
◀１▶命題を論理式やベン図を使って表す。
命題の表し方

命題 論理式 ベン図

PならばQである P→Q
Q
P

PならばQでない
（否定）　 P→Q－

P Q

PかつQ P∧Q
P Q

PまたはQ P∨Q
P Q

◀２▶下記の「命題の操作」および「命題の分解」
を使って，論理式をつなげる。問題を解くうえで
は，対偶を使うことが多い。

命題の操作
●「p→q」という命題に対して，逆，裏，対偶を作
ることができる。

逆 q→p

裏 p－→q－

対偶 q－→p－

「p→q」という命題に対して，真偽が同じなのは
対偶の「q－→p－」のみである。

命題の分解

「p→q∧ r」……「p→q，p→ r」

「p∨q→ r」……「p→ r，q→ r」

●矢印の前に“かつ”，後ろに“または”があったら
分解できない！
　例：「p∧q→ r」……「p→ r，q→ r」は

◀３▶矢印でつながった部分に注目して，選択肢を
検討する。この際，選択肢の対偶にも注目する。

解  説
　４つの命題を論理式にしてつないでいくこと
を考える。
　１つ目の命題の「雨が降っているとき」と２
つ目の命題をつなげるために，２つ目の命題の
対偶をとる。図示すると次のようになる。
　　１つ目　　　　雨→Ａ　　  

Ｂ→雨→Ａ
　　２つ目の対偶　Ｂ→雨
　これに３つ目の命題と４つ目の命題（対偶を
とる）をつなげると次のようになる。
　　Ｃ→予報雨→Ｂ→雨→Ａ
　以上より，「Ｃが傘を持っていたとき」に，
ＢもＡも傘を持っていることになり，全員が傘
を持っているといえるので，正答は３である。

正答　３

　ある期間，Ａ，Ｂ，Ｃの３人について，傘を持っているか持っていないかを調べた。雨
が降っているときと雨が降っていないとき，天気予報が雨だったときと天気予報が雨では
なかったときについて，それぞれ傘を持っているか持っていないかを調べたところ，以下
のことがわかった。このとき，３人とも傘を持っているといえる条件は次のうちどれか。
　○雨が降っているときは，Ａは傘を持っている。
　○雨が降っていないときは，Ｂは傘を持っていない。
　○天気予報が雨だったときは，Ｂは傘を持っている。
　○天気予報が雨ではなかったときは，Ｃは傘を持っていない。
１　Ａが傘を持っていたとき
２　Ｂが傘を持っていたとき
３　Ｃが傘を持っていたとき
４　雨が降っていたとき
５　天気予報が雨だったとき

命　題 平成30年度・地方上級

p→ q q→ p

p→ q q→ p

逆

逆

対偶裏 裏

肯定と否定がある
ときは，対偶を使
って統一すること
を考える。
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例年，出題テーマ・出題

数と出題順はほぼ固定

されている。ただし，問題ご

との難易度は，年度によって

大きな違いが見られる。大き

く分けると，命題，対応関係

などの「文章題」は，「鉄板

解法」で正答できるような易

しい問題が多いのに対して，

図形分野の問題はやや特殊で

難易度が高いものが目立つ。

また，たとえば平成30年度

は全体的にやや特殊な問題が多かった

が，令和元年度は典型的な問題が多かっ

た。このように，年度によって違いが見

られるのも特徴といえる。

１問目は，例年，命題もしくは論理

の問題であり，いずれもほぼ典型

問題なので，必ず準備して正答したい。

図形分野でも平易な問題が見られるの

で，まずは分野を問わず「鉄板解法」を

身につけることが大切である。

年度 出題テーマ 鉄板度

令　和
元年度

発言推理（玉の色） ☆☆☆☆
順序関係（もぐらたたき） ☆☆
対応関係（６人のアルバイト） ☆☆☆☆☆
対応関係（プレゼントの交換） ☆☆☆☆☆
数量相互の関係（36人の順位） ☆☆
平面構成（平行四辺形のパズル） ☆☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（三角形の回転） ☆☆☆
展開図（平行になる線） ☆☆☆☆

