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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1) 領域,国民,主権の三要素を持った近代の国家体制を何というか。 主権国家

(2) 領域,国民,主権をまとめて何というか。 国家の三要素

(3) 1648年に結ばれた三十年戦争の講和条約を何というか。 ウェストファリア条約

(4) 私人によって構成される民間の国際協力組織で，おもに開発，経済，人権，人
道，環境などの地球規模の問題に取組む。

NGO(非政府組織)

(5) 国家間の問題について調整・交渉を通じて解決をはかることを何というか。 外交

(6) 国際間の関係を律する法律を何というか。 国際法

(7) 「戦争と平和の法」,「海洋自由論」を書いたオランダの法学者 グロティウス

(8) 二国間のものと多国間のものがあり,国家の元首などの代表者によって締結される
国際的合意を何というか。

条約

(9) 国家間の慣行が法として認められたものを何というか。 国際習慣法

(10) 海洋に関する国際的秩序の形成を目的として,1982年に国連海洋法議会で採択さ
れた条約を何というか。

国連海洋法条約
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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1) 互いの勢力がつり合った状態にあること。 勢力均衡

(2)
各国家が自国の軍隊を拡張し,他国よりも軍事面で優位に立とうとする争いのこと
を何というか。

軍拡競争

(3)
国際社会を構成する諸国が集団で共通の敵に立ち向かうべきという考え方を何と
いうか。 集団安全保障

(4)
1918年1月8日,アメリカ大統領ウッド・ウィルソンが,アメリカ連邦議会での演説
の中で発表した平和原則は何というか。 平和14か条

(5) 1920年に発足した,常設の国際機構を何というか。 国際連盟

(6) (6)の会議で用いられた採決方法を何というか。 全会一致

(7) (6)がなくなり,1945年に発足した国際機構を何というか。 国際連盟(国連)

(8) 全ての(9)に加盟している国が参加する議会のことを何というか。 総会

(9) (9)の中で最も大きな権限を持っており,最高意思決定機関を何というか。 安全保障理事会

(10) 経済および社会問題全般に関して必要な議決や勧告等を行う機関を何というか。 経済社会理事会

(11) 国家間の紛争を裁判により解決する機関を何というか。 国際司法裁判所

(12) 先進国や発展途上国,関係なく等しく一票があるという原則を何というか。 一国一票の原則

(13) (11)を構成し,恒久的な地位を持つ理事国を何というか。 常任理事国

(14)
(11)のうち,10か国が国際連盟加盟国から選出される理事国のことを何という
か。 非常任理事国

(15) (15)が一国でも反対すれば決議は採択されないという権利を何というか。 拒否権
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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1)
国際連合の補助機関で,開発途上国・戦争や内戦で被害を受けている国の子供の支
援を中心に活動している機関を何というか。 国連児童基金(UNICEF)

(2)
環境に関する諸活動の総合的な調整を行うとともに,新たな問題に対しての国際的
協力を推進することを目的とする機関を何というか。 国連環境計画(UNEP)

(3)
教育や科学,文化の分野で世界中に設置された国内委員会と共同して活動している
機関を何というか。

国連教育科学文化機関
(UNESCO)

(4) 感染症対策やその他保険水準の向上に取り組んでいる機関を何というか。 世界保健機関(WHO)

(5) 労働者の権利擁護や労働条件・生活水準の改善を目的とする機関を何というか。 国際労働機関(ILO)

(6) 保護されるべき人権の具体的内容の策定を行なっている機関を何というか。 国連人事委員会

(7)
人は,国籍,人種,民族,言語,性別,思想,信条,宗教などにより差別されないことを国際
連合が明示した宣言を何というか。 世界人権宣言

(8) (7)を条約の形にまとめ,法的拘束力をもたせたものを何というか。 国際人権規約

(9)
白人以外の人々の移動の自由や政治的,経済社会的権利を大幅に奪う政策を何とい
うか。

アパルトヘイト(人種隔
離政策)

(10) 人種的・民族的偏見による社会的・経済的・法的な差別を何というか。 人種差別

(11)
拷問や虐殺などの重大な非人道的行為を犯した個人の犯罪を裁くための常設裁判
所を何というか。 国際刑事裁判所(ICC)

(12)
国際連合総会の補助機関の一つで,国際社会での人権状況の改善をはかる取り組み
をする常設理事会を何というか。

国連人権理事会
(UNHRC)

(13) 国連が活動するための予算を各国の加盟国から徴収している資金を何というか。 分担金
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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1) 第二次世界大戦後の国際秩序を規定し、国際平和と安全の維持を第一の目的んび
い掲げている憲章。

