
旱稲田大学商学部

2021年度 入試問題の訂正内容

く商学部一般選抜＞

【政治・経済】

●問題冊子 11ページ：設問w 問 10-1、問 10-2 (2) 

設問の記述に不適切な部分があったため、適切な解答に至

らないおそれがあると判断しました。当該箇所の設間につき

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
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(2) 

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。

問題は2~11ページに記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁 ・乱丁および解

答用紙の汚損等に気付いた場合は、手を挙げて監督貝に知らせること。

解答はすべてHBの黒鉛笙またはHBのシャープペンシルで記入すること。

マーク解答用紙記入上の注意

印刷されている受験番号が、 自分の受験番号と一致していることを確認 したう えで、氏名欄に氏名を

記入すること。

マーク橿にははっきりとマークすること。また、訂正する場合は、消 しゴムで丁寧に、消し残しがな

いよう によく 消すこと。

マー クす る時 一 良い 〇悪い 0 悪い

ぃ -~---------------|—--”―-̂ “::t~-::t~ 
マークを消す時 〇良い 〇 悪い 0 悪い

5. 記述解答用紙記入上の注意

(1) 記述解答用紙の所定欄 (2カ所）に、氏名および受験番号を正確に丁寧に記入すること。

所定欄以外に受験番号 ・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。

受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがい、読みやすいように、正確に丁寧に記入する

こと。

(2) 

(3) 

(4) 

数 字見本 Io111213141516171819 
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受験番号は右詰めで記入し、 余白が生じる楊合でも受験番号の前に 「0」を記入しないこと。

（例） 3825番⇒1万1:I : I ~:-I : I 
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人した解答用紙は採点の対象外とな

る場合がある。

試験終了の指示が出たら、すぐに解答をやめ、華記用具を罹き解答用紙を裏返しにするこ と。

いかなる場合でも、解答用紙は必ず提出すること。
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I 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

基本的人権の保障ないし将重は， 日本国怠法（以下，「憲法」という。）の三大原則の一つである。これを受け，憲法

は，第11条で，「国民は，すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は，侵す

ことのできない［ロニlの権利として現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し，国民の基本的人権の享有を

ロ］＜可侵のものとして保障する。同時に， 憲法は， 憲法が国民に保障する自由および権利が，その享有主体であ

る国民の不断の努力により保持すべきものである旨を定めると ともに当該自由および権利の［口□］を禁止し，国民

が常に公共の福祉のためにこれを利用する頁任を負う旨も規定する。

その上で，憲法は第14条以下で詳細な人権規定を罹くが， 1960年代以降の激しい社会・経済の変動によ り生じた諸

問題に対して法的に対応する必要性が増大した。そのため，惑法に列挙されていない新しい人権の確立が憲法上の課題

となってきた。そのような新しい人権と して主張されたものと して①プライバシーの権利，環境権，知る権利②旦旦旦

定権等がある。
＾ 

新しい人権に関してはこれを積極的に認めることがほぽ共通の認識であるとされているが，これを憲法に明記する

ことの要否については誤論が分かれている。仮に，新しい人権を憲法に明記すべきとの立場に立った場合は憲法改正

が必要となる。

そこで，関連する問題として憲法の改正について見てみよう。憲法改正論談は，新しい人権の憲法への明記の観点

だけでなく，憲法第 9条の改正や近時は緊急事態条項の創設の観点からも行われている。

しかし，憲法の改正は簡単ではない。わが国の憲法は ［：こ］憲法といわれ，その改正に当たり他の立法の改正よ

りも慎璽な手続の履践が求められるからである。すなわち，憲法改正に当たっては [:□lまたは一定数以上の国会

旱が［口 を衆議院または参識院に提出し' [ロニ］が各議院において所定の梵成を得ると，賃会か憲法の改正を
④ 

発譲し，国民に提案して，当該提案につき国民投票において同民の承認を経なければならないとされている。なお，憲
⑤ 

法改正について同民の承認を経たときは，天皇が，国民の名で，改正窓法の条項を憲法と一体を成すものと して直ちに

公布する。

問 1 文中の下線部①に関連する事件と して，最も適切な ものを選択肢（ア）～ （オ）から 2つ選び，その記号をマー

ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 北方ジャーナル事件

（イ） 「石に泳ぐ魚」 事件

（ウ） サンケイ新聞事件

（エ） 博多駅フィルム提出命令事件

（オ） 「宴のあと」事件

問2 文中の下線部②に関連する記述として，最も適切なものを選択肢（ア） ～ （オ）から 2つ選び，その記号をマー

ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 自己決定権は個人の尊重を謳う憲法第13条から導かれる。

