
8 

まとめシート

ＳＨＥＥＴ ０ 最低限覚えてほしい経済学で使う数学 ・・・・・・・  9
ＳＨＥＥＴ １ 費⽤関数と⽣産関数 ・・・・・・・・・・・・・・・  15
ＳＨＥＥＴ ２ 無差別曲線 ・・・・・・・・・・・・・・・  21
ＳＨＥＥＴ ３ 需要曲線と供給曲線 ・・・・・・・・・・・・・・・  25
ＳＨＥＥＴ ４ スルツキー分解・期待効⽤仮説 ・・・・・・・・・・・  29
ＳＨＥＥＴ ５ 余剰分析 ・・・・・・・・・・・・・・・  33
ＳＨＥＥＴ ６ 独占 ・・・・・・・・・・・・・・・  37
ＳＨＥＥＴ ７ ⾃然独占・寡占 ・・・・・・・・・・・・・・・  41
ＳＨＥＥＴ ８ ゲーム理論・⽐較優位 ・・・・・・・・・・・・・・・  45
ＳＨＥＥＴ ９ 市場の失敗 ・・・・・・・・・・・・・・・  49
ＳＨＥＥＴ 10 GDP と物価 ・・・・・・・・・・・・・・・  53
ＳＨＥＥＴ 11 経済統計 ・・・・・・・・・・・・・・・  58
ＳＨＥＥＴ 12 45 度線分析・乗数理論 ・・・・・・・・・・・・・・・  63
ＳＨＥＥＴ 13 貨幣供給と貨幣需要 ・・・・・・・・・・・・・・・  67
ＳＨＥＥＴ 14 IS−LM 分析 ・・・・・・・・・・・・・・・  71
ＳＨＥＥＴ 15 AS−AD 分析 ・・・・・・・・・・・・・・・  77
ＳＨＥＥＴ 16 マンデル・フレミングモデル ・・・・・・・・・・・  81
ＳＨＥＥＴ 17 マクロ経済学の諸理論① ・・・・・・・・・・・・・・・  85
ＳＨＥＥＴ 18 マクロ経済学の諸理論② ・・・・・・・・・・・・・・・  89

SAMPLE



10. GDPと物価

【三⾯等価の原則】

GDP=付加価値の合計
=最終消費の合計

企業の利潤

⽣産⾯ 分配⾯

⽀出⾯

=
GDP=雇⽤者報酬+営業余剰・混合所得

+固定資本減耗+間接税-補助⾦

⾃営業者の報酬

≒減価償却費 国の分配GDP=C+I+G+EX-IM

C:消費 I：投資 G：政府⽀出 EX：輸出 IM:輸⼊

【GNPなど】
GDP：国内で作った付加価値の合計

GNP（GNI）=GDP+外国にいる⽇本⼈の所得－⽇本にいる外国⼈の所得

GDP(Gross Domestic Product)国内総⽣産

NDP(Net Domestic Product)国内純⽣産

DI(Domestic Income)国内所得

→ 国⺠純⽣産：NNP(NNI)
市場価格表⽰の国⺠純⽣産

固定資本
減耗

→ 国⺠所得：NI
要素費⽤表⽰の国⺠純⽣産

GDP
デフレータ

名⽬GDP
実質GDP ×100

覚え⽅：ラ→パ（旧→新）
【物価指数】
ラスパイレス⽅式：古い⽅が基準

Pｎ+1×Qｎの合計
Pｎ ×Qｎの合計=

CPI・CGPI

Pｎ+1× Qｎ+1の合計
Pｎ× Qｎ+1の合計=

パーシェ⽅式：新しい⽅が基準 Pｎ ：基準年(n)の財の価格
Pｎ+1 ：⽐較年(n+1)の財の価格
Qｎ ：基準年(n)の財の数量
Qｎ+1：⽐較年(n+1)の財の数量

間接税－補助⾦

×100 ×100

名⽬GDP
単純な⾦額の⾜し合わせ
実質GDP
物価の影響を取り除き
数量で計算したGDP

名⽬GDP
物価指数

実質GDP =

GDP=C+S+T S:貯蓄 T：租税

GDPGDP

物価物価

⺠間最終消費⽀出 政府最終消費⽀出

⺠間住宅投資＋⺠間設備投資＋⺠間在庫品増加＋公的資本形成＋公的在庫品増加

【名⽬GDPと実質GDP】

【インフレ・デフレ】

GDPに含まれるもの：付加価値の⾦額換算が可能
持ち家の帰属家賃
農家の⾃家消費
GDPに含まれないもの：付加価値の⾦額換算ができない
家事労働
⾃給⾃⾜の⾷料など