国連憲章

(2) 国際連盟の中で最も大きな権限を持っており,最高意思決定機関を何というか。 安全保障理事会

(3) 国連加盟国に対する武力攻撃があった場合,(2)が適切な措置を取るまでの間,国を
守る権利を何というか。

個別的自衛権・集団的
自衛権

(4) 武力紛争が発生した場合,それを鎮圧するために構成する兵力を何というか。 国連軍

(5) (2)が平和維持の機能を果たせい場合,総会の３分２の賛成で軍事的な強制措置の
勧告が可能になった決議をなんというか。

「平和のための結集」
決議

(6) 紛争当事国の兵力引き離しなどが国連の軍によって行われる活動を何というか。 国連平和維持活動(PKO)

(7) ソ連の脅威に対してつくられた西側の軍事機構を何というか。 北大西洋条約機構
(NATO)

(8) ソ連を中心とした東側の軍事機構を何というか。 ワルシャワ条約機構

(9) 欧州,北米,中央アジア7か国からなる世界最大の地域的安全保障機構を何という
か。

欧州安全保障協力機構
(OSCE)

(10) アジア太平洋地域における安全保障問題を討議する機関を何というか。 ASEAN地域フォーラム
(ARF)
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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1) 戦争をしかければ相手の核兵器で全滅する恐怖から,どちらも手が出せない政策を
何というか。

核抑止政策

(2) 各国家が自軍の軍備を拡張し,他国よりも軍事面で優位に立とうとする争いのこと
何というか。

核軍拡競争

(3)
第二次世界大戦後の世界を二分したアメリカを盟主とする資本主義・自由主義陣
営と,ソ連を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造のことを何という
か。

冷戦

(4) ソ連の脅威に対抗してつくられた西側の軍備機構を何というか。 北大西洋条約機構
(NATO)

(5) ソ連を中心とした東側の軍備機構を何というか。 ワルシャワ条約機構

(6) 独立まもない諸国を中心に続発した地域紛争の多くに,米ソが介入する戦争を何と
いうか。

代理戦争

(7) 1962年に発生した,キューバでのソ連ミサイル基地建設をめぐって米ソが激しく
対立した事件を何というか。

キューバ危機

(8) 戦争の危機にある二国間の対立関係が緩和することを何というか。 デタント(緊張緩和)

(9) 1950年代後半から表面化した中国とソ連の対立状態のことを何というか。 中ソ対立

(10) 中心的な勢力のもとにまとまっていた諸勢力が,中心をはなれて,それぞれの対立
的な均衡を保つようになる傾向のことを何というか。 

多極化

(11) 米ソどちらの勢力に属さずに,植民地主義に反対し,しかも軍事同盟への不参加を
外交の方針とする国々を何というか。

非同盟主義

(12) (11)の方針とる諸国を何というか。 第三世界

(13) 冷戦時,東西両陣営が対立する枠組みを大きく変える「新思考外交」を展開したソ連の政治
家を何というか。

ゴルバチョフ

(14) 地中海のマルタで行われたアメリカとソ連両国の首脳会談を何というか。 マルタ会談

(15)
(14)でブッシュアメリカ大統領とゴルバチョフ・ソ連書記長が宣言したことは何
か。 冷戦の終結

(16)
1991年にイラク,クウェート,サウジアラビアといったペルシャ湾周辺の国家地域
で起こったイラクのサダム・フセイン政権とアメリカを中心とした多国籍軍によ
って行われた戦争を何というか。

湾岸戦争

(17) 2001年9月11日にニューヨークの世界貿易センタービルなどがハイジャックさ
れた航空機による攻撃を受け, 犠牲者が3000人を上回った事件を何というか。

「同時多発テロ」
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第６章　①国際政治のしくみと動向

(1) 1957年から開催された,核兵器と戦争の廃絶をめざす科学者の会議を何という
か。

パグウォッシュ会議

(2) 軍備を減らすことを何というか。 軍縮

(3) 国連が開催する軍縮問題に関する特別総会を何というか。 国連軍縮特別総会(SSD)

(4) 大気圏,宇宙空間,水中における核実験を禁止した条約を何というか。 部分的核実験禁止条約
(PTBT)

(5) 1968年に採択された,核兵器非保有国への核兵器移譲や,核兵器非保有国の核兵器
製造を禁止する条約を何というか。

核拡散防止条約(NPT)

(6) 原子力の軍事転用を防ぐための活動を行っている機関を何というか。 国際原子力機関(IAEA)

(7) アメリカ,ソ連両国の間で1969年から79年まで続けられた戦略兵器制限に関する
交渉を何というか。

戦略兵器制限交渉
(SALT)

