２年

政治・経済

１学期中間試験

問題用紙

２０００／０５／１７

第１問 冷戦終結について正しいものに○，誤りに×を記せ。(5) ５
（１）１９８９年にアメリカ大統領と中国の国家主席とが冷戦終結を宣言した。
（２）ベルリンの壁は，１９４５年に築かれ１９８９年に崩壊した。
（３）冷戦終結後の世界では，地域紛争や民族対立が激化している。
（４）冷戦終結宣言をしたときのアメリカ大統領はブッシュであった。
（５）冷戦終結の後は国際連合の役割は次第に縮小してきた。
第２問 現代の科学技術について正しいものに○，誤りに×を記せ。(5) １０
（１）文字を読み書きできない人が不利益を受ける問題をデジタルデバイドという。
（２）インターネットを通じてコンピュータ・ウィルスがばらまかれる事件が起きている。
（３）電話は盗聴される可能性があるが，電子メールは誰にも盗み見されることはない。
（４）遺伝子組み替え技術を使った食品がすでに使用されている。
（５）ワードプロセッサ（ワープロ）はローマ字を使わないと入力できない。
第３問 国家について問に答えよ。(15) ２５
国家は神の意志で成立し，統治者の権力は神から授かった神聖かつ絶対的なものである
とする理論を（１）といい，フランスのボシュエやイギリスの（２）が代表であった。こ
れは絶対王政を正当化する理論であったが，市民革命で否定されていった。
１８，１９世紀は，国民の（３）を保障するためにＡ国家の機能を国防や治安維持に限
るという国家観が支配的だった。１９世紀の後半から２０世紀にかけて，国民の（４）を
保障するためにＢ国家の機能を経済政策や福祉政策にも拡大する国家観へと変化した。
問１

（１）−（４）に入る語句を記号で選べ。
ア．社会権
イ．自由権
ウ．王権神授説
エ．フィルマー
オ．ボーダン
問２ つぎの語句を，下線Ａの国家観と下線Ｂの国家観に分類せよ。
（１）夜警国家
（２）福祉国家
（３）積極国家
（４）消極国家
問３ 国家の３要素を答えよ。
問４ つぎの記述が正しければ○，誤りなら×を記せ。
（１）夜警国家から福祉国家への変化は，立法国家から行政国家への変化とみることがで
きる。
（２）夜警国家は，自由放任経済の下で成立した国家で，失業や貧困に対し最低限度の生
活を保障して資本主義の発展を進めようとした。
（３）福祉国家は，社会権を保障するために財産権や営業の自由などの経済の自由を一部
制限するとともに，さまざまな社会・福祉立法の成立に努める国家である。
問５ １９１９年につくられたドイツの憲法は，世界で初めて（４）を保障していた。こ
の憲法は一般に何とよばれるか。
第４問 支配の正当性について答えよ。(6) ３１
ドイツの（１）は『支配の社会学』において支配の型を３つに分類した。伝統・慣習・
神などの権威に服従させる伝統的支配，超人的英雄による支配である（２）的支配，制定
された法律に対し服従させる合法的支配である。
問１ （１），（２）に適語を入れよ。
問２ 次の支配はＡ伝統的支配，Ｂ（２）的支配，Ｃ合法的支配のいずれであるか，記号
で答えよ。
（１）官僚制
（２）独裁制
（３）専制君主
（４）封建制
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第５問

社会契約説について表を完成させよ。(15)

ホッブズ
主著
時代背景

自然状態

ロック

（１）
（４）から（５）革命
へ
（７）

４６

（２）

ルソー
（３）

（５）革命から（６）
革命へ

（４）からフランス
革命へ

不完全だが自由・平等
・独立

自由・平等

社会契約

自然権を全面（８）し
て社会契約を結び国家
をつくる

自然権の一部を（９）
して国家をつくる

（１０）による社会
契約によって国家を
つくる

影響・特徴

結果的に（４）を擁護

（１１）を留保，
（６）革命を正当化，
（１２）主権に基づく
（１３）民主制を支持

（１４）主権に基づ
く（１５）民主制を
説きフランス革命に
影響

（語群）ア．国民
イ．人民
ウ．名誉
エ．清教徒
オ．直接
キ．絶対王政
ク．譲渡
ケ．委託
コ．抵抗権
サ．一般意志
シ．万人対万人の闘争状態
ス．リヴァイアサン
セ．社会契約論
タ．市民政府二論

