
早稲田大学社会科学部

2020年度入詰問題の訂正内容

＜社会科学部一般入試＞

【政治・経済】

・問題冊子4ページ：設問 I問9 選択肢イ

（誤）

～出席議員の・・・

（正）

～全議員の・・・

・問題冊子4ページ：設問 I問9 選択肢エ

（誤）

～懲役などの厳しい罰則・．．

正

～懲役型・

・問題冊子2ページ：大設問 I問2

・問題冊子10ページ：大設問W 問2

いずれも設問に対する適切な解答がありませんでした。当該箇

所の設問につきましては、解答の有無・内容にかかわらず、受験

生全員に得点を与えることといたします。

以上



2020年度

政 治・経 済

（問題）

( R 02140018) 

注意事項

l. 試験開始の指示があるまで，問題冊子および解答用紙には手を触れないこと、
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2. 問題は 2～11ページに記載きれているc 試験中に問題lllJ子の印刷不鮮明，ページの落・r・舌L丁および解

符用紙の汚損等に気付いた場合は．予を挙げて監督員に知らせる ごと。

3. 解答はすべて可 HBの黒鉛筆またはIIBのシャープペンシルで記入すること。

4. マーク解答用紙記入［二の注意

(1) 印刷されている受験番号が， 白分の受験番号と．，致していることを確認したうえで．試験開始後‘氏

名欄に氏名を正確に丁寧に記入すること。

(2) マーク欄には，はっきりとマークするととc また，訂正する場合は，消しゴムで1寧に，消し残しが

ないようによくiriすこと （砂消しゴムは使却しないこと）。

マークする時｜・良い C 悪い ＠ 悪い

マークを消す時10良い G 悪い 心 悪い

5. 解答はすべて所定の解答欄に記入すること。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点の対象外とな

る場合があるC

6. 試験終了の指示がIiiたら，すぐ、に解答をやめ．筆記用具を置き解答用紙を裏返しにすること。

7. いかなる場合でも，解答用紙は必ず提出すること。

8. 試験終了後，問題冊子は持ち帰ること。



I 以下の文章を読み 下記の問いに答えよ。

多くの近代民主同家では，国家休帝IJを確立しかっ人民に慕本的人権を保障するために 憲法が制定されている。わ

が閏でも，第二次世界大i伎の敗戦を機に 連合国半総司令部 （GHQ）の指導のもと民主的な日本国憲法が制定される

に至っている。
(A) 

H本国憲法は．国民主権，基本的人権の静韮，平和主義の三つを基本原理と し，本文は11主主で構成され， 103条から

なる。その中で，阿民の恭本的人権に関する章では，f去の下の平等や 精神的，経済的自由権のほか．第25条の生存権
(B「一一一一 (C) (D) (E）一一一ー

をはじめとした社会権などが規定されている。そのほか，おもに第13条の幸福追求権を桜拠として，憲法制定時にはあ
(F）一一一一

まり意識されておらず， したがって条文にはi宙ー接は存在しないような新しい人権も認めていくべきとの議論もある。な
(G）一一一一一一一

お，人々の基本的人権をいかに保護するかについては，国を超えた同際機関においても長年一議論がなされており，人権
(H）一ー

の保護を目指した条約も数多く採択されている。

一方，日木医｜憲法のなかの統治のしくみを定めた部分では，立法，行政，同法がお互いに抑制と均衡をはたらかせる
(I）一一一 ( J）一一一

ことで適切に出家を違営していけるよう，三権分立のしくみがとり入れられている。そのほか，地方自治などについて

も，制度の大枠が示ぎれている。

問 1 下線部 （A）に関するげくの記述のうち，最も適切なものをア～エから1つ選び マーク解答片j紙のその記号・をマ

←クせよ。

ア 大日本帝国憲法下では，出長は天皇の「臣民」とされたが 自然権思想に基づく人権が保障されていた。

イ 口本に無条件降伏を要求したポツダム宣言には，民主主義の復活と強化 天皇制の廃止ーなどが盛り込まれてお

り，大日本帝国憲法との矛盾が生じたο

ウ 憲法制定についての松本案はGHQに拒否され，マツカーサ一三原則に基づいた日本国憲法が成立した。

エ 象徴としての天皇は凶政仁闘する権能を持っておらず 凶会の助言と承認に基づ＼， lた国事行為のみを行うこと

とされている。

問2 下線部（B）に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～エから1つ選び，マーク解答JT］紙のその記号をマ

