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NEWS COMMENTARY 

1．現代の専制的独
裁政権 
隣国北朝鮮で金日成一族によ

る政権継承が行われたが，この

国の持つ特徴と現代日本の政

治状況を対比的に捉えてみた。 

4．地方の乱～二元
代表制の行方～ 
「決められない政治」が続く国

政を尻目に，「名古屋の乱」「大

阪維新」など地方政治で沸き起

こる動き。“二元代表制”にお

ける議会の役割を考えたい。 

 

 
各問の解答 

・現代の専制的独裁政権 ② 
・国籍法        ① 
・教育委員会制度    ③ 
・地方の乱 
～二元代表制の行方～ ② 

・国際収支       ③ 

 

第 11号 

2．国籍法

大阪府議会で教育行政基本条
例が3月 23日に成立し，戦後
教育の柱である行政委員会と
しての教育委員会制度が注目
されている。その意義や仕組
みについて概説する。 

3．教育委員会制度
 

 
 
経常収支の動向は，貿易立国日

本の将来に大きな影響を与え

る。その 新の動きと国債消化

問題にもふれた。 

5．国際収支 

国籍に関する問題は，基本的

人権を考える際に避けては通

れない。ここでは 近の話題

をいくつか取り上げた。 

 

 

※それぞれプリントしてお使いいただけるよう，ページ番号は付しておりません。 
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現代の専制的独裁政権 

