
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政治経済 
~経済~ 



   

 

   

 

【目次】 

1. 経済と経済体制 

 

 

2. 現代の企業 

 

3. 市場経済のしくみ 

          

4. 経済成長と景気変動 

 

 

5. 政府の経済的役割と租税の意義 

 

 

6. 金融機関のはたらき 

 

 

7. 戦後の日本経済の動き 

 

 

 

8. 中小企業問題 

 

9. 農業問題 

 

 

10. 雇用と労働問題 

 

 

 

 

 

 

第 1 講 

第 2 講 

 

第 3 講 

 

第 4 講 

 

第 5 講 

第 6 講 

 

第 7 講 

第 8 講 

 

第 9 講 

第 10講 

 

第 11講 

第 12講 

第 13講 

 

第 14講 

 

第 15講 

第 16講 

 

第 17講 

第 18講 

第 19講 

 

 

 

 

11. 公害の防止 

 

 

12. 環境保全 

 

 

13. 消費者保護と契約 

 

 

14. 社会保障と国民福祉 

 

 

 

15. 国際経済の仕組みと貿易の拡大 

 

 

 

 

 

16. 国際経済の動向 

 

 

 

17. 発展途上国経済と南北問題 

 

 

 

18. 国際協調と日本 

 

 

 

 

第 20講 

第 21講 

 

第 22講 

第 23講 

 

第 24講 

第 25講 

 

第 26講 

第 27講 

第 28講 

 

第 29講 

第 30講 

第 31講 

第 32講 

第 33講 

 

第 34講 

第 35講 

第 36講 

 

第 37講 

第 38講 

第 39講 

 

第 40講 

 

注意事項 

・大変だと思うけどおぼえまくってね。 

・授業を見て、空欄を埋めてください。 

・答えは概要欄にあります。 

・空欄は最重要事項、太字は重要事項です。 



 

   

 

1 講① 

１. 経済社会と経済体制 

 

（１） 資本主義経済の特質 

♢資本主義経済の特質 

・①       ：生産手段の自由が認められている 

・経済活動の自由：利潤の追求が目的の企業間の自由競争が行われる 

⇨商品の生産、労働力の商品化で国民は二大階級に分化 

 

 

 

（２） 資本主義の成立と発展 

A.④ 

▷商業資本家(絶対王政の重商主義で儲けた特権的商人)が毛織物業で資本を蓄積⇒⑤＿＿＿＿＿＿＿へ 

▷囲い込み運動(エンクロージャー)→農民没落→都市に出て、賃金労働者に 

※資本の(本源的)原始的蓄積…資本主義的生産に必要な最低限の資本と労働の誕生 

 

 

B. 産業革命(18C後半～)→近代資本主義の確立 

▷綿工業の技術革新(イノベーション) 

▷蒸気機関の利用による動力革命・交通革命 

⇒⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の成立…大量生産が可能になる。 

⇒労働生産性は向上し、資本主義は飛躍的に発展した。 

 

 

C.⑦          (18C末～)…資本主義初期の段階で自由競争の時代 

▷経済政策は⑧＿＿＿＿＿＿＿＿(英)が唱える⑨＿＿＿＿＿＿＿＿＿(レッセ・フェール) 

 

 

D.⑩          (19C 後半～20C初頭) 

▷独占(寡占)市場の形成 

・株式会社制度の普及、第２次産業革命による技術革新(重化学工業など) 

・自由競争に勝ち残るために、資本の集積・集中が進む 

・独占市場の形成…カルテル、トラスト、コンツェルン 

・金融資本の成立…産業資本+銀行資本 

▷資本主義の矛盾発生 

・自由競争の阻害…価格の下方硬直性、過剰生産 

・景気変動の激化…不況(恐慌)の発生→失業や労働者の貧困が社会問題になっている。 

▷帝国主義による植民地争奪戦→第１次世界大戦がおこる 

金融資本が国家権力と結びつき、莫大な資本の投資先を求めて開発の遅れた地域に進出し、経済

的・政治的に支配しようとする。原料供給地・市場・投資先となる植民地の拡大に努め、帝国主義

戦争を起こした。 

 

②＿＿＿＿＿＿(ブルジョアジー)：生産手段の所有者 

③＿＿＿＿＿＿(プロレタリアート)：生産手段となる

層 



 

   

 

1 講② 

 

 

E. 世界恐慌(1929) 

▷ニューヨークのウォール街での株価の大暴落が発端。1929.10.24…暗黒の木曜日 The Black Thursday 

生産の激減、倒産・失業の増加→全資本主義世界に波及 

▷恐慌からの脱出策 

・⑪＿＿＿＿＿＿＿＿…本国と同盟国・植民地の関係で行われる閉鎖的・排他的な自国経済保護経済 

⇒ブロック内では自由貿易、ほかのブロックとは保護貿易を行う 

⇒ドル・ブロック(米)、スターリング・ブロック(英)、フラン・ブロック(仏)、円ブロック 

・⑫＿＿＿＿＿＿＿…個人の自由を否定し、国家・社会の全体性を重視。構内的には反社会主義的・

反民主主義的で、対外的に選民思想をよりどころに侵略戦争を正当化する。 

・⑬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（米大統領フランクリン＝ルーズベルト）…政府主導で経済政策を行い、

公共事業による財政政策などで有効需要をつくり出し、雇用拡大を目指した。 

雇用対策：テネシー川流域開発公社(TVA)―ダム建設による公共事業 

産業復興：全国産業復興法(NIRA)―カルテル緩和と労働条件の改善 

      農業調整法(AAA)―生産調整と補助金の支給 

貧困対策：社会保障法―年金・失業保険、生活保護の制度化 

      ワグナー法(全国労働関係法)―労働者の団結権・団体交渉権の保証 

 

 

F.⑭       1930年代～ 

     自由経済と計画経済が混在することから混合経済とも呼ばれる 

        ▷ケインズ理論の採用…政府が市場の経済活動に積極的に介入＝自由放任主義の転換 

※ケインズ…イギリスで近代経済学を創始。主著『雇用・利子および貨幣の一般理論』で、アダム＝ス

ミスの古典派経済学とは全く異なる考え方を展開した。その後の経済学に大きな影響を与えたので、ケ

インズ革命といわれる。 

    ▷政府が公共投資によって⑮＿＿＿＿＿＿＿＿＿（購買力をともなう消費・投資）を創出する。 

・方法：景気動向を見ながら、財政政策と金融政策を組み合わせて行っていく 

・目的：景気調整・完全雇用の実現（＝非自発的失業の解消） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

2 講 

（３） 社会主義経済の特質と変容 

 

♢社会主義経済の特質 

私有財産を否定し所得分配の平等化を目的としている 

土地などの生産手段の国有化と、中央政府による集権的な計画経済により実現させる 

    

♢社会主義経済の問題 

競争的な経済活動が行われないため生産効率や技術革新の面で進歩が少ないという問題が発生 

→これにより経済が停滞することがあった。 

♢社会主義社会の崩壊と政策 

▷ソビエト社会主義連邦共和国 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(改革)が行われた 1980 年代 

・1991 年にソ連崩壊 

▷中国 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1977年…農業、工業、国防、科学技術の近代化 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1978年～…人民公社の解体、経済特区設定、市場経済導入 

▷ベトナム 

・④＿＿＿＿＿＿＿(刷新)政策 1996 年～…市場経済の導入と対外解放を進めた 

→これによりベトナムの経済は 1990 年代に急速に発展した 

 

（４） 現在の資本主義 

♢新自由主義・新保守主義の台頭(1980 年代)…「小さな政府」の再認識 

a. ケインズ経済学の失敗←二度の石油危機で明らかに 

●⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(不況下での物価高)には無効 ●巨額な財政赤字 

b. ⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿(新貨幣数量説) 

●経済政策は通貨供給量(⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿)の管理のみ…インフレ抑制 

●⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿(米)『選択の自由』 

c. サプライ・サイド・エコノミクス(供給側の経済学) 

●減税と規制緩和で民間の活力活性化 

⇒レーガン米大統領(1980 年代、レーガノミクス)、サッチャー英首相(1980 年代、サッチャリズム) 

 

♢現在の資本主義の主な動向 

a. 各国の巨額な財政赤字：双子の赤字(米)、1000 兆円の累積債務残高(日)、ギリシア債務危機(2011) 

b. 通貨危機の頻発(90年代)…通貨・株価の暴落、アジア通貨危機(タイ、インドネシア、韓国) 

c. 世界金融危機と世界同時不況(2008)…アメリカ発の株価暴落連鎖 

⇒⑨__________________問題(2007、低所得者向けの住宅ローンの焦げ付き) 

⇒⑩_________________ (2008、証券大手のリーマンブラザーズの経営破綻→金融危機が世界に波及) 

d. ⑪＿＿＿＿＿＿＿＿＿の台頭(2000 年代)…ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ 

 

 

 

 



 

   

 

3 講① 

講① 

2. 現代の企業 

 

（１）3 つの経済主体 

（２）家計 

♢家計…消費の上で同一の生計を立てている一つの単位 

♢家計の所得 a③＿＿＿＿＿＿＿＿＿…労働によって得た賃金や個人の事業所得 

b④＿＿＿＿＿＿＿＿＿…資産（預貯金・株式・土地）を運用して得た利子・配当・地代 

♢⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿…個人所得のうち、直接税（所得税）や社会保険料など差し引いた残りの部分 

※可処分所得に対して消費の占める割合を消費性向、貯蓄の占める割合を貯蓄性向 

※⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿…家計での総消費支出に占める飲食業の割合のこと 

 

（３）現代の企業 

 ♢企業の種類…出資者の違いにより私企業、公企業、公私合同企業の 3 つに大きく分けられる 

 私企業 公企業 公私合同企業 

個人 

企業 

法人企業 国 地方 特殊法人

形態 

株式会社

形態 会社 

企業 

組合 

企業 

国営企業 独立行政法人 その他 地方公営企業 

 

♢会社企業の分類 

    a.   有限責任…債務に対して出資額の範囲で責任を負う 

無限責任…債務のすべてに対して責任を負う 

    b.会社法施行（2006）…株式会社の資本金が１円以上に。有限会社の新設不可。合同会社の新設。 

   

 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

出資者 有限責任の株主 

１人以上 

有限責任社員 

50 人以内 

無限責任社員と 

有限責任社員 

無限責任社員 

1 人以上 

有限責任社員 

１人以上 

経営者 取締役 3 人以上 取締役１人以上 無限責任社員 有限責任社員 

資本金 １円以上 300 万円以上 規定なし 

特徴 大企業に多い 中小企業に多い 小規模会社に多

い 

小規模会社に多い

(特に家族親族経営) 

ベンチャー企業

に多い 

企業…財・サービスを作る 

家計…財・サービスを購入し消費する 

政府…景気の調整や経済的格差の是正を図る 

 

※財  自由財 

    経済財  ①＿＿＿＿＿ 

         ②＿＿＿＿＿  耐久消費財 

非耐久消費財 

※サービス： 

人による財の移動を伴わない経済活動 



 

   

 

3 講② 

♢企業の社会的責任(CSR：Corporate Social Responsibility ) 

▷企業の社会的責任(CSR)を果たすために、企業倫理を確立し⑫＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (法令遵守)を実

現する。そのために株主が⑬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (企業統治)を見直す 

⇨インサイダー取引禁止、情報公開、説明責任 

▷環境に配慮した経営を行う 

循環型社会実現のために廃棄物の削減、再利用の生産システムの構築 

    ▷社会的貢献活動の推進 

慈善活動(⑭＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)や、文化支援活動(⑮＿＿＿＿＿＿) 

 

♢株式会社のしくみ 

    ▷株式会社の特徴 

     ・上場企業は株式を発行し、株式市場を通じて多数の株主から資本を調達して事業を行う 

・株主はその出資額に応じて配当を受け取る。株式売買で値上がり益を得る。 

・会社の所有者はこの株式を保有する株主であるが、株主の責任は有限責任であるため出資額を超

えることはない(有限責任制) 

・株主総会が株式会社の意思決定の最高機関であり、株主は一株一票の議決権を持っている 

・株主総会では経営を行う⑯＿＿＿＿＿＿の選出を行い、⑰＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が進んでいる 

 

▷日本の株式会社 

・会社が株主のものであるという意識が弱く経営者が自らの利益を優先することもあった。 

       ⇨これを防ぐために⑱＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(企業統治)の強化が進んできた 

・近年では他の会社の株式を取得して合併・買収(⑲＿＿＿＿＿)を行い経営規模の拡大が活発になっ

てきた 

 