平　 成
30年度

命題（３人と傘） ☆☆☆☆☆
位置関係（４つのパーツと輪） ☆
対応関係（３人の勤務状況） ☆☆
試合の勝敗（４チームの総当たり戦） ☆☆☆
文章条件からの推理（オークション） ☆☆
平面構成（３色のタイル） ☆☆
立体の切断・回転・結合（グラスの水） ☆☆☆
立体構成（小立方体の積み上げ） ☆☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（円柱の側面） ☆☆

29年度

命題（４つの物の所持） ☆☆☆☆☆
順序関係（パレードの車） ☆☆☆
数量相互の関係（５ケタの数） ☆☆☆☆☆
対応関係（４人のコート等） ☆☆☆☆☆
操作の手順（９枚のカード） ☆☆
平面構成（三角形と台形） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（大円と小円） ☆☆☆☆
展開図（立体の平行面） ☆☆☆
立体構成（立体のつなげ方） ☆

28年度

命題（アンケート結果） ☆☆☆☆☆
順序関係（環状鉄道での乗降） ☆
対応関係（食堂での勤務） ☆☆☆☆
対応関係（紙の分け方） ☆☆☆☆
数量相互の関係（穴の空いた容器） ☆
平面構成（正六角形の模様） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（正三角形の頂点） ☆☆☆
立体の切断・回転・結合（立体の断面図） ☆☆☆
立体の切断・回転・結合（正四面体の移動） ☆☆☆☆☆

27年度

命題（４人の参加状況と勝敗） ☆☆☆☆☆
位置関係（８人の席の移動） ☆☆☆
対応関係（お菓子と飲み物） ☆☆☆☆
順序関係（エレベーターの移動） ☆☆☆
数量相互の関係（テストの点数と人数） ☆☆☆☆
平面構成（３つのはんこによる模様） ☆
立体構成（立方体の頂点を結ぶ線） ☆
正多面体（正八面体と正四面体） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（２つの部品の移動） ☆

※鉄板度４以上の問題を集計（ただし５年間で１問のみの場
合は省いた）。

■鉄板！ ■それ以外

命題

対応関係

平面構成

数量相互の関係

展開図

立体の切断・回転・結合

立体構成
100%80%60%40%20%0%

地方上級（全国型）

テーマ別

（過去５年間）

※出題内容は
暫定版です。
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検討する。この際，選択肢の対偶にも注目する。
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東京都╳→渋谷区╳

←前または、後ろかつ 
分解！
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※濃度の問題は，てんびん図を使って両者がつりあ
う様子をイメージすると解きやすい。ほかにも
比，割合を扱う問題で平均の値が示されていると
きは，てんびん図が利用できる。

◀１▶てんびん図を描いて，支点と重さ，支点ま
での距離を記入する。
【例】重りをX，Y，支点までの距離をa，bと置くと，
次のように描ける。

X Y

a b

　このてんびんがつりあうとき，次のような関係が
成り立つ（逆比の関係）。
　　X：Y＝ b：a

　　　aX＝ bY

◀２▶問題文に示された割合を記入する。
【例】30％と60％の食塩水を合わせて40％にする
場合。

30％ 40％ 60％

◀３▶長さの比から，それぞれの重さ（量）を計算
する（逆比の関係）。

②

30％ 40％ 60％1 2

①

　濃度７％の食塩水が入った容器Ａと，濃度10％の食塩水が入った容器Ｂがある。今，容
器Ａ，Ｂからそれぞれ100 gの食塩水を取り出して，相互に入れ替えをし，よくかき混ぜ
たところ，容器Ａの濃度は9.4％になった。最初に容器Ａに入っていた食塩水は何gか。
１　125g
２　150g
３　175g
４　200g
５　225g

濃　度 平成29年度・特別区

２つの平均の濃
度と考える。

 

解  説
　濃度７％と濃度10％の食塩水を混ぜ合わせ
て，濃度9.4％の食塩水ができたのだから，
　（10－9.4）：（9.4－7）＝0.6：2.4＝１：４
となる。したがって，濃度10％と濃度７％の食
塩水の量の比は４：１である。濃度10％の食塩
水の量は100gだから，容器Ａに残っていた濃
度７％の食塩水の量は25gということになる。

