煙対策法が成立 都条例はより厳しく

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が、参院

本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。多

くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする

初の法律で、東京五輪・パラリンピック開催前の 2020

年４月に全面施行する。 

例外規定によって、飲食店の 55％で喫煙が認めら

れるとの試算があるなど「規制は骨抜き」との批判

も根強い。国民の健康を守るため、法に実効性を持

たせていくことが課題となる。 

計画では、まず来年夏をめどに病院、学校、行政

機関、保育園が屋内完全禁煙となる。2020 年４月か

らは、飲食店のほか、職場、ホテルの客室以外の場

所が原則禁煙となる。これらの施設では、煙が外に

漏れない喫煙専用室での喫煙は認める。 

資本金が 5000万円以下で客席面積 100平方メート

ル以下の既存飲食店は「例外」として扱われ、店頭

に「喫煙可」などと表示すれば経過措置として店内

で喫煙を認める。 

一方、東京都は飲食店の８割超、約 13万軒を原則

全面禁煙にする都受動喫煙防止条例を６月に制定し

た。都の条例は、従業員を雇う飲食店を面積にかか

わらず原則禁煙とするほか、幼稚園や保育所、小中

高校については国の健康増進法が認める屋外喫煙所

の設置も禁じる。 

（→96 ㌻） 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ １日 ノーベル賞に本庶氏 新しいがん治療発見に貢献 

スウェーデンのカロリンスカ研究所は、2018 年の

ノーベル医学生理学賞を京都大高等研究院の本庶佑

（ほんじょ・たすく）特別教授（76）と米テキサス

大のジェームズ・アリソン教授（70）の両氏に授与

すると発表した。本庶氏は免疫の働きにブレーキを

かけるたんぱく質「ＰＤ―１」を発見し、このブレ

ーキを取り除くことでがん細胞を攻撃する新しいタ

イプの「がん免疫療法」を実現した。 

日本の医学生理学賞受賞は、山中伸弥・京都大教

授（2012 年）や大隅良典・東京工業大栄誉教授（2016

年）らに続き５人目。本庶氏は京都大（京都市）で

記者会見し、「大変幸運な人間だ。これまで以上に多

くの患者を救えるよう、もう少し研究を続けたい」

と語った。 

両氏への授賞理由は「免疫抑制の阻害によるがん

治療法の発見」だ。細菌やウイルスなどの異物が生

体内に侵入したり、がん細胞が体内で生じたりする

と、免疫細胞のリンパ球が異物と見なして攻撃する。

逆に、免疫が暴走すると正常な組織を破壊すること

になる。がん治療の分野では、免疫の攻撃能力を高

めてがん細胞を退治する「がん免疫療法」が考案さ

れていたが、十分な効果を上げられずにいた。 

本庶氏らの研究グループは 1992年、免疫の司令塔

を担うリンパ球「Ｔ細胞」で働く「ＰＤ―１」遺伝

子を発見。ＰＤ―１が免疫反応のブレーキに相当す

ることが分かり、がん治療に応用できるのではない

かと考えた。 

 

◆抗がん剤「オプジーボ」 

本庶氏の発見をきっかけに、ＰＤ―１をブロック

する治療薬の開発が進み、小野薬品工業（大阪市）

が 2014年９月、ＰＤ―１の抗体を利用した抗がん剤

「オプジーボ」（一般名ニボルマブ）を発売した。世

界各地の製薬会社が似たメカニズムの薬の開発に乗

り出している。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉑ 五輪の旗が目指すもの  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 28日 ボランティア募集 東京五輪で 11万人 

2020 年東京五輪・パラリンピック組織委員会と東

京都は、ボランティアの募集要項案を公表した。今

後、独自の愛称を付けた上で９月中旬から計約 11万

人のボランティアの募集を開始する。 

東京五輪では過去最多の 33競技 339種目が実施さ

れる。大会の顔と呼ばれるボランティアを抜きにし

た運営は難しく、参加意識をいかに高めるかが課題

となっている。 

東京五輪・パラリンピックのボランティアは会場

内の案内や競技運営を支える大会ボランティア（８

万人）、空港や鉄道駅などで観光案内を務める都市ボ

ランティア（３万人）に分かれる。ユニホーム、飲

み物や食事は支給されるが、交通費や宿泊費は自己

負担となる。正式な募集要項を７月下旬に公表する。

インターネットを通じて応募し、面接や研修を経て

2020年３月には採用が通知される。 

ボランティアは 18 歳以上（2020 年４月１日時点）

が原則だが、組織委は全国の中高生の参加を認める

方針だ。 

（→100、101 ㌻） 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

■ ７月 

❏ 12日 聖火リレー 福島から 復興五輪 

2020 年東京五輪・パラリンピック組織委員会、東

京都、政府などのトップによる調整会議が東京都内

で開かれ、五輪の聖火リレーは３月 26 日に東日本大

震災の被災地の福島県を出発することを決めた。 

招致段階から復興五輪を掲げており、組織委の森

喜朗会長は「招致の源流を大事にしたかった」と説

明した。福島県によると、県内外の避難者数は４万

4878人（７月５日現在）。被災３県で最も多い。福島

第１原発事故を含め、厳しい状況にある福島を出発

地として復興五輪を訴える。 

各都道府県の日程も公表され、総日数は移動日の

７日間を含む 121 日となった。福島から、おおむね

時計回りに南下して５月２日に沖縄を折り返す。主

に日本海側を進み、６月 14 日に北海道で折り返して

再び南下して、宮城からは高速道路で静岡に移動。

神奈川、千葉、埼玉などを回り、７月 10日に東京都

に入る。 

各都道府県の実行委員会が年内をめどに詳細なル

ート案を作成する。1964 年東京五輪の聖火リレーは

米国の統治下の沖縄を出発地として４ルートで実施。

現在、ＩＯＣはルートを分けない「一筆書き」と定

める。 

（→100、101 ㌻） 

以上、2018 年７月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉑ 原発事故からの復興（自然災害など含む） 

（テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 16日 技能実習生の除染を禁止へ 福島原発事故に関連して 

政府は閣議で、外国人技能実習生に除染作業を担

わせることを禁じることを示した答弁書を決定した。

技能実習生として来日したベトナム人男性が、十分

説明されないまま東京電力福島第１原発事故による

除染作業に従事していたことを受けた措置。答弁書

は、立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問主意書に

対するもので、上川陽子法相は 16日の閣議後記者会

見で「類似事案があるかも含めて実態調査する」と

話した。 

法務省や厚生労働省は、技能実習生による除染作

業について「一般的に海外で行われる業務ではない。

被ばく対策が必要で、技能習得に専念できる環境と

は言いがたい」との見解を公表。今後は実習生を受

け入れる企業などに対し、除染に従事させない誓約

書の提出を求める方針だ。 

（→85、102、103、110 ㌻） 

 

 

■ ５月 

❏ 建設工事にも技能実習生 福島原発で 2017年秋から 

東京電力福島第１原発での建設工事に 2017年秋か

ら外国人技能実習生が従事している。東電は 2017 年

２月、技能実習制度を所管する法務省に相談した上

で、同原発で技能実習生を働かせない方針を示して

おり、これに反する形だ。東電は取材に事実関係を

認め、「外国人技能実習制度の趣旨にそぐわない。元

請け会社に在留資格の確認の徹底を求め、当社も在

留資格を調査したい」としている。 

毎日新聞の取材で従事が確認された技能実習生は、

ベトナム国籍などの 20～30 代の男性４人。うち２人

は 2017年に来日したばかりで日本語をほとんど話す

ことができない。これとは別に外国人建設就労者が

２人いる。６人が従事しているのは、2017 年 11月に

始まった敷地内に新設される施設の基礎工事。放射

性物質に汚染された可能性があるがれきや伐採木な

どを焼却する施設で、６人はゼネコンの下請けに入

っている東京都内の建設会社に雇われている。 

東電によると、６人が働く現場は放射線防護が必

要な放射線管理区域から外れている。６人は線量計

を装着させられているが、取材に対し自分の被ばく

線量は把握していないと証言した。 

技能実習制度は途上国への技術移転が目的とされ

るが、ベトナムには被ばく労働を伴う原発自体がな

い。 

（→85、102、103、110 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ９月 

❏ ６日 北海道で震度７ ブラックアウト 市民生活直撃 

午前３時８分ごろ、北海道厚真（あつま）町で震

度７、安平（あびら）町とむかわ町で震度６強を観

測する地震があった。各地で土砂崩れや家屋倒壊な

ど大きな被害が発生し、41 人が死亡した。また、道

内全ての火力発電所が停止し、全 295 万戸が停電し

た。北海道で震度７を観測したのは、震度階級が改

定された 1996年以降初めて。 

また、地震の影響で、北海道内すべての火力発電

所が緊急停止し、一部の発電所で火災や破損が発生

した。全道 295 万戸が停電状態になり、信号や医療

機関など市民生活にも影響が広がった。気象庁は今

回の地震を「平成 30 年北海道胆振（いぶり）東部地

震」と命名した。 

 

◆大規模停電 水力も影響 

北海道地震に伴う大規模停電（ブラックアウト）

を検証する第三者委員会は 10 月 23 日、発生原因や

再発防止策をまとめた中間報告案を了承した。ブラ

ックアウトは主力の苫東厚真（とまとう・あつま）

火力発電所の停止だけでなく、水力発電所の停止な

ど複合的な要因で発生したと分析。再発防止策とし

て、強制的に停電させる上限量の積み増しなどを提

言したものの、中長期的な課題は残ったままだ。 

中間報告は、地震で苫東厚真の２、４号機が停止

した後、送電線の損傷で水力発電所が送電不能とな

り、運転を停止。その後、苫東厚真の残る１号機も

地震に伴う故障で送電できなくなった。北海道電力

は一部地区を強制的に停電させる「負荷遮断」を実

施したが、電力の需給バランスが崩れ、周波数が低

下。機器の損傷を防ぐため他の発電所も自動停止し、

ブラックアウトに至ったと認定した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉓ 持続可能な未来へ  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ２月 

❏ 10日 石牟礼道子さん死去  水俣病告発 90歳

作家の石牟礼道子（いしむれ・みちこ）さんが、

パーキンソン病による急性増悪のため熊本市の介護

施設で死去した。90 歳。人間の極限的惨苦を描破し

た長編小説「苦海浄土（くがいじょうど）」で水俣病

を告発し、自然と共生する人間のあり方を小説や詩

歌の主題にすえていた。 

 石牟礼さんは 1927年、熊本県宮野河内村（現・

天草市）に生まれた。生後まもなく水俣町（現・水

俣市）に移り、水俣実務学校（現・水俣高）卒。1958

年、谷川雁らの「サークル村」に参加し、詩歌中心

に文学活動を始めた。 

1959 年には、当時まだ「奇病」と言われた水俣病

患者の姿に衝撃を受け、「これを直視し、記録しなけ

ればならぬ」と決心。1969 年、水俣病患者の姿を伝

える「苦海浄土」第１部を刊行。同書は日本の公害

告発運動の端緒となるなど戦後を代表する名著とし

て知られる。 

水俣病第１次訴訟を支援する「水俣病市民会議」

の発足に尽力する一方で、水俣病の原因企業チッソ

との直接対話を求めた故・川本輝夫さんらの自主交

渉の運動を支えた。徹底的に患者に寄り添う姿勢と

カリスマ性のあるリーダーシップから「水俣のジャ

ンヌ・ダルク」と呼ばれる。水俣病患者・支援者の

精神的支柱となった。 

1973年、「苦海浄土」などの作品で「アジアのノー

ベル賞」といわれるマグサイサイ賞を受賞した。 

（→106、107 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ ８日 イタイイタイ病、公害病認定から 50年 

