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現代史 ET-E （核の脅威＋ベトナム）

現代史 考査問題(５)

Ⅰ[ ] 内にいれるべき適語を記せ。また下線部についての設問に答えよ。

1952 年のアメリカ大統領選挙に当選したのは、①共産主義との戦いを主張した軍人[ 1 ]であった。そ

の翌年、 1953年３月長くソ連を指導してきた独裁者[ 2 ]が死亡した。かれのあとをついだ共産党第一書

記の[ 3 ]は、 1955年ジュネーブで開かれた[ 4 ]で、アメリカ側がソ連の核兵器をおそれている事を知

り、①いっそうの核軍拡をすすめる決意を固めた。彼は[ 5 ]スプートニク１号の打ち上げ成功で科学技

術面で西側への優位を確立したとの自信を得、②核戦略においてもアメリカと対等な地位を獲得、③「ミ

サイル＝ギャップ」ということもいわれた。国際政策においては両陣営の[ 6 ]をとなえ、東西間の[ 7

]政策をすすめることを表明、 1959 年には自ら[ 8 ]を訪問し、米大統領との間でキャンプデーヴィッ

ド会談を持つに至った。

国内では 1956 年のソ連共産党第２０回大会で[ 9 ]を行ない、世界の共産主義陣営に衝撃を与えた。

また政治犯の釈放、言論統制の緩和などもすすめ、ソ連国民や世界から「雪解け」と歓迎された。しかし

④かれのこうした行動は思わぬ波紋を招くことにもなった。

1960 年５月、アメリカの[ 10 ]がソ連に撃墜され、両国の関係は再び緊張した。また⑤「ベルリンの

壁」がベルリン情勢も緊迫するなか、 1961 年 10 月にはキューバ危機が発生、世界は核戦争の寸前に至っ

た。こうして世界は⑥核の均衡ということのもつ危うさをおもいしらされた。

キューバでは、アメリカ資本が地主と結びサトウキビ農場や製糖工場の大部分を支配する一方、 1940

年以来独裁支配が続いていた。これに反対した 1959 年[ 11 ]はゲバラらとともに、ゲリラ戦をすすめ、

政権を獲得、農地改革をすすめた。しかしこういった政策はアメリカ資本の反発を買い、アメリカ 1961 年

キューバと断交し、武力侵攻をはかった。これにキューバは社会主義化を宣言、[ 12 ]への接近をはか

った。その後、ソ連はアメリカの侵攻に備えるべく[ 13 ]基地建設をすすめた。この事実を知ったアメリ

カはミサイル基地撤去をめざし、[ 14 ]という強硬策にでた。結局、この危機はソ連がミサイルの撤去

を決めたことで回避されたが、世界は核戦争寸前の危機をむかえたのである。この時の反省から米ソ両

国の首脳の間に直通電話（ホットライン）が引かれ、 1963 年には[ 15 ]条約が米英ソの間で締結される

にいたる。しかしこの年、⑦米大統領がテキサス州ダラスで暗殺され、 1964 年の政変でフルシチョフも失

脚、ブレジネフが書記長となると東西対話の風潮は弱まり、「冷戦」状態が続いていく。

＜設問＞

① (1)核軍拡競争について不適切なものを１つ選べ。

ア．アメリカは中部太平洋のビキニ環礁などで核実験をくり返していた

イ．太平洋での水爆実験の結果、日本のマグロ漁船第５福竜丸が被爆をし、ついに死者を出した。

ウ．アメリカでは核実験に兵士が参加させられたため現在も放射能障害で苦しんでいる者も多い。
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エ．両国は核軍拡をとめるため、 1955年核実験を全面的に中止する条約を結んだ。