　したがって，最初に容器Ａに入っていた食塩
水の量は125gである。

7 ％ 9.4％ 10％

25g 100g
1 4

4 1

2.4 0.6

　よって，正答は１である。 正答　１

てんびん図の考え方
は，「資料解釈」

でも使えることがありま
す。その場合は，細かい
計算をする必要がないた
め，解答時間短縮にもつ
ながります。ぜひ押さえ
ておきましょう！
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鉄板度の高い問題が非常に
多い。左の表のとおり，

過去問を見ても，鉄板度が，
「☆」「☆☆」の問題はほとんど
ない。したがって，鉄板解法を
しっかり身につけておけば，ほ
とんどの問題に対応できると考
えてよい。

なかでも「速さ・距離・時
間」の問題は，出題数が

多いうえに鉄板度も高いので，
解法を確実に身につけておきた
い。図形分野の「計量問題」も
頻出であり，特殊な問題はほとんど見られ
ない。円，三角形を中心に学習しておこ
う。近年は特に「等積変形」の問題が多い
が，40ページで紹介しているような解き
方で考えていくと，難しい計算をせずに確
実に正答することができる。また，確率は
東京都と類似の問題が多く，こちらも全般
に鉄板度が高くなっている。

全体的に過去問と類似の問題が多いの
で，特別区の過去問を繰り返し学習

すれば，十分な対策を立てることができる。

年度 出題テーマ 鉄板度

元年度

三角形と面積（斜線部の面積） ☆☆☆☆

数の計算（２数の積） ☆☆☆

速さ・距離・時間（３人の歩く速さ） ☆☆☆☆

場合の数（８文字の並べ方） ☆☆☆☆

比，割合（３社の売上高） ☆☆☆

30年度

円（半円の一部の面積） ☆☆☆

比，割合（電車の座席数） ☆☆

速さ・距離・時間（川とボート） ☆☆☆☆

仕事算（３人の作業） ☆☆☆☆☆

不等式（長いすと人数） ☆☆☆☆☆

29年度

方程式（女性社員数） ☆☆☆☆

約数・倍数（100枚のカード） ☆☆☆☆

三角形（長方形内の三角形） ☆☆☆

約数・倍数（７種類のランプ） ☆☆☆

速さ・距離・時間（上り坂と下り坂） ☆☆☆☆☆

確率（将棋の対局） ☆☆☆☆☆

濃度（食塩水の量） ☆☆☆☆☆

28年度

三角形（正三角形と円） ☆☆☆☆

素因数分解（自然数の個数） ☆☆☆

速さ・距離・時間（三平方の定理） ☆☆☆☆☆

仕事算（水槽の給排水） ☆☆☆☆

約数・倍数（最小公倍数） ☆☆☆

27年度
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魔方陣（４×４の魔方陣） ☆☆☆☆☆
※鉄板度４以上の問題を集計。

■鉄板！ ■それ以外

速さ・距離・時間

仕事算

確率

魔方陣

三角形
100%80%60%40%20%0%

特別区Ⅰ類

テーマ別

（過去５年間）
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※濃度の問題は，てんびん図を使って両者がつりあ
う様子をイメージすると解きやすい。ほかにも
比，割合を扱う問題で平均の値が示されていると
きは，てんびん図が利用できる。

◀１▶てんびん図を描いて，支点と重さ，支点ま
での距離を記入する。
【例】重りをX，Y，支点までの距離をa，bと置くと，
次のように描ける。

X Y

a b

　このてんびんがつりあうとき，次のような関係が
成り立つ（逆比の関係）。
　　X：Y＝ b：a

　　　aX＝ bY

◀２▶問題文に示された割合を記入する。
【例】30％と60％の食塩水を合わせて40％にする
場合。

30％ 40％ 60％

◀３▶長さの比から，それぞれの重さ（量）を計算
する（逆比の関係）。

②

30％ 40％ 60％1 2

①

　濃度７％の食塩水が入った容器Ａと，濃度10％の食塩水が入った容器Ｂがある。今，容
器Ａ，Ｂからそれぞれ100 gの食塩水を取り出して，相互に入れ替えをし，よくかき混ぜ
たところ，容器Ａの濃度は9.4％になった。最初に容器Ａに入っていた食塩水は何gか。
１　125g
２　150g
３　175g
４　200g
５　225g

