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　次の文章を読み，下の問い（問１～７）に答えよ。

　 　「瑠璃色の地球」という楽曲がある。このかけがえのない地球に生きている私たちを包み込

んでくれるような優しく美しい歌である。ⓐ環境問題によって傷ついた地球をそっと力づける

ような，そして新型コロナウイルスによって多くの犠牲者を出さざるを得なかった私たちを勇

気づけるような，そういう歌である。

　 　地球環境を守るためにⓑ気候変動問題への危機意識が高まり，2021 年になって脱炭素をめ

ざす世界各国の動きが加速した。1997 年に京都議定書が結ばれたとはいえ，各国の動きは「緩

慢」と形容できるものであった。国連の提唱するⓒSDGsへの理解が広がる中で，日本政府も

含めてようやく本腰を入れた取り組みが始まろうとしている。

　 　ふりかえれば，地球環境問題へのⓓ国際社会の取り組みが始まって 50 年ほどが経とうとし

ており，その間多くのⓔ条約が結ばれてきた。しかし，どれだけの成果が上がってきたといえ

るのだろうか。地球温暖化に本気で取り組んでいない大人に対するグレタ・トゥーンベリさん

の「憤り」は根拠のないものだといえる人は，どれだけいるだろうか。

　 　2030 年までにどれだけのことができるか，ということが重要であるという指摘がある。今

こそ，私たち一人ひとりが意識を変え行動を起こすことが求められている。たとえば，身近な

ところでⓕ省エネルギーの試みをすること。ⓖリサイクルの努力を続けること。これらの一つ

ひとつの行動の積み重ねが，この美しい地球を次の世代に手渡すことにつながってゆく。

問１ 　下線部ⓐに関して，地球環境問題についての記述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

　　① 　熱帯林は多様な野生動植物が生息する遺伝資源の宝庫といえるが，アマゾン川流域の熱

帯林が減少してきている。

　　② 　フロンガスが地球上空の成層圏に達してオゾン層を破壊することで生じるオゾン・ホー

ルは，南極大陸の上空などに見られる。

　　③ 　窒素酸化物や硫黄酸化物が水分と結合することで雨となって降る酸性雨は，アフリカ大

陸のサヘル地方を中心に被害を与えている。

　　④ 　プラスチック製品が海に廃棄されて直径が５mm以下になったマイクロプラスチック

が，日本周辺の海域でも確認されている。

第１問
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問２ 　下線部ⓑに関して，地球温暖化についての記述として最も適当なものを，次の①～④のう

ちから一つ選べ。 2

　　①　京都議定書では，先進国・発展途上国双方に温室効果ガスの削減義務が課された。

　　②　京都議定書は，アメリカとロシアが離脱したため，結局発効しなかった。

　　③　パリ協定では，産業革命からの気温上昇を２度未満にすることが目標とされた。

　　④　パリ協定は，アメリカが離脱したため，現在も発効できない状態が続いている。

問３ 　下線部ⓒに関して，次の文章は SDGsが記されている「2030 アジェンダ」の前文である。

この文章中の ア ・ イ  に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，下の①～

⑥のうちから一つ選べ。 3

　このアジェンダは，人間，地球及び繁栄のための行動計画である。これはまた，より大

きな自由における普遍的な平和の強化を追求するものでもある。我々は，極端な貧困を含

む，あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模の課題であり， ア  

のための不可欠な必要条件であると認識する。

　すべての国及びすべてのステークホルダーは，協同的なパートナーシップの下，この計

画を実行する。我々は，人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制から解き放ち，地球を癒やし安

全にすることを決意している。我々は，世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道筋に

移行させるために緊急に必要な，大胆かつ変革的な手段をとることに決意している。我々

はこの共同の旅路に乗り出すにあたり， イ  ことを誓う。

　　①　ア　発展途上国の経済成長　　イ　誰もが自由である

　　②　ア　発展途上国の経済成長　　イ　誰一人取り残さない

　　③　ア　生活と栄養状態の向上　　イ　誰もが自由である

　　④　ア　生活と栄養状態の向上　　イ　誰一人取り残さない

　　⑤　ア　持続可能な開発　　　　　イ　誰もが自由である

　　⑥　ア　持続可能な開発　　　　　イ　誰一人取り残さない
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問４ 　下線部ⓓに関連して，地球環境問題に関して開催された会議Ａ～Ｃと，その説明ア～ウと

