
 

 

Ⅰ（50点） 

採点基準 

問 1 26 点 

［生産の特徴］ 

1. サプライチェーンの特徴ⅰ（工業形態） 

（航空機製造業は）組立工業である（2 点） 

2. サプライチェーンの特徴ⅱ（立地場所） 

（最終組立）工場が集中して立地する（2 点） 

＊「工場が限られた場所に立地する」「工場が集約されている」でも可 

＊「集中する」は「集約されている」「所在する」「立地する」「ある」でも可 

3. サプライチェーンの特徴ⅲ（組立地） 

（工場は）アメリカ合衆国とフランスに立地する（2 点） 

＊「アメリカ合衆国」は「シアトル」「チャールストン」など，ボーイング社の組立工場がある都市名でも可 

＊「フランス」は「ドイツ」でも可 

 ＊「トゥールーズ」「ハンブルク」など，具体的にエアバス社の組立工場がある都市名でも可 

＊「アメリカ合衆国」「フランス」 

4. サプライチェーンの特徴ⅳ（国際分業） 

（航空機製造業は）国際分業体制がとられている（2 点） 

5. サプライチェーンの特徴ⅴ（国際分業の説明） 

（航空機製造業では）部品が世界（各国）から供給される（2 点） 

＊「世界各国」は「全世界」「先進国」でも可 

 ＊「日本」「韓国」など，具体的な国名を挙げても可 

6. サプライチェーンの特徴ⅵ（ヨーロッパの域内分業） 

ヨーロッパでは域内での部品調達が多い（2 点） 

＊「ヨーロッパ」は「EU」でも可 

＊「ヨーロッパは域内分業体制をとっている」などの表現でも可 

7. その他の生産の特徴ⅰ（安全性） 

（航空機は）高い安全性が求められる（2 点） 

＊「（航空機は）検査基準が厳しい」「（型式）証明の取得が厳しい」でも可  

＊「安全が（特に）重要である」などの表現でも可 

8. その他の生産の特徴ⅱ（技術力） 

（航空機には）高度な技術が求められる（2 点） 

＊「（航空機には）先端技術が使われている」でも可 

9. その他の生産の特徴ⅲ（長期間） 

（航空機は）完成までに（長い）時間を要する（2 点） 

＊「（航空機は）製造期間が長期間である」 

 ＊「製造」は「開発」でも可 

 ＊「期間」は「日数」でも可 



 

 

10. その他の生産の特徴ⅴ（開発費） 

（航空機は）開発費が高額である（2 点） 

＊「開発費」は「生産費用」でも可 

＊「高額である」は「高騰している」でも可 

11. その他の生産の特徴ⅵ（共同開発） 

（航空機産業では）共同開発が行われている（2 点） 

12. その他の生産の特徴ⅶ（軍需産業） 

（航空機製造は）軍需産業と関連が深い（2 点） 

＊「関連が深い」は「結びつきが強い」などの表現でも可 

13. その他の生産の特徴ⅷ（生産量） 

（航空機は）生産量が限られる（2 点） 

＊「限られる」は「少ない」でも可 

［販売の特徴］ 

14. 航空機販売の特徴ⅰ（受注販売） 

（航空機は）受注販売である（2 点） 

＊「受注生産である」でも可 

15. 航空機販売の特徴ⅱ（ユーザー） 

（航空機は）購入者が限られる（2 点） 

＊「（航空機は）航空会社が購入する」でも可 

 ＊「航空会社」は「軍」「官公庁」でも許容 

16. 航空機販売の特徴ⅲ（販売金額） 

（航空機は）販売金額が大きい（2 点） 

＊「（航空機は）高額である」などの表現でも可 

I. 1〜16 の加点の上限は 26 点とする 

 

 

問 2 12 点 

［開発停止の背景］ 

1. 国産ジェット旅客機の開発が停止された背景ⅰ（全機開発の経験） 

（日本では）全機開発の経験が乏しかった（4 点） 

＊「全機」は「完成機」でも可 

 ＊これがない場合は 2 点 

＊「経験」は「ノウハウ」「技術」でも可 

2. 国産ジェット旅客機の開発が停止された背景ⅱ（感染症） 

感染症が流行した（2 点） 

＊「感染症」は「（新型）コロナウイルス」「COVID-19」でも可 

 ＊「コロナ」でも許容 

3. 国産ジェット旅客機の開発が停止された背景ⅲ（旅客需要） 

旅客需要が縮小した（2 点） 

＊「旅客需要」は「航空需要」でも許容 



 