    ▷現代の巨大企業 

     ・⑳＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(複合企業)：本来の事業以外の分野に事業を拡張する企業 

     ・㉑＿＿＿＿＿＿＿＿＿(世界企業) 

巨大な資本力・強力な経営力・高い技術水準を背景に世界的な規模で活動を行う。受け入れ国の

雇用を増大させ、経済発展に寄与するが受け入れ国の国益と対立することもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

4 講① 

３. 市場経済のしくみ 

 

（１）市場のしくみ 

・市場：生産された財・サービスを取引する場。売り手と買い手が価格を仲立ちに売買を行う 

・市場価格：資本主義経済で、市場での需要と供給の関係で決まる財・サービスの価格 

・市場機構：価格が変化することによって需要量と供給量が調整され最終的には均衡価格に達して需要

量と供給量が等しくなる機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）競争と独占・寡占 

♢自由競争市場と独占(寡占)市場 

・企業は大規模生産による利益(規模の利益、①＿＿＿＿＿＿＿＿＿)を求め、またそれにより高い市

場占有率(マーケット ・シェア)を獲得することができる。 

・市場が少数企業による寡占が進むとその市場は寡占市場となり、さらに進むと一社で占有する独占

市場が形成される。 

※日本の独占市場 

上位５社でシェア 100％…ビール、携帯電話、家庭用ゲーム機 

上位数社でシェアの大部分…パソコン、乗用車、宅配便 

♢独占(寡占)の形態 

②      (企業連合) ③      (企業合同) ④           (企業連携) 

  

 

企業間で販売価格や販売

量、販売地域を協定する 

同一業種の企業が吸収・合

併し、企業規模を拡大する 

旧財閥系企業のように、持株会社を中

心に異種産業をグループ化する 

 

 

 

 

・D：需要曲線 

・S：供給曲線 

・均衡点：需要曲線と供給曲線の交点 

 

供給曲線⇒右へシフト 

(技術革新、原材料費○減、豊作、法人・間接税○減 )   

需要曲線⇒左へシフト 

(国民の所得○減、所得税○増、流行の終了) 

  

 

※逆へシフトする場合は価格上昇 

価格下落 



 

   

 

4 講② 

♢独占(寡占)市場の問題点…価格機構が機能しなくなり、社会的な不利益が発生 

・⑤＿＿＿＿＿＿＿…市場の需給関係で決定する価格ではなく、寡占企業が自ら決定する価格 

・⑥＿＿＿＿＿＿＿＿(価格先導者)の存在…寡占企業の中で最もシェアの高い企業が決めた価格に他

企業も追随→管理価格は自ずと均一に 

・価格の⑦＿＿＿＿＿＿＿＿…供給超過でも価格は下がらず寡占企業が生産調整等で管理価格を維持 

・非価格競争の激化…デザイン・広告・宣伝・モデルチェンジなどの価格以外で製品差別化を行う 

    ♢各国の独占(寡占)対策 

  ・アメリカ 

   シャーマン法：世界初の独占禁止法でカルテルやトラストを禁止した 1890年 

 ・日本 

⑧＿＿＿＿＿＿＿＿：監査機関として公正取引委員会を設け、持ち株会社設立やカルテルを禁止

した。 1947年制定。 

 

※独占禁止法違反行為 

  ・カルテル…価格・販売地域・生産個数などを共同して取り決めること 

  ・入札競合…公共事業の入札の際、落札業者・受注金額を事前に話し合いで決めること 

・ダンピング…商品の価格を不当に安くすること。不当廉売 

・再販売価格維持制度…製造業者が販売価格を決定し、小売店などに守らせる制度。ただし

書籍・新聞・CD・医薬品などは適用除外 

 

2 回の独占禁止法改正 

(Ⅰ) 1953 「弱い企業を守ろう！」      (Ⅱ) 1997 「強い企業を伸ばそう！」 

背景：敗戦で企業ズタボロ            背景：バブル崩壊→外国企業にやられそう 

内容：倒産ピンチ→カルテルOK、定価販売 OK,  内容：持株会社解禁 

 

（３）市場の失敗…市場経済に任せると、調整作用が働かず資源の最適配分が実現しないこと 

・⑨＿＿＿＿＿＿＿：市場を介さずに他の経済主体に不利益を与える。(ex, 公害、環境破壊) 

・公共材の供給：非競合性、非排除性、共同性を持つため利潤を出すことが困難であるから企業は供給

しない  

・⑩＿＿＿＿＿＿＿＿＿：生産者が持つ情報が消費者に不完全にしか伝わらないこと 

・所得分配の不平等、不景気、失業の発生 

※こうした市場の失敗の弊害を取り除くために、現代では政府の経済政策が必要とされる 
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４. 経済成長と景気変動 

 

（１）国民所得 

♢ストックとフロー 

▷国民経済量 

①＿＿＿＿＿＿＿＿：ある時点までに蓄積された資産 (ex, 国富) 

②＿＿＿＿＿＿＿＿：一定期間内の経済活動 (ex, 国内総生産(GDP)、国民総生産(GNP) ) 

※国富…住宅、機械などの実物資産と対外純資産の合計 

(外国での資産額―外国に対する負債額) 

▷所得指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★新しい指標 

・NNW（国民純福祉）…NNP から環境維持費や都市化に伴う損失などをマイナスし、家事労働や

ボランティアなどをプラスした物 

・グリーン GDP…GDPから環境破壊によるマイナスをひいたもの 

 

▷国民所得の三面 

③ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…国民所得は④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の３面で見ることが出来、 

                それらはすべて等しい 

 

生産国民所得＝第１次産業所得＋第２次産業所得＋第３次産業所得＋海外からの純所得 

分配国民所得＝雇用者所得＋財産所得＋企業所得 

支出国民所得＝消費＋投資＋経常海外余剰輸出＋海外からの純所得 

※生産国民所得＝分配国民所得＝支出国民所得が成り立つ 

 

 

 

 

 

 

 

GNP＝総生産額―中間生産物の価格 

 

GDP＝GNP―海外からの純所得 

(海外からの所得 

―海外への所得) 

NNP＝GNP―固定資本減耗 

     (減価償却額) 

NI＝NNP―(間接税―補助金) 
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（２）景気変動と物価 

♢景気変動 

・景気循環 

好況→後退→不況→回復→好況→…が周期的に繰り返し起こり、周期的に起こる景気変動を景気

循環という。また急激な不況を特に①＿＿＿＿＿という。 

 

 

 

 

 

 

・有効需要の原理…ケインズは有効需要の変動が景気循環を引き起こすとした。 

※有効需要＝消費＋投資＋政府支出＋(輸出―輸入) 

 

♢物価の動き 

・物価：一国全体の財・サービスの価格のこと 

・物価指数：基準年の物価を 100 としたときの指数 

 

▷インフレーション…物価が持続的に上昇する現象。好景気の時や供給コストが上昇するときに発生 

・原因別に見るインフレの種類 

⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：消費や投資の増大、通貨の過剰発行等の需要面に起因する 

⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：賃金の上昇など供給面に起因する 

・進行速度別に見るインフレの種類 

⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：徐々に物価が上昇する 

⑨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：急激に進行する 

※インフレの影響：所得格差の拡大を引き起こす 

→低所得者に不利益、高所得者に利益となることが多い 

▷デフレーション…物価が持続的に減少する 

    ・デフレの原因  a.生産性の向上によるコストの低下 

     b.円高や価格競争による輸入価格の低下 

     c.生産過剰による市場価格の低下 

・⑩＿＿＿＿＿＿＿＿…デフレと投資需要の減速が繰り返し起こりデフレが止まらなくなる現象。 

 (1)物価下落→(2)消費低迷→(3)企業収益悪化→(4)生産縮小・賃金抑制 

 

▷インフレとデフレの比較 

 

 

 

 

 

 

 

  

 周期 原因 

②       の波 約 40ヶ月 在庫投資循環 

③       の波 約 10年 設備投資循環 

④       の波 約 20年 建設投資循環 

⑤       の波 約 50～60 年 技術革新 

 市場 物価 貨幣価格 貨幣供給量 生産量 景気 対策 

インフレ 需要>供給 上昇 下落 増加 増加 好況 需要の抑制 

デフレ 需要<供給 下落 上昇 減少 減少 不況 需要の創出 
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５. 政府の経済的役割と租税の意義 

 

（１） 財政のしくみと機能 

♢予算…一年間の歳入（一年間の収入）・歳出（一年間の支出）の計画のこと 

※会計年度は 4月から 3月 

▷国の主な予算 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：政府の一般行政に伴う財政活動の予算 

当初予算(本予算)：年度の最初に組む予算 

暫定予算：当初予算を組めないときに必要最低な経費のみを含む予算 

補正予算：年度途中で組み替える予算 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：特定の資金を運用したり、管理したりするための予算 

▷その他重要な予算 

・政府関係機関予算：公庫などを含む政府系の 4つの金融機関の予算 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿：政府の経済政策を補うためのもので、第二の予算とも言われる 

 

♢財政の機能 

▷資源配分：民間で供給が困難な公共サービスや社会資本(公共財)の提供を行う 

▷所得再分配：国民の所得格差を是正することを目的とする。所得税には累進課税制度を導入すること

で高所得者から多く徴収した税金を政府の提供するサービスを通じて低所得者に振り分

けることを行っている。 

▷景気調整 

・自動安定装置(④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)：累進課税と社会保障を活用した自動的な景気調節  

・裁量的財政政策(⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)： 政府による意図的な景気調節。 

不況→減税&財政支出拡大 

好況→増税&財政支出削減 

♢財政の課題 

公債を大量に発行することにより歳入と歳出のバランスが崩れることで起こる財政赤字の発生 

※公債…行政が歳出の財源となる資金を確保するために発行する借入金 
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（２）租税の意義と課題 

♢租税原則 

アダム・スミスの４原則：公平性、明確性、便宜性、経費節約 

①＿＿＿＿＿＿＿＿：職種によらず同程度の所得なら同じ税負担 

②＿＿＿＿＿＿＿＿：所得が多い方が税負担が大きい 

♢租税の種類 

 

 

 

 

・国税：国に収める税金            ・地方税：地方公共団体に収める税金 

・直接税：納税者と税の負担者が同じ租税    ・間接税：納税者と税負担社が異なる租税 

 

・所得税：累進課税制度のより垂直的公平を実現し、所得の再分配効果を持つ 

・消費税：所得に関わらず平等に課税されるので、低所得者ほど税負担感が重くなる⑦＿＿＿＿＿

を持つ 

※直間比率…租税に占める直接税と間接税の割合のこと。日本では直接税の方が大きい 

 

（３）公債と財務赤字 

♢公債の種類 

公債  国債  建設公債(建設国債)：公共投資のための資金 

             特例国債(赤字国債)：税収不足を補填するための資金 

         地方債 

 

♢公債発行の動き 

1975年～   1973 年に起きた第一次石油危機の後の深刻な不況を打開するために財政特例法により

特例国債が大量に発行されるようになった 

1990～1993 年 税収が好調であったため特例国債の発行が一時停止された 

1993年～   バブル経済の崩壊後の不況のために公債発行は再び増加した 

 

※政府は基礎的財政収支(プライマリー・バランス)の黒字化を目指しているが、国債発行残高は増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ ④ 

⑤ 所得税、法人税、相続税など 住民税、固定資産税など 

⑥ 消費税、酒税、たばこ税など たばこ税など 
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6. 金融機関のはたらき 

 

（１）資金の流れ 

♢貨幣(通貨) 

▷貨幣の持つ機能 

・価値尺度：価値を貨幣の数量ではかる 

・交換手段：交換の仲立ちをする 

・支払い手段：購入の支払いをする 

・価値貯蔵：貨幣を手元に残し貯蔵する 

▷通貨の種類 

・現金通貨  紙幣(日本銀行券)：日本銀行が発行する 

硬貨：政府(財務省)が発行する 

・預金通貨  普通預金：いつでも現金をおろせる 

当座預金：無利息で手形や小切手を使って支払うことができる営業性預金 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿：経済全体に流通している通貨の総量 

♢通貨の発行制度 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿：通貨発行を金の保有量で決定→景気の調整を通貨量の増加で行うことが困難 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：政府と中央銀行で管理し、発行には金の保有量は関係ない。 

現在世界各国で採用されている。 
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（２）日本銀行の役割と金融政策 

♢日本の金融機関の種類 

・①＿＿＿＿＿…国家の金融制度の中核として通貨供給し金融政策を行う。日本の中央銀行は日本銀行 

    ・民間金融機関  預金金融機関  (ex, 普通銀行、市中銀行) 

