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2007年 11月～2008年４月のできごと 

 

政  治 経  済 社会・文化 国際情勢 

⑫７日，死刑執行で法務省が死刑囚

の氏名を初めて公表。国連総会で

は18日に死刑停止決議を採択。 

①11 日，新テロ対策特別措置法が衆

議院で再可決され成立。 

①11 日，❻薬害Ｃ型肝炎被害者救済

特別措置法が成立。②４日，初め

て国と原告の和解が成立。 

①27 日，大阪府知事選挙で弁護士の

橋下徹氏が当選。 

②10 日，山口県岩国市の市長選挙

で，米軍空母艦載機部隊受け入れ

容認派の福田良彦氏が当選。 

②21 日，海上自衛隊がインド洋での

給油活動を再開。 

③６日， 高裁は住民基本台帳ネッ

トワークシステムを合憲と判断。 

③28 日， 一般会計予算が「衆議院

の優越」によって成立。 

④１日，❶後期高齢者医療制度など

さまざまな制度が開始。ガソリン

暫定税率は期限切れ。 

⑫12 日，❾サブプライムローン問

題による世界的な金融不安に対し

て，欧米の５つの中央銀行が金融

市場への資金供給を共同発表。 

①16 日，日本郵政は大手製紙会社

が再生紙年賀はがきの古紙配合

率を偽装していたことを公表。 

②１日，マイクロソフトはヤフー

に買収提案を行ったと発表。 

②９日，先進７か国財務相・中央

銀行総裁会議（Ｇ７）が開催。 

②19 日，次世代ＤＶＤの規格をめ

ぐる競争で，東芝がＨＤ-ＤＶＤ

から撤退を発表。 

③21日，「ねじれ国会」の影響を受

けて，日銀は総裁が空席のまま

新体制をスタート。 

③26 日，❾東京都議会予算特別委

員会は経営難に陥っている新銀

行東京への追加出資案を可決。 

④１日，❽食品など生活必需品が

相次いで値上げ。 

⑪20 日，❼京都大学の研究チームが人

間の皮膚から「ｉＰＳ細胞」の作製

に成功したと発表。 

①30 日，❾中国製の冷凍ギョーザを食

べた家族らが中毒症状を訴えていた

ことが判明。 

②11 日，沖縄県警は女子中学生暴行の

容疑で在日米軍海兵隊員を逮捕。 

②11 日，韓国・ソウルの南大門（崇礼

門）が炎上した事件で，放火容疑で

男を逮捕。 

②19 日，❷海上自衛隊イージス艦「あ

たご」とマグロ漁船「清徳丸」が衝

突し，漁船の乗組員が行方不明に。 

②23 日，❺アメリカ・ロサンゼルス市

警はロス疑惑の三浦和義元被告を殺

人容疑で逮捕。 

③11 日，日本人飛行士が乗り組んでい

るスペースシャトル「エンデバー」

の打ち上げに成功。 

④４日，第80回記念選抜高校野球大会

で沖縄尚学が優勝。 

⑫３日，気候変動枠組み条約第

13回締約国会議が開催。 

⑫19 日，❹韓国の大統領選挙で

李明博氏が当選。 

⑫27 日，パキスタンの野党パキ

スタン人民党指導者，ブット

元首相が暗殺される。 

①３日，アメリカ大統領選挙の予

備選・党員集会がスタート。 

②６日，タイで新政権が発足。

１年５か月ぶりに民主的体制

に復帰。 

②17 日，❸コソボ自治州がセル

ビアからの独立を宣言。 

②19 日，キューバのカストロ議

長が引退を表明。 

③２日，❹ロシア大統領選挙で

メドベージェフ氏が当選。 

③14 日，❾中国・チベットで反

政府デモが発生。 

③22 日，❹台湾総統選挙で野党

国民党の馬英九氏が当選。 

 

 

 

 

 

 

●
年
金
・
医
療 

国民年金保険料引き上げ  

 月額14,100円から310円増の14,410円に 

厚生年金の離婚時自動分割開始  

 専業主婦対象。４月以降，夫の厚生年金の半額が自
動的に妻に。４月以前については話し合いで分割 

「後期高齢者医療制度」開始  

75 歳以上が対象。保険料は原則年金から天引き。
通称「長寿医療制度」 

子どもの医療費の自己負担  

 自己負担２割の対象者を３歳未満から小学校入学
前までに拡大。ただし，夜間救急センターで受診す
る自己負担は,厚生労働省試算で２歳の子どもの場
合,120円アップ 

特定検診・特定保健指導開始  

 通称メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)
対策。40歳～74歳の医療保険加入者を対象に実施。 

Ｂ型・Ｃ型肝炎医療の公費助成開始  

治療に有効なインターフェロンの費用を助成。自
己負担額は，所得に応じ月額１万～５万円 

高額医療・高額介護合算制度開始  

医療保険，介護保険両方を利用している世帯に対
し，限度額を超えた額を返還 

 

 

●
育
児
・
教
育 

改正児童虐待防止法  

 児童相談所による子どもの安全確認のための強制立ち入り調査
が可能に 

家庭福祉員(通称保育ママ)への補助  

 自宅での保育事業を行う人への補助を，子ども１人当たり月額
３万6,600円から５万4,300円に増額 

教職大学院開校  

専門性の高い教員養成のため，国立私立計19校で開校 

●
物
価(

解
説
⑧
⑨
参
照) 