濃　度 平成29年度・特別区

２つの平均の濃
度と考える。

 

解  説
　濃度７％と濃度10％の食塩水を混ぜ合わせ
て，濃度9.4％の食塩水ができたのだから，
　（10－9.4）：（9.4－7）＝0.6：2.4＝１：４
となる。したがって，濃度10％と濃度７％の食
塩水の量の比は４：１である。濃度10％の食塩
水の量は100gだから，容器Ａに残っていた濃
度７％の食塩水の量は25gということになる。

　したがって，最初に容器Ａに入っていた食塩
水の量は125gである。

7 ％ 9.4％ 10％

25g 100g
1 4

4 1

2.4 0.6

　よって，正答は１である。 正答　１

てんびん図の考え方
は，「資料解釈」

でも使えることがありま
す。その場合は，細かい
計算をする必要がないた
め，解答時間短縮にもつ
ながります。ぜひ押さえ
ておきましょう！
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例年，出題テーマ・出題

数と出題順はほぼ固定

されている。ただし，問題ご

との難易度は，年度によって

大きな違いが見られる。大き

く分けると，命題，対応関係

などの「文章題」は，「鉄板

解法」で正答できるような易

しい問題が多いのに対して，

図形分野の問題はやや特殊で

難易度が高いものが目立つ。

また，たとえば平成30年度

は全体的にやや特殊な問題が多かった

が，令和元年度は典型的な問題が多かっ

た。このように，年度によって違いが見

られるのも特徴といえる。

１問目は，例年，命題もしくは論理

の問題であり，いずれもほぼ典型

問題なので，必ず準備して正答したい。

図形分野でも平易な問題が見られるの

で，まずは分野を問わず「鉄板解法」を

身につけることが大切である。

年度 出題テーマ 鉄板度

令　和
元年度

発言推理（玉の色） ☆☆☆☆
順序関係（もぐらたたき） ☆☆
対応関係（６人のアルバイト） ☆☆☆☆☆
対応関係（プレゼントの交換） ☆☆☆☆☆
数量相互の関係（36人の順位） ☆☆
平面構成（平行四辺形のパズル） ☆☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（三角形の回転） ☆☆☆
展開図（平行になる線） ☆☆☆☆

平　 成
30年度

命題（３人と傘） ☆☆☆☆☆
位置関係（４つのパーツと輪） ☆
対応関係（３人の勤務状況） ☆☆
試合の勝敗（４チームの総当たり戦） ☆☆☆
文章条件からの推理（オークション） ☆☆
平面構成（３色のタイル） ☆☆
立体の切断・回転・結合（グラスの水） ☆☆☆
立体構成（小立方体の積み上げ） ☆☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（円柱の側面） ☆☆

29年度

命題（４つの物の所持） ☆☆☆☆☆
順序関係（パレードの車） ☆☆☆
数量相互の関係（５ケタの数） ☆☆☆☆☆
対応関係（４人のコート等） ☆☆☆☆☆
操作の手順（９枚のカード） ☆☆
平面構成（三角形と台形） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（大円と小円） ☆☆☆☆
展開図（立体の平行面） ☆☆☆
立体構成（立体のつなげ方） ☆

28年度

命題（アンケート結果） ☆☆☆☆☆
順序関係（環状鉄道での乗降） ☆
対応関係（食堂での勤務） ☆☆☆☆
対応関係（紙の分け方） ☆☆☆☆
数量相互の関係（穴の空いた容器） ☆
平面構成（正六角形の模様） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（正三角形の頂点） ☆☆☆
立体の切断・回転・結合（立体の断面図） ☆☆☆
立体の切断・回転・結合（正四面体の移動） ☆☆☆☆☆