北朝鮮の政権 

2011 年 12 月 19 日，朝鮮中央テレビは朝鮮民主主義

人民共和国（北朝鮮）の 高指導者・金正日氏が死亡し

たと報じた。これを受けて，日本のメディアは，かねて

から金正日の後継者とされてきた三男金正恩氏を正当な

後継者として取り上げた。初代 高指導者・金日成には

じまる三代の血統による権力の継承である。むろん，こ

うした血統による権力継承への批判に対し，北朝鮮の公

式見解は， 高指導者に もふさわしい人物を探したと

ころ，それが金正日であり金正恩だったというのである。 

このように見ていくと，専制的独裁政治とは，大衆操

作を重要な手法としながら，個人あるいは集団が民意を

受けたとして自らの権力を正当化しながら行う，恣意的

な政治ということができる。 

アリストテレスの国家観 

アリストテレスは，その著『政治学』において国家

の形態を三つに分類している。一つは一人の人間によっ

て統治される<王制>，次に一人以上の人間によって統治

される<貴族制>，さらに大衆によって統治される<国制>

である。そして，これらの国家の堕落形態として，<王制>

は<専制君主制>，<貴族制>は<寡頭制>，<国制>は<衆愚制>

があるとしている。どの国家形態が優れたものかを考察

したアリストテレスは，優れた少数者による独裁的な国

家よりも，多数者による民主的な国家の方がよりバラン

スのよい国家になると考えていた。 

われわれ日本人が北朝鮮の権力交代劇に他の国以上に

関心を寄せるのは，かつて日本が植民地支配を行った国

だというだけではなく，北朝鮮が拉致問題やミサイル発

射あるいは核開発など，隣国として関心を持たざるをえ

ない問題を次々に突きつけてくるからである。しかも，

何よりも大きな要素は，北朝鮮がベールに包まれた国情

不明の国で，金日成一族と朝鮮労働党による独裁的な政

治が行われ，多数の民衆が苦境を強いられているとされ

る点である。 

このアリストテレスの分類によると，北朝鮮の政権は

<専制君主制>と<衆愚制>を併せた国家と見ることができ

る。すなわち，血統主義的な金日成一族と朝鮮労働党に

よる専制政治と，徹底した情報管理とプロパガンダ（政

治的宣伝）によって民衆を操り，それに対する批判を圧

力によって封じ込める独裁政治とが，その裏側に悪しき

ポピュリズムである衆愚制を潜ませているのである。 

専制的独裁政権の特徴 

専制的独裁政治とは，個人や集団が単独で専制的な

権力を行使する政治のことである。ただし，専制政治と

独裁政治は異なる。前者は，支配者の恣意によって行わ

れる政治で，支配層と被支配層との間には分断がある。

ところが後者は，制度的には民衆の政治参加を前提とし，

権力への道は民衆にも開かれているのである。古代のオ

リエント諸国家や近世ヨーロッパの王政，および中国の

歴代王家による政治は専制政治である。また，第二次大

戦期のイタリアのファシストやドイツのナチスなどの政

治は，民衆の支持の上に成り立った権力なので独裁政治

といえる。 

現代日本の政治状況 

日本は国民主権を憲法の柱の一つとする民主国家で

ある。しかし，2009 年の政権交代以降，大震災や原発問

題によって日本社会は混乱をきわめている。そして，こ

の状況を打開すべき政治も混迷をきわめ，与野党が共に

有効な手立てを見せないままに政治が空転している。こ

うした状況の中，注意すべきは，この混乱や混迷を一気

に好転させることができるかのような幻想を国民に与え

て，政権奪取を図ろうとする勢力が登場しやすいという

ことと，民衆もこれに迎合しようとする危険性が高まる

ことである。一人ひとりが，理性的な批判力をもった市

民であることが，今ほど重視されている時代はない。 

次にその特徴であるが，まず専制政治というのは，王

や貴族といった特定の支配層が行う政治であるため，彼

らの恣意や勝手がそのまま政治に反映される。裏を返せ

ば，政治への民衆の批判が通じない政治なのである。一

方，独裁政治というのは特定の個人や集団による政治で

あるが，民衆の支持の上に成り立っているので，民衆の

動向に敏感になる。ところが，その民衆の支持を得るた

めに情報を秘匿したり，歪めたり，誇大な言葉や激しい

言葉で煽ったりすることを常套手段とする。その点で，

独裁政治は民衆の情緒や感情に依拠するポピュリズムと

裏表の関係にあると考えられる。 

 
問 国家や法律に関するアリストテレスの思想につい
て述べた文として適当でないものを，次の①～④のう
ちから一つ選べ。 
① 国家が成立するためには，互いに善さを与え合う
友愛の徳が必要である。 

② 国家統治にあたる人は，国民にとって何が幸福で
あるかを求め続ける愛知者であるべきである。 

③ 国家の秩序維持には，法律の遵守を迫る全体的正
義と，公平さを実現する部分的正義が必要である。 

④ 人間は単独では生きてはいけず，国家や社会が必
要な動物である。   
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国 籍 法 

