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NEWS COMMENTARY 

1．止めたい子ども
の虐待 
頻発する児童虐待の実情と家

庭・地域・行政の役割，およ

び親と子の関係性について考

えてみる。 

3．事前規制から事
後チェックへ 
裁判の風景が一変し，規制緩和
が推進されている。これは私た
ちの社会が行政ではなく，司法
が重要な役割を果たすことを
意味し，「事前規制型」から「事
後チェック型」への移行といえ
る。この点から司法のあるべき
姿を時事的関心として考える。

4．クラスター爆弾
禁止条約 
クラスター爆弾禁止条約の特

質，条約締結経過，他の非人

道兵器廃止に向けた動きなど

を解説。 

 

 
各問の解答 

・止めたい子どもの虐待    ②
・ケータイから世界が見える ① 
・事前規制から事後チェックへ ②

・クラスター爆弾禁止条約  ④
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2．ケータイから世
界が見える 
携帯電話に関するレアメタ

ル，紛争，廃棄物，健康に対

する影響を考えてみる。 
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児童虐待の現実 
2010 年 7 月 30 日，大阪市西区のマンションで幼児

の死体が発見された。施錠された部屋で発見されたのは，

3 歳の女児と 1 歳の男児であった。8 月 10 日に逮捕され

た母親である容疑者は，離婚後，一人で子どもたちを育

ててきたが，6 月 10 日頃，「自分の時間が欲しい」との

理由で，二人を残して立ち去り，7 月 29 日まで室内に閉

じ込めて衰弱死させた，とメディアは報じた。 
この他に，今年 1 月には両親から暴行を受けて亡くな

った東京都江戸川区の 7 歳の男児。また，3 月には両親

に十分な食事を与えられずに死亡した奈良県桜井市の 5
歳の男児。あるいは，9 月には義父と母親から暴行を受

けて死亡した広島県福山市の 2 歳の女児など，虐待によ

る傷害や傷害致死が毎日のように報じられている。そこ

で，児童虐待の様態にはどのようなものがあるのかを見

てみよう。 
児童虐待の様態 
「児童虐待防止法」によると，児童とは18歳に満た

ない者とした上で，児童虐待の様態を以下のように分類

し，定義している。 
①身体的虐待 身体に外傷が生じるか，あるいは生じる

危険性のあるような行為を加えること。 
②性的虐待 児童に猥褻な行為をしたり，児童を性的な

対象にしたりすること。 
③育児放棄・監護放棄（ネグレクト） 児童の正常な発

達に必要な措置を講じないなど，保護者としての義務

を放棄すること。                  
④心理的虐待 児童に心的な外傷が生じるほどに叱責

したり，恫喝したり，さらには無視や拒否行為をとる

こと。 
①は殴られたり，熱湯をかけられたり，床に落とされ

たりといった事件として発生している。②は大人が子ど

もたちに自分の性器を見せつけたり，親が幼児の裸体写