27年度

命題（４人の参加状況と勝敗） ☆☆☆☆☆
位置関係（８人の席の移動） ☆☆☆
対応関係（お菓子と飲み物） ☆☆☆☆
順序関係（エレベーターの移動） ☆☆☆
数量相互の関係（テストの点数と人数） ☆☆☆☆
平面構成（３つのはんこによる模様） ☆
立体構成（立方体の頂点を結ぶ線） ☆
正多面体（正八面体と正四面体） ☆☆☆☆
移動・回転・軌跡（２つの部品の移動） ☆

※鉄板度４以上の問題を集計（ただし５年間で１問のみの場
合は省いた）。

■鉄板！ ■それ以外

命題

対応関係

平面構成

数量相互の関係

展開図

立体の切断・回転・結合

立体構成
100%80%60%40%20%0%

地方上級（全国型）

テーマ別

（過去５年間）

※出題内容は
暫定版です。
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きは，てんびん図が利用できる。

◀１▶てんびん図を描いて，支点と重さ，支点ま
での距離を記入する。
【例】重りをX，Y，支点までの距離をa，bと置くと，
次のように描ける。

X Y

a b

　このてんびんがつりあうとき，次のような関係が
成り立つ（逆比の関係）。
　　X：Y＝ b：a

　　　aX＝ bY

◀２▶問題文に示された割合を記入する。
【例】30％と60％の食塩水を合わせて40％にする
場合。

30％ 40％ 60％

◀３▶長さの比から，それぞれの重さ（量）を計算
する（逆比の関係）。

②

30％ 40％ 60％1 2

①

　濃度７％の食塩水が入った容器Ａと，濃度10％の食塩水が入った容器Ｂがある。今，容
器Ａ，Ｂからそれぞれ100 gの食塩水を取り出して，相互に入れ替えをし，よくかき混ぜ
たところ，容器Ａの濃度は9.4％になった。最初に容器Ａに入っていた食塩水は何gか。
１　125g
２　150g
３　175g
４　200g
５　225g

濃　度 平成29年度・特別区

２つの平均の濃
度と考える。

 
解  説

　濃度７％と濃度10％の食塩水を混ぜ合わせ
て，濃度9.4％の食塩水ができたのだから，
　（10－9.4）：（9.4－7）＝0.6：2.4＝１：４
となる。したがって，濃度10％と濃度７％の食
塩水の量の比は４：１である。濃度10％の食塩
水の量は100gだから，容器Ａに残っていた濃
度７％の食塩水の量は25gということになる。

　したがって，最初に容器Ａに入っていた食塩
水の量は125gである。
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2.4 0.6

　よって，正答は１である。 正答　１
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でも使えることがありま
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移動・回転・軌跡（円柱の側面） ☆☆

29年度

命題（４つの物の所持） ☆☆☆☆☆
順序関係（パレードの車） ☆☆☆
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立体の切断・回転・結合（正四面体の移動） ☆☆☆☆☆

27年度
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位置関係（８人の席の移動） ☆☆☆
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順序関係（エレベーターの移動） ☆☆☆
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※出題内容は
暫定版です。
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特集

1

　公務員試験で「つまずきやすい科目」の代表といえば，民法と経済学。しかし心強
い味方がいる。それは，『最初でつまずかない民法Ⅰ・Ⅱ』『最初でつまずかない経済
学（ミクロ編・マクロ編）』の４冊。
　この特集では，それぞれの著者が，民法と経済学の特徴を解説しながら，「つまずき
をなくす」学習方法をわかりやすく伝授する。

民法＆経済学
つまずきをなくす

鶴田秀樹（つるた・ひでき）
旧労働省を退職後，「スー過去」「スピード解説」シリーズを
はじめ，法律をわかりやすく解説する書籍を多数執筆してい
る。『公務員試験　独学で合格する人の勉強法』も好評。

村尾英俊（むらお・ひでとし）
大学，資格試験予備校で経済 ,社会科学等を教える。初学
者に希望を与える講義の真髄を『最初でつまずかない経済学』
で体現。さらに実戦的な「スピード解説」シリーズも執筆。