の組合せとして最も適当なものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 4

　　Ａ　1972 年の国連人間環境会議

　　Ｂ　1992 年の地球サミット

　　Ｃ　2002 年の環境開発サミット

　　ア　この会議では，アジェンダ 21 の達成度合いについて評価した。

　　イ　この会議では，環境と開発に関するリオ宣言などが採択された。

　　ウ　この会議の決議に基づいて，国連環境計画（UNEP）が設立された。

　　①　Ａ−ア　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ウ

　　②　Ａ−ア　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−イ

　　③　Ａ−イ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−ウ

　　④　Ａ−イ　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−ア

　　⑤　Ａ−ウ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−イ

　　⑥　Ａ−ウ　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ア

問５ 　下線部ⓔに関して，次のア・イは二つの条約の目的を示す部分を抜粋したものである。こ

れらの条約名の組合せとして最も適当なものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 5

【　ア　】

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約締約国は，美しくかつ多様

な形態を有する野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球

の自然体系のかけがえのない一部をなすものである……。

【　イ　】

　締約国は，人間とその環境とが相互に依存していることを認識し，水の循環を調整する

ものとしての湿地の及び湿地特有の動植物特に水鳥の生息地としての湿地の基本的な生態

学的機能を考慮し……。

　　①　ア　ラムサール条約　　　　　イ　生物多様性条約

　　②　ア　ラムサール条約　　　　　イ　ワシントン条約

　　③　ア　生物多様性条約　　　　　イ　ラムサール条約

　　④　ア　生物多様性条約　　　　　イ　ワシントン条約

　　⑤　ア　ワシントン条約　　　　　イ　生物多様性条約

　　⑥　ア　ワシントン条約　　　　　イ　ラムサール条約
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問６ 　下線部ⓕに関連して，省エネルギー社会を実現するために，現在ではさまざまな取り組み

が行われている。次の図が示しているものとして最も適当なものを，下の①～④のうちから

一つ選べ。 6

　　

内燃機関 プロセス利用

冷　房

暖　房

給　湯

燃料

廃熱（熱気・温水）

電　力

熱交換器

廃熱利用吸収冷凍機

熱交換器

　　①　プルサーマル

　　②　コージェネレーション

　　③　スマートグリッド

　　④　バイオマスエネルギー

問７ 　下線部ⓖに関して，リサイクルに関する法律についての記述として最も適当なものを，次

の①～④のうちから一つ選べ。 7

　　① 　家電リサイクル法では，冷蔵庫やテレビなどのリサイクル費用は廃棄時に消費者が負担

する。

　　② 　自動車リサイクル法は，自動車のリサイクル費用は製造業者と販売業者の双方が分担す

ると規定している。

　　③ 　建設リサイクル法では，建築物の解体にともなって発生する廃棄物についてはリサイク

ルをしなくてよい。

　　④ 　容器包装リサイクル法は，小売業者にペットボトルについてのデポジット制の実施を義

務づけている。
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 　次の文章を読み，下の問い（問１～７）に答えよ。

