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１ ⑴① 世界各地で展開する地域統合について覚えよう。 

★ＡＳＥＡＮ(東南アジア諸国連合)

アジアの 10 か国で構成される地域協力機構。

★ＥＵ(欧州連合)

ヨーロッパの 28 か国で構成される地域協力機構。

共通通貨ユーロやモノ，人の自由な移動が導入されている。 

★ＮＡＦＴＡ(北米自由貿易協定)

アメリカ・カナダ・メキシコによるＦＴＡ。→コラム１

★メルコスール(南米南部共同市場)

アルゼンチン，ブラジル，ウルグアイ，パラグアイ，ベネ

ズエラによる地域統合。→参考資料１ 

★ＡＵ(アフリカ連合)

アフリカ大陸の 53 か国で構成する地域協力機構。

将来的に共通通貨アフロを導入予定。 

★ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)

日本，アメリカ，オーストラリアをはじめ，太平洋を取り

巻く多くの国々が参加を予定しているＥＰＡ。

★ＡＰＥＣ(アジア太平洋経済協力会議)

オーストラリア，日本，アメリカをはじめ，太平洋を取り

巻く 21 の国と地域による地域統合。 

１ ⑴② 世界三大宗教は，キリスト教，イスラム教，仏教である。 

キリスト教は，ヨーロッパ・アメリカを中心に，イスラム教は

西アジア，アフリカ，インドネシア，マレーシアなどに，仏教

は東アジアを中心に広がる。→参考資料２ 

１ ⑴③ 一年中西から吹く風を偏西風といい，日本上空ではジェット

気流と呼んでいる。季節風としっかり区別して覚えよう。 

１ ⑴④ 時差は，(経度の差)÷15°で求める。東経と東経，西経と西

経の経度の差は，(東経－東経)または(西経－西経)のように差

で，東経と西経の経度の差は(東経＋西経)のように和で求める。 

日付変更線の西の縁(東経 180°)がもっとも時刻が進んだ地点

である。 

１ ⑵ 地図を見れば，インド，モンゴル，南アフリカ共和国に赤道が

通っていないことは明らかである。→参考資料３ 

エクアドルは，スペイン語で「赤道」という意味の言葉である。 
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キリスト教
開いたのはイエス。日曜日には教会

に行き，食事の前には祈りをささげ

る。カトリックとプロテスタントに分

けられる。クリスマスやイースターな

どの祝日がある。 

イスラム教
開いたのはムハンマド。金曜日には

教会に行き，毎日５回聖地メッカに向

かって祈りをささげる。ラマダンと呼

ばれる月は，日中に食事をしない。豚

肉は食べず，その他の肉でも正しい処

理をしたものしか口にしない。 

仏教 
開いたのはシャカ。タイでは，仏教

徒の男性は一生に一度は出家して僧

侶としての修業を積む。 

モンゴル

インド

南アフリカ共和国 

エクアドル

ＦＴＡ(自由貿易協定)は，輸出入

にかかる関税や厳しい規制をなくす

などの貿易の自由化について決めた

もの。

 ＥＰＡ(経済連携協定)は，貿易の

自由化以外に，人の移動，サービス，

知的財産権の保護などさまざまな分

野のルールを決めたもの。

コラム１ FTA と EPA って？

参考資料１ 地域統合の資料比較 

参考資料３ 

参考資料２ 
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モルワイデ図法

１ ⑶ もともと球体である地球を正確に平面上に表すことは不可能

であり，特に緯線と経線が直角に交わる世界地図では，低緯度地

域に比べて高緯度地域の長さや面積が不正確になっている。 

→参考資料４

１ ⑷ エについて，ドーナツグラフの中心にある総額と日本の割合か

ら，日本の輸出入額を求める。1960 年の日本の輸出入額は 41.8

×0.095＝3.971(億ドル)，2007 年の日本の輸出入額は 2947.8×

0.14＝412.692(億ドル)だから，412.692÷3.971＝103.9…(倍) 

イギリス連邦の一員であるオーストラリアは，イギリスとの結び

つきが強く，白豪主義と呼ばれる人種差別があった。しかし，白

豪主義を撤回し，多文化主義に転ずると，太平洋を取り巻く近隣

の諸国との結びつきが強くなり，特に，中国，日本，アメリカと

活発な貿易をするようになった。 

１ ⑸ Ａ…イギリス，Ｂ…ナイジェリア，Ｃ…中国，Ｄ…アメリカ 

資料２の 2010 年の人口から 13.6 億人のⅢが中国，3.1 億人のⅡ

がアメリカ合衆国とわかる。また，１人当たりのエネルギー消費

量は，発展途上国よりも先進国の方が多く，先進国どうしでは省

エネ型の国づくりをしている国ほど少なくなる。一般に先進国の

値は３～４程度，アメリカだけが７程度である。→参考資料５ 

１ ⑹ ⑴①の解説を参照のこと。 

２ ⑴① 企業は，製品の表示に偽りがないこと，事実と異なる広告を

しないこと，不法に廃棄物を捨てないことなどの法律を守りつ

つ，できるだけ多くの利潤を得ることを目的として活動する。 

２ ⑴② コンビニエンスストアやスーパーマーケットの行う企業努

力には，ＰＯＳシステムのほかに，電子マネーの導入や，自社

ブランドをつくって生産から販売までの流通経路を簡略化す

ることなどがある。 

③ 天然資源の消費を抑え，環境への負担をできる限り減らす社

会を循環型社会という。そのために，無駄な消費をなくすリデ

ュース，一度使ったものを再使用するリユース，廃棄物を分別

して再資源化するリサイクルの３Ｒを推進している。 

２ ⑵ 規制緩和…市場における規制を取り除いたり，ゆるめたりす 

ること。→コラム２ 

 