ークせよ。

ア 個人の人権どうしが衝突した場合には，「法律の留保Jという論埋によって最小限度の制限が行われるυ

イ 最高裁判所によれば，父母など直系尊属に対する殺人とそれ以外の者に対する殺人の刑罰を呉にするのは憲法

の平等原日I)に違反する。

ウ 日本人でなくても永住外同人の場合には，国政レベルの選挙権は認められている。

エ わが向ではT 令状主義によって再審制度が定められており，残虐な刑罰が禁止ーされている。

間3 下線部 （C）に関する次の記述のうち可最も適切なものをア～エから 1つ選び＼ マーク解答JT］紙のその記号をマ

←クせよ。

ア アイヌ民族は，明治政府が制定した「北海道旧一上人保護法jによって同化政策を受けてきたが，差別撤廃の働

きかけの結果として1997年に「アイヌ文化振興法」が成立した。

イ 女性保護の観点から，女件今に対しては深夜労働が全面的に禁止されているc

ウ 女性労働者がj王倒的に多い職場でも，男女平等の観点から 男性を優先的に採用することは違法であるの

工 日本人同土の夫婦は同姓を名乗ることがi去律で定められているが，一定の場合には，民j去上，別姓を名乗るこ

ともできるの

一一一 2一一一



間4 1、線部 （D）に関する次の記述のうち守最も適切なものをア～ヱから 1つ選び．マーク解答用紙のその記号をマ

一クせよ。

ア 国家が個人の内耐的価値判断や精神生活に制限を加えることは句「公共の福祉Jに反しない限り認められないっ

イ 国家は個人の自由な信仰を侵害しではならないし逆に，特定の宗教団体に対して特権を与えることも禁止さ

れているc

ウ 企業が，ある求職者が特定の思想・信条を有していることを理由に探尉拒否することは違法となる。

工 著作物や新聞 －放送などの表現物について．個人の名誉を段損するなど不適当と認められるものであーっても，

裁判所はその発表を禁止できないっ

間5 下線部 （E）に関連して，憲法第25条などを根拠に社会保障制度が制定されている。社会保｜俸制度に関する次の

記述のうち，最も適切なものをア～エから1つ選び， マ←ク解符用紙のその記号をマークせよコ

ア 17"1立紀初頭にイギリスで制定されたエリザベス紋貧法では，社会保障制度の先駆けとして，…般企業に対し凶

窮者の救済を求めているつ

イ 児童千当は．中学校卒業までの児童を養育している者に対し その所得にかかわらず一定傾の手当が支給され

るものであるつ

ウ 日本では．国民が健康保険などの医療保険に加入するかどうかは個人の自由ときれており，加入は強制されな

し、。

エ 19421：にイギリスで出されたベパリッジ報告では．健康保険や年金などを可国民全体が対象になるような統一

的制度のもとで整備することが示された。

間6 下線部 （F）に関連して，社会権の一種である教育ーを受ける権利および労働基本権についての次の記述のうち，

最も適切なものをア～エから lつ選ぴ，マーク解答HJ紙のその記号をマークせよ。

ア 憲法第26条の教育を受ける権利に基づき，義務教育期間中の給食費は原則として無償となっているc

イ 国民は，法律の定めるところにより，その保護する子女に背通教育を受けさせる義務を負っている。

ウ 憲法第27条2J頁では勤労条件を法定することが求められてお り，これに基づき，労働基準法は，hT能で、あれば

実現することが好ましい労働条件の目安を定めている。

工 憲法第28条の労働基本権は絶対的権利であるため3 警察官や自衛隊も含め，すべての公務員に団結権が認めら

れている。

間7 下線部 （G）に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～工からlつ選ぴ，マーク解答用紙のその記号をマ

ークせよ。

ア 近年マ環境権が裁判上も認められるに至っており 空港の夜間利用の差止め請求など．様々な権利を認める裁

判例が徐々に増加しているつ

イ 警察官は，刑事犯罪全般につき，犯罪捜賓の必要があれば，裁判官の発する令状に基づき個人の電話などを傍

受するこ左が認められている。

ウ 凶民には「知る権利」があるにもかかわらず，特定秘密保護法により「特定秘密」とされた情報を漏らした公

務員や民間人は処罰されうる G

工 臓器移植法により可心臓・柿・脳のすべてが不可逆的に機能停止した場令に｜浪り，臓器提供をすることができ

るようになったc

3 



間8 下線部 （H）に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～エから lつ選ぴ＼マーク解答用紙のその記号をマ

