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アガルートアカデミー ■ 総まくり択一 1000 肢攻略講座

第１編　政治
問題1
■■■■■■
特区  
H24-26-1

ホッブズは，国家の権力を立法・行政・司法の三つに分け，それ
ぞれを異なる機関で運用させ，相互の抑制と均衡を図るべきだとす
る三権分立論を唱えた。

解答1　×× 本問の三権分立論を唱えたのは，モンテスキューである。ホッブズは，
自然状態を「万人の万人に対する闘争」状態だと定義した。人民は自己の
自然権である自己保存権を唯一の人間または唯一の合議体に移譲する契約
を人民相互に結び，主権をもった国家が設立されるべきだと説き，国家が
再び自然状態への戻る危険性を回避すべく，絶対王政を肯定した。

問題2
■■■■■■
特区  
H24-26-4

ルソーは，人民主権を論じ，議会を通した間接民主制を否定して，
全人民が直接政治に参加する直接民主制を理想の政治体制とした。

解答2　〇〇 ルソーは『社会契約論』において，全人民が直接政治に参加する直接民
主制を理想の政治体制であると説いた。

問題3
■■■■■■
国Ⅱ  
H20-48-A

「大統領は選挙人による間接選挙によって選出され，任期は４年，
三選は認められていない。国家元首であり，同時に行政府の長である。
全国民の代表として議会から独立して行政権を行使する。議会に対
する法案提出権がない代わりに教書を送付する権利があり，法案拒
否権をもっている。」という説明は，アメリカの大統領制に関するも
のである。

解答3　〇〇 アメリカ大統領は，国民から間接選挙で選出される国家元首であり，行
政の長である。アメリカの大統領制では厳格な権力分立が確立されており，
大統領は全国民の代表として権限を行使するが，法案提出権を有しておら
ず，その代わり，教書送付権と法案拒否権を行使することで抑制・均衡が
保たれている。

問題4
■■■■■■
国Ⅱ  
H20-48-B

「大統領は連邦会議によって選出され，任期は５年で，三選は認め
られていない。国家統合の象徴であるという性格が強く，また，国
家元首として，条約の締結，外交使節の信任・接受，連邦大臣・裁
判官・上級公務員の任命などの権限をもっている。」という説明は，
フランスの大統領制に関するものである。

解答4　×× 本問は，ドイツの大統領制に関するものである。フランス大統領は国民
から直接選挙で選出され，任期は５年であり，再選は１回まで認められて
いる。フランス大統領の選出においては，第１回投票でいずれの候補者も
過半数を取れなければ，上位２名の候補者による決戦投票が行われる。ま
た，フランス大統領は，国家元首として，国民議会の解散権のほか，首相
や閣僚の任免権など強大な権限を有する。

問題5
■■■■■■
特区  
H21-30-1

イギリスの議会は，上院と下院からなり，下院優越の原則が確立
しているが上院は違憲立法審査権をもっている。

解答5　×× イギリスの議会は，上院（任期終身の貴族院）と下院（任期５年の庶民院）
からなり，下院優越の原則が確立している。2009 年に最高裁判所が設置さ
れ，従来貴族院が有していた違憲立法審査権が，最高裁判所の権能とされ
ることとなった。

問題6
■■■■■■
特区  
H21-30-5

中国では，最高行政機関である国務院は，国家の最高権力機関で
ある全国人民代表大会の下におかれ，司法機関である最高人民法院
は，国務院の下におかれている。

解答6　×× 中国では，全国人民代表大会が最高の国家権力機関とされている。最高
国家権力の執行機関である国務院や，司法権を行使する最高裁判所にあた
る最高人民法院は全国人民代表大会の下におかれている。
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問題7
■■■■■■
国税 ・ 労基  
H20-46-2

二大政党制とは，二つの大政党が互いに政権の獲得・担当を争う
政党政治の形態である。議院内閣制の下では，政策の違いを出しや
すく，国民の選択の幅が広がるなどの長所がある一方，政権交代が
容易となるために政局が安定せず，政治責任の所在が曖昧になるな
どの短所がある。