 

4. 国産ジェット旅客機の開発が停止された背景ⅳ（新造機需要） 

新造機の需要が減少した（2 点） 

＊「新造機」は「新鋭機」「新機種」でも可 

＊「新造機の需要が減少した」は「航空会社の採算が悪化した」でも可 

［航空機産業への影響］ 

5. 航空機産業に与える影響ⅰ（技術の蓄積） 

（航空機開発の）技術が蓄積されない（2 点） 

＊「技術」は「ノウハウ」「経験」でも可 

6. 航空機産業に与える影響ⅱ（下請け企業の採算） 

部品を供給する会社の採算が悪化する（2 点） 

＊「部品を供給する会社」は「部品メーカー」「下請け企業」「下請けメーカー」などでも可 

＊「採算が悪化する」は「経営に影響する」などの表現でも可 

7. 航空機産業に与える影響ⅲ（影響の伝播） 

（異業種への）技術的な波及効果が小さくなる（4 点） 

＊「他業種の技術的発展が抑制される」「技術の進歩が停滞する」でも可 

＊「技術的な波及効果」は「生産誘発額」でも可 

＊「技術的な」がない場合は 2 点 

I. 1〜4 の加点の上限は 6 点とする 

II. 5〜7 の加点の上限は 6 点とする 

III. 1 が(国産ジェット旅客機の開発が停止された)背景である，という関係でなければ，2 点減点 

IV. 2 が(国産ジェット旅客機の開発が停止された)背景である，という関係でなければ，2 点減点 

V. 3 が(国産ジェット旅客機の開発が停止された)背景である，という関係でなければ，2 点減点 

VI. 4 が(国産ジェット旅客機の開発が停止された)背景である，という関係でなければ，2 点減点 

 

問 3 12 点 

1. a 形態における完成機メーカー側の意図 

（高額な）開発費のリスクを分散できる（3 点） 

＊「開発費のリスク」は「開発のリスク」「販売のリスク」でも可（以下の加点要素でも同様） 

＊「分散」は「縮小」でも可 

2. b 形態における完成機メーカー側の意図 

開発の方針の決定権を持つ（3 点） 

＊「自社主導の開発ができる」「自社の方針で開発できる」でも可 

＊「収益を最大化できる」でも許容 

3. a 形態における部品メーカー側の意図 

開発に携わることができる，または 

収益を分担して受け取れる（3 点） 

＊1「開発に携わり」は「開発の方針に発言権を持ち」でも可 

＊1「携わる」は「参加する」でも可 

4. b 形態における部品メーカー側の意図 

開発費のリスクを回避できる（3 点） 



 

 

＊「回避できる」は「負わない」でも可 

  



 

 

Ⅱ（50点） 

採点基準 

問 1 20 点 

[都心部] 

1. 都心部の住民の人種・民族的属性の傾向 

（都心部の住民は）黒人やヒスパニック（，アジア系）が多い，という内容（2 点） 

＊「黒人」「ヒスパニック」のうち，1 つだけ挙げたものは 1 点 

＊「黒人やヒスパニック」は「人種・民族的マイノリティ」でも許容 

＊「黒人」は「アフリカ系」などの表現でも可 

2. 都心部の住民の所得水準の傾向 

（都心部の住民は）貧しい人が多い，という内容（2 点） 

＊「所得水準が低い」などの表現でも可 

3. 都心部の住民の居住形態の傾向 

（都心部の住民は）集合住宅に居住することが多い，という内容（2 点） 

＊「集合住宅」は「アパート」「アパートメント」「アパートメントハウス」などの表現でも可 

4. 都心部の住民の通勤形態の傾向 

（都心部の住民は）公共交通機関を利用することが多い，という内容（2 点） 

＊「公共交通機関」は「地下鉄」「メトロ」「サブウェイ」「バス」などの表現でも可 

5. 都心部の政治的態度 

（都心部は）民主党への支持が（非常に）強い，という内容（2 点） 

＊「民主党」は「民主党指名候補」でも可 

[郊外] 

