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地理歴史・公民・理科〔世界史B，日本史B，政治・経済
物理基礎・化学基礎・生物基礎〕

（試験時間　60分）

　この問題冊子には，「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」の３科目及び「理科（物理

基礎・化学基礎・生物基礎）」を掲載しています。解答する科目を間違えないように

選択しなさい。

注　意　事　項

1　試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

2　この注意事項は，問題冊子の裏表紙にも続きます。問題冊子を裏返して必ず読み

なさい。ただし，問題冊子を開いてはいけません。

3　この問題冊子は，117ページあります。出題科目，ページ及び選択方法は，下表

のとおりです。

出　題　科　目 ペ　ー　ジ 選　択　方　法

地
理
歴
史
・
公
民

世 界 史 Ｂ 4～ 27
　左の３科目のうち１
科目を選択して解答す
る。

日 本 史 Ｂ 28～ 49

政 治 ・ 経 済 50～ 71

理科 物理基礎・化学基礎・
生物基礎 74～ 117

　試験時間内に左の３科
目のうち ２ 科目を選択し
て解答する。

4　試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気

付いた場合は，手を挙げて監督者に知らせなさい。

5　「地理歴史・公民」の科目を選択する者は「地理歴史・公民解答用紙」を，「理科」

の科目を選択する者は「理科解答用紙」を使用しなさい。

「理科」は解答用紙１枚で２科目を解答します。解答の順番は問いません。解答

時間（60分）の配分は自由です。

裏表紙へ続く，裏表紙も必ず読むこと。

2020 年度　奨学生入学試験
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6　解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので，それぞれ正しく記入し，マー

クしなさい。

①　試験コード欄・座席番号欄

試験コード・座席番号（数字）を記入し，さらにその下のマーク欄にマークし

なさい。正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。

②　氏名欄

氏名・フリガナを記入しなさい。

③　解答科目欄

解答する科目を一つ選び，科目名の右のにマークしなさい。マークされてい

ない場合又は複数の科目にマークされている場合は，０点となります。

7　解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。例えば， １0  と表示のある問

いに対してと解答する場合は，次の（例）のように解答番号10の解答欄のにマー

クしなさい。

（例） 解答
番号 解　　答　　欄

１0          

8　問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけません。

9　試験終了後，問題冊子は持ち帰りなさい。
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政治・経済

（解答番号 １  ～ 3４  ）
第 １問　次の問い（問 １～１0）に答えよ。

問 １　現在の日本に設置されている裁判所の例として最も適当なものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １

　皇室裁判所

　簡易裁判所

　軍法会議

　行政裁判所

問 ２　アムネスティ・インターナショナルが取り組んでいる活動として最も適当な

ものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２

　被災地での医療援助

　捕鯨の妨害活動

　死刑廃止運動

　フェアトレードの推進
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政治・経済

問 3　借り入れた資金を返済できなくなるなどの債務不履行を意味する言葉として

最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 3

　デフォルト

　リスケジューリング

　ロックアウト

　レヴァレッジ

問 ４　日本で銀行が経営破綻した場合に払い戻しが保証されている普通預金の元本

の上限として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ４

　100万円

　500万円

　1000万円

　5000万円

問 ５　日本の公的年金に関する記述として最も適当なものを，次の～のうちか

ら一つ選べ。 ５

　日本の公的年金は元々，賦課方式を基本としていたが，積立方式への移行

が進んだため，高齢化による財政悪化が懸念されるようになった。

　国民年金は，20歳以上60歳未満のすべての国民を加入対象とした制度で

ある。

　2010年代に公務員が加入する共済組合が創設され，厚生年金保険の加入

対象が民間被用者に一本化された。

　日本の公的年金は保険料によって運営されており，財源に租税は投入され

ていない。
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政治・経済

問 6　生物多様性条約に関する次の文章中の空欄 Ａ ・ Ｂ  に入る語句の

組合せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 6

　生物多様性の保全と遺伝子資源の持続的な利用のために，1992年にリオデ

ジャネイロで開かれた Ａ  において，生物多様性条約の調印が行われた。

さらに，2010年に開催されたこの条約の第10回締約国会議では，遺伝子資源

によって得られる利益の公正な分配を目指して， Ｂ  が採択された。日本

はこの議定書を2017年に批准した。

　Ａ　地球サミット　　　　Ｂ　名古屋議定書

　Ａ　地球サミット　　　　Ｂ　モントリオール議定書

　Ａ　環境開発サミット　　Ｂ　名古屋議定書

　Ａ　環境開発サミット　　Ｂ　モントリオール議定書
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政治・経済