四大公害病の一つであるイタイイタイ病を国が初

めて公害病と認定し、８日で半世紀となった。病の

苦痛、認定されない憤りという二重の苦しみを抱え

ながら逝ったのが、死後認定の患者たちだった。 

イタイイタイ病は 1968年、当時の厚生省が国内初

の公害病と認め、国から委託された富山県が認定す

る。認定後は医療費と一時金が給付され死後認定で

も一時金が支払われる。しかし治療で状態が改善す

ると判別しづらい。このため、骨を削って検査する

「生検」が必要だが、身体的負担が重く、敬遠する

高齢の申請者が多かった。その結果、被害者らは死

後の病理解剖に認定を託すケースが多かった。被害

者側は「生きているうちに認定しなければ真の救済

にならない」と批判している。 

イタイイタイ病の発生は 1910 年代に遡る。岐阜県

飛騨市の神通川上流にある神岡鉱山から排出された

カドミウムが原因で、住民らが骨軟化症を発症した。

あちこちが骨折し「痛い、痛い」と泣き叫んだこと

から病名がついた。損害賠償を求めた患者の勝訴は

1972 年に確定。原因企業の三井金属鉱業は 2013 年、

前段症状の腎臓障害に一時金を支払うことなどで住

民側との「全面解決」に合意した。 

（→107 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

「国際」分野 

㉔ 米国・中国 新たな選択  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 11日 中国が改憲案可決 主席任期撤廃 習思想も盛る 

北京で開会中の第 13期全国人民代表大会（全人代

＝国会）第１回会議は、２期 10 年までと定められて

いる国家主席の任期上限を撤廃する憲法改正案を賛

成多数で可決した。2013 年に就任した習近平国家主

席（64）が２期目の任期切れを迎える 2023年以降も

続投することが可能になる。 

中国憲法の改正は 14年ぶり５回目。国家主席の任

期規定が改正されるのは 1982年の国家主席ポスト復

活以来初めてとなる。 

改憲案の賛成は 2958票、反対２票、棄権３票、無

効１票で、改憲条件である３分の２以上の代表の賛

成を満たした。改正ではまた、2017 年 10 月の第 19

回中国共産党大会で党規約に盛り込まれた習氏の指

導思想「習近平による新時代の中国の特色ある社会

主義思想」が前文に明記され、国家の指導思想に格

上げされた。存命中に自らの名前を冠した思想を憲

法に刻むのは毛沢東以来。 

さらに、第１条に「中国共産党の指導は中国の特

色ある社会主義の最も本質的な特徴」を追加。共産

党の指導的役割をより明確にした。 

中国の国家主席は法律の公布、緊急事態や戦争状

態の宣言、外交使節の派遣・受け入れなど国事行為

を行う元首である。 

（→114 ㌻） 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

❏ 13日 米国務長官が解任される トランプ氏「意見の相違」 

米国のトランプ大統領は、自身のツイッターでテ

ィラーソン国務長官の退任を発表した。後任にポン

ペオ中央情報局（ＣＩＡ）長官が就く見通し。トラ

ンプ氏はツイッターでの発表後、ティラーソン氏と

の間に「意見の相違があった」と話しており、事実

上の解任とみられる。国際協調路線を掲げてきたテ

ィラーソン氏の退場で、トランプ政権が外交・安全

保障政策でより強硬な路線を進む可能性がある。 

政策面でトランプ大統領との亀裂が生じていたテ

ィラーソン氏にはたびたび辞任説が浮上していた。

トランプ氏は、ホワイトハウスで記者団に対し「テ

ィラーソンとはイラン核合意への対応などを巡り意

見の相違があった。ポンペオと私は似た考えを持っ

ている」と述べた。 

ティラーソン氏は 2006年から米石油大手エクソン

モービルの会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を務め

た。実業家として築いた人脈を期待され、2017 年２

月に国務長官に就任。トランプ政権では閣僚らの辞

任が相次いでいるが、国務長官が政権発足から１年

あまりで退任するのは異例だ。 

 

◆ポンペオ氏が国務長官に 

 ４月 26日、ポンペオ氏が国務長官に就任した。ポ

ンペオ氏は対外強硬路線で知られる。 

（→112、113 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 
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■ ６月 