カ．間接
ソ．法の精神

第６問 人権保障について以下の問に答えよ。(12) ５８
「権利の保障が確保されず，権力の分立が規定されないすべての社会は，憲法をもつも
のではない。」（１）はこのように述べ，近代立憲主義の考え方，つまり，国民の権利を
保障するため，国の統治の組織は， 1 権力分立の原理に従うべきであるとする考え方を示
している。
この宣言では，国民の権利は，とくに人間の「自然権」という表現で示されており，具
体的には，自由・（２）・安全・（３）への抵抗の四つを内容としている。ここでは，国
家からの自由という理念が強く打ち出され，国の統治権は，本来自由な人間の行動に対し
て制約を加える存在として立ち現れる。
この宣言は，しかし同時に， 2 すべて主権の源泉は国民に存するとうたい，国民自らま
たはその代表者が法律の制定に関与することも述べている。この場合，統治の基礎となる
立法に国民が参加することが当然に予定され，国の統治権は，国民自らが作り出す権力と
してとらえられている。その意味で，近代立憲主義の考え方には，国民が 3 参政権を持つ
という民主制の要素が含まれているのである。
問１ （１）−（３）に入る語句を記号で選べ。
ア．人および市民の権利宣言
イ．アメリカ独立宣言
ウ．イロハ・カルタ
エ．所有権
オ．革命権
カ．圧制
問２ 下線１についての記述として適切なものを次から一つ選べ。
ア．この原理は主としてグロチウスによって基礎づけられた。
イ．この原理によると，国の統治作用は内政・外交・司法に分けられる。
ウ．アメリカの大統領制は，この原理を厳格に適用した政治体制である。
エ．社会主義国の政治体制は，この原理を忠実に守ろうとした制度である。
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問３ 下線２は「国民主権」の考えを表すが，これと同じ意味で「主権」という言葉を用
いている文を，次から一つ選べ。
ア．明治憲法は，「君主主権」の原理に立つ政治体制を採用していた。
イ．日本の領海内に外国船が無断で侵入すれば「日本国の主権」を侵害することになる。
ウ．従来絶対視されてきた「国家主権」は，現代では，国際組織や国家間の合意などによ
って制限される傾向にある。
問４ 下線３に関連して，参政権獲得の歴史について正しい説明文を一つ選べ。
ア．日本で男子普通選挙が初めて行われたのは1925年である。
イ．イギリスでは19世紀前半に労働者が人民憲章を掲げ普通選挙を要求した。
ウ．世界最初に女性の選挙権が認められた国はオーストラリアである。
エ．アメリカで黒人参政権が認められたのは1960年である。
第７問 (18) ７６
国家や君主に対する権利の観念は，古くはイギリスにおける1215年の（１）にみられる
が，これは封建貴族の特権を国王に認めさせたものであり，近代の人権宣言とは異なるも
のであった。イギリスでは1628年に，国王の圧政に対して議会が国民の自由と権利・議会
尊重などを要求し国王に認めさせた。これが（２）である。しかし国王はこれを破棄した
ので内戦となった。のちに1689年に制定されたのが（３）であり，より詳細に国民の自由
と権利を規定し，王権を制限し，議会の権限を大幅に拡大した。
アメリカで1776年に制定され，人身の自由，宗教の自由，言論・出版の自由など自由権
的基本権を保障したのが（４）権利章典である。同じ年，ジェファーソンの起草で出され
たのがアメリカ独立宣言である。この宣言にはロックの政治思想の影響がみられ，基本的
人権の保障・人民の抵抗権などが明記されている。
1789年，フランスの国民議会が制定したのが「人および市民の権利宣言」で，国民主権
・人権の不可侵・権力分立などを規定した。
問１ ( )に適語を入れよ。
問２ 下線部に関連して，次の文の(
成させよ。

)に適語を入れてアメリカ独立宣言の冒頭部分を完

「われわれは，自明の真理として，すべての人は（５）に造られ，造物主によ
って，一定の奪いがたい（６）の権利を付与され。そのなかに(７)，（８）およ
び（９）の追求が含まれることを信ずる。」

第８問 法の支配について答えよ。(5) ８１
法の支配の考え方はイギリスで生まれた。１３世紀の裁判官（１）は「国王といえども
（２）と法の下にある」と述べ，権力者といえどもコモン=ローに従わなければならないと
主張した。１７世紀に権利請願を起草した(３）は（１）の言葉を引用して専制君主ジェー
ムズ１世を批判し，議会制定法による支配を要求していった。
問１ （ ）に入る語を記号で選べ。
ア．ブラクトン
イ．ジェファーソン
ウ．コーク
問 法の支配と法治主義の違いを説明せよ。

エ．神

オ．自然

第９問 適語を記号で選べ。(14) ９５
イギリスでは，議会下院で多数派を占める政党が（１）となり内閣を組織する。現在の
（１）は（２）党であり，首相は（３）である。内閣は議会の（４）を条件に存続するの
で，議会から（５）された内閣は，（６）するか，または下院に対する（７）権を行使し
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て対抗する。この点で立法府と行政府は(８)の関係に立つ。
アメリカでは，大統領や連邦政府には（７）権や（９）権がなく，いっぽう議会には
（５）決議権がない。イギリスの首相は下院の（１０）でなくてはならないが，アメリカ
では大統領や各省の長官は（１０）と兼職できない。現在のアメリカ大統領は（１１）党
出身の（１２）である。アメリカの連邦最高裁は（１３）権をもつ。これは１９世紀初頭
の（１４）事件での判決以降，判例として確立されてきたものである。
(語群) ア．解散
イ．信任
ウ．不信任
エ．総辞職
オ．与党
カ．野党
キ．労働
ク．民主
ケ．保守
コ．共和
サ．ブレア
シ．クリントン
ス．エリザベス
セ．抑制と均衡
ソ．法案提出
タ．議員
チ．違憲審査
ツ．マーベリ対マディソン
テ．メッツ対ヤンキース
第１０問 問に答えよ。(5) １００
問１ イギリスの初代首相の顔を次から一つ選べ。
ア．
イ．
ウ．

エ．

問２ 「議会」をあらわす単語として 適切でないもの を次から一つ選べ。
ア． Parliament
イ． Diet
ウ． Congress
エ． Cabinet
問３ ２０世紀前半の世界で，国内的には人権否定・議会無視，対外的には侵略・領土拡
大を進めようとした独裁政治体制を何というか，カタカナで答えよ。
問４ 問３の政治体制についての説明として 適切でないもの を次から一つ選べ。
ア．国民は当初から抵抗したが，軍隊により暴力的な方法で議会政治を無視した。
イ．国内では人権を否定し，対外的には周辺国を侵略した。
ウ．この体制は第２次世界大戦の原因の一つとなった。
問５ 社会主義について正しい説明文を次から一つ選べ。
ア．最初に理論化したのはロシアのマルクスであった。
イ．最初の社会主義国家は中華人民共和国であった。
ウ．ソビエト連邦は冷戦終結前に崩壊した。
エ．現在も社会主義体制をとる国がある。
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