非預金金融機関 (ex, 損害保険会社、ノンバンク、証券会社) 

    ・公的金融機関…政府の金融機関  (ex, 日本政策金融公庫) 

 

♢銀行の役割 

・預金業務：各種預金を取り扱う  

・貸出業務：受け入れた預金を家計・企業に手形や証書の形で貸し出す 

・為替業務：振込や送金、手形や小切手で賃借決済を行う 

           ②＿＿＿＿＿＿…送金や振込、クレジットカードの口座振替など 

           ③＿＿＿＿＿＿…国際間の送金など 

♢日本銀行の役割 

・④＿＿＿＿＿＿銀行：日本で唯一日本銀行券を発券する 

・⑤＿＿＿＿＿＿銀行：市中金融機関に資金の貸し付けや、預金をおこなう 

・⑥＿＿＿＿＿＿銀行：国庫金の管理、出納をおこなう 

 

♢日本銀行の金融政策 

マネタリーベースを変化させることでマネーストックを調整し、景気の安定化を図っている 

       市場における通貨量残高＝現金通貨＋日銀当座預金 

・公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)…日本銀行が国債や手形を売買することで通

貨の流通量を調整する。 

・預金準備率操作(支払い準備率操作)…市中銀行が支払い準備のために中央銀行の当座預金に預け入れ

なければいけない預金の一定割合のこと 

・公定歩合操作…日銀が市中銀行に資金を貸し出す際の金利 近年は「基準割引率及び基準貸付率」と呼ばれる 

 

 

 

 

（３）金融の自由化 

・⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…1970 年代後半以前の金融機関の保護行政で、最も競争力の弱い金融機関に合わせて国が規制する

方式 

・⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…1970 年代後半から自由化が始まっていて、1980 年代には銀行が同時に預金金利を設定できるよう

になった。金利の自由化も進んだ 

・日本版金融ビッグバン 

…金融市場の国際競争力の強化を目的とした金融制度の改革。市場原理が働く自由な市場、公正な

取引が行われる市場、国際競争力を持つ市場が理念として掲げられた。 

★改革の具体例  ・銀行、信託などの相互参入(業務の垣根の撤廃) 

              ・外国為替業務の自由化 

              ・金融持株会社の解禁 

 公開市場操作 預金準備率操作 

不況時 有価証券を買いオペレーション 預金準備率を下げる 

好況時 有価証券を売りオペレーション 預金準備率を上げる 
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７. 戦後の日本経済の動き 

 

（１）戦後の復興 

♢経済民主化政策：連合国軍総司令部(GHQ)により行われた 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1946年 

…国が土地を買い上げ小作人に低価格で売り渡すことで自作農の比率を上昇させた。それによる農

民の所得向上、農業生産性の向上を目指した。 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…1945 年には持株会社整理委員会が三井、三菱、住友、安田の四大財閥などの持株会社を解体、企

業間の競争を活発にした。1947年には独占禁止法を制定 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…労働者の所得と生活の向上を実現。労働組合の合法化、労働三法の制定(1945~1947) 

♢経済復興 

・④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…まず石炭・鉄鋼などの基幹産業を優先的に復興。その為の資金は日銀引き受けの「復金債」発行

⇒復興金融金庫からの融資⇒「復金債」増発による復金インフレ発生 

・⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

…GHQが指示した、日本経済自立のための経済安定化 9原則の具体化 

【ポイント】                  【結果】 

・⑥＿＿＿＿＿＿＿＿→直接税中心の税制確立   ・超均衡(黒字)予算の実現 

・復金融資の停止                ・インフレ抑制 

・補助金の削減                 ・貿易振興 

・超均衡(黒字)予算の確立              but 深刻な不況(安定恐慌)に 

・単一為替レートの設定→1＄=360円 

 

・戦争特需 

…1950 年に勃発した朝鮮戦争により米軍からの特別需要調達により、日本経済は不況を脱した。

1951年には鉱工業生産が戦前の水準を上回った 
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（２）高度経済成長期…1955～1970初頭の間でGNP が年平均 10％も上昇した急激な経済成長 

1956~1957      1959~1961        1962~1964        1966~1970 

①   景気※１   ②   景気※2    ③     景気    ④     景気 

なべ底不況                 昭和 40 年不況 

※1 「もはや戦後ではない」by 経済白書 1956 

※2 国民所得倍増計画 1960 by 池田内閣→実際はその後 7年間で倍増 

♢高度経済成長の原因 

・民主化政策による国内市場の拡大…国内需要が高まり経済が活発した 

・革新的な技術革新の導入…企業による盛んな設備投資 

・市中銀行からの潤沢な産業資金 

・豊富な労働力…特に農村から都市への労働力供給 

・有利な為替相場…円安気味の為替相場が長く続いたことで日本製品の輸出で国際競争力を高めた 

♢高度経済成長の影響 

▷国際的な影響 

経済協力開発機構（OECD）に加盟 1964、別名「先進国クラブ」に仲間入り実現 

GNP で西ドイツを抜き、世界NO2 の経済大国に 1968 

▷国内の影響 

・国民の生活水準向上 but産業関連社会資本に対し、生活関連社会資本の整備は遅れた 

     ・⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿や第二次産業内部の重化学工業が進展 

国内の産業の中心が経済発展につれて「第一次産業→第二次産業→第三次産業」

と移っていくこと（⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

（３）安定成長 

♢①＿＿＿＿＿＿＿＿への移行 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1971年 

当時のアメリカの大統領であったニクソンがアメリカ国内の経済を守るためのドル防衛策として

金とドルの交換停止を命じた。これにより固定為替相場の見直しが行われた 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1971年 

これまで１ドル 360 円であったのを１ドル④＿＿＿円に見直した   

・変動為替相場制の導入 1973年 

♢石油危機(オイルショック) 

▷第１次石油危機(第１次オイル・ショック) 1973 年【きっかけ】第４次中東戦争 

・これにより OAPECの石油戦略やOPECの石油価格の引き上げが起こった。 

・日本の物価は急騰(⑤＿＿＿＿＿＿＿)、経済の停滞が起き、 

景気の停滞と物価の上昇が同時に起こる⑥＿＿＿＿＿＿＿＿に陥った 

・1974 年には政府が行なった総需要抑制政策の影響で実質経済成長率が戦後初のマイナスとなり、

高度経済成長期が終わった         

▷第 2 次石油危機(第 2 次オイル・ショック) 1979 年【きっかけ】イラン戦争 

♢安定成長期 

・企業は減量経営や省エネルギー対策を進める  

・1970 年代後半、景気拡大政策のために公債を発行→発行し続けた結果、財政赤字が深刻化 

♢ドル高・円安 

・1980 年代前半にドル高・円安傾向が続くことで日本から世界への輸出が多くなる→⑦＿＿＿＿＿＿ 

・1985 年にドル安政策が実施され急激な円高が起こり、輸出産業を中心に不況に陥った(円高不況) 
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（４）バブル経済とその崩壊 

♢バブル経済 

・1986 年 輸出主導型から内需主導型へ経済の転換の必要性を当時の日銀総裁、前川氏が提言した 

・拡大のための金利政策が金融緩和を目的として行われた 

・マネーサプライが増加したことにより金余り現象が発生し、財テクの収入が大幅に増加した 

・低金利が長期化したことにより資産のインフレが発生し、バブル経済に突入した 

 

♢バブルの崩壊 

1989年～ 金融抑制策：金利の引き上げを行うことで金融の引き締めをした 

1991年  バブル崩壊：株価や地価の暴落による資産デフレ→株価・地価の乱高下 

 

♢失われた 10年 

…1991 年に起きたバブル経済の崩壊のあと、1990 年代は平成不況(①＿＿＿＿＿＿＿＿)と言われ、

企業の倒産、リストラの増加などが起きた。 

②＿＿＿＿＿＿＿の増加…担保資産(土地・株)の値下がりによる 

金融不安…金融機関の業績悪化、経営破綻 (ex, 北海道拓殖銀行、山一証券) 

BIS 規制を守るのが金融機関の課題に 

  BIS(国際決済銀行)のバーゼル合意で、自己資本比率 8%以上の銀行が国際取引 OK に 

金融機関の貸し渋りや貸しはがし…超円高の進行 

 

・金融再生法 1998：銀行の破綻処理・混乱期の預金者保護を目的。バブル経済の崩壊の影響を受

けた大手金融機関の倒産が相次いだことに対して施行された。 

・超低金利政策などで量的緩和政策を行う 

  ③＿＿＿＿＿＿＿1999~…銀行間の無担保コールローン翌日物の金利(コールレート)が実質ゼロ 

  公定歩合を 0.1% にし買いオペも 2001~ 

 

※構造改革…2000年代からは小泉内閣が中央政府の縮小、民間、地方の活性化を目的に行われた

(ex, 特殊法人の廃止や民営化、地方交付税の見直しなど) 

 

♢これからの日本経済 

▷④＿＿＿＿＿＿全面解禁 2005 年 

金融機関が破綻した場合に保険金で払い戻すこと。上限額は一人当たり元本 1000万円に利息を

加えたものとなっている 
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8. 中小企業問題 

 

（１）中小企業の定義 

   

 

 

 

 

 

（２）中有小企業の地位 

  事業所数の①約＿＿＿          (従業員規模が少なくなるほど)    大企業と中小企業の並存と格差 

  従業員数の②約＿＿＿      資本装備率、賃金、生産性が低い   ＝日本経済の二重構造 

  製造業出荷額の③約＿＿＿＿ 

 

（３）中小企業の特徴 

   ・大企業の下請けや、系列化されている場合が多い 

   ・大企業のしわ寄せを受ける(景気の調整弁) 

   ・大企業の海外進出と産業の空洞化、アジア諸国との競争の激化で経営危機 

   ・金融機関の貸し借りの対象 

   ・労働集約型の産業が多い 

 

（４）中小企業政策 

   ・④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1963年 

     中小企業の近代化の促進と、大企業との生産性格差の是正を目的 

   ・中小企業法改定 1999年 

     中小企業の多様で活力のある成長発展を理念に自助努力を支援 

   ・大規模小売店舗法 1973 年 

     大規模小売店の出店規制による中小小売業保護 →1998 年 アメリカの圧力により廃止 

     (大規模小売店舗立地法 2000年 大店舗出店規制の緩和→ 2007年 中心街の空洞化により改正) 

   ・中小企業金融機関位よる融資 (ex, 日本政策金融金庫) 

 

（５）中小企業の取り組み 

   ♢⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿の出現 

     能力発揮型、研究開発型などの冒険的経営を行う中小企業 

   ♢地域に密着した営業活動 

   ♢伝統産業＝地場産業 

     隙間(ニッチ)産業の担い手 

 

 

 

 

 

 資本金  従業員 

製造業など 3 億円以下 または 300 人以下 

卸売業 1 億円以下 〃 100 人以下 

小売業 5 千万円以下 〃 50 人以下 

サービス業 5 千万円以下 〃 100 人以下 

 



 

   

 

 日本 ドイツ アメリカ 

就業者一人当たり耕地面積(ha) 2.4 21.7 150.5 

就業者一人当たり穀物生産高(t) 6.2 52.0 152.0 

収穫面積 1ha当たり小麦収穫(kg) 3832 7396 2823 

 

 

 
 日本 アメリカ フランス イギリス ドイツ 

食料自給率 39% 127% 129% 72% 92% 

穀物自給率 28% 118% 176% 101% 103% 

15講 

9. 農業問題  

（１）日本の農業と食糧 

♢農業の地位の低下 

▷農家数・農業就業人口の減少 

・離農化の進展で総就業人口に占める農業就業人口は約 4％ 

・若年労働力の不足から高齢化し、「三ちゃん農業」と呼ばれる 

▷GDP(国内総生産)に占める農業総生産の割合は約 1％ 

▷①＿＿＿＿＿農家(農業所得<農外所得)が多い 

♢低い労働生産性、高い土地生産性 

▷農業生産性の国際比較 

 

 

 

 

▷零細経営：高い国際農産物価格、弱い国際競争力 

   ♢低い(下がる)食料自給率＝世界一の輸入国 

  

 

  