＝

パーシェ式

【GDPに含まれるもの/含まれないもの】

政府の公共サービス
（消防、警察、教育など）

中古品の売買
株価の上昇

例外

付加価値は
ない

GNP：国⺠が作った付加価値の合計

→ 国⺠純⽣産：GNP

債務者 債権者

1000万円
の借⾦

負債の実質
価値が低下

負債の実質
価値が上昇

時間の経過 実質所得
の移転

実質所得
の移転

借りた⽅が得なので
借⼊が促進される

借りると損なので
借⼊が抑制される

実質利⼦率↓

実質利⼦率↑

投資も促進

投資も抑制

保有資産の実質価値は↑

保有資産の実質価値は↓
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SHEET 10 GDP と物価 

GDP 

三⾯等価の原則 

本シートから、マクロ経済についての説明となります。マクロ経済とは国全体の経済を分析する
もので、国の経済状況を表す指標として最もよく使われる指標が GDP（国内総⽣産）です。

GDP とは、⼀定期間の間（通常 1 年間）に国内で⽣産された付加価値の合計のことを表しま
す。GDP は⽣産⾯、⽀出⾯、分配⾯の 3 つの観点から計算することができますが、どの⽅法で計
算した場合でも最終的な計算結果である GDP の値は等しくなります。このことを三⾯等価の原則
といいます。以下にそれぞれの観点における計算⽅法を説明します。

⽣産⾯の GDP 

⽣産⾯の GDP は、以下のように表せます。
GDP＝付加価値の合計＝最終消費の合計

付加価値とは、ある製品を作るのにあたって新たに加えられた価値のことをいいます。
例としてりんごジュースの場合を考えてみましょう。りんごジュースの原料として、りんご農家

が 300 万円分のりんごを⽣産したとします（単純化のためりんごの⽣産にかかる費⽤は 0 としま
す）。そして、ジュース会社は 300 万円でりんごを仕⼊れ、ジュースに加⼯し、⼩売店に 500 万円
で卸したとします。⼩売店は仕⼊れた 500 万円分のりんごジュースを合計 600 万円で販売しまし
た。

この場合、付加価値はりんごの⽣産で 300 万円、りんごジュースの製造の 500−300＝200 で
200 万円、りんごジュースの販売の 600−500＝100 で 100 万円となります。仮にりんごジュース
しか売られていない経済を考えた場合、GDP は付加価値の合計ですので、300＋200＋100＝600
で 600 万円となります。これは最終的に売られている価格である最終消費 600 万円と等しくなり
ます。

⽀出⾯の GDP 

⽀出⾯の GDP は、以下のように表せます。
GDP＝C＋I＋G＋EX−IM  C：消費 I：投資 G：政府⽀出 EX：輸出 IM：輸⼊

これは、国内で⽣産された GDP つまり付加価値に対する⽀出は、⺠間で消費されるか、⺠間の
投資に⽤いられるか、政府⽀出として⽤いられるかのいずれか＋輸出⼊分を差し引いた額となると
いうことです。なお、統計データとしては、⺠間最終消費⽀出が消費に、⺠間住宅投資、⺠間設備

超重要
頻:A  難:2
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投資、⺠間在庫品増加、公的資本形成、公的在庫品増加の合計が投資に、政府最終消費⽀出が政府
⽀出となります。

分配⾯の GDP 

分配⾯の GDP は、以下のように表せます。
GDP＝雇⽤者報酬＋営業余剰・混合所得＋固定資本減耗＋間接税−補助⾦

この式は⽣産された付加価値が、その⽣産に貢献した経済主体に分配されることを表していま
す。具体的には、企業に勤める従業員に⽀払われる雇⽤者報酬、企業の利潤である営業余剰、⾃営
業者の報酬である混合所得、付加価値を⽣み出すための設備の減価償却費にあたる国内資本減耗、
国の取り分である間接税−補助⾦の和として表すことができます。