ークせよc

ア 1948年，欧州理事会において，人々の人権および自由を尊重し確保するために すべての人とすべての悶とが

達成すべき共通の基準を定めた世界人権宣言が採択された。

イ 女性保護に関するハーグ条約は，締約悶に対し，政治的および公的活動，ならびに経済的および相会的活動に

おける女性に対する差別の撤廃のための適当な措置を求めているの

ウ 世界的に見れば貧困，飢餓，虐待などに苦しむ児童も少なくないことをうけて，児童の権利］を国際的に保障，

促進するため可1989年に児童の権利条約が採択されたn

エ ジェノサイド条約は，締約国に対し，あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策などを，適当な方法ーにより遅滞

なくとることを求めている。

間9 下線部（ I ）に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～工から1つ選ぴ，マーク解答用紙のその記号をマ

←クせよ。

ア 本会議は原則として公開だが，議長または議員10人以上の発議により，出席議員の 3分の l以トーが貸成したと

きは公開しないことができる。

イ 各議院は議院規則制定権をもち，それに違反した議員は懲罰の対象となりうるが，議員を除名する場合には出

席議員の 4分の 3以上の賛成が必要である。

ウ 出会の会議には町常会，臨時会．特別会，参議院の緊急集会があり 常会は毎年 1回で＼その会期は175日間

である。

エ 同政調査のための同会における証人喚問で、宣誓を した者が偽証をしたときは，懲役などの厳しい罰則が科され

ることカtある。

問10 下線部 （J）に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～工から iつ選び， マーク解答用紙のその記号をマ

ークせよ。

ア 検察官の不起訴処分などが適正か汗かを審査する機関と して，同民から選は、れた11人で構成される検察審査会

が設置されている。

イ 最高裁判所は F 天皇が指名する長官と，内閣が指名する14人の裁判官で、構成されている。

ウ 裁判員制度ーのもとでは，裁判官3人と裁判員 6人が，被告人に対し有罪か無罪ーかを判断するが，裁判員は最刑

の判断には関与できなし＼，

エ わが国の司法裁判所は 具体的な訴訟事件とは関係なく 個々の法律について違憲立法箸査権を行使すること

ができる。

II 以下の文章を読み下記の問いに答えよ。

近年の円本の政治では「改革」が大きな争点となってきた。そのうち，最も重要と目されているのは選挙制度の改革

であるつというのも，選挙制度は政治家の行動に与える影響が大きいと考えられているからである。小選挙区比例代表
(A）一一一一一回

投立制が導入されたことによって 候補者を中心としたものではな く 政党を中心とした選挙が目指されたのであるの
( B）一ー

また．中選挙区制下においては農業や 中小企業など個別利益左結びついた政治が行われる傾向がある左いうことも指
(C）一一一（D）一一一一一一

摘されていた。選挙をめぐる制度については様々な改革がなされており，若者の窓見を同政に反映させることを目的に

18段選挙権も導入された。
( E）一一一一一一

選挙制度改革が A段落すると，他の改革によって内閣の機能強化が目指され，内閣と官僚の関係，内閣と与党の関係，
( F）一一 (G）一一

ある市首相と同会の関係が再検討された。首相の権力の基平行監にお円山f多数派を維持していると川相

変わらないが，政治過程における首相の影響力が増大したことは間違いない。その典型的な例は 小泉内閣に見られる。
( J）一一一一一

郵政民営化は必ずしも与党内で、合意カT得られた政策ではなかったが．その与党内の大きな抵抗を排除して成し遂げられた。

一－ 4一一



間 1 下線部（A）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～工からIつ選ぴ，マーク解容用紙のその記号を

マークせよc

ア 衆議院議員選挙の比例代表において定数が最大のブロ ックと最小のブロックを比べると 4倍以 kの定数の差

カfあるの

イ 参議院創設以来，参議院議員選挙は選挙区と比例代表の組み合わせで行われている。

ウ 参議院議員選挙の比例代表において，政党が提出する候補者名簿ではJIIF,［伎をつけることができなし、

工 衆議院議員選挙の比例代表において，政党が提出する候補者名簿では順位をつけることができなu、

問2 下線部 （B）に関連する次の記述のうち， 最も適切なものをア～工から 1つ選び＼マーク解答問紙のその記号を

マークせよ。

ア 国会議員が5名以ト所属するか，直近の同i改選挙で有効投票総数の 1%以上の得業のあった政党は公安での助

！引を受けられるc

イ 日本国憲法では政党について明記されていない。

ウ 企業は政治、家悩人には政治資金として献金ができないが 政治家の資金管理団体には献金ができる。

工 現在国会に議席を有する政党で最も歴史の自い政党は自由民主党である。

間3 -f綾部 （C）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～工から lつ選び，マーク解答用紙のその記号を