　 　社会で発生するさまざまな争いを日本国憲法や法律に基づいて解決することによって，ⓐ国

民の権利を保障し，社会秩序を維持するのが司法の役割である。憲法は第76条1項で裁判所（最

高裁判所と下級裁判所）にⓑ司法権を与え，第 76 条３項でⓒ裁判官の独立を規定している。

もし裁判官がさまざまな「圧力」にさらされ，その圧力によってⓓ裁判の指揮や判決が左右さ

れることになれば，司法への信頼は地に堕
お

ちることになる。憲法が裁判官の報酬については，

特に「在任中，これを減額することができない」としているのは，裁判官の独立を経済面から

保障しようとする意図があってのことと考えられる。

　 　裁判には，ⓔ刑事裁判・民事裁判・行政裁判がある。このうち，刑事裁判については，時間

がかかりすぎる，市民の感覚とはかけ離れているなどの批判が向けられていた。しかし，

2001 年にⓕ司法制度改革推進法が成立し，以後，ⓖ裁判員制度の導入などのさまざまな改革

が民事司法制度の領域も含めて実施されていった。その中には当初めざされていたこととは異

なる結果になっているものもあるが，司法制度への信頼を確固としたものにするために尽力さ

れたことは事実である。しかしながら，改革のための法律が成立してまだ二十数年。裁判員制

度が始まってまだ十数年である。国民の司法への信頼をさらに高めるためにできることは，ま

だあるのではないだろうか。

問１ 　下線部ⓐに関して，日本国憲法が規定する人身の自由や刑事被告人などについての記述と

して適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 8

　　① 　何人も，現行犯として逮捕される場合以外は，裁判官が発する令状によらなければ逮捕

されない。

　　② 　同一の犯罪については重ねて刑事上の責任を問われないという原則は，遡及処罰の禁止

の原則と呼ばれる。

　　③ 　何人も，法律の定める手続によらなければ，生命もしくは自由を奪われ，またはその他

の刑罰を科せられない。

　　④ 　被疑者および刑事被告人は，裁判で無罪か有罪かが確定するまでは，すべて無罪との推

定を受ける。

第２問
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問２ 　下線部ⓑに関して，司法権の独立をめぐる事件についての次の記述Ａ～Ｃのうち，正しい

ものはどれか。正しいものをすべて選び，その組合せとして最も適当なものを，下の①～⑦

のうちから一つ選べ。 9

　　Ａ 　平賀書簡事件とは，生存権をめぐる裁判において，国会議員が担当の裁判官に手紙を送

り，判決に影響を与えようとした事件である。

　　Ｂ 　大津事件とは，ロシア皇太子を負傷させた事件の裁判において，明治政府が被告人に死

刑の判決を下すよう大審院長児島惟謙に圧力をかけた事件である。

　　Ｃ 　浦和事件とは，ある母親の事件について参議院法務委員会が国政調査権に基づく調査を

行ったことに対し，最高裁判所が司法権の独立を侵害すると抗議した事件である。

　　①　Ａ

　　②　Ｂ

　　③　Ｃ

　　④　ＡとＢ

　　⑤　ＡとＣ

　　⑥　ＢとＣ

　　⑦　ＡとＢとＣ

問３ 　下線部ⓒに関して，次の条文は日本国憲法第 78条である。条文中の ア  ～ ウ  に当

てはまる語句の組合せとして最も適当なものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 10

【第 78 条】

裁判官は，裁判により， ア  のために職務を執ることができないと決定された場合を

除いては， イ  によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は， ウ  がこれを

行ふことはできない。

　　①　ア　心身の故障　　イ　公の弾劾　　　ウ　立法機関

　　②　ア　心身の故障　　イ　公の弾劾　　　ウ　行政機関

　　③　ア　公の弾劾　　　イ　心身の故障　　ウ　立法機関

　　④　ア　公の弾劾　　　イ　心身の故障　　ウ　行政機関
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問４ 　下線部ⓓに関して，日本の裁判制度についての記述として最も適当なものを，次の①～④

のうちから一つ選べ。 11

　　① 　刑事裁判の第二審の判決に対して不服がある場合，最高裁判所に裁判を求めることがで

きるが，これを控訴という。

　　② 　裁判の対審は公開法廷で行うとされているが，裁判官の全員一致によって政治犯罪や国

民の権利が問題となっている裁判については非公開にすることができる。

　　③ 　知的財産権が関わる事件を審理するために，東京高等裁判所の特別支部として知的財産

高等裁判所が置かれている。

　　④ 　裁判は誰でも傍聴することができるが，当事者のプライバシーに配慮して，法廷内でメ

モを取ることはできないことになっている。

問５ 　下線部ⓔに関して，日本の刑事裁判と民事裁判についての記述として適当でないものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 12

　　①　刑事裁判においては，検察官以外は起訴ができない。

　　②　一定の刑事裁判では，公判前整理手続きが行われる。

　　③　訴額が 140 万円以下の民事裁判は，簡易裁判所に提訴される。

　　④　民事裁判がいったん始まると，和解による解決はできない。

問６ 　下線部ⓕに関して，日本における司法制度改革の内容として適当でないものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 13

　　①　法テラスが各地に開設された。

　　②　検察審査会が新しく置かれた。

　　③　法科大学院が新しく開設された。

　　④　犯罪被害者参加制度が導入された。

問７ 　下線部ⓖに関して，日本の裁判員制度についての記述として最も適当なものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 14