また、分配⾯で⾒た GDP は、別の⾒⽅では、GDP は、その⼀部を租税Ｔとして納税し、残り
を消費Ｃまたは貯蓄Ｓに回すと考えることもできるため、下記のように表すこともできます。

GDP＝C＋S＋T  S：消費 T：租税

名⽬ GDP と実質 GDP 

なお、GDP には、⾦額を単純に⾜し合わせることによって求めた名⽬ GDP と、物価の影響を
取り除き、⽣産された財の数量で計算した実質 GDP があります。経済成⻑率を評価したい場合な
どは、消費がどのぐらい増えているかなどを確認するため、実質 GDP で評価します。実質 GDP
は以下の式で表すことができます。

実質 GDP＝名⽬ GDP÷物価指数
また、名⽬ GDP から実質 GDP を算出するために使われる物価指数を GDP デフレーターとい

い、以下の式で求めることができます。
GDP デフレーター＝名⽬ GDP÷実質 GDP×100

GDP に含まれるもの/含まれないもの 

GDP には付加価値の⾦額換算が可能なものが含まれますが、付加価値の⾦額換算ができないも
のは GDP に含まれません。ただし、消防、警察、教育などの政府の公共サービス、持ち家の帰属
家賃、農家の⾃家消費などは例外的に GDP に含まれるものとして扱われます。持ち家の帰属家賃
とは、持ち家は実際には家賃を⽀払うことはありませんが、付加価値を⾦額換算するために持ち家
に対しても家賃を払っているものとして計算した家賃のことです。農家の⾃家消費とは、農家が⾃
分で⽣産したものを⾃分で⾷べた分を市場価格で計算したものです。

また、付加価値の⾦額換算ができないものは GDP に含まれないため、家事労働、農家ではない
⼈の⾃給⾃⾜の⾷料、中古品の売買、株価の上昇などは GDP に含まれません。
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GNP など 

GDP は⽇本国内で作った付加価値の合計でしたが、⽇本国⺠が作った付加価値の合計に注⽬し
た指標が GNP（国⺠総⽣産）です。なお、GNP は現在では、GNI：Gross National Income（国⺠
総所得）という名称で呼ばれるようになっています。GNP（GNI）は⽇本国⺠の作った付加価値
に着⽬しているため、GDP に外国にいる⽇本国⺠が⽣み出した付加価値（つまり所得）を加え
て、⽇本にいる外国⼈が⽣み出した付加価値（つまり所得）を差し引いた値として、以下の式で表
します。

GNP（GNI）＝GDP＋外国にいる⽇本⼈の所得−⽇本にいる外国⼈の所得
GDP 以外にも、国内で⽣産された付加価値を表す指標は表 10-1 のようにいくつかあります。

表 10-1 国内で⽣産された付加価値を表す指標

NDP（国内純⽣産）とは、GDP から⽣産設備など減価償却費にあたる固定資産減耗を差し引い
た値です。つまり、新たに⽣み出された付加価値から、その⽣産に伴って消えてしまう付加価値を
考慮し、差し引いた値です。

なお、国⺠が作った付加価値という⾯に着⽬した場合の指標は NNP（NNI）（国⺠純⽣産（国⺠
純所得））といい、GNP（GNI）から固定資産減耗を差し引いた値です。なお、この指標は、市場
価格表⽰の国⺠純⽣産となります。

DI（国内所得）とは、NDP から間接税と補助⾦を差し引いた指標です。
なお、国⺠が作った付加価値という⾯に着⽬した場合の指標は NI（国⺠所得）といい、NNP

（NNI）から間接税と補助⾦を差し引いた値となります。なお、この指標は、要素費⽤表⽰の国⺠
純⽣産となります。
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物価 

物価指数 

物価とは、個々の財の価格の平均値のことです。前年と⽐較して物価が上がったか、下がった
か、ということを表すために物価指数という指標を⽤います。物価指数は個々の財の取引⾦額（取
引価格×取引数量）を元に算出しており、100 を基準としています。物価指数が 100 より⼤きけれ
ば物価が上がった、100 より⼩さければ物価が下がったということです。