（２）日本農業のあゆみ 

   ♢②________＿＿＿＿＿＿＿ 1942年～ 

    食糧管理法 1942年により、戦時下の食糧不足に対応するため、主要食糧生産・流通・販売が政府

の管理下におかれた。この制度で米の輸入は禁じられ、政府が農家から買い付け、逆ざやと呼ばれ

る買入価格(生産者米価)よりも安い売渡価格(消費者米値)で消費者に供給する形が取られた。 

♢③＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1945年～ 

自作農設置を目的に土地改革が行われたが、土地が分化され零細経営が生まれた。 

   ♢④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1961 年 

農家の経営規模拡大や機械化によって生産性を向上させ、自立経営農家の育成を実現し、農工間格

差を是正しようとした。 

      ※小規模兼業農家の増加、農家の機械化貧乏増加、食生活の多様化による米の消費量の減少で失敗 

   ♢⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿1970年～ 

食料管理特別会計の赤字や、米の過剰生産による余剰米の発生から政府が転作や休耕を奨励するこ

とで生産調整を行う。 

   ♢⑥＿＿＿＿＿＿＿＿ 1995年 

食糧管理制度を廃止し、米の流通は政府管理外の自主流通米となる。 

   ♢⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(新農業基本法) 1999年 

⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の観点から食料の安定供給の確保、農業の持続的発展、農村振興と農業の

多面的機能の発揮などによって日本の農業の再生を目指した。 

 ♢農地法改正 2005、2009 年 株式会社の農業生産法人の参加、自由な農地の貸借が可能なった。 

   ♢農業者個別所得補償制度 2010年～ 
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（３）農産物の輸入自由化 

♢牛肉、オレンジの輸入自由化 1991 年～ 

日米経済摩擦緩和へのアメリカの要求が実現した。 

 

♢①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1986年 

GATT(関税および貿易に関する一般協定)の「新多角的貿易交渉」 

・日本の米の市場開放が焦点の一つ。 

・日本は米のミニマム・アクセス(最低義務輸入量)を義務付けられた。 

・日本の米の関税化 1999年  関税額は 1kg 当たり 341 円 

 

♢②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(緊急輸入制限) ※WTO(世界貿易機関)協定による 

    特定の国からの輸入品の急増により国内産業の被害が大きい場合に発動される。日本は 2001年に中国

産のネギ、生シイタケ、いぐさ(畳表)で初めて発動した。 

 

♢輸入食料の安全性 

▷安全問題 

・残留農薬、BSE(牛海綿状脳症)や鳥インフルエンザなどの病気 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：農作物の収穫後に使用される防腐剤、防虫剤、防カビ剤 

・遺伝子組み換え食品(GM 食品)：遺伝子操作により品種改良を行った作物。安全性は未知数。 

▷対策 

・食品衛生法…残留農薬の規制や消費期限を定める 

・トレーサビリティ…生産から消費までの履歴明示制度 
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労働三法の制定：敗戦後のGHQ の経済民主化政策

の一環で行われた 

10. 雇用と労働問題 

 

（１）労働問題発生の背景 

♢産業革命後の資本主義の成立 

    資本家(ブルジョワジー)：利潤を増やすために労働者を搾取 

     VS 

    労働者(プロレタリアート)：労働条件の改善を要求するために、団結(労働組合を結成)して労働運動展開 

    →政府は資本家の利益を擁護し労働運動を弾圧した。 

→労働問題発生：労働者の要求は労働条件の改善と参政権の獲得が含まれていることが多かった 

 

（２）労働運動の歴史 

♢イギリス 

1799年   団結権禁止法：労働組合の禁止＝政府による圧力 

1811~17年 ラッダイト運動：産業革命で職を失った職人たちの機械打ちこわし運動 

1833年   ①＿＿＿＿＿：世界初の本格的な労働者保護法 

少年工の 9時間労働、18 歳以下の 12 時間労働などを規定した 

1837~48年 ②＿＿＿＿＿＿＿＿：労働者の普通選挙権獲得運動 

1871年   労働組合法：労働組合運動が合法化された。 

1906年   ③＿＿＿＿＿結成；議会を通して労働者の権利を獲得しようとした(漸進的社会主義) 

 

♢アメリカ 

1886年 アメリカ労働総同盟(AFL)：アメリカ初の全国的職業(産業)別労働組合 

5 月 1日に労働者がデモ行進を行った。(メーデーの起源) 

1935年 ④＿＿＿＿＿：ニューディール政策の一環。団結権、団体交渉権を認め、不当労働を禁止 

1947年 タフト・ハートレー法：労働者の団結権を大幅に制限した。 

 

♢世界 

1864年 第一インターナショナル結成：社会主義政党の国際的組織 

1919年 国際労働機関(ILO)設立：国連の専門機関として労働者の権利の保障を行う(米ソを除く) 

 

♢日本 

1897年 労働組合期成会結成：労働組合結成を支援が目的→鉄工組合結成(日本初の労働組合) 

1900年 治安警察法：労働運動・社会主義運動の抑圧が目的 

1911年 ⑤＿＿＿＿＿＿：日本初の労働者保護法。ただし小規模工場は適用外 

1912年 友愛会：労使協調路線を主張。労働組合の全国組織へと発展 

1921年 日本労働総同盟結成：友愛会が発展解消して成立した。階級闘争路線に転換 

1925年 治安維持法：反体制運動や社会主義運動の抑圧が目的。刑罰に死刑が導入された。 

1940年 大日本産業報国会：戦時体制下で全労働組合を解散させ労使を一本化し、全国組織に 

1945年 ⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1946年 ⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

1947年 ⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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（３）日本の労働者の権利 

 

 

 

 

 

♢労働三権 

・①＿＿＿＿＿…労働者が労働組合(ユニオン)を作ることができる権利 

・②＿＿＿＿＿＿…労働組合が労働者を代表して使用者と交渉できる権利 

・③＿＿＿＿＿＿(争議権)…労働者自らの要求を使用者に認めさせるために争議行為を行う権利 

♢公務員の労働三権への制限 

・公務員一般職の争議権は認められていない 

※職務の公共性などを理由とする争議行為の禁止は合憲とされている 

・警察・消防・自衛隊などは労働三権全てが認められていない。 

・公務員の待遇政策は人事院勧告によって行われることになっている。 

 

（４）労働基準法…労働条件の最低基準を定めた法律で労働者の賃金、労働時間などについて定めている。 

♢労働基準監督署…労働基準法により定められた監督行政機関 

 

（５）労働組合法…労働三権の保証と労働組合の保護を規定する。 

♢争議行為の保証…ストライキなどの争議行為で発生する組合の刑事、民事上の責任の免除(免責) 

♢労働協約の締結…労働協約を優先適用し、労働協約の基準に達しない労働契約は無効とする。 

♢④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の禁止…使用者の労働組合への支配、介入を禁止する。 

 

 

 

 

 

 

           救済申し立て 

⑤＿＿＿＿＿＿＿＿ 

      国に中央労働委員会、都道府県に地方労働委員会を設置 

      不当労働行為の救済手続きや労働争議権の調整手続きを行う行政委員会 

      使用者委員、労働者委員、公益委員の三者により構成される 

           救済申し立て 

不利益取扱い：労働委員会に申し立てを理由に不利益な取扱いをすること 

 

 

 

 

 

 

 

日本国憲法 

第 27条 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 

     賃金、就業時間、急速、その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

第 28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動をする権利は、これを保証する。 

不利益取扱い：組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすること 

黄犬契約：組合への不加入や脱退を条件とする雇用契約を結ぶこと 

団体交渉拒否：団体交渉の申し入れを正当な理由無く拒否すること 

支配介入：労働組合の結成・運営を支配、干渉すること 

経費援助：労働組合の運営費用を援助すること 
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（６）労働関係調整法 

♢労働争議(争議行為)の種類 

▷労働者による→ ・①＿＿＿＿＿＿＿＿(同盟罷業)：労働者が集団的に業務を停止する 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿(怠業)：仕事をさぼり使用者に損害を与える 

・ピケッティング：労働者側からの見張りをする 

▷使用者による→③＿＿＿＿＿＿＿＿：作業所を閉鎖し就労拒否する 

♢労働争議への対応 

 

 

 

 

 

（７）現代社会の労働環境 

♢雇用(生産市場)の変化 

▷労働力需要の推移 

戦前～高度経済成長期     労働力過剰 

高度経済成長期        労働力不足(特に若年労働力) 

安定性長期(石油ショック後)  企業の減量経営による雇用不安 

バブル景気 1985年~     労働力不足から女子労働者や外国人労働者の増加 

バブル崩壊後 1991~      企業のリストラが進み雇用不安 

▷日本型雇用形態の特徴と変化 

・日本型雇用…企業への高い帰属意識を育て、高度経済成長異体の日本企業の強み 

 

 

 

 

 

※欧州は産業別労働組合がメイン 

・ナショナルセンター：労働組合の全国組織 

1980年代まで労働四団体と呼ばれた総評、同盟、新産別、中立労連があった。 

1989年 ⑩＿＿＿＿＿結成：総評と同盟が統一した、全国最大のナショナルセンター。 

反連合の全労連、全労協結成 

     ※春闘：年度始めの春季賃金闘争 

▷雇用の現状 

・完全失業率：5.4％(2002年)→4.3％(2012 年)→2.4%(2019年) 

労働力人口に占める完全失業者の割合 

・有効求人倍率：0.47倍(2009年)→0.8倍(2012年)→1.60 倍(2019 年) 

       新規学卒者を除く有効求人数を有効求職者数で割った数値 

・不況による倒産：失業やリストラ 

・増加する⑪＿＿＿＿＿＿＿ (ex, アルバイト、パートタイマー、派遣労働者、契約社員) 

    正規社員との所得格差が広がりワーキングプアが社会問題化した。 

    ⑫＿＿＿＿＿＿＿も増加：意図的に定職につかない若年層のフリーアルバイターで約 200万人 

 

 第一段階：④ 第二段階：⑤ 第三段階：⑥ 

担当者 斡旋員 調停委員会 (使用者、 

労働者、公益委員) 

仲裁委員会 

(公益委員) 

方法→拘束力 自主的解決の中立ち→弱 調停案を受諾勧告→中 仲裁裁定に従え→強 

 

 特徴 バブル崩壊後の変化 

⑦ 定年まで同じ会社 中途採用、勧奨退職、出向、転職の増加 

⑧ 勤続年数に比例して賃金が

上昇する 

成果主義、能力主義の採用 

⑨ 組合は企業単位で結成 組合組織率の低下 
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・増加する外国人労働者 

    多くは東南アジア、南アジア、南アメリカ諸国出身 

    ⑬＿＿＿ (きつい、汚い、危険)と呼ばれる単純労働の職種で低賃金。不法就労者も多い。 

  ・低い中高年労働者の求人倍率 

失業した中高年の再就職は難しく、60 歳で定年退職した場合でも年金支給開始年齢の 65 歳ま

でどう過ごすか問題。2012年に高年齢者雇用安定法が改正された。 

・進まぬ障害者雇用 

障害者雇用促進法；民間企業の障害者の法定雇用率は 2.2％ 

     現在、約半数近くの企業で法定雇用率が達成されていない。 

♢女性の労働環境 

・⑭＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1985 年 

国連で採択された女性差別撤廃条約批准に合わせて制定され、募集・採用・配置・昇進などでの

女性差別を禁止した。 

・男女雇用機会均等法改正 1997 年 

これまでは企業の努力義務であったが、差別撤廃やセクハラ防止の禁止条項を規定した。 

・⑮＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1995 年 

女性のM字型雇用に配慮し、最長一年の育児休業と最長 3ヶ月の介護休業を認めた。 

・労働基準法改正 1999 年 

女子保護規定撤廃   例：時間外、休日労働、深夜業 

♢労働条件の現状と課題 

▷賃金：高度経済成長期に上昇し欧米水準になったが物価高で実質賃金は低い  

企業規模別、男女別、正規雇用か非正規雇用かで賃金格差が生じている。 

▷労働時間 

長時間労働：労働時間が長く、週休や年次有給休暇も取れないことがある。 

労働時間は短縮傾向であるが、先進国では最も長く国際的に非難されている 

社会問題化  ・法定労働時間を超えた時間外労働(残業)、休日労働 

・⑯＿＿＿＿＿＿＿＿＿：残業手当なし 

・⑰＿＿＿＿＿＿＿：働きすぎで死ぬ 

 

 政府目標：労働時間を年間 1800時間 

▷その他の問題 ・職業病 (ex, テクノストレス) 

・強制的な配置転換、出向 

▷新たな雇用、勤務形態(ワーク・ライフ・バランス) 

・⑱＿＿＿＿＿＿＿＿＿(みなし労働時間制) 