　　① 　裁判員は，アメリカの陪審員と同様に，有権者の中から一定の任期で選ばれる。

　　② 　裁判員は，ドイツの参審員と同様に，有権者の中から事件ごとに選ばれる。

　　③ 　裁判員は，アメリカの陪審員と同様に，裁判員だけで評議して有罪か無罪かのみ判断す

る。

　　④ 　裁判員は，ドイツの参審員と同様に，裁判官とともに有罪か無罪かを判断し，有罪の場

合は量刑も判断する。
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 　次の大学生の会話文を読み，下の問い（問１～７）に答えよ。

　Ａ： 昨日は家の近くのショッピングモールに旅行用のバッグを買いに行ったんだけど，あれこ

れ考えているうちに迷ってしまい，結局買えなかったんだ。

　Ｂ： そうだったの。ⓐ私たちの生活では，そういうこともあるよね。

　Ａ： デザインが気に入ったものはⓑ価格が高くて，価格が手に届くものはデザインがもう一つ

だった…。

　Ｂ： それは迷ってしまうね。ⓒ企業はいろいろなことを考慮してⓓ市場に商品を供給している

んだろうけど。

　Ａ： バッグでさえ迷ってしまうんだから，もっと高額な商品だったらどうなるんだろう。

　Ｂ： わかるなあ。ⓔ自動車などを買うとなったら，たいへんだろうね。そういえば，この前，

私の親がある自動車会社の株を買ったと話していたけど，株を買うとなったらいろいろ調

べたりして考えるんだろうな。

　Ａ： ⓕ株式会社は，株主に対して財務情報などを開示しなければならないとⓖ法律で決められ

ているらしいよ。

　Ｂ： なるほどね。もし株価が上がったら，私にもいいことがあるかもしれない。期待しておく

ことにするよ。

問１ 　下線部ⓐに関連して，次の文章中の空欄 ア ・ イ  に当てはまる語句の組合せとし

て最も適当なものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 15

　私たちが生活する上で，道路や公園，警察や公衆衛生などは必要不可欠な財でありサー

ビスである。しかし，このような財・サービスは，ある人が消費したからといって別の人

の消費を減少させることはない。このような特徴を ア  という。また，料金を払わな

いからといって，その人が消費することを禁止する（認めない）こともできない。そこで，

これらを是正するために，政府が税金などを財源に イ  が供給されている。

　　①　ア　非排除性　　　イ　社会資本

　　②　ア　非排除性　　　イ　公共財

　　③　ア　非排除性　　　イ　機会費用

　　④　ア　非競合性　　　イ　社会資本

　　⑤　ア　非競合性　　　イ　公共財

　　⑥　ア　非競合性　　　イ　機会費用

第３問
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問２ 　下線部ⓑに関して，商品に対して間接税が課された場合，供給曲線・需要曲線は理論的に

どのように動くと考えられるか。最も適当なものを，下の①～④のうちから一つ選べ。

　　 16

　　

価格

数量0

S

S2D2

S1D1D

　　①　Dが D1 に移動する。

　　②　Sが S1 に移動する。

　　③　Dが D2 に移動し，Sが S1 に移動する。

　　④　Dが D2 に移動し，Sが S2 に移動する。
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問３ 　下線部ⓒに関連して，企業の社会的責任（CSR）に関する用語Ａ～Ｃと，その説明ア～

ウとの組合せとして最も適当なものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 17

　　Ａ　メセナ

　　Ｂ　コンプライアンス

　　Ｃ　フィランソロピー

　　ア 　甲さんが勤めている企業は，美術展の後援をするなど，芸術・文化活動への支援に熱心

である。

　　イ 　乙さんが経営する企業は，自然災害に見舞われた地域におけるボランティア活動に熱心

に取り組んでいる。

　　ウ 　丙さんが社外取締役をしている企業は，社員に対して法令を遵守することを要求してい

る。

　　①　Ａ−ア　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ウ

　　②　Ａ−ア　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−イ

　　③　Ａ−イ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−ウ

　　④　Ａ−イ　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−ア

　　⑤　Ａ−ウ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−イ

　　⑥　Ａ−ウ　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ア

問４ 　下線部ⓓに関連して，市場の失敗（限界）の例として適当でないものを，次の①～④のう

ちから一つ選べ。 18

　　① 　近隣の住宅の庭には美しい花々が咲いていて，家の前を通る人の気持ちをなごませてく

れている。

　　② 　荷物を宅配するトラックがよく通るようになったため，道路の周辺では排気ガスによる

汚染がひどくなった。

　　③ 　家の近くに鉄道の駅が新しくできたので通勤の利便性が上昇し，住宅地としての人気が

高まった。

　　④ 　栄養価の高い農作物がテレビや新聞で紹介されて，その人気が高まったために価格が急

激に上昇した。
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問５ 　下線部ⓔに関連して，寡占市場の特徴についての記述として適当でないものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 19