なお、物価は取引価格と取引数量の積である取引⾦額を元に算出しているため、取引数量が変化
すると取引価格も変化してしまいます。そのため、物価指数を計算する際は取引数量を基準年か⽐
較年に固定することで価格変動分のみを測定しています。取引数量を基準年（古い年度）に固定す
る⽅式をラスパイレス⽅式、取引数量を⽐較年（新しい年度）に固定する⽅式をパーシェ⽅式とい
い、それぞれ以下の式で表すことができます。

ラスパイレス⽅式＝
Pn+1×Qnの合計
Pn×Qnの合計

×100 パーシェ⽅式＝
Pn+1×Qn+1の合計
Pn×Qn+1の合計

×100

Pｎ：基準年(n)の財の価格 Pｎ+1：⽐較年(n+1)の財の価格
Qｎ：基準年(n)の財の数量 Qｎ+1：⽐較年(n+1)の財の数量

指数の計算⽅法は具体的な計算例を⽰した⽅がわかりやすいので、下表のような A 財、B 財が
あった場合のラスパイレス⽅式、パーシェ⽅式による物価指数の計算例を⽰します。

ラスパイレス⽅式は基準年に合わせ、パーシェ⽅式は⽐較年に合わせる⽅式ですので、

ラスパイレス⽅式＝
9×100＋11×100

10×100＋10×100
×100＝100

パーシェ⽅式＝
9×110＋11×90

10×110＋10×90
×100＝ 99

と求めることができます。
ラスパイレス（旧）→パーシェ（新）の順で、「ラッパ」と覚えると覚えやすいでしょう。
ラスパイレス⽅式は、消費者が実際に購⼊する段階での物価の変動を表す物価指数である消費者

物価指数（CPI：Consumer Price Index）や企業間で取引される商品の価格を反映した物価指数で
ある企業物価指数（CGPI：Corporate Goods Price Index）などで⽤いられています。

また、パーシェ⽅式は、GDP デフレーターなどに⽤いられています。

Ａ財 Ｂ財

価格 数量 価格 数量

基準年 10 100 10 100

⽐較年 9 110 11 90

表 10-2 パーシェ⽅式とラスパイレス⽅式 

戦略次第
頻:A  難:3
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インフレ・デフレ

ここでは、インフレ・デフレなどの物価の変動が、負債の価値や投資に与える影響について説明
します。

インフレの場合

例として 1000 万円の借⾦がある場合を考えます。もし、インフレとなり、これまで 1000 万円
で買えていたものが 1500 万円出さないと買えなくなった場合、負債である 1000 万円の実質価値
は低下します。この場合、負債が実質 3 分の 2 になったようなものですので、債務者にとっては嬉
しいことですが、逆に債権者にとっては返ってくるお⾦が 3 分の 2 に減ったようなものですので、
⾒⽅によっては債権者から債務者にお⾦が渡ったようにも⾒えます。そのため、このことを債権者
から債務者への実質所得の移転といいます。

なお、1000 万円相当の資産を持っていた場合は、インフレによって資産の実質価値は低下しま
す。

また、⾦利についても、負債と同様にインフレによって実質利⼦率が低下します。すると、お⾦
を借りた⽅が特になりますので、借⼊が促進されます。また、利⼦率が下がると、多くの企業がお
⾦を借りて投資をしようと考えますので、投資も促進されます。

デフレの場合 

逆にデフレとなり、これまで 1000 万円で買えていたものが 500 万円で買えるようになった場
合、負債である 1000 万円の実質価値は上昇します。また、資産の実質価値も上昇します。そし
て、インフレとは逆に債務者から債権者へ実質所得が移転します。

⾦利についても、インフレとは逆に実質利⼦率が上昇し、お⾦を借りると損なので借り⼊れが抑
制され、投資は抑制されます。

GDP 
レベル１ H28-4, H27-3, H24-6 レベル２ H30-5, H29-3
物価
レベル１ H30-4, H27-5 レベル２ H28-5, H28-7, H25-9(1,2), H24-2

すぐやる！過去問コーナー
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13．著作権
【著作物】
著作物
思想または感情を創作的に表現