問 ７　次の表は，2015年における日本，アメリカ，イギリスにおける直間比率を

示している。表中のＡ・Ｂとア・イに当てはまる国名および税の種類の組合せ

として正しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 ７

（単位：％）

ア イ

Ａ 22 78

Ｂ 34 66

イギリス 44 56

（注） 　日本は平成27年度（2015年度）の実績額。アメリカ，イギリスはOECD“Revenue 
Statistics 1965-2016”による 2015年の計数。OECD“Revenue Statistics”の分類に
従って作成しており，所得課税，給与労働力課税及び資産課税のうち流通課税を
除いたものを直接税，それ以外の消費課税等を間接税等とし，両者の比率を直間
比率として計算している。

（資料）　財務省Webページにより作成。

　Ａ　日　本　　　Ｂ　アメリカ　　ア　直接税　　イ　間接税

　Ａ　日　本　　　Ｂ　アメリカ　　ア　間接税　　イ　直接税

　Ａ　アメリカ　　Ｂ　日　本　　　ア　直接税　　イ　間接税

　Ａ　アメリカ　　Ｂ　日　本　　　ア　間接税　　イ　直接税
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政治・経済

問 ８　大正デモクラシー期に活躍した人物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～のうちから一つ選べ。 ８

Ａ　吉野作造

Ｂ　美濃部達吉

Ｃ　尾崎行雄

ア　護憲運動（憲政擁護運動）に尽力し，「憲政の神様」と呼ばれた。

イ　政治は一般民衆のために行うべきだとする民本主義を唱えた。

ウ　天皇機関説を唱えたが，政治問題となり，著書が発売禁止処分を受けた。

　Ａ－ ア　　Ｂ－ イ　　Ｃ－ ウ

　Ａ－ ア　　Ｂ－ ウ　　Ｃ－ イ

　Ａ－ イ　　Ｂ－ ア　　Ｃ－ ウ

　Ａ－ イ　　Ｂ－ ウ　　Ｃ－ ア

　Ａ－ ウ　　Ｂ－ ア　　Ｃ－ イ

　Ａ－ ウ　　Ｂ－ イ　　Ｃ－ ア

問 ９　議員選挙において，死票を減らすことを目標とする取り組みとして最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ９

