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中国と台湾首脳が歴史的会談
>
問１

<国際情勢>

2015年11月７日、中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統が中台分断以降、初めての首
脳会談を行ったが、台湾の説明で間違っているものはどれか、①～④から選べ。
① 1912年に中国に誕生したアジア最初の共和国で、中華民国が正式な名称である。
② 1949年に中国共産党との戦いに敗れた蒋介石率いる国民党が台湾に逃れ、台北に首
都を移した。
③ 1971年に国連代表権が中国に移ったことで、国際社会では台湾は中国の一部とみな
されているが、日本は国家として認めている。
④ 日清戦争に勝った日本は台湾の統治権を得て、第２次世界大戦が終わるまでの約50
年間、植民地支配していた。

2015年11月７日、中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統が中台分断以降初めての首脳会談をシンガ
ポールで行った。中国大陸での内戦で1949年に共産党が勝利し、当時の国民党政権が台湾に逃れてから
初めての歴史的会談となった。世論に配慮して協定締結や共同声明の発表は行われなかった。

中国、一人っ子政策廃止

<国際情勢>

問２ 2015年10月29日、中国は「一人っ子政策を廃止する」と発表したが、次のうち間違ってい
るものはどれか、①～④から選べ。
① ２人目以降の子どもが生まれた場合に出生の事実を隠し、多くの「黒孩子(ヘイハ
イズ)」と呼ばれる戸籍を持たない子どもが生まれた。
② 2002年には一人っ子同士の夫婦に、14年にはどちらか一方が一人っ子の夫婦に、
第２子出産を認めるという緩和策を導入している。
③ 一人っ子政策は1979年から約36年続いた長期の政策である。
④ 一人っ子政策で男女の人口比に歪みが生じ、男性の割合が減っている。
2015年10月29日、中国は人口増加抑制のために続けてきた「一人っ子政策」を廃止し、すべての夫婦に
子どもを２人まで認めることを決定したと発表した。急速な高齢化による社会保障費負担増加の懸念、
労働人口の確保などのため政策転換にふみきった▼中国では15歳から59歳までの人口は12年から減少に
転じている一方で、65歳以上の高齢者は増え続けており、経済成長への影響を懸念する声が出ていた。
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ＴＰＰ大筋

<国際情勢>

問３ 2015年10月５日、TPP交渉の大筋合意が発表されたが、次のうち間違っているものはどれ
か、①～④から選べ。
① TPP交渉参加国は日本、米国のほか、シンガポールやニュージーランドなど計12カ
国で、参加国で世界経済の約４割を占める。
② TPPでは貿易関税の原則撤廃や投資、競争などの新たなルール作りなど全21分野で
交渉が行われた。
③ 日本が特に「聖域」としてきたコメの輸入に関しては、輸入拡大が見送られる内容
となった。
④ 工業分野では最終的に99.9％の品目で関税が撤廃されることとなった。
2015年10月５日、環太平洋経済連携協定（TPP）交渉の大筋合意が発表された。約５年半に及ぶ交渉の末
の合意だった。日本が13年７月から交渉会合に参加して進められたTTP交渉は、当初13年内の妥結を目指
していたが、各分野で交渉が難航していた▼10月20日、日本政府は大筋合意した関税撤廃の全容を公表
し、11月５日には12カ国が協定案の全容を公表。今後は、16年２月以降に12カ国の首脳が協定に署名し、
各国は国内手続きに沿って協定を承認、協定が発効するのは16年夏以降と見られている。

郵政３社、株式上場

<政治／経済>

問４ 2015年11月４日、日本郵政と傘下のゆうちょ銀行、かんぽ生命が東京証券取引所第一部に
株式を上場したが、
過去の民営化企業の上場で上場時の時下総額がトップだった企業はど
こか、①～④から選べ。
① JT
② JR東日本
③ NTT
④ J-POWER
2015 年 11 月４日、日本郵政と傘下のゆうちょ銀行、かんぽ生命が東京証券取引所第一部に株式を上場し
た。初値は、日本郵政が 1631 円（売り出し価格 1400 円）
、ゆうちょ銀行が 1680 円（同 1450 円）
、かんぽ
生命が 2929 円（同 2200 円）と順調な滑り出しで、時下総額は３社合わせて 15 兆円を超え、1987 年のＮ
ＴＴ（約 25 兆円）に次ぐ大規模な上場となった▼郵政民営化は、小泉政権下の 2005 年に始まり、07 年 10
月に郵政事業が日本郵政（JP）グループとしてスタート。民主党政権下で株式売却が凍結されるなどした
が、新たな段階に入った。

訪日外国人客数、９月までで昨年を上回る

<情報／社会>

問５ 2015年10月21日、日本政府観光局は15年１月～９月の訪日外国人客数を発表した。国・地
域別訪日数の１位は中国だが、２位はどこか①～④から選べ。
① 韓国
② 台湾
③ 香港
④ 米国
2015年10月21日、日本政府観光局は15年１月～９月の訪日外国人客数を発表、前年同期比48.8％増の1448
万人で、過去最高だった昨年１年間の1341万人を早くも上回った▼外国人旅行者数の国・地域別内訳は、
中国が383万人と最も多く、次いで韓国285万人、３位が台湾で277万人だった。フィリピン（46.0％増）
、
ベトナム（53.3％増）と東南アジアからの客も急増している。日本政府が中国や東南アジア向けのビザ
の発給要件を緩和したことや、格安航空会社（LCC）の普及、円安や消費税免税制度を拡充したことでの
買い物客の増加などが要因とみられる。
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TPP大筋合意
５年半にわたる交渉が決着
国内農業生産に影響を与える一方で輸出拡大の契機にも
批准に向け、各国内での調整が課題

大される
など、日
太平洋を囲む国々が国境を越えてヒト、モノ、カ

本の製品

ネの移動を自由にしようとする環太平洋経済連携協

や農産物

定（TPP）
。約５年半に及ぶ交渉の末、2015年10月、

の海外輸

大筋合意に達しました。参加した全12カ国で8.1億人、

出を拡大

世界貿易に占める比率36.3％の世界最大の自由貿易

する機会

圏が誕生します。

にもなり

日本が13年７月から交渉会合に参加して進められ

そうです。

たTTP交渉は、当初13年内の妥結を目指していました。

また、ビ

しかし、日米間交渉をはじめ、各分野で交渉が難航。

ジネス面

大筋合意に至るまでには険しい道のりとなりました。

ではビザ

物品の関税だけでなく、知的財産権など全21分野に

の発給や

わたる幅広い内容がカバーされる協定ですから、各

ベトナムやマレーシアなど新興国でのサービス業の

国の利害は複雑なものとなりました。特に自動車分

外資規制の大幅な緩和など、海外での企業活動が進

野の原産地規則や乳製品の輸入拡大、バイオ医薬品

めやすくなる条件も整ってくることとなります。

の開発データの保護期間をめぐる取り決めが最後ま

11月５日、12カ国は協定案の全容を公表。今後、

で難航し、各国の激しいせめぎあいが続いた末での

これをもとに16年２月以降に12カ国の首脳が協定に

合意となりました。

署名し、各国が国内手続きに沿って協定を承認。国
内手続きが完了し、協定が発効するのは16年夏以降
と見られています。しかし、各国内では今回の大筋

2015年10月20日、日本政府は大筋合意した関税撤

合意の内容に反対する声も上がっています。米国で

廃の全容を公表。それによると、9000品目を越える

は与党・民主党内でも反対意見があり、大筋合意後、

貿易品目のうち95％の輸入関税が撤廃されますが、

次期大統領選挙で同党の有力候補の一人であるヒラ

工業製品が全廃されるのに対して、農産品では即時

リー・クリントン氏が、
「米国人に良質な雇用をもた

撤廃が51.3％、最終的に81％の撤廃で、日本以外の

らし、賃金を上昇させるという基準に合わない」と

11カ国の平均98.5％を大きく下回っています。しか

反対を表明。承認をめぐる審議は難航が予測されて

し、日本が「聖域」として関税撤廃の例外としてき

います。協定署名後、２年以内にすべての国が批准

たコメ、牛・豚肉、乳製品など農産物重要５品目に

できなかった場合でも、全体の12カ国のGDPの85％を

ついても輸入実績がないケースや国内生産者に影響

占める６カ国が批准すれば協定は発効することに

がないと見なされたもの以外の約３割の関税が撤廃。

なっていますが、米国がGDPの62％を占めているだけ

重要５品目以外では、小豆やコンニャクなど一部を

に、実質的には米国の批准が発効の鍵を握ることに

除き、野菜の主要100品目の関税が全廃されます。ま

なります。
