第５考査 アジア史

問題

Ⅰ、[ ]にいれるべき適語を語群から選び記号で記せ。
（ただし数字は自分で考えて記せ）
。
また下線部についての設問に答えよ。
1945年、日本の侵略を退けた中国では内戦が発生、[ 1 ]年毛沢東率いる中国共産党軍が、国民政府を[ 2 ]におい
やり、[ 3 ]を建国した。しかし1950年[ 4 ]戦争をきっかけにアメリカなどとの間で激しく対立した。他方、1953年からの第
一次５カ年計画に成功すると、①1958年からは[ 5 ]政策ともよばれる第二次５カ年計画を開始した。
こののち、台頭してきたのが[ 6 ](国家主席)と[ 7 ]である。しかし彼らの改革がすすむなかで権力を失うことをおそれ
た毛沢東は、②1966年プロレタリア文化大革命をおこし、彼らを権力の座から引き下ろした。さらに③ソ連との間の対立も
激化した。
このような中国に接近したのがアメリカである。1971年、アメリカのキッシンジャー補佐官は突如訪中、翌年には[ 8 ]大
統領が中国を訪問、国交回復を行った。またアメリカなどの妨害で実現しなかった[ 9 ]での中国代表権も1971年に承認
された。これをうけ、1972年には[ 10 ]の首相も訪中し、国交正常化を実現した。
1971年、復権した[７]は文革推進派と争いつつ力を伸ばしたが、[ 11 ]年4月いったん失脚、しかし同年９月 の毛沢東
死亡につづく政変の中で三たび復活、④外資なども積極的に導入し経済発展を図ろうとする[ 12 ]路線をすすめ、中国
は急速な経済発展を実現、2010年には国民総生産（ＧＤＰ）で世界第[ 13 ]位になることが確実視されている。しかし1989
年には学生を中心とする民主化運動を武力で鎮圧する第二次[ 14 ]事件が発生、2008年には⑤チベットで、2009年には
新疆ウイグルで民族暴動が発生する一方、⑥経済発展に伴うさまざまな問題の存在も指摘されている。
(ｱ)劉少奇 (ｲ)鄧小平
(ｺ)天安門 (ｻ)五四

