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総合問題(日本文)  早稲田大学 政治経済学部 1/2 

 

Ⅰ 

1（ロ） 

2（ハ） 

3（ロ）・（ハ） 

4（ホ） 

5（二） 

6 

解答例１ 

人間はカテゴリー化を用いて情報過多な現実を単純化し、整理する認知傾向を持つ。その際、人は自己

の属する内集団と外集団を区分する。そして自分のアイデンティティを保つため、外集団への否定的ス

トレオタイプを形成する。過剰なカテゴリー化やストレオタイプは偏見を生む。無知は外集団へのスト

レオタイプや偏見を是正しない。無知に恐れが加わると外集団への偏見やヘイトが促進され、それを外

集団にぶつけることが差別である。(200字) 

 

解答例２ 

限られた一面的な情報である無知がカテゴリー化からステレオタイプや偏見をもたらし、そこから差別

は生じる。また、異文化接触はコンフリクトも生じさせるので、異文化集団の人々と良好な関係を結び

うるという知識がないと、未知の存在に対する不安が生じ、偏見、排除、さらに差別が形成されやすく

なる。加えてメディアや特定の政治勢力は、そうした無知に付け込んで、自らの利益のため不安を煽る

ため、無知から差別が生じるのだ。（200字） 

 

解答例３ 

現実や外集団について無知な人間は、カテゴリー化を用いてそれらを単純化し、整理して理解しようと

する認知傾向を持つ。また、自分のアイデンティティを保つため、外集団への否定的ストレオタイプを

形成し、それが過剰になり、偏見が生まれる。恐れは外集団に対する否定的ステレオタイプや偏見を是

正せず、むしろ強化・促進してヘイトを生む。ヘイトは、外集団に対する正当な根拠のない不利益で不

平等な扱いである差別を生む。（198字） 
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Ⅱ 

1  (d) 

2  (d) 

3  (a) 

4  ①－(c)   ②－(c)   ③－(d) 

5  (1)－(d) 

(2) 

解答例１ 

ベンフォードの法則によると，実社会で観察される数字の最大桁が１である相対度数は約３割と最も高

く、最大桁が大きくなるにつれて相対度数が低くなっていく。ＥＵ参加国の統計資料はこれにほぼ一致し

ていると言えるが、ギリシャの統計資料では最大桁２より最大桁１の相対度数が、また最大桁４より最大

桁３の相対度数が低く不自然な点が多い。従って、ギリシャの作成した統計資料は改ざんが行われた疑い

が高いと推測できる。（197字） 

 

解答例２ 

表２では最大桁の数字が大きくなるにつれて相対度数も小さくなっており、ベンフォードの法則と合致してい

る。表３では最頻出の最大桁の数字が２であるなど不自然な点がある。表１と表２の各相対度数の差は微小であ

るが、表１と表３には 0.01 以上の乖離がある。乖離が大きい数値に注目すると、最大桁が９の数値を水増して

１桁上げる、最大桁が１の数値を水増しして最大桁を２にするといった改ざんが行われたと推測できる。 

（195字） 

 

Ⅲ 

(agree) 

I agree that those chatting online should use their real names for two reasons.  First, people who reveal 

their true identities are less likely to say offensive things.  These days, too many people on social media 

verbally attack others.  I think most people would be too ashamed to attach their real names to such online 

posts.  Second, without the cover of fake names, fewer people would spread fake news.  It is a serious 

problem that more and more people are getting inaccurate information from unreliable internet sources. 

This fake news is divisive and creates social unrest.  In order to verify information online, we need to know 

the names of those posting information and the sources they use.  People must take responsibility for what 

they say and do online and not hide behind their fake identities. (135 words) 

 

(disagree) 

It is sometimes best to use a fake name when participating in online conversations.  Quite simply, 

people are more willing to tell the truth and express themselves freely when they can remain anonymous.  

Many people who reveal crimes and corruption come forward only because they can do so without any fear 

of their identities being revealed.  Also, in countries led by dictators, only those with hidden identities feel 

safe enough to report the truth and criticize the government.  Indeed, if they used their real names, they 

would run the risk of being arrested or even executed.  Clearly, anonymity is essential for free speech.  

(103 words) 

 