　　① 　価格競争以外の，広告や宣伝，アフターサービスなどによる非価格競争が行われるよう

になる。

　　② 　有力企業が価格を設定すると他の企業が追随することがあり，このようにして決まる価

格を統制価格という。

　　③ 　近年の日本では，ビールの市場や即席めんの市場において生産集中度が高く，寡占市場

となっている。

　　④ 　寡占市場では価格は下がりにくくなる傾向があり，この傾向のことを価格の下方硬直性

という。

問６ 　下線部ⓕに関連して，株式会社の株主についての記述として最も適当なものを，次の①～

④のうちから一つ選べ。 20

　　①　株主は会社の所有者であるので，ステークホルダーには当たらない。

　　②　株主は，会社の損失に対して出資額を超えて責任を持つ有限責任を負っている。

　　③　大企業では一般に株主は経営に関与せず，所有と経営の分離が行われている。

　　④　株主の権利として，会社からの情報に基づくインサイダー取引が許されている。

問７ 　下線部ⓖに関連して，独占禁止法の内容についての次の記述Ａ～Ｃのうち，正しいものは

どれか。正しいものをすべて選び，その組合せとして最も適当なものを，下の①～⑦のうち

から一つ選べ。 21

　　Ａ 　書籍・雑誌などについては企業が定価を決定し，小売書店などで定価販売ができる制度

が認められている。

　　Ｂ 　1990 年代には独占禁止法が改正され，企業同士が安定的な関係を築くための株式持ち

合いが解禁された。

　　Ｃ 　不況を乗り越えるための不況カルテルは，かつては認められていたが，平成 11 年（1999

年）の法改正により禁止されている。

　　①　Ａ

　　②　Ｂ

　　③　Ｃ

　　④　ＡとＢ

　　⑤　ＡとＣ

　　⑥　ＢとＣ

　　⑦　ＡとＢとＣ
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　次の文章を読み，下の問い（問１～７）に答えよ。

　 　1945 年 10 月，ⓐ国際連合（国連） は創設された。原加盟国は 51 か国であった。その目的は，

ⓑ国連憲章の第１条に規定されているとおり，国際社会の平和と安全を維持すること，諸国間

の友好関係を発展させることなどである。そのために，さまざまな条約も採択されてきた。

　 　国連に日本が加盟したのは 1956 年であった。以来，日本は国連との関係を大切にしながら，

歩んできたといえるだろう。1957 年に刊行された『わが外交の近況（外交青書）』（第１号）

では，「自由主義諸国との協調」「アジアの一員」とともに「国際連合中心」が日本外交の三原

則の一つとして掲げられた。また，何度もⓒ安全保障理事会の非常任理事国になっている。多

額の国連分担金も負担してきた。

　 　人的な貢献について述べると，明石康氏は国連事務次長を務め，ⓓカンボジア暫定統治機構

の事務総長特別代表も務めた。中満泉氏は日本人女性初の国連事務次長に就いた。国連平和維

持活動の活性化などに貢献し，2017 年にⓔ核兵器禁止条約が国連で採択された際にも大きな

役割を果たした。また，岩沢雄司氏は，2018 年６月からⓕ国際司法裁判所（ICJ） の裁判官

を務めている。日本人で ICJの裁判官を務めるのは，岩沢氏で４人目である。

　 　以上の人たちは代表的な方々であるが，そのほかにも国連で活躍している人は多い。ただ，

諸外国に比べると，まだ日本人の国連職員数は少ないという現状がある。ⓖこれからの国連の

ためにも，さらに多くの日本人が国連で活躍することが望まれる。

問１ 　下線部ⓐについて，国際連合についての記述として最も適当なものを，次の①～④のうち

から一つ選べ。 22

　　① 　国連は，国際連盟のときから諸国家間の勢力の均衡を図る方式で設立され，運営されて

いる。

　　② 　信託統治理事会は，信託統治地域の安定のため，現在も NGO（非政府組織）との協議

の下で運営されている。

　　③ 　安全保障理事会では，手続き事項以外のすべての事項は５常任理事国を含めた９理事国

の賛成で決定される。

　　④ 　総会では，加盟国は一国一票ではなく，分担金の比率に応じた票数を与えられて採決に

参加している。

第４問
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問２ 　下線部ⓑに関連して，国際社会では各国は多くの条約を結んでいるが，次の図は日本にお