(ｳ)朝鮮 (ｴ)日本 (ｵ)台湾 (ｶ)国際連合 (ｷ)門戸開放 (ｸ)大躍進
(ｼ)中華人民共和国 (ｽ)中華民国 (ｾ)ニクソン (ｿ)ジョンソン

(ｹ)改革開放

＜設問＞
①下線部①の内容について述べた文を１つ選べ。
(ｱ)重工業化をすすめるため、ソ連の協力を得て近代的な製鉄工場を中国全土で建設させた。
(ｲ)世界から大量の資金を導入、資本主義的な手法も導入して経済発展をめざした。
(ｳ)強引な農業の集団化を実施し、人民公社の設立を強行した。
(ｴ)農民を動員して、大運河の開削を再開した。
(ｵ)この政策の成功で、中国のＧＮＰは世界第５位にまで上がった。
②文化大革命とは関係のない内容を１つ選び、記号で記せ。
(ｱ)百家争鳴・百花斉放運動をすすめ、共産党にたいする批判的な発言を禁止した。
(ｲ)自らの権力が失われると感じた毛沢東が、権力をとりもどすために呼びかけさせた。
(ｳ)毛沢東の支持をうけた若者を中心とする紅衛兵とよばれる一団が出現、過激な行動をくり返した。
(ｴ)党幹部や企業経営者などが走資派、修正主義者などとして攻撃され、その地位を奪われていった。
(ｵ)この中で軍の実力者林彪が後継者として指名されたが、クーデターに失敗、死亡した。
③新中国成立後の中国とソ連の関係について記した以下の文で誤りを含むものを１つ選び、記号で記せ。
(ｱ)毛沢東は、ソ連でのスターリン批判や平和共存を修正主義と批判、両国の間で論争が発生した。
(ｲ)チベット暴動をきっかけに国境紛争が深刻化した。
(ｳ)1969年中ソ国境のウスリー川の中州珍宝島で軍事衝突が発生した。
(ｴ)1989年ソ連書記長の訪中により中ソ対立は終了した。
④1977年発表された工業や軍事などの各分野で世界のトップをめざすというスローガンは何か。
⑤1959年のチベット暴動以降、インドで亡命政権を樹立したチベット仏教の宗教指導者はだれか。
⑥現在の中国においてどのような問題が存在しているのか、文中に述べた以外の例を一つ以上示し、その内容を簡単に
説明せよ
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Ⅱ、[ ]に入れるべき適語を選んで記号で記し、下線部についての設問に答えよ。
ヴェトナムは19世紀以来フランスの植民地となっていたが、1940年には[ 1 ]軍が進駐、これにたいし共産主義者[
2 ]は[ 3 ]を結成してゲリラ戦を繰り広げ、1945年9月ヴェトナム民主共和国の独立を宣言した。しかしフランスがこれ
を認めなかったため[ 4 ]戦争が発生、1954年の[ 5 ]の戦いで圧勝したヴェトナム軍が勝利した。
こうして、①ジュネーブ協定にもとづきフランスは撤退したが、②アメリカはジュネーブ協定を無視して[ 6 ]を大統領
とするヴェトナム共和国（南ヴェトナム）を樹立、これに対し反対勢力は[ 7 ]を結成、ゲリラ闘争をすすめた。ゲリラ戦に
手を焼いたアメリカ[ 8 ]大統領は1965年の[ 9 ]事件をきっかけに地上軍の投入と北ヴェトナムへの爆撃（北爆）を
決定、戦争が本格化した。1967年③ＡＳＥＡＮを結成させるなど南ヴェトナム支援を強めた。しかし戦争が泥沼化するなか
アメリカ内外での反対運動が激化するなか大統領は次期大統領選出馬を断念した。
かわって大統領となった共和党の[ 10 ]は「名誉ある撤退」を説いたがうまくいかず、逆に戦線をラオスや④カンボジ
アなどに拡大した。
1973年、パリ和平協定が調印されると米軍はヴェトナムから完全に撤退、その後も戦闘は続いたが1975年、北ヴェトナ
ム軍と解放戦線軍が南ヴェトナム全土を占領、1976年にはヴェトナム統一が実現した。
しかし1978年ヴェトナムが、[ 11 ]に侵攻、親ヴェトナム政権を樹立し、国際的な非難を浴びたため戦後復興は進ま
なかった。しかし1989年この国からの撤退が実現、国内においても積極的な外資導入を図る[ 12 ](刷新)政策をすす
むなか急速な経済発展をすすめている。
(ｱ)ニクソン (ｲ)ケネディ (ｳ)インドシナ (ｴ)ジョンソン (ｵ)ホーチミン (ｶ)カンボジア (ｷ)トンキン湾
(ｸ)ディエン＝ビエン＝フー (ｹ)ファン＝ボイチャウ (ｺ)ゴ＝ディン＝ディエム
(ｻ)日本 (ｼ)ドイモイ
(ｽ)イギリス (ｾ)自由ヴェトナム政府
(ｿ)ヴェトナム独立同盟 (ﾀ)南ヴェトナム解放民族戦線

（設問）
①この協定のなかで、国民投票によって帰属を決めることになったのは北緯何度より南のヴェトナムであったのか。解答欄
の指示に従って数字を記せ。
②アメリカはなぜジュネーブ協定を無視したのですか、解答欄の指示に従って記しなさい。
③ＡＳＥＡＮの正式名称をいえ