創作と同時に著作権が発⽣
＝無⽅式主義

⼆次的著作物
原作の翻訳とかアニメ化とか
作るとき：原作者の許諾要
使うとき：⼆次的著作物の作者

＋原作者の許諾要

共同著作物
２⼈以上の⼈が共同で創作した
著作物
原則として全員が共同じゃないと
権利⾏使できない

○含む
プログラム
アドリブ講演

×含まない
アルゴリズム、プロトコル、
⾔語、法律 など

著作権法の⽬的：⽂化の発展

【著作権】

著作権
切り離して売り買いできる（複製権、公衆送信権、領布権＠映画）

作った⼈と切り離せない（公表権、⽒名表⽰権、同⼀性保持権）

ＴＶ会社とか（許諾権、報酬請求権）

歌⼿や俳優とかの実演家（⽒名表⽰権・同⼀性保持権）

本⼈

無名or周知じゃないペンネーム

団体名義

映画

著作隣接権

公表or譲渡後に
著作権登録を
することができる
→第３者への

対抗要件

本⼈死亡後50年

公表後50年

実演／発⾏／放送後50年

公表後50年

公表後70年

創作 公表 本⼈死亡

【制限】
著作権が制限される場合

著作者⼈格権が制限される場合

私的利⽤
個⼈的または家庭内のみ
違法DLは私的でも×

⾮営利・無料の利⽤
学校・公⺠館などで無料ではOK
でも複製・譲渡・公衆送信は×

プログラム
バックアップ、修正・改良
ただし必要な限度内で

写り込み
写真とかにたまたま
写っちゃったもの

著作物の性質上やむを得ないとき
（例）教科書⽤に漢字→ひらがな

プログラムの改変
バグの修正など

建築物の改変
増改築、修善、模様がえなど

【著作権の活⽤】
普通に著作権を譲渡するたけだと

翻訳権・翻案権等、⼆次的著作物の
利⽤に関する権利
著作者⼈格権の⾏使権

は著作者に残るので別途契約に明記が必要

【出版権】
出版のため複製権の独占を許諾
著作権独特の権利
電⼦出版にも出版権が与えられるように
なった

【著作権侵害への対抗】
海外で作られた海賊版は・・・
輸⼊× 所持・販売・使⽤：悪意があれば×

侵害された場合以下が可能
損害賠償請求
差⽌請求
不当利得返還請求
名誉回復等措置請求

著作権には先使⽤権はない
→著作権は相対的独占的な権利

著作権

著作隣接権

著作者⼈格権

著作権

実演家⼈格権

著作隣接権

⼀⾝専属権

[参考]
【パブリシティ権】
著名⼈の⽒名や肖像などの顧客誘引⼒のある情報の経済的利益や価値を
その本⼈が独占できる権利のこと。
法律で明⽂化されているものではない
⼈格権に根ざした権利であるため、物や動物には認められない
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SHEET 13 著作権

著作物 

著作権とは、⽂化的創作を保護し、⽂化の発展を⽬的とした権利です。
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、⽂芸、学術、美術または⾳楽の

範囲に属するものをいいます。そのため、プログラムやアドリブ講演、芸術的な建築物、ゲームソ
フトの映像部分なども著作物に含まれますが、アルゴリズムやプロトコル、⾔語、法律などは思想
または感情を創作的に表現したものでないため著作物に含まれません。

また、その他の著作物としては、⼆次的著作物や共同著作物などがあります。
⼆次的著作物は、原作の翻訳やアニメ化されたアニメなど元の著作物を翻訳・翻案することによ

って新たに創作される著作物のことをいいます。⼆次的著作物の創作にあたっては原作者の許諾
が、⼆次的著作物の使⽤にあたっては⼆次的著作物の作者と原作者の許諾が必要となります。

共同著作物は、2 ⼈以上の⼈が共同で創作した著作物のことをいいます。共同著作物は、原則と
して全員が共同でなければ権利を⾏使することはできません。

著作権 

著作権は、著作権と著作隣接権に分類できます。そして、そのうちの著作権はさらに著作者⼈格
権、財産権としての著作権に分類できます。また、著作隣接権は、実演家⼈格権と財産権としての
著作隣接権に分類することができます。

著作者⼈格権は、著作者本⼈と切りはなせず、譲渡したり相続したりすることができない権利
（⼀⾝専属権）です。著作者⼈格権には⾃分の著作物を公表するかしないか、する場合はいつどの
ような⽅法で公表するかを決めることができる公表権、著作者名を表⽰するかしないか、する場合
は実名かペンネームかを決めることができる⽒名表⽰権、著作物の内容やタイトルを勝⼿に改変さ
れない権利である同⼀性保持権があります。