高レベルの貿易自由化や新たなルールの設定は、

た、ボトルワインの関税が８年目に撤廃されるなど、
海外の農産物が安く買えるようになる反面、生産者

それに参加する国々に新たな経済成長をもたらす可

には少なからぬ影響を及ぼしてくることでしょう。

能性があります。ようやくこぎつけた大筋合意を頓

一方で、米国やカナダに輸出する清酒の関税は即時

挫させることなく条約発効まで進められるかどうか

撤廃、米国向け和牛の輸出枠が現在の30倍以上に拡

は、今後の各国内での調整にかかっています。
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米国では、2016 年に大統領選挙が行われます。
「世界の大国」と言
われて久しい米国のトップを決める選挙だけに、世界中が注目して

米国の大統領は
どうやって決まるの？

います。米国の大統領選挙は複雑です。例えば、日本の選挙運動期
間は、衆議院選挙が選挙告示日から 12 日、参議院選挙が同 17 日と
決まっていますが、大統領選の選挙運動期間は約 1 年もあります。
また、
「予備選挙」
「選挙人」など、日本の選挙制度では聞き慣れな
いものもあります。米国の大統領はどのようなプロセスで決まって
いくのか、調べてみましょう。

米国大統領選挙は、どんなしくみなの？
わたしは、米国大統領選挙のしくみについて調べてみました。米国
の大統領選挙は、４年に一度行われます。しかも夏季五輪と同じ年に
実施されるので、リオ五輪が行われる2016年は米国民にとって大きな
二つのイベントのある年と言えます。大統領の任期は４年で、最大で
２期８年まで務めることができます。現在のオバマ大統領は、09年（選
挙は08年）から12年まで１期務めたあと、次の大統領選挙（12年）で
も当選し、16年まで２期目を務めることになっています。
米国の大統領は、行政の長であると同時に、軍の最高司令官でもあ
ります。「世界のリーダー」「世界の警察」を自負する米国では、大統
領が決まるまでの道のりは長く、しかも複雑です。それだけに、候補
者には卓越したリーダーシップとタフな精神力が求められます。大統
領決定までのプロセスを大きく分けると、図のようになります。①全
米各州で行われる党員集会と予備選挙②２大政党である民主党、共和
党両党の全国大会③「大統領選挙人」を選ぶための一般投票④選ばれ
た「大統領選挙人」による選挙人投票――という流れです。

「予備選」や「選挙人」って何？
ぼくは、「予備選」や「大統領選挙人」など、米大統領選に登場する言葉について調べてみました。
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前述の①と②は、民主、共和両党が誰を正式な候補者にするのかを決めるための選挙で、これが「予備
選挙（以下、予備選）」です。また、予備選ではなく「党員集会」を開催して、党員たちが討論によっ
て候補者を決める州もあります。どちらも通常、１～２月にアイオワ州とニューハンプシャー州から始
まるのが伝統で、その後２～３月には多くの州が同時に実施します。これを「スーパーチューズデー」
と呼び、この時点で両党の大統領候補者がほぼ決まります。ただ、予備選も党員集会も「公式」な選挙
ではありません。日本の選挙のように告示（公示）もありません。７月になると民主・共和両党は党の
全国大会を開いて、党の正式な候補者を選出。このときを境にして、いよいよ選挙戦は本格化します。
同様に、前述の③の「大統領選挙人（以下、選挙人）」も聞き慣れない言葉です。国民による一般投
票は、毎回11月の第一月曜日の翌日の火曜日と決まっていて、16年の場合は11月８日です。この一般投
票の結果で次期大統領が決まると言われていますが、厳密には、このとき決まるのは「選挙人」なので
す。選挙人は有権者の代表で、人数は各州の上院・下院の議員数と首都ワシントンＤ.Ｃの３名を加え
た計538人です。これが人口統計などに応じて各州に割り振られています。大半の州では、一般投票で
１位になった候補がその州の選挙人の数を「総取り」します。選挙人は支持する候補者を決めているの
で、538の過半数にあたる270以上を得た候補が実質的に大統領に「当選」したということになります。