マ←クせよ。

ア 1960年から2010年まででEl本の耕地雨積は半減している。

イ 日本の生産額ベ「スの食料自給率は，カロ リーベースの食料自給事より低し、。

ウ 農業者が生産・加工・流通・販売を一体化L，生産物の付加価値を尚めることを 6次産業化という。

工 農地法は，企業が農地を借りて農業をすることを認めていなし、

間4 下線部 （D）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～エから lつ選び，マ←ク解答用紙のその記号を

マークせよ。

ア 1-:l本の中小企業の従業員数は全企業の従業員数の90%税度を，,Liめるc

イ 2006年に最低資本金の規制Jが撤廃されたことで＼会社の設立登記数はその後の10年間でおよそ1.5f育に増加した。

ウ 中小企業基本j去の定義では可従業員数100人の小売業を営む企業は中小企業と分類される。

工 大規模小売店舗法は日米構造協議のなかで改正された。

間5 -1~·線部 （ E）に関連して， if:－齢と法律止の関係に闘する次の記述のうち，最も適切なものをア～エから 1ワ選び，

マーク解答j刊紙のその記号をマークせよ。

ア 罪を犯すと刑法上処罰される対象となるのは18歳以上であるつ

イ 裁判員の候補となるのは20歳以、kであるG

ウ 市町村議会議員選挙の被選挙権をもつようになるのは25歳以土であり，都道府県議会議員選挙では30歳以上で

ある。

エ 介護保険fAを負担するようになるのはお歳以上で、ある。

問6 ド線音fl( F）に関連して，次のうち，首相以外の国務大臣が責任者となっている組織をア～工から1ワ選ぴ，マ

ーク解答用紙のその記号をマークせよ。

ア会計検査院

イ 国家安全保障会議

ウ 国家公安委員会

エ 内岡法制局

一一 5一一一



間7 下線部（G）に関連して，行政に関する次の記述のうち可最も適切なものをア～工からIてコ選ぴ＼マーク解答用

紙のその記号をマークせよ心

ア 都道府県は行政機関に対する調盗および改善勧持を行うオンプズマン制度の整備を義務付けられている。

イ 行政機能の拡大により，近年も日本の公務員の数は増大している。

ウ 行政機関による民間企業への行政指導には法的拘束力がある。

エ 政府参考人制度によって官僚は凶会での答弁が認められている。

問8 下線部（H）に関連して，行政府の長と議会の関係に関する次の記述のうち，最も適切なものをア～工からlつ

選ひ＼マーク解答用紙のその記号をマークせよ。

ア イギ1）スの首相が議会を解散するには議会での議決を必要とする。

イ フランスの大統領は元老院を解散できる。

ウ 口木の首相は不信任決議案可決時以外には国会の解散はできない。

エ アメリカの大統領は議会に法案を提出することができるが，議会を解散することはできな＇＇ ＂

問9 下線部（ I ）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～工からlつ選ぴ マーク解符用紙のその記号を