(8) 戦略兵器を削減する米ソ間の条約を何というか。 戦略兵器削減交渉
(STRAT)

(9) 米ソ初の軍縮条約で, 地上発射方式の中距離核戦力INFを全廃するための条約を何
というか。

中距離核戦力(INF)全廃
条約

(10) 核兵器や原子力発電所などの使用を禁止した地域を何というか。 非核地帯

(11) 核兵器・生物兵器・化学兵器をまとめて何というか。 大量破壊兵器

(12) 1996年に国連で採択された,全ての核実験禁止する条約を何というか。 包括的破壊実験禁止条
約(CTBT)

(13) 戦争から経済的利益を得る政治的・経済的集団,特に戦争に迎合する産業にかかわっている
集団のことを何というか。

軍産複合体

(14) 対人地雷の使用や開発などを全面禁止する条約を何というか。 対人地雷全面禁止条約

(15) クラスター爆弾の使用や開発などを包括的に禁止した条約を何というか。 クラスター爆弾禁止条
約

(16) 通常兵器の国際移転(移譲)を規制する条約を何というか。 武器貿易条約



貿易と国際分業１

�57

第６章　②国際経済のしくみと動向

(1) 国と国の間で行われる経済取引を何というか。 貿易

(2) 輸出額や輸入額の国内総生産(GDP)に占める割合を何というか。 貿易依存度

(3)
アダム・スミスを継ぐイギリスの経済学者で,「経済学および課税の原理」を書き
著した人物はだれか。 リカード

(4) (4)が考えた説のことを何というか。 比較生産費説

(5)
関税など国家の介入,干渉を排して生産者や商人が自由に貿易を行うことを何とい
うか。 自由貿易

(6) 国家と国家との間で分業を行うことを何というか。 国際分業

(7)
将来の成長が期待されるが,現在は競争力のない産業育成のため関税などの措置で
外国との競争から保護すべきと「経済学の国民的体系」で主張した人物はだれ
か。

リスト

(8) 特定の産業を保護するために政府などが貿易を統制すること何というか。 保護貿易

(9) 先進国と途上国との間で,工業製品と一次製品を交換する(7)を何というか。 垂直的分業

(10) 2国間でそれぞれ工業製品を生産して交換することを何というか。 水平的分業

(11)
活動拠点を1つの国家だけに限らず複数の国にわたって世界的に活動している大
規模な企業のことを何というか。 多国籍企業

(12) 企業が株式取得,工場を建設し事業を行うことを目的として投資することを何というか。 直接投資

(13) 日本の企業が海外で生産したものを日本に輸入することを何というか。 逆輸入

(14) 国内企業の生産拠点が海外に移転することにより,当該国内産業が衰退していく現
象を何というか。

「産業の空洞化」
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第６章　②国際経済のしくみと動向

(1) 遠隔地間の取り引きの場合,直接決済をするのではなく,金融機関を仲立ちとした
決済方法を何というか。

為替

(2) 国際間の取り引きのための(1)を何と呼ぶか。 外国為替

(3) 各国の通貨の交換比率を何というか。 為替レート(為替相場)

(4) 銀行間を結んだ電話や通信回路を通じて外貨の取り引きをする場を何というか。 外国為替市場

(5) 各国政府間で(3)を固定・維持する制度を何というか。 固定為替相場制

(6) 通貨の交換比率を一定比率に固定しないで,市場の需給バランスによって決定する
制度のことを何というか。

変動為替相場制

(7) 投資家から集めた巨額の資金を背景に,短期間に高い運用益をめざす投資信託のこ
とを何というか。

ヘッジファンド

(8) (3)の急激な変動をおさえるため,政府が(4)で通貨の売買に介入すことがある場合
を何というか。

公的介入

(9) 国際間の経済的取引の結果を帳簿の形で記録したものを何というか。 国際収支

(10) 海外とのものの輸出入,サービスの受払,投資収入の受払などの収支の合計のこと
を何というか。

経常収支

(11) 資本移転と非金融生産資本の取得処分の収支状況のことを何というか。 資本移転等収支

(12) 金融収支と金融支出の差額のことを何というか。 金融収支

(13) (10)の一つで,商品やサービスの取り引きのことを何というか。 貿易・サービス収支

(14) (10)の一つで,海外で稼いだ給料や利子といった対価の受け取りと外国への対価支
払いを差し引きしたものを何というか。

第一次所得収支

(15) (10)の一つで,国際機関への拠出金などのことを何というか。 第二次所得収支
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第６章　②国際経済のしくみと動向