真を撮ってインターネットで販売するなどの事件が起き

ている。また，③は大阪市の事件が典型だが，自動車の

中に子どもを置いたままパチンコに興じていて，子ども

を熱中症で死なせてしまった事件などが思い浮かぶ。④

は物理的な暴力ではないだけに，虐待の事実が判明しに

くいが，大声で罵っているとか，子どもの自尊心や人格

を傷つけ，心理的に大きな傷を付けてしまうようなケー

スである。 
 

児童虐待の実態 
それでは，実際，どれだけの児童虐待があるのだろ

うか。以下に示す数字は，厚生労働省が把握しているだ

けで，現場に近い児童相談所でも，把握しきれていない

件数の方が多いかもしれないといわれている。そのこと

を承知した上で，厚生労働省が発表している，「児童相談

所における虐待相談の対応件数」によると，2008 年では

以下のようになっている。 

総数 身体的 性的 ネグレクト 心理的

42,664 16,343 1,324 15,905 9,092

このうち，小学生児童への虐待相談が一番多く，

15,814 件である。次いで 3 歳～学齢前の 10,211 件，0
～3 歳児の 7,728 件となっている。ただ，抵抗力の弱い

0 歳から学齢前の幼児を合算すると，小学生の相談件数

を上回り，まだ親の庇護の元に置かれていなければなら

ない乳幼児が，一番多く虐待を受けているのが実態であ

る。これを虐待の様態で見ると，性的虐待を除くすべて

の様態で学齢前の乳幼児の方が小学生を上回っており，

特にネグレクトでは，小学生が 5,815 件であったのに対

して，0 歳～学齢前幼児は 7,208 件と 1.2 倍になってい

る。最も親の保護が必要な子どもが，最も多く育児放棄・

監護放棄に遭っているのである。ではこれまでの日本社

会では，子どもはどのように扱われてきたのであろうか。 
伝統社会での子ども 
日本の伝統社会では，生後 1 か月頃，神社の氏神に

赤ちゃんの誕生の報告と健康祈願を行う「宮参り」とい

う通過儀礼があり，今も多くの地域に残されている。そ

の後，七五三などの年祝いを経て 8 歳頃には子ども組に

入り，子どもたちは共同体の神事に参加していく。その

意味では，子どもは「七歳までは神のうち」であり，地

域全体で子どもを護り育てたのである。 
むろん，子どもたちはいつも慈しまれ，保護ばかりさ

れてきたわけではない。飢饉や災害で共同体や家族が危

機に瀕するときは，「子殺し」が行われたし，妊娠中絶

ができなかった時代には「間引き」といわれる嬰児殺し

が行われた。それでもなお「間引き」には，子どもを神

に返すという発想があった，と民俗学の研究は伝えてい

る。その一方で，子どもは親の所有物とみなし，子ども

の命さえ親の自由にできるのだという考えもあった。 
いずれにしても，ひとりで生きるには幼過ぎ，自分の

身を守ることすらできない子どもたちをどのようにして

止めたい子どもの虐待 
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護っていけばいいのだろうか。 
家庭の役割 
「憶良らは今は罷