マークせよ。

ア 憲法改i正案の審議は衆議院から始めなければならないυ

イ 日本の同会においては，会期中に議決に主らなかった家ft：は，原則として次の同会に継続されず，会期終了時

にi発案となるc

ウ 大日本帝国憲法トーでは 予算の先議権は貴族院にあった。

エ IJ本の国会においては議員提山法案が徐々に増えており 杓閣提出法案よりも成立率が高い。

問10 ド線部 （J ）に関連して，次のうち，小泉内閣期に実施された政策をア～エから1つ選ぴ，マーク解答川紙のそ

の記号をマークせよ。

ア 国から地方への税i！京の移譲，国庫支出金の削減 地方交付税の見直しを推進する，三位一体の改革の実施

イ 1府12省庁体制にして内閣府の強化をはかる中央省庁再編の実施

ウ 消費税を社会保障給付の財源とすることで，社会保障の充実と財政健全化の両立をLI指す，社会保障と税の一

体改革の実施

工 憲法改正の手続きを定める国民投票法の成立

Ill 以下の文章を読み 下記の問いに答えよ。

グローパル化が進む中で，一国だけでは解決できない問題が多く存在するようになり．地球規模での問題意識をもつ

ことがより重要となっている。例えば，世界的に増加している難民の問題がある。そのような課題に対して，国際機関
(A）一一

や非政府組織 （NGO), 企業などが活動を拡大している。
(B) (C）一一一

同際社会の中で葉袈な役割を果たしている閏際機関として，国際連合 （以下，国連）がある。閣連は，第三次！止界大

戦後山年に国際平和および安全の維持などを白的と し鼎立された。しかしながら アメリカを中心とする資本主
(E 一一一一

義陣営とソピエトi主手I＼をiヤ，L、とす、る社会主義陣営の対立が起こつたことで ヰ〈ソ対立に関仔3する問題が国連に持ち込ま

h, 凶連が期待さ才L

同連にlま，保健分野で活動する世界保健機関 （WH0），プ’どものために活動する同連児童基金 （UNI CEF）や，

貧困削減や開発支援に取り組む同連開発言十両 （UNDP）など，国連総会によ り設す．された下部組織の同際機関があるc

例えば， UND Pは，人間開発指数 (HDI）土いう指楳を出際社会に提起した。 HDIでは，同内総生産 （GDP)
(G) (H) 

などの指標でみられるような経済的状況だけでなく目社会的状況も考慮して， その国の発展度合いが表された。ごのよ

うな同際機関に対し 日本政府は 政府開発援助（ODA）として資金を拠出している。近年では，日本の固際協調の
(I) 

理念として，人間の安全保障という考え方を推進しており，その概念は国際的にも注目を集めている。
( J) 
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間 1 ド線古Is( A）に関連する次の記述のうち 最も不適切なものをア九工から 1つ選び マーク解答HJ紙にその記号

をマークせよコ

ア 1951年の難民条約によると，難民とは．政治的迫害や戦争・ 革命などにより居住地を離れざるをえなくなうて

当該の間内にとどまる人々のことである。

イ 迫害が予想される同や地域に．難民が送還されることは禁止されており これをノ ン・ ルブールマンの原則！と

し、つ。

ウ 1999年に日本の提唱で同連に設：v令された「人間の安全保障基金」は 貧困対策，難民支援 紛争地域への支援

などに資金を拠出しているc

エ 宇リアでは，「アラブの春」lこ来じて，2011年に民主化を求める反体制派と アサ ド政権との武力衝突が発牛L,

その後長期化する内戦のなか多く の難民が周辺国に逃れている。

間2 下線部 （B）に関連する次の記述のうち守最も不適切なものをア）工からlつ選び，マーク解答用紙にその記号

をマークせよ。

ア NG Oの中には，同際会議にオブザーパーとして川席する団体や，国連の経済社会理事会との協議資格をもう

国f本もある。

イ 1971年にフランスで結成された「国境なき医師出Jは，｜菜療 ・人道援助活動を行う同際NG Oであり，1999年

にノーベル平和賞を受賞したの

ウ 1997年に湖町された，対人地首全出禁止条約の推進力となったのは．約100か凶のNG Oの逮令体である｜地

雷禁止国際キャンペーン (ICB L）」であり，その後ICB Lはノーベjレ平和賞を受賞した。

エ 日本には．国際協力に携わるNG Oが400閏体以上あるといわれているが 日本政府はそのようなNG Oと

開発途上回に関する情報交換を行うのみであり，政府資金を提供寸るまでには主っていない。

問3 下線部 （C）に関連して，企業の社会的責任 （CSR）に関する次の記述のうち g 最も不適切なものをア～工か

ら1つ選ぴ，マーク解答用紙にその記号をマークせよc

ア cs R活動には，文化 ・主術活動を支援オるメ セナや，寄付や慈善事業などのプイラ ンソロピーが含まれる。

イ 経済f学者のミルトン ，フリードマンなどは 企業が社会貢献活動の主体となることを批判している。

ウ 国際標準化機構 （I SO）が定めた環境マネジメント システムに関する規格IS09001を認証取得する企業が増

加している。

工 障害者雇用率制度に基づき守民間企業の事業主は，従業員数の2.2%以トの障害者を雇用する義務があるG

問4 F線部（D）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～工から lつ選ぴ＼ マーク解答JU紙にその記号を

マ←クせよ。

ア 回連の安全保防理事会は，アメリカ ・イギリス －日本・ ロシア ・中国の常任理事国5か同と総会で選出され

た任期2年の非常任理事幽10か国で構成される。

イ 国連の安全保険理事会の議決は，手続き事項以外のすべての事項について いずれの常任珂事国の反対がない

うえで－9か阻以上の理事国の賛成によるつ

ウ 1945作のサンフランシスコ会議で，国連憲章が採択され，20か聞を原加照聞として国際連合が設すされたの

工 2017年から2019年の同連通常予算分担半は，アメリカ守イ ギリスについで3番目に日本が多い。
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問5 下線部（ E）に関連し目 『訪問民の富lを発表したアダム・スミスの主張に関する次の記述のうち，最も不適切