6. 郊外の住民の人種・民族的属性の傾向 

（郊外の住民は）白人が多い，という内容（2 点） 

＊「白人」は「非ヒスパニックの白人」でも可 

7. 郊外の住民の所得水準の傾向 

（郊外の住民は）裕福な人が多い，という内容（2 点） 

8. 郊外の住民の居住形態の傾向 

（郊外の住民は）戸建て住宅に居住することが多い，という内容（2 点） 

＊「戸建て住宅」は「一軒家」「一戸建て住宅」でも可 

9. 郊外の住民の通勤形態の傾向 

（郊外の住民は）自家用車を利用することが（比較的）多い，という内容（2 点） 

10. 郊外の政治的態度 

（郊外は）共和党への支持が（比較的）強い，という内容（2 点） 

＊「共和党」は「共和党指名候補」でも可 

 

問 2 12 点 

1. ブルックリン区北部の再開発の特徴ⅰ（一般的な特徴） 



 

 

（ブルックリン北部では）ジェントリフィケーションが進んだ，という内容（2 点） 

＊「地区が高級化した」でも可 

2. 再開発以前の土地利用や建物 

（ブルックリン北部には）再開発以前は老朽化した工場や倉庫が集積していた，という内容（2 点） 

＊「再開発以前は」は「かつては」などの表現でも可 

＊「老朽化した」は「使われていない」でも可 

＊「工場」「倉庫」はどちらか一方でも可 

＊「集積していた」は「集まっていた」「立地していた」などの表現でも可 

＊「ウォーターフロントであった」でも許容 

3. ブルックリン区北部の再開発の特徴ⅱ（建物の再利用） 

（ブルックリン北部では）（既存の建物を）改装して利用することが多い，という内容（3 点） 

＊「改装」は「改修」でも可 

4. 新たに流入した住民の職業的属性 

（ブルックリン北部に）アーティストが（多く）流入した，という内容（3 点） 

＊「アーティスト」は「芸術家」「音楽家」「創作活動家」でも可 

＊「手工業者」でも可 

5. ブルックリン区北部の再開発の特徴ⅲ（文化的活動） 

文化的な活動が盛んになった，という内容（2 点） 

＊「文化的な活動」は「文化活動」「創造的活動」などの表現でも可 

 

問 3 18 点 

[図Ⅱー2 の陸橋] 

1. 陸橋が妨害した行動 

（陸橋は）乗合バスに乗ってビーチに移動することを妨害した，という内容（4 点） 

＊「乗り合いバス」「ビーチ」のいずれかがない場合は 2 点 

＊「乗り合いバス」は「バス」でも許容 

＊「ビーチ」は公園でも可 

2. 陸橋が排除した対象 

（陸橋は）自家用車を所有しない人を排除した，という内容（3 点） 

＊「自家用車を所有しない人」を「貧しい人」とした場合は 1 点 

3. 陸橋が排除した対象の主な人種的属性 

（陸橋が排除した対象の多くは）黒人であった，という内容（2 点） 

＊「黒人」は「ヒスパニック」では不可 

[図Ⅱー3 のベンチ] 

4. ベンチが妨害する行動 

（ベンチは）（座席の仕切りによって）横になって眠ることを妨害する，という内容（4 点） 

＊「横になる」「眠る」のいずれかがないものは 2 点 

＊「横になる」は「横たわる」などの表現でも可 

＊「眠る」は「休む」「夜を越す」でも可 

5. ベンチが排除している対象 



 

 

（ベンチは）ホームレスを排除している，という内容（3 点） 

＊「ホームレス」を「貧しい人」とした場合は 1 点 

6. ベンチが排除している対象の主な人種的属性 

（ベンチが排除している対象の多くは）黒人やヒスパニックである，という内容（2 点） 

＊「黒人」「ヒスパニック」のいずれかがない場合は 1 点 

＊「黒人」は「アフリカ系」などの表現でも可 

  



 

 