ける条約締結の流れを示している。図中の ア ・ イ  に当てはまる語句の組合せとし

て最も適当なものを，下の①～④のうちから一つ選べ。 23

　　

天皇による

書等々の承認　　　　

（憲法第７条　八）

イ

ア

受託・承認

　（簡略化された　

　手続きの場合）

加　入

（すでに発効済

の場合など）

公文の交換

（二国間条約の

場合）　　　

条約交渉

承　認

締結の方法（次のいずれの方法によるかは条約自身の定めに従う）

署　名

（二国間条約の場合）

条約文の確定 採　択

（多国間条約の場合）

締　結

（条約に拘束されることについての同意の表明）

　　①　ア　国会に提出し承認を求める　　　　　　　イ　調印

　　②　ア　国会に提出し承認を求める　　　　　　　イ　批准

　　③　ア　最高裁判所に提出し承認を求める　　　　イ　調印

　　④　ア　最高裁判所に提出し承認を求める　　　　イ　批准
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問３ 　下線部ⓒに関連して，国際連合の機関についての次の記述Ａ～Ｃのうち，正しいものはど

れか。正しいものをすべて選び，その組合せとして最も適当なものを，下の①～⑦のうちか

ら一つ選べ。 24

　　Ａ　UNHCRは，国際社会における労働条件の改善を目的に活動している。

　　Ｂ　WHOは，健康の増進と保護を目的にしており，感染症対策にも取り組んでいる。

　　Ｃ　WFPは，飢餓と貧困の撲滅を目的にしており，2020 年ノーベル平和賞を受賞した。

　　①　Ａ

　　②　Ｂ

　　③　Ｃ

　　④　ＡとＢ

　　⑤　ＡとＣ

　　⑥　ＢとＣ

　　⑦　ＡとＢとＣ

問４ 　下線部ⓓに関連して，PKO（国連平和維持活動）が派遣されるようになった初期の頃の

原則や任務についての記述として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

　　 25

　　①　原則として，敵対勢力の攻撃力を削
そ

ぐための武器使用は可能であった。

　　②　主な任務として，停戦を監視するということがあった。

　　③　原則として，当事国が同意していることが派遣される前提であった。

　　④　主な任務として，敵対する集団の兵力の引き離しがあった。

問５ 　下線部ⓔに関して，国際法や条約についての記述として最も適当なものを，次の①～④の

うちから一つ選べ。 26

　　①　グロティウスが『永遠平和のために』を著し，近代国際法の理論が形成された。

　　②　国連海洋法条約はすでに発効し，海洋についての国際社会のルールとなっている。

　　③　捕虜の待遇に関する条約は，戦闘時のことを規定していないので平時国際法に当たる。

　　④　国際連合で採択された条約は，すべての国を法的に拘束する効力を有している。
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問６ 　下線部ⓕに関連して，国際裁判を担当する機関Ａ～Ｃと，その説明ア～ウとの組合せとし

て最も適当なものを，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 27

　　Ａ　常設仲裁裁判所

　　Ｂ　国際司法裁判所

　　Ｃ　国際刑事裁判所

　　ア 　核兵器の使用や威嚇は一般的に国際法違反であるとする勧告的意見を出した。

　　イ 　中国が主張する南シナ海における境界線について法的根拠はないとする判決をくだした。

　　ウ 　コンゴ内戦において子どもを徴用し子ども兵士として動員させた罪で，トーマス・ルバ

ンガ・ディロに禁固 14 年の刑を言い渡した。

　　①　Ａ−ア　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ウ

　　②　Ａ−ア　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−イ

　　③　Ａ−イ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−ウ

　　④　Ａ−イ　　　Ｂ−ウ　　　Ｃ−ア

　　⑤　Ａ−ウ　　　Ｂ−ア　　　Ｃ−イ

　　⑥　Ａ−ウ　　　Ｂ−イ　　　Ｃ−ア

問７ 　下線部ⓖに関連して，2000 年以降の国際連合についての記述として適当でないものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 28