食品の値上げ  

 穀物価格の高騰→政府の輸入小麦，牛乳，バター，しょうゆ，
ビール，食用油などに影響 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)料の引き下げ  

約２割～３割の引き下げ 

ガソリンの値下げ  

暫定税率の期限切れに伴い，ガソリン１ℓ当たり約 25 円の下
げ。店頭での値下げがみられるが，長期的にみて，税収不足が予
想され，地方財政，国民生活への影響が心配される 

●
そ
の
他 

改正パートタイム労働法施行  

 正社員とほぼ同様の仕事・責任をもつパート社員について，賃
金などの待遇差別の禁止 

ジョブカード発行  

 フリーター，母子家庭の母親，子育てを終えた女性などへの就職支援 

(注)○内の数字は月を示す。下線部❶～ は

解説の掲載を示す。 

４月からここが変わった！ 
解解説説 

１１  

資

資
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●イージス艦と漁船の衝突事故 

 「省」昇格以来，防衛省の不
ふ

祥
しょう

事
じ

が後を絶たない。

2008 年２月 19 日，千葉県房
ぼう

総
そう

半島沖の海上で，海上自衛

隊のイージス艦「あたご」（全長 165ｍ，7,750t）と千葉県

勝
かつ

浦
うら

市のマグロはえ縄漁船「清
せい

徳
とく

丸」（全長約 12ｍ，

7.3t）が衝突した。この事故で，漁船の船体が二つに割れ，

乗員２名が行方不明となった。 

衝突事故は，タンカーや貨物船，マグロやカツオを獲る

漁船など，大小の船
せん

舶
ぱく

で混雑する地点で起こった。海上の

交通規則は世界共通で，日本では海上衝突予防法に定めら

れている。同法では，互いの進路を横切るように近づいた

２隻
せき

の衝突を避けるため，相手を右側に見る船に，右方向

に舵
かじ

を切るなどの回避義務が定められている。また，日没

から日の出までの間の灯火も定められている。船の右側に

緑色，左側に赤色，マストに白色のライトを点灯し，船の

位置や進行方向を，他船に知らせるのである。今回の事故

では，イージス艦はハワイでのミサイル発射実験を終え，

自衛隊の神奈川県横
よこ

須
す

賀
か

基地をめざし，北上を続けていた。

一方，清徳丸はマグロを獲るため，千葉県勝浦市の漁港を

出航し，仲間の船７隻とともに，南西方向に三宅島をめざ

していた。19 日未明の事故当時の天候は良く，月が沈む前

で，視界は 10 ㎞以上であった。衝突の 12 分前（午前３時

55 分）には，イージス艦の見張り員が，右前方に清徳丸と

見られる赤色の灯火を確認した。清徳丸は，イージス艦か

ら見て右から左に航行しており，海上衝突予防法の規定か

らイージス艦に衝突回避義務があった。しかし，イージス

艦は，停船や警
けい

笛
てき

を鳴らすなどの衝突防止策をおこなわず，

自動操
そう

縦
じゅう

のまま直進を続けた。衝突２分前（午前４時５

分）に，同じ見張り員が右前方に清徳丸とみられる緑色の

灯火を確認し，衝突１分前に灯火が速度を上げたため，漁

船と認識した。認識後，イージス艦は手動操
そう

舵
だ

に切り替え，

全力後進をかけ，回避動作をおこなったが，両船の距離は

既に約 740ｍ以内に迫
せま

っていた。清徳丸も，イージス艦と

の距離が約 100ｍに縮まった時点で，右に避けようとした。

しかし，間に合わず，イージス艦と清徳丸は衝突した。 

 

 

 

 

 

 

 

●衝突事故の原因 

 今回の事故では，イージス艦は衝突 12 分前に漁船の存

在を認識しており，衝突を回避することはできたとされる。

本来，イージス艦の見張り員が視認した情報は，前方海域

を見張る当直士官約 10 人で共有する。２回も視認した見

張り員の認識不足が，当直士官同士の連絡不足に結びつい

た可能性がある。また，防衛省の幹部は，見張り員の視認

以前に， 新鋭のイージス艦のレーダーが漁船群をとらえ

ていたと指摘する。しかし，レーダーを監視する乗組員が

清徳丸を警戒した形跡はない。 

●二転三転した防衛省の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の事故を受けた防衛省の対応にも批判が集まった。