特定の業務で出勤時間や労働時間を社員が自主的に決めることができる制度 

・⑲＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

企業が決めたコアタイムを含む条件で、勤務時間を自由に決めることができる制度 

・⑳＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

業務の繁閑に対応するため、一定期間の総労働時間が基準ないなら、ある期間だけ労働基準法

の基準を超えた労働時間にできる制度 

・在宅勤務 (ex, SOHO、テレワーク) 

・㉑＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…不況時の雇用調整法の一つ。本来は労働者の失業問題が生じたときに

仕事分かち合うという考え方。現在は労働時間の短縮で雇用を確保する狙いで使われている 
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11. 公害の防止 

 

（１）日本の公害問題 

♢公害の種類 

・産業公害：企業の生産活動の過程によって発生 

・都市公害：人口の都市集中や生活関連社会資本の立ち遅れによって発生 

・生活公害：人の家庭生活により発生                 近年増加 

   ♢典型 7 公害 

     ①＿＿＿＿＿＿＿＿,＿＿＿＿＿＿＿＿,＿＿＿＿＿＿＿＿, ＿＿＿＿＿＿＿＿, 

＿＿＿＿＿＿＿＿, ＿＿＿＿＿＿＿＿, ＿＿＿＿＿＿＿＿,（廃棄物投棄も問題となっている） 

 

（２）公害の歴史 

♢明治期…政府の殖産興業政策による政府主導の工業化により産業公害が発生した。 

▷②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：足尾銅山の鉱毒で渡良瀬川の魚が死に、農作物に被害が発生した。

1901年に③＿＿＿＿＿＿＿が天皇に直訴した。 

♢高度経済成長期…官民あげての生産第一主義 

▷産業公害の激化 (ex, 四大公害訴訟) 

            外部経済の内部化：大気や水などのただのものは最大限に活用 

            内部不経済の外部化＝外部不経済：廃棄物の処理費用などのマイナス費用は節約 

    ▷都市、生活公害の発生 (ex, 排気ガスによる大気汚染、家庭排水による水質汚濁など) 

▷四大公害訴訟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢高度経済成長期以降…急速な都市化、過密化、大量消費生活の一般化により都市公害が激化した。 

     ※⑧＿＿＿＿＿＿＿＿…工場、自動車などから排出される窒素酸化物や硫黄酸化物が紫外線による光化学反応で光化

学オキシダントを生成することで発生する。呼吸器障害や目の刺激などの被害や、農作物にも被害が拡大した。 

   ♢現在…新しい公害の発生 

    ・食品公害、薬品公害 (ex, 薬品エイズ事件、アスベストによる被害) 

    ・ゴミ問題：家庭などからの一般廃棄物と工場からの産業廃棄物 

    ・ハイテク汚染：先端産業の洗浄剤で使用される有機溶剤(トリクロロエチレン)による地下水汚染 

 

 

 

 

原因 

公害 請求の原因 訴訟の経緯 

④ 工場排水の中の有機水銀 

＠熊本県水俣市 

1969 年 6 月提訴 

1973 年 3 月原告勝訴 

⑤ 工場からの亜硫酸ガス 

＠三重県四日市市 

1967 年 9 月提訴 

1972年７月原告勝訴 

⑥ 鉱山から流出のカドミウム 

＠富山県神通川流域 

1968 年 3 月第一次提訴 

1972 年 8 月原告勝訴 

⑦ 工場排水の中の有機水銀 

＠新潟県阿賀野川流域 

1967 年 6 月第一次提訴 

1971 年 9 月原告勝訴 
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（３）公害の防止と対策 

   ♢国の公害対策 

    ・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1967年 

典型七公害を規定し、健康の維持と環境保全のための濃度規制を初めて定めた。また事業者、

国、地方公共団体の公害防止のために行うべき責任を明らかにした。 

    ・公害国会 1970年 

公害に関する 14 の法律が一度に制定、改正された。 

    ・②＿＿＿＿＿設置 1971年 

公害防止や環境保全合成を担当する。2001年に環境省となった。 

    ・公害健康被害補償法 1973 年 

被害救済の原則に OECD が提唱した「汚染者負担の原則(PPP)」を採用した。 

    ・③＿＿＿＿＿＿＿＿ 1993 年 

公害対策と地球環境保全を統合した総合的な視点での環境保全政策で公害対策基本法は廃止され

た。 

    ・④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (環境アセスメント法) 1997 年 

環境に大きな影響を及ぼすと想定される事業については、事前に調査や予測をして地域住民に公

表すると同時に環境保全対策をすることを定めた。 

 

♢公害防止のための規制 

    ・⑤＿＿＿＿＿＿＿＿ 

従来の汚染物質排出の「濃度規制」のみから、追加で「総量規制」を採用した。 

    ・⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (PPP) 

公害の対策・保証費用は、公害の原因の責任ある汚染者が負担する。 

    ・無過失責任の原則 

PPP は過失の有無にかかわらず適用される。 

 

   ♢今後の課題 

    ▷循環型社会の実現 

      ・循環型社会形成推進基本法 2000 年 

      ・拡大生産責任制(EPR)の採用：生産者が廃棄、リサイクルまで行う 

      ・デポジット制、各種リサイクル法の整備 

        (ex, 容器包装リサイクル法 2000年、家電リサイクル法 2001 年) 

      ・３R(４R)の徹底：⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    ▷ゼロ・エミッションへの取り組み…廃棄物ゼロを目標として企業努力 

    ▷環境汚染防止技術の海外への積極的移転 
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12. 環境保全 

 

（１）地球環境問題の現状 

   ♢地球温暖化…地球全体の気温の上昇 

    原因：①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (ex, 二酸化炭素、メタンガス、亜酸化窒素、フロン etc)の増加 

化石燃料の大量消費により二酸化炭素濃度が上昇した。 

影響：異常気象(ex,高温、多雨、旱魃)により気象災害や農業不振、生物種の絶滅、海進※が発生 

※海進…氷河などが溶けることで海面が上昇することで海岸付近の低地や島が水没すること IPCC(気候変動に関

する政府間パネル)の報告書では現在のペースだと２１世期末までに海面が数十センチ上昇すると予測

されている(2013年) 

   ♢酸性雨…通常の雨よりも酸性度が強い雨 

    原因：化石燃料の燃焼により生じた窒素酸化物や硫黄酸化物が空気中の水分と結合すること 

    影響：土壌や湖水の酸性化により森林枯死や魚類の死滅、歴史的建物などの劣化、腐食 

   ♢オゾン層の破壊 

    原因：②＿＿＿＿＿ 

影響：③＿＿＿＿＿＿が薄くなると強力な紫外線が地球表面に到達し、強力な紫外線は皮膚ガン

や白内障を引き起こすことがある。植物の生育にも影響がある 

   ♢森林の破壊 

    原因：人口増加による農業転用 

    影響：地球温暖化の促進による生物多様性の減少 

   ♢砂漠化 

    原因：人口増加による食料需要の増加。過放牧や薪の過剰採取、不適切な灌漑による塩害 

    影響：土壌の浸食、塩性化の進行による食料供給不足。 

   ♢海洋汚染 

    原因：陸からの汚染物質の流入、船舶などからの汚染物投棄・廃棄、タンカー事故などによる原

油流出事故 

影響：海洋生態系の変化、汚染物質流入の富栄養化による赤潮の発生 

   ♢有害廃棄物の越境移動 

    原因：汚染物質発生国で有害廃棄物処理の規制強化など 

    影響：環境汚染や不適切な取り扱いによる事故 

 

※④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：ダイオキシン、PCB(ポリ塩化ビニル)に代表されるような内分泌撹乱物質

で、野生動物の生殖異常や性発達障害の原因物質となっている。人体への影響も懸念さ

れている。シーア・コルボーン他『奪われし未来』によって、世に広まる。 

※農薬の危険性：レイチェル・カーソン『沈黙の春』により農薬に含まれる化学物質の危険性について提

言された 1996 年  
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（２）環境問題への国際的な取り組み 

♢地球温暖化対策 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1992年 

国連環境開発会議にて採択され、二酸化炭素排出量を 2000年までに 1990年の水準に戻すという

努力目標を設定した 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1997年 

       気候変動枠組条約第３回締約国会議で採択され、排出量削減数値目標を設定した。また京都メカ

ニズムとして排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムを設けた 

    ・ポスト京都議定書 

       COP で議論された 2013 年からの排出削減の枠組み 

       1997 年の京都議定書を 2020 年まで延長した 

    ・パリ協定 2015年 

COP21で採択された 2020年以降の地球温暖化対策の法的枠組み。世界の平均気温の上昇を産業

革命前から 2 度未満に抑えることを目標として掲げている。すべての締約国は自主的な削減目標

を国連に提出することが義務付けられている。 

    ・③＿＿＿＿＿の導入 

二酸化炭素の排出に対して課せられる税で環境税の一つである。税収や環境保護や新エネルギー

の開発に活用されることが多い。1990 年のオランダでの導入から始まり日本でも 2012 年に地球

温暖化対策税が導入された 

 

   ♢オゾン層対策 

    ・ウィーン条約 1985年 

オゾン層保護のための国際的な対策の枠組みを定めた。日本は 1988年に加盟 

    ・④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1987 年 

オゾン層を破壊する恐れのある物質の規制を目的として採択された。10 年間でオゾン層破壊物

質の使用を半分にすることを掲げた 

    ・ヘルシンキ条約 1989 年 

       オゾン層破壊物質のフロンを 2000年までに廃止することを目標とした 

 

   ♢砂漠化対策 

    ・砂漠化対処条約 1994 年 

       砂漠化の影響を受ける国や地域の砂漠化に対処するために国際的な協力をすることを目的とした 

 

   ♢海洋汚染対策 

    ・セリーズ(バルティーズ)原則 

       環境問題の対処について守るべき判断基準を企業に対し示した倫理的原則 

       海洋汚染は原因を作った企業が責任を持たなければならない 

・国連海洋法条約 1982 年 

海洋に関する法的な秩序の形成を目的とした条約 

 

   ♢有害廃棄物の越境移動対策 

・バーゼル条約 1989年 

有害廃棄物の削減や適切な処理の推進、輸出入を規制。国連環境計画(UNEP)で採択された。 
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   ♢野生動物の種の減少への対策 

         ・⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1971 年 

多様な生物が生息し、水の浄化作用を持つ湿地を登録した条約。特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地を登録した 

         ・⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1972 年 

世界的に重要な自然遺産・文化遺産を保護するためにユネスコ総会で採択され、締約国からの

拠出金を資金とした基金を設立し、遺産保護に当てている 

         ・⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1973年 

絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とし、野生動植物の国際取引の規制

を輸出国と輸入国とが協力して実施している 

         ・⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1992 年 

地球規模の広がりで生物多様性を考え、その保全を目指す国際条約 

 

（３）環境への国際的な取組み 

   ♢⑨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1972 年 

ストックホルムで開催された地球の環境破壊の進行に対して対策を協議した最初の国際会議。こ

の会議のテーマは「⑩＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (Only Our Earth)」であった。この会議では人間環

境宣言と環境行動計画が採択された 

   ♢⑪＿＿＿＿＿＿＿＿＿(UNEP) 1972 年 

人間環境宣言及び環境国際行動計画を実施に移すための機関として、第 27回国連総会で設立され

た。 

   ♢⑫＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (地球サミット) 1992年 

リオデジャネイロで開催された首脳レベルでの国際会議。地球環境の保全と持続可能な開発の実

現のための具体的な方策が話し合われた。この会議でのテーマは「⑬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

であった。各国で環境法の制定が支持され、日本では 1993年に環境法が制定された。またアジェ

ンダ 21が採択され、協議が続けられていた気候変動枠組条約と生物多様性条約も採択された。 

   ♢持続可能な開発に関する首脳会議 2002 年 

    南アフリカのヨハネスブルグにて開催され、アジェンダ 21 の採択から 10年経過後の時点での経

過確認や促進を目的とした。 

   ♢国連持続可能な開発会議(リオ＋２０) 2012年 

リオデジャネイロで開催された会議。アジェンダ 21、ヨハネスブルグ実施計画の実施状況の確認

を行い、今後の経済や社会、環境のあり方を話し合った会議。 

   ♢「地球規模で考え、地域から行動しよう」の実践例 

     ・ナショナルトラスト運動：環境保護のために土地を買い、保存。管理する運動 

     ・グリーンコンシューマー：環境に配慮して行動する消費者 

     ・環境 ISOへの協力：ISO(国際標準化機構)では環境管理の国際規格として ISO14000番台を発表  
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13. 消費者保護と契約 

 

