
基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 238 社会保障の歴史 

／社会保障論 

世界で 初に「社会保障」という名のついた法律を制定したのはどこの国か。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

社会保障とは、「国家の責任においてすべての国民に 低限の生活の保障をめざすもの」であり、そ

の制度は、おもに「社会保険」と「公的扶助」によって構成されている。社会保険は、1880 年代のドイツで

初に導入された制度であり、近代における公的扶助の起源は、イギリスの「救貧法」の発展にさかのぼ

ることができる。 

しかし、この「社会保障」という用語が使用された法律を 初に制定したのはアメリカであり、それは

1935 年のことであった。1929 年にアメリカ株式市場の大暴落をきっかけに起こった「大恐慌」は、当時の

先進諸国や世界経済を大きな同時不況に陥れたが、アメリカのうけた打撃はもっとも大きく、失業率は

30％を超え、生活困窮者が急増した。そこで、1933 年に大統領に就任した F.ルーズベルトは、そうした経

済・社会問題に対処するためにニュー・ディール政策に着手し、生活に大きな不安をかかえた国民に対

してさまざまな生活安定化策を打ち出した。その一環として、さらにそのひとつの集大成として検討され、

制定されたのが 1935 年のいわゆる「社会保障法（social security act）」である。 

もともと、こうした面で遅れていたアメリカで制定された、この世界 初の社会保障法の内容は、イギリス

やドイツに比べるとそれほど目新しいものはなく、「名前だけ」という側面が強かった。そして、その後も、ア

メリカは社会保障に消極的な態度をとり続けたのである。このことは、社会保障の歴史にとって皮肉な展

開かもしれない。しかし、社会保障は、その後、その名称のもつ魅力もあり、世界的に普及した。 

 

☞ #166 福祉国家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. ニューディール政策を実施した大統領は誰か。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 239 社会保障の範囲 

／社会保障論 

ILO による 1952 年の「社会保障の 低基準に関する条約」（102 号条約）において規定された 9 部門に

入っていないのはどれか。 

（1）火災 （2）障害 （3）母性 （4）失業 （5）老齢 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

解答の選択肢が、①障害給付、②母性給付、③老齢給付、④火災給付、⑤失業給付の5つだとすると、

正答は火災給付である。火災も、私たちの生活にとって重大なこと故であるが、それは、民間保険である

「火災保険」でカバーされており、社会保障が対象とする範囲には入っていない。 

問題の選択肢が、①医療、②傷病給付、③介護給付、④遺族給付、⑤家族給付、という 5 つの場合、

正答は介護給付である。介護給付の対象となる「要介護状態」は、今日では社会保障の対象であり、しか

も重要な分野になっているが、やっと社会保障の体系が確立しつつあった当時は、まだその 低基準に

は入っていなかった。 

1942 年にベヴァリッジ報告に先立って『社会保障への途』を発表し、労働生活を安定化させるために

社会保障の普及と発展に寄与した ILO（国際労働機関）は、1952 年に「社会保障の 低基準に関する条

約」（102 号条約）を採択した。そこでは、①医療、②傷病給付、③失業給付、④老齢給付、⑤業務災害

給付、⑥家族給付、⑦母性給付、⑧障害給付、⑨遺族給付の 9 部門にわたって給付の対象者、範囲、

内容および要件について 低条件が規定されたのであり、この国際基準が、その後の社会保障の世界

的発展にきわめて大きな役割を果たした。つまり、この 低基準をクリアすることが、社会保障を定着させ

た福祉国家の仲間入りができたことを意味したのである。ちなみに、日本は、1972 年に児童手当制度が

導入されたことでやっとこの 低基準をクリアできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 240 日本の社会保険 1 

／社会保障論 

わが国で 初に社会保険が導入されたのはいつか。 

（1）1922 年  （2）1938 年 （3）1949 年 （4）1955 年 （5）1961 年 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

解答の選択肢が、①1922 年、②1938 年、③1949 年、④1955 年、⑤1961 年、という 5 つの場合、まず

戦前か戦後かで迷う。日本の社会保障が飛躍的に発展したのは戦後のことなので、「戦後」と思うかもし

れないが、実は戦前のことである。正答は、1922 年（大正 11 年）である。ちなみに、1938 年は、国民健康

保険法が制定された年であり、1961 年は、社会保険を基本とする日本の社会保障体系の土台となった、

いわゆる「国民皆保険・皆年金」体制が実現した年である。 

当時、日本の経済社会は、長引く不況と社会不安に直面して大きな混乱のなかにあった。そこで、ドイ

ツ社会保険を模倣し、増大しつつあった労働者の生活不安を解消することで社会秩序の安定化をはか

ろうとしたのである。しかし、この制度は、資本家・経営者に社会保険料の負担を求めたため、彼らの強い

反対に遭い、実際に施行されたのはそれから5年後の1927年であった。その後、社会保険は、戦時体制

下でいくつかの制度が導入され、戦後、それらをもとに、社会保障の中心制度として急速に整備された。 

 