衝突までの経過を知る上で重要な漁船を発見した時点につ

いて，事故当日，防衛省は「２分前」と説明したが，翌 20

日，「12 分前」に発見していたと訂正された。その際，石

破防衛大臣には，20 日朝，「12 分前」との確定情報を得て

いながら，同日夕方まで公表しなかったとして，情報隠
いん

ぺ

いの疑いがかけられた。また，事故当日に海上自衛隊は，

当直士官であった航海長を防衛省によんで，石破防衛大臣

自ら事情聴取をおこなっていた。今回の事件では，海上保

安庁が捜査にあたり，海上自衛隊を統括する防衛省は捜査

される当事者である。事故当日，事情聴取は海上保安庁へ

の事前連絡なしにおこなわれた。また，防衛大臣が直接聴

取したことは伏
ふ

せられ，聴取内容は防衛大臣に後で報告し

たことにされていた。防衛大臣が直接聴取に乗り出した背

景には，インド洋での給油量隠ぺいや前防衛事務次官の

収
しゅう

賄
わい

容疑（公民最新資料・データ第 17 号）での逮捕など，

自衛隊への不信感があったものと考えられる。しかし，防

衛大臣の事情聴取には，結果として口
くち

裏
うら

あわせや隠ぺい工

作などの批判が相次いだ。今回の事故は，海上自衛隊の人

為的ミスが重なった結果，起きたとする見方が強い。また，

防衛省の情報隠ぺい体質からの脱
だっ

却
きゃく

が望まれている。 

迷走する防衛省 
解解説説 

２２  

イージス艦「あたご」 

イージス艦とは，総合的兵器システムを搭
とう

載
さい

した護
ご

衛
えい

艦
かん

のこ

とで，「あたご」は海上自衛隊が保有する５隻のなかで，最新

鋭のイージス艦である。高性能レーダーや多くの目標に同時に

対処できる対空ミサイルシステムを装備し，防空の管制能力が

他の４隻より高い。 

【イージス艦衝突事故に関する情報の混乱】 

・漁船の発見時刻と確認した灯火の色 

 ……「２分前に緑色」と発表→「12分前に赤色」と訂正 

⇒事故当日，「２分前に緑色」と発表することで，イージ

ス艦は衝突直前に漁船に気づいたため回避できなかった

という見方が広がった 

・航海長を聴取  防衛省：事前に連絡した 

         海上保安庁：事後連絡 
食い違い
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●コソボの独立が国際問題に 

 2008 年２月 17 日，セルビア共和国の南部に位置するコ

ソボ自治州が独立を宣言した。新しい国名はコソボ共和国

で，旧ユーゴスラビアは７か国に分裂したことになる。 

 面積：10,887ｋ㎡(岐阜県と同じくらい) 

 人口：約212万人(名古屋市は約224万人) 

 民族：アルバニア系(イスラーム信徒)92％,セルビア系 

    (セルビア正教)５％ ほか 

 セルビア側にとって，コソボは中世セルビア王国発
はっ

祥
しょう

の土地であり，セルビア正教の重要な施設が多数あるため，

独立に反対している。３月 24 日現在，コソボに対して，

米・英・独・仏・伊・日本などが国家承認したが，セルビ

アをはじめ，ロシア，スペイン，ルーマニアが国家承認し

ないことを宣言した。特にロシアは，自国内に民族紛争を

かかえているだけにひとごとではない。また，セルビアは，

ＥＵ加盟方針の撤
てっ

回
かい

も視野に入れており，ＥＵ加盟国内で

もコソボに対する対応が分かれている。なお，イスラーム

国家では，現在のところマレーシアのみが承認している。 

●「ヨーロッパの火薬庫」再
さい

燃
ねん

か？ 

 旧ユーゴスラビアは「６つの共和国，５つの民族，４つ

の言語，３つの宗教，２つの文字による１つの国」といわ

れた多民族国家であったが，冷戦終了後，連邦が分裂し，

1991 年以降独立国家が次々に誕生した。コソボはセルビア

共和国の自治州という位置づけであり，セルビアがコソボ

のアルバニア系住民の権利を制限したことから，1998 年に

紛争が激化した。この紛争は，セルビア側がアルバニア系

住民を虐
ぎゃく

殺
さつ

したなどとして，ＮＡＴＯが空爆を開始した

ことで，一応 1999 年に終結した。その後，国連安保理決

議に基づき，コソボはセルビア領として国連の暫
ざん

定
てい

統治下

に入っていた。独立をめぐってコソボの地位についての交

渉がおこなわれていたが決裂し，今回の独立宣言となった。 

 バルカン半島は，かつて「ヨーロッパの火薬庫」とよば

れたように，民族紛争の絶
た

えない地域であった。今回のコ

ソボの独立も，民族問題をかかえる各地の独立運動に勢
いきお

いをつけるともいわれる。また，欧米とロシアの対立も生

んでいるだけに，慎重な対応が望まれる。

 

 

 

 

 