(1) 一定量の金を尺度として各国の通貨の価値が決められる貨幣制度。 金本位制

(2) 複数の国家で、他の地域に対して輸入制限や高税率を課すなど閉鎖的な 
地域経済圏を形成すること。

ブロック経済

(3) 自由貿易主義を揺るぎないものにするために設けられたもの。 INF

(4) 自由貿易主義を揺るぎないものにするために設けられたもの。 GATTO

(5) 戦後の国際経済再建を目的に結ばれた協定。 ブレトン・ウッズ協定

(6) ある一定の比率に為替ルートをあらかじめ固定し、維持していく制度。 固定為替相場制

(7) 国際通貨の中で中心、支配的な役割を占め、為替や、国際金融取引で基準として
採用されている通貨のこと。

基軸通貨

(8) 国際経済の通貨面，具体的には外国為替の取引，国際収支の調整など通貨に関す
る制度の総称。 

国際通貨制度

(9) アメリカを中心とした戦後のヨーロッパ復興計画。 マーシャル・プラン

(10) 第2次世界大戦後の国際通貨制度であった金為替本位制度の基軸通貨ドルが，そ
の役割を果すことが困難になった状況をいう。

ドル危機

(11) 1971年に、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を停止したこと。 ニクソン・ショック

(12) 新レートでの固定為替相場制への復帰がはかられた。 スミソニアン協定

(13) 為替レートを固定せず、外国為替市場における需要と供給によって決まるようにする制
度。

変動為替相場制

(14) 1976年にINF暫定委員会で合意されたこと。 ギストン合意
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第６章　②国際経済のしくみと動向

(1) 主要国首脳会議の通称。 サミット

(2) 日本・アメリカ・西ドイツ・フランス・イギリス・カナダ・イタリアの財務省、
中央銀行総裁が参加した会議。

G7

(3) 自由貿易による国際間貿易競争が過度に激しくなった結果生じる経済・社会問題
の俗称。

貿易摩擦

(4) 1986年から1994年まで行われたGATTOの多角的貿易交渉。 ウルグアイ・アイランド

(5) 世界貿易機関をアルファベット三文字で。 WTO

(6) 2001年に開かれた、多角的貿易交渉。 ドーハ・ラウンド

(7) 関税、非関税障壁を撤廃することによって自由貿易の促進を目指す協定。 自由貿易協定

(8) 知的所有権や、労働力移動など、より広い分野での経済協力を目指す協定のこ
と。

経済連携協定
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第６章　②国際経済のしくみと動向

(1) 国境を超えたやり取りを容易にし、世界的規模で経済協力が行われること。 グローバル化

(2) 生産規模の拡大によりコストが下がり、効率が高まること。 グローバル・スタンダード

(3)
一国の通貨の対外価値に不安がもたれ為替相場が大幅に変動し、経済が混乱して
しまうこと。 通貨危機

(4) 2008年、アメリカで住宅バブルを背景に増加したこと。 ザブプライムローン

(5) 大手企業リーマン・ブラザーズの経営破綻。 リーマン・ショック

(6)
各種金融機関の経営危機、破綻が相次いだことから各国の株価が暴落し、銀行が
貸し出しを極度に抑制したことにより、陥った危機。 世界金融危機

(7) G8に新興国が加わった主要20か国・地域首脳会合。 G20

(8)
NIESの中で、アジアに位置する韓国、台湾、香港、シンガポールの4カ国と地域
の名称。 BRICS
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 1952年に生まれた、欧州鉄鋼共同体と1958年に発足した欧州経済共同体、欧州
原子力共同体が統合し、1967年に成立したもの。

EC

(2) (1)を発展させた連合。 EU

(3) 1992年にECをEUに発展させる欧州連合条約。 マーストリヒト条約

(4) EUの共同通貨。 ユーロ

(5) EUとして国際条約の締結が可能となり、EU大統領やEU外相が設置されるなど、
政治的統合が深められた条約。

リスボン条約

(6) 1967年に結成された、東南アジア10カ国が加盟している、名称。 ASEAN

(7) 1989年の閣僚会議を契機に結成された会議。 APEC

(8) 2016年に調印された、農産物などにかかる関税の大部分を撤廃して自由化をす
すめ、金融や投資などの分野でも規制緩和を進めるとされる、連携協定。

TPP

(9) 1991年に発足した、発展途上国間の自由貿易ブロックとして、初の南米南部共
同市場。

メルコスール

(10) 関税撤廃、金融、投資の自由化を主な目的とした貿易協定。 NAFTA
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 中国で、1978年から鄧小平を中心として実施された経済政策 改革開放