表 日本における社会保険の成立年表 

1922 年 健康保険法 

1938 年 国民健康保険法（旧） 

1939 年 職員健康保険法 

1941 年 労働者年金保険法 

1942 年 厚生年金保険法（旧） 

1947 年 労働者災害補償保険法および失業保険法 

1954 年 （新）厚生年金保険法 

1958 年 （新）国民健康保険法 

1959 年 国民年金法 

1974 年 雇用保険法 

1997 年 介護保険法 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 241 日本の社会保険 2 

／社会保障論 

今日のわが国における「5 つの社会保険」に当たらないものは次のうちどれか。 

（1）生命保険 （2）労災保険 （3）年金保険 （4）健康保険 （5）雇用保険 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

#244 の年表からも明らかなように、わが国における「5 つの社会保険」とは、①年金保険、②健康保険、

③雇用保険（失業保険を含む）、④労働者災害補償保険（労災保険）、⑤介護保険、のことである。 

年金保険には、「個人年金」などのように民間保険によるものもある。健康保険は、公的医療保険の中

核であるが、医療保障には、民間の保険会社が提供するものもある。他に、「保険」という名称のつくもの

は、「生命保険」、「火災保険」、「自動車保険」、「海外旅行傷害保険」などなど、いろいろあるが、これら

はすべて社会保険ではなく、「私的保険」である。つまり、正答は生命保険である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. わが国における 5 つの社会保険をすべて挙げよ。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 242 介護保険 

／社会保障論 

公的介護保険は、何歳以上が強制加入となっているか。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

公的介護保険は、健康保険の被保険者で40歳以上が強制加入となっている。介護保険給付を受ける

ことのできる 65 歳以上を「第 1 号被保険者」、40 歳以上 65 歳未満を「第 2 号被保険者」という。 

公的年金保険は「20 歳以上」が強制加入となっており、健康保険は、生まれた直後にその子の扶養者

が加入する保険の「被扶養者」として加入することになっている。介護保険の加入年齢が 40 歳となってい

るのは、40 歳までに亡くなった場合にそれまでに負担した介護保険料が「掛け捨て」になることを防ぐた

めである。 

なぜ 30 歳ではないのか？なぜ 45 歳では、50 歳ではないのか？という疑問に対して明確に答えること

はできないが、「40 歳を超えると、急にその後高齢になったときに要介護状態に陥る可能性が増大する」

のが、厚生労働省による公式の説明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 介護保険法はいつ成立したか。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 243 障害者福祉 

／社会保障論 

障害者福祉と関わりの深い考え方は次のうちどれか。 

（1）ゴールドプラン （2）セーフガード （3）ノーマライゼーション  

（4）エンゼルプラン （5）フレックスタイム 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

解答の選択肢は、①ゴールドプラン、②セーフガード、③ノーマライゼーション、④エンゼルプラン、⑤

フレックスタイムの 5 つ。 

① ゴールドプラン 

国が 1989 年に高齢社会対策のために策定した「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」 

② セーフガード 

特定の産品の輸入が急増した場合に,緊急に輸入を制限する措置 

③ ノーマライゼーション 

障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことで

あり、本来の望ましい姿であるとする考え方 

④ エンゼルプラン 

国が 1995 年に少子化対策のために策定した具体的な実施計画 

⑤ フレックスタイム 

労働者自身が一定の時間帯で、始業・終業の時刻を決定することができる制度 

 

つまり、正答は、ノーマライゼーションである。上記のようなノーマライゼーションの考え方は、1970 年代

に北欧で提唱されるようになり、その後、わが国でも採用され、障害者福祉や高齢者保健福祉のあり方に

大きな影響をあたえてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 244 労働者保護 

／社会保障論 

1919 年に労働条件の改善を国際的に実現する目的で設立された国連の専門機関は何か。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

ILO（International Labour Organization の略)、国際労働機関は第 1 次世界大戦後のベルサイユ条約

にもとづき、国際連盟の一機関として 1919 年に設立された。第 2 次世界大戦後は、国際連合と協定を結

び、労働者の権利を保護することを通じて国際協調を促進する専門機関としての役割を果たしている。 

その設立の理念を具現化した「国際労働憲章」（1919 年）では以下の 9 つの事項が唱われた。 

1．人間労働は、ただたんに商品ではない 

2．使用者および労働者の団結権を 

3．生活維持に十分な賃金を保障 

4．1 日 8 時間労働の原則 

5．毎週 1 回 24 時間以上の休日 

6．児童労働の禁止 

7．同一労働・同一賃金の原則 

8．外国人労働者に対する格差を是正 

9．労働監督制度の確立 

 

 

 

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

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

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

第二十八条 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、これを保障する。 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 労働三法を挙げよ。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 245 労働時間 

／社会保障論 

わが国で、週 40 時間労働制が制度的に定着したのはいつごろか。 

（1）1990 年代後半 （2）1970 年代後半 （3）1980 年代前半 （4）1980 年代後半 （5）1990 年代前半 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