横綱白鵬はすでに20回以上の優勝を達成しているが，

将来親方として日本相撲協会に残るには日本国籍を取得

することが必要である。東京ヴェルディ 1969 所属でブ

ラジル出身のジョジマール選手も日本国籍取得を希望し

ていると報じられている。かつて日本国籍を取得し，日

本代表となったサッカー選手はラモス瑠偉さんなどがい

る。 

はじめに 

リカちゃん人形は，父親はフランス人だが香山家の

婿養子になったので日本国籍だそうである。北海道日本

ハムファイターズからポスティングシステムによって大

リーグのテキサス・レンジャーズに入団したダルビッシ

ュ有投手は，北京オリンピック出場が一つの契機となっ

て二重国籍を解消し，日本国籍を選択した。このように

国籍をめぐる話題には事欠かない。今年に入って米国出

身の日本文学者ドナルド・キーンさんが日本国籍を取得

したことも記憶に新しい。そして，海外で出生した日本

国籍を持つ子どもは 3 か月以内に所定の手続きをしなけ

れば日本国籍を失うという現行法の規定は違憲ではない

かという訴訟に対し，2012 年 3 月 23 日，現行法の規定

は合憲であるという判決を東京地方裁判所が出した。以

下では国籍に関するいくつかの問題を解説する。 

二重国籍について 

ダルビッシュ有投手は，父親がイラン人であり，イ

ラン国籍と日本国籍の二つの国籍を保有していた。日本

の国籍法第14条では「外国の国籍を有する日本国民は，

外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に

達する以前であるときは二十二歳に達するまでに…いず

れかの国籍を選択しなければならない」と規定されてい

る。ダルビッシュ投手は 2008 年に日本国籍を選択し，

同年野球日本代表として北京オリンピックに出場した。 国籍とは 

日本は「血統主義」（父母の国籍によって子どもの国

籍が決まるという考え方。これと異なるものとしてはア

メリカ合衆国などが採用する「出生地主義」がある）を

採用している。さらに，出生時に父か母が日本国籍を保

有していれば，その子どもは日本国籍を取得できるとい

う考え方（父母両系主義）を 1985 年から導入した。 

 ダルビッシュ投手は，社会貢献活動の一つとして出身

地である大阪府羽曳野市に，1 勝をあげるごとに寄付を

する活動も実践し，市立の中央図書館にはダルビッシュ

コーナーが設けられ，スポーツ関係の本が置かれている。

さらに数年後には野球場の建設も計画されている。この

ような活動によって多くの少年達に夢を与えている。 

無国籍とは それ以前は，父系血統主義を採用し，結果としてアメ

ラジアン（アメリカ人を父とする子ども）が，生まれた

後父親が行方不明となったりした場合に無国籍になって

しまうという事例が特に沖縄で多くみられた。そうした

事態を解消するため，また同時に 1981 年女性差別撤廃

条約が発効したことを背景として改正が実施された。 

 無国籍ネットワークのホームページによると，2010

年の日本の外国人登録統計では，「無国籍者」として

1,234 人が登録されている。しかし，実際にはこの数字

以上の無国籍者がいると考えられている。日本で生まれ

た難民 2 世，タイで生まれて日本に渡ってきたベトナム

難民 2 世などがいる。健康保険，年金，生活保護などの

社会保障が全く受けられない状態におかれることになっ

ている。世界全体では 1,000 万人を超える人々がこうし

た無権利状態にある。UNHCR（国連難民高等弁務官事

務所）は，こうした無国籍者の削減と有効な国籍を取得

するのを助ける任務を負った国際機関である。 

また，2008 年 6 月 4 日， 高裁は，国籍法第 3 条に

規定されている婚姻の有無を条件とする子どもの国籍取

得について憲法第 14 条 1 項の平等規定に反するという

違憲判決を出した。この判決を受けて 2009 年から婚姻

の有無の条件は規定から外された。 

日本国籍取得の条件 

日本国籍取得の条件として，①日本に 5 年以上生活

していること。②20 歳以上で出身国でも成人年齢に達し

ていること。③素行が善良であること。④生活に困らな

い収入や資産があること。⑤憲法を遵守し，暴力で日本

政府を破壊するといった主張をしないこと。さらに一定

の日本語能力が求められる。日本への帰化を法務局に申

請し， 終的には法務大臣が許可する。名前は，漢字・

ひらがな・カタカナのどれかで申請すればよい。 

 
問 日本の国籍法の内容について述べた文として適当

でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 出生地主義を採用している。 
② 1985 年，父母両系主義への改正が施行され，母親