❏ 19日 米、国連人権理事会を離脱 「反イスラエル的」 

トランプ米政権が国連人権理事会（本部スイス・

ジュネーブ）からの脱退を発表した。 

脱退理由として米国のヘイリー国連大使は「人権

理事会のイスラエルに対する恒常的な偏見」などと

説明した。パレスチナ問題で人権理事会は、トラン

プ政権が支持するイスラエルを非難してきた。47 カ

国で構成する人権理事会は拒否権の仕組みがなく、

米国が反対する決議案が採択される。トランプ政権

はたびたび理事会を非難、脱退も示唆していた。 

国際機関や国際協定に背を向け、孤立主義をさら

に強める米国に対し、欧州諸国や人権団体などから

懸念の声が上がっている。国連のグテレス事務総長

は「人権理事会は世界の人権の推進、保護で重要な

役割を果たしている。米国に残ってほしかった」と

の声明を発表した。 

一方、イスラエルのネタニヤフ首相は人権理事会

を「人権擁護に背を向けた反イスラエルの組織だ」

などと、米国の決定を歓迎する声明を出した。 

◆国連人権理事会とは？ 

Ｑ：どのような機関？ 

Ａ：国連総会の下部機関で、人権や基本的自由を

促進・擁護することを目的とした組織。もともとあ

った人権委員会を格上げする形で 2006 年、スイス・

ジュネーブに設立された。 

Ｑ：活動内容は？ 

Ａ：国連加盟国の人権状況を監視し、必要があれ

ば勧告をする。全加盟国の人権状況を４年半ごとに

調べる「普遍的・定期的レビュー」や、特定のテー

マや国・地域別に調査する「特別報告者」の任命も

する。 

Ｑ：これまでの実績は？ 

Ａ：日本は人権理事会を通じて北朝鮮による拉致

問題への国際的関心を高める努力をしてきた。シリ

ア内戦では、人権理事会の調査委員会が 2017 年、ア

サド政権軍の化学兵器使用を認定した。 

（→テキストに記述はありません） 
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■ ７月 

❏ 16日 米露首脳会談 新ＳＴＡＲＴ延長 成果乏しく 

トランプ米大統領とプーチン露大統領は、フィン

ランドの首都ヘルシンキで会談した。両氏による首

脳会談は 2017年以来３度目。国際会議の場以外では

初となった。 

首脳会談の主な議題の一つが、米露間の「新戦略

兵器削減条約」（新ＳＴＡＲＴ）の延長問題だ。2011

年発効の新ＳＴＡＲＴは、両国の配備済み戦略核兵

器の上限を 1550発とするもの。会談後の共同記者会

見でプーチン氏は、2021 年に期限を迎える新ＳＴＡ

ＲＴの延長のために、協議する必要性を強調した。

一方、冷戦後最悪とされる両国関係を念頭に、トラ

ンプ氏は「（関係改善に向けた）長いプロセスの始ま

りだ」と語るにとどめ、具体的な合意事項はなかっ

た。 

 

◆「ロシアゲート」二転三転 トランプ氏 

ロシアによる 2016 年米大統領選への介入疑惑（い

わゆる「ロシアゲート」疑惑）について、プーチン

氏は改めて否定。トランプ氏もこれに同調し、米露

関係の改善を演出した。ただ、「自国の情報機関の判

断よりも外国首脳の発言を信頼するのか」という米

国内からの批判を受け、翌 17日には「介入はあった」

と発言を修正した。 

（→112、115 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 
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■ ９月 

❏ 22日 中国とバチカンが和解 司教任命権巡り暫定合意 

キリスト教カトリックの総本山であるバチカン

（ローマ法王庁）は、中国との間で長年の対立事項

だった司教任命権の問題で暫定合意に至ったと発表

した。任命権を巡る合意によってバチカン―中国間

の最大の障壁が取り除かれることになり、信仰の自

由を巡る対立を背景に 1951年に両者が断交状態にな

って以来の歴史的な和解となる。 

中国外務省の発表によると、王超外務次官が 22日、

カミッレーリ・バチカン代表団団長・国務省外務局

次官と北京で会談し、「司教任命に関する暫定合意」

に調印した。 

バチカンによると、中国当局のみが任命した教会

組織「中国天主教愛国会（愛国会）」の司教７人の正

統性をバチカン側が認めることが盛り込まれたが、

詳細は明らかにされていない。米紙ウォール・スト

リート・ジャーナル（電子版）や中国紙「環球時報」

（電子版）の事前報道では、中国政府がフランシス

コ・ローマ法王をカトリック教会のトップと公認し、

中国側の選ぶ将来の司教候補をバチカンが認める文

書を中国側に送るが、法王は拒否権を持つとの見通

しが伝えられた。 

今回の合意は双方が譲歩した結果ともいえるが、

信教の自由が厳しく制限されている中国と接近した

との見方から「バチカンが屈した」との批判も出て

いる。バチカンは今回の合意により、約 1000万人と

推計されるカトリック信者を擁する中国での布教拡

大の足がかりを得た。バチカンは台湾と外交関係を

維持する。中国は台湾との二重承認を受け入れない

ため、中国との歴史的和解が国交正常化につながれ

ば台湾との断交は避けられなくなる。 

 

◆中国のカトリック教会とは？ 

中国は 1949 年の建国直後、バチカンと対立して

1951年に断交状態になった。1957 年に共産党の指導

下にある教会組織「中国天主教愛国会」が発足し、

独自に司教を任命するようになった。当局の介入を

拒む聖職者や信者は、ローマ法王に忠誠を誓って「地

下教会」に集うようになり、教会は分裂した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉕ 岐路に立つ欧州     （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ 26日 ロシアの外交官を追放 英国での暗殺未遂事件受け 