Ⅲ（50点） 

採点基準 

問 1 13 点 

1. パキスタンの新首都の名称 

イスラマバード（2 点） 

2. 首都移転の要因ⅰ（気温） 

カラチはイスラマバードと比べると，年間を通して高温である（3 点） 

＊「カラチはイスラマバードと比べると」など，対比する表現がない場合は 2 点 

＊「高温である」は「気温が高い」「酷暑である」でも可 

＊「夏季に特に高温となる」「夏季に熱波が生じる」でも可 

＊「イスラマバードはカラチより，酷暑となる時期が少ない」でも可 

 ＊「酷暑となる時期が少ない」は「冷涼な時期が長い」「暑い時期が短い」でも可 

3. 首都移転の要因ⅱ（洪水） 

カラチはイスラマバードと比べると，洪水の被害が大きい（3 点） 

＊「カラチはイスラマバードと比べると」など，対比する表現がない場合は 2 点 

＊「洪水」は「高潮」「水害」「浸水被害」でも可 

＊「イスラマバードはカラチより洪水の被害が少ない」でも可 

4. 地理的位置 

カラチは沿岸部に，イスラマバードは内陸部に位置する（3 点） 

＊「沿岸部」は「河口付近」「河口部」でも可 

＊「アラビア海に面していて」などの表現でも可 

＊「内陸部」は「丘陵地域」「高地」でも可 

＊「カラチ」と「イスラマバード」のいずれかにしか言及がない場合は 2 点 

5. 洪水の被害が大きい要因 

（カラチは）夏季にサイクロンが発生する，または 

（カラチは）インフラが未発達である，または 

（カラチは）雨が地下に浸透しない地質である，または 

（カラチは）衛生環境が劣悪である（2 点） 

＊1「サイクロン」は「熱帯性の豪雨」「熱帯低気圧」「モンスーン」でも可 

＊1「夏季」は「夏の短期間」「雨季」でも可 

＊2「排水設備が不十分である」「生活環境が整っていない」でも可 

＊3「粘土質の土地である」「硬い地盤が広がる」でも可 

＊4「疾病が広まりやすい」「感染症の蔓延につながる」でも可 

 

 

問 2 7 点 

1. バロチスタン解放軍が中国人を狙う理由ⅰ（中パ間の関係） 

中国がパキスタン政府と（密接に）結びついている（3 点） 



 

 

＊「中国がパキスタン政府に支援している」でも可 

2. 中国がパキスタンを支援する理由 

中国が一帯一路構想の実現を図っている（2 点） 

＊「一帯一路」は「CPEC」「中国パキスタン経済回廊」でも可 

3. バロチスタン解放軍が中国人を狙う理由ⅱ（バロチスタンの開発） 

中国の支援はバロチスタンの利益とならない，または 

中国の支援はバロチスタンに悪影響を与える（2 点） 

＊1「パキスタンへの金銭的な還元が少ない」「バロチスタンの国内での立場を弱める」などの表現でも可 

＊2「中国が軍事的な支援を行なっている」でも可 

＊「軍事的な支援」は「兵器の提供」「武器の輸出」でも可 

＊「中国の支援」は「港湾整備」「交通網の整備」「グワダル港の整備」でも可 

 ＊「発電施設の建設」「交通インフラの整備」「パイプラインの敷設」「石油資源輸送路の開拓」でも可  

I. 1 が（中国人がバロチスタン解放軍に狙われる）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

II. 3 が（中国人がバロチスタン解放軍に狙われる）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

 

問 3 12 点 

1. パキスタンの公用語の名称 

ウルドゥー語（2 点） 

2. 公用語の変更が命じられた理由ⅰ（社会的分断） 

国民の（社会的）分断を解消する（2 点） 

＊「国民の社会的分断」は「言語における不平等」「言語的アパルトヘイト」でも可 

 ＊「言語により国民が（社会的に）分断されていた」でも可 

＊「国民の政治参加を促進する」「民主的な政治を実現する」でも可 

3. 公用語の変更が命じられた理由ⅱ（英語の普及率） 

英語は高等教育を受けた国民しか話せない（2 点） 

＊「高等教育を受けた国民」は「エリート」「（教育環境に恵まれた）一部の国民」でも可 

＊「英語は地域によっては普及していない」などの表現でも可 

4. 公用語の変更が命じられた理由ⅲ（ウルドゥー語の普及率） 

ウルドゥー語を大半の国民が話すことができる（2 点） 

＊「大半の国民が」は「民族に関係なく」「教育水準に関係なく」などの表現でも可 

5. ウルドゥー語がパキスタン国内で担う役割ⅰ（国民統合の象徴） 

（ウルドゥー語は）国民統合の象徴とされた（2 点） 

＊「国民統合の象徴」は「イスラム教民族の象徴」「イスラム文化の象徴」でも可 

＊「ウルドゥー語は国語に採用された」でも可 

6. ウルドゥー語がパキスタン国内で担う役割ⅱ（共通言語） 

（ウルドゥー語は）（多様な民族間の）共通言語となっている（2 点） 

＊「他民族同士のコミュニケーションに用いられている」などの表現でも可 

I. 2 が（公用語の変更が命じられた）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

II. 3 が（公用語の変更が命じられた）理由である，という関係でなければ，1 点減点 

III. 4 が（公用語の変更が命じられた）理由である，という関係でなければ，2 点減点 



 