　　①　潘基文氏に続いてグテーレス氏が国連の事務総長に就任した。

　　②　国連総会において，パレスチナをオブザーバー国家として認めた。

　　③　人権問題への対応を強化するため，国連人権理事会が設置された。

　　④　オリンピックが契機となって，韓国と北朝鮮が国連に同時に加盟した。
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 　次のノートは，ある高校生が戦後の日本経済について簡単にまとめたものである。こ

のノートを読み，下の問い（問１～７）に答えよ。

１．敗戦から経済の復興へ

　　・GHQと経済の民主化

　　・ⓐ傾斜生産方式の実施と朝鮮特需

　　・『ⓑ経済白書』…「もはや戦後ではない」

２．ⓒ高度経済成長期（1970 年代のはじめまで）

　　・池田内閣の所得倍増計画

　　・高度経済成長の要因といくつかのⓓ好景気の到来

　　・経済成長の「光」と「影」

　　　→世界でも有数の経済大国になったものの，公害問題が激化した

３．高度経済成長後の日本経済

　　・ⓔ1970 年代のいくつかの「ショック」と安定成長

　　・ⓕ1980 年代のバブル経済→ 1990 年代に崩壊

　　・ⓖ2000 年代以降→世界的な経済の危機や東日本大震災の影響

問１ 　下線部ⓐについて，傾斜生産方式を実施する際の資金の大部分は，復興金融金庫からの融

資によって賄われた。その後の日本経済はどのような展開をたどったか。古い順に並べたも

のとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 29

　　①　安定恐慌　→　インフレーション　→　ドッジ・ライン

　　②　安定恐慌　→　ドッジ・ライン　　→　インフレーション

　　③　インフレーション　→　安定恐慌　→　ドッジ・ライン

　　④　インフレーション　→　ドッジ・ライン　→　安定恐慌

　　⑤　ドッジ・ライン　→　安定恐慌　→　インフレーション

　　⑥　ドッジ・ライン　→　インフレーション　→　安定恐慌

第５問
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問２ 　下線部ⓑに関連して，次の文章は，経済企画庁が発表したある年度の「年次経済報告」の

内容である。どの年度の報告と考えられるか。最も適当なものを，下の①～④のうちから一

つ選べ。なお，内容は一部改変してある。 30

　住宅建設はやや増勢に鈍化がみられた反面 ,勤労者世帯の消費が伸びを高め，設備投資，

公的固定資本形成とともに国内需要は堅調に推移した。実質 GNPは年率 11.3％成長とさ

らに高成長となった。企業収益は大幅増益となり，有効求人倍率は高水準となった。物価

は，国内卸売物価が下落するなど落ち着きを示した。

　この年度の経済の特徴を調べてみよう。

　第一は，いうまでもなく，内需主導型成長が実現したことである。国内需要だけをとる

と 6.1％増と高い伸びを示した。とりわけ，民間需要の増加は目覚ましく，6.9％増となっ

た。外需は輸入の大幅増加から減少となり，初めて二年連続のマイナスを記録した。

　第二は，景気上昇のスピードが非常に急速であったことである。

　第三は，景気上昇の過程で構造変化が進んだことである。内需主導型成長自身がその現

れであるが，輸出産業でも内需転換がはかられ，輸出比率が低下した。例えば，自動車な

どでは輸出が減る中で国内出荷は高い伸びを示した。他方，輸入が大幅にふえ，特に製品

輸入比率が上昇した。

　　①　朝鮮特需で復興した時期の 1955 年度の内容

　　②　高度経済成長期の 1968 年度の内容

　　③　プラザ合意後の時期の 1988 年度の内容

　　④　バブル経済が崩壊した後の 1997 年度の内容

問３ 　下線部ⓒに関して，高度経済成長に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のう

ちから一つ選べ。 31

　　① 　家計が上昇した所得のほとんどを貯蓄ではなく消費に回したため，企業に利益をもたら

した。

　　② 　家計が購入した耐久消費財のうち三種の神器と呼ばれたのは，電気冷蔵庫，電気洗濯機，

乗用車であった。

　　③ 　１ドル＝ 360 円という為替レートが輸入に有利に働き，日本の貿易立国化にプラスの

影響を与えた。

　　④ 　戦後の義務教育制度によって豊富で安価な労働力が供給され，都市部の製造業などを支

えた。
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問４ 　下線部ⓓに関連して，次の表は，戦後日本の景気循環を示している。この表についての下