が日本人であれば日本国籍が与えられる。 
③ 無国籍者は，様々な理由によって世界中に存在す

る。 
④ 日本に 5 年以上生活していることが日本国籍取得

のための条件の一つである。 
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教育委員会制度 

はじめに 
3 月の大阪府議会で大阪府教育行政基本条例（教育条

例）が成立した（4 月 1 日施行）。条例では，教育目標を

含む教育振興基本計画は，府知事が府教育委員会と協議

して作成し，委員会が反対しても知事の意向を優先させ

るとした。また，知事の教育委員罷免権なども明記され

た。しかし，この罷免権については教育基本法や地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）に抵触

するのではないかとの意見もある。 

行政委員会 

教育委員会は，「行政委員会」の一つである。行政委

員会は，行政の民主化などのために，19 世紀末からアメ

リカで発達した制度で，戦後の日本に導入された。行政

委員会は，内閣・大臣・首長から独立した地位を持ち，

複数の委員によって職権を行使する合議制の機関である。 

その設置基準は，①政治的中立性を保つ必要のある分

野（人事院，人事委員会［地方］，公安委員会［国家，地

方］，教育委員会［地方］など），②公正・迅速な裁決を

必要とする分野（公正取引委員会など），③多様な利害の

調整を目的とする分野（中央・都道府県各労働委員会な

ど），④専門的知識を必要とする分野（公害等調整委員会）

など多岐にわたるが，形骸化しているものも見られる。 

教育委員会制度の意義 

教育委員会は，生涯学習，教育，文化，スポーツ等

の幅広い施策を展開する行政委員会として，都道府県及

び市町村等に置かれている（組織・運営は地教行法に規

定）。教育委員会制度には次のような意義があるとされる。  

①政治的中立性の確保…教育内容の中立公正が重要なた

め，教育行政でも，政治的中立性を確保する必要がある。 

②継続性，安定性の確保…特に義務教育は，一貫した方

針の下で，安定的に行われる必要がある。 

③地域住民の意向の反映…教育は，専門家のみではなく，

広く地域住民の意向を踏まえて行われる必要がある。 

地方教育行政に求められるもの 

このような意義を満たすために，地方教育行政につ

いて次のような要請にこたえることが求められている。 

①首長からの独立性…教育の中立性，継続性，安定性を

確保するには，首長から独立した機関を置いて，首長へ

の権限の集中を防止することが必要である。 

②合議制…中立的な意思決定を行うには，独任制ではな

く種々の社会的地位の委員による合議制が必要である。 

③住民による意思決定…広く地域住民の意向を反映した

教育行政の実現には，素人である住民が専門的な行政官

で構成される事務局を指揮監督することが必要である。 

教育委員会制度の仕組み 

教育委員会制度の仕組みは以下のような内容である。

①教育委員会は，教育行政における重要事項や基本方針

を決定。それに基づいて教育長が具体の事務を執行。 

②月1～2回の定例会，臨時会や非公式の協議会の開催。

③教育委員は，地方公共団体の長が議会の同意を得て任

命。原則 5 人。任期は 4 年で，再任可。委員の身分保障。

④教育長は，教育委員のうちから教育委員会が任命。 

教育委員会制度の現状と課題 

戦後，教育制度の抜本改革の一環として地方教育行

政制度について 1948 年「教育委員会法」が制定され，

教育委員会制度が導入された。教育委員会は，議案や予

算案の提出権をもち，教育委員の公選制が採用された。 

しかし，教育委員の公選を通じ教育委員会に政治的対

立が持ち込まれるなどの弊害が指摘されるようになり，

政治的中立性の確保と一般行政との調和を目的として，

1956 年に教育委員会法に替えて，地教行法が制定された。 

教育委員の選任については，公選制が廃止され，首長

が議会の同意を得て任命することとされた。その後も地

方分権一括法によるものや委員会の活性化に向けたもの

など数次にわたり改正が行われてきた。また，2006（平

成 18）年に初めて教育基本法が改正されたが，その論議

の過程でもさまざまな観点から次のような課題が指摘さ

れてきた。 

①教育委員…教育長以外の教育委員は非常勤で，権限の

多くは教育長に委任され，運営が教育長主導であること。

②教育委員会の権限…教育委員会は事務を執行するため

の議案や予算案について権限を有していないこと。 

③首長との関係…権限と責任の所在が曖昧であること。 

「大阪都構想」を掲げ，地方選挙で圧勝した大阪維新

の会は，今度は「日本の統治機構改革」を掲げて国政進

出をうかがう。教育委員会制度はその存廃も含め大きな

転換点を迎えている。 

 
問 行政委員会や教育委員会制度について述べた文と
して も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選
べ。 
① 行政委員会とは，行政の効率化のために設置され
た独任制の執行機関である。 