解答の選択肢が、①1970 年代後半、②1980 年代前半、③1980 年代後半、④1990 年代前半、⑤1990

年代後半の場合、正答は 1990 年代後半である。わが国では、1980 年代末から、週 48 労働時間が段階

的に引き下げられ、週 40 時間労働制が制度化されたのは 1997 年のことであった。 

よく知られているように、戦後のわが国では、しだいに労働者保護が進み、労働時間制が確立されてい

ったが、その一方で、日本人は、高度経済成長を謳歌するように一生懸命に長時間にわたって働いた。

しかし、1970 年代後半以降、「経済大国から生活大国へ」という大きな方向転換が始まり、しかも、貿易摩

擦を引き起こす要因として「日本人の働きすぎ」に対して欧米諸国からの批判が相次ぎ、国内では「過労

死」が社会問題化し、さらに豊かさの指標として「ゆとりある」生活に目を向けられるようになるなかで、しだ

いに労働時間の短縮が叫ばれるようになった。 

こうした動きをうけて、政府は、1988 年に、将来、一人当たりの年間労働時間を 1,800 時間程度とする

政策目標を定め、これを推進するために、1992 年には「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」

（時短促進法）が 5 年間の時限立法として施行され、その 5 年後の 1997 年に、「週 40 時間労働制」が制

度化されたのである。また、1994 年には労働基準法が改正され、法定労働時間が従来の原則週 48 時間

から原則週 40 時間に短縮された。もちろん、西欧の労働時間短縮が進んだ国に比べると、わが国の実

際の労働時間はまだまだ長いが、制度的には欧米諸国の標準に近づいたのである。 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 246 雇用システム 

／社会保障論 

従来あった、わが国特有の「日本型雇用システム」を３つ挙げ、それぞれを説明せよ。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

「日本的経営」を特徴づけ、戦後の経済発展を支えてきた、わが国特有の「日本型雇用システム」とし

て①終身雇用制、②年功序列型賃金、③企業別組合があった。 

①終身雇用制 

企業が新規学卒者を採用し、定年・退職まで長期間にわたりその身分や生活を保障する制度・慣

行のこと。とりわけ、大企業が熟練の労働者を定着させるために始め、企業内教育も含め、戦後の

1950 年代後半以降に普及した。しかし、今日から考えると、それが定着していた期間はそれほど長

くなく、実は「神話」に過ぎなかったという意見もある。 

②年功序列型賃金 

終学歴によって初任給が決まり、その後の賃金や昇給・昇進などの人ことが主に勤続年数によ

って決められる賃金体系のこと。こうした「年功給」は、上記の①終身雇用制と一体となって、新卒か

らの勤続者を優遇し、忠誠な職員を重用する傾向を生み出す場合が多い。 

③企業別組合 

欧米の職業別組合や産業別組合とは異なり、ひとつの企業にひとつの労働組合という組織化の

形態をとること。上記の①や②との相乗作用で、「うちの会社」という意識が浸透しやすく、当然、労

使協調路線に向かう傾向が強い。 

 

しかし、転職の増加、雇用形態の多様化、就業人口の高齢化など労働市場の構造変化、労働時間の

短縮や弾力化、産業構造の変化、さらに日本の企業を取りまく経営環境の変化などが相まって、1990 年

代年代以降、こうした日本型雇用システムは大きな転換期を迎えている。 

 

☞ #258 日本的経営 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 247 労働市場 

マクロ経済学／労働経済学 

現実の失業を観察すると、短期的な景気循環により変動する循環的失業だけではなく、経済が通常の

状態でも一定水準の失業が存在するという。このような失業を何というか。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

よく知られる失業の発生要因は、景気が悪化して需要不足の発生により物が売れなくなることによる雇

用の減少である。このような短期的な景気循環により発生する失業は「循環的失業」と言われる。一方、景

気変動とは関係なく経済が通常の状態でも失業は発生する。そのような失業は「自然失業（率）」と言われ

る。自然失業が発生する要因としては、(1)労働者が職種・場所・技術等の適合する職を探すのに時間が

かかり、求人企業とうまくマッチできないことから発生する摩擦的失業（frictional unemployment）。(2)労働

市場の構造特有の問題として、賃金がうまく調整されず求人数が求職者数を下回ることにより発生する構

造的失業（structural unemployment）、があげられる。 

以上にあげた失業はすべて、労働者が働きたくても働けず仕方がなく失業しているという意味で非自

発的失業（involuntary unemployment）と分類される。一方、失業率のデータには含まれないが、何らかの

理由で職探しをあきらめてしまう意欲喪失労働者等の自発的失業も少なからず存在する点に注意が必

要である。 

グラフ 日本における完全失業率の推移（1970 年～2011 年） 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 上のグラフで 2008 年後半から失業率が急上昇している原因は何か。 

2. 自然失業が発生する要因を 2 つ挙げよ。 



基礎知識 300  現代経済の諸問題 

# 248 コモンズの悲劇（資源経済） 

環境経済学／資源経済学 

「コモンズの悲劇」とは何か。 

  

