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用語の説明 '財政' (Yōgo no setsumei' zaisei')  

 

「財政」という言葉はラテン語の「フィスカ

ス」に由来し、「バスケット」を意味します

。ウェブスター辞書によると、古代ローマで

は、フィスカスは、お金がバスケットに保管

され、主に地方を形成する収入として収集さ

れた皇帝によって制御される財務省の用語で

した。 

`Zaisei' to iu kotoba wa ratengo no `fisukasu' ni 

yurai shi,`basuketto' o imi shimasu. U~ebusutā 

jisho ni yoru to, kodai rōmade wa, fisukasu wa, 

okane ga basuketto ni hokan sa re, omoni chihō 

o keisei suru shūnyū to shite shūshū sa reta kōtei 

ni yotte seigyo sa reru Zaimushō no 

yōgodeshita. 

要するに、それは財務上の問題に関連してい

ます。 経済に関する財政面を理解しましょう

。 
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Yōsuruni, soreha zaimu-jō no mondai ni kanren 

shite imasu. Keizai ni kansuru zaisei-men o rikai 

shimashou. 
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財政政策とは何か? (Zaisei seisaku to wa 

nanika) 

これは、国の経済成長に影響を与える財政と

収入を制御するために国の政府によって使用

される政策ツールです。 

Kore wa,-koku no keizai seichō ni eikyōwoataeru 

zaisei to shūnyū o seigyo suru tame ni kuni no 

seifu ni yotte shiyō sa reru seisaku tsūrudesu. 

ブリタニカによると、財政政策は、特に税金

と政府支出のレベルと配分を操作することに

よって、経済を安定させるために政府が採用

する措置です。 

Buritanika ni yoru to, zaisei seisaku wa, tokuni 

zeikin to seifu shishutsu no reberu to haibun o 

sōsa suru koto ni yotte, keizai o antei sa seru 

tame ni seifu ga saiyō suru sochidesu. 

財政措置は、一定の目標を達成するために、

金融政策と並行して頻繁に使用されます。 



 

Clrn-shr.com 

 

Zaisei sochi wa, ittei no mokuhyō o tassei suru 

tame ni, kin'yū seisaku to heikōshite hinpan ni 

shiyō sa remasu. 
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財政政策の目的 (Zaisei seisaku no 

mokuteki) 

 

財政政策は、政府がインフレをコントロー

ルし、失業に対処し、国際市場における通

貨管理を支援する。財政政策の目的は以下

のつ: 

Zaisei seisaku wa, seifu ga infure o kontorōru 

shi, shitsugyō ni taisho shi, kokusaiichiba ni 

okeru tsūka kanri o shien suru. Zaisei seisaku 

no mokuteki wa ika notsu: 
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財政政策 ツール (Zaisei seisaku tsūru) 

 

政府は、財政政策を正常に管理するために2つ

のツールを使用しています- 

Seifu wa, zaisei seisaku o seijō ni kanri suru 

tame ni 2tsu no tsūru o shiyō shite imasu – 
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の種類 財政政策 (No shurui zaisei seisaku) 

 

財政政策の目的を達成するために、政府は3つ

のタイプのアプローチに従います: 

Zaisei seisaku no mokuteki o tassei suru tame 

ni, seifu wa 3ttsu no taipu no apurōchi ni 

shitagaimasu : 
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財政政策は、目標を達成するために政府によっ

て採用される。政策の利点は、特定のセクター/

空間に関連する人々によって享受される。例え

ば、道路インフラへの支出は多くの人々にとっ

て有益であり、減税は税金を申告する人々によ

って享受され、ガソリン価格の引き下げはすべ

ての市民によって享受される。 

Zaisei seisaku wa, mokuhyō o tassei suru tame ni 

seifu ni yotte saiyō sa reru. Seisaku no riten wa, 

tokutei no sekutā/ kūkan ni kanren suru hitobito ni 

yotte kyōju sa reru. Tatoeba, dōro infura e no 

shishutsu wa ōku no hitobito ni totte yūekideari, 

genzei wa zeikin o shinkoku suru hitobito ni yotte 

kyōju sa re, gasoringakaku no hikisage wa subete 

no shimin ni yotte kyōju sa reru. 
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会計年度とは何ですか? (Kaikei nendo to wa 

nanidesu ka?) 

 

これは、組織や政府が財政を報告するために

使用される12ヶ月の期間です。企業金融機関

によると、会計年度は、年次財務諸表や報告

書を作成するために会計目的で政府や企業が

使用する期間です。 

Kore wa, soshiki ya seifu ga zaisei o hōkoku 

suru tame ni shiyō sa reru 12-kagetsu no 

kikandesu. Kigyō kin'yūkkan ni yoru to, kaikei 

nendo wa, nenji zaimushohyō ya hōkoku-sho o 

sakusei suru tame ni kaikei mokuteki de seifu 

ya kigyō ga shiyō suru kikandesu. 
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会計年度の期間は国によって異なります。例

えば： 

Kaikei nendo no kikan wa kuni ni yotte 

kotonarimasu. Tatoeba: 

 

国 (Guó) 会計年度期間        

(Kaikei nendo kikan) 