●「経済大統領」が誕生した韓国 

韓国では2007 年 12 月 19 日に大統領選挙がおこなわれ，

野党ハンナラ党の李
イ

明
ミョン

博
バク

・前ソウル市長が他の候補者に大

差をつけて当選し，2008 年２月 25 日に第 17 代大統領に就

任した。保守政権の誕生は10年ぶりのことであった。 

大阪で生まれた李大統領は終戦後に韓国に戻り，現
ヒュン

代
ダイ

建

設に入社，異例の速さで社長・会長の座に上り詰め，会社

を大企業へと発展させた。また，ソウル市長時代には，上

に蓋
ふた

をされてドブ川と化していた清
チョン

渓
ゲ

川
チョン

を浄化・復元さ

せた。これらの経歴を前面に押し出し，悪化していた経済

の建て直しをアピールし，国民の支持を取り付けた。 

大統領就任時点では，与党となったハンナラ党は少数派

であり，厳しい政権運営が予想されていたが，４月９日の

総選挙で全議席の過半数を獲得し，政局は安定へ向かった。 

●依然としてプーチン氏の影響の強いロシア 

 ロシアでは 2008 年３月２日に大統領選挙がおこなわれ，

メドベージェフ第一副首相が 70％を超える得票率で当選し，

５月７日にロシアの第３代大統領に就任する。 

 メドベージェフ氏はプーチン大統領の側近で，次期政権

に移行してもプーチン氏は首相の座に残ることになってい

る。この二重権力体制はタンデム（二人乗り）体制と言い

表されるが，実際はプーチン氏が首相の権限を拡大して

「院政」を敷
し

くのではないかとの見方もある。 

●「独立」より経済成長を選んだ台湾 

台湾では 2008 年３月 22 日に総統選挙がおこなわれ，国

民党の馬
ば

英
えい

九
きゅう

･前党主席が民進党の謝
しゃ

長
ちょう

廷
てい

･元行政院長に

大差をつけて当選し，国民党が８年ぶりに政権に復帰した。 

現在の民進党・陳
ちん

水
すい

扁
へん

政権は台湾名義での国連加盟を推

進するなど，中国からの独立志向が強い。このことが中国

を刺激しただけではなく，中台関係の安定化を望むアメリ

カとの関係まで悪化させた。さらに経済の失速や汚職事件

も重なり，有権者の不満は高まっていた。 

馬氏は中国との関係において，主権問題は現状維持のま

ま，投資の開放など経済交流を拡大させ，台湾経済の活性

化を図る政策を採るとみられている。馬氏は５月 20 日に新

総統に就任する予定である。

韓国・ロシア・台湾の政治動向 
解解説説 

４４  

コソボ独立問題 
解解説説 

３３  
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 2008 年２月，アメリカの自治領サイパンで，三
み

浦
うら

和
かず

義
よし

容疑者が，1981 年に起きた妻の一
かず

美
み

さん殺害と共
きょう

謀
ぼう

の容

疑で逮捕された。この事件は「ロス疑惑」といわれ，一美

さん殺害については，日本で無罪が確定した事件であった。 

●ロス疑惑とは？ 

 1981 年 11 月，アメリカのロサンゼルス(ロス)で，三浦

容疑者の妻・一美さんが，何者かに頭を銃
じゅう

撃
げき

され重体と

なり，三浦容疑者も左足を撃たれ負傷した。その後，一美

さんは日本に移送されたが，結局意識不明のまま，事件か

ら約１年後に亡
な

くなった。 

 当初は，悲劇の夫婦として注目を浴
あ

びた三浦容疑者であ

ったが，週刊誌が保険金を狙
ねら

った「疑惑の銃弾」として報

道したため，三浦容疑者に疑惑の目が向けられることにな

った。 

・銃撃事件の３か月前に，一美さんがロスのホテルで何者

かに殴
おう

打
だ

された。 

 →この殴打事件では，三浦容疑者に一美さんの殺人の

依頼を受けたという元女優の犯行の告白があり，後

に元女優は警察に出頭した。 

◆殴打事件 

三浦容疑者 

 1985年：殺人未
み

遂
すい

容疑で逮捕 

 1998年： 高裁 三浦容疑者の控訴を棄
き

却
きゃく

 

     →懲役６年確定(約２年間服
ふく

役
えき

) 