(2) 1979年以来、沿岸部に外資導入の拠点として設置された、地域。 経済特区

(3) 市場経済化路線の定着と社会主義体制の堅持の両立を目指すこと。 社会主義市場経済

(4) 一国内に資本主義と社会主義が併存すること。 一国二制度

(5) 発展途上国の中で1960年代から80年代にかけて急速に工業化が進んだ地域。 NIES

(6)
NIESの中で、アジアに位置する韓国、台湾、香港、シンガポールの4カ国と地域
の名称。 アジアNIES

(7)
NIESの中で、アジアに位置する韓国、台湾、香港、シンガポールの4カ国と地域
の名称。 BRICS

(8) 2008年に世界金融危機に対応するために開かれたサミット。 G20金融サミット
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 植民地体制下で、生活に密着した農業にかわり、茶、コーヒー豆、天然ゴムなど
の輸出用換金作物のみを栽培する経済構造。

モノカルチャー

(2) 農産物などの限られた安価な製品。 一次産品

(3) 代替品の普及による、一次産品価格の下落により発展途上国の交易条件が悪化
し、経済格差がさらに悪化したこと。

南北問題

(4) 開発途上国が先進諸国から借り入れ累積した債務。 累積債務

(5) 後発発展途上国をアルファベット三文字で。 LDC

(6) 南の国々の間の格差。 南南問題

(7) 南北問題を検討し、貿易と開発について交渉するための国連総裁の常設機関。 国連貿易開発会議

(8) 一次製品の価格安定や特恵関税の導入、先進国による積極的な援助の要求をなさ
れた報告。

プレビッッシュ報告

(9) 先進国の経済協力組織。 OECD

(10) 発展途上国援助を調整、促進する下部機関。 DAC

(11) 第一次石油危機の翌年に開催された国連資源特別総会で採択された樹立宣言。 NIEO

(12) 衣食住や保健、教育など、人間として必要最低限のニーズ。 BHN

(13) 国連開発計画。 UNDP

(14) 出生児の平均余命、就学率、1人あたりの実質所得などで、各国の生活環境を 
評価する。

HDI

(15) 一日半ドル以下で暮らす人口の半減、初等教育の完全な普及、乳幼児死亡率の引
き上げなどの8項目の目標。

MDGs

(16) 発展途上国の一次産品を適正な価格で買い取る貿易。 フェアトレード
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 歴史や習慣など一定の文化的きずなによって結ばれ、同一集団の成員という意識
をもつ人々を民族とよぶ。

民族

(2) 他の移住者より先にその地域に移住していた民族。 先住民族

(3) ユダヤ人のイスラエル国家形成のために居住地を追われた人。 パレスチナ人

(4)
人種，宗教，国籍，政治的意見または特定の社会集団に属するなどの理由で自国
にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた人
人々

難民

(5) 1951年，難民問題の解決のために国連総会によって設けられた機関。 国連難民弁務官事務所 
（UNHCR)
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 妊娠・出産・避妊などの決定権を女性に保障する考え方。 リプロダクティブ・ヘル
ス/ライツ

(2) 発展途上国の人口問題に対する啓発と援助を行っている機関。 国連人口基金 
（UNFPA)

(3) 飢餓と貧困の撲滅を目的として紛争や飢餓などにさらされている人々に食糧支援
をするなどの活動を行なっている世界最大級の人道支援機関。

国連世界食糧計画 
（WFP）

(4) 医師や薬剤師，医療施設などが不足すること。 医療資源の偏在

(5) 世界保健機関をアルファベット三文字で。 世界保健機関
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第６章　③国際社会の現状と課題

(1) 1951年に調印されたことで、日本が独立を回復した条約。
サンフランシスコ 
平和条約

(2) (1)と同時にアメリカ軍が日本に駐留することを認めた条約。 日米位安全保証条約

(3) 1956年にソ連と日本の宣言。この宣言をへて、日本の国連加盟が実現した。 日ソ共同宣言

(4)
国連中心主義、自由主義諸諸国との協調、アジアの一員としての立場の堅持の三
つの原則。 外交三原則

(5) 1965年に調印された、日本と大韓民国との間の基本関係に関する条約。 日韓基本条約

(6) 1972年日本の田中角栄首相が訪中し、中国の周恩来首相との間で調印した 日中共同声明

(7) 1978年に中国と結んだ条約。 日中平和友好条約

(8) 政府開発援助をアルファベット三文字で。 ODA

(9)
武力紛争，暴力，貧困，人権侵害，環境破壊など世界の人々が直面する脅威に対
し，一人一人の人間の安全を保障するという視点から対処するという考え方。 人間の安全保障