（１）消費者主権と消費者の自覚 

♢消費者主権…企業が何をどれだけ生産するかを決定する最終的な権限は、消費者にあるとする考え 

♢消費者の四つの権利…1962 年にアメリカの①＿＿＿＿＿＿＿＿＿により提唱された。 

・安全であることの権利…商品の品質維持及び安全性が確保されること 

・知らされる権利…商品の品質を比較したり安全性を確かめたり、商品の真の価値を知るための十分か

つ正確な情報が与えられること。 

・選ぶ権利…商品を自由に選択できるために市場の競争性が確保されること 

・意見が反映される権利…商品に欠陥があったり騙されたりしたときに、払い戻しや取り替え、他の何

らかの救済措置が求められること 

♢大衆消費社会の現代 

▷企業…利潤追求が第一の目的 

→安全性を軽視してもコストダウンを図り、作った分売ろう 

▷消費者…商品化の多様化、複雑化により商品に対する十分の知識を持てない 

・依存効果 byガルブレイズ(米)…消費行動が生産者の広告などの販売過程に影響を受ける 

・デモンストレーション効果…個人の消費行動が他人の消費行動や生活スタイルの影響を強く受ける 

     ※消費者問題の発生：消費者が商品の購入、消費によって健康被害や経済的損失を被る 

 

（２）消費者問題 

   ♢食品公害、薬品公害 

    ・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿事件(1955)…乳児の粉ミルクに大量のヒ素が混入した 

    ・③＿＿＿＿＿＿＿＿事件(1962)…サリドマイド系睡眠薬を服用した妊婦から奇形の子どもが生まれた 

    ・④＿＿＿＿＿＿＿事件(1968)…米ぬか油製造工程で PCB が混入した 

・⑤_______＿＿事件(1970)…キノホルム(整腸剤)を服用した人が、中毒から知覚・運動・視力障害に 

・薬害エイズ事件(1990年代)…HIVに汚染された非加熱の輸入血液製剤を投与された血友病患者が 

エイズに感染した 

   ♢悪徳(悪質)商法 

    ・⑥＿＿＿＿＿＿(ネズミ講)…商品を買った人がさらに買い手を探すことで手数料が手に入るシステム 

    ・アポイントセールス…電話などで客を呼び出し、商品を売りつける 

    ・キャッチ商法…アンケート調査などを口実に商品を売りつける 

    ・かたり商法…公的機関などの職員に身分を偽り、商品を売りつける 

    ・ネガティブオプション…注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を支払わせる 

    ・霊感(開運)商法…人の不幸につけ込んで高額な壺などを売りつける 

    ・架空請求、不当請求商法…身に覚えのない請求書や請求電話で現金を搾取する 

   ♢欠陥商品 (ex, 欠陥住宅、欠陥自動車) 

   ♢不当表示、誇大広告 (ex, 二重価格表示、商品偽装) 

   ♢多重債務、多額債務 

    支払い能力を超えたクレジットカードの利用       多重債務者になる 

    消費者金融、ヤミ金融からの借金            最悪の場合は自己破産 
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（３）消費者運動(コンシューマリズム) 

♢基本理念と活動 

・基本理念は消費者主権や消費者の四つの権利である。 

・行政と協力し、良い商品の普及、有害商品の告発、リサイクルや環境の保護などに努めている。 

・主婦連合会(主婦連)設立 1948年…不良マッチ退治主婦大会がきっかけ。日本の消費者運動の先駆け 

・消費者生活協同組合(生協)設立 1948年 

・全国地域婦人団体連絡協議会(地婦連)設立 1952年 

 

（４）消費者保護政策 

▷独占禁止法(1947)…独占(寡占)企業の価格支配の排除が目的 

▷割賦販売法(1961)…割賦販売、クレジットカードによる取引を公正に行うことが目的 

▷①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(1968) 

・消費者の消費生活の安定、向上を図ることが目的。 

・国、地方公共団体、事業者の責務を定め、消費者への危害防止、企画・表示の適正化等を定めた。 

   ▷②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿設置（1970） 

    ・消費者支援の独立行政法人として設立された。 

・消費者被害の未然防止、拡大防止のため、全国各地の消費生活センターから収集した情報や、 

商品テストや生活に関する調査研究を発信する専門機関である。 

   ▷③＿＿＿＿＿＿＿＿（1976）…④＿＿＿＿＿＿＿＿＿制度を導入した。 

        

 

 

 

 

 

 

 

   ▷⑥＿＿＿＿＿＿＿＿(PL 法)（1994）企業の社会的責任(CSR)の見地から⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿を導入 

    ・無過失責任制度…商品に欠陥があったことを立証すれば、製造者や販売者に故意、過失がなくても賠

償の責任がある。製造者の過失を立証する必要がなくなった。 

    ・リコール…近年の欠陥商品への対応で、メーカーが無償で回収、修理を行う 

   ▷⑧＿＿＿＿＿＿＿＿(2000) 

消費者を不当な契約から守ることを目的とし、消費者の誤認や困惑による不公正な契約の取り消し

や消費者の利益を一方的に害する契約の無効を定めた 

   ▷特定商取引法(2001) 

     電子商取引の発達を受けた店舗形式によらない取引のルールを確立。訪問販売法が改称された。 

   ▷消費者基本法(2004) 

    ・消費者保護基本法は事業者を規制することで消費者を保護しようとするものであった。 

・消費者基本法は、規制緩和や企業の不祥事の続出、消費者トラブルの急増と内容の多様化・複雑化な

ど、消費者を取りまく環境が大きく変化したため、消費者の保護だけで無く自立支援の確立が求めら

れるようになった 

▷⑨＿＿＿＿＿＿発足 2009 年 

消費者行政の一元化のため内閣府に設置された。 

【クーリング・オフ制度】 

割賦販売や訪問販売などで購入契約した消費者が、一定条件下で一方的に契約を解除

できる制度。契約した日から一定期間内に、書面で通知する。 

・クーリング・オフの期間 

割賦販売、訪問販売；⑤＿＿日間   マルチ商法：20 日間 

・クーリング・オフできないもの 

3000円未満の現金取引、店頭や通信販売での取引、自動車、使用後の消耗品 
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14. 社会保障と国民福祉 

 

（１）世界の社会保障のあゆみ 

1601年(英) ①＿＿＿＿＿＿＿＿＿：世界初の公的扶助、都市へ流入した貧困者対策 

1883年(独) 疾病保険法：世界初の医療保険 

               ※ビスマルクは「アメとムチ」のアメで医療・労災・年金保険整備 

   1911 年(英) 国民保険法：世界初の失業保険 

   1935 年(米) ②＿＿＿＿＿＿＿＿：「社会保障」という言葉を初めて使用、ニューディール政策の一環 

   1942 年(英) ③＿＿＿＿＿＿＿＿＿：社会保険中心の英の社会保障の基本原理を示す。 

                 首相チャーチルにより提唱された「④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

がスローガンであった 

   1944 年   フィラデルフィア宣言：ILO で採択された社会保障の基本原理 

   1952 年   102号条約：ILOで採択された社会保障の最低基準に関する条約 

 

   ♢世界の社会保障制度の型 

・北欧型：無差別平等主義、租税中心型、福祉先進国型 (ex, 英、スウェーデン) 

・大陸型：所得比例主義、社会保険中心型 (ex, 独、伊、仏) 

・アメリカ型：自助努力主義、市場(民間私的保険)中心型 

 

（２）日本の社会保障のあゆみ 

1874年 恤救規則：日本初の救貧制度。高齢者・重病人に一時金支給 

1922年 健康保険法：日本初の社会保険 

1938年 国民健康保険法 

1941年 労働者年金保健法→廃止→1944年 厚生年金保険法 

1946年 日本国憲法第 25 条で生存権が確立された。生活保護法制定 

1947年 失業保険法→1974年 雇用保険法に改称 

1958年 国民健康保険法改正 

1959年 国民年金法      1961 年 ⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が実現した 

1973年 ⑥＿＿＿＿＿＿＿＿：年金の物価スライド制導入、70 歳以上の老人医療無料 

1997年 ⑦＿＿＿＿＿＿＿＿：2000年 介護保険制度が導入された 
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（３）現在の日本の社会保障 

   ♢4本柱 

    ・①＿＿＿＿＿＿：医療保険・年金保険・雇用保険など…拠出制(保険料負担あり) 

    ・②＿＿＿＿＿＿：生活困窮者に対して国が手当を支給 

    ・③＿＿＿＿＿＿：社会的弱者に対して国が手当を支給       無拠出制(公費負担が原則) 

    ・④＿＿＿＿＿＿：国民の健康保持と環境整備のための国の事業 

 

   ♢社会保険 

    ▷⑤＿＿＿＿＿＿ 

     ・医療費の原則 7割給付 

     ・被雇用者保険  健康保険：組合管掌健康保険、協会けんぽ 

              共済組合：公務員など 

              船員保険 

     ・地域保険：国民健康保険―自営業、農業従事者 

     ・老人保健：75歳以上で後期高齢者(長寿)医療制度 2008年開始 

 

    ▷⑥＿＿＿＿＿＿ 

      3階建てで 60～65 歳から年金給付される。 

・1 階：全国民(20 歳以上)―国民年金＝⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・2 階：被用者 厚生年金―民間の被用者 

共済年金―公務員など   厚生年金に一本化(2015年) 

・3 階：企業年金など 

    ▷⑧＿＿＿＿＿＿…失業者に失業給付される。 

    ▷労働者災害補償保険 

    ▷介護保険 

要支援 1.2から要介護 1～5 までの７段階で認定を受けた 65 歳以上の人が、要介護度に応じ基準

額が支給され、市町村で運営し、ケアマネージャーがプランをたて、在宅介護中心のサービスを

受けることができる。ただし費用の 1割は本人の負担 

 

♢公的扶助＝⑨＿＿＿＿＿＿ 

「最後のセーフティーネット」で「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する。 

    

♢社会福祉 

福祉六法中心：児童福祉法、老人福祉法、母子福祉法、身体障害者福祉法、 

知的障害者福祉法、生活保護法 

    

♢公衆衛生…医療(ex, 予防接種) 環境(ex, 上下水道、ごみ処理) 
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（４）社会保障制度の現状と対策 

♢現状 

・低福祉低負担：少ない社会保障費、低い国民負担率 

※国民負担率：租税負担と社会保障負担の国民所得に対する割合。日本は約 40％で近年上昇してい

る。先進国で数値が最高のスウェーデン・仏は約 60％と開きがある。 

・世代間の格差：保険料、年金給付額、年金支給開始年齢 

・保険料未納税者の増加  (ex, 国民年金未納税率約 40％) 

・社会保険重視で社会福祉の立ち遅れ 

・低い生活保護水準 

 

♢少子高齢社会 

▷少子化の進行 

合計特殊出生率：2.14人(1975年)→1.26人(2005 年)→1.43人(2013年)→1.36 人(2019 年) 

▷超高齢社会の進行 

老人 1人に対する生産年齢人口：3.9 人(2000 年)→2.8 人(2010 年)→2.12人(2018年) 

(65歳以上)   (15～64 歳) 

       

 

 

 

 

♢対策 

▷医療保険・介護保険…保険料・一部自己負担の引き上げ 

▷年金保険 

・保険料、支給開始年齢の引き上げ、給付額の引き下げ 

・①＿＿＿＿＿＿＿から②＿＿＿＿＿＿＿へ(修正積立方式) 

※積立金の減少、世代間扶養の考え方により賦課方式を併用。 

賦課方式はインフレには強いが、現役世代が高負担を強いられるという欠点あり。 

▷高齢化対策 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿ 1990 年 → 新ゴールドプラン 1999 年 → ゴールドプラン 21 2000 年 

▷少子化対策 

・子育て支援で出生率の向上を図る 

・④＿＿＿＿＿＿＿＿ 1994 年 →  新エンゼルプラン 1999 年 →  子ども手当て 2010 年 

▷ノーマライゼーションの実現：すべての人が共生できる社会 

バリアフリーの実現、ユニバーサルデザインの開発・普及 

▷インクルーシブ教育の実現 

小中学校で障害者も通常級で学ぶ機会の実現 

 

 

 

 

 

 高齢者率 日本の到達年 

高齢化社会 7%以上 1970年 

高齢社会 14％以上 1994年 

超高齢社会 21％以上 2007年 
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15. 国際経済の仕組みと貿易の拡大 

 