実行犯の元女優 

 1986年：東京高裁 懲役２年６か月確定 

◆銃撃事件 

三浦容疑者 

 1988年：殺人容疑で逮捕 

 1994年：東京地裁 無期懲役 

 1998年：東京高裁 無罪 

 2003年： 高裁 無罪 

●未解決殺人事件に時効なし 

 「ロス疑惑」の場合，三浦容疑者は，日本の 高裁で殺

人容疑について無罪が確定している。なお，日本では殺人

事件は 25 年で時効が成立するが，アメリカでは，未解決

の殺人事件は，原則的に時効がない。そのため，何らかの

新たな証拠などが発見されると，捜査が再開される。ちな

みに，未解決凶悪事件はコールドケースとよばれている。 

 今回の三浦容疑者の逮捕で問題となったのが，「一事不

再理」の原則である。一事不再理とは，判決が確定した事

件について，再び裁判をすることができないという原則で

ある。今回，ロス市警がアメリカの自治領サイパンで三浦

容疑者を逮捕したのは，犯罪人引き渡し条約で日本に引き

渡しを求めても，一事不再理を理由に拒否されると考えた

からかもしれない。 

 三浦容疑者の弁護人は「日本で無罪が確定した事件を再

び裁くことは，一事不再理の原則に反する」と主張してい

る。一方ロス市警は，「合衆国憲法に一事不再理が規定さ

れているが，他の国の判決には一事不再理を適用しないと

の判例がある」としている。また，カリフォルニア州では，

2004 年の州の刑法の改正で「国外で確定した判決に対して

再び同じ罪を問える」ことを明文化している。しかし，

1981 年に起きた事件に対して，2004 年の法改正を適用で

きるのかという問題がある。こうした，さかのぼっての法

の適用は，合衆国憲法やカリフォルニア州憲法で禁止され

ているが，具体的な明記がなく，あやふやな解釈ができる

のが現状である。 

属人主義：自国の国民が外国で起こした犯罪も捜査する。 

属地主義：自国の領域内で起こった犯罪は，犯人の国籍に

かかわらず捜査する。 

日  本：属人主義，属地主義の両方を採用。そのため，

日本国内の外国人の犯罪，外国での日本人の犯

罪も捜査する。 

アメリカ：属地主義を採用。犯人の国籍にかかわらず，ア

メリカ国内での犯罪は捜査するが，アメリカ人

の外国での犯罪は基本的に捜査しない。 

 以上のことからも，「ロス疑惑」の場合，日米両国に裁

判権があり，両国での捜査が可能であった。 

●今後の展開 

 今後の争点は，犯罪の実行を合意しただけで処罰できる

「共
きょう

謀
ぼう

罪」である。共謀罪は日本にはない罪で，実行犯

を特定できなくても，違法行為を実行しなくても有罪とす

ることができる。しかし，犯罪実行の合意の立証には，今

回の場合，日本の協力も不
ふ

可
か

欠
けつ

であるといわれる。また，

共謀罪について，三浦容疑者の弁護人は「銃撃事件で無罪

判決が出されたことは共謀についても無罪が出されたこと

である」と主張している。 

 いずれにしても，結論が出るまでには相当な時間がかか

ると思われるが，今回の逮捕は，日米の司法制度の違いを

浮き彫
ぼ

りにしたといえる。なお，起訴されれば，陪審員に

よる裁判がおこなわれることになる。 

ロス疑惑にみる日米の捜査と裁判 
解解説説 

５５  
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●薬害Ｃ型肝炎とは 

 薬害Ｃ型肝炎の原因は，出産時や手術時に用いられて

いた止血剤フィブリノゲンである。これは人間の血液か

ら製造されており，この血液がＣ型肝炎ウイルスに汚染

されていたため，投薬による肝炎患者が拡大した。フィ

ブリノゲンの危険性は以前から指摘されていた。しかし，

国と製薬会社は対策を 怠
おこた

り，ようやく製薬の回収が始

まったのは1980年代後半になってのことである。 

●救済法の対象者は 

 2008年１月11日，「薬害肝炎被害者救済特別措置法」

が成立し，16日に施行された。福田首相は同法の成立を

受けて，国の責任と被害者・遺族への謝罪を盛り込んだ

談話を発表した。これで薬害Ｃ型肝炎患者を一律に救済

するための制度が整った。 

 今回の救済法で，薬剤の投与によるＣ型肝炎ウイルス

感染者（未発症者を含む）に対して給付金を支払うこと

になった。しかし，薬剤の投与をカルテなどで証明でき

る者に限っており，実際に救済の対象になるのは，約１

万人の薬害Ｃ型肝炎被害者のうち約1,000人である。 

●原爆症認定の新基準とは 

 2008 年１月 17 日，厚生労働省は原爆症の認定に対す

る新たな基準を作成し，４月から運用を開始した。 

 広島・長崎での原爆投下による被爆者は現在約 25 万

人おり，被爆者健康手帳が交付されて医療費が無料とな

っている。そのうち約 22 万人が健康管理手当として月

額約３万 4,000 円を受給している。しかし，月額約 13

万 7,000 円の医療特別手当を受給できる原爆症に認定さ

れているのは約 2,200 人しかいない。これまでの「原因

確率」による認定は，爆心地の距離から被曝線量を推計

して決めていたが，残留放射線などは考慮されていない

ため，認定申請をしても却下されることが多く，処分取

り消しを求める訴訟が相次いでいた。 

 新基準では，これまでの基準で使われていた「原因確

率」という考え方を事実上廃止し，より積極的に原爆症

認定をおこなえるようにした。しかし，新基準に移行し

ても認定を却下される被爆者もおり，被爆者からはさら

なる見直しを求める声があがっている。 

 被爆者らの集団訴訟は続いている。

 

 

 

 

 2007 年 11 月，京都大学の山
やま

中
なか

伸
しん

弥
や

教授らの研究チーム

が，人間の皮
ひ

膚
ふ

から人工
じんこう

多
た

能
のう

性
せい

幹
かん

細
さい

胞
ぼう

（ｉＰＳ細胞）の

作製に成功したと発表した。2008 年４月には，大阪のバイ

エル薬品が山中教授らの研究チームより先に人間の皮膚か

らｉＰＳ細胞の作製に成功したのではとの報道もあり，研

究者間の競争は熾
し

烈
れつ

を極
きわ

めているようである。 

●夢の万能細胞 

 ｉＰＳ細胞はＥＳ細胞（胚
はい

性
せい

幹細胞）と同様，人間のさ

まざまな臓器や組織の細胞に成長する可能性をもっている

万能細胞であり，再生医療の分野で も注目を集めている

研究テーマの一つとなっている。すでに山中教授らは 2006

年に，マウスを使った実験に成功していた。 

 ＥＳ細胞は，患者への移植の際に拒絶反応を伴う。クロ

ーンＥＳ細胞は拒絶反応がないとされているが，ヒトでは

まだ成功していない。いずれにしても受精卵や卵子を使う

ため，材料の入手が難しく，倫理的な問題も孕
はら

んでいる。 

 一方，ｉＰＳ細胞は，皮膚の細胞にウイルスを使って特

定の遺伝子を組み込んだものを培養して作られる。このた

め，拒絶反応の危険性や倫理的な問題も少ないとされる。 

●ｉＰＳ細胞の課題 

 ｉＰＳ細胞はＥＳ細胞と同様の性能をもちつつ，ＥＳ細

胞の欠点を克服している点で画期的であるといえるが，残

されている課題もある。山中教授がｉＰＳ細胞作製の際に

使用したウイルスは「レトロウイルス」と呼ばれ，発がん

の恐れがあるといわれる。また，ｉＰＳ細胞から精子や卵

子などの生殖細胞を作ることが可能であり，倫理的な懸
け

念
ねん

が完全に払
ふっ

拭
しょく

されたわけではない。文部科学省はｉＰＳ

細胞から生殖細胞を作ることを当面禁止するなど，一定の

規制を設けているが，過度の規制は医療技術進歩の停滞を

もたらしかねない。 

 ｉＰＳ細胞研究の進展により，将来的には拒絶反応のな

い臓器移植がおこなえるだけでなく，新薬の実験に用いれ

ば安全性や副作用を調べられるといわれる。今後は文部科

学省が指定した各拠点でｉＰＳ細胞の研究が推進される。 

薬害Ｃ型肝炎訴訟と原爆症認定基準の変更 
解解説説 

６６  

ヒトの皮膚から「万能細胞」誕生 
解解説説 

７７  
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●生活必需品の相次ぐ値上げ 

2007 年６月のマヨネーズの 17 年ぶりの値上げを皮切り

に，食パンやインスタントラーメンなど，食品を中心とす

る生活必需品の値上げが相次いだ。年度替わりの 2008 年

４月には，値上げ品目が一気に拡大した。 

食品・日用品 企業名 値上げ幅 時期 

しょうゆ 

 