② 教育委員会は，内閣・首長から独立した地位を持
つ行政委員会で，国家及び地方に設置されている。 

③ 教育委員は，地方公共団体の長（首長）が議会の
同意を得て任命する。任期は 4 年で再任は可である。 

④ 首長は，教育行政における重要事項や基本方針を
決定し，それにもとづき教育長が具体の事務を執行
する。 

 数研出版株式会社



地方の乱～二元代表制の行方～ 

選挙で世が良くなる 

「僕は，選挙で世が良くなると信じている。政治を動

かすのは有権者であり，政治と有権者の緊張関係が世を

よりよい方向性に導くと信じている」（橋下徹・堺屋太一

共著『体制維新－大阪都構想』文芸春秋，2011） 

「決められない政治」が続く国政を尻目に，「名古屋の

乱」「大阪維新」など地方政治では，大きな動きが続いて

いる。2010年8月に始まった河村たかし名古屋市長の名

古屋市議会リコール運動は市民税10%恒久減税や市議報

酬の半減を打ち出した市長と議会の対立が契機となった。

人口約220万人の政令指定都市で，約46万人もの署名が

集められ，住民投票で過半数の賛成を得て，直接請求制

度による市議会リコールが成立した。地域政党「減税日

本」を立ち上げた河村市長は，大村秀章愛知県知事の「日

本一愛知の会」と連携し，市長選と知事選，住民投票の

トリプル投票で圧勝した。一方，「大阪維新の会」は2011

年4月の統一地方選で，既成政党を押しのけて大躍進し

た。さらに，11月の「府市あわせ選挙」といわれた市長・

知事のダブル選挙を制した。快進撃を続ける橋下徹大阪

市長は，次期衆院選に向けた公約集「維新八策」を発表

し，国政進出への期待と不安が高まっている。 

二元代表制と議院内閣制 

相次ぐ地方の乱で注目したいのは，首長と議会の“二

元代表制”の行方である。議院内閣制をとる国政と，二

元代表制をとる地方政治を比較して考えたい。 

地方では，議会（立法）も首長（行政）も，住民が直

接選んでいる。大統領制と議院内閣制をミックスした制

度になっており，首長には議会解散権も条例拒否権もあ

る。他方で，議会には不信任決議権も再可決権もある。

住民が別々に選んでおり，議会と首長が牽制・対立関係

にあることが前提である。 

国政では，議院内閣制である。これは“一元代表制”

とも呼ばれる。国民が選ぶのは国会議員だけであり，多

数派を形成した議員の中から首相が選ばれる。二元代表

制に比べると，多数派の意見が政治に反映されやすいと

される。議会（立法）と内閣（行政）の対立は，本来的

には起こらない。しかし現実はどうだろう。多くの地方

自治体では，首長支持のオール与党議会が形成され，抑

制や監視機能は働いていない。逆に，本来は対立しない

はずの国政において，2011 年 6 月菅内閣不信任決議は否

決されたものの，民主党内からも辞任の声があがった。

過去には 1948・53 年吉田内閣，80 年の大平内閣，93

年宮沢内閣と不信任案が可決されたことはあるが，党内

抗争が主因である。議院内閣制では，過半数を制した政

党が，掲げたマニフェストを実現するのは，二元代表制

と比較すれば，容易なはずである。それが出来ずに「決

められない政治」が続く原因は，強すぎる参議院の存在

と党内抗争にあるといえる。 

一方が目覚めると，もう片方も目覚める 

「首長も議会も“居眠り”している場合，二元代表制

の持つ機関対立主義が作動せず，緊張感のある市政運営

がなされない。しかし，どちらか一方が目覚めると，そ

れに対抗してもう一方も目覚める」（北川正恭早稲田大学

教授「地方の乱を考える」日本経済新聞 2011.3.2 朝刊） 

首長と議会の関係はどうあるべきなのか。河村名古屋

市長率いる「減税日本」は，第一党にはなったものの，

市議会で過半数は獲得していない。一方，「大阪維新の会」

は，市議会では第一党にすぎないが，大阪府議会では過

半数を獲得した。大阪府議会では首長と議会の対立関係

はなくなった。議会が監視機能を失うことなく，二元代

表制の機能が建設的な方向に発揮されることが求められ

る。近世イギリスにおいて，国王が議会の抵抗を排除す

るために，議会の有力者を要職につけるという引き抜き

工作が行われ，失敗した。またフランスでは，ナポレオ

ン 1 世などの独裁者によって，議会の骨抜きが行われ，

それを倒すための反乱が繰り返された。政治学者・野中

尚人氏はこうした歴史を踏まえて，「単独の人間が勝手な

意思決定を続ける仕組みは，結局は大きな失敗に終わっ

ている。それが人類の経験であり鉄則だ」（『中央公論』

2012 年 1 月号）と述べている。議会と首長の間で，緊

張関係があってこそ，「大阪都構想」の是非など議論の深

まりが期待できる。そして 終決定者である市民と政治

の緊張関係が世をよりよい方向性に導くと言えるだろう。 

ブライスは「地方自治は民主主義の源泉であるだけで

なく学校である」と述べた。あるべき民主主義の姿を考

えることが時事的関心として重要なのである。 

 
問 二元代表制について述べた文として も適当なも
のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 首長は，全住民を代表するので，政党推薦は受け
られない。 