【解説】 □解説ビデオクリップ  

「共有地（コモンズ）の悲劇」は、アメリカの生物学者ギャレット・ハーディン（アメリカ、1915～）が著した

考え方で、自己中心的な行為が、自分を含めた関係する全ての者を悲劇に導くというもの。 

それは次のように語られる。共同牧草地（共有地、コモンズ）を利用する個々の牧畜家はより多くの利

益を求めている。そこで、互いが他の牧畜家より一頭でも多くの家畜をこの共有地に放牧しようとする。し

かし、それが過剰放牧につながると、共有地の牧草は不足し、家畜はやせ細る。結果的にすべての牧畜

家は共倒れになり、「悲劇」を迎える。 

これは、資源に絡む経済行為について雄弁な教訓を示している。個々の経済主体が自己の短期的な

利潤獲得を目指すと、乱獲や過剰採取が行われ、地球大の資源の減耗
げ ん も う

を早めてしまう。そのため、地球

規模の資源管理や人口抑制策、排出物規制策が必要になるのである。 

入会
いりあい

権、温泉権、漁業権、水利権など。入会権は、集落の住民が慣行として集落が総有する山林原野

から収益（伐木、採草、キノコ狩り）を得る権利。温泉権は、住民たちの温泉利用に関する泉源・引湯路に

関する権利。漁業権は、特定の水面において特定の漁業を営むことができる権利。水利権は、河川や湖

沼の水などを排他的に取水利用できる権利。法的には漁業権や水利権は漁業法、河川法が定める公法

上の権利であるため、慣習上の入会権や温泉権とは性格が異なるとされる。 

 

参考文献：Garret Hardin 1968 "The Tragedy of the Commons." In Science 162, pp.1243-1248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. コモンズの悲劇を顕在化させないために、日本では、慣習的に公共財の利用を特定の人間や集団

に限定し、他者の利用を排除する制度や法律がある。具体的にはどのようなものか。 



基礎知識 300  現代経済の諸問題 

# 249 エネルギー政策課題 

／資源経済学 

エネルギー政策の課題として「トリプル E」あるいは｢3E のトリレンマ｣があげられる。これは何を意味して

いるかを説明しなさい。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

トリプル E の E は、Energy（エネルギー）、 Environment（環境）、 Economy（経済）の頭文字の“E”を 3

つ並べたものである。それぞれの“E”が意味することは、①エネルギーの安定供給、②環境保全、③経

済効率性、である。これら 3 つの目的を同時に達成したいというのが、日本を含む先進諸国が掲げるエネ

ルギー政策の課題である。 

しかし、これら 3 つの目的を同時に達成することは容易ではない。そのため、エネルギー問題のトリレン

マ（三重苦）とも言われている。トリレンマの構造は、次のように示される。 

例えば、「エネルギーの安定供給」だけを目的とするのであれば、国内に存在する石炭を利用したり、

紛争が少ない地域の北アメリカ産原油を輸入すべきである。しかしこれらは、他地域からの輸入品に比べ

て割高で、「経済効率性」を損なう。 

また、｢環境保全｣のためには、自然を利用した再生可能エネルギー（風力・太陽など）の導入を目指す

べきである。これらは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない。しかし,こうした再生可能エネ

ルギーによる発電コストは、化石燃料（石油・石炭・天然ガス）による発電や原子力発電に比べて、割高で、

なおかつ出力が風任せお天気任せであるため、電力の安定供給に寄与しない。 

一方、相対的に経済性の高い化石燃料についてみれば、石炭は温暖化ガスを大量に発生させるし、

石油は紛争の絶えない中東 OPEC に供給の大半を依存する。つまり、経済性を優先させようとすれば、

環境保全やエネルギー安定供給の目的を達成することが難しいというわけだ。 

こうした、エネルギー政策の課題を克服するために、次のような施策が導入される。対外的には、2 国

間や多国間にわたる資源外交、国際エネルギー機関などをベースとした国際協調。国内対策としては、

省エネルギー促進、石油代替エネルギーの導入促進、石油備蓄、資源開発支援、再生可能エネルギー

（新エネルギー）導入促進、エネルギー関連の技術革新への税財政支援、などがある。 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災・福島第 1 原子力発電所事故を経て、それまでの「原子力神話

（安全、安価、環境に優しい）」が崩れた。それでもなお、原子力発電は日本に必要だという主張が

ある。その論拠はどのようなものと考えられるか。 



基礎知識 300  現代経済の諸問題 

# 250 商品としてのエネルギー 

／資源経済学 

競争的なエネルギー市場では、エネルギーの価格は乱高下し易い。商品としてのエネルギーの特性を

踏まえて、その理由を述べなさい。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

商品としてのエネルギーの特性は、需要も供給も価格弾力性が極めて小さい。そのため、需給の多少

の変動（例えば、需要側では気温の変化、供給側では事故や戦争・ストライキによる生産の減少）でも、

価格は著しく変化することである。 

需要の価格弾力性が小さい理由は、エネルギーが①「必需品」であること、②代替財が少ないこと、③

エネルギー需要は派生需要であること（本来の目的を実現するために、否応なく生じる需要であること）、

などである。 

エネルギーは経済活動や社会生活に不可欠な財（必需品）である。そのため、価格が多少高くなって

も消費は容易に減らせないし、安いからと言って消費を増やすようなものでもない。また、代替財をみつ

けようにも、代替エネルギーを利用するためにはエネルギー消費機器を買い替えねばならず、短期的に

エネルギー源を変えることは不可能に近い。さらに、派生的な需要であるがために、テレビ番組をみたい

欲求のある人間に、電気代が高いからと言って、番組視聴を抑制させることは困難である。 

一方、供給の価格弾力性が低い理由は、化石燃料（石油・石炭・天然ガス）に見られるようにエネルギ

ー供給は自然を相手にした大規模投資を前提とした設備産業であるためだ。探査・開発には巨額な資

金が必要で、なおかつ生産までにリードタイムが長い。そのため、価格が高騰しているからといって、生産

量を増やすためには巨額の投資と相当の時間が必要である。逆に、価格が安くても、装置産業は能力一

杯の生産を持続しがちである。 

このため、短期的な需要や供給の変動（需要曲線や供給曲線の左右のシフト）が、両者の均衡価格を

大きく変動させることになる。 

 