英国でロシア情報機関元幹部が神経剤で襲撃され

た暗殺未遂事件を受け、米ホワイトハウスは、駐米

露外交官 60 人の国外追放を発表した。欧州連合（Ｅ

Ｕ）のトゥスク欧州理事会常任議長（ＥＵ大統領）

も、14 加盟国が露外交官追放を決めたと明らかにし

た。英国との連帯を示した欧米だが、ロシアの報復

措置は必至で、対立激化は避けられない。 

ホワイトハウスによると、追放対象の 60人にはニ

ューヨークの国連代表部の 12 人を含む。米政府は全

員を「情報機関関係者」と断定。26 日朝に駐米露大

使に対象者と家族の追放措置を伝え、７日以内の退

去を求めた。在シアトル露総領事館の閉鎖も命じた。

米海軍基地などに対するスパイ行為を理由にしてい

る。 

露外交官追放を決めたＥＵ加盟国はドイツ、フラ

ンスやバルト諸国などだ。英首相官邸は「ロシアが

国際法を無視し続けることはできないという最も強

い警告だ」という声明を出し、歓迎した。 

（→テキストに記述はありません） 

 

■ ４月 

❏ ４日 イタリア総選挙、連立協議へ 単独過半数の勢力はなく 

いずれの勢力も単独過半数に届かなかったイタリ

ア総選挙（３月４日投開票）の結果を受け、首相候

補を指名するマッタレッラ大統領は各政党の代表と

の協議を開始する。躍進した新興政治団体「五つ星

運動」と反欧州連合（ＥＵ）を掲げる「同盟」（旧・

北部同盟）を軸に、連立に向けた各勢力の駆け引き

が激化しており、政権発足には時間を要するとみら

れる。 

総選挙の得票率は、中道右派連合が約 37％でトッ

プとなったが、中道右派連合の内訳では反ＥＵや反

移民を掲げる「同盟」が約 17％で、連合を主導した

ベルルスコーニ元首相が率いる「フォルツァ・イタ

リア（ＦＩ）」を抜いた。「五つ星」は約 33％で単独

政党としては上下両院で最多議席を獲得。中道左派

連合を率いた与党・民主党は惨敗を喫した。 

ＥＵや市場が最も警戒するシナリオは、「五つ星」

が「同盟」とだけ組むパターンだ。両党ともＥＵに

対して批判的なうえ、「五つ星」が実施を目指す多額

の公的資金が必要とされる貧困層対策に「同盟」が

一定の理解を示しているためだ。 

マッタレッラ大統領は今後、各政党の代表との協

議を経て、多数派形成ができそうな人物を首相候補

に指名し、組閣を委任する。新政権は上下両院の信

任を受ける必要がある。 

（→118 ㌻） 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ６月 

❏ 24日 トルコ大統領選挙 エルドアン氏再選 長期政権へ 

トルコで大統領選挙と総選挙が同時に実施された。

この結果、与党・公正発展党（ＡＫＰ）を率いるエ

ルドアン大統領が再選された。 

2003 年の首相就任以後、国政を率いてきたエルド

アン氏は、最長で 2028 年まで大統領を務める可能性

がある。共和国を建国したケマル・アタチュルク初

代大統領の 15 年を上回る長期政権への道を開いた。 

トルコは 1923年の建国以来、議院内閣制だったが、

大統領が強い権限を持つ大統領制に移行する。議院

内閣制の下では象徴的な存在だった大統領の権限が

大幅に強化される。首相職は廃止され、大統領が行

政権を全面的に握る。副大統領や閣僚の任免権、予

算案の策定、国会の解散、政令の公布、非常事態宣

言などの権限も付与される。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ 29日 メルケル独首相「2021年引退」 地方選連敗受け 

ドイツの保守系国政第１党・キリスト教民主同盟

（ＣＤＵ）党首を務めるメルケル首相は、ベルリン

で記者会見し、12 月の党大会で実施される党首選へ

の立候補を断念する意向を表明した。同時に 2021 年

の首相の任期満了を機に政界を引退する考えも示し

た。政権の内紛から与党は地方選での大敗が続いて

いる。メルケル氏は自身の進退を明らかにすること

で、政権の混乱を収束させたい考えを示した。 

28 日に投開票された西部ヘッセン州議会選挙で、

ＣＤＵは過去 50年で最低の得票率だった。メルケル

氏は会見で「政権混乱による影響がなければ、ヘッ

センではもっと良い結果になっていた」と述べ、３

月の第４次政権発足以降、強硬な難民抑制を求める

ゼーホーファー内相との対立による政権危機が与党

不信を招いたとの考えを示した。 

2005 年から首相を務めるメルケル氏はこれまで求

心力維持のため首相と党首の兼任に強いこだわりを

持ち、既に再選を目指して党首選に立候補する考え

を表明していた。だが、14 日の南部バイエルン州議

会選で国政統一会派を組むキリスト教社会同盟（Ｃ

ＳＵ）が大敗したのに加え、連立パートナーの中道

左派・社会民主党も相次いで地方選で大敗。社民党

内では連立離脱を求める声が高まっていた。 

メルケル氏は「今回の決断によって健全な政権運

営に集中できるようにしたい」と与党に協力を呼び

かけた。ただ、難民問題で反メルケルを貫いてきた

保守政党「ドイツのための選択肢」（ＡｆＤ）はヘッ

セン州議会選で全 16州議会への進出を果たし、保守

基盤を拡大する。 

ＣＤＵ・ＣＳＵには、メルケル路線から離脱し、

極端な移民・難民対策を推進することでＡｆＤに対

抗するよう求める声が強い。一方、社民党は穏健な

左派層の支持を失いつつあり、政権の保守化に警戒

感を強める。政権の流動化は避けられない情勢とな

った。 

（→117 ㌻） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉖ テロ・内戦 遠い出口   （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ４月 