なものをア～エから 1つ選ぴ， マーク解答用紙にその記号をマークせよ。

ア 同を；富ませるものは凶内に蓄積された貨幣や余銀など貴金属だとする金本位制を批判したO

イ 商品の生産に費やす労働が価値を生み出す源泉だと主張した。

ウ 私干iJ私欲を追求する他人や企業の経済活動は1 「見えざる手、」に導かれて社会全体の利益を促進すると説いた。

エ 国家は γ 凶防 司法，公共事業の役割を指うべきであると論じた。

問6 下線部 （F）に関連する次の記述のうち，最も不適切なものをア～エから lつ選び，マーク解搭用紙にその記号

をマークせよ。

ア 社会主義経済ではー経済活動を悶家による統制の下におき，資源の配分を国家の策定した計画によって行った。

イ カール ・マルクスは，生産物に倒値を与えるのは労働であると考えたが，労働者が働いた分の正当な賃金を受

け取っていなし迫状況が問題であると考え，搾取のない公正な社会の実現を目指した。

ウ 第二次世界大戦佐，資本主義諸国に匹敵するほどの経済成長を達成する社会主義国も現れるが， しだいに労働

者の労働窓：欲が減退していき，生産性が低下し，経済は停滞したっ

工 中国では，1997年にマカオ， 1999年に喬港が返還され，ー幽の中で村ー会主義と資本主義が共存するー閏二制度

となっている。

間7 F線部 （G）の指標に含まれていないものをア～エから l勺選び， マ←ク解答用紙にその記号をマークせよっ

ア 平均寿命などの保健水市一

イ 就学年数などの教育水準

ウ 一人当たり国民総所得などの所得水準

工 1000人当たりの医師数などの医療水準

問8 ド線部 （H）に関連する次の記述のうち，最も不適切なものをア～エから lつ選び，マ←ク解答用紙にその記号

をマークせよっ

ア GDPに対しては．同民生活の質や最かきを必ずしも表していないという批判があ り，HD Iのほか，閑民の

幸千百感や生活の満足度を反映させた国民総幸福量 （GNH）が注目されている。

イ 長期的な比較や，国際的な比較をする場合には，人口で割った「一人当たり GD P」も重要な指標となる。

ウ GD Pでは，無償のボランティア活動や家事労働なと市場で取り引きされない財 ・サービスの影響は反映さ

れない。

工 ある年の物価に基づく GD Pを実質GDP v 物価変動の影響を除し通たGD Pを名目 GD Pといい，経済成長本

を見るときには後者が用いられる。

間9 下線部 （I ）に関連する次の記述のうち，最も適切なものをア～工から lつ選び， マ←ク解答用紙にその記号を

マークせよ。

ア 日本のOD Aの基本理念を定めたOD A大綱は， 2015年に開発協力大綱へと改定され，OD Aのみならず，企

業やNG Oの役割も視野に入れた，日本全体の開発協力政策となった。

イ 日本のOD Aの二凶間援助は，贈与と無償資金協力の二つに大きく分けられる。

ウ 1970年に，国連総会は同民総所得（GN 1）の7%をOD Aの支出目標とすることを決定したc

工 1965年に発足した背年海外協力隊は， OD Aの有償資金協力として，開発途仁固からの要請に基づき，それに

見合った技術・知識・経験を持った人を派遣しているの
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問10 1、お浪部 （J ）に関連する次の記述のうち守最も不適切なものをア～エから1つ選び マーク解答則紙にその記号

をマークせ7よ。

ア 人間の安全保障とは，人間…人ひと りに着目し，保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づく り

を促す考え方であるつ

イ 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が1994年に発表した ［人間開発報告書Jiで，人聞の安全保障が国際

的に提起された。

ウ 人間の安全保障では F 「恐怖からの自由」と「欠乏からの白山」の双方を確保する ことが重要である。

エ 1998年に小測恵三首相が政策演説の巾で，人間の安全保障を表明し．日本の政策的概念のーっとして人間の安

全保障が用いられるよう になったの

N 以下の文章を読み 下記の問いに芥えよ。

(A) 
“No one will be left behind.”という現念を掲げる 「持続可能な開発 （発展）目標」 （SDGs）は （①）年の国

連持続可能な開発サミットで採択された。 SDGsは，（③） 年の函連ミレニアム ・サミットで採択された「ミレニア

ム開発LI楳J(MDGs）の後継であり， MDGsをもとにして．開発分野中心の残された課題を達成するとともに環

境分野中心の新規課題の解決を目指すものである。SDGsは開発と環境の各分野における国連を中心とする一連の困
(B) 