☞ #036 需要の価格弾力性 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. エネルギー需要の価格弾力性を高める方法として、どのようなことが考えられるか。 



基礎知識 300  現代経済の諸問題 

# 251 埋蔵量 

／資源経済学 

枯渇性資源の「埋蔵量（Reserve）」の概念を整理し、「確認可採埋蔵量」とはどういうものかを説明しなさ

い。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

地下に眠る資源（例えば石油）の埋蔵量を正確に把握することは困難である。その理由は、全地球（と

りわけ極地や海底）の調査・探査が完了していないこと、現在の探査技術では発見できない埋蔵量も想

定されること、による。また、埋蔵量が確認されたとしても、現在の採掘技術と経済性を踏まえれば、抽出

できない量もある。そのため、一般に埋蔵量は大きく 2 つの視点から捉えられる。第一は存在の有無から

捉えたものであり、第二は抽出可能性から捉えたそれだ。 

第一の存在の有無から捉える場合、数値の不確さを踏まえて、埋蔵量は次のように整理される。①神

のみが知る（あるいは発見期待の）「究極埋蔵量（Ultimate Reserve）」、②将来的に探査が可能であると

考えられる「可探埋蔵量（Discoverable Reserve）」。③既に生産を開始している鉱山や油田のデータを基

に当該鉱区の埋蔵量を示す「確認埋蔵量（Proved Reserve）。この他に、確認埋蔵量に比べれば確度は

落ちるが、④「推定埋蔵量（Probable Reserve）、⑤「予想埋蔵量（Possible Reserve）」というものもある。 

一方、資源量の抽出可能性から埋蔵量を捉えると、(1)「原始埋蔵量（In-place Reserve）」と(2)「可採埋

蔵量（Recoverable Reserve）」に大別される。「原始埋蔵量」は、その鉱区や油層に存在する資源の総量

のことであり、「可採埋蔵量」は原始埋蔵量のうち現在の技術と経済性をもとに生産可能な量のことである。

石油の可採埋蔵量は、原始埋蔵量の 30％～40％（この値は「回収率」と呼ばれる）である。 

上で示した埋蔵量のうち、存在が確認され（確認埋蔵量）、なおかつ抽出可能な（可採埋蔵量）資源量

が「確認可採埋蔵量」と呼ばれる。「埋蔵量」といえば、この概念を示すことが一般的である。 

また、確認可採埋蔵量を生産量で除した値は、「可採年数」や「R/P（Reserve/Production）比」と呼ばれ

る。これは、当該資源があと何年もつかを示すが、それほど確たる値ではない。なぜなら、分母の生産量

は毎年変動するし、分子の確認可採埋蔵量も技術や経済性によって変わるからである。原油の確認可

採埋蔵量は、70 年代の石油危機以降現在までに 4 割近く増大した。その大部は、新たに大油田が発見

されたのではなく、回収技術等を踏まえた既存の確認可採埋蔵量の再評価によるものである。 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 1973 年の第一次石油危機の折、「石油はあと 30 年しか持たない」と言われ、世界がパニックに陥っ

た。それから 50 年近くたった現在、「石油は、あと 40 年は大丈夫」と言われる。どうしてこのようなこと

になるのか。 



基礎知識 300  現代経済の諸問題 

# 252 バックストップ・テクノロジー論 

／資源経済学 

W. ノードハウスが提唱した「バックストップ・テクノロジー論」とは、どういう理論か？ 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

エネルギー資源の主役は歴史とともに変化してきたし、これからもそうであろう。ある資源が物理的に有

限な枯渇資源であるとすれば、枯渇の程度に従って価格は上昇する。しかし一方で、その価格上昇が別

の新しい資源や技術に経済性を与えるようになる。例えば、石油を代替する石炭液化やガス液化（GTL）

はその有力候補である。こうした将来有望な代替技術や資源は「バックストップ・テクノロジー」と呼ばれ

る。 

このバックストップ・テクノロジーの存在に注目し、それが現在利用している資源の価格に影響を及ぼ

すことを理論的に示したのが W. ノードハウス（W. Nordhouse）である。彼は、ホテリングの定理(注)に則して、

現在資源の価格が割引率（金利相当）に従って年々上昇するとしても、その上昇は無限ではなく、天井

があるはずだ。その天井価格はバックストップ・テクノロジーの供給コストだ、と考えた。 

そこで、現在利用している資源の価格は、①バックストップ・テクノロジーに移行するまでの時間（代替

時期、現在使用している資源の可採年数）、②将来のバックストップ・テクノロジーの価格（コスト）、③割引

率（金利）によって決まる、と定式化された。つまり、 

)()1( tT
T

t r

P
P 


　
                     (1) 