❏ 13日 米英仏がシリア攻撃 「化学兵器」３拠点 

米英仏の３カ国は、シリアの首都ダマスカス近郊

でアサド政権が化学兵器を使用したとして、シリア

の化学兵器関連施設３カ所への軍事攻撃を実施した。

トランプ米大統領はホワイトハウスでの演説で「３

カ国は蛮行と残虐行為に対して正義の力を結集した」

と述べた。一方、アサド政権を支援するロシアのプ

ーチン大統領は３カ国の攻撃を「侵略行為」と断じ

て反発した。 

国連安全保障理事会は 14日午前、緊急会合を開催

した。会合を要請したロシアは「米国と同盟国のシ

リア侵略は国際法と国連憲章に違反する」と非難す

る決議案を提出したが、米英仏は拒否権を持つ常任

理事国のため採択される見通しはない。 

米国側は、攻撃はアサド政権の化学兵器能力にと

って大きな打撃となったが、民間人被害は確認され

ていないと説明。シリア内戦に米国が介入する意思

はないことも強調している。 

今回の攻撃は安保理決議や米議会の承認を経てい

ない。だが、トランプ氏は 13 日の演説で「化学兵器

の製造と拡散、使用を抑止する行動だ」と述べ、「抑

止力の確立は米国の安全保障上の利益に不可欠だ」

と主張した。また、「2013年にシリアの化学兵器全廃

を保証していた」のはロシアだと指摘し、「アサド政

権の化学兵器使用と今日の報復措置は、ロシアの失

敗の結果だ」と非難した。 

（→113、121 ㌻） 

 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ 10日 マレーシア：政権交代 マハティール首相就任 

92歳、15年ぶり 

マレーシア連邦下院選（９日投開票）で、マハテ

ィール氏（92）率いる野党連合・希望連盟が過半数

の議席を得て勝利し、マハティール氏は 10日、首相

に就任した。1957 年に英国から独立して以来、初の

政権交代となった。15 年ぶりの返り咲きとなった。 

マハティール氏は 2003 年まで 22 年間、首相を務

めた。日本に学ぶ「ルックイースト政策」を掲げ、

東南アジアでいち早く経済発展を遂げた。 

元々与党を率いてきたマハティール氏にとって、

ナジブ前首相は愛弟子に当たる。しかし 2015年、ナ

ジブ氏が政府系ファンドから巨額を選挙資金に流用

したという疑惑が持ち上がった後、マハティール氏

はナジブ氏への批判を強めて与党を離党した。マハ

ティール氏を選挙の顔にした野党は、国民に広がる

汚職に対する嫌気と物価上昇への不満を追い風に、

支持を広げた。 

 

◆マハティール氏来日 ＴＰＰの再考を示唆 

マハティール首相は６月、来日した。日本の経済

界との懇談会では、環太平洋パートナーシップ協定

（ＴＰＰ）について、再考の必要性を示唆した。マ

ハティール首相は、国有企業や国内産業を保護する

観点から、ナジブ前政権が進めたＴＰＰに反対姿勢

を示してきた。 

安倍晋三首相との会談では、両首脳は２国間の関

係強化とともに、北朝鮮の完全な非核化に向けて協

力する方針で一致した。 

（→122 ㌻） 

 