(2)彼が、「核兵器の開発こそが世界の平和につながる」と考えるようになった理由をいいなさい。

②スプートニクの技術を利用し、ソ連がアメリカ先駆けて開発し、核戦略においてアメリカと対等となった

といわれた兵器とは何か。

③こうした議論に対し、当時の米大統領は軍事予算の拡大を拒絶した。その理由をいえ。

④この結果、どのような事態が発生したのか。

ア．東ヨーロッパのハンガリーでソ連に反対する暴動が発生した。

イ．チェコスロバキアでは自由主義化の動きが高まり「プラハの春」といわれた。

ウ．ポーランドでは、自主管理労働組合「連帯」が結成された。

エ．東ヨーロッパの社会主義国で次々と自由化が進み、社会主義陣営は消滅した。

⑤ソ連側が「ベルリンの壁」を構築した理由を記しなさい。

⑥ビデオのなかでキューバ危機では核の均衡論が破綻したといっていましたが、その理由は何ですか。

⑦この大統領が暗殺された原因は何だと思うか、授業で学んだことをもとに自由に想像して記しなさい。

Ⅱ[ ] 内にいれるべき適語を語群より選び記号で答えよ。また下線部につ

いての設問に答えよ。

ヴェトナムは七年間にわたる[ 1 ]戦争で[ 2 ]の指導の下にフランスを破ったが、戦争の末期から介入

を進めた①アメリカは強引な南部の分離工作を進め、南部ではアメリカの影響下に[ 3 ]政権が生まれ

た。しかしこの政権の独裁的なやり方に対し ②仏教徒を中心とする抗議行動がすすめられ、 1960 年に

は[ 4 ]も結成された。こうしたなかこの政権が人心を失ったことに危機感を持ったアメリカの支持のも

と、 1963年 11月政府軍が[ 5 ]をおこした。しかしその後も、抵抗運動がつづいた。

こうした抵抗に手を焼いたアメリカは 1965 年８月 ③トンキン湾事件をきっかけに議会から報復のため

のあらゆる手段を用いる権限が与えられた。

しかし解放戦線側は反撃を強めた。アメリカも[ 6 ]の軍事拠点への報復爆撃をつづけた。これを北爆

という。こうしてアメリカは大量の地上軍派遣にふみきり、この年の末には 18万人に達した。

しかしアメリカが圧倒的な物量を投入したにもかかわらず、④アメリカは解放戦線側の前に苦戦を強い

られた。戦局を楽観視していたアメリカに衝撃を与えたのは 1968年１月の[ 7 ]攻勢であった。 解放戦線

は南ベトナム各地で蜂起し、首都サイゴンでは[ 8 ]が６時間にわたり占拠され、古都フエでは 25 日間激

戦がつづくなど「アメリカ優勢」という事に人々は疑問をもち、⑤この戦争の「正義」についても疑問が持

たれるようになり、アメリカ内外で反戦運動が高まっていった。

ヴェトナム戦争はアメリカ社会に大きな亀裂を作り出した。アメリカのテレビ局ＣＢＳの依頼で取材された

北ヴェトナムのようすは北爆が[ 9 ]以外にも加えられ一般民衆も犠牲になっていることを示した。国

内では戦争反対の気運が高まり、[ 10 ]を拒否するなど戦争に荷担したくないという人々が増えてき
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た。 1967年ワシントンで開かれた反戦集会には[ 11 ]も参加、反戦の意志を明確にしていった。