 

IV. 5 が（公用語の変更が命じられた）理由である，という関係でなければ，1 点減点 

 

問 4 18 点 

1. パキスタンからの出稼ぎが多い背景ⅰ（人口構成） 

若年層（の人口）が多い（2 点） 

＊「労働者人口が多い」でも可 

2. パキスタンからの出稼ぎが多い背景ⅱ（国内要因） 

国内産業が未熟である，または 

外国企業の参入が少ない，または 

国内の労働力需要が低い，または 

貧困を改善できる，または 

（国内よりも）高い所得を得られる，または 

外貨獲得につながる（各 2 点，最大 4 点） 

＊1「未熟である」は「国際競争力が低い」「採算性が低い」でも可 

＊2「外国企業」は「外国資本」「外資」でも可 

＊2「参入が少ない」は「誘致に成功していない」などの表現でも可 

＊3「雇用機会が少ない」「低賃金労働が中心である」でも可 

＊4「貧困率の低下につながる」「貧困状態からの脱却になる」でも可 

 ＊「経済格差の是正」「所得格差の是正」でも可 

＊5「高所得」は「高収入」などの表現でも可 

3. パキスタンからの出稼ぎが多い背景ⅲ（出稼ぎ先の国） 

（出稼ぎ先は）アラブ諸国である，または 

（出稼ぎ先は）イスラム教圏の国が多い（2 点） 

＊1「アラブ諸国」は「中東諸国」でも可（以下の採点要素でも同様） 

＊2「イスラム教が多い」は「イスラム国家である」でも可 

4. パキスタンからの出稼ぎが多い背景ⅳ（国外要因） 

出稼ぎ先の文化に馴染みやすい，または 

出稼ぎ先が近い，または 

出稼ぎ先の労働力需要が高い（各 2 点，最大 4 点） 

＊「出稼ぎ先」は「アラブ諸国」「イスラム国」でも可（以下の採点要素でも同様） 

＊1「出稼ぎ先と似た文化である」「出稼ぎ先と同じ宗教である」でも可 

＊2「近い」は「地理的に近距離である」「他の先進国よりも近い」でも可 

＊3「労働力需要の高い」は「所得水準の高い」「経済的に発展した」「低賃金労働力の需要がある」でも可 

［出稼ぎ人数の推移］ 

5. 出稼ぎ人数の推移の特徴  

（出稼ぎは）（全体として）減少傾向にある（2 点） 

＊「減少傾向にある」は「減少を続けている」「人数の低下が見られる」などの表現でも可 

＊「アラブ首長国連邦とサウジアラビアでは特に減少している」でも可 

6. 出稼ぎ人数が減少している背景ⅰ（出稼ぎ先） 

石油価格が低下した，または 



 

 

建設業の雇用が減少した，または 

労働力の自国民化が起こっている（2 点） 

＊1「石油価格」は「原油価格」「原油の国際価格」でも可 

＊1「低下」は「急落」「急降下」「低迷」でも可 

＊2「建設業の雇用」は「建築プロジェクト」「巨大建設計画」でも可 

＊2「建設ラッシュが止まり，労働力需要が低下した」などの表現でも可 

＊3「出稼ぎ先が自国の労働者を守った」でも可 

＊3「労働力の自国民化」は「自国民雇用の促進」「外国人雇用の制限」でも可 

＊「サウディゼーション」「エミラティゼーション」でも許容 

7. 出稼ぎ人数が減少している背景ⅱ（パキスタン） 

高技能労働者が少ない，または 

職業訓練施設が不十分である（2 点） 

＊1「高所得産業従事者が少ない」「低技能労働者が多い」「肉体労働者が多い」などの表現でも可 

＊2「職業訓練施設」は「職業訓練」「職業訓練プログラム」でも可 

＊2「職業訓練の質が低い」「高い職業技能を習得できない」「教育水準が低い」などの表現でも可 

I. 1 が（パキスタンからの出稼ぎが多い）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

II. 2 が（パキスタンからの出稼ぎが多い）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

III. 3 が（パキスタンからの出稼ぎが多い）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

IV. 4 が（パキスタンからの出稼ぎが多い）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

V. 6 が（出稼ぎ人数が減少している）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

VI. 7 が（出稼ぎ人数が減少している）理由である，という関係でなければ，2 点減点 

 