財産権としての著作権は、著作者本⼈から切り離して売り買いできる権利です。財産としての著
作権には、著作物を印刷、写真、録画などの⽅法で複製する権利である複製権、著作物を公に上演
したり、演奏したりする権利である上演権・演奏権、著作物をインターネットなどで公衆に送信、
放送する権利や、それらの公衆に送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利である公
衆送信権・伝達権、映画の著作物の複製物を販売したり貸与するなどして頒布する権利である頒布
権などがあります。

実演家⼈格権は、著作物の伝達に関し重要な役割を担っている歌⼿や俳優などの実演家に認めら
れた権利です。実演家⼈格権には、実演家名を表⽰するかしないかを決めることができる⽒名表⽰
権や実演家の名誉を落とすような改変をさせない権利である同⼀性保持権などがあります。

戦略次第
頻:A  難:3
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財産としての著作隣接権は、実演家、レコード制作者、放送事業者、有線放送事業者に認められ
た権利です。財産権としての著作者隣接権には、複製や譲渡などを許諾したり、無断で⾏うことを
禁じたりすることのできる許諾権や、他⼈が放送したり、レンタルしたときに使⽤料を請求できる
報酬請求権があります。

著作権は創作と同時に発⽣する権利で、出願や登録は不要です。これを無⽅式主義といいます。
ただし、第三者への対抗要件として公表もしくは譲渡後に著作権登録をすることはできます。

著作権の存続期間は本⼈が死亡してから 50 年です。また、無名であったり、周知でないペンネ
ームの場合、団体名義の場合は公表後 50 年、映画の場合は公表後 70 年、著作隣接権の場合は実
演、発⾏、公表後 50 年です。

制限 

本来、正当な理由や権限なく著作物を利⽤することは著作権の侵害になりますが、私的利⽤、⾮
営利・無料の利⽤、プログラムの利⽤の際に必要な複製、写り込みなどの特定の場合には著作権が
制限され、著作物を利⽤することができます。

私的利⽤は、個⼈的または家庭内のみで利⽤する場合です。ただし、違法ダウンロードは、私的
利⽤でも禁⽌されています。⾮営利・無料の利⽤は、学校、公⺠館などで無料で利⽤する場合で
す。ただし、⾮営利・無料でも複製や譲渡、公衆への送信は禁⽌されています。プログラムの場合
は、必要な限度内に限りバックアップしたり、改良・修正したりすることは著作権侵害とされませ
ん。写り込みは、写真などに本来の⽬的のもの以外の著作物が写り込んでしまった場合などで、こ
のような場合は著作権侵害にはなりません。

また、著作物の性質上やむを得ないときや、プログラムの改変、建築物の改変などに関しては著
作者⼈格権が制限されます。著作物の性質上やむを得ないときとは、例えば教科書⽤に元々漢字で
書かれていた部分をひらがなに直すといった改変を⾏う場合などで、このような場合は、著作者⼈
格権の同⼀性保持権は制限されます。プログラムの改変はプログラムのバグの修正のときなど、建
築物の改変は、増改築、修繕、模様替えのときなどで、これらの場合も同⼀性保持権が制限されま
す。

著作権の活⽤ 

普通に著作権を譲渡するだけの場合、全てが譲渡されるわけではなく、翻訳権・翻案権等、⼆次
的著作物の利⽤に関する権利、著作者⼈格権は著作者に残ります。そのため、ライセンス等で著作
権を活⽤する際は、どのように著作物を利⽤したいのか、ということと、権利が譲渡の対象になる
のかどうかを確認して契約することが重要です。
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著作権侵害への対抗 

海外で作られた、著作者の許諾を得ないで勝⼿に作られた海賊版を国内で販売、配布することを
⽬的に輸⼊することは著作権侵害となります。また、海賊版の所持、販売、使⽤に関しても悪意が
あれば（海賊版であるということを知っていれば）、著作権侵害となります。

もし著作権が侵害された場合には、差⽌請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等措
置請求をすることができます。ただし、著作権には特許などのように先使⽤権はなく、相対的、独
占的な権利ですので、同じような内容の著作物が創作された場合でも、そこに模倣や盗作がなけれ
ば、それぞれの著作者が著作権を持つことになります。