ここで、Pt は現在の資源価格、PT がバックストップ・テクノロジーの価格、r は割引率である。また、T が

移行時期（枯渇性資源の代替時期）、t が現在時点とするため、（T-t）は以降までの経過時間（可採年数）

を示している。 

このバックストップ・テクノロジー論は、次のことを示唆している。現在利用している資源の価格を安く安

定的なものにしようというのであれば、①代替技術の開発努力を怠ることなく推進し、そのコストダウンを図

ること、②現在の利用資源の枯渇時期を遅らせること（それには確認可採埋蔵量の追加、現在の消費量

（＝生産量）の節約など）が重要である。 

（注）「ホテリングの定理」とは、枯渇性資源の価格は、①短期的には利権料と生産コスト（限界生産費）に依存し、②

長期的には割引率（金利相当）に従って上昇すること、をいう。 

【関連問題】 年    月    日 

1. ゴミ 終処分場の収容能力が限界に近づいているという。一方で、ゴミのリサイクル技術も利用され

るようになってきた。バックストップ・テクノロジー論を用いて両者の関係を捉えてみると、ゴミ処理コス

トはどのようになると考えられるだろうか。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題  

# 253 企業 

／現代産業論 

企業とは何か。会社とは何か。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ  

｢企業｣や｢会社｣という言葉が、私たちの目、耳、口に触れない日はない。しかし、それが何かを正確に

説明できる人は、多くないと思われる。企業といえば、すぐに会社が浮かんでくるが、それも株式会社をイ

メージすることが多い。企業は、個人企業･共同企業（八百屋やラーメン屋など）と法人企業（＝会社）に

大別される。大半を占める法人企業すなわち会社は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社に分か

れるが、株式会社が圧倒的な比重を占めている。 

それでは、企業とは何か。巨視的にみると「商品貨幣経済体制の下で、生産手段の所有と労働の分離

を前提として、営利を目的として追求する商品生産の経済単位」のことである。経営視点からは、「生産･

営利の目的で、生産要素を総合し、継続的に事業を経営すること。また、その経営主体」と捉えることがで

きる。 

私たちは、会社訪問など「会社」という言葉をよく口にする。会社とは何か。会社とは、「法人企業」のこ

とである。そうなると、「法人」とは何かもみておかねばならない。法人とは、「本来ヒトでないのに、法律上

ヒトとして扱われるモノ」である。法人は、ヒトとモノの二面性を持っている。法人は、契約関係を簡素化す

るために導入された法律上の仕組みであるが、ヒトとモノを峻別する近代市民社会の前提条件を揺り動か

しかねない面も内包している。法人は、社会による承認が不可欠で、「社会の公器」とみることができる。 

Corporate Social Responsibility は、CSR と呼ばれ「企業の社会的責任」と訳されている。食品から金融、

マスコミに至るまで、（法人）企業不祥事が内外で相次ぎ、マスコミで報道されない日はない程である。こう

した不祥事をきっかけにして、企業の姿勢を問い、その対応を新たな企業評価基準にしようとする社会の

動きに関心が高まっている。企業の社会的責任を求める声は、そうした流れの中から高まってきたもので

ある。CSR に明確な定義はないが、企業は利益追求するだけでなく、自らの活動が社会に与える影響に

責任を持ち、利害関係者（株主、経営者、従業員、取引先、消費者、地域住民）からの要求にも適切な対

応を図るべし、との趣旨が込められている。 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 法人がもつ二面性とは何か。 

2. 会社は、なぜ「社会の公器」といわれるのか。 

3. 企業の社会的責任とは何か。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題  

# 254 産業の 3 分法 

／産業組織論 

産業を第 1 次産業から第 3 次産業までに分類する手法を産業の 3 分法と呼ぶが、各産業はどのような

特徴を持っているか説明しなさい。また、日本経済において歴史的にどのような推移を経たか説明しな

さい。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ 
 

第１次産業：農林漁業 

第２次産業：鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業 

第３次産業：電気･ガス･熱供給･水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、

保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門･技術サービス業、宿泊業、飲食サ

ービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービ

ス事業、サービス業（他に分類されないもの）、公務（他に分類されるものを除く） 

 
1920 年代は、第 1 次産業と第 2 次産業の比重がほぼ同じであった日本経済は、1930 年代後半以降、

第2次産業の比重が高まる。これは、日中戦争から第2次世界大戦へと帝国主義に連動した軍需産業の

拡大が原因と考えられる。敗戦後、第1次産業の比重が高まるものの、高度経済成長期の到来とともに再

び第 2 次産業の比重が高まる。しかし、それも 1970 年代には終わり、これ以降はサービス産業化の進展

とあいまって第 3 次産業の比重がどんどん大きくなり、現在では GDP の 70％が第 3 次産業によって生み

出されている。 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. ペティー=クラークの法則とはどのようなものか説明しなさい。 