（イ） 国民がマスメディアに対しアクセスし自己の意見を反映させる権利は， 自己決定権である。

（ウ） 患者が自己決定によって腺厳死を選ぶことを認められる条件の一つが．インフォームド・コンセントである

とされている。

（エ） 東京高等裁判所は宗教上の信念を理由とする輸血拒否を，自己決定権として尊重することができないとの

判断を示した。

（オ） 安楽死は，国民の自己決定権を補助するものとして，わが国において法律上許容されている。
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問 3 文中の空欄［三こ］ ［［］ ［三二l.［E]，および[[]に入る最も適切な語旬を記述解答用紙の

所定の解答欄にそれぞれ漢字で記入せよ。

問4 文中の下線部③に関連する記述として最も適切なものを選択肢 （ア）～ （力）から 2つ選び，その記号をマー

ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 20人以上の衆議院議貝

（イ） 50人以上の衆哉院議員

（ウ） 100人以上の衆議院議員

（エ） 10人以上の参議院識員

（オ） 20人以上の参議院議員

（力） 50人以上の参議院議員

問5 文中の下線部④に関連する記述として最も適切なものを選択肢（ア）～ （力）から 1つ選び，その記号をマー

ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 各議院において出席議員の過半数の賛成を得ることが必要である。

（イ） 各哉院において，出席識員の 3分の 2以上の賛成を得るこ とが必要である。

（ウ） 各議院において出席議員の 4分の 3以上の賛成を得ることが必要である。

（エ） 各議院において総議員の過半数の賛成を得ることが必要である。

（オ） 各議院において，総議員の 3分の 2以卜の賛成を得る ことが必要である。

（力） 各議院において総議貝の 4分の 3以上の賛成を得ることが必要である。

問6 文中の下線部⑤に関連する最も適切な説明を選択肢 （ア）～ （力）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙

の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 国民の承認があった ものとされるためには，当該提案に対する賛成の投照の数が投票総数の過半・数である こ

とが必要である。

（イ） 同民の承認があったものとされるためには，当該提案に対する賛成の投照の数が投票総数の 3分の 2以上で

あることが必要である。

（ウ） 国民の承認があったものとされるためには，当該提案に対する賛成の投祟の数が投栗総数の 4分の 3以上で

あることが必要である。

（エ） 同民の承認があった ものと されるためには，当該提案に対する賛成の投累の数が有権者の総数の過半数であ

ることが必要である。

（オ） 国民の承認があったものとされるためには当該提案に対する贄成の投票の数が有権者の総数の3分の 2以

上であることが必要である。

（力） 国民の承認があったものとされるためには当該提案に対する焚成の投祟の数が有権者の総数の 4分の 3以

上であることが必要である。

1I 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

一般に財の均衡価格および均1衡取引数塁は、市場において需要曲線と供給曲線が交わる均衡点で決定される。 通常，

横軸に取別数呈，縦軸に価格をとったグラフでは，右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線を想定する。 需要曲線が

右下がりであるということ は価格が下落すれば需要が増加し，価格が上昇すれば需要が減少する ことを示している。

需要曲線の傾きは需要の価格弾力性と関係があり，供給曲線の傾きは供給の価格弾力性と関係する。外部の条件が変化
111- (2)- (3) 

した場合財の均衡価格や均衡取引数呈がどのように変化するかはこのようなグラフを用いて考える ことができる。

(4) 
政府によ る市場価格への介入に関しても，このようなグラフで分析できる。

--3 



価格メカニズムが機能する場合，需要鼎線と供給曲線が交わる点で取引が行われること になる。市場が完全競争市場
(5) 

であればこの時の配分は効率的であると考えられる。しかし，市場の失敗があれば市場では効率的な配分を行うこと
(6) 