出版権 

出版権とは、本を出版するために複製権の独占的利⽤を許諾することです。著者が出版社に出版
権を与えると他の出版社が複製権を利⽤することができなくなります。

この出版権は著作権独特の権利で、平成 27 年から、電⼦出版に対しても出版権が与えられるよ
うになりました。

パブリシティ権 

パブリシティ権とは著名⼈の⽒名や肖像などの顧客誘引⼒のある情報の経済的利益や価値をその
本⼈が独占できる権利のことです。著名⼈の⽒名や肖像などを経済的利益を得ることを⽬的に商品
などに付したり、広告として⽤いることはパブリシティ権の侵害となります。
パブリシティ権は法律で明⽂化されているものではなく、また、⼈格権に根ざした権利であるた
め、物や動物には認められません。

著作権 

レベル１ H29-11, H27-7, H27-13
レベル２ H30-13, H29-12, H27-14, H26-10, H25-12

すぐやる！過去問コーナー
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データのMACアドレスを⾒て通すか判断
(MACアドレスフィルタリング）

9．ネットワーク
【LAN】 LAN Local Area Network

限定された範囲でつながった
ネットワーク

同軸ケーブル

WAN(Wide Area Network)：
離れたLAN同⼠を繋いでデータを

やりとり

参考

【LANのトポロジ】

【アクセス⽅法】

【ネットワーク接続機器】

メリット本社

⽀社

LAN LAN

LAN LAN

(=つなぎ⽅)

VAN         
(Value Added Network)
付加価値通信網

死語

LAN上のどれか１台のPCがネット
につながっていれば全PCがつながる

データの共有 機器の共有 ネットの共有
共有フォルダ 共有のプリンタ

PC PC

PC

PC

スター型 バス型 リング型
今はほぼない

ケーブルは
⻑くできる

１コのPCが
壊れたら
アウトPC

PCPC

PC

×PC PCPC サーバ
ケーブル⻑さに制限
レイアウト変更が

⾯倒くさい
壊れた所がどこか

わかりにくい

弱点
ターミネータ

××
１台のPCが壊れてもOK

〇

ハブ拡張も
OK

ハブ２

１台のPCが
壊れてもOK

サーバ

〇

トークンパッシング⽅式
LANはある端末が送信した
データは同じLAN内の
全部の端末に届く

↓
複数の端末が同時にデータを
送ったらデータがぶつかって壊れる

ぶつかったら送り直す
→CSMA/CD⽅式
待つ→CSMA/CA⽅式
データが衝突しないようにする
→トークンパッシング⽅式

対
策

CSMA/CD⽅式
Carrier Sense Multiple Access
With Collision Detection

PCPC PCPC

衝突衝突したら
送り直す

送信

トラフィックが
(=データ量)
増えると衝突量↑
→再送信↑で

超遅くなる
今はこの⽅式を使ったイーサネット(IEEE802.3)が主流

数字:伝送量(Mbps)
T(TX):ツイストペア
FX:光ファイバ

(例) 100BASE-FX
伝送量 ケーブル

フリートークン
← ))

フリートークンをもらったら送信

PC PC

ビジートークン
PC PC

データ送信⇓

ビジートークンがデータを運ぶ

ツイストペアケーブル 無線LAN

網状の銅線 絶縁体

光ファイバーケーブル

CSMA/CA⽅式
柔らかい
安い
よく使

われる

速い
⾼い

無線LAN端末だけ

アドホックモード インフラストラクチャモード

アクセスポイントを介して接続

Collision Avoidance

→他が送ってたら
待って空いたら送る

ルータ

ゲートウエイ

ネット
ルータがアクセス

ポイント

→転送すべき経路
を判断

（ルーティング機能）

データを受け取ったら
宛先を調べる

PC(F)

PC(E)
PC(D)↑TCP/IP

↓独⾃のプロトコル

スイッチング
ハブ

D→E

ブリッジ

PC(C)
A→C

×
A→Cは通すけど
A→Bは通さない

リピータ

PC(A)
A→B

LANケーブル

シリアル番号(MACアドレス)
が⼊っている

LANカード(NIC)
LANの
伝送路
の⻑さを
伸ばす

だから盗聴
もカンタン

(( →

普通のハブ
MACアドレスを識別せずにデータ
を全部のポートに流す

ブリッジ機能のついたハブ
衝突が減るので速くなる

シールド銅線

シールドクラッド

コア

シールド

ルータ

プリンタ

PC(B)