Ⅲ、[ ]に入れるべき適語を記し、下線部についての設問に答えよ。
第二次大戦末期から姿を見せていた東西間の対立は戦争終了とともに激化していた。1946年の英の元首相チャーチ
ルが①アメリカ・フルトンでおこなった演説はまもなく現実化する｢冷戦体制｣を予測させるものであった｡冷戦は、1947年､
アメリカが ②トルーマン＝ドクトリンを発表、さらに[ 1 ]と呼ばれるヨーロッパ経済復興援助計画を実施したことで公然
化する｡1949年にはアメリカ・カナダと西ヨーロッパ諸国の間の軍事同盟[ 2 ]も結成された。
これに対してソ連側は1947年[ 3 ]＝国際共産党情報局を設立して共産主義勢力の結びつきを強化、さらに1949年
には経済協力機構も結成した。こうしたヨーロッパにおける対立は1948年に③ベルリン危機という形で現れ、1950年には
東アジアで④朝鮮戦争が勃発し、⑤東アジアは一挙に東西冷戦の最前線と変わり、⑥冷戦は地球的規模に拡大した。
1953年以降は冷戦はいったん収束に向かったかに見えた。1953年、ソ連の指導者[ 4 ]が死亡、かわって権力を握
った[ 5 ]第一書記（書記長）は⑦これまでの共産主義やソ連のありかたへの見直しをおこない、⑧国際的にも緊張緩
和がすすみ、世界はこうした動きを「雪解け」と歓迎した。
こうした「雪どけ」をもたらしたもう一つの要因は、これまで帝国主義的支配を受けてきた ⑨アジア＝アフリカ諸国のあ
いだで「非同盟・中立」という考えが広がってきたことである。1954年、インドの[ 6 ]首相と中国の周恩来は、世界に⑩
「平和五原則」を発表、これをうけて ⑪インドネシアの[ 7 ]でアジア=アフリカ会議が開催され、1961年にはユーゴスラ
ビアの首都ベオグラートで[ 8 ]会議が開催された。
1960年代になると再び冷戦は激化する。1961年、東ドイツは、東からの人口流出を防ぐために「[ 9 ]」を構築、⑫19
62年のキューバ危機で米ソ対立は頂点に達し世界は核戦争の危機の直面する。
≪設問≫
①この演説でチャーチルは東西ヨーロッパの間に何があると発言したのか、記せ。
②トルーマン=ドクトリンの内容をしめした以下の短文の空欄に適語を入れよ。
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ソ連を中心とする東側共産主義陣営の（

）をはかるという政策

③ベルリン危機について説明したものを指摘せよ。
(ｱ)西側占領地区での通貨改革に反発して西ベルリンへの交通路を封鎖した事件である。
(ｲ)東地区からの人口流出のために西ベルリン周辺を壁で囲った事件である。
(ｳ)ベルリン上空でアメリカ偵察機が爆撃された事件である。
(ｴ)ベルリン沖でアメリカの軍艦が砲撃を浴びたとして、東ドイツを爆撃した事件である
(ｵ)アメリカが西ベルリンに核ミサイル基地を建設したことに抗議して、ソ連が西ベルリンへの交通を遮断しようとした事件
である。
④朝鮮戦争、および朝鮮半島について以下の問いに答えよ。
(1)第二次大戦後、朝鮮半島ではアメリカとソ連の軍事占領がおこなわれていた。両軍の間の軍事境界線は北緯何度に
引かれていたか。
(2)朝鮮戦争当時の朝鮮民主主義人民共和国の指導者の名をいえ。
(3)この戦争の過程について誤りを含むものを選び、記号で記せ。
(ｱ)朝鮮の統一をめざす韓国軍の侵入によって開始された。
(ｲ)北朝鮮は一挙に南進し、韓国軍を釜山付近においつめた。
(ｳ)アメリカ軍を主力とする国連軍が介入、北朝鮮軍を中国国境付近まで追いつめた。
(ｴ)中国は人民義勇軍という形で大軍を投入、戦局は一変した。
(ｵ)この戦争においてアメリカは核兵器の使用を検討した。
⑤(1)1956年のソ連共産党第20回大会席上でこの第一書記が行った秘密報告をなんというか。
(2)こうした動きを受け自由化改革をすすめたが、ソ連などの介入を受けた国を選び記号で記せ。
(ｱ)ポーランド

(ｲ)チェコスロバキア

(ｳ)ユーゴスラビア

(ｴ)ブルガリア

(ｵ)ハンガリー

⑥以下の出来事でこの時期（1953～60）に実現したものでないものを選び記号で記せ。
(ｱ)ソ連第一書記のアメリカ訪問が実現した。
(ｲ)ジュネーブで米ソ英仏の4カ国の首脳による会談（四巨頭会談）が実現した。
(ｳ)板門店で朝鮮戦争の休戦協定が実現した。
(ｴ)米ソ首脳間の直通電話(ホットライン)が設置された、
⑦日本の独立もこうした状況下、西側陣営に組み込まれる中で実現する。1951年、日本の独立を認めた講和条約の名を
いえ。
⑧この時期、西側陣営によってつくられた反共的国際機構(Ａ群)の参加国をＢ群から選び、記号で答えよ
（Ａ群）(A)ＭＥＴＯ