インド、イギリス、カ

ナダ、日本、 

南アフリカ 

Indo, Igirisu, Kanada, 

Nihon, Minamiafurika 

4月1日~3月31日 

4 Tsuki 1-nichi ~ 3 tsuki 

31-nichi 

アメリカ合衆国、 

ミャンマー 

Amerikagasshūkoku, 

myanmā 

10月1日~9月30日 

10 Tsuki 1-nichi ~ 9 tsuki 

30-nichi 

オーストラリア、 

バングラデシュ、 

ニュージーランド 

7月1日~6月30日 

7 Tsuki 1-nichi ~ 6 tsuki 

30-nichi 
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Ōsutoraria, 

Banguradeshu, 

nyūjīrando 

中国、フランス、 

シンガポール、 

スイス、 

アラブ首長国連邦、 

イタリア、 

ロシア、 

韓国、 

スペイン、 

スウェーデン、 

台湾 

Chūgoku, Furansu, 

shingapōru, Suisu, 

arabushuchōkokurenpō, 

Itaria, Roshia, Kankoku, 

Supein, suu~ēden, 

Taiwan 

1月1日~12月31日 

1 Tsuki 1-nichi ~ 12 tsuki 

31-nichi 
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財政赤字とは何ですか? (Zaisei akaji to wa 

nanidesu ka?) 

 

財政赤字は、政府の収入と支出の間の短い落

ち込みである。政府の借入金は含まれていな

い。金融エクスプレスによると、財政赤字は

政府支出が収入を超えたときに発生します。

差は、絶対的な換算と国内総生産の割合の両

方で計算されます。 

Zaisei akaji wa, seifu no shūnyū to shishutsu no 

ma no mijikai ochikomidearu. Seifu no kariirekin 

wa fukuma rete inai. Kin'yū ekusupuresu ni yoru 

to, zaisei akaji wa seifu shishutsu ga shūnyū o 

koeta toki ni hassei shimasu. Sa wa, zettai-

tekina kansan to kokunaisōseisan no wariai no 

ryōhō de keisan sa remasu. 

 

財政赤字 =  総支出 - 借入金を除く総領収書 

Zaisei akaji = sō shishutsu - kariirekin o 

nozoku sō ryōshū-sho 

そして / 
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財政赤字 = 政府支出の合計(資本支出と歳入

支出) – 政府の総収入 (収益領収書 + ローンの

回収 + その他の領収書) 

Zaisei akaji = seifu shishutsu no gōkei 

(shihon shishutsu to sainyū shishutsu) – 

seifu no sō shūnyū (shūeki ryōshū-sho + rōn 

no kaishū + sonohoka no ryōshū-sho) 

 

財政赤字が発生するたびに、国の中央銀行(イ

ンドの場合はインド準備銀行(RBI))または国

庫や債券などの資本市場の手段から資金を調

達することによって、資金を調達します。 

財政赤字は成長、生産コスト、物価安定、イ

ンフレに大きな影響を与えます。 

Zaisei akaji ga hassei suru tabi ni,-koku no chūō 

ginkō (Indo no baai wa Indo junbi ginkō (RBI) ) 

matawa kokko ya saiken nado no shihon'ichiba 

no shudan kara shikin o chōtatsu suru koto ni 

yotte, shikin o chōtatsu shimasu. Zaisei akaji wa 

seichō, seisan kosuto, bukka antei, infure ni 

ōkina eikyō o ataemasu. 
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会計能力とは何ですか? (Kaikei nōryoku to 

wa nanidesu ka?) 

 

これは、政府や機関が収益を生み出す潜在的

な能力です。たとえば、政府は税金から最大

の収入を生み出します。財政能力は、財政政

策のプロセスを開発する上で重要な役割を果

たしています。また、財政努力としても定義

されます。 

正確には、財政能力は、様々なレベルで補助

金を均等化することができる収入の割り当て

を決定するために、政府や他の機関にロード

マップを提供します。 

Kore wa, seifu ya kikan ga shūeki o umidasu 

senzai-tekina nōryokudesu. Tatoeba, seifu wa 

zeikin kara saidai no shūnyū o umidashimasu. 

Zaisei nōryoku wa, zaisei seisaku no purosesu o 

kaihatsu suru ue de jūyōna yakuwari o hatashite 

imasu. Mata, zaisei doryoku to shite mo teigi sa 

remasu. 
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Seikaku ni wa, zaisei nōryoku wa, samazamana 

reberu de hojokin o kintō-ka suru koto ga dekiru 

shūnyū no wariate o kettei suru tame ni, seifu ya 

hoka no kikan ni rōdomappu o teikyō shimasu. 

ウィキペディアによると、財政能力は、政府

が公共財を提供し、与えられた財政会計構造

で政府の他の機能を遂行するために収入を引

き出す能力です。 

ウィリアム・E・スパークマンが発表した研

究論文は、財政能力は政府または課税管轄区

域の経済資源を指す。これは、一人当たりの

実際の所得比率が増加した場合に基本的に測

定されます。 

U~ikipedia ni yoru to, zaisei nōryoku wa, seifu ga 

kōkyō-zai o teikyō shi, ataerareta zaisei kaikei 

kōzō de seifu no ta no kinō o suikō suru tame ni 

shūnyū o hikidasu nōryokudesu. 

U~Iriamu E supākuman ga happyō shita kenkyū 

ronbun wa, zaisei nōryoku wa seifu matawa 

kazei kankatsu kuiki no keizai shigