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解説　　10月からここが変わる！
　　　　どうなる！？政局
　　　　前途多難な道路公団改革
　　　　自衛隊の海外派遣の流れ
　　　　入学辞退者の大学への前納金返還訴訟

ヤミ金融対策法・酒類販売自由化規制緩和
あれもこれも経済効果？
和平への険しい道～パレスチナ問題
北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－
ＷＴＯ閣僚会議，交渉決裂
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　　　　①各国のＯＤＡの推移
　　　　②おもな政党の政治資金の内訳
　　　　③急増するフリーター
　　　　④一票の格差
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●大気汚染改善へ，ディーゼル車規制

　10月１日から大気汚染改善へ向け，首都圏でディーゼル

車に対する排ガスの規制が始まった。

　ディーゼル車の排ガス中には粒子状物質とよばれる大気

汚染物質が含まれており，肺ガンや花粉症などの原因にな

るといわれている。今回の規制はこの粒子状物質を減らす

対策をしていないディーゼル車の走行を禁止するもので，

東京，埼玉，千葉，神奈川の４都県で条例として定められ

た。おもに車検の初登録から７年を超えたディーゼル車が

対象となり，違反車には運行禁止命令が出され，命令に従

わない場合，50万円以下の罰金が科せられる。

●中古パソコンリサイクル制度，スタート

　10月１日から家庭で使うパソコンのリサイクル制度が始

まった。これは資源有効利用促進法で，メーカーに使用済

み家庭用パソコンのリサイクルが義務づけられたためで，

廃棄に３～７千円の費用が必要となる。今後新たに購入す

るパソコンにはこの廃棄費用があらかじめ上乗せされる。

●国立大学20校が10校に統合再編

　10月１日，国立の10組20大学が統合し，97校の四年制国立

大学は87校となった。

　国立大学の統合再編は， 2001年６月に文部科学省が方針を打

ち出し，地方国立大を中心に大学間の協議が本格化してきた。

これまでの統合は同一県内の組み合わせにとどまっているが，

現在，県境を超えた統合も検討されている。今回の統合再編，

今後のおもな統合予定は以下のとおりである。

経　　済

⑥10日，りそな銀行へ公的資
金注入決定。

⑦８日，東証株価が2002年８
月以来一時１万円台回復。

⑦16日，　大学前納金返還訴
訟で，京都地裁は大学側に
返還命令。

⑦24日，2002年度国民年金未
納率過去最悪の37.2％，20
歳代では50％超す。

⑦25日，　ヤミ金融対策関連
法成立。

⑧１日，金融庁は公的資金を
投入した15の銀行に業務改
善命令。

⑧12日，４～６月期の国内総
生産速報は実質前期0.6％
増，年率換算2.3％増と６四
半期連続のプラス成長。

⑨１日，　酒類販売の規制緩
和，酒販売自由化へ。

⑨12日，　冷夏による不作な
どからコメ落札価格急騰。

⑨17日，東京都は外形標準課
税をめぐる訴訟で銀行側と
和解。

 社会・文化

⑥１日，ヨルダンでの爆発物所
持事件で，毎日新聞社記者に
過失致死罪ならびに同傷害罪
で１年６か月の実刑判決。
⑦９日，長崎幼児殺害容疑で12
歳の中学生を補導。
⑦21日，世界水泳選手権男子100
ｍ平泳ぎで北島康介選手が世
界新記録で優勝。
⑧28日，池田小・校内児童殺傷
事件で，大阪地裁は宅間被告
に求刑どおり死刑判決。
⑧29日，陸上世界選手権男子200
ｍで末続慎吾選手が３位入賞，
日本人初の快挙。
⑨６日，北野武監督作品「座頭市」
がベネチア国際映画祭監督賞
を受賞。
⑨ 14 日，柔道世界選手権女子
48kg級で田村亮子選手が前人
未踏の６連覇達成。
⑨16日，　関西の各百貨店で阪神
タイガース優勝セール開催。
⑩15日，中国初の有人宇宙船「神
舟５号」，打ち上げ成功。米ロ
に続き世界３例目。

 国際情勢

⑥１日，エビアン・サミット開幕。
議長総括に北朝鮮核・拉致問
題が盛り込まれる。
⑥４日，　中東和平３者会談　中東和平３者会談　中東和平３者会談　中東和平３者会談　中東和平３者会談
ででででで中東和平構想中東和平構想中東和平構想中東和平構想中東和平構想（（（（（ロロロロローーーーードドドドドマッマッマッマッマッ
プ）プ）プ）プ）プ）に合意に合意に合意に合意に合意。

⑦４日，世界気象機構は2003年
５月の世界陸地平均気温が５
月の観測史上最高と発表。世
界的な異常気象に。
⑦５日，ＷＴＯがＳＡＲＳ制圧
宣言。
⑧14日，米北東部とカナダ南東
部で停電。約5000万人に影響。
⑧19日，バクダッドの国連事務
所で自爆テロ。
⑧27日，　北朝鮮の核問題など
をめぐり６か国協議開催。
⑨3日，イラクで暫定内閣発足。
⑨6日，　パレスチナ自治政府の
アッバス首相が辞任。
⑨14日，　メキシコでのＷＴＯ
閣僚会議は決裂して閉幕。
⑩7日，米カリフォルニア州知事
に俳優のシュワルツェネッ
ガー氏が当選。