❏ 14日 米国が大使館をエルサレムに移転 ガザで抗議、44人死亡 

米国は、イスラエルの建国 70 年に合わせて在イス

ラエル大使館を商都テルアビブからエルサレムに移

転した。東エルサレムを将来の独立国家の首都と想

定するパレスチナは猛反発し、パレスチナ自治区ガ

ザでは、４万人が抗議デモに参加。ガザの保健当局

によると、イスラエル軍との衝突で少なくともパレ

スチナ人 44 人が死亡し、2000 人以上が負傷した。１

日の犠牲者としては、イスラエル軍がイスラム組織

ハマスに大規模攻撃した 2014年以降で最悪規模とな

った。米大使館移転はトランプ米大統領が 2017年 12

月にエルサレムをイスラエルの首都と「認定」した

ことに続き、歴代の米政権が維持してきた中東政策

を大きく転換するものだ。 

一方、パレスチナにとっては、15 日はイスラエル

建国により、パレスチナ人 70 万人が住み慣れた土地

を追われ難民となった「ナクバ（大惨事）」を年に一

度思い起こす日とされる。パレスチナ人とイスラエ

ル軍との衝突はさらに激しくなる可能性がある。 

（→113、121 ㌻） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ 10月 

❏ ５日 ノーベル平和賞に２氏 紛争下の性暴力糾弾 

ノルウェーのノーベル賞委員会は、2018 年のノー

ベル平和賞を、性暴力被害者の救済に取り組んでき

たコンゴ民主共和国の婦人科医師、デニ・ムクウェ

ゲ氏（63）と、過激派組織「イスラム国」（ＩＳ）に

性的暴行を受けた体験を語ってきた活動家でイラク

の宗教的少数派ヤジディー教徒の女性、ナディア・

ムラド氏（25）の２人に授与すると発表した。アン

デルセン委員長は「戦争や武力紛争の武器としての

性暴力」撲滅への貢献を理由に挙げ、「戦時下の性暴

力を白日の下にさらし、犯罪者への責任追及を可能

にした」と２人をたたえた。 

ムクウェゲ氏は「世界のレイプの中心地」と呼ば

れるほど性暴力が横行するコンゴ東部ブカブに 1999

年、パンジ病院を設立。民兵らに性暴力を受けた４

万 8000人以上の未成年を含む女性を治療し、精神的

なケアにもあたってきた。 

ノーベル賞委員会のフェイスブックによると、ム

クウェゲ氏は受賞の知らせを聞いたときも被害女性

の治療中で、「多くの女性たちが（性暴力の被害を）

認められ、喜んでいることが分かる」と語ったとい

う。 

ムクウェゲ氏は来日したこともあり、東京都内で

2016年 10月に開かれた講演会で「性暴力は、コスト

の安い『戦争の武器』として使われている」と強調

し、国際社会が現状を知り解決に協力するよう訴え

た。 

ムラド氏はイラク北西部シンジャルに近いコチョ

村の出身。2014 年８月にＩＳがシンジャル周辺に侵

攻した際に拉致され、拘束されていた約３カ月間、

「性奴隷」として繰り返し、暴力を受けた。何度か

脱出を試み、成功した後、国連安全保障理事会など

で「脱出に失敗して捕まると、殴られ、服を脱がさ

れ、（私が）失神するまで男たちは罪を犯し続けた」

と証言。過激思想を背景にした憎悪の実態を伝え、

誰もが共存できる平和な社会を訴えている。 

ロイター通信によると、受賞決定を受けムラド氏

は「この賞をすべてのヤジディー教徒、イラク人、

クルド人、少数派の人々、世界中にいる性暴力の生

存者と分かち合う」とコメントした。 

武力紛争では、戦闘行為そのものに国際社会が注

目する一方、その中で行われる性暴力への関心は低

かった。2018 年は 2008 年に国連安全保障理事会で

「紛争下での性暴力防止に関する決議」が採択され

てから 10年の節目。また、セクハラ被害を訴える「＃

ＭｅＴｏｏ」（「私も」の意）運動が世界的な広がり

を見せた中での授賞となった。授賞式は 12月 10日、

オスロ市庁舎で行われる。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

㉗ 核廃絶への道のりは…  （テキストの関連ページは記事の末尾に記しています） 

■ ３月 

❏ ６日 南北首脳会談「４月末開催」で合意 韓国が発表 

韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領と北朝鮮

の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長が

４月末、首脳会談を開くことで合意したと、韓国大

統領府が発表した。韓国が派遣した特使団に対し、

北朝鮮側は▽米国との非核化を巡る協議と、米朝関

係正常化のための対話に応じる用意がある▽対話が

続いている間は、核実験や弾道ミサイル発射を凍結

する――という意向を示した。 

北朝鮮側はさらに▽米韓が４月からの合同軍事演

習を例年と同じ規模で実施することを「理解する」

と表明した▽北朝鮮に対する軍事的脅威が解消され

て体制の安全が保証されれば核保有の理由がない、

と明らかにした▽核兵器だけでなく通常兵器で韓国

を攻撃しないことも確約した――という。首脳会談

は、南北軍事境界線にある板門店（パンムンジョム）

で開かれる。 

南北首脳会談は、2000 年６月に故金大中（キム・

デジュン）韓国大統領と故金正日（キム・ジョンイ

ル）総書記、2007年 10月には故盧武鉉（ノ・ムヒョ

ン）韓国大統領と金総書記の間で開かれており、今

回が３回目となる。 

小野寺五典防衛相は記者団に「北朝鮮は何度か核

の放棄をちらつかせながら、水面下で核開発をやめ

ていなかった」と強調。「今回の対話が核・ミサイル

開発の放棄につながるものか慎重に見定める必要が

ある」と述べ、警戒感を示した。 

 

◆ 南北首脳会談が４月末に実現 

韓国の文大統領と北朝鮮の金委員長は４月 27 日、

南北軍事境界線にある板門店の韓国側施設「平和の

家」で会談し、「完全な非核化により、核のない朝鮮

半島の実現という共通の目標を確認した」とする「板

門店宣言」に署名した。 

（→22、24、124、125 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

❏ ８日 初の米朝首脳会談「５月までに」 トランプ氏が表明 

米国のトランプ大統領は、北朝鮮の金正恩（キム・

ジョンウン）朝鮮労働党委員長の要請を受け入れ、

５月までに会談する意向を表明した。トランプ氏と

ホワイトハウスで会談した鄭義溶（チョン・ウィヨ

ン）韓国大統領府国家安保室長が発表した。ホワイ

トハウスは、日時や場所は未定と説明した。 

金委員長は鄭氏ら韓国政府特使団に対して「非核

化の意思」を示し、核・ミサイル実験の「凍結」を

約束したという。米朝首脳会談が実現すれば史上初

で、北朝鮮核問題が外交解決に向け、大きく動く可

能性が出てきた。 

鄭氏はこの日、トランプ氏やマクマスター米大統

領補佐官（国家安全保障問題担当）らと会談し、訪

朝の結果を報告した。金委員長からのメッセージも

トランプ氏に口頭で伝えた。この中で鄭氏は、金委

員長が特使団との会談でトランプ氏との「可能な限

り早期の会談実現」に意欲を見せた――などと伝え

た。報告を受けたトランプ氏は「恒久的な非核化を

実現するため、５月までに金委員長と会談する」と

の考えを表明したという。 

トランプ氏は会談後、ツイッターで「金正恩（委

員長）は（核開発の）単なる停止ではなく、非核化

について述べた。この期間は北朝鮮によるミサイル

実験も実施されない。大いなる前進だ」と評価した。

一方で「合意に至るまでは制裁は続ける」と投稿し、

最大限の圧力を維持する考えを示した。 

 