(B）ＳＥＡＴＯ

(Ｃ)ＡＮＺＵＳ

（Ｂ群） ア）米・オーストラリア・ニュージーランド
イ）米・英・仏・伊・蘭・ベルギー・カナダ・ルクセンブルク・ノルウェーなど
ウ）英・トルコ・パキスタン・イラン・イラク
エ）米・ブラジル・メキシコ・アルゼンチン・ペルー・チリ・ニカラグアなど
オ）米・英・オーストラリア・ニュージーランド・パキスタン・タイ・フィリピン
⑨アフリカの諸国について記した以下の文で誤りを含むものを１つ選べ。
(ｱ)エジプトのソ連接近に反発したイギリスなどはアスワン＝ハイダムへの援助をうち切った。
(ｲ)スエズ運河国有化をきらったイギリス・フランスはイスラエルとともにスエズ戦争を始めたが、世界の批判を浴び撤退し
た。
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(ｳ)フランス領ナイジェリアの独立運動はフランスの政変をも引き起こした。
(ｴ)1957年エンクルマを指導者として初の黒人共和国ガーナが独立を達成した。
(ｵ)1960年アフリカでは１７の新興独立国が成立し「アフリカの年」とよばれた。
⑩平和五原則に含まれないものを1つ選び、記号を示せ。
(ｱ)領土主権の相互尊重、(ｲ)相互不可侵、(ｳ)連ソ容共、(ｴ)内政不干渉、(ｵ)平等互恵、(ｶ)平和共存
⑪この会議の主宰者の一人で、「インドネシア建国の父」といわれた人物を選び、記号で記せ。
(ｱ)レザ=ハーン、(ｲ)スハルト、(ｳ)スパルタ、(ｴ)スカルノ、(ｵ)マハディール
⑫キューバについて説明した以下の文章について誤りを含むものを１つ選べ。
(ｱ)アメリカ資本に後押しされた大統領が1930年代後半から独裁政治を行っていた。
(ｲ)フィデル＝カストロはソ連の支援を得、それまでの政権を倒し、社会主義政権をうち立てた。
(ｳ)アメリカのキューバ侵攻計画を知ったカストロはソ連の核ミサイル基地を建設した
(ｴ)アメリカはキューバに対する海上封鎖を行ったため、世界は一触即発の危機に立たされたが、ソ連の譲歩により危機
は回避された。

Ⅳ、文中の[
記せ。

]にいれるべき適語を語群より選び記号で記せ。ただし年号は自分で考えて

キューバ危機の回避によって冷戦の緩和に向いかけた世界はふたたび東西対立の時代を迎えた。フルシチョフ失脚後
ソ連の指導者となった[ 1 ]は緊張緩和にも、東ヨーロッパの自由化にも否定的であり、国内政策でも保守的な立場をと
り続け、世界の共産主義者らの離反も進んだ。
他方、西側陣営も硬直的な姿勢をとりつづけていた。アメリカは第三世界などへの社会主義化を阻止すべく工作をつ
づけた。とくに1981年米大統領となった共和党の[ 2 ]大統領は「強いアメリカ」をめざし軍事力の増強をはかるとともに
強硬な反共外交をすすめた。
こうした状況は1985年、[ 3 ]がソ連の書記長に就任することで一変した。かれは[ 4 ]というスローガンで硬直化し
た政治経済システムの「立て直し」をはかるとともに、情報公開を意味する[ 5 ]をすすめた。さらに外交面では[ 6 ]
外交を掲げ西側指導者との精力的な話し合いをすすめ、[ 7 ]年のマルタでアメリカ大統領と会談で世界に対し[ 8 ]
構造の終結を宣言した。
(ｱ)ブッシュ(父）(ｲ)ペレストロイカ (ｳ)ブレジネフ (ｴ)グラスノスチ (ｵ)レーガン (ｶ)ゴルバチョフ
(ｷ)エリツィン (ｸ)ナショナリズム (ｹ)封じ込め (ｺ)平和共存 (ｻ)新思考 (ｼ)社会主義 (ｽ)冷戦

Ⅴ、(公開問題）次のいずれかの問題を選択し、答えよ。
（１）1971年のニクソン=ショック（ドル=ショック）について、その背景、内容、結果を記せ。
（２）「ベルリンの壁」崩壊が世界にどのように変えたか、自由に論ぜよ。
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