ができないため，課税などの政府の介入が必要であると考えられている。 一方で，政府の介入が自由な経済活動を阻害
(7)- (8) 

しているのではないかという視点から介入を減らそうという考え方もある。

財だけではなく，労働に関しても同様の市場を考えることができる。労働市場を考えよう。縦軸が賃金會横軸が雇用

呈をとったグラフでは右下がりの労働需要曲線と右上がりの労働供給曲線となり，これらが交わる点で均衡賃金と均衡

扉用呈が決定される。労働市場においても，このグラフを用いることで外部の条件が変化したときに均衡賃金や均衡雇

用黛がどのように変化するかを考えることができる。
(9) 

日本の労働市場を諸外国と比較した時の一つの大きな問題は．社会の主要な役職に女性が少ないことである。このこ

とに対処するためのさまざまな取り組みがなされているが，現在でもこのような状況は解決されているわけではない。
(10) 

政府の経済政策は．このような市場への介入だけではない。乗気対策のようなマクロ経済連営も政府の重要な役割で
(11) 

ある。 1980年代後半から1990年代はじめまで，地価や株価が高値で推移した。いわゆるバプル経済である。このような

高値を抑えるために， さまざまな政策が導入された。このような政策の結果，地価や株価が値下がりしたが，一方で景
(12) 

気の低迷，企業による雇用削減，銀行による企業への貸し渋りなどが見られるようになった。企業の業績悪化による国

全体の需要減少が，更なる物価似閃下落や企業の業組低迷につながるというメカニズムがあるのではないかということも
[14)"一

誤論された。

問 1 下線部(1)と関連して今，ある財の価格の100円から110円へのL昇に対して需要が20％減少した。このとき， 需要

の価格弾力性はいくらか。最も適切なものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所

定の解答欄にマークせよ。

（ア） 0.5

（イ） 1 

（ウ） 2 

（エ） 10

問2 下線部(2)と関連する下の文章を読み，この文室の (A) (B)にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切な

ものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

梢毒用アルコールの市場における供給の弾力性について考える。新型コロナウイルスの蔓延により，消毒用アルコ

ールに対する需要は急増した。当初は消毒用アルコールの価格が急騰し入手は困難であったが， しばらくすると，

ある程度の価格で入手できるようになった。このことは，消毒用アルコールの供給の弾力性は短期的には (A),

長期的には (B)であるという考え方と整合的である。

（ア） A弾力的 B弾力的

（イ） A弾力的 B非弾力的

（ウ） A非弾力的 B弾力的

（エ） A非弾力的 B非弾力的

問 3 下線部(3)と関連して，巽常気象によ って，ある農産物が不作になったとする。この時の市場の状況について述べ

た次の記述のうち，最も適切なものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選びその記号をマーク解答用紙の所定の解

答欄にマークせよ。

（ア） 供給曲線は左にシフトし， 需要曲線はシフトしない。

（イ） 供給曲線は右にシフト し，需要曲線はシフトしない。

（ウ） 供給曲線はシフトせず， 需要曲線は左にシフトする。

（エ） 供給曲線はシフトせず，需要曲線は右にシフトする c
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問 4 下線部(4)と関連して，政府がある財の上限価格を設定したとする。この時の状況について述べた次の記述のうち，

最も適切なものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 上限価格が現在の均衡価格よりも高ければ価格に変化はない。

（イ） 上限価格が現在の均衡価格よりも高ければ価格は上昇する。

（ウ） 上限価格が現在の均衡価格よりも低ければ価格に変化はない。

（エ） 上限価格が現在の均衡価格より も低ければ価格は上昇する。

問 5 下線部(5)と関連して，完全競争市場の性質として最も適切なも のを選択肢（ア）～ （エ）から 1つ選び，その記

号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 売り手の持っている情報と買い手が持っている情報が異なる。

（イ） 売り手は多数存在するが，買い手は少数である。

（ウ） 参入や退出が規制されている。

（エ） 売り手も買い手も価格支配力を持たない。

問 6 下線部(6)と関連して市場において自然独占となるための条件として最も適切なものを選択肢 （ア）～ （エ）か

ら1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 外部不経済の肉部化が行われている。

（イ） 外部経済が発生している。

（ウ） 固定袈が臣額である一方で変動費は比較的小さい。

（エ） 逆選択が発生している。

問7 下線部(7)と関連して，企業に対して炭素税が導入されたとする。この時の関連する市場の状況として最も適切な

ものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1．つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 詢衡価格が上昇し，均衡取引数盪が増加する。