政　　治

⑥６日，有事関連３法成立。
⑥18日，小泉首相は医薬品の一
部についてコンビニなどの薬
局以外での販売解禁を指示。

⑥18日，政府は「三位一体改革」
を決定。地方への補助金を削
減し税源移譲へ。

⑦９日，　国立大学法人法など関
連６法が成立。

⑦26日，　イラク復興支援特別措
置法成立。。。。。

⑧20日，総務省は2003年３月末
現在の住民基本台帳人口を発表。
　衆院小選挙区の１票の格　衆院小選挙区の１票の格　衆院小選挙区の１票の格　衆院小選挙区の１票の格　衆院小選挙区の１票の格
差は最差は最差は最差は最差は最大大大大大2.1382.1382.1382.1382.138 倍に拡大倍に拡大倍に拡大倍に拡大倍に拡大。

⑧ 2 5 日，北朝鮮の貨客船
マンギョンボンゴウ

万景峰号，約７か月ぶりに新
潟港入港。安全面で国土交通
省から是正命令。

⑨22日，　自民党総裁選で再選さ
れた小泉首相が内閣改造。

⑨24日，民主党と自由党が合併。
⑩10日，衆院解散，総選挙へ。
⑩17日，　国土交通省は，財務諸
表問題をめぐり，日本道路公
団の藤井総裁を聴聞。
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1 01 01 01 01 0 月からここが変わる！月からここが変わる！月からここが変わる！月からここが変わる！月からここが変わる！
１
解説

2 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 3 年年年年年 66666 月～月～月～月～月～ 1 01 01 01 01 0 月のできごと月のできごと月のできごと月のできごと月のできごと
(注)○内の数字は月を示す。下線部　～　は解説の掲載を示す。
　　敬称略。

１ 資
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２
解説

●公職選挙法改正－マニフェストとは

　公職選挙法が改正され，従来から認められていたポス
はん ぷ

ターや選挙葉書以外に，冊子の頒布が可能となった。当面

は国政選挙のみに適用される。マニフェストとは政権公約

のことである。総選挙に向けて，各党それぞれのマニフェ

ストが用意され，特に民主党はマニフェストを全面に打ち

出して政権交代を訴えた。

●総選挙（11月９日）

　－小選挙区・拘束名簿式比例代表並立制

　総選挙は，小選挙区・拘束名簿式比例代表並立制がとら

れ，定数480人のうち300人が小選挙区，180人が全国を11

ブロックにわけた比例区から選ばれる。小選挙区は１選挙

区で１名を選挙し，個人名で投票する。一方，比例代表制

は政党名で１票を投じる。各政党は，事前に候補者名簿を

届け出るが，この名簿で順番が決められ（拘束され）てい

るため，拘束名簿式という。小選挙区の候補者を名簿に載

せること（重複立候補）も可能で，小選挙区で落選した候

補者のうち，今回は120人が比例区で復活当選した。

　今回の投票率は59.86％と，1995年に次ぐ史上２番目の

低さとなった。小選挙区では自民党が168議席を獲得し，

政権交代をねらった民主党は105議席に終わった。比例区

では自民69議席，民主72議席と，民主党が躍進した。一

方，他の政党は大きく議席を落とし，保守新党は熊谷弘党

首が落選して解党（11月17日に自民党へ合流），社民党の

土井たか子党首は辞任に追い込まれ，二大政党制への流れ

が急速に強まった。

日本国憲法
第７条【天皇の国事行為】　天皇は，内閣の助言と承認により，国
民のために，左の国事に関する行為を行ふ。
　（中略）　３　衆議院を解散すること。　（後略）
第69条【内閣不信任決議の効果】　内閣は，衆議院で不信任の決議
案を可決し，又は信任の決議案を否決したときは，10日以内に衆
議院が解散されない限り，総辞職をしなければならない。

　　　　　　　　▲戦後の衆議院解散

　解散日
1948.12.23
1952. 8.28
1953. 3.14
1955. 1.24
1958. 4.25
1960.10.24
1963.10.23
1966.12.27
1969.12. 2
1972.11.13
 任期満了
1979. 9. 7
1980. 5.19
1983.11.28
1986. 6. 2
1990. 1.24
1993. 6.18
1996. 9.27
2000. 6. 2
2003.10.10

　内　閣
第２次吉田
第３次吉田
第４次吉田
第１次鳩山
第１次岸
第１次池田
第２次池田
第１次佐藤
第２次佐藤
第１次田中
　三　木
第１次大平
第２次大平
第１次中曽根
第２次中曽根
第１次海部
　宮　沢
第１次橋本
第１次森
　小　泉

　　通　称
なれあい解散
抜き打ち解散
バカヤロー解散
天の声解散
話し合い解散
安保解散
所得倍増解散
黒い霧解散
沖縄解散
日中解散
（ロッキード選挙）
増税解散
ハプニング解散
田中判決解散
死んだふり解散
消費税解散
政治改革解散
小選挙区解散
神の国解散