　投票を国民の義務として，投票を棄権した者には罰則を科すようにする。

　各選挙区における有権者に対する議員定数の比率を一律とする。

　マニフェスト（政権公約）を載せた文書を自由に配布できるようにし，政

党や候補者が有権者に政治理念を広く知らせることができるようにする。

　小選挙区制ではなく比例代表制を採用し，少数派の利益を主張する政党の

候補者が当選できる可能性を高める。
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政治・経済

問１0　国家に関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから一つ

選べ。 １0

　一般に，主権・言語・国民を，国家の三要素という。

　ボーダンは『国家論』において，主権という概念を用いて国家を分析した。

　主権という用語は，国家のもつ権力の対内的な最高性と対外的な独立性と

いう意味で用いられることがある。

　ウェストファリア会議において，ヨーロッパに主権国家体制を確立させる

契機となった条約が結ばれた。
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政治・経済

第 ２問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

マックス・ウェーバーは，支配の正当化の根拠として伝統や合法性とともに，カ

リスマ性を挙げている。伝統的支配は前近代的な家父長制などに，合法的支配は近

代的な法制度などに，カリスマ的支配は人々を魅惑する常人離れした能力をもつ者

が指導者になった場合に見られる。

支配の手段として，ⓐ警察や軍隊などのようなⓑ実力が用いられることがある。

だが，これらはウルティマ・ラティオ（究極の手段）であって，常にすべての被治

者に対して用いているようでは継続的な支持を得ることは難しい。被治者が支配を

納得して受け入れるために，支配には正当化が求められるのである。もちろん，現

実の統治においては支配を正当化する根拠が一つだけとは限らないし，様々な要素

が複雑に移り変わっていく。わが国について見ると，大日本帝国憲法の下では，「万

世一系ノ天皇」が統治権をもつとされるとともに，近代的な統治制度が整えられた。

日本国憲法の下では，ⓒ天皇は日本国および日本国民統合の象徴とされるようにな

り，国民が主権者となって，「全国民の代表」によるⓓ国会が制定したⓔ法律に基づ

いて行政が実施されている。また，歴代のⓕ内閣総理大臣の中にはカリスマ的な魅

力で国民から高い支持を受けた人物もいる。

ただし，カリスマ的な統治者は，時に熱狂的な世論の支持を後ろ盾にして，その

権力を濫用してしまうこともある。そのため，日本やⓖアメリカなど，現代の多く

の民主的国家では，統治者による権力行使をⓗ憲法によって制御している。
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政治・経済

問 １　下線部ⓐに関連して，日本における犯罪捜査についての記述として最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 １１

　取り調べにおける拷問は，絶対に禁じられている。

　家宅捜索を行うためには，被疑者の弁護人の立会いが必要とされている。

　いかなる場合も裁判官が発行する令状がなければ，何人も逮捕されること

はない。

　犯罪捜査のために，メールによる通信を傍受することは一切認められてい

ない。

問 ２　下線部ⓑに関連して，日本の自衛隊についての記述として最も適当なものを，

次の～のうちから一つ選べ。 １２

　朝鮮戦争が勃発した際には，陸上自衛隊の前身である警察予備隊が朝鮮半

島に派遣された。

　日本政府の見解によれば，自衛隊は自衛のための必要最小限度の戦力とさ

れている。

　自衛隊の最高指揮権は，文民である防衛大臣が有している。

　都道府県知事は，国民保護法に基づき，国民の保護のための措置を実施す

るため必要があると認めるときは，自衛隊の派遣を要請することができる。

問 3　下線部ⓒに関連して，天皇の国事行為についての記述として最も適当なもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 １3

　国事行為には，国会の助言と承認を要する。

　天皇は，国事行為として，内閣総理大臣の指名を行う。

　天皇は，国事行為として，栄典の授与を行う。

　国事行為の内容は，皇室典範によって定められている。
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政治・経済

問 ４　下線部ⓓに関する記述として最も適当なものを，次の～のうちから一つ

選べ。 １４

　通常国会（常会）は，主に予算を審議するために，毎年４月に召集される。

　いずれかの議院の総議員の４分の１以上の要求があれば，内閣は臨時国会

（臨時会）の召集を決定しなければならない。

　特別国会（特別会）は，衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙の後，

30日以内に召集される。

　参議院の緊急集会での議決事項は，次の国会が召集されると，ただちにそ

の効力を失う。

問 ５　下線部ⓔに関連して，日本における法についての記述として最も適当なもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 １５

　一の地方公共団体のみに適用される特別法は，両議院の議決に代えて，そ

の地方公共団体の住民投票によって可決される。

　民事訴訟法は，私法に分類されるとともに，手続法にも分類される。

　憲法によって，地方自治体は法律の範囲内で条例を制定することが認めら

れている。

　行政機関が国会に代わって法律を制定することを，委任立法という。

問 6　下線部ⓕに関連して，日本郵政公社を民営化するための法律が制定された

時の内閣総理大臣として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。

１6

　中曽根康弘

　小泉純一郎

　鳩山由紀夫

　安倍晋三
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政治・経済

問 ７　下線部ⓖに関連して，在日アメリカ軍についての記述として最も適当でない

ものを，次の～のうちから一つ選べ。 １７

　長沼ナイキ基地訴訟では，在日アメリカ軍基地の憲法適合性が主要な争点

となった。

　在日アメリカ軍の駐留について定めた日米安全保障条約は，1960年に改

定された。

　「思いやり予算」とは，日本政府が負担している，在日アメリカ軍の駐留

経費の一部のことである。

　普天間飛行場は在日アメリカ軍の航空基地であり，その移設をめぐり，国

と沖縄県の間で対立が起こった。

問 ８　下線部ⓗに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 １８

　政府による憲法解釈の変更の繰り返しは，立憲主義を危うくする。

　日本国憲法には，日本国憲法を最高法規とする規定がある。

　イギリスの憲法は，様々な法典や慣習によって構成されている。

　統治者に強大な権力行使を認めた憲法を，硬性憲法という。
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政治・経済