（イ） 均衡価格が上昇し，均衡取引数塁が減少する。

（ウ） 駒衡価格が下落し，均衡取引数醤が増加する。

（エ） 均衡価格が下落し， 均衡取引数呈が減少する。

問 8 下線部(8)のような考え方と整合的な政策として巌も適切なものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び， その記号

をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 金懃持株会社の解禁

（イ） 製造物責任法の樽入

（ウ） 日雇い派遣の原則禁止

（エ） 金融機関への公的資金の注入

問9 下線部(9)と関連して，外国人労働者の入国が容易になるよ うな政策が導入されたとする。この時，労働市場に対

してどのような効果が予想されるか。最も適切なものを選択肢 （ア） ～ （エ）から 1．つ選び，その記号をマーク解

答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 雇用呈が増加し， 賃金が上昇する。

（イ） 雇用呈が増加し，賃金が下落する。

（ウ） 雇用星が減少し，賃金が上昇する。

（エ） 雇用饂が減少し，賃金が下落する。
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問10 下線部(10)と関連して， 1986年に施行された法律で，職場での採用・配罹．昇進などの尼用管理全般についで性別

を理由とする差別を禁止している法律として，叢も適切なものを選択肢（ア）～ （エ）から 1つ選び．その記号を

マーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 男女雇用機会均等法

（イ） 男女共同参画社会基本法

（ウ） 女性活躍推進法

（エ） パートタイム労働法

問11 下線部(11)と関連して，マクロ経済の指標について考える。 GDPおよび国民所得について述べた次の記述のうち，

餓も適切なものを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） GDPは生産の面から経済をとらえた指標であり，同民所得は分配の面から経済をとらえた指標である。

（イ） GDPは生産の面から経済をとらえた指標であ り，国民所得は支出の面から経済をとらえた指標である。

（ウ） GDPは分配の面から経済をとらえた指標であり，国民所得は生産の面から経済をとらえた指標である。

（エ） GDPは支出の面から経済を とらえた指標であり，同民所得は分配の面から経済をとらえた指標である。

問12 下線部(12)と関連して，姿産価格の森騰を抑えるために用いられた政策として，最も適切なものを選択肢 （ア）～ 

（エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 公定歩合の引き下げと地価税の導入

（イ） 公定歩合の引き下げと地{illi税の廃止

（ウ） 公定歩合の引き上げと地価税の導入

（エ） 公定歩合の引き上げと地価税の廃止

問13 下線部(13)の貸し渋りの背後にあるのは銀行の不良恨権問題であったが， も~ う一つの背景は，銀行の自己装本比率

等を規制するバーゼル合意 (BI S規制）である c この合意が行われたバーゼル銀行監督委員会は通称BI Sと呼

ばれる銀行に常設事務局がおかれている。このBISの日本語名称を漢字6文字で記述解答用紙の所定の解答欄に

記入せよ。

問14 下線部(14)と関連して．物価にはいくつかの計算方法があるが，そのうちの一つがGDPデフレーターである。今．

名目 GDPが400兆円，実質GDPが500兆円であるとする。この時GDPデフレーターはいくらか。最も適切なも

のを選択肢（ア） ～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 0.8

（イ） 0.75 

（ウ） 1.2 

（エ） 1．25 

m 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

多くの姿源消費者が共同所有の資源を採取する状況，例えば，漁師がある海域で魚を獲った り，羊飼いが共有の牧草

地で羊を放牧したりする状況を考えてみてほしい。全員が過剰採取すれば，資源は乱獲や過放牧で枯渇し，衰退するか，

消滅する可能性もあり．姿源消要者すべてが損害を被る。したがって．自制心を働かせ，過剰採取しないことが、すべ

ての姿源消要者に とって共通の( A )になる。しかし，各採取者がどれだけ資源を採取できるかに関す畜互旦三星

旦がないかぎり，「わたしがあの魚を獲らなくてもあるいは羊にあの草を食わせなくても， どうせはかの漁師あるい

は羊飼いがそうするのだから， 自分が乱獲や過放牧を控える理由などない」と各採取者が考えるのは，理］迅として正し
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いと言える。したがって，理屈にかなった行動とは，別の登源消費者に( B )採取ということになる。そういう行