際的取り組みの後継でもある。それらにJ,iSじて先進国でも環境税などの各種の取り組みが進められてきたの
(Cけ

SDGsでは目標数がMDGsの8からほぼ倍増して17となったが，第1の目標は引き続き「貧困撲滅」である。M

DG  sによって世界全体では絶対的貧｜引率 (1H？うたり l.25ドル未満で生活する貧困者の割合。以下，貧困率）の半減

が達成されたものの， サハラ以南アフリカでは貧国率が1990年の57%から2015午の41%にしか低下せず， ｝｜椋を達成で

きずに終わったの表 lはMDG sの2015年年次報告書に示された南部アジア，東部アジア （中岡のみ）， 開発途上国全

体の貧困率の推移と2019年回連将来人口推計の結果，両者に慕づく貧困者数の推移を示したものである。そこから1990

～2011年.2011～2015年可 19叩～2015年の各期間における開発途上回全体の貧困者数減少に占める中国の貧困者数減少
(D) 

の割合 （中国の寄与半）とインドの貧困者数減少の割合 （インドの寄与率）が計算できるが，開発途上国全体における
(E) 

貧困削減はアジアの人口大国の中国とイ ンドの経済成長による ところが大きい。
( F) 

SDG sの2019年年次報告書によれば，近年，インドを含む南部アジアでは貧困者数 （SDG sでは，1 H当たり

1. 90ドル未満でよ十話する貧困者の数。以下の本丈の内谷はSDG s基準による）の減少のスピードが遅くなってきてい

るが，貧困者数は減少し続けている。それに対してーサハラ以南アフリカでは貧同者数が増加している。
(G) 

表l 南部アジア，東部アジア，開発途」：圏全体における貧附半， 人口， 貧困者数の動向

国 －地域 貧困率 人口（信；ノ＼） 貧困者数 （億人）

年次 1990年 2011年 2015年 1990年 201 1年 2015年 1990年 2011年 2015年

南部アジア 0.52 0.23 0. 17 11. 9 17白 4 18. 3 6φ2 4. 0 3. 1 

南部アジア （インド除く ） 0.53 0.20 0. 14 3. 2 4. 9 5. 2 1. 7 1. 0 0. 7 

東部アジア （中国のみ） 0.61 0. 06 0. 04 12白 O 14. 2 14.4 7. 3 0. 9 0. 6 

開発途上国全体 I 0. 47 0. 18 o. 14 1 41. s 58. l 61. 2 19φ6 10. 5 8.6 

（注）この表で貧困者は l日当たり 1.25ドルー未満で生活する者。

({JJ所） UN, The Millenium Development Goals Report 2015, p.14. 

UN, World Populαtion Prospects 2019 

※Web公開にあたり、著作権者の要請により出典追記しております。
From World Population Prospects 2019(Total Population-Both Sexes) 
cUnited Nations. Reprinted with the p巴「missionof th巴Unit巴dNations 

From The Millenium Dev巴lopmentGoals Report. ⑤United Nations 2015. 
R巴P「intedwith th巴permissionof the United Nations 
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問1 卜線部 （A）の理念に関連して， SDG sのII椋と して掲げられていないものをア～工から 1つ選び，マーク解