 内閣不信任案
可決（69条解散）

可決

採決前に解散

採決前に解散
可決
採決前に解散

可決

●自由民主党総裁選挙（９月20日）

　自由民主党（自民党）の党首を決める選挙がおこなわ

れ，小泉首相が再選された。結果は，小泉氏399票，亀井
こうむら

氏139票，藤井氏65票，高村氏54票であった。この657票

の内訳は，まず，国会議員である自民党員の１人１票（計

357票），さらに全国の自民党員の票が都道府県ごとに集計

され，300票の地方票として加算されたものである。自民

党総裁選挙は，衆議院で過半数を占める党の党首を選ぶた

め，事実上，首相を選ぶのと同じ意味をもっている。

●自由党と民主党が合併（９月24日）
かん

　自由党の小沢一郎党首と民主党の菅直人代表が，合併協

議書に調印し，自由党が消滅，自由党員が民主党へ移る形

での合併となった。党代表は菅代表が引き継いだ。新しい

民主党は，国会議員204名となり，1994年の新進党結成以

来である200名を超える政党の誕生となった。「まず合流

ありき」というやり方で合併したのは問題があるのではな

いか，との批判がある。しかし，少なくとも政権交代の枠

組みが準備されたという点については，評価の声もある。

●衆議院の解散（10月10日）

　10月10日，衆議院が解散された。解散は衆議院だけの

制度であり，任期満了前に議員の身分を失わせるものであ

る。今回の解散は，「７条解散」といわれ，国の重要な施

策に関して国民の真価を問いたい場合に，憲法第７条の

「内閣の助言と承認」により，天皇の国事行為としておこ

なわれる。一方，内閣不信任案を受け，憲法第69条にも

とづいておこなわれるのは「69条解散」とよばれている。

　衆議院で内閣不信任案が可決または信任案が否決された

場合，内閣は10日以内に衆議院の解散か内閣の総辞職を

選ばなければならない。過去に提出された内閣不信任案の

うち実際に可決されたのは４回で，採決前に解散したのは

３回である。

　69条解散は，1948年の吉田内閣による１回であり，そ

の後は，不信任案が可決されても首相が７条にもとづいて

解散権を行使する形をとり，７条解散が続いている。

　衆議院の解散後，40日以内に総選挙がおこなわれる。今

回は10月10日解散，11月９日総選挙という日程となった。
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自衛隊の海外派遣の流れ自衛隊の海外派遣の流れ自衛隊の海外派遣の流れ自衛隊の海外派遣の流れ自衛隊の海外派遣の流れ４
解説

　1991年，湾岸戦争の終結後，海上自衛隊の掃海艇がペルシア湾に派遣

された。これが，自衛隊初の海外派遣であり，機雷の除去作業などに従

事した。政府は自衛隊法にもとづく派遣と説明したが，憲法９条に規定

された集団的自衛権の行使にあたるのではないかとして批判を受けた。

　1992年にはＰＫＯ協力法が成立し，国連平和維持活動に自衛隊が協力

できるような法整備がなされた。集団的自衛権の行使に抵触しないよう，

停戦合意後の地域への派遣に限られ，武器使用も制限された。

　1999年の周辺事態法を含む新ガイドライン関連法成立以降，自衛隊が

アメリカ軍の後方支援にあたることが可能とされ，海外派遣の流れが大

きく加速した。2001年の同時多発テロ発生後は，テロ対策特別措置法が

成立し，インド洋にイージス艦などが派遣された。その後，有事法制に

ついての審議が活発化し，2003年６月には武力攻撃事態対処法などの有

事関連３法が，７月にはイラク復興支援特別措置法が成立した。さらに，

10月にはテロ対策特別措置法が改正され，期間が２年間延長された。

　日本はどのような道を歩むのだろうか。自衛隊は，自国の平和と独立

を守り，国の安全を維持するものである。今後の動きが注目される。

前途多難な道路公団改革前途多難な道路公団改革前途多難な道路公団改革前途多難な道路公団改革前途多難な道路公団改革３
解説

はる ほ

　日本道路公団の藤井治芳総裁の解任問題をめぐり，10月
ちょうもん

17日の聴聞後，24日に解任の決定が下された。そもそも，

なぜ藤井総裁は解任処分を受けることになったのか。

　2001年11月，小泉首相は，道路４公団（日本道路公団，

首都高速道路公団，阪神高速道路公団，本州四国連絡橋公

団）をまとめて民営化することに決めた。「聖域なき構造

改革」の目玉に特殊法人改革を掲げ，道路公団については

2002年６月に「道路関係４公団民営化推進委員会」を発足

させ，改革に乗り出していた。民営化委員会は，「自民党

高速道路検討委員会」などによる抵抗や，会長の突然の辞

任などの波乱を巻き起こしながらも，2002年12月には分

割民営化に向けての意見書提出にこぎつけた。

　2003年５月，道路公団が債務超過におちいっていること

を示す財務諸表（財政状況をまとめた書類）の存在が内部

告発により報道された。告発した公団幹部は，８月に解職

処分とされた。藤井総裁は，国会で財務諸表の存在を否定

したが，その後，債務超過を示す財務諸表が存在していた

ことが発覚し，「資料はみつかったが正式なものではない」

など，発言が二転三転した。今回の解任処分は，この財務
おこた

諸表問題への対応を怠ったことで混乱をきたしたこと，国

民の信頼を損ったことなどが，おもな処分理由であった。

●法律にもとづく聴聞までの流れ

※処分庁（国土交通大臣）に上級行政庁がないため，解任処分に不満
の場合，「行政事件訴訟法」により訴訟をおこすことになる

日本道路公団法
第13条【役員の解任】　②国土交通大臣又は総裁は，それぞれの任
命に係る役員が次の各号の一に該当するとき，その他役員たるに
適しないと認めるときは，その役員を解任することができる。

　１　心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
　２　職務上の義務違反があるとき。
行政手続法
第13条【不利益処分をしようとする場合の手続】　行政庁は，不利
益処分をしようとする場合には（中略）意見陳述のための手続を
執らなければならない。
　１　次のいずれかに該当するとき……聴聞（イ・ロ略）
　　ハ　名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ず