動が最終的に共有地を破壊し，すべての資源梢照者に害を及ぼすこともある。
(ii) 

（ジャレド・ダイアモンド著，楡井浩一訳 「文明崩壊一滅亡と存続の命運を分けるもの一（下巻）」，草思社， 2005年，

229-230頁より引用，一部訳語を補正）

ここで上記の主題を考察するため，以下のモデルを取り上げる。共有地となっている限られた面積の牧草地をXとY

という 2名の羊飼いだけが使用していると想定する。この牧草地は100頭の羊を飼育するには十分な面積を有している

(101頭以上の飼育は牧草の過剰採取につながり牧草地は翌年には再生できな くなる）。 XとYはそれぞれ100頭の羊を所

有していて．この牧草地を利用する以外には羊を飼育する手段がないとした場合，これらの羊飼いは以下の表にあるよ

うな行動の選択肢を有していると仮定する。

［羊飼いと牧草地の関係モデル］

Xは100頭の羊を Xは50頭の羊を Xは牧草地を利用

牧草地に送る 牧草地に送る しない

Yは100頭の羊を
（①） （②） | （③）牧草地は再

牧草地に送る
I生して翌年も同様
の状態に戻る

Yは50頭の羊を
（②） （④）牧草地は再 （⑤） 

牧草地に送る
生して翌年も同

様の状態に戻る

Yは牧草地を
（③)牧草地は再 （⑤） （⑥） 

利用しない
生して翌年も同

様の状態に戻る

問 1 空欄( A )に入る最も適切な語旬を以下の選択肢（ア） ～ （オ） から 1つ選び．その記号をマーク解答用紙

の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 損失 （イ） 利益 （ウ） 理想 （エ） 黄用 （オ） 拘束

問2 文中の下線部(i)における「有効な規制」に関連して，オゾン／道を保護する目的で1987年に締結または採択された

取決めはどれか。 最も適切なものを以下の選択肢 （ア）～ （オ）から1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定

の解答欄にマークせよ。

（ア） モントリオール識定書

（エ） ヨハネスブルク宣言

（イ） ワシントン条約

（オ） 人間環境宣言

（ウ） ラムサール条約

問3 文中の下線部(i)における「有効な規制」に関連して，有害廃棄物の国境を越えた移出を規制する目的で1989年に

締結または採訳された取決めは どれか。 最 も適切なものを以下の選択肢 （ア） ～ （オ）から 1つ選び，その記号を

マーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ c

（ア） アジェ ンダ21 （イ） パリ協定 （ウ） 京都識定害 （エ） バーゼル条約 （オ） リオ宣言

問4 文中の下線蔀(ii)におけるように，資源消黄者たちが自分の利益を最大にしよ うとして共有地の破壊に至る事態を

「コモンズの悲刺」（または「共有地の悲劇J)という 。この 「コモンズの悲剌」の文脈をふまえて，空襴 ( 8 ) 

に入る最も適切な語旬を以下の選択肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄に

マークせよ。

（ア） 許可を得てからの （イ） 協力を呼びかけた上での （ウ） 先んじての

（エ） 遅れをとってからの （オ） 利益を渡した後での
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問5 羊飼いと牧草地の関係をあらわしたモデルの表の中で「コモンズの悲劇」に該当する結果を正しく表現している

文を以下の選択肢（ア） ～ （オ）から 2つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 0)である。なぜなら牧草地は再生できず， XもYも翌年には羊を飼育できなくなるから。