米国史上初の女性大統領が誕生するか、注目しよう！
一般投票を受けて12月に選挙人による投票があ
り、ここで大統領が正式に選出され、翌年１月、
新しい米国大統領が就任します。今回の大統領選
挙では、民主党から出馬を表明しているヒラ
リー・クリントン候補（前国務長官）が米国史上
初めての女性大統領になる可能性があります。選
挙戦はすでに始まっています。今後の候補者たち
の発言や米国民の世論の動きに注目していきま
しょう。

2016年米大統領選挙では、米国史上初めての女性大統領が誕生する可能性がある
が、女性が大統領になることについてのあなたの考えを400字以内で書きなさい。
2016年の米大統領選挙を控え、民主・共和両

領選の選挙運動期間は約１年もあります。

党の候補指名争いが本格化しています。日本の

民主党のヒラリー・クリントン（前国務長官）

選挙運動期間は、衆議院選挙が選挙告示日から

候補者が予備選で勝てば米国初の女性大統領が

12日、参議院選挙が同17日と決まっていますが、

誕生するかもしれません。

米国の大統領選挙は、４年に１度行われ、大統

（調べ学習をよく読んでから執筆しましょう。
）

＿＿
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ラ ス ト ・ プ ラ ス １
解 答
問１

問２

用 語

③（認めていない。日本は田中角栄首相

もとは 2006 年に発効したシンガポール、ニュージーランド、チ

樹立。同時に中華民国と断交した）

リ、ブルネイの４か国による経済連携協定。その後、米国、オー

④（一家を支えるためには男子を産みた

ストラリアなどが参加してきた。TPP 交渉参加国 12 カ国の経済規

子と分かったときに堕胎をしてし
まうケースや、人身売買するなど、
人権問題が指摘されている）
③（関税は維持される一方で、米・豪か
ら新たに輸入枠が設けられた）
問４

問５

●環太平洋経済連携協定（TPP）

の時代に、中華人民共和国と国交を

いと考える家庭が多く、妊娠中に女

問３

解 説

模は 3100 兆円で世界経済の約４割、市場規模８億人は世界全体
の約１割を占める。協定は 30 章で構成され、参加国の貿易関税
を原則として撤廃するほか、投資、競争、知的財産、政府調達、
金融などの新たなルール作りや環境、労働などが含まれている。
●TPP で変わる知的財産権

③（NTTは株価が急騰した後に急落。株

日本では著作権の保護期間が作者の死後 50 年となっているが、

価が下がり続け、多くの株主が損失

大筋合意で少なくとも 70 年とすることとなった。著作権侵害を

を被った）

立証すれば裁判所が一定額の賠償の支払いを命ずることができ

①（政府は2020年までに訪日外国人数を

る法的損害賠償金ルールも導入される。医薬品の開発データの保

2000万人に増やす目標を掲げてい

護期間では製薬業界の利益に配慮する米国と医療費負担を懸念

たが、15年中にも達成する可能性が

する豪、チリ、ペルーなどが対立。８年間を保護期間とすること

ある）

で決着した。

あなたの「文章力」を伸ばす検定

文章力をチェックし、添削指導で学習法をアドバイス！
＜作文検定＞

＜小論文検定＞

ホップコース（対象：幼児・小学校低・中学年）
ステップコース（対象：小学校中・高学年）
ジャンプコース（対象：小学校高学年・中学生）

スタンダードコース（対象：高校生～大学生）
マスターコース（対象：大学生～社会人）
詳しくは

http://www.genken.com/
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