る不利益処分（中略）をしようとするとき。
　　ニ　イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相

当と認めるとき。
　２　前号イからニまでのいずれにも該当しないとき……弁明の機

会の付与

「日本道路公団法」第13条にもとづき，解任を決定

「行政手続法」にもとづく「国土交通省聴聞手続規則」に

より，聴聞（行政処分〈解任〉の前に，質問や意見を述べる機会

を，被処分者〈総裁〉に対して与えること）を実施

解任を正式決定・通知

▼

▼

　　　　▲湾岸戦争後のおもな動き

　年
1991.1
1991.4
1992.6

1992.9
1996.4
1997.9
1999.5

2001.9
2001.10
2001.11
2003.3
2003.6

2003.7
2003.10

　　　　　事　　　項
湾岸戦争
自衛隊の掃海艇をペルシア湾へ派遣
国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法成
立
カンボジアＰＫＯに自衛隊派遣
日米安全保障共同宣言
新ガイドライン発表
新ガイドライン関連法（周辺事態法な
ど）成立
アメリカ同時多発テロ
テロ対策特別措置法成立
自衛隊，インド洋へ初の戦時派遣
イラク戦争
有事関連３法（武力攻撃事態対処法な
ど）成立
イラク復興支援特別措置法成立
テロ対策特別措置法改正（２年間延長）
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5

　2003年７月16日，京都地裁は，大学への入学を辞退した元受験生らに，

授業料の全額を返還する判決を下した。また，原告のうち４月１日以前に入

学辞退を明らかにした元受験生については，入学金の一部返還も認めた。

　これは2001年４月に施行された消費者契約法を初めて入学手続きに適用

した判決である。判決理由で京都地裁は「大学は事業者で，学生は消費者に

あたる」とし，在学契約に消費者契約法の適用を認めた。その上で入試募集

要項に記載された「納入された入学金および授業料は返還しない」という特

約条項を無効とし，授業料の返還を命じた。また，入学金の性質を「学生と

しての地位を得る費用」とし，在学契約が始まる時期を「４月１日」とした

上で，それ以前に入学辞退を明らかにした元受験生には入学金の一部返還も

命じた。

　相次ぐ大学前納金をめぐる裁判では，消費者契約法の施行時期によって判

決に違いが見られる。2001年４月の同法施行以前の元受験生が原告となった

判決３件（2003年９月19日・10月９日大阪地裁，同年10月23日東京地裁）

では，同法は適用されず，原告側の訴えは棄却された。一方，同法施行後の

元受験生が原告となった判決４件（2003年７月16日京都地裁，同年10月６

日・10月16日大阪地裁，同年10月23日東京地裁）では，同法を根拠に授業

料の返還がなされている。しかし，入学金に関しては，７月の京都地裁での

判決以外は，入学資格を確保する権利金と位置づけ，返還を認めていない。

５
解説

●酒類販売自由化の規制緩和

　2003年９月１日，一般酒類小売業免許が自由化され

た。これは1998年以降政府が進めてきた規制緩和の一環

である。

　これまで酒類販売免許には，販売店間に一定の距離を

おく「距離基準」と，一定地域の人口あたりの免許枠を

定めた「人口基準」の2つの規制があった。これらの規

制が，1998年以降段階的に緩和されてきた。2001年には

「距離基準」が撤廃され，2003年９月には「人口基準」

も全廃された。これにより酒類販売は自由化となった。

　スーパー，コンビニ，ディスカウントストアのうちこ

れまで酒類販売免許を持たなかった店舗の他，レンタル

ビデオ店や100円ショップなど異業種からの販売免許申

請も目立っている。中小商店への影響緩和のため，経営

難の酒販店が多い地域を「緊急調整地域」とし，今後最

低1年間新規免許が取得できない措置も設けられている。

今後酒類販売をめぐる攻防が激化するのは確実である。

●ヤミ金融対策法

　2003年７月25日，「ヤミ金融対策法」（貸金業規制法お

よび出資法等の一部改正法）が成立した。本格施行は2004

年１月からとなる。

　ヤミ金融とは，都道府県に無登録で貸金営業をおこなっ

ているか，違法な高金利による貸付けをおこなっている業

者をさす。近年，これらの業者による強引な高利息による

取り立てが社会問題となっている。特に2003年１～６月

期のヤミ金融による被害者は約16万6,000人に上り，過去

最高だった2002年１年間の被害者数をすでに上回ってい

る。こうした事態を受け2003年９月１日からは，無登録

営業や高金利の貸付けに対する罰則強化，無登録業者の広

告禁止，高金利の契約無効が先行して施行された。109.5

％以上の高金利貸借契約が無効となり，元本を返せば利子

は返済しなくてもよい規定も盛り込まれた。2004年１月の

本格施行では，貸金業の登録制度の厳格化，違法な取立行

為の規制強化も加えられ，ヤミ金融の取り締まりがより強

化される。

ヤミ金融対策法ヤミ金融対策法ヤミ金融対策法ヤミ金融対策法ヤミ金融対策法・・・・・酒類販売自由化規制緩和酒類販売自由化規制緩和酒類販売自由化規制緩和酒類販売自由化規制緩和酒類販売自由化規制緩和

入学辞退者の大学への前納金返還訴訟入学辞退者の大学への前納金返還訴訟入学辞退者の大学への前納金返還訴訟入学辞退者の大学への前納金返還訴訟入学辞退者の大学への前納金返還訴訟