ジャム・はちみつ 

牛乳 

紅茶 

食用油 

チョコレート菓子 

カルピス 

バター・チーズ 

アイスクリーム 

焼酎 

チキン 

 

タイヤ 

国内線普通運賃 

国際線普通運賃 

電気代 

ガス代 

ティッシュ・トイ

レットペーパー 

小麦 

ヤマサ醤油 

ヒゲタ醤油 

小岩井乳業 

明治乳業，森永乳業 

キリンビバレッジ 

日清オイリオグループ 

マースジャパン 

カルピス 

雪印乳業 

ハーゲンダッツジャパン 

宝酒造 

日本ケンタッキー・

フライド・チキン 

東洋ゴム工業 

日本航空，全日本空輸 

日本航空，全日本空輸 

電力９社 

都市ガス４社 

大王製紙 

 

 

11％ 

10～17％ 

５％ 

３～10％ 

８％ 

30円～＊ 

15％ 

５％ 

８～10％ 

３～８％ 

５％ 

20円 

 

5.5～８％ 

平均９％ 

６～17％ 

66～156円 

６～162円 

20％ 

 

30％ 

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月16日

５月１日

６月１日

６月２日

４月24日

 

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

６月１日

 

４月１日

▲2008年４月以降のおもな値上げ（「毎日新聞」2008年３月28日を参照） 

＊食用油は１キロあたりの値上げ幅 

●値上げの原因①－原材料価格の高騰，小麦の不作 

相次ぐ値上げの原因の一つに，原材料価格の高騰がある。

背景には，世界人口の増加による小麦や大豆，トウモロコ

シなどの穀物の需要増加がある。また，近年，生活水準の

上昇した中国などの新興諸国で，牛肉などの消費が増加し，

飼料用の需要が増加している。さらに，石油に代わるバイ

オ燃料の開発が進んだことで，その原料となるトウモロコ

シなど穀物の需要が急増したことも影響した。この需要を

見込んでトウモロコシなどへ作付け変更をした農場も多い。

2007 年には，アメリカのサブプライムローン問題（解説❾

参照）により，ヘッジファンドなどの投資・投機マネーが，

欧米の金融市場から原油や金，穀物などの現物市場に移動

し，穀物の価格がつり上がった。穀物のなかでも，パン，

めん類など，幅広い食品の原材料である小麦の影響が大き

い。日本は小麦の約９割を輸入に頼っているが，小麦のお

もな産地であるオーストラリアなどが干
かん

ばつにみまわれ，

2006，07 年は小麦が不作となった。前述のように，バイオ

燃料への注目から，アメリカなどで小麦からトウモロコシ

などへの作付け変更がなされたことも，小麦の生産量減少

につながった。 

●値上げの原因②－原油価格の高騰 

 生活必需品の値上げには，原油価格の高騰の影響もある。

原油価格の高騰は，原材料を海外から輸送する際の燃料費

や石油を原料とする袋やカップといった包装など，コスト

の増加につながった。世界の原油価格は，アメリカ・ニュ

ーヨークのマーカンタイル取引所での原油の取引価格が指

標となっているが，2008 年１月２日，同取引所での原油価

格が史上初の１バレル＝100 ドル台となった。原油の量は，

英語で「たる」を意味するバレル（１バレル＝159 リット

ル）で表され，原油価格は，約 10 年前は１バレル＝10～

20 ドルの安値で安定していた。しかし，2001 年９月のア

メリカ同時多発テロ事件を契
けい

機
き

に，原油の確保をめぐって

中東諸国との摩
ま

擦
さつ

が生じ，原油価格が上昇しはじめた。さ

らに，中国やインドなど，新興諸国の経済発展による原油

の需要急増も原油高の要因となった。2007 年にはアメリカ

のサブプライムローン問題により，投機マネーが原油市場

に流れ，原油価格がつり上がった。原油価格の高騰により，

新規油田の開発や石油に代わる新エネルギーの開発や普及，

新興諸国のエネルギー効率の改善など，多くの検討項目が

あがった。 

●混乱する日本経済－進む円高・ドル安 

物価の上昇（インフレ）は好景気時に進行することが多い。

しかし，この度の物価上昇は原材料費の高騰など，内
ない

需
じゅ

拡大

や賃金上昇をともなわないものであり，企業実績と個人消費

を圧
あっ

迫
ぱく

することが懸念される。また，アメリカのサブプライ

ムローン問題は，ドル売りを加速し，2008年３月，12年ぶり

となる１ドル＝100 円を突破する円高・ドル安の進行ももた

らした。輸出に依存する日本経済にとっては，円高による企

業収益の圧迫も懸念されており，大幅な賃上げも期待できな

いのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲グローバルマネーの動き（「日本経済新聞」2008年３月14日などを参照） 