第 3問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

銀行の主要な機能として，金融の仲介，信用創造，決済がある。また，これらの

機能を果たすために，銀行はⓐ預金の受け入れや融資などを実施している。

金融とは，資金余剰の経済主体から資金不足の経済主体に資金を融通することを

いう。銀行は Ａ  により，資金の仲介を行っている。つまり，資金余剰の経

済主体に金利の支払いを約束して預金を受け入れ，それを原資として金利の支払い

を条件に資金不足の経済主体に融資している。これが金融仲介機能である。また，

預金をⓑ国債などの購入によって運用することもある。

資金不足のために銀行から融資を受けたⓒ企業や家計は，それを支払いに用いる。

受けとった企業や家計は，それを銀行に預ける。そして，その預金を原資として銀

行は再び融資を行う。この繰り返しによって銀行は預金通貨を膨張させていく。こ

れが信用創造機能である。

ただし，銀行は受け入れた預金をすべて融資に回せるわけではなく，その一部を

準備預金として中央銀行に預けなければならないことになっている。この預金に占

める準備預金の比率のことを，ⓓ支払準備率（預金準備率）という。この比率を操

作すれば，信用創造される預金通貨の量を変動させることができる。ゆえに，中央

銀行によるⓔ金融政策として支払準備率操作が実施されることがある。ただし，日

本銀行はⓕ1991年を最後にこの操作を行っていない。

現代経済において，ⓖ物品の売買などにおける支払いは現金を直接手渡すばかり

ではない。特に取引金額が巨額であれば，現金の持ち運びは安全ではないので，銀

行への振り込みや預金口座からの引き落とし，あるいは小切手の受け渡しという形

で支払いが行われることもある。このような現金の移動を伴わない資金の移動のこ

とを Ｂ  という。そして，売買取引を終了させることを決済といい，銀行は

このような形で決済機能も果たしている。
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政治・経済

問 １　文章中の空欄 Ａ ・ Ｂ  に入る語句の組合せとして最も適当なもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 １９

　Ａ　直接金融　　Ｂ　為　替

　Ａ　直接金融　　Ｂ　手　形

　Ａ　間接金融　　Ｂ　為　替

　Ａ　間接金融　　Ｂ　手　形

問 ２　下線部ⓐに関連して，金融機関の中には預金業務を行わずに貸付や支払いの

保証を行うノンバンクと呼ばれる機関がある。ノンバンクの例として最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２0

　クレジットカード会社

　インターネット・バンキング

　信用組合

　保険会社

問 3　下線部ⓑに関して，日本の国債についての記述として最も適当なものを，次

の～のうちから一つ選べ。 ２１

　日本の累積国債発行残高の対GDP比は，G7（主要国首脳会議）参加国の中

で最も低い。

　財政投融資計画の資金調達のために，財投債と呼ばれる国債が発行されて

いる。

　財政特例法によって，赤字国債の発行は禁止されている。

　国債を一定の期間以上保有すると，国から配当を得ることができる。
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─   62   ─