まか

らむ子泣くらむそれその母も我
わ

を

待つらむそ」。奈良時代の歌人山上憶良のよく知られた歌

であるが，彼は家庭を思い，妻を愛し，何よりも子ども

を愛
め

でた人であった。「 銀
しろがね

も 金
くがね

も玉も何せむにまされ

る宝子にしかめやも」。財産以上に子どもを宝と思った人

だったのである。 
虐待にいたるまでにはさまざまな事情があったのだ

ろう。それでもなお，まずどれだけ親が子どもを愛し，

慈しむかということが最も大切な原点である。それがな

ければ，子どもを生むことも，育てることも，ましてや

語ることさえできるはずがない。その前提として，憶良

ではないが，夫婦が互いを信頼し合い，暖かな家庭環境

を作り出していなければならない。ただ，現実には冒頭

の大阪市の事件のように，離婚をして女性ひとりで子ど

もを育て，その中で虐待が起きたというケースも少なく

ない。その意味では，子どもの問題は基本的には親と家

庭の問題ではあるが，家庭だけでは解決できない面をも

っているのも事実である。 
地域の役割 
冒頭の大阪市の事件で，何度も子どもの泣き声を聞

いた女性が，「虐待かと思ったが，どこに連絡していいか

わからないし，間違えて迷惑をかけてはいけないと思い，

通報しなかった」と新聞紙上で語っている。この話には，

地域社会の問題が横たわっている。すなわち，この女性

が自分の不安・不審を地域の他の住民と共有できていな

い点である。ちょっと近隣の人に相談してみてもよかっ

たのではないだろうか。むろん，そのためには地域社会

に豊かなコミュニケーション=ネットがなければならな

い。たとえば，地域の人々が一言でもいいから，「おはよ

う」とか「行ってらっしゃい」とか声を掛け合う，『一言

あいさつ』を行っているところがあるというが，そうし

た，地域社会のコミュニケーションができていれば，「一

人親」家庭の子どもだけではなく，地域の子ども全体を

見守ることができたかもしれないのである。 
行政の役割 
むろん，そうした地域の努力や協力をいっそう強力

に支えるのが，政治あるいは行政の役割である。とくに，

保育所の増設は緊急の課題であり，働く親を支援するこ

とは，単に少子化対策だけではなく，虐待防止対策にも

有力な方策なのである。8 月 14 日の読売新聞に，「シン

グルマザーの重圧」という見出しで，一人で子どもを育

てる女性の苦しい現状が報告されている。その中には，

「一人で子育てをする母親の助けになれば」と，24 時間

制の民間託児所を開いた女性の記事が掲載されていた。

政府や地方自治体は，こうした地域や民間の現状を詳し

く調査し，何が重要課題なのかをしっかりと把握した上

で，有効な施策を迅速に実施しなければならない。少子

化対策の一つの重要なポイントは，安心して子どもを育

てることのできる社会作りなのである。 
ライフサイクルから見た親子 
アメリカの心理学者エリクソンは，人間の一生をい

くつかに区切り，それぞれを発達段階に分けたものを，

「ライフサイクル」と呼んだ。誕生から死にいたるまで，

人間は段階に応じた課題を達成しながら成長していくと

考えたのである。彼は人間の成長と自己実現の過程には，

異なる世代との交流が重要な働きをなしているという。

すなわち，人間は結婚によって妻あるいは夫という新し

い自分を生み出すが，さらに子どもが生まれることで母

親・父親という新たな役割が生まれ出る。一人の人間は，

子どもの誕生によって「親」になるのである。しかし，

子どもを産んだだけならば，それは動物的な親に過ぎな

い。人間の親になるには，子どもを養育・教育していか

なければならない。親は子どもの養育・教育を通して親

になるのである。一方，子どもは親に育てられながら，

親を親として育てているともいえる。親と子どもは，こ

うした相互関係のうちに，互いが人間として成長してい

くのである。                       
人間の一生は限られている。その限られた生涯のうち

に人間として成長し，自己実現を果たしていくには，親

と子の関係が大きな役割を果たしている。その意味で，

人間社会の中の最も基本的な関係が，虐待という悲しい

出来事で損なわれることのないよう，家族・地域・行政

がそれぞれの役割をきっちりと果たしていかなくてはな

らないのである。 
 
問 少子・高齢化について述べた文章として適当でない
ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 少子化の一因には，女性の社会進出によって晩婚
化や非婚化が進んだことが挙げられている。 

② 高齢化の進展は，少子化とは関係がなく，65歳以
上の高齢者人口が増えたことに原因がある。 

③ 少子化は合計特殊出生率の低下が原因であるが，
その背景の一つに住宅事情があるといわれている。 

④ 日本は高齢化社会から高齢社会になるまでの時間
は，世界一の早さであった。 



 数研出版株式会社

はじめに 
動画やゲームを楽しめる多機能携帯電話がスマート

フォンであり，2007 年発売の「iPhone」はすでに世界

中で 5,000 万台を越した。1946 年にアメリカで誕生した

携帯電話は，日本では 1979 年に自動車電話として登場

し，1985 年には移動電話として発売され，当時 3 ㎏。

現在は約 80ｇまで軽量化されている。 
携帯電話とレアメタル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
携帯電話には貴金属やレアメタルが使用されている。