６
解説

※表中の「前」「後」は，消費者契約法施行前
後をあらわす。

入学金

一部返還

×

×

×

×

×

×

受験料

返還

×

返還

×

返還

×

一部返還

裁判所

京都

大阪

大阪

大阪

大阪

東京

東京

判決

７月16日

９月19日

10月６日

10月９日

10月16日

10月23日

10月23日

受験日

後

前

後

前

後

前

後

----- 消費者契約法消費者契約法消費者契約法消費者契約法消費者契約法 -----
　2001 年４月１日，消費者の権利を守るた
め，消費者契約法が施行された。消費者が事
業者との間でおこなうサービスなどの契約す
べてを対象としている。同法には「消費者に
対し，一方的に不利益な条項を無効とする」と
いう規定があり，消費者が契約の取り消しや
不公正な条項の無効を主張することを認めて
いる。

（「朝日新聞」2003年10月23日をもとに作成）
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あれもこれも経済効果？あれもこれも経済効果？あれもこれも経済効果？あれもこれも経済効果？あれもこれも経済効果？
７
解説

　世の中のさまざまな出来事が，経済に影響をおよぼして

いる。

●経済への好影響

　2003年のプロ野球は，阪神タイガースが18年ぶりにセ・

リーグ優勝を果たした。これによって，全国で最大6,355

億円の経済効果が見込まれるとのデータも発表されている

（ＵＦＪ総合研究所調べ）。これは，観客動員数，優勝セー

ルの売上げ，飲食費，関連グッズの売上げ，スポーツ新聞

の販売部数をもとに試算されたデータであり，1人当たり

の飲食費においては１万円増との予想が出された。今回の

阪神の優勝においては，阪神グループのみならず，全国の

阪神グループ以外のデパートなども優勝セールをおこなっ

ており，この数字にも現実味がある。また，イギリスのあ

る大学教授もスポーツの経済効果を認めており，「阪神の

優勝は，日本経済の回復につながる」との見方を出してい

る。しかし，過熱気味の便乗セールによって，かえって共

倒れになるのではとの経済界からの心配や，「景気までは

回復しない」との経済学者の見方もある。

　2003年12月より関東・中京・近畿圏の一部で地上波デ

ジタル放送が開始される。三大圏以外は，2006年からを予

定しており，最終的にアナログ放送は，2011年７月24日

で停止される予定である。アナログ放送が停止されれば，

地上波デジタル対応テレビか，アナログ用テレビにデジタ

ル専用チューナーをつないだものでなければ放送を視聴で

きなくなる。そのため，視聴者はデジタル対応テレビへの

買い替えや，専用チューナーの購入が必要となってくる。

総務省と放送局，家電メーカーは，2011年までにデジタル

テレビを１億台普及させることを目標としている。買い替

え需要だけで数十億の経済効果が見込まれており，地上波

デジタル放送の実施による全体の経済波及効果は，10年で

総額212兆円にのぼるともいわれる（総務省試算）。

　2003年10月1日，東海道新幹線に「品川駅」が開業し

た。品川駅の開業によって，高層オフィスビル，高層マン

ション，飲食店などからなる品川グランドコモンズが誕生

し，三菱自動車などの大手企業の本社などが品川に移転し

てきた。また，交通の便がよいということで，ホテルに対

する需要も伸び，経済効果が期待されている。品川駅に新

幹線が停車することによって，ＪＲ東海はダイヤ改正や料

金の値下げなどをおこない，空の便（羽田空港の飛行機）

に対抗できると期待していた。しかし，開業１週間の利用

実績では，当初の予想を約１万人下回り，東京駅の乗降客

も品川駅の開業によって減少している。必ずしも期待どお

りにはいっていないようである。今後は，東京駅との一体

化による経済の活性化が望まれるとの声もある。

　その他にも，2004年７月の新札（１万円，５千円，１千

円）の登場で，現金自動預払機，自動販売機の交換がおこ

なわれ，総額で１兆円の経済効果があるといわれている

が，景気にはたいした影響はないとの声もある。

　以上のように，景気によい影響をもたらす経済効果があ

る反面，以下のように，経済へマイナスの効果をもたらす

場合もある。

●経済へのマイナス効果

　2003年の夏は，記録的な冷夏であった。これにより，エ

アコンなどの家電製品や海水浴場，夏物衣料，飲料などの

売上げが軒並み例年をはるかに下回った。農作物は，冷夏

によって不作となり，価格が高騰した。農作物の価格が高

騰しても，農作物の不作はそれ以上に農家に被害をあたえ

ている。また，農作物の高騰によって，ブランド米などの

窃盗が急増したため，農家にダブルの被害をあたえる結果

となった。冷夏は，冬場の商品と思われていたおでんやカ

レーなどの売上げを伸ばした一面があったが，マイナス効

果の方がはるかに大きかった。

　その他にも，経済へのマイナス効果の例として，旅行業

界などに多大な損害をもたらしたＳＡＲＳや，2003年8月

のアメリカの大停電による食品への被害などがあった。▲地上波放送デジタル化の経済効果

▲経済効果の流れ
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和平への険しい道～パレスチナ問題和平への険しい道～パレスチナ問題和平への険しい道～パレスチナ問題和平への険しい道～パレスチナ問題和平への険しい道～パレスチナ問題
８
解説