② 首長は，議会が可決した条例に対して拒否権を行
使することができる。 

③ 権力分立を厳格に適用するため，首長に議会解散
権が，議会に首長不信任権が与えられている。 

④ 首長と議会はそれぞれ住民が選んでおり，首長と
議会の政策が一致することはない。 

 数研出版株式会社



国 際 収 支 

はじめに 

2011 年通年での貿易収支が約 1.6 兆円の赤字となっ

た。国際収支統計上では 1966 年以降初めてのことであ

り，海外メディアも「日本の輸出時代の終焉」といった

見出しで報道した。さらに 2012 年 1 月には経常収支も

赤字を計上し，今後の動向に大きな関心が集まっている。

ここでは，国際収支の基本を解説し，経常収支の動向と

日本の国債消化の関連についてもふれてみたい。 

 数研出版株式会社

国際収支統計について 

現在の国際収支統計は，IMF の定める国際標準のル

ールに従って表記され，その方法は複式簿記の原則に則

っている。したがって，以下で説明する国際収支を構成

する項目を合計すると「経常収支＋資本収支＋外貨準備

＋誤差脱漏＝0」となる。 

1．経常収支 

3 つに分けられる。①貿易・サービス収支。貿易収支

はモノの輸出入での受払い。サービス収支は輸送，旅行，

特許使用料などの受払い。②所得収支は外債の利子や外

国株式の配当などの受払い。③経常移転収支は食料など

の無償援助や国際機関への拠出金など，対価を伴わない

受払いのことである。 

 

2005 年を境にして所得収支の黒字が貿易収支を上回

り，2011 年は所得収支の黒字（証券投資と直接投資が柱）

によって経常収支は黒字になっている。サービス収支と

経常移転収支の赤字が 3～4 兆円程度に推移すると仮定

すれば，貿易赤字は 8～9 兆円程度まで許容できること

になる。こうした事実から，成熟した債権国に移行する

局面に日本があることがわかる。 

2．資本収支 

二つに分けられる。①投資収支は経営支配を目的とす

る直接投資や配当や利子を目的とした証券投資（間接投

資）からなる。②その他資本収支は特許権，著作権，商

標権などの取得や処分の受払いなどからなる。 

3．外貨準備増減 

国の保有する対外支払い準備のことである。  

4．マクロ経済の視点からみた経常収支 

 GNI＝GDP＋海外からの純所得 

→GNI－C（消費）＝S（貯蓄）－I（投資）＝貿易・サ

ービス収支＋所得収支 

→貯蓄超過額＝経常収支－経常移転収支 

 経常収支の黒字は，経常移転収支を無視すれば，貯蓄

超過の額に相当する（ただし，実際の統計数値は，必ず

しも一致しない）。したがって，現在の国債消化は 95％

国内の貯蓄によって消化されているので，将来的にこれ

が赤字になると国債消化は外国の資金に依存することに

なってくる。 

今後の動向 

ある論者は，今後，経常収支赤字になる可能性が高

いと主張している。理由は国内の貯蓄率が高齢化で低下

し，金利が高くなると財政赤字は拡大するので消費税増

税が必要であると考えているからである。別の論者は，

経常収支が赤字化する心配はないと主張している。理由

は輸送用機械などの主力輸出品目はまだ国際競争力を失

っていないので，貿易収支の赤字が拡大することは考え

にくく，海外での投資活動（総合商社の活躍など）の成

果が今後も継続し，かつ増加する可能性が高いので所得

収支の黒字は増加すると考えているからである。 
（参考文献）日本銀行国際収支統計研究会『国際収支のみかた』日

本信用調査（株），1996。 

 

問 経常収支について述べた文として も適当なもの

を，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 貿易収支はこれまで赤字になったことはない。 
② 経常収支は，政府の財政赤字の拡大と共に赤字に

なる。 
（財務省資料より）

③ 2011 年の経常収支黒字は，所得収支の黒字によっ

て達成された。 
④ 経常収支と資本収支を合計すると必ずゼロになる。  
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