it刑紙のその記号ーをマークせよ。

ア あらゆる場所のあらゆる形態の貧同を終わらせる。

イ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を推進する。

ウ すべての人々への包摂的かっ公正な質の高い教育を提供し 生涯教育の機会を促進する。

工 ジェング一平等を達成しすべての性的指向および性自認の人々 の能）J強化を行う。

開2 （じと②に当てはまる年次の組み合わせのうち，最も適切なものをア～工から 1つ選ぴ，マーク解答用紙のその記

号をマークせよc

ア 0)2015（年）と＠1990（年）

イ ①2015（年）と①2000（年）

ウ ①2016 （年）と也'2000（年〉

エ ①2016（年）と＠2001（年）

間3 下線部 （B）のうち p 開発分野の取り組みと しては「同連開発の10年」が（①）年代から実施されてきた。③に

当てはまる年代のうち，最も適切なものをア～工から lつ選び マーク解答／l]紙のその記号をマークせよ。

ア 1950 （年代）

イ 1960 （年代）

ウ 1970 （年代）

工 1980 （年代）

問4 下線部（ B）のうち，環境分野の取め組みと しては，環境保全と開発を両立させる 「持続可能な開発」という概

念が1987年の （④）の最終報告書で提唱され，1992'.fの （⑤） の宣言などで具体化きれた。④と⑤に当てはまる国

際会議の組み合わせのうち 最も適切なものをア～エから lつ選び、マーク解答用紙のその記号をマークせよ。

ア (il r環境と隠発に関する世界委員会」と⑤「凶連環境開発会議」

イ ④「地球サミット」と⑤ 「正常境開発サミットj

ウ ① 「ブルントラント委員会」と③「環境開発サミット」

工 ② 「同連環境開発会議jと①「国連持続可能な開発会議」

間5 下線部 （C）に関連して 先進凶では持続可能な開発を達成するための政策手段として1980年代から理境税 （炭

素税など）が導入されてきた。理一論的には戦間共Hのイギリスで活躍した経済学者のピグーによって，外部不経済を

市場内部に取り込むための経済的手法として提唱されたものである。外部不経済は「市場の失敗」の一例であるが，

「－巾場の失敗」に対処するための政策手段として，最も不適切なものをア～工から lつ選び，マーク解特用紙のそ

の記号をマークせより

ア 非競合性・非排除性のあるサービスの公的供給制度

イ di坊の寡占化対策としての独占禁止法

ウ 情報の非対称性への対策としての検閲制度

工 会害対策としての然過失責任制
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問6 ．｜ご線部 （C）に関連して，持続可能な開発を達成するために日本で導入されている環境税として F 最も適切なも

のをア～工から 1つ選ぴ町マーク解答用紙のその記号をマークせよ。

ア 凶際連帯税

イ 二酸化炭素税

ウ 地球温暖化対策税

エ気候変動税

問7 下線部 （D）に関連して，（ a)1990～2011年， （b) 2011～2015年， （C) 1990～2015年の各期間における開発

途上開会体の貧困者数減少に対する中国の貧1i1者数減少の寄与率（%）の計算結果に最も近い数字の組み合わせを

ア～エから 1つ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよ。

間8

ア （（ a), (b), (c)) 

イ （（ a),(b), (c)) 

ウ （（ a),(b), (c)) 

エ （(a）。（b),(c)) 

(65, 20, 55) 

(65, 20, 60) 

(70, 15, 55) 

(70可 15, 60) 

下線部 （E）に関連して，（a)1990～2011年，（b) 2011－～2015年，（ C) 1990～2015年の各期間における開発

途上国全体の貧問者数減少に対するインドの貧！水｜者数減少の寄与率 （%）の計算結果に最も近い数字の組み合わせ

をア～工から1つ選び，マ｝ク解特用紙のその記号をマークせよ。

ア ((a), (b), (c)) (15, 30, 20) 

イ ((a), (b). (c)) (15, 30, 25) 

ウ ((a), (b), (c)) (20. 35, 20) 

エ ((a), (b), (c)) (20, 35. 25) 

間9 下線部 （F）の結果として，両国は二酸化炭素排出量の上でも世界有数の地位を占めるよう になった。EU28か

国を 1固と して扱ヮた場合， 2015年に巾国は世界第 （⑤）佼，インドは世界第（⑦）位の排出国となり，「持続可

能な開発」 が難しいことを示している。⑤と⑦に当てはまる数宇の組み合わせのうち，最も適切なものをア～エか

らiつ選び，マーク解答用紙のその記号をマークせよっ

ア ⑥1と⑦3

イ ⑥lと⑦ 4

ウ ⑤2とG'.)1 

工 ⑥2と⑦ 5

問10 下線部 （G）の背最に関連して，サハラ以南アフリカの貧困率 （SDGs基準の貧隊｜者の割合〉に関する次の記

述のうち，最も適切なものをア～ヱから 1つ選ぴ，マーク解答用紙のその記号をマークせょっ

ア サハラ以南アフ リカでの貧困率の低下のスピードが遅いうえ，人口増加率が高い。

イ サハラ以南アフリ カでの貧困本の低下のスピードが遅いうえ，出生数と死亡数の差が小さい。

ウ サハラ以南－アフリカでの貧住.jE芋の低卜今のスピ一Fがi崖いう え’ 貧因者－が域内で

エ サハラ以、南アフ 1）プJで、の貧悶率のf氏下のスピ一ドが遅いうえ，貧凶f者が域外に移動する｛頃向が強いO

〔以下余白〕
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