●どうなる？ロードマップ

　2003年６月４日，イスラエルのシャロン首相，パレスチ

ナ自治政府のアッバス首相（当時），アメリカのブッシュ

大統領によって，中東和平三者会談が開かれた。この会談

で，４月にアメリカ，ＥＵ，ロシアなどによって策定され
りこう

た新中東和平案（ロードマップ）の履行が宣言された。

ロードマップとは，2005年までにパレスチナ国家を樹立

し，紛争を終結させようとする道筋を具体的に示したもの

である。翌７月に，シャロン，アッバス両首相はロード

マップの履行に基づく和平へ向けた意思を確認しあった。

なお，それまで，パレスチナ側の交渉の中心人物であった
かや

ＰＬＯのアラファト議長は蚊帳の外であった。

　ロードマップによって，イスラエルは，入植活動を停止

して占領地から撤退し，パレスチナは，暴力とテロを終結

させ，国家建設に向けた憲法の草案を策定することになっ

ていた。しかし，パレスチナ側のテロとそれに対するイス

ラエル側の報復によって「暴力による悪循環」は収まら

ず，かえって事態は悪化した。また，パレスチナは，イス

ラエルが「分離フェンス」によって恒久的国境を一方的に

設定し，占領を固定化していると非難し，｢分離フェンス｣

の建設中止を要求していた。｢分離フェンス｣とは，イスラ

エルが占領地であるヨルダン川西岸に建設していたもので

ある。その「分離フェンス」の建設継続を，７月29日に

シャロン首相が表明したため，さらにロードマップの履行

は難しいといわざるをえない状況となった。なお，10月に

国連安保理で「分離フェンス非難決議案」が採決された

が，アメリカの拒否権発動によって，否決された。

●混迷を深める中東情勢

　イスラエルとパレスチナ自治政府は，アメリカを仲介と

して，何度か話し合いをおこなってきたが，平行線のまま

解決の糸口は見出せていない。そのような状態の中で，パ

レスチナ側では，６月の中東和平三者会談の成果に否定的

であったアラファト議長と，アッバス首相との間の確執が

表面化した。結局，９月に入りアッバス首相は辞任し，後
おんけん

任にはパレスチナ評議会議長の穏健派のクレイ氏が就任し

た。またイスラエルにおいてはアラファト議長の追放を決

定したため，国連安保理は「イスラエルに対するアラファ

ト議長の追放非難決議案」を採決したが，アメリカが拒否

権を発動したため，この決議案は否決された。このアメリ

カの行動に対して，アラブ諸国は一斉に非難している。

　10月に入ると，パレスチナでは，就任間もないクレイ首

相がアラファト議長と緊急内閣の人事をめぐって対立し，

首相辞任を表明した。結局，内相を空席のまま約１か月間

の緊急内閣を発足させることで合意したが，治安対策の責

任者である内相の空席は，イスラエルとの停戦を提案して

いるクレイ首相にとっては厳しい状況である。とりあえず

緊急内閣を発足させたクレイ首相であるが，緊急内閣の解

散後は，次期内閣での首相就任は望まないとの声明を発表

した。このようなパレスチナの混乱に対しては，イスラエ

ルやアメリカなどからも批判の声があがっている。

　10月15日には，パレスチナ自治区のガザ北部で，和平

の仲介役を務めるアメリカの外交官の車列が攻撃を受け

た。これは，イスラエル寄りのアメリカの仲介に対して，

パレスチナ過激派の一部がイスラエルだけでなくアメリカ

をも標的にしたといわれる。このテロに対して，アラファ

ト議長やクレイ首相も過激派への非難の声明を発表した

が，アメリカは，過激派に対するパレスチナ自治政府の姿

勢を非難した。

　パレスチナ難民のイスラエル領への帰還問題なども含

め，両者とも解決しなければならない問題を数多く抱えて

いる。ロードマップの履行をめざしているが，和平への道

は非常に険しいといわざるをえない状況が続いている

（2003年10月17日現在）。

▲パレスチナ難民

かくしつ

ざんてい

・暫定的国境を有する国家樹立
・新憲法の作成

パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ
・暴力とテロの終結
・自由で公正な選挙の実施
・国家建設に向け憲法草案を策定

▲中東和平構想
　（表は当初の予定であるが，予定どおりには進んでいない。）

・国際会議でエルサレムの地位，パレスチナ難民の帰還などを
協議（04年初め）
・紛争終結

・パレスチナ経済復興支援のための国際会議

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル
・入植活動停止
・2001年３月以降の入植地撤去
・2000年９月の時点までで軍撤退

第１段階第１段階第１段階第１段階第１段階
～2003年

５月

第２段階第２段階第２段階第２段階第２段階
2003年
６～12月

第３段階第３段階第３段階第３段階第３段階
2004年
～05年
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第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社