政治・経済

問 ４　下線部ⓒに関連する記述として最も適当でないものを，次の～のうちか

ら一つ選べ。 ２２

　株式会社，合同会社，合名会社，合資会社のいずれの企業形態においても，

設立時に必要とされる最低資本金の額についての規制はない。

　大規模な株式会社においては，「所有（資本）と経営の分離」と呼ばれる現象

が生じることが多い。

　企業が従業員を増やそうとすることは，有効求人倍率を低下させる要因と

なる。

　「キチンの波」と呼ばれる景気循環は，企業が抱える在庫の増減が要因と

されている。

問 ５　下線部ⓓに関連して，銀行が最初に預金として受け入れた 1000万円が，信

用創造によって最大で4億9000万円の預金通貨を生み出す場合における支払準

備率として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２3

　１％

　２％

　３％

　４％
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─   63   ─

政治・経済

問 6　下線部ⓔに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ２４

　日本で 1990年代に導入されたゼロ金利政策とは，無担保コール翌日物の

金利を０％近くにまで引き下げた金融政策である。

　買いオペレーションが行われると，市中金利は低下しやすくなる。

　日本銀行は，政府から独立して金融政策を実施している。

　ケインズは，金融政策を重視し，物価の安定のために貨幣増加率は常に一

定にすべきだと唱えた。

問 ７　下線部ⓕに関連して，1990年代における日本の銀行についての記述として

最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２５

　金融業界に対する規制緩和の一環として，銀行・証券業・保険業の相互参

入が進められた。

　護送船団方式と呼ばれる銀行の保護策が新たに導入された。

　日本版金融ビッグバンが実施され，銀行業務に関する自己資本比率の規制

が撤廃された。

　銀行に公的資金が投入されたため，融資条件が緩和され，中小企業に対す

る過剰な融資が問題となった。
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─   64   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓖに関連して，次の図は，ある財の供給曲線と需要曲線を表したもの

であり，当初の均衡点がEであることを示している。この財が完全競争市場で

取引されているとした場合，均衡点がEからE'に移動する例として最も適当な

ものを，下の～のうちから一つ選べ。ただし，その他の条件は一定である

ものとする。 ２6

　この財の人気が高まったが，同時に生産技術も向上し，大量の供給が可能

となった。

　不況によって人々の可処分所得が減少したが，この財の原材料の国際価格

も上昇した。

　この財に間接税が課せられたが，健康に悪いとして，この財を消費しよう

とする人も減った。

　この財を生産する企業が減り，大企業である数社のみで供給されるように

なった。
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政治・経済

（下　書　き　用　紙）

　政治・経済の試験問題は次に続く。

20クマS　地歴公民・理科.indb   65 2019/11/11   14:07:47



─   66   ─

政治・経済

第 ４問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

1944年にアメリカのニューハンプシャー州ブレトンウッズで開催された連合国

通貨金融会議により，ⓐ第二次世界大戦後の国際経済はアメリカのドルを基軸通貨

として一定量の金との交換を保証しつつ，ドルと各国通貨との交換比率をほぼ一定

に保つ固定相場制を採用し，その上でⓑ貿易の自由化を進めることとなった。この

会議での合意に基づいて設立されたのが，IMF（国際通貨基金）とⓒ IBRD（国際復

興開発銀行）であり，両者は，現在，ⓓ国連（国際連合）の専門機関となっている。

また，1947年にはGATT（関税及び貿易に関する一般協定）が締結され，関税引き

下げなどのための多角的貿易交渉（ラウンド）が実施されるようになった。

だが，アメリカの経済力の相対的低下から，金ドル本位制による固定相場制は維

持が難しくなった。ⓔ1970年代になると，主要国の通貨はⓕ変動相場制で取引さ

れるようになり，これが1976年の IMFの暫定委員会でのいわゆる Ａ  によっ

て追認され，現在に至っている。その一方で，GATTは Ｂ  での合意によって

1995年に設立されたWTO（世界貿易機関）に発展的に継承されており，2018年末

現在，164の国と地域がWTOに加盟するに至っている。ただし，WTOを通じた多

国間での自由貿易のためのルール作りは先進国と途上国の利害対立により難航する

ようになった。このため，複数の国・地域間での経済統合を進める道が模索される

ようになってきている。

石油などの資源に乏しい日本にとって，ⓖ貿易の停滞は死活問題となる。日本は

WTOを重視していたため，かつては経済統合に向かう世界的潮流に乗り遅れた感

があった。だが，2002年にシンガポールと締結したのを皮切りに，現在では数多

くの国・地域とEPA（経済連携協定）を締結するに至っている。
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─   67   ─

政治・経済

問 １　文章中の空欄 Ａ ・ Ｂ  に入る語句の組合せとして最も適当なもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 ２７

　Ａ　ルーブル合意　　　　Ｂ　東京ラウンド

　Ａ　ルーブル合意　　　　Ｂ　ウルグアイラウンド

　Ａ　キングストン合意　　Ｂ　東京ラウンド

　Ａ　キングストン合意　　Ｂ　ウルグアイラウンド

問 ２　下線部ⓐに関連して，東西冷戦初期の出来事についての記述として最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２８

　ソビエト連邦に占領されていた東ベルリンを奪還するために，アメリカに

よってベルリン封鎖が実施された。

　アメリカによるマーシャルプランを受け入れるために，ヨーロッパでコメ

コン（経済相互援助会議）が設立された。

　アメリカなどの西側諸国の軍事同盟として，OSCE（欧州安全保障協力機

構）が設立された。

　アメリカのトルーマン大統領は，共産主義勢力に対抗するために，トルー

マン・ドクトリンを発表した。

20クマS　地歴公民・理科.indb   67 2019/11/11   14:07:48



─   68   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓑに関連する記述として最も適当なものを，次の～のうちから一