の文章を読み，文章中の ア ・ イ  に当てはまる語句の組合せとして最も適当なもの

を，下の①～⑥のうちから一つ選べ。 32

谷 山 谷
期間

拡張 後退 全循環
第１循環 1951年６月 1951年10月 4カ月
第２循環 1951年10月 1954年１月 1954年11月 27カ月 10カ月 37カ月
第３循環 1954年11月 1957年６月 1958年６月 31カ月 12カ月 43カ月
第４循環 1958年６月 1961年12月 1962年10月 42カ月 10カ月 52カ月
第５循環 1962年10月 1964年10月 1965年10月 24カ月 12カ月 36カ月
第６循環 1965年10月 1970年７月 1971年12月 57カ月 17カ月 74カ月
第７循環 1971年12月 1973年11月 1975年３月 23カ月 16カ月 39カ月
第８循環 1975年３月 1977年１月 1977年10月 22カ月 ９カ月 31カ月
第９循環 1977年10月 1980年２月 1983年２月 28カ月 36カ月 64カ月
第10循環 1983年２月 1985年６月 1986年11月 28カ月 17カ月 45カ月
第11循環 1986年11月 1991年２月 1993年10月 51カ月 32カ月 83カ月
第12循環 1993年10月 1997年５月 1999年１月 43カ月 20カ月 63カ月
第13循環 1999年１月 2000年11月 2002年１月 22カ月 14カ月 36カ月
第14循環 2002年１月 2008年２月 2009年３月 73カ月 13カ月 86カ月
第15循環 2009年３月 2012年３月 2012年11月 36カ月 ８カ月 44カ月
第２～15循環
までの平均　 36カ月 16カ月 52カ月

（内閣府「景気動向指数」）

　これまでの日本経済における好景気には特徴的な名称がつけられているものがある。た

とえば，第３循環，第４循環，第６循環，第 14 循環の好景気には名称がつけられている。

このうち，第４循環は ア ，第６循環は イ  という名称で呼ばれている。

　　①　第４循環−いざなぎ景気　　　第６循環−神武景気

　　②　第４循環−いざなぎ景気　　　第６循環−岩戸景気

　　③　第４循環−神武景気　　　　　第６循環−いざなぎ景気

　　④　第４循環−神武景気　　　　　第６循環−岩戸景気

　　⑤　第４循環−岩戸景気　　　　　第６循環−いざなぎ景気

　　⑥　第４循環−岩戸景気　　　　　第６循環−神武景気

22年度MF_9_政経_p076-094.indd   93 2021/11/26   15:18



− 94 −

問５ 　下線部ⓔに関して，1970 年代の日本経済についての記述として適当でないものを，次の

①～④のうちから一つ選べ。 33

　　①　専売公社などの民営化に続いて国鉄が分割民営化されＪＲとなった。

　　②　不況下でインフレーションが起こるスタグフレーションが発生した。

　　③　重厚長大型産業から軽薄短小型産業へと産業構造の転換が起こった。

　　④　第二次世界大戦後初めて実質経済成長率がマイナス成長を記録した。

問６ 　下線部ⓕに関連して，1980 年代から 1990 年代にかけての日本経済についての記述とし

て最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 34

　　① 　バブル経済が発生したが，株価が史上最高値を記録する一方で，地価は安定した動きを

示していた。

　　② 　貸金業法が改正されてグレーゾーン金利が撤廃された結果，1980 年代の後半には消費

者金融会社は貸し渋りを行うようになった。

　　③ 　間接税である消費税が導入され，当初は３％であった税率は 1990 年代の後半には５％

に引き上げられた。

　　④ 　バブル経済が崩壊して銀行などの金融機関は不良債権に苦しんだが，政府の支援策に

よって金融機関は破綻
たん

からまぬかれた。

問７ 　下線部ⓖに関連して，2000 年から 2020 年にかけての日本経済についての記述として適

当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 35

　　① 　電子マネーやクレジットカードを用いて商品を購入するキャッシュレス化の動きが，広

がった。

　　② 　デフレからの脱却をめざしたアベノミクスによって，消費者物価の前年比上昇率は３％

を超えた。

　　③ 　リーマン・ショックなどが引き起こした世界金融危機の際には，「派遣切り」などの問

題が発生した。

　　④　海外で保有している資産からの配当や利子などの第一次所得収支は，黒字が続いてきた。

（政治・経済の問題は終わり）
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