異なるプロトコル
を変換

硬い
強い

銅線

ハブが壊れた
らアウト

リピータ
ハブ

データは
素通り

送信

CSMA/CA⽅式 Carrier Sense Multiple Access
With Collision Avoidance

IEEE802.11シリーズで規格化
b→g→a→n→acの順に⾼速に Began+ac
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従業員数
商業（卸・⼩売・飲⾷）サービス業 5⼈以下
上記以外 20⼈以下

資本⾦または従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円 300⼈以下
卸売業 1億円 100⼈以下
⼩売業・飲⾷業 5千万円 50⼈以下
サービス業 5千万円 100⼈以下

６．中⼩企業関連の法律
【中⼩企業とは】

基本理念

3週恐喝(産・就・競・活)

中⼩企業の位置付け

【中⼩企業基本法】

多様な分野で特⾊のある事業活動を⾏い、
多様な就業の機会を提供し
個⼈がその能⼒を発揮しつつ事業を⾏う機会を提供する
ことにより我が国の経済の基盤を形成しているもの

期待される役割

【中⼩企業憲章】

【⼩規模企業基本法】

中⼩企業の定義

⼩規模企業者の定義

中⼩企業の特徴

基本理念

基本原則と⾏動指針 基本⽅針

基本計画

基本⽅針

⼩規模企業者とは
ちょっと定義が違う

飲⾷はサービス
ではない

所有と経営の⾮分離
資⾦調達の⾮公開性
規模の経済性が作⽤せず、必要資本が⼩さい
需要が均質化せず、多様で変化が激しい
経営者への依存度が⾼い
外部資源への依存度が⾼い

中⼩企業者は、意思決定の素早さや⾏動⼒、個性豊かな
得意分野など多種多様な可能性を持つ
経営者は企業家精神に溢れ⾃らの才覚で事業を営みなが

ら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす
中⼩企業は、社会の主役として地域社会と住⺠⽣活に貢献

し伝統技能や⽂化の継承に重要な機能を果たす
中⼩企業は国家の財産ともいうべき存在である

基本原則 ⾏動指針

中⼩企業の⼒を思う
存分発揮できるよう⽀援

経営⽀援の充実・徹底
⼈材の確保・育成の⽀援

起業を増やす 起業や新事業展開の環境整備
創意⼯夫で新市場を
切り開く挑戦を⽀援 海外展開の⽀援

公正な市場環境 公正な市場環境を整える

セーフティーネットを
整備し、中⼩企業の
安⼼を確保する

中⼩企業向けの⾦融を円滑化
地域社会に貢献できる体制
政策評価に中⼩企業の声を⽣かす

新たな産業の創出
就業の機会の増⼤
市場における競争の促進
地域における経済の活性化

独⽴した中⼩企業者の⾃主的な
努⼒を前提に
経営の⾰新および創業の促進
経営基盤の強化
経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
により、多様で活⼒ある成⻑発展が図られるよう
中⼩企業に関する施策を総合的に策定・実施する責務

隠そう強敵
(⾰・創・強・適)

国の責務の3つ
＋資⾦の供給の円滑化および

⾃⼰資本の充実

⼩企業者:おおむね5⼈以下
基本原則:事業の持続的発展、円滑かつ着実な事業の
運営を適切に⽀援
→5年間の基本計画を内閣が定め、

政策の継続性、⼀貫性を担保

隠そう強敵、
資⾦と資本

国内外の多様な需要に応じた商品役務の提供の
促進及び新たな事業の展開促進
経営資源の有効活⽤、⼈材の育成および確保
地域経済の活性化、地域住⺠の⽣活の向上、

交流の促進
適切な⽀援のための⽀援体制の整備

需要を⾒据えた経営の促進
新陳代謝の促進
地域経済の活性化に資する事業活動の推進
地域ぐるみで総⼒を挙げた⽀援体制の整備

せい・おろ・こいん・さ
3・3・1・1・5・5・5・1

資本⾦関係なし

国の責務

強敵

強敵

資本資⾦

3週
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