ＷＴＯ閣僚会議，ＷＴＯ閣僚会議，ＷＴＯ閣僚会議，ＷＴＯ閣僚会議，ＷＴＯ閣僚会議，交渉決裂交渉決裂交渉決裂交渉決裂交渉決裂
10
解説

  世界貿易機関（ＷＴＯ）の閣僚会議が９月10日からメキシコのカンクンで開かれた。新多角的貿易交渉（新ラウンド）

は，農業，非農産品，サービス，知的財産，紛争処理などの分野で関税引き下げや市場開放を進めることが目標となって

いる。今回の閣僚会議には146か国・地域が参加し，各分野一括での交渉妥結に向けての「中間合意」をめざした。しかし，

結果は交渉決裂し，採択予定の閣僚宣言案のとりまとめは断念され，同月14日に閉幕した。これによって新ラウンドは中

断し，期限である2005年１月１日までの決着は困難になった。決裂の原因は先進国と発展途上国の４つの新分野（投資ルー

ル・競争・貿易円滑化・政府調達）での対立である。先進国側が４分野一括交渉を主張したのに対し，国内産業の保護を

優先したい発展途上国側は反発し，欧州連合（ＥＵ）の譲歩にも食い下がった。さらに農業分野でも対立は深刻であった。

アメリカとＥＵが提案した自由化の大枠に対して，インドやブラジルなどの発展途上国は，先進国にとって自国農家の保

護につながる輸出補助金や国内助成措置の撤廃を求めた。

  一方，日本は非農業分野では欧米と足並みをそろえたものの，農業

分野では農産物関税に一定の上限を設けることなどの，欧米の意向を

盛り込んだ閣僚合意案に反対した。今回は欧米主導型のルール作りに

発展途上国が抵抗するという，南北対立の構図が浮きぼりとなった

が，日本はコメや豚肉などの農畜産品の保護にこだわるあまり，交渉

の場で存在感を示せなかった。さらに，農業保護に固執した結果，近

年進んでいる二国間や地域間の自由貿易協定（ＦＴＡ：Free Trade
け ねん

Agreement）締結に遅れをとることも懸念される。現在，日本がＦＴ

Ａを締結している国は，農業分野で利害関係のないシンガポールのみ
あんしょう

である。ＷＴＯ交渉が暗礁に乗り上げたことでＦＴＡ締結の動きがさ

らに加速化すれば，日本の貿易政策は孤立化することにもなりかねない。

北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－北朝鮮の瀬戸際外交－６か国協議とその後－
９
解説

  北朝鮮の核開発問題をめぐって，北朝鮮と日本・アメリカ・韓国・中国・ロシアの６か国協議が，8月27日～29日に北

京でおこなわれた。この協議の席上で，北朝鮮はアメリカの敵視政策の放棄と不可侵条約の締結を要求し，核開発廃棄が

先決だとする日・米・韓と対立した。協議の合間には，非公式ながらアメリカと北朝鮮の話し合いの時間がとられ，また
ら ち

日本も北朝鮮と拉致問題について直接交渉をおこなった。拉致問題について北朝鮮は具体的回答を示さなかったものの，平

壌宣言にもとづいて解決する旨を述べ，引き続き協議することで一致した。協議最終日には，朝鮮半島の非核化，核問題

を段階的に解決すること，協議の継続と次回会合の早期実現など６項目を議長総括として発表した。核開発問題を平和的

に解決することで合意が見られたが，次回協議の具体的日程は確定で

きなかった。その後しばらくの間，北朝鮮は次回協議への参加を拒絶

し続け，協議再開へ向けての進展はみられなかった。しかし，10月末

ごろから北朝鮮はアメリカが提案した「安全の保障」の文書化案の受

け入れに前向きな姿勢を示し，６か国協議も12月に再開する方向で調

整が進んでいるようである。ただし，同時期にアメリカは朝鮮半島エ

ネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）の非公式理事会で，北朝鮮への軽水炉

事業を中止に追いやっており，これに対して北朝鮮は補償を強く求め

るなど，先行きは必ずしも楽観視できない状態である。
マンギョンボン

  なお，６か国協議の２日前の８月25日には万景峰号が約７ヶ月ぶり

に新潟に入港した。今回は関係省庁が厳重な立ち入り調査をおこなっ

たが,改善命令は出たものの違法な点はなく，翌日出港した。 ▲６か国協議での各国の主張

▲ＷＴＯ閣僚会議でのおもな意見対立

　途上国
上限関税に賛
成。輸出補助
金や国内助成
の撤廃。

関税引き下げ
には慎重。

交渉自体に抵
抗。

　日　 本
上限関税の設定
や輸入枠拡大に
は反対。食料安
保の明確化を必
要とする。

関税引き下げに
例外を認める。

欧米とほぼ同じ
主張。早期交渉
を求める。

　欧　　米
設定した上限関
税を超えた場合
は輸入枠拡大が
必要。国内助成
は制限する。

例外なく関税を
引き下げる。発
展途上国には一
部分優遇措置。

４分野一括また
は一部先行での
交渉。

農

業

非
農
産
品

新
分
野
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②②②②②おもな政党の政治資金の内訳おもな政党の政治資金の内訳おもな政党の政治資金の内訳おもな政党の政治資金の内訳おもな政党の政治資金の内訳 ( 総務省資料)

解説解説解説解説解説　1990年代，日本を除く先

進国のＯＤＡは停滞していたが，

グローバル化の進展により発展

途上国の開発問題への関心が高

まり，欧米各国は2002年に相次

いでＯＤＡの増額を表明した。

日本は，ＯＤＡの絶対額は多い

が，対ＧＮＩ比は0.23％と，ＯＤ

Ａの目標値（0.7％）を下回って

いる。また二国間ＯＤＡの約６

割をアジア地域に割り当ててい

るのも日本の大きな特徴である。

解説　解説　解説　解説　解説　2002年の全政党・政治団体の収

入総額は前年比13.4％減の1,350億円で

あり，18年ぶりの低水準であった。企業

献金も同18.8％減の36億6,200万円と

過去最少を更新した。長引く景気の低迷

や大きな選挙がなかったことなどが影響

したとみられる。一方，政党交付金の総

額は317億3145万円となり，各党は，政

党交付金への依存をいっそう強めてい

る。なお，共産党は政党助成制度に反対

しており，政党交付金を申請していな

い。

①①①①①各国のＯＤＡの推移各国のＯＤＡの推移各国のＯＤＡの推移各国のＯＤＡの推移各国のＯＤＡの推移 ( 外務省資料)