（イ） ②である。なぜなら一方が多少の自己犠牲を払っても，羊の総数は共有地で飼育可能な限度を超えているか

ら。

（ウ） ③である。なぜなら一方が翌年も自分の羊を飼育できるのに対して，他方は事実上撤退させられているから。

（エ） ④である。なぜならXもYも自分たちの半数の羊を犠牲にして共有地を維持しているから。

（オ） ⑥である。なぜなら XもYも事実上，羊の飼育を止めさせられているから。

問 6 羊飼いと牧草地の関係をあらわしたモデルの表について (I)~ (VI) の6人の高校生が討議した。以下の

[ 1 ]から[ 8 ]に人る巌も適切な表中の数字①～⑥を 1つ選ぴ．それぞれマーク解答用紙の所定の解答

欄にマークせよ（同じ数字を複数回使うこともあります）。

(I) まず羊の数の問題を考えてみましょう。表の[ 1 】では，一方が牧草地の将来を考えて放牧を抑制 した

のに他方が自分勝手に100頭を全部放牧したのね。その結果共有地には150頭が飼育されることになり，翌年

には牧草が再生できなくなったんだわ。 こんなことになるんだったら，敢初から r1年間に牧草地に出せるの

は50頭まで」という規則を作ってXさんと Yさんの両方に守らせるべきだったわ。

(JI) 共有地には100頭分の牧草しかないのだから，（I)の人が述べた事例で今年放牧された150頭のうち， 100頭

だけが生き残って50頭が死んでしまったとしよう 。放牧された 1/3が死んだ勘定になる。その際，例えばX

さんはもとも と持っていた100頭のうち50頭を死なせて残りの50頭を放牧し．その約 1/3が死んだのに対して，

Yさんは100頭のうちの約 1,9/3が死んだのだから，残った羊の数から考える とXさんがより多 く損しているこ

とになる。「共倒れ」とはいっても，被った損失には差が出ているね。このように考えると表のなかでXさ

んと Yさんの損失の「差」が最大になっているのは[ 2 ]のケースだろう。

(ill) さきに（ I)の人が述べた規則を作ればXさんとYさんが対等に事業を続けられる[ 3 ]のようなとこ

ろに落ちつくかもしれない。でもそれだと共有地で羊を飼うという現在の方法がずっと続くこ とになる。そ

うではなくて，この共有地を二等分してXさんと Yさんがそれぞれ単独で所有するこ とにしたらどうだろう。

自分の―-J:．地なんだから大切に使うだろうしそもそも羊の飼育をやめて工業を興すとか．いろいろな発展の可

能性が出てくるのではないだろうか。

国） （m）の意見はもっともだけど，これを (rr)の議論につなぐとどうなるかしら。 「来年から土地を私有地に

分割します」といったとたんに．例えばYさんは自分の羊をすべて放牧して利益を得た上で自分のものにな

った上地にその利益で工場を建てる。将来も羊の飼育を続けたくて，善意で放牧を半分に控えたXさんは荒れ

果てた土地を割り晋てられる。[ 4 】のケースにたどりつくんじゃないかしら。

(V) 「来年この共有地は分割され，単独所有になる」ということがわかったのなら Xさんも行動を起こしたらよ

い。この場合両者が持っている羊をすべて共有地に放つ場合と，話し合って最適な配分を決める[ 5 J 

では，双方に残った羊の数に差がないことが面庄いね。

(VI) ここまで羊の数のこ とを考えてきたけど．牧草地の視点からみたらどうなるかしら。牧草地が例年のように

再生してなおかつ飼育される羊の総数が④の場合と等しいのは[ 6 ]です。羊の総数が50頭になり な

おかつ牧草地が再生するのが【 7 ]ですね。「牧草地の再生」だけを目標にするなら．以上の二つや④に

加えて[ 8 ]も同じ結果になるけど．全体を通して．飼育される羊の総数やXさんと Yさんの「差」はさ

まざまだわっ羊が持続的に飼育されることと，牧草地が再生することの最適な解をみつけてい くことが課題に

なるわね。
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N 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

2020年に生じた新型コロナウイルスの流行は経済・社会に様々な影響をもたらした。 2月から 3月にかけてマスクの

品不足が生じた。 4月に入ると新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宜言が出された。人々に外出自

粛が要請され，指定された事業者（会社や店舗など）に休業が要請された。休業すると，売上がなくなるにもかかわら
① 

ず定期的に一定額の費用を支出しなければならない事業者は赤字に陥る。そこで，政府は補正予算を成立させ，売上
② ③ 
の減少が大きい法人や個人事業主に持続化給付金を［ロニlした。財政投融資計画も追加され，民間金融機関や政府系