 

超 ナ ビ 

スーパー

メルカトル図法
地球を長方形に描く

図法。緯線と経線が

直角に交わる。角度

が等しいので，海図

に用いられる。

モルワイデ図法
緯線は水平に，経線

は曲線で引かれた図

法。面積が等しいの

で，分布図などに用

いられる。

正距方位図法 
地球を正円で描く図法。

中心からの方位と距離

が等しいので，航空図

に用いられる。

メルカトル図法

正距方位図法 

水の豊富なカナダでは水力発電によっ

て大量の電力を安く供給できるため，ま

た，冬の寒さが厳しく多くの暖房を使うた

めに，エネルギー消費量が世界一多い。ア

メリカと中国のエネルギー消費量はほぼ

変わらないが，中国の人口がアメリカの人

口の４倍以上であるため，中国の１人当た

りエネルギー消費量はアメリカの４分の

１程度になる。

主要国の１人当たりエネルギー消費量 
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以前，薬は対面販売のみであった

が，規制緩和によってインターネッ

ト販売ができるようになったことな

どが挙げられます。

参考資料４ 

参考資料５ 

コラム２ 規制緩和の例って？
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２ ⑵ 公共の福祉…社会の大多数の人の利益のこと。→コラム３ 

自己決定権…個人の生き方や生活について自由に決定する権 

利。→コラム４ 

環境アセスメント…大規模な開発をする際，開発業者が事前に

環境への影響を調査し，住民などの意見を

聞いて対策をとること。 

２ ⑶ 「効率と公正」を扱った問題は年々増加している。効率を重視

した例としては，テーマパークの混雑するアトラクションで，空

いた席を作らないように，１人で乗る人を先に案内する方式を 

採用したことなどがあげられる。 

３ ⑴ 平塚らいてう…雑誌「青鞜」を刊行し，女性に対する古い慣習

や考え方を批判する活動を行った。 

与謝野晶子…日露戦争に反対する内容である詩「君死にたまふ

ことなかれ」を発表した。 

志賀潔…赤痢菌を発見した。 

杉原千畝…ドイツのユダヤ人迫害に抵抗し，リトアニアのユダ

ヤ人にビザの発給をし，約 6000 人を救った。

新渡戸稲造…国際連盟事務局次長をつとめ，国際平和のために

尽力した。 

北里柴三郎…ペスト菌を発見した。 

市川房枝…平塚らいてうらとともに「新婦人協会」を設立し， 

女性の選挙権獲得を目指した。 

芥川龍之介…大正デモクラシーの風潮の中，「蜘蛛の糸」や「羅

生門」といった社会の変化と個人の生き方を追求

する作品を発表した。 

３ ⑵ サンフランシスコ平和条約で，アメリカの統治下に置かれた沖

縄は，長い間復帰運動が繰り広げられた。特にベトナム戦争時に

沖縄の基地がアメリカの軍事拠点となると，基地と住民の対立が

深まっていった。1972 年，対立を避けるため，佐藤栄作内閣の

ときに沖縄の返還が実現した。現在でも日本にある米軍基地の約

70％以上が沖縄にあり，普天間基地の移設など多くの問題をかか

えている。 

 

超 ナ ビ 

スーパー

ある宗教では輸血を禁止してい

る。Ａさんはこの宗教の信者であ

る。ある日，Ａさんは交通事故にあ

い，大けがをした。病院で診察した

ところ，手術が必要であった。Ａさ

んは手術の際，絶対に輸血をしない

ように医師に伝えたが，手術中に輸

血が必要と感じた医師は，Ａさんに

伝えることなく，輸血をした。それ

によってＡさんは一命をとりとめ

たが，自己決定権を侵害されたとし

て，医師を訴えた。

 このような訴訟を起こされない

ようにするためには，インフォーム

ド・コンセント(十分な説明にもと

づく同意)が必要になる。また，医

療における自己決定権を医療側に

伝える手段として，ドナーカードへ

の記入と所持などがある。

 経済活動の自由の中に職業選択

の自由があるのだから，一般的には

誰でもどんな職業にでも就くこと

ができる。しかし，人の生命や安全

にかかわる職業や，高度な技術を必

要とする職業については，誰でもな

れるのではなく，免許制や国家資格

とする。 

コラム３ 公共の福祉が適用される例

コラム４ 自己決定権の事例