（１）国際分業と貿易 

♢自由貿易 

国家が貿易を統制せず、市場の自由取引に任せる貿易形態。輸出の増加を期す先進工業国の立場 

★①＿＿＿＿＿(英)『経済学および課税の原理』 

…②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿によって自由貿易論を主張 

各国がそれぞれ特異な産業に③＿＿＿＿して国際分業を行い、自国生産製品を輸出し、

他国から輸入することで効率的に資源を利用することができるという考え方。比較優位

にある商品の生産に特化した方が世界全体でより多く生産できると主張した。 

♢保護貿易 

国家が貿易に介入し、輸入品の国内流入を抑える貿易形態。経済発展を期す発展途上国の立場 

▷方法 

・④＿＿＿＿＿＿：輸入品に効率の関税を課す 

・⑤＿＿＿＿＿＿＿：輸入数量制限や輸出自主規制、系列取引などの商慣行など 

▷理論 

★⑥＿＿＿＿(独) 『経済学の国民的体型』 

…⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿によって保護貿易論主張 

経済発展には 5段階あり、それぞれの段階においてとるべき経済貿易政策は異なるとし

た。ドイツの国内幼稚産業を発展させるために、先進国イギリスの商品から保護するた

めに保護貿易を主張した。 

 

♢国際分業の型 

▷⑧＿＿＿＿＿＿＿＿…先進工業国間の分業(相互に工業製品を交換) 

▷⑨＿＿＿＿＿＿＿＿…先進工業国(工業製品)と発展途上国(一次産品、中間生産物)の分業 
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（２） 国際貿易体制の展開 

♢世界恐慌後の国際経済 1930年代 

・金本位制崩壊→為替ダンピング競争 

・ブロック経済の構築                 

       (独)マルク・ブロック 

       (日)円ブロック 

       (英)ポンド(スターリング)・ブロック 

       (仏)フラン・ブロック  

       (米)ドル・ブロック 

 

♢①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (GATT) 1947 年 

◎戦後のGATT結成 

・多国間の貿易を主導、貿易自由化の促進、拡大 

・GATT3原則 

        自由：輸入制限の撤廃。自由貿易の堅持 

        無差別：最恵国待遇により差別的待遇をなくす。 

        多角主義：多国間交渉(ラウンド)をおこなう。 

 

◎GATT の多国間交渉(ラウンド) 

▷ケネディ・ラウンド 1964～1967年 

・工業製品中心に関税の一括引き下げ 

▷東京ラウンド 1973～1979 年 

・工業製品中心に関税の一括引き下げ 

・非関税障壁の軽減 

▷②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1986～1994年 

・サービス貿易、知的財産権(知的所有権)、農産物(米の輸入開放)の国際的枠組みを決定した。 

・GATT にかわる世界貿易機関(WTO)の設立の合意 

 

   ♢③＿＿＿＿＿＿＿＿＿(WTO) 1995 年設立  

      ▷GATT の任務を継承・強化し、紛争を処理するパネル・上級委員会は貿易の裁判所とも言われ

る。 

      ▷サービス貿易や④＿＿＿＿＿＿＿に関するルールを定め、農業分野での関税化、補助金削減など

の自由化を促進する。 

      ▷2001 年には中国が加盟し、多角的通商交渉(新ラウンド)がドーハで始まった。 

       ・アンチダンピングなどのルール策定・強化を含む包括的な交渉が行われている。 

        WTO で認められている貿易救済措置で、国内産業保護のために他国からの不当価格での

輸出に対し関税を課すこと。 

      ▷セーフガード(輸入制限措置)の発動要件が明確化された。 

 

 

 

 

 

持たざる国→ファシズム化、枢軸国に侵略 

            VS→ 第二次世界大戦に 

持てる国 →反ファシズム、連合国に 

世界貿易の縮小 
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① 

（３）国際収支の動向 

♢国際収支…一定期間の一国全体の対外的な通貨の受け取りと支払いの総額 

(2014 1月以前) 

 

 

 

 

 

 

・直接投資：海外で会社・工場建設 

・間接投資：海外の株式などを取得する証券投資 

・外貨準備増減：中央銀行が保有する外貨資産・金 

・誤差脱漏：統計上の誤差や漏れ 

★経常収支 + 資本収支 + 外貨準備増減 + 誤差脱漏 ＝ 0  

・経常収支が黒字になると外貨準備は増加しマイナスになる 

・外貨準備の増減と誤差脱漏がなければ、資本収支の赤字は経常収支の黒字になる。 

 

(2014年 1月以後) 

 

 

 

 

 

 

★経常収支 + 資本移転等収支 ― 金融収支 + 誤差脱漏 ＝ 0  

 

♢収支の動向 

▷戦後の国際収支の推移の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合収支 

経常収支 

貿易サービス収支 ものサービスの輸出入の差額 

所得収支 雇用者報酬、海外投資による利子・配当 

経常移転収支 国連分担金、外国への財の無償援助、労働者の送金 

資本収支 
投資収支 直接投資と間接投資の収支 

その他資本収支 社会資本への無償援助など 

総合収支 

 

②       収支 ものサービスの輸出入の差額 

③       収支 ＝旧 所得収支 

第二次所得収支 ＝旧 経常移転収支 

④     収支 ＝旧 その他資本収支 

⑤     収支 ＝旧 投資収支+旧⑥        増減 

 復興期 高度経済成長期 安定成長期 

貿易収支 赤字 

復興のための輸入超過 

黒字増加 1980年まで赤字 

以降黒字増加 

サービス収支 黒字 

朝鮮特需 

赤字増加 

貿易輸送費、特許使用料

支払い増加 

 

経常移転収支 黒字 

アメリカの経済援助 

  

資本収支   赤字増加 

石油危機で日本企業

が海外進出 
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▷近年の国際収支 

・貿易収支：黒字大幅増加、2011年以降は赤字増加 

・サービス収支：赤字増加。円高による海外旅行ブームなど 

・第一次所得収支：黒字。投資収益受け取り増加 

・第二次所得収支・資本移転収支：赤字。発展途上国への援助 

・金融収支：赤字大幅増化。海外への直接・間接投資の増加による 

・外貨準備高：大幅増加。貿易収支の黒字の大幅増加による。 

♢国際収支の一般的特徴 

▷先進国型 

・経常収支＝黒字、資本収支＝赤字 

・独は典型的な先進国型である。 

▷発展途上国型 

・経常収支＝赤字、資本収支＝黒字 

・例外的に米や英がこれにあたる。 
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（４）国際通貨制度の変容 

♢IMF・GATT 体制(ブレトン・ウッズ体制) 

▷①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿締結 1944年 

・②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(IBRD、通称：世界銀行)設立 1945年 

戦災国の復興、発展途上国の開発、政府・企業への長期資金融資 

・③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (IMF)設立 1945 年 

為替相場の安定、国際収支赤字国に短期的資金融資 

 

▷IMF の固定為替相場制：アメリカの圧倒的な経済力を背景にした。 

・米ドルを④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(キーカレンシー)とし、金 1 オンス＝35＄にした 

・ドルと各国通貨の交換比率を決め、原則固定とした。 

♢国際通貨体制の動揺 

ドル危機 

アメリカの国際収支の赤字 

 

 

ドルへの信頼低下、ドルを金に交換する需要増加(ゴールドラッシュ) 

 

⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (ドル・ショック) 1971年 

・IMF 体制の崩壊 

・米大統領ニクソンによる金とドルの交換禁止命令 

⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1971年 → スミソニアン体制 

・金 1オンス＝38＄としドル切り下げによる固定相場制の調整を行った 

  

 

⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1976 年 → キングストン体制 

・変動相場制を追認し、通貨基準に⑧＿＿＿を採用して、金・ドル本位制から完全離脱 

 

▷通貨危機 

ヘッジファンド大規模投機などを契機に 1990 年代に続発した自国通貨が暴落し、株価も暴落した。 

・メキシコ 1994～1995 年 

・アジア通貨危機 1997 年～ (タイ→インドネシア→韓国) 

・ロシア 1998 年～ 

・ブラジル 1999年～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム戦争介入などによる海外への軍事支出 

同盟国への援助 

多国籍企業の資本輸出の増大 

 

各国が変動相場制に移行 1973年 
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（５）外国為替相場の動き 

♢外国為替手形による決済のしくみ 

▷①＿＿＿＿＿＿＿＿ 

国際間の取引を、外国為替手形を用いて現金を輸送せずに決済すること 

★外国為替のしくみ (逆為替＝取立為替の場合) 

  例：日本の輸出業者 Aがアメリカの輸入業者 Bに２万ドルの自動車を輸出する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▷外国為替相場(外国為替レート)…自国通貨と外貨との交換比率 

・②＿＿＿＿＿＿＿：各国政府間で為替レートを固定、維持する制度 

・③＿＿＿＿＿＿＿：為替レートを市場の需要に応じて自由に決める制度 

 

♢変動相場制と円高・円安 

▷基礎的条件(④＿＿＿＿＿＿＿＿＿)…為替相場を決定する、一国の経済を表す基礎的な指標 (ex, 経

済成長率、物価上昇率、失業率、国際収支など) 

▷円高…円の価値が外貨に対して上昇すること 

・原因：日本の経常収支の黒字、金融収支のプラスなど 

・影響：輸出抑制、輸入促進、輸入物価低下、海外旅行費用低下 

※円高の反対は円安で、原因・影響は全て円高の逆となる 

 

♢プラザ合意 1985 年 

・ドル高為替相場によるアメリカの貿易赤字解消のためにG5の協議により成立 

・行きすぎたドル高を是正することで、急速に円高ドル安を進めた。これにより日本は輸出が落ち込み

円高不況となった。 

♢ルーブル合意 1987年 

・急激なドル安の進展を是正するための協調介入がG7 で合意した 

・日本は海外への直接投資が増加した結果、国内では産業の空洞化が進んだ。 

 

 

 

 

⓪信用状 
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16. 国際経済の動向 

 

（１）地域的経済統合 

♢グローバリズムとリージョナリズム 

▷グローバリズム…地球全体の経済や文化が一体化し、相互依存性を高めている状態 

 

▷リージョナリズム…地域内のモノ・カネ・ヒトの移動自由化による経済的統合を目指すもの 

♢ヨーロッパの経済統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▷2019 年 10 月現在ユーロ参加国は 19 カ国で、各国中央銀行は ECB(欧州中央銀行)に統一され、ユー

ロ圏内の共通の金融政策の運営を ECBがおこなっている。 

 

※PIIGS：世界金融危機などの影響で、財政破綻の恐れのあるユーロ圏の 5 カ国(ポルトガル、イタリ

ア、アイルランド、ギリシャ、スペイン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 事項 年 事項 

1952 ECSC(欧州石炭鉄鉱共同体)発足 1997 アムステルダム条約調印 

1958 EEC(欧州経済共同体)、 

EURATOM(欧州原子力共同体)発足 

1999 共通単一通貨ユーロ導入 

2002年 流通開始 

1960 EFTA(欧州自由貿易連合)発足 2001 ニース条約調印 

1967 EC(①＿＿＿＿＿＿＿＿)発足 

6 カ国 

2004 EUの東方拡大  ＥＵ憲法 

東欧諸国 10 カ国が加盟 25 カ国に 

1973 イギリス、アイルランド、デンマークが 

EC に加盟 9カ国に 

2007 EUで大統領制導入 

リスボン条約調印 

1979 EMS(欧州通貨制度)発足 2013 クロアチアが加盟 

28 カ国に 

1993 EC 市場統合の完成 

欧州連合条約(②＿＿＿＿＿＿＿＿＿)発

効 EU(③＿＿＿＿＿＿＿)発足 12 カ国 

2016 イギリスの国民投票で EU離脱派が

過半数 

1995 スウェーデンなど 3カ国が加盟 

15 カ国に 
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♢その他の主な地域統合 

▷① ＿＿＿＿＿(ASEAN 自由貿易地域) 1993 年~ 

②＿＿＿＿＿ (東南アジア諸国連合)が域内の経済活性化を目指して発足させた自由貿易圏計画 

1967年に地域の平和と安定や経済成長の促進を目的として結成された。加盟国は当初の５

カ国から現在は 10カ国に増えた。 

▷③＿＿＿＿＿＿(北米自由貿易協定) 1994 年～ 

アメリカ、カナダ、メキシコの関税同盟(域内自由貿易、域外共通関税) 

▷④＿＿＿＿＿＿＿＿(南米共同市場) 1995 年～ 

発展途上国間での初めての関税同盟であり、加盟国は 5 カ国 

▷⑤＿＿＿＿＿(アジア太平洋経済協力) 1989 年～ 

アジア太平洋地域の持続可能な成長に向けて、貿易・投資の自由化・円滑化や地域経済統合の推

進、経済技術協力などの活動を実施している。21 の国と地域が加盟している。 

 