家計に打撃－生活必需品の値上げと円高の影響 
解解説説 

８８  
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●ガソリン暫定税率 

 ガソリン価格には，原油価格と製造費用のほか，ガソリ

ン税とよばれる税金が含まれる。ガソリン税は，1954 年に

道路整備の財源確保のために設けられた道路特定財源で，

揮
き

発
はつ

油税と地方道路税があり，用
よう

途
と

は道路整備に限定され

る。石油危機による原油価格の高騰から，1974 年，ガソリ

ン消費の抑制などを目的としてガソリン税の税率を一時的

に上げる暫定税率の措置がとられた。暫定税率は延長を繰

り返し，下げられることはなかった。2008 年１月のガソリ

ン１リットルの価格 153 円では，ガソリン税が 53.8 円と

３分の１を占め，そのうち暫定税率分は 25.1 円で，年間

では２兆 6,000 億円にのぼる。ガソリン税の暫定税率の期

限切れが，2008 年３月 31 日に迫
せま

ったため，暫定税率をめ

ぐり，与野党が対立した。野党・民主党は，福祉や教育な

ど道路以外にも用途を広げるため，道路特定財源の全額一

般財源化を主張し，ガソリン税の暫定税率の廃止を主張し

た。一方，福田首相は地方の道路整備の遅れなどから，ガ

ソリン税の暫定税率の扱いについて 2009 年度分以降，環

境問題や財政事情を踏
ふ

まえ検討するとし，道路特定財源の

2009 年度からの全額一般財源化を主張した。与野党の主張

は平行線をたどり，ガソリン税の暫定税率は期限切れを迎
むか

えた。そのため，世界規模での原油の高騰が続く（解説❽

を参照）なか，2008 年４月１日，日本国内のガソリン価格

が値下げされだした（解説❶を参照）。国民生活の混乱が

懸念される。 

●新銀行東京 

 2008 年３月，東京都議会本会議で，経営危機に陥
おちい

った

新銀行東京への 400 億円の追加出資を盛り込んだ補正予算

が成立した。同行は，貸出金を５分の１に減らし，ベンチ

ャー向けの融資を強化するなどの業務展開によって，2011

年度の黒字化をめざす。新銀行東京は，石原都知事が２期

目の選挙公約に掲
かか

げ，東京都が 1,000 億円を出資し，2005

年４月に開業した。同行は，金融機関の貸し渋
しぶ

りなどで資

金調達に苦しむ都内の中小企業の支援を目的とし，無担

保・無保証で融資をおこなった。しかし，融資先の企業の

経営破
は

綻
たん

や返済の遅れなどから，同行の経営は悪化し，開

業３年で 1,016 億円もの累積赤字をかかえた。同行の存続

が疑問視されるなか，都は融資先の経営や預金の払い戻し

などの事後処理にかかる費用などを理由に，追加出資を認

めた。しかし，議会では，経営難に陥った経緯について実

態が解明されず，都民の税金による再建には批判が強い。 

●日本の地図が変化する？ 

 日本の面積は毎年少しずつではあるが広くなっている。

ちなみに，1988 年 10 月現在では 37 万 7,719.76ｋ㎡であ

ったが，2007 年 10 月現在では 37 万 7,929.99ｋ㎡である。

なぜ，このように面積が広くなったのだろうか。理由は埋
うめ

立
た

てである。 近では，関西国際空港や横浜八
はっ

景
けい

島
じま

の埋立

てなどが有名である。 

 また，地名の変更によっても地図が変化する。たとえば，

市町村合併による地名の変更がある。そのほかにも， 近

では歯
はぼ

舞
まい

諸島の名称を歯舞群島に，硫黄島の呼称を「いお

うじま」から「いおうとう」に変更しているが，これらの

変更は，国土地理院と海上保安庁によって決定された。 

●さまざまな問題をかかえる中国 

 中国は，2008 年の北
ペ

京
キン

オリンピック，2010 年の上
シャン

海
ハイ

万

博を控え，めざましい経済成長を遂
と

げ，国内総生産(ＧＤ

Ｐ)は，アメリカ，日本，ドイツにつぎ世界第４位である。 

 しかし，中国をめぐっては昨年あたりからさまざまな問

題が噴
ふん

出
しゅつ

してきた。食品・玩
がん

具
ぐ

・薬品など多
た

岐
き

にわたる

分野で，安全性が問われる事件が世界中で相次いだ。日本

でも，中国製の冷凍餃
ぎょう

子
ざ

から殺虫剤の成分が検出された

問題があったが，中国は「中国側には問題ない」との姿勢

を崩
くず

さず，日中で見解に相違があり，真相は不明である。 

 また，以前から中国の著作権に対する甘さが指摘されて

いるが，有名なものにアメリカのディズニーや日本の漫画

のキャラクターを模
も

倣
ほう

した国営遊園地がある。そのほかに

も，北京国際空港で日本の新幹線の写真を無断で使用した

巨大看板を 2007 年 11 月から掲示するなど，いまだに意識

の低さが指摘されている。国をあげての対策が求められる。 

 中国国内の大きな問題の一つとして民族問題がある。

2008 年３月には，チベット自治区で中国政府に対する抗議

行動が発生したが，中国は高圧的な態度をとっている。そ

のため，北京オリンピックの開会式をボイコットするとの

声明を出している国もあり，国際的に非難の声があがって

いる。今後の中国の対応が注目される。 

●サブプライムローン問題（公民最新資料・データ第17号を参照） 

 アメリカのサブプライムローン（低所得者向け住宅ロー

ン）の焦
こ

げ付きに端
たん

を発する経済状況の世界的な悪化。ア

メリカの証券会社の報告によると，世界の金融機関や投資

ファンドなどが被
こうむ

る損失は約120兆円に上る可能性があ

るという。また，この影響によるドル売りで円高が進み，

日本の輸出企業は打撃を受けることになる。

話題のニュースを解説 
解解説説 

９９  
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①一般会計予算(財務省資料) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解説 2008年３月28日，2008年度一般会計予算が成立した。「ねじれ国会」の下で，予算政府案は参議院本会議で否決さ