つ選べ。 ２９

　絶対王政の時代のヨーロッパ諸国では，重商主義と呼ばれる経済思想に基

づいて，自由貿易が推進された。

　関税以外の方法による輸出入の制限であれば，貿易についてのWTOの原

則には反しない。

　日本はアメリカなどから市場開放を求める強い要望を受け，牛肉とオレン

ジの輸入を自由化した。

　GATTによる多角的貿易交渉では，農作物の輸入自由化は交渉の対象とさ

れることはなかった。

問 ４　下線部ⓒに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 30

　IBRDは，一般に世界銀行と呼ばれている。

　IBRDの発足の目的の一つに，戦災国の経済復興があった。

　IBRDの下部機関として，開発援助を推進するためにDAC（開発援助委員

会）が設置されている。

　IBRDは，発展途上国の経済的・社会的支援に対して，長期的な融資を行っ

ている。
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─   69   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓓに関連して，国連と日本の関係についての記述として最も適当なも

のを，次の～のうちから一つ選べ。 3１

　第二次世界大戦において，日本は枢軸国側に属する国だったが，国連には

原加盟国として参加している。

　国連中心主義は，日本外交の基本原則の一つとされている。

　日本の自衛隊が参加する国連平和維持活動（PKO）は，国連憲章第７章の

規定に基づいて組織される。

　日本が毎年負担する国連分担金は，1990年代以降，国連加盟国の中で第

１位の額となっている。

問 6　下線部ⓔに関連して，1970年代の国際社会の出来事についての記述として

最も適当でないものを，次の～のうちから一つ選べ。 3２

　ベトナム戦争が終結し，社会主義国家としてベトナムが再統一された。

　国連資源特別総会において，「NIEO（新国際経済秩序）の樹立に関する宣

言」が採択された。

　イラクでシーア派の宗教指導者による政治革命が勃発し，アメリカとイラ

クの関係が悪化した。

　ソビエト連邦が，アフガニスタンで勃発した紛争に武力介入した。
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─   70   ─

政治・経済

問 ７　下線部ⓕに関連して，次の文章中の空欄 Ａ ・ Ｂ  に入る語句の組

合せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 33

　まったく同じハンバーガーがアメリカでは５ドル，日本では400円で販売さ

れているとする。外国為替市場でドルと円が 1ドル＝100円で取引されている

ならば，アメリカでは日本よりも Ａ  な価格でハンバーガーが販売され

ていることになる。このハンバーガーの価格差が各国通貨の購買力の格差その

ものであるとすると，外国為替市場は円の価値を Ｂ  していると言える。

　Ａ　割　高　　Ｂ　過大評価

　Ａ　割　高　　Ｂ　過小評価

　Ａ　割　安　　Ｂ　過大評価

　Ａ　割　安　　Ｂ　過小評価
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政治・経済

問 ８　下線部ⓖに関して，次の表は2016年における日本とアメリカ，中国，EU（欧

州連合）との貿易における輸出入額を示したものである。表中のＡ～Ｃに当て

はまる国・地域の組合せとして正しいものを，下の～のうちから一つ選べ。

3４

（単位：100万ドル）

日本の輸出額 日本の輸入額

Ａ  7,982    8,152

Ｂ 14,143    7,322

Ｃ 12,361 17,019

（注）　小数第１位を四捨五入した数値を示している。
（資料）　『日本国勢図会　2017/18年版』により作成。

　Ａ　アメリカ　　Ｂ　中　国　　　Ｃ　Ｅ　Ｕ

　Ａ　アメリカ　　Ｂ　Ｅ　Ｕ　　　Ｃ　中　国

　Ａ　中　国　　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　Ｅ　Ｕ

　Ａ　中　国　　　Ｂ　Ｅ　Ｕ　　　Ｃ　アメリカ

　Ａ　Ｅ　Ｕ　　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　中　国

　Ａ　Ｅ　Ｕ　　　Ｂ　中　国　　　Ｃ　アメリカ
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（下　書　き　用　紙）
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