亡］ ④ 
金融機関は中小企業や個人事業主に実質無利子・無担保で姿金を b したc

緊急事態宜言発令期間を含む2020年 4-6月期の実質国内総生産は前期比約7,9％減少した。緊急事態宜言解除後，

人々は外出し事業者は営業を再開したが，人との接触を伴う活動は新型コロナウイルスの感染拡大につながった。咸処
⑤ 
ニユこ．

拡大を抑えるため人々に活動自粛を求めると経済活動も萎縮してしまう。各国政府はこのバランス調整に悩まされてき

た。調整が容易でない理由の一つは，人々の社会的経済的活動が外部性を持っためである。当事者以外に生じる外部効
⑥ 

界を考慮して行動するように人々を誘導するには，何らかの制度的工夫が必要である。潜伏期間が長い新型コロナウイ→ ⑦ 
ルスの場合これに感染していても自詑症状がなく外部効果を人々が認識しにくいということが調整が容易でない二

つ目の理由と考えられる。

問 1 文中の空欄［口］と［ロニ|に入る最も適切な語旬は何か。最も適切な語句の組み合わせを下記の選択肢

（ア） ～ （力）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答憫にマークせよ。

（ア） a :出姿 b:支給 （イ） a :出姿 b:融姿 （ウ） a:支給 b:融査

（エ） a :支給 b:出姿 （オ） a :融資 b:支給 （力） a 融資 b:出資

問2 文中の下線部①について新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業を要請したのは誰か。最も適切な

ものを下記の選択肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び｀，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 内閣総理大臣 （イ） 経済産業大臣 （ウ） 厚生労慟大臣

（エ） 都道府県の首長 （オ） 市町村の首長

問3 文中の下線部②の金額に含まれる項目として巌も不適切なものを下記の選択肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び，そ

の記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 借りている店舗や土地に対する家賃・地代

（イ） 所有している土地に対する固定資産税

（ウ） 従業員に支払う賃金や休業手当

（エ） 非正規屈用者との禅／11関係を終了させる際に支払う一時金

（オ） 銀行から借りた事業姿金に対する利息

問4 文中の下線部③に関連して予算の成立過程について述べた以下の記述のうち，最も不適切なものを下記の選択

肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 予舞（案）は，内閣が必ず作成し，国会に提出しなければならない。

（イ） 予算（案）は，参議院よりさきに衆議院に提出しなければならない。

（ウ） 予鈴（案）は，本会議での譲決に先立ち，予算委員会で審議される。

（エ） 予算（案）について衆参両院が異なった議決をし両院協議会を開いても意見が一致しないとき または参議

院が予算 （案）を受け取ってから国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは，衆誤院の哉決を国

会の議決とする。

（オ） 予算（案）について衆参両院が異なった議決をし，衆議院で出席議員の 3分の 2以上の多数で再び可決した

ときは，衆議院の議決を国会の譲決とする。
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問5 文中の下線部③に関し，令和 2 年度一般会計第一次補正予算は表 1 の通りである。この第•一次補正予袴には，財

政法第4条の但し者きに該当する事業が含まれている。表 1の空楕［口ニ］と［こ［］に入る語旬は何か。最も適

切な語句の組み合わせを下記の選択肢 （ア） ～ （力）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄に

マークせよ。

表 l 令和 2年度一般会計第一次補正予算
（単位．億円）

歳 出 歳 入

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費 255, 65;r［ロニ］ 23,290 

国債整理基金特別会計へ繰入 1,259 口 233,624 

合計 256,914 合計 256,914 

（ア） c:特例公債金 d:建設公債金

（ウ） c:建設公信金 d :特例公債金

（オ） c:所得税 d :特例公俵金

（イ） C :特例公債金 d:所得税

（エ） c・建設公恨金 d:所得税

（力） C :所得税 d・建設公偕金

問6 令和 2年度一般会計本予算（当初予算）額は102.6兆円であるが．文中の下線部③によって補正される。表 1の

第一次補正予算額と第二次補正予綽額319兆円から計算すると．第二次補正後の一般会計歳出は．令和元年度一般

会計歳出の決算額101.3兆円と比べ約何倍になるか。最も適切なものを下記の選択肢（ア）～ （オ） から 1つ選び．

その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 0.6 （イ） 0.8 （ウ） 1 2 （エ） 1.6 （オ） 2.0