民法 経済
学

P.010 P.019

［イラスト］
大野文彰

010 Juken Journal 2-Vol.2

　民法は，身近な法律の割には，本当につまずきや
すい科目といわれています。その主な原因は３つあ
ります。それは，①制度のわかりにくさ，②用語の
難しさ，③量の多さです。
　たとえば，「抵当権」という制度がありますよね。
初めて学ぶ人は，きっと「この言葉自体は聞いたこ
とあるけど，どんな内容なのかはわからないなあ」
と思いながら読み進めることでしょう。そうしてい
るうちに，その項目の中にさらに「法定地上権」「物
上代位」，はたまた「根抵当権」など，知らない用
語がどんどん出てくるわけです。パニック状態にな
り「お手上げです」となるのもしかたありません。
　加えて，民法は量が多い。「はあ，まだ債権法が残っ
てるんだ……」と参考書の目次をパラパラめくって
みると，「詐害行為取消権」など，またもや聞いた

ことのない言葉の連続。「なんだこりゃ」と意欲を
失い，つまずいてしまう人が多いのです。
　では，つまずきをなくすには，どうすればいいの
でしょう。それは，「要領」を間違えないこと。とに
かく，民法攻略のポイントはこれに尽きます。そし
て実は，要領さえ会得すれば，民法は「こんなに楽
だったのか！」と思うほどつまずきにくい科目です。
　前述したように，要領がわからず，民法に正面か
ら取り組んで挫折する受験者が，例年数多く見られ
ます。また，民法の出題数は，どの試験でも非常に
多いのも事実です。したがって，多くの受験者が苦
手とし，しかも出題数が多い民法を楽に仕上げられ
れば，試験では断然有利になってきます。つまり，
民法は，ものすごく差がつきやすい科目です。

　では，「要領」を間違えないためにはどうすれば
よいのでしょうか。そのためには，重要な要素が２
つあります。

　　　　「債権譲渡」を例に挙げましょう（なお，令和２年４月から施行される平成29年改正法も含
めて説明します。以下で改正前・改正後というのは同法の改正前後の意味です）。
　最初に「債権譲渡」は，改正前は「指名債権譲渡」と呼ばれていました。そんなわかりにくい言葉は，
使わなくていいですよね。そこで，改正後は「指名」を削除して「債権譲渡」になりました。ここで債
権とは，商品を売った代金債権とか家を建てる場合の建築代金債権（請負代金債権）などの，ごく普通
の金銭債権のことです。
　まずは上記の囲み①の「経済的な機能」について。ここでいう債権譲渡は，たとえば工事業者が注
文主から未回収になっている何千万円というような建築代金などが主な対象です。仮に未回収代金が
３千万円として，これを２千万円で買ってくれるという金融機関があれば，確かに１千万円損ですが，
それでも２千万円あれば何とか利益を出せる，あるいは従業員の給料を払えるなどという場合，工事業
者としては２千万円でも売ったほうがいいわけです。それで経済が回っていくのです。これは一つの例
ですが，債権譲渡は現実の経済社会で，資金調達のためにすごく重要な役割を果たしています。
　次に②の「中心的な課題」です。債権譲渡が経済社会でそれだけ重要なら，できるだけ譲渡の自由を
確保する必要がありますよね。ただ，債権譲渡が債権の売買だということは，売買の当事者は売主であ
る債権者と買主である譲受人の２人だけ。債務者は関係ありません。では，「カヤの外」に置かれた債
務者はどうなるでしょう。ある日突然，譲受人という人が現れて「自分に支払え」といわれたら，「ええっ」
となりますよね？
　ですから，自由譲渡と並んで重要なのが債務者の保護。実はこの２つだけがポイントで，あとは細かい
知識をくっつければ，それで債権譲渡のほとんどの問題は解けてしまいます！ これが民法の「要領」です。

つまずきをなくす

民 法
執筆：鶴田秀樹

みんぽう

なぜ多くの受験者がつまずくのか？

「要領」を間違えないとは？

 そこから各制度の機能を把握する
①財産法は経済法。だから経済の実際の動きを知る

 それをそれぞれの制度の細かい知識と
結びつける

②各制度には必ず中心的な課題がある

民法の
「要領」
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