レアメタル（希少金属）とは，埋蔵量が少なく，供給国

が偏っていたり，生産技術の関係で抽出が難しい金属を

さす。一般には 31 種あり，レアアース（希土類）は性

質が似ている 17 元素を 1 種類と数えている。供給国が

限られていることによって，供給不安や価格変動がおき

やすい（2008 年の生産額では中国が 97％。ただし，埋

蔵量では中国 36％，旧ソビエト 19％，アメリカ 13％）。 
その安定確保のために，日本の国家戦略としては，第

一に国家備蓄の拡充である。具体的には，ニッケル・ク

ロム・タングステン・コバルト・モリブデン・マンガン・

バナジウム，2009 年 7 月からインジウム・ガリウムを

追加した。第二にリサイクルシステムの構築である。大

量に捨てられる使用済み家電や携帯電話など，非鉄金属

やレアメタルの含有率が高い廃棄物を都市鉱山と呼び，

回収して得られるレアメタルの量は，全世界の現有埋蔵

量に対し，金は約 16％，インジウムは約 61％，タンタ

ルは約 10％に及ぶと推定されている（経済産業省は

2009 年 11 月から携帯電話回収キャンペーンを実施した。

また，リサイクル技術の開発のために予算を計上してい

る）。 

企業としては，代替材料の開発が挙げられる。具体的

には 2010 年 9 月，立命館大学の研究グループが代替研

磨剤開発に成功し，2011 年末を目処に実用化をめざして

いる。そして，調達先の多様化（ベトナムでの鉱山開発，

カザフスタンでの合弁事業など）が課題となっている。 
タンタルとコンゴ紛争 
「タンタル」は「コルタン」というレアメタルを精

錬したものである。コンゴ民主共和国（旧ザイール）は

90 年代から需要が急増した「タンタル」の世界有数の埋

蔵地である。しかし，採掘地域を支配する反政府武装勢

力の資金源の一つとなっていることが紛争継続の背景に

ある。農民は鉱石を掘り当てようと農地を放棄し，労働

を強いられる子どもは学校に行かなくなる。また，採掘

地域はマウンテンゴリラの生息地でもあり，環境破壊の

面からも課題がある。 
携帯電話と廃棄物処理 
有害廃棄物の国境を越えた移動を規制する国際的な

枠組みとしてバーゼル条約（1992 年発効，日本は 1993
年に批准）がある。携帯電話を含む中古家電品などの偽

装輸出をどのように規制するかが検討されている。

UNEP（国連環境計画）は 2010 年 2 月に「電子ゴミに

関する調査レポート」を公表し，携帯電話などを含む電

子ゴミは年間 4,000 万トンのペースで増加していること

を警告している。家電リサイクル法のような回収法の制

定が望まれる。 
携帯電話と電磁波被害 
2009 年 9 月，米国議会で「携帯電話使用による健康

への影響」と題する公聴会が開かれた。現時点では因果

関係は十分には証明されなかったが，フィンランドでは

「親が子どもの通話を制限し，できるだけメールに限定

するように」との勧告を出している。 
参考文献 
吉田里織・石川一喜ほか『ケータイの裏側』コモンズ，2008年 

 
問 環境に関する主な条約について述べた文章として
適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① バーゼル条約は，廃棄物全体の国際間の移動に関
する条約である。 

② ワシントン条約は，絶滅する恐れのある生物の取
り引きについて規制し，対象となる野生生物保護を
目的とする条約である。 

③ ラムサール条約は，水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地の保存に関する条約である。 

④ 生物多様性条約は，多様な生物を生態系，生物種，
遺伝子の三つのレベルで保全していくことを目的と
した条約である。 

ケータイから世界が見える 

携帯電話に含まれる 
主なレアメタルと貴金属 

携帯電話部品名 レアメタル・貴金属

液晶画面 インジウム 

コンデンサー 
パラジウム 
ニッケル 
タンタル 

IC回路 
イヤホンジャック 

金 

バイブレーション
モーター 

レアアース 

カメラ 
ニッケル 
金 

リチウムイオン電
池 

リチウム 
コバルト 
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交差点に信号は必要か？ 
もしも交差点に信号がなければ，どうなるだろう。