日本における産業構造の推移　（名目GDP構成比；1920年～2010年 但し、1950年までは国内純生産、国民純生産での構成比）
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基礎知識 300 現代経済の諸問題  

# 255 事業所・企業 

／企業経済論 

日本には現在、どのくらいの数の事業所が存在しているか。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ 
 

日本における事業所や企業の現状を知るための統計資料としては、総務省が公表する『経済センサス』

がある（以前は、『事業所・企業統計調査』として同様のデータが公表されていた）。その 新版『平成 21

年経済センサス』（2010 年 6 月公表）によると、2009 年時点で、全国に 604.3 万事業所（事業内容等が不

詳な事業所を除く）が存在している。 

都道府県別にみると、東京都が 69.4 万事業所（全国の 11.5％）で も多く、次いで大阪府の 45.0 万事

業所（同 7.4％）、愛知県の 34.5 万事業所（同 5.7％）、神奈川県の 31.5 万事業所（同 5.2％）と続く。東京

圏、大阪圏、東海圏の産業集積の状況を、このデータからも確認することができる。その一方で、鳥取県

の 2.9 万事業所（同 0.5％）、島根県の 4.1 万事業所（同 0.7％）、高知県の 4.2 万事業所（同 0.7％）、佐

賀県の 4.2 万事業所（同 0.7％）、徳島県の 4.2 万事業所（同 0.7％）が、事業所の少ない県といえる。 

産業別にみると、卸売業と小売業に属する事業所が 155.5 万事業所（全産業の 25.7％）、次いで宿泊業

と飲食サービス業が 78.1 万事業所（同 12.9％）、建設業が 58.4 万事業所（同 9.7％）、製造業が 53.7 万

事業所（同 8.9％）、生活関連サービス業と娯楽業が 51.5 万事業所（同 8.5％）と続く。逆に、鉱業、採石業、

砂利採取業が 0.3 万事業所（同 0.0％）、電気･ガス･熱供給･水道業が 0.9 万事業所（同 0.1％）、農林漁

業が 3.4 万事業所（同 0.6％）、複合サービス事業が 3.9 万事業所（同 0.6％）とこれら産業に属する事業

所は少ないことがわかる。 

経営組織別にみると、民営が 588.6 万事業所（事業所全体の 97.4％）、国、地方公共団体が 15.7 万事

業所（同 2.6％）である。民営の中で、個人経営が 246.6 万事業所（同 40.8％）、法人が 339.0 万事業所

（同 56.1％）であり、法人のうち株式会社が 296.5 万事業所（同 49.1％）、財団法人や独立行政法人のよう

な会社以外の法人が 38.6 万事業所（同 6.4％）となっている。日本に存在する事業所の約半分が民間の

株式会社形態の法人であり、残りのほとんどが民間による個人経営の事業所であるといえるであろう。 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. センサス（census）とはどのような意味か。 

2. 『経済センサス』を用いて、従業者の特徴を調べなさい。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 256 市場集中 

／産業組織論 

市場の集中度合いを測る指標にハーフィンダール指数というものがあるが、どのようなものか説明しなさ

い。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ 
 

ある産業を研究対象とする際に、その構造を知ることは研究の第一歩として重要なことである。そのた

めの も簡便なものは、当該産業に参加している企業数を数えあげることである。ミクロ経済学で学習す

るように、市場に参加する企業数の多寡は、その市場行動や市場成果に大きな影響を及ぼす可能性が

ある。企業数が多ければ完全競争市場に近い市場構造であり、逆に企業数が少なければ独占市場に近

い市場構造であるとの判断につながる。 

しかしながら、同じ企業数でも、巨大企業が 1 社存在する場合と、等規模の企業が並存している場合と

では、競争状況に違いが出てくるはずである。その違いを知るために、マーケット･シェア（市場占有率）と

いう指標が用いられる。ある企業の生産量を q とし、その産業全体の生産量を Q とすると、 

マーケット･シェア＝    
Q

q
　　  

で表される。日経産業新聞社『日経シェア調査』のような出版物には、主要な産業の企業ごとの実際のマ

ーケット･シェアが毎年示されている。これらを用いると、各産業の市場集中度とともに、当該産業の競争

状況の推移を検証することができる。 

産業の構造を知るための指標としてハーフィンダール指数（Herfindahl index）がある。これは、ある産

業に参加している企業数が n 社である時、 

ハーフィンダール指数＝s1
2＋s2

2＋s3
2＋･････＋sn

2 

で求められる。ここで si は当該産業における第 i 企業のマーケット･シェアを表す。マーケット･シェアの 2

乗和を求めることで、規模の大きな企業が参加していれば、そのハーフィンダール指数は大きな値となり、

この指数の大小だけで、市場集中度を適切に捉えることができる。 

例えば、A 産業の企業数は 4 社でマーケット･シェアが、90％、5％、3％、2％であれば、 

ハーフィンダール指数＝902＋52＋32＋22＝8138 

となる。これに対して、B 産業の企業数は同じ 4 社でマーケット･シェアが 28％、26％、24％、22％ならば、 

ハーフィンダール指数＝282＋262＋242＋222＝2520 

である。このように、同じ企業数であっても、市場構造の違いをハーフィンダール指数１つで適切に示すこ

とができる。公正取引委員会の Web サイトで、このデータを入手することができる。 

【関連問題】 年    月    日 

1. 累積集中度というのは、どのようなものか説明しなさい。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題 