問7 文中の下線部④の金融機関のうち，新型コロナウイ ルス感染症緊急経済対策として中小企業や個人事業主の資金

繰り支援に直接関わらなかったものはどこか。最も適切なものを下記の選択肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び，その

記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） ゆうちょ銀行 （イ） 日本政策金融公庫 （ウ） 沖縄振興開発金融公庫

（エ） 商工組合中央金庫 （オ） 日本政策投資銀行

問8 文中の下線部⑤のように，経済的社会的構造上，複数の目標や条件が同時には達成できないケースがある。この

ような関係を一般にどう呼ぶか。記述解答用紙の所定の解答欄にカタカナで記入せよ。

問9 文中の下線部⑥の外部効果を持つ例と して，最も不適切なものを下記の選択肢（ア） ～ （オ）から 1つ選び，そ

の記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 養蜂業者がミツバチを飼育して蜂蜜を作ること

（イ） 新幹線に新たな停車駅ができること

（ウ） 伝染病を予防するため予防接種を行うこと

（エ） 教育によ って知識を獲得すること

（オ） 新製品の投入に成功した株式会社の株価があがること
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問10 文中の下線部⑦の例として，欧州連合域内で市場取引が行われている温室効果ガス（以下， COりの排出権取引

がある 。 この取引について説明した以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。ただし，欧州通貨ユーロ （€）の為

替レートは125円！€とする。

欧州連合によって CO2の排出上限枠を定められた発電所や：r：場などの事業所（以下，事業所）は実際の排出

呈が定められた排出上限枠以下となった場合，その差を排出権として市場で売却できる。排出権を購人した事業所

は自らの枠以上の CO2を排tt}できる。事業所は自らの利益のために排出権取引を行い，排出権の価格は需要と供

給が一致する水準に決まるっ H本は欧州連合域外ではあるが，仮に， 日本企業がこの制度に参加し，市場で排出権

取引ができる場合を考えてみよう。例えば1,000トンの排出上限枠を持つ H本企業A社がCO2の排出黛を1.000ト

ンから80(）トンに減らすと利潤が50万円減少するとする。排出権価格が排出鼠 1トンあたり□す

ビ€を上回ると，
減らした200トンの排出権を るような経済的誘因をA社に与えることになる。また， 1.000トンの排出上

限枠を持つ日本企業C社がCO2の排出呈を1,000トンから1,100トンに増やすと利潤が35万円増加するとする。排

出権価格が排出呈 l トンあたり □□l€を下回ると 100トン分の排出権を［口］するような経済的誘因をD社

に与えることになる。 A社と C社に加え表2にあげたよう な企業が排出権市楊への潜在的な参加者として存在する

場合排出権価格が排出蓋 l トンあたり［口□］€のとき，排出権の需要と供給が一致する。

問10-1 文中の空欄［こ］と［ロニlにあてはまる語旬は何か。最も適切な語旬の組み合わせを下記の選択肢

（ア）～ （エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） e:購入 f :購入 （イ） e :売却 f :売却

（ウ） e:売却 f :購入 （エ） e :購入 f :売却

問10-2 文中の空欄［〗ロト［□□］ にあてはまる数値は何か。記述解答用紙の所定の解答棚に記入せよ 。

問10-3 文中の空欄 ［三］にあてはまる数値はイP]か。最も適切なものを下記の選択肢 （ア） ～ （エ）から 1つ選び＊

その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 23 （イ） 25 （ウ） 27 （エ） 29

表 2 排出権市場の潜在的な参加者とその行動

会社名 排出上限枠
変更後の 変更による

排出呈の変化 排出権取引‘卜
排／ii呈 利潤の増減

A社 1,000トン 800トン 200トン減少 50万円減少 排出権価格が［□□] €を上回る場合 ［口ニ］

B社 700トン 600トン 100トン減少 30万円減少

C社 1. 000トン 1,100トン 100トン増加 35万円増加 排出権価格力[[口こ] €を下回る場合 ［ロニ］

D社 600トン 800トン 200トン増加 65万円増加

tioB社と D社も，排出権取引を行う場合がある。

〔以下余白〕
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