
MATERIAL2019 NEWS&QUESTION解答 P.4～5 

More than half of global population now online: UN 

 

◆ You’re going to read the article titled “More than half of global population now online.” 

Before reading it, answer the following questions. 

解答例  

(1) 7,000,000,000 (seven billion).   

(2) It means that they are using the Internet. 

(3) access / search / information / website / SNS / … 

 

◆ Match each of the following words with its definition. 

解答  

(1) (d) 上回る / (2) (b) 受ける、獲得する/ (3) (a) 減少する/ (4) (c) 急増する 

 

◆ Match each of the following words with an appropriate meaning.  

解答  

(1) (c) 節目・道標 / (2) (b) 急増 / (3) (a) 住民 

 

解説 

記事の中では(1)は surpass the 50/50 milestoneとして使われている。(2)は、a more than 10-fold 

hike（10倍以上の増加）として使われている。(3)は、four subscriptions per 100 inhabitants（100

人につき 4人の契約）として使われている。 

 

 

Listening 

解答  

(1) (c), (2) (b), (3) (a) 

 

選択肢の訳例 

(a) 携帯電話のサービス圏内で生活している人の割合 

(b) 発展途上国で暮らす人々のうち、インターネットを現在利用している人の割合 

(c) 世界で現在インターネットを利用している人の数 

 

 

 

 

 

 

 



リスニング・スクリプト 

More than half of global population now online: UN 

 

[1] The United Nations said Friday that some 3.9 billion people are now using the Internet. 

The UN agency for information and communication technologies, or ITU, said that this is the 

first time more than half of the global population is online. However, ITU chief Houlin Zhou 

said that far too many people are still waiting for an opportunity to gain the benefits of 

the digital economy. He called for more support, so that everyone can use the Internet. 

 

[2] According to ITU, the population of Internet users in the world's richest countries has 

risen from 51.3 percent in 2005 to 80.9 percent now. This is slow and steady growth. On the 

other hand, the percentage growth in developing countries is dramatic, where 45.3 percent of 

people are currently online, compared to just 7.7 percent 13 years ago. 

 

[3] At the same time, the ITU report showed that fewer people, only 12.4 percent of the global 

population, are using a fixed-line telephone. On the other hand, the number of cell phone 

subscriptions is now greater than the world’s population. The report also said that 96 percent 

of the global population now lives within reach of a mobile cellular network, and 90 percent 

of people can access the Internet through a 3G or higher speed network. 

 

 

Reading 

◆ Comprehension Check 1：Identify which of the following statements is True or False. 

解答  

[A] F [B] F [C] F [D] T 

 

解説  

[A] 記事の中では「世界のインターネット利用者数が半数を超えるのが初めて」（1文目）という内

容で、for the first time（初めて）が用いられており、「初めてインターネットを使った」とい

うことではないので、Fとなる。 

[B] ITU の趙厚麟（Houlin Zhou）事務総局長は、第 2 段落の最後で、「それでも世界各地では、あ

まりにも大勢の人々がデジタル経済の恩恵を受けるのを依然として待っている」と述べていること

から、インターネットへのアクセス可能な人の数には満足はしていないと考えられるので、F とな

る。 

[C] 第 3段落において、先進諸国のインターネット利用者数は、2005年から 2013年にかけて、51.3%

から 80.9%に増加したと書かれているが、倍増ではないので、Fとなる。 

[D] 第 4段落において、携帯電話の契約数は世界人口より多いこと、また、モバイルブロードバン

ド契約数は 53 億であることが書かれていることから、携帯電話の契約数の方が、モバイルブロー

ドバンド契約数より多いため、Tとなる。 

 



選択肢の訳例 

[A] 記事によると、2018年終わりに、世界人口の半数以上が、初めてインターネットを利用した。 

[B] ITU の趙厚麟（Houlin Zhou）事務総局長は、2018 年終わりの時点で、インターネットへアク

セスできる人の数は満足できる数字だったと確認している。 

[C] 先進諸国でのインターネット利用者の数は、この 13年間で倍増した。 

[D] 携帯電話の契約数は、モバイルブロードバンド契約数よりも多い。 

 

◆ Comprehension Check 2：Write the appropriate values in [A] to [F] below. 

解答 

 [A] 51.3 [B] 80.9 [C] 7.7 [D] 45.3 [E] 2.1 [F] 24.4 

 

◆ Comprehension Check 3：What can be inferred from the article? Choose one from [1] to [3] below. 

解答 (3) 

 

解説 

2 段落目の後半に、発展途上国、特にアフリカでのインターネット利用者の急増について書かれてい

ることから、(1)の可能性は想定できない。(2)は、3 段落目の最初に「固定電話の契約数の減少と携帯

電話利用者数の増加」について、はっきりと書かれている。したがって、問題の指示文にある「推測で

きること」ではなく、事実として書かれていることなので、正解にはならない。(3)は、記事の最後に、

新しい世代の通信網について書かれており、さらに新しいで来る革命が今後起きると、また別の新型の

通信網の登場が示唆されることから、正解となる。 

 

選択肢の訳例 

(1) インターネット利用者は、今後、先進国の方が、発展途上国よりも増加する。 

(2) 携帯電話を利用する人が増える一方で、固定電話の契約数は減少し続けている。 

(3) 新デジタル革命により、携帯電話は将来使われなくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Script の対訳 

１ 国連（UN）専門機関の国際電気通信連合（ITU）は 7 日、世界のインターネット利用者数が今年

末までに約 39億人、総人口の 51.2％に達し、史上初めて半数を超えると発表した。 

２ ITU の趙厚麟（Houlin Zhou）事務総局長は「2018 年末までに、ネット利用者数は節目となる半

数を上回る」との見方を表明。「世界全体がより包括的な情報社会に向かう上で重要な一歩」だとし

た上で、「それでも世界各地では、あまりにも大勢の人々がデジタル経済の恩恵を受けるのを依然と

して待っている」と付け加えた。また、デジタル革命がネットを利用できない人を誰一人残さないよ

う、技術やビジネスの革新に対する一層の支援を呼び掛けた。 

３ ITUの報告書によると、先進諸国のネット利用者数は 05年に人口の 51.3％、現在は 80.9％と、

ゆっくりとではあるが着実に増加。一方、発展途上国は 05 年にわずか 7.7％だったものの、現在は

45.3％と劇的に増えている。地域別で最も強い伸びを示しているのはアフリカで、05年の 2.1％から

18 年に 24.4％と、10倍超の増加となっている。 

４ 報告書には、固定電話の契約の割合は、世界的に減少が続き，現在 12.4%まで下がっている一方

で、携帯電話の契約数は、世界の総人口を上回っていることも示されている。さらに、モバイルブロ

ードバンド契約は、2007年は人口 100人中わずか 4 人であったのに対し、今では 69.3 人にまで急増

している。全世界で稼働中のモバイルブロードバンド契約数は現在 53 億にも上ると ITU は報告して

いる。 

５ 同時に、世界の総人口のほぼ全体にあたる 96％は現在、携帯電話のサービス圏内で生活してお

り、90％は第 3世代（3G）以上の通信網でネットにアクセスできる状態にあるという。(c) AFP 

 