◆米朝首脳会談、６月に実現へ 

トランプ米大統領は５月 10 日、北朝鮮の金委員長

との米朝首脳会談について「シンガポールで６月 12

日に開かれる」と自身のツイッターで明らかにした。 

（→22、24、124、125 ㌻） 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■ ５月 

❏ ８日 米国：イラン核合意離脱 

米国のトランプ大統領は、主要６カ国（米英仏独

中露）とイランが 2015 年に結んだ核合意から離脱す

ることを表明した。制裁再発動を指示する大統領令

にも署名し、イランに「最高レベルの制裁」を科す

と強調した。 

核合意は、イランが核兵器の開発につながるウラ

ン濃縮活動などを大幅に制限する見返りに、米欧な

どが核開発を理由にイランに科していた経済制裁を

解除するとした取り決めだ。しかし、トランプ大統

領は 2016年の大統領選当時から、イラン核合意を「史

上最悪の合意」と批判し、離脱・破棄の考えを強調

していた。 

米国の離脱表明を受け、イランの最高指導者ハメ

ネイ師は、イランが核合意に残留する条件として、

欧州に経済保護などの具体策を講じることなどを求

めた。また、条件が履行されない場合は、「核の活動

を再開する」と警告した。 

一方、トランプ政権は各国に対し、イランへの金

融制裁や原油の輸出制限に従うよう求めている。イ

ランではすでに、米国による制裁を恐れ、多くの外

国企業が相次いで撤退を表明するなどしている。核

合意維持を目指してきた欧州は、難しい対応を迫ら

れそうだ。 

日本はイランと伝統的に良好な外交関係を築いて

きたが、米国の強硬姿勢を受けて、イラン産原油の

段階的な輸入削減など対応策を検討している。 

（→テキストに記述はありません） 

 

 

以上、2018 年５月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■６月 

❏ 12日 米朝、史上初の首脳会談 核廃棄への具体策は示されず 

米国のトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働

党委員長がシンガポールで会談した。米朝首脳会談

は史上初めて。 

両首脳は、米国が北朝鮮に「安全の保証を提供」

し、北朝鮮は「朝鮮半島の完全な非核化に対する揺

るぎない約束を再確認」する共同声明に署名した。

しかし、日米韓が求めてきた北朝鮮の「完全かつ検

証可能で不可逆的な非核化」（ＣＶＩＤ）は言及され

ず、非核化協議のスタート地点に立ったとの位置づ

けにとどまった。 

会談後の記者会見でトランプ氏は「完全非核化に

は技術的に長い時間がかかる」と述べた。非核化へ

の具体的なスケジュールや、既に北朝鮮が保有して

いる核爆弾の処理など基本的な問題についても、具

体的なことは語らなかった。 

また、声明では米国と北朝鮮が「新たな関係を作

る」と強調。休戦状態にある朝鮮戦争（1950～53年）

の終結については「朝鮮半島の持続的で安定した平

和体制の構築に向け努力する」と記された。 

日本人拉致問題については、トランプ氏は「会談

の中で提起した」と述べたが、共同声明には盛り込

まれなかった。 

（→125 ㌻） 

 

 

以上、2018 年７月中旬現在 

 

  



2018 年度版テキスト 発展編（２・準２級） 季刊「Newsファイル」 

■10月 

❏ 20日 米国がＩＮＦ条約離脱を表明 

トランプ米大統領は、1987年に旧ソ連（現ロシア）

と結んだ中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの離

脱と、これに伴って新型核兵器の開発に着手する方

針を明らかにした。条約離脱は、ロシアだけでなく

中距離ミサイルの開発に注力する中国との軍拡競争

を招くのは必至で、日本を取り巻く安全保障環境が

悪化する可能性がある。 

トランプ氏はＩＮＦ条約について「ロシアは長年、

合意に違反し続けている。我々はそれを認めない」

と指摘、「我々は合意を終結させようとしている。離

脱しようと考えている」と述べた。また、中距離ミ

サイルの開発・配備を続けるロシアや中国に対抗し

て「我々も同様の兵器を開発する必要がある」と語

り、新型ミサイルの開発に取り組む考えを示した。 

ＩＮＦ条約は、射程が 500～5500 キロの地上発射

型の弾道・巡航ミサイルの実験、配備を双方に禁じ

た。しかし米国は、ロシアが条約で禁止された地上

発射型巡航ミサイルを 2012 年から開発に着手し

2017 年２月に配備したとして「条約違反だ」と批判

してきた。 

一方、条約に未加入の中国は、中国の領土周辺に

米国など他国の艦船が近づくのを防ぐことに重点を

置いており、保有するミサイルの９割は中距離弾道

ミサイルで占められている。米軍は、中国が「空母

キラー」と呼ばれる弾道ミサイルの整備を進めるこ

とに強い危機感を覚えている。ハリス太平洋軍司令

官（当時）は 2017 年４月の議会公聴会で「ＩＮＦ条

約は、中国や他国の巡航ミサイルや地上発射型のミ

サイルへの対抗力に制限を課している。条約を再交

渉すべきだ」と証言、対抗するにはＩＮＦ条約から

の離脱が必要と主張していた。 

トランプ政権は「我々も選択肢を持つ」（マティス

国防長官）として、条約がミサイルの研究開発を禁

じていないことから、これに着手。さらに 2018 年２

月に公表した核戦略の指針「核態勢見直し」（ＮＰＲ）

で、海上発射型の核巡航ミサイルの新規導入を盛り

込み、ロシアに揺さぶりをかけた。だが、ロシアは

ＩＮＦ条約違反を重ねて否定するなど、従来の立場

を変えなかった。 

（→125、129 ㌻） 

 

 

以上、2018 年 10 月下旬現在 

 

 