解答7　×× 二大政党制とは，２つの大政党が政権の獲得・担当を争う政党政治の形
態である。もっとも，議会が内閣を選出・信任する議院内閣制における二
大政党制が，国民が直接行政府の長および政権担当政党を選ぶ大統領制に
おける二大政党制よりも政策の違いを出しやすくなるとは，必ずしもいえ
ない。また，二大政党制においては，政権交代が容易になるといわれてい
るが，必ずしも政局が安定しないわけではなく，二大政党のいずれかが政
権を獲得することから，政治責任の所在も明らかになるといえる。

問題8
■■■■■■
特区  
H25-26-3

政治資金規正法は，政治資金の収支の公開をはかり，政治活動の
公正を確保するために制定され，その後，同法の改正により企業・
団体からの政党への寄付は禁止された。

解答8　×× 1994（平成６）年，いわゆる政治改革四法の１つとして政治資金規正法
の改正が行われ，企業・団体からの寄付の対象を政党（政党支部を含む），
政治資金団体，資金管理団体に限定することとなった。すなわち，企業・
団体からの政党の寄付は禁止されていない。

問題9
■■■■■■
国般  
H25-40-3

圧力団体は，政府や行政官庁などに圧力をかけ，集団の固有の利
益を追求・実現しようとする団体であり，政党や労働団体がその例
である。そして，圧力団体の利益のために政策決定過程で影響力を
行使する議員がロビイストであり，我が国ではロビイストは族議員
とも呼ばれる。

解答9　×× 圧力団体とは，特定の集団の利益を図るべく政策決定機関や政策執行機
関に影響を及ぼそうとする団体のことをいい，経営者団体や労働組合がそ
の例とされている。もっとも，一般に，政党と圧力団体は区別されている。
圧力団体の利益のために政策決定過程で影響力を行使する議員のことを一
般にロビイストと呼ぶが，日本の場合，族議員と呼ばれる議員がロビイス
トに相当するものであるとされている。

問題10
■■■■■■
特区  
H23-25-1

選挙制度は，小選挙区制，大選挙区制，比例代表制に大別でき，
大選挙区制では，多数党が有利で政治が安定しやすいが，死票が多
くなり少数意見が反映されにくいという欠点がある。

解答10　×× 選挙制度は，小選挙区制，大選挙区制，比例代表制に大別することがで
きる。大選挙区制では，当選者が複数出ることから少数政党にも議席獲得
の機会があるといわれている。また，小選挙区制と比べ，死票の数も少な
くなるとされている。

問題11
■■■■■■
特区  
H23-25-4

衆議院議員選挙では，1994年，公職選挙法の改正により小選挙区
比例代表並立制が導入され，現在，小選挙区から289議席，ブロッ
ク単位の比例代表から176議席が選出されている。

解答11　〇〇 衆議院議員選挙では，1994 年の公職選挙法改正により，小選挙区比例代
表並立制が導入された。現在（2019 年３月），小選挙区から 289 議席，全
国を 11 のブロックに分けた比例区から 176 議席を選出することとされてい
る。

問題12
■■■■■■
特区  
H23-25-5

参議院議員選挙では，選挙区と比例区の両方に立候補する重複立
候補制は認められていない。

解答12　〇〇 重複立候補制とは，選挙区の立候補者が比例代表の候補者名簿に名を連
ねる立候補制のことである。日本の場合，衆議院議員選挙では重複立候補
が認められているが，参議院議員選挙では重複立候補が認められていない。

問題13
■■■■■■
特区  
H23-47-C

独立行政法人通則法に基づく独立行政法人制度は，イギリスのエ
ージェンシー制度をモデルとし，企画・立案と執行の分離という理
念の下に創設され，職員はすべて国家公務員としての身分を失った。

解答13　×× 独立行政法人制度は，イギリスのエージェンシー制度をモデルとし，企
画・立案と執行の分離という理念のもとに創設されたものである。独立行
政法人には，役職員が国家公務員の身分を有する「行政執行法人」と国家
公務員の身分を有しない「中間目標管理法人及び国立研究開発法人」があ
る。したがって，「職員はすべて国家公務員としての身分を失った」とは
いえない。
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