♢自由貿易協定 

全会一致のWTOは交渉が円滑に進みにくい為、交渉を容易に進める為の二国間・多国間での協定 

▷⑥＿＿＿＿＿(環太平洋パートナーシップ) 

・原則例外品目なしの関税撤廃、モノだけでなくサービスなどに関するルールづくりを目指す。 

・アメリカの離脱表明により 2018年に TPP11協定として発効した。 

▷⑦＿＿＿＿＿(自由貿易協定) 

・特定の国や地域と個別に関税や輸出入制限などの貿易障壁を撤廃し、自由貿易の利益の拡大を目

指している。 

・モノの移動の自由化 

▷⑧＿＿＿＿＿(経済連携協定) 

・貿易以外の分野の、労働市場の解放、投資規定の整備などが含まれた規定 

・モノ、ヒト、カネの移動自由化 
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（２）日米貿易摩擦 ―貿易摩擦から経済摩擦へ― 

♢貿易摩擦 

減らない日本の貿易収支黒字、アメリカの貿易収支赤字 

▷アメリカの要求 

・輸出の自主規制 

・日本の市場開放 

▷貿易摩擦の対象商品 

・1950 年代 繊維製品 

・1960 年代 鉄鉱 

・1970 年代 カラーテレビ、自動車 

・1980 年代 半導体 

▷プラザ合意 1985 年  G5による円高ドル安誘致の合意 

▷包括通商法 1988 年 (米)  

・通商法スーパ−301条を盛り込み、不公正な貿易慣行や輸入障壁対して改善を要求し、改善されな

い場合には関税引き上げを行うとした。 

・1995 年 日米自動車交渉決裂でアメリカは措置を取ったが、日本の WTO へ提訴し、のちに日米

交渉で和解した。 

 

♢経済摩擦 

貿易摩擦のときより強い要求が生じ、個別商品だけでなく、政策や制度に踏み込んだ内容となった 

▷①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1989～1990年 

日本の排他的取引慣行や系列取引の見直し、内外価格差の是正、大規模小売店舗法の見直しを行

った。 

▷②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1993 年～ 

・産業分野別交渉が行われた。 

・アメリカは市場開放の数値目標を要求し難航した。 
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17. 発展途上国経済と南北問題 

 

（１）南北問題 

地球の北側に多い先進国と南側に多い発展途上国の経済的格差の問題 

♢原因 

▷①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・特定の種類の②＿＿＿＿＿＿＿＿＿の生産、輸出だけにたよっている経済状況 

・南の植民地型経済である。 

▷南の交易条件の悪化 

垂直的分業が生じたことにより、一時産品を生産する途上国の経済条件が悪化した 

・先進国：工業製品―単価が高く、付加価値により値上がり 

       より少なく輸出↓↑より多く輸出 

・途上国：一次産品―単価が低く、気象条件により価格が不安定 

▷北の多国籍企業の進出 

発展途上国ではモノカルチャーが助長され、先進国により搾取された 

 

♢対策 

▷③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (UNCTAD)設立 1964 年 

・第一回総会 1964 年：UNCTAD 事務総長による④＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿報告 

スローガン「援助より貿易を」、一次産品の価格安定、一般特恵関税の供与 

※一般特恵関税：途上国支援を目的に先進国が途上国からの輸入品の関税率を引き下げる 

・第二回総会 1968 年：スローガン「援助も貿易も」、先進国の GNP1％の援助を目標 

・第三回総会 1972 年：先進国の GNP0.7％の⑤＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(ODA)を目標 

▷国連開発会議(UNDP)設立 1966年  国連の途上国援助の中心機関 

▷⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の台頭 

自国の資源を自国で管理、開発することで資源を国益のために使おうとする動き 

・⑦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(メジャー)：かつて中東の石油を完全に支配していた米国系中心の 

大企業 

・「天然資源の恒久主権」の原則採択 1962 年  

・⑧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (OPEC)設立 1960 年   第 4 次中東戦争で石油戦略を行い成功 

・アラブ石油輸出国機構(OAPEC)設立 1968 年        産油国：オイルダラー獲得 

先進国：第一次石油危機 

・⑨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (NIEO)樹立宣言 1974 年 

天然資源の恒久主権、一時産品の価格引き上げ、多国籍企業の規制などを定めた 
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（２）発展途上国の現状と課題 

♢南南問題…南の諸国における経済格差の拡大から生じる経済的、政治的な諸問題 

▷富める南  

石油戦略に成功した産油国 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(NIES) ex：アジア NIES(韓国、台湾、香港、シンガポール) 

・東南アジア諸国連合(ASEAN)：「世界の成長センター」 

・②＿＿＿＿＿＿：ブラジル、ロシア、インド、中国、 (南アフリカ) 

▷極貧の南  

後発発展途上国、最貧国(LDC/LLDC)の増加：アフリカ中心 

▷マイクロクレジット 

貧困層の人々の個人事業に対して少額の融資を行うこと 

▷フェアトレード 

開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の

生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易のしくみ 

♢累積債務問題…中南米諸国中心 ex)メキシコ、ブラジル、アルゼンチン 

対外債務の急増⇒債務不履行(デフォルト)⇒債務くり延べ(リスケジューリング) 

 

（３）発展途上国の人口問題 

♢現状 

▷世界人口 2020年 

約 78億人(うち約 65億人、約 80％が発展途上国) 

▷人口爆発 

第二次世界大戦後の世界人口の加速度的な増加 

・原因: 発展途上国への医療技術の普及による乳幼児死亡率の低下、伝統的な「貧乏人の子沢山」 

・途上国の貧困、失業、飢餓、教育の遅れ、環境破壊などが問題となっている。 

▷人間開発指数(HDI) 

・平均余命、教育、GDPを加味して算出される。 

・人間こそが国家の富であるという考え方のもと重視されている。 

▷重債務貧困国(HIPC) 

重い債務を負っている最貧国として IMFが認定。債務削減などの救済が行われている。 

♢対策 

▷国連人口基金(UNFPA)設立 1969年 

途上国の家族計画プログラムを支援   人口爆発の抑制 

▷国連人口開発会議 1994年 

・人口抑制には女性の地位向上が不可欠だとされ、地位向上が目指された 

・行動計画に③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/ライツ(性と生殖における健康・権利)の実現に向け

た取り組み 
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（４）発展途上国の食料問題 

 

 

 

 

 

 

♢対策 

・①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (FAO)設立 1945 年 

世界の人々の栄養と生活水準の向上、農業生産性の向上、農民の生活水準向上を図る 

・世界食料サミット 1996年 

FAO が開催し、2015年までに栄養不足人口を半減させることなどを目指したローマ宣言を採択

した。 

・人間開発指数(HDI)の重視 

・ミレニアム開発目標 2000 年 

2015年までの貧困、教育、医療などの達成目標 

・持続可能な開発目標(SDGs) 2015年 

ミレニアム開発目標の後継として国連で採択された。2030 年までの保健、教育、格差社会などの

国際目標が示されている。 

♢飢餓輸出 

外貨獲得のために国民の栄養や生活を維持できない水準まで食料の輸出をおこなうこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原因 引き起こす問題 

人口爆発 食糧不足 

都市への人口集中 農業従事者の減少 

異常気象 農産物への被害 

資金不足 農業施設、機材、技術の遅れ 

 

・低い食料自給率 

・慢性的食糧不足 

・栄養不足 

・飢餓 
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18. 国際協調と日本の役割 

 

（１）先進国間の協力 

♢①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (OECD) 1961 年設立 

▷開発援助委員会(DAC)などを通して発展途上国への経済援助などに取り組む。 

▷日本は 1964 年に加盟。 

♢国際通貨基金(IMF) …通貨危機や財政危機の国への金融支援を行う 

♢国際開発協会(IDA、第二世界銀行) …発展途上国向けの条件が緩やかな融資を行う 

♢国際金融公社(IFC)…発展途上国の民間企業向け融資を行う※IMF、IBRD、IDAは政府向けの融資 

♢②＿＿＿＿＿＿(主要国首脳会議) 

・1973 年の第一次石油危機後の世界経済立て直しのために、1975年にランブイエ(仏)で第一回が開催

された。 

・2003 年以降はロシアもサミットの全会合に参加し(G8)、主要国首脳会議と呼ばれる。しかし 2014

年以降はクリミア半島併合によりロシアの参加は停止されている。 

・為替相場の安定、累積債務問題、ロシア・東欧などの市場経済化への支援、アフリカの貧困問題、テ

ロ対策、地球環境問題などについて協議する。 

♢先進○カ国財務大臣・中央銀行総裁会議 

・G5：米、英、独、仏、日 

・G7：G5+伊、カナダ 

・G8：G7+ロシア 

・G20 2008 年～：金融サミットが G20首脳により開催されている。 

（２）国際協力と日本の役割 

♢海外経済協力のしくみ 

▷民間援助 ・NGO 

・直接投資 

▷政府援助 

ODA     二国間援助  贈与  無償資金援助 

                    技術協力 

                                        (ex, 国際協力機構(JICA)の青年海外協力隊) 

                 政府貸与＝②＿＿＿＿＿＿→インフラストラクチャー整備 

国際機関(ex, IMF, DAC)への出資・拠出  

その他政府資金 

 

♢日本の援助 

・日本の ODAは JICAが実施機関となって行っている。 

・援助額は世界第 4位であるが援助目標(GNI 比 0.7％)を達成できておらず 0.28％となっている(2018

年暫定値) 

・援助額は減少していて、贈与的要素を示すグラント・エレメント(GE)も DAC平均より低くなってい

る。 

・かつてはタイド(ひもつき)が多かったが、現在は融資や援助の用途が限定されていないことを示す 

アンタイド(ひもなし)比率が高くなっている。 

 



 

   

 

おまけ 

 

メンタリスト DaiGo 流 科学的に証明された効果的な勉強法 

 

キーワードは （１）想起 （２）再言語化 の二つ！ 

 

（１）想起…思い出すこと。想起の回数が記憶の定着度に密接に関わる。 

勉強に「思い出す作業をどこかに組み込めないか」を常に考えよう。 

 

  ◇クイズ化…意識して情報を思い出すような勉強 ex 単語カード、模擬テスト、問題集 etc 

            過去の研究によれば単なるテキストの再読に比べて 50~70%記憶の定着率 UP 

    ▷おすすめ法 

     ・テキストは１ページ読んだらいったん本を閉じ内容を思い出してから読み進める 

     ・テキストでまとめたい内容があったら一旦何も見ずにノートに書き出す 

     ・テストは毎日のようにやる（問題集でよし） 

   

◇分散学習…復習の感覚を少しずつ伸ばす。いったん忘れてから思い出すことが大事 

    ▷２×２ルール 

      復習は「一回目は二日後」「二回目は二週間後」「三回目は二ヶ月後」 

    ▷インターリービング…一回の練習時間の間に複数のスキルを交互に練習 

ex (×)数列をマスターしてからベクトルに進む（ブロック演習） 

(○) 二次関数→数列→確率→…など複数の内容を扱う（インターリービング） 

      Point ①ジャンルは三つまでに絞る②時間は均等③ワンセッションごとに休憩 

          ex 長文読解３０分→文法問題３０分→リスニング３０分→休憩２０分 

 

 

 （２）再言語化…自分の言葉で言い直すこと。理解を深めるのに最適 

 

   ◇ティーチング・テクニック…説明することで自分が理解 

     ▷ おすすめ法 

      ・実際に他人に説明する 

      ・「この後人に教えなければいけない」と思って勉強 

        →特に１０歳児に教えるつもりになるとなおよし 

・ペットとかぬいぐるみとかに実際に説明する 

 

   ◇イメージング…何らかのシーンを思い浮かべる 

     ▷おすすめ法 

      ・イメージディスカッション…頭のなかで架空の議論 ex 夜警国家と福祉国家、どちらがよいか 

      ・ソロモン・イメージング…「アイツならどう解くかなあ」と他人になったつもりで考える 

  

参考 メンタリストDaiGo『最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法』、Gakken、2019 年 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———ここみらいチャンネル おすすめ塾——— 

 
成増塾（東京都） 
 プロ講師による少人数指導。 
 トップ高校でなくても難関大を目指せる塾。 

※順次追加予定 

 
塾選びを後悔しているシュンスケが、 
おすすめできる塾をリサーチしてお伝えしていきます。 
 
詳しいレビューはQRコードから読めます。 
 みなさんからの情報提供もお待ちしています。 
 

——————————————————————— 

 