右に進む車，直進する車，左に進む車は，どのように譲

り合えば良いのだろう。交通事故が多発するだろうか? 
しかし，パリ凱旋門広場の交差点に信号機はない。欧州

では信号を設置せずラウンドアバウトと呼ばれるロータ

リー交差点が広く普及している。交差点の中心に円形の

島があり，このラウンドの一方向を周回する方式で交通

整理される。交通整理には，信号機を設置する方式と，

ロータリーによる方式がある。前者は事前規制，後者は

事後チェックといえる。両者の違いをサッカーにたとえ

れば，手を使わないようにプレイヤーの手を縛っておく

のではなく，手でボールを触ったら反則をとる，という

発想ともいえるだろう。 
司法制度改革は事後チェック社会への変化 
2010 年度センター試験「政治・経済」第 3 問のリー

ド文には「（裁判員制度などの司法制度）改革は，日本の

社会構造の転換に対応するもので，『事前規制から事後チ

ェックへ』というスローガンで表現できるでしょう」と

記されていた。 
コメの自由化，金融自由化，郵政民営化，改正労働者

派遣事業法，会社法など規制緩和が推進されてきた。規

制緩和の流れは，単なる規制の撤廃ではなく，行政から

司法への役割の変化といえる。これまで社会に生じるさ

まざまな問題は，「行政による事前規制」が大きな役割を

果たしてきた。しかし財政赤字の増大，委任立法の増加

など行政権の肥大化が問題となった。規制緩和は行政の

役割を見直し，国民や企業の自由な活動の範囲を広げる

ことである。その結果，生じる問題は「司法による事後

チェック」によって解決を図るのである。この点で行政

改革は司法制度改革と深くかかわっており，それは「事

後チェック型社会への変化」なのである。社会の多様化，

国際化など様々な変化に伴って，これからの社会で司法

は一層，重要な役割を果たすことになる。 
一変する裁判のあり方 
刑事裁判の風景が一変している。2009 年 1 月に被害

者参加制度が実施された。5 月には裁判員制度が始まり，

改正検察審査会法も施行された。 
 2009 年 8 月初めて裁判員が法廷に登場した。法壇に

は 3 人の裁判官に加えて，6 人の裁判員が座った。それ

に向かって右側に弁護人 2 人と被告人，左側に検察官 4
人に加えて被害者遺族，被害者参加弁護人が掛けた。被

害者遺族が被告人に質問し，裁判員は証人や遺族，被告

人にも直接質問した。司法は法曹三者だけのものではな

くなったのだ。 
2010 年 1 月検察審査会は明石歩道橋事故で，初めて

起訴議決を下した。検察官による不起訴処分の妥当性を

チェックする検察審査会は，有権者からくじで選ばれた

11 人で構成される。これまで議決に法的拘束力はなかっ

たが，2 回の審査で起訴議決になると，裁判所が指定し

た弁護士によって強制起訴されるように改正された。 
2010 年 10 月には，小沢一郎氏が政治資金規正法違反

で強制起訴されることになった。「100%有罪との確信」

を前提に起訴してきた検察に，市民による検察審査会が

異議を唱え，真相解明の場として裁判を求めた。公訴権

は検察だけのものではなくなったのだ。 
一人の無辜の民を刑するなかれ 
2010 年度センター試験「政治・経済」では「推定無

罪の原則」が出題された。裁判に市民感覚が反映される

なかで，もつべき知識を問うたものといえる。かつて被

告人はジャージにスリッパという姿だった。ネクタイは

自殺の恐れ，靴は逃亡の恐れがあり認められなかった。

裁判員制度が始まり，被告人は背広にぶら下げ式のネク

タイ，革靴に見えるサンダルという立派な姿になった。

裁判員が偏見を抱かないための配慮である。 
2010 年 3 月再審無罪となった足利事件をはじめ密室

での取り調べが自白の強要を生み，冤罪の一因となって

いるとの指摘は根強い。取り調べの可視化（録音・録画）

も議論されている。 
新学習指導要領では，法教育の強化が打ち出された。

国民自身が社会を構成し，国民自身が社会のルールを作

るという民主主義社会のなかで，あるべき司法のあり方

を考えることは，「時事的関心」なのである。 
 
問 「事後チェック型社会への変化」の文章として適当

でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスを

提供する公共機関を設置すること。 
② 国会は大綱を定めるだけにとどめ，具体的な運用

などは行政に委任すること。 
③ 大学など教育機関に対する第三者による継続的な

評価制度を導入すること。 
④ 消費者の適切な選択肢判断のために情報公開を促

進すること。 

事前規制から事後チェックへ 
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はじめに 
「スラジ君が6歳のときだった。3人のいとこたちと