この攻勢をきっかけに米大統領[ 12 ]の信頼は揺らぎはじめた。大統領選挙で反戦を説く候補が大き

な支持を得、情勢が不利とみた大統領は大統領選不出馬を表明した。 1968 年８月、大統領候補を決定す

るためシカゴで開催された民主党大会は戦争反対を求めるデモ隊に警官隊が襲いかかり、[ 13 ]と呼

ばれるような凄惨な状況となった。

かわって大統領となった共和党の[ 14 ]は戦争の米軍の部分的撤退と米兵の役割を[ 15 ]に肩代わり

させる方向をめざしたが、うまくいかず、北爆を再開するとともにヴェトナム軍の補給路となっているラ

オス・[ 16 ]に戦線を拡大、戦争はインドシナ全土に広がった。また彼は反戦運動の高まりに対抗するため

ニクソンは彼が「[ 17 ]」と呼んだ人々への呼びかけを強め、ニューヨークでは[ 18 ]層を中心とする

大統領支持派と反戦派のデモ隊が衝突するという自体も発生、アメリカ社会の亀裂が広がっていった。

1973 年、[ 19 ]和平協定が調印され、米軍はヴェトナムから完全に撤退し、ラオスにおいても和平が実

現した。そして 1975 年になると北ヴェトナム軍と解放戦線は一気に攻勢に転じ、ついに[20]の町を占領

し、翌 1976年にはヴェトナム統一を完成させ、ヴェトナム社会主義共和国が成立した。

(ｱ)インドシナ (ｲ)ニクソン (ｳ)キング牧師 (ｴ)ネオ＝コンサバティブ (ｵ)ホーチミン (ｶ)テト

(ｷ)ゴ＝ディン＝ディエム (ｸ)ジョンソン (ｹ)パリ (ｺ)クーデタ (ｻ)ロバート＝ケネディ (ｼ)サイゴン

(ｽ)サイレント＝マジョリティ (ｾ)カンボジア (ｿ)北ヴェトナム (ﾀ)ブルーカラー (ﾁ)ホワイトカラー

(ﾂ)アメリカ大使館 (ﾃ)国会議事堂 (ﾄ)南ヴェトナム解放民族戦線 (ﾅ)南ヴェトナム政府軍

(ﾆ)ＮＡＴＯ軍 (ﾇ)ヴェトナム独立同盟 (ﾈ)軍事施設 (ﾉ)徴兵 (ﾊ)血の日曜日 (ﾋ)流血の日 (ﾌ)良識派

＜設問＞

①アメリカがインドシナへの介入をすすめた理由を説明した以下の文でもっとも適切と思うものをいえ。

ア．この地域を植民地にしようと感じた。

イ．ベトナム軍がカンボジアに侵入したので。

ウ．国際連合が、この地域の紛争の解決を依頼してきたので。

エ．アジアでの共産主義化が進み、このままでは東南アジア全般が共産化するとおそれた。

②仏教徒はどのような形で政府への抗議を行ったのか。

③トンキン湾事件とはどのような事件か、説明せよ。

④こうしたなかでアメリカ軍はベトナム民衆にどのような行為を行ったのか。文中に書いてある内容以外

で例を記せ。

⑤こうした疑問のきっかけとなったのは、ヴェトナム政府の警察署長が行った違法行為を全世界のマスコ

ミが配信したことも大きな原因となっている。それはどのような行為であったか。
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Ⅲ[ ] 内にいれるべき適語を語群より選び記号で答えよ。また下線部につ

いての設問に答えよ。

①厳しい黒人差別がつづくアメリカ南部で 1963 年アラバマ州で、[ 1 ]の非暴力主義に学んだ[ 2

]牧師を指導者とする黒人による差別撤廃運動がはじまった。運動は６週間にわたってつづいた。こうし

た動きはアメリカ政府を動かし、当時の[ 3 ]大統領は差別撤廃をめざす[ 4 ]法の立法化を約束し

た。

こうしたなか、②８月 28 日 20 万人に及ぶ人々が[ 5 ]大行進をおこない、③キングは彼の理想を高

らかに語りかけた。この法案を成立させたのは、「貧困のない偉大なアメリカをめざす」と主張した[ 6

]大統領であった。

しかしこの法律成立後も、黒人たちの運動はつづいた。ニューヨークなどの黒人居住地では夏毎に暴動

が発生した。こうしたなか黒人イスラム教会に所属する[ 7 ]は黒人の白人社会からの分離独立を説い

た。 キング牧師の非暴力のやりかたに対しカーマイケルは[ 8 ]を主張し白人との協力を拒絶、また黒

人による自衛のための武装を主張したグループも生まれた。

またこうした黒人解放の運動や、ベトナム反戦運動に刺激され、カリフォルニア大バークレー校で学生

たちが大学を占拠するという事件が発生、全世界で[ 9 ]が広がるきっかけとなった。またこれまでの

④価値観を否定する[ 10 ]と呼ばれる若者たちの一団が生まれた。 1969 年８月にはニューヨーク郊外

のウッドストックで開催されたロック＝コンサートはこうした動きの象徴とされた。

(ｱ)ヒッピー (ｲ)ケネディ (ｳ)シカゴ (ｴ)リンカン (ｵ)キング (ｶ)ガンディー (ｷ)ジョンソン

(ｸ)ワシントン (ｹ)アイゼンハウアー (ｺ)マルコムＸ (ｻ)ブラックパワー (ｼ)学園紛争 (ｽ)公民権

(ｾ)ブラックパンサー (ｿ)ブラック＝モスレム (ﾀ)フーテン (ﾁ)反アパルトヘイト

＜設問＞

①具体的にどのような差別があったのか、例を記せ。

②この行進の中で、人々に歌われはじめ、こうした運動やベトナム反戦運動のテーマソングのように用い

られた曲の名を下の語群から選べ。

③この演説において、彼はどのようなことばで彼の理想を語ったのか、そのことばを下の語群から選べ。

④かれらが常に口にしたスローガンを下の語群から選べ。

(ｱ)LOVE & FIGHT (ｲ)流血の日 (ｳ)WE ARE THE WORLD (ｴ)I SHALL BE RELEASED

(ｵ)LOVE & PEACE (ｶ)WE SHALL OVERCOME (ｷ)I HAVE A DREAM (ｸ)SEX MACHINE