第一学習社版　教科書第一学習社版　教科書第一学習社版　教科書第一学習社版　教科書第一学習社版　教科書・・・・・副教材のデータ更新等副教材のデータ更新等副教材のデータ更新等副教材のデータ更新等副教材のデータ更新等

第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社

関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ

●教科書

　現社 012　 p.145

　政経 004　 p.133

　現社 523　 p.196

　現社 524　 p.168

　政経 521   p.171

　政経 530　 p.11

●副教材

　NEW クロ　 p.141

　最新現社　 p.159

　クロ現社　 p.156

  新編現社   p.245

関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ

●教科書

　現社 012　 p.189

  政経 004　 p.56

　現社 524　 p.227

　政経 530　 p.47

●副教材

　NEW クロ　 p.197

　最新現社　 p.211

　クロ現社　 p.219

　新編現社　 p.213

　新編政経　 p.119

③③③③③急増するフリーター急増するフリーター急増するフリーター急増するフリーター急増するフリーター (『労働経済白書』　2003 年度版)

解説　解説　解説　解説　解説　この統計ではフリーターを，在学者

を除く15～34歳の者で女性については未婚

者，さらに勤め先での呼称が「アルバイト」

または「パート」である雇用者，無業の者に

ついては家事も通学もしておらず「アルバ

イト・パート」の仕事を希望する者と定義し

ている。内閣府『国民生活白書　2003年度

版』ではフリーター数を417万人と公表して

いるが，これは元にしている調査や定義が

異なっているためである。

関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ

●教科書

　現社 012　 p.122

●副教材

　最新現社　 p.125

　新編現社　 p.151
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資料編に関連するホームページのＵＲＬ資料編に関連するホームページのＵＲＬ資料編に関連するホームページのＵＲＬ資料編に関連するホームページのＵＲＬ資料編に関連するホームページのＵＲＬ

④④④④④一票の格差一票の格差一票の格差一票の格差一票の格差

解説解説解説解説解説　総務省によると，国内の有権者

数は男性4,968万6,828人，女性5,284

万9,679人の計１億253万6,507人。こ

れに比例区に限って在外投票のために

登録した人を加えると，計１億261万

769人に上った（2003年 10月27日現

在）。小選挙区では，有権者数が最多の

東京６区と最少の徳島１区の一票の格

差は2.15倍であり，前回の格差2.47倍

からやや縮まった。

第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社

関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ関連するページ

●教科書

　現社 013　 p.131

　政経 530　 p.49

●副教材

　最新現社　 p.212

　新編政経　 p.121

●選挙に関するホームページのＵＲＬ

財団法人　明るい選挙推進協会◆http://www.akaruisenkyo.or.jp/

国政選挙や統一地方選挙の選挙率の推移や有権者の意識調査の結果などを掲載。各選挙管理委員会へのリンク集もある。

●経済・景気動向に関するホームページのＵＲＬ

内閣府　経済社会総合研究所◆http://www.esri.cao.go.jp/index.html

景気動向調査等の各種調査の統計資料や経済関連の研究報告を掲載している。

●パレスチナ（ＰＬＯ）・イラク・北朝鮮に関するホームページのＵＲＬ

外務省　各国・地域情勢◆http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

各国・地域の基礎データや最近の情勢，日本との関係などについての情報を掲載。渡航関連情報も知ることができる。

●ＷＴＯ・ＦＴＡに関するホームページのＵＲＬ

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）◆http://www.jetro.go.jp/top-j/

各国の基礎情報や貿易統計を含む，貿易・通商の総合サイト。イラク関連情報もある。一部の情報は登録（無料）が必要。

副教材副教材副教材副教材副教材　　　　　 N E W クロ→ N E W クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会

最新現社→最新現代社会資料集最新現代社会資料集最新現代社会資料集最新現代社会資料集最新現代社会資料集

クロ現社→クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会クローズアップ現代社会

新編現社→新編現代社会資料集新編現代社会資料集新編現代社会資料集新編現代社会資料集新編現代社会資料集

新編政経→新編政治新編政治新編政治新編政治新編政治・・・・・経済資料集経済資料集経済資料集経済資料集経済資料集

新課程新課程新課程新課程新課程

現社　0 1 2 →現代社会現代社会現代社会現代社会現代社会

現社　0 1 3 →新現代社会新現代社会新現代社会新現代社会新現代社会

政経　0 0 4 →政治政治政治政治政治・・・・・経済経済経済経済経済

現行課程現行課程現行課程現行課程現行課程

現社　5 2 3 →改訂版現代社会現代社会現代社会現代社会現代社会

現社　5 2 4 →新訂現代社会新訂現代社会新訂現代社会新訂現代社会新訂現代社会

政経　5 2 1 →改訂版政治政治政治政治政治・・・・・経済経済経済経済経済

政経　5 3 0 →改訂版精選政治精選政治精選政治精選政治精選政治・・・・・経済経済経済経済経済

教科書教科書教科書教科書教科書

http://www.akaruisenkyo.or.jp/
http://www.esri.cao.go.jp/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html
http://www.jetro.go.jp/top-j/
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