ピクニックに出かけた帰り道，道端に落ちていた黄色い

缶を見つけた。それはお菓子の入った缶詰のようだった」

というエピソードを清水俊弘氏は著書
①

の冒頭に紹介して

いる。非人道的兵器廃止運動を展開しているNGOの活動

もあり，今年8月1日に発効した「クラスター爆弾禁止条

約」について，その爆弾の性格，条約締結にいたる経過，

今後の課題について説明する。 
クラスター爆弾とはどんな爆弾か？ 
冒頭に紹介した黄色い缶がこの爆弾の子爆弾である。

「クラスター」には「ぶどうの房」という意味があり，

親爆弾に数百個の子爆弾が収納され，その子爆弾のうち

5～40％が不発弾として残り，地雷と同じような被害を

生み続ける。戦前の日本都市を焼き払った「焼夷弾」も

この爆弾の一種である。ベトナム戦争時にアメリカは約

30 万発使用し，その子爆弾は 9,690 万発に上る。 
飛行場にばら撒くと以後飛行場は使用できなくなり，

短時間に相手の戦力を無力化できる特徴をもつ。被害者

のほとんどが民間人である。湾岸戦争やアフガニスタン

侵攻においても旧ソ連やアメリカが使用している。ある

NGOの調査では，ラオスがもっとも被害者が多く，現在

まで世界の27か所で使用されている，と報告している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
クラスター爆弾禁止条約締結の経過 
これまで多くの軍縮交渉は，ジュネーブの国連軍縮

会議で議論されてきた。しかし，これまでは兵器を使用

する国がどの程度規制を受け入れるかという観点で会議

が展開し，しかも全会一致でしか決定ができなかった。 
議論が進展しないため，賛成できる国だけが集まる「こ

の指止まれ」方式をノルウェーが主導し，NGO が協力

して条約作りが進められ（「オスロ・プロセス」），2008
年 5 月に条約案は採択された。「対人地雷全面禁止条約」

と同じプロセスで成立し，2010 年 11 月 1 日時点で，日

本を含め 43 か国が条約を批准し，108 か国が署名して

いる。 
国際的な世論を背景として成立したため，地雷につい

ては，批准していないアメリカもほとんど使用しなくな

っている。今後クラスター爆弾についても同様の効果が

期待できる。 
日本の状況 
日本は2009年7月14日に批准した。従来，日本が保有

国であり，かつ製造国でもあったことはあまり知られて

いなかった。自衛隊は，防衛のためにこの兵器は保有し，

日本海側の長い海岸線を防御するために必要である，と

説明している。今後，自衛隊の保有分について条約発効

後廃棄作業を開始し，予定では4～8年間で約200億円必

要となる。 
今後の課題 
条約をより有効に機能させるためには，クラスター

爆弾の主要な保有国（アメリカ，ロシア，中国，インド，

イスラエル）が条約を批准するように説得していくこと

が必要である。非人道兵器廃止にむけた課題としては，

「劣化ウラン弾」（原発から排出される廃棄物を利用して

製造された兵器）禁止も視野に入っている。イラク戦争

でも使用された痕跡は報道されているが使用国は確認さ

れていない。 
クラスター爆弾禁止を一層徹底するための運動として

の一例として，その製造企業に融資する銀行にそうした

融資をしないように働きかけることにより，条約の趣旨

を徹底していく活動がベルギーのNGOによって実践さ

れている。 
注（参考文献） 

①清水俊弘『クラスター爆弾なんてもういらない』合同出版，

2008年 
 
問 軍縮に関して述べた文章として適当でないものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 
① クラスター爆弾禁止条約の締結には，NGO も一

定の役割を果たした。 
② 化学兵器は，第一次世界大戦で初めて使用された。 
③ 包括的核実験禁止条約は，アメリカが署名しない

などいまだに発効していない。 
④ 中距離核戦力全廃条約は，国連総会で締結された

ものである。 

クラスター爆弾禁止条約 

クラスター爆弾（投下型の一例） 
飛行機から爆弾を投下 

（中に「子爆弾」約 200 個が入っている） 
↓ 

上空 100～1,000 メートルで爆弾が開き， 
子爆弾が散らばる 

↓ 
さらに子爆弾が破裂して中の鉄片 

（約 300 個）が広い範囲に被害を与える 
↓ 

民家などにも被害が及ぶ 
一部の子爆弾は不発弾として地面に残る 
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