# 257 工場 

／ものづくり経済論 

工場とは何か。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ 
 

一般的には、モノやサービスを生産する空間（場）、といえる。しかし、それだけでは工場の本質をとら

えきれているとはいえない。工場とは、「かなり多数の労働者が、同じときに、同じ空間（または同じ労働場

所）で、同じ種類の商品の生産のために、同じ資本家の指揮のもとで働く」ところである。 

イギリス産業革命期（18 世紀後半～19 世紀前半）に出現した工場は、「歴史的にも概念的にも資本主

義的生産の出発点」をなすものである。工場は、「協業の経済」が基本をなし、「規模の経済」やさまざまな

分業と有機的に結合して、以前にはなかったような「生産力の創造」空間として、工業社会の基軸をなし

てきた。 

工場といえば、巨大な設備が立ち並び、騒音や煤塵、汚水などを排出する 3K（汚い・きつい・危険）な

ところ、をイメージする人が少なくない。産業革命から 20 世紀後半に至るまで、そうした工場環境の時代

が長く続いたのも厳然たる歴史的事実である。しかし、1970 年代以降、世界一厳しいといわれた公害規

制法や石油危機を契機に、社会の監視や関心が強まり、公害防止技術や省エネ技術さらに電子制御技

術が進展するなか、工場のクリーン度や公開性が高まってきている近年の変容も見逃せない。 

21 世紀に入った今日、「工場萌え｣なる写真集まで登場するなど、工場が話題になる機会が増えてい

る。イメージアップや地域貢献のために、工場見学を受け入れ、より楽しめるよう工夫する企業も出てきた。

他方、生産停止した工場を、産業遺産として、地域の文化資源として再評価する動きもみられる。廃工場

を、芸術創造空間やイベント会場として、あるいは観光資源として活用するという試みが、欧米をはじめ日

本各地でもみられるようになってきている。 

工場は今や、ものづくり空間としてだけでなく、芸術創造や観光・交流空間としての意味を持ちはじめ

ている点が注目される。21 世紀は、ポスト（後）工業社会あるいは知識社会の時代といわれる。工業社会

の基軸をなしてきた工場も、大きな変容をみせはじめている。 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 工場見学や工場で働いた経験があるか。そのときと現在の工場イメージを比較してみる。 

2. 工場が（社会の主役として）登場するのはいつの時代か。 

3. 知識社会の工場はどう変わりつつあるか。情報通信技術を軸に考えて見る。 



基礎知識 300 現代経済の諸問題  

# 258 日本的経営 

／日本経済論 

「日本的経営」とは何か。 

 

【解説】 □解説ビデオクリップ 
 

「日本的経営」とは、日本企業に特徴的な経営慣行･方式を指す言葉である。「日本的経営」は、戦中

戦後に形成され、高度成長期には大企業を中心に幅広く見られるようになった。 

日本的経営を初めて評価したのは、ジェイムズ・アベグレン（James Abegglen）『日本の経営』（1958 年）

といわれている。それまでは日本企業の後進性とみなされていた3 つの側面、すなわち終身雇用（いわゆ

る長期安定雇用）、年功序列、企業内組合に再評価の光をあて、日本的経営の特長とみなした。 

1960 年代の高度成長期には、新卒を正規社員として一括採用し、定年まで長期雇用し、年功序列（勤

続年数と社内功績の積み上げ重視）によって社員の忠誠心を涵養
か ん よ う

し、企業別組合により労使協調を図る、

といった経営慣行･方式が、日本の大企業を中心に中堅企業にまで広がりをみせる。急速な設備拡張な

どに伴い各企業とも人材が払底するなか、優秀な人材を囲い込み経営拡大を進めていく推進力となった。

さらに、1970 年代の石油危機に対しては、「小集団活動」などを軸に全社上げての取り組みを促し、いち

早く石油危機を克服して 1980 年代の「日本の世紀」をもたらす。「日本的経営」は、そうした影の主役とし

て、内外の注目と評価を集めた。 

しかしながら、1990 年代以降はバブル経済が崩壊するなか評価も一転して、グローバリゼーションさら

にはアメリカナイゼーションの下で、雇用重視から株主重視への傾向が強まるなど、「日本的経営」離れ

が内外で進んだ。護送船団方式と呼ばれるなど裁量的な行政指導（見えない規制）を特徴とする戦後日

本型金融行政は、主要銀行の経営破綻
は た ん

などで行きづまり、ルール化･法制化による見直しを余儀なくされ

る。規制緩和が、金融だけでなく雇用慣行など各分野を巻き込んで進められた。非正規雇用の比率が急

速に高まるなか、格差と貧困も社会的問題となるなど、｢平等神話｣の崩壊も見逃せない。 

 

☞ #246 雇用システム 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 21 世紀の今日、「日本的経営」はどのように変容しているか。 

2. 「日本的経営」と対照をなす英米型経営の特徴は何か。 