れたが，憲法 60 条に規定されている「衆議院の優越」によって両院協議会を経て成立した。予算総額は 83 兆 613 億円で，

史上２番目の規模となった。これは，歳出面において前年度比で社会保障関係費が 3.0％，地方財政関係費が 4.6％と大幅

に増えたことが影響している。国債費（-4.0％）や公共事業関係費（-3.1％）などは減少した。また，「地域活性化」「生

活の安心・安全」「成長力の強化」「環境立国戦略」「教育の再生」を重点分野として予算を計上している。歳入面では，

「埋
まい

蔵
ぞう

金」といわれる特別会計積立金を取り崩して国債費にあてたため，公債の発行は４年連続減少した。なお，特定分

野ごとに歳出入を管理する特別会計は 178 兆円（歳出純計）で，前年度から３兆円増えた。特別会計には道路などの特定

財源や一般会計の一部が繰り入れられている。 

 

②公債依存度と公債残高の推移(財務省資料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解説 2008 年度の一般会計予算のうち，税収不足を補うための新規国債発行額は，前年度当初予算より 840 億円減り，

25 兆 3,480 億円，公債依存度は 30.3％となった。しかし，公債残高は前年度より６兆 6,393 億円増え，553 兆 3,118 億

円となる見込みである。対ＧＤＰ比は 105.0％と高い水準であり，国の借金拡大には歯止めがかかっていない。また，財

政の健全度を示すプライマリーバランス（基礎的財政収支）をみると５年ぶりに悪化しており，現在目標となっている

2011年度の黒字化は達成困難な状況である。 

第一学習社版 教科書・副教材のデータ更新等 

関連するページ

●教科書 

 現社 026  p.86 

 現社 027  p.76 

 政経 020  p.108

 政経 025  p.68 

●副教材 

 クロ現社  p.86 

 新現社  p.91 

 新政経  p.187

関連するページ

●教科書 

現社 026  p.90 

  現社 027   p.77 

  政経 020   p.113

 政経 025   p.71 

●副教材 

  クロ現社   p.90 

  新現社   p.93 

  新政経   p.190
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③財政投融資計画(財務省資料) 

 

 解説 「第二の予算」ともよ

ばれる財政投融資の 2008 年度

計画の規模は13兆 8,689 億円

(対前年度比-2.1％)，となり，

９年連続で削減された。原資

のうち，地方公共団体に貸し

付けていた郵便貯金資金と簡

易生命保険資金は 2007 年度以

降，計上されていない。 

 

④日本銀行の金融政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解説 現在の政策金利はコールレートであり，公開市場操作を通じたコールレートの誘導が主要な金融政策となっている。公定

歩合は金利の自由化に伴い預金金利との直接的な連動性がなくなったため，政策金利としての意味合いがなくなっている。また，

公定歩合の統計データの名称は，2006 年８月に「基準割引率および基準貸付利率」に変更されており，政策金利であるコール

レートの上限を画する役割を担うようになっている。そのため，2007 年度版教科書では「公定歩合操作」からコールレートを

政策金利として操作する「政策金利操作」に変更したが，その後，2007 年８月に日本銀行から金融政策に関する発表があり，

2008 年度版教科書からはコールレートを政策金利として誘導する政策を「公開市場操作」に含み，「公開市場操作」と「預金準

備率操作」の２つに整理している。 

 

教科書 現社 026→改訂版 現代社会 

現社 027→改訂版 新現代社会 

政経 020→改訂版 政治・経済 

政経 025→改訂版 新政治・経済 

 副教材 クロ現社→クローズアップ現代社会

新現社→最新現代社会資料集 

新政経→最新政治・経済資料集 

 
 

  

 

 

●ＧＩＳ・国土の情報 

国土地理院◆http://www.gsi.go.jp/ 

ホームページで，都道府県・市町村の面積や日本の山岳の標高など国土に関する情報を提供。 
 

●予算・公債・財政投融資の情報 

財務省◆http://www.mof.go.jp/ 

 ホームページで，予算・決算，公債，税制，財政投融資など財政に関する情報を提供。 

資料編に関連するホームページのＵＲＬ 

関連するページ

●教科書 

  現社 026   p.87 

  現社 027   p.76 

  政経 020   p.110

  政経 025   p.69 

●副教材 

 クロ現社  p.87 

 新現社  p.93 

 新政経  p.188

関連するページ

●教科書 

 現社 026  p.93 

 現社 027  p.78 

 政経 020  p.118

 政経 025  p.74 

●副教材 

 クロ現社  p.95 

 新現社  p.98 

 新政経  p.199 

http://www.gsi.go.jp/
http://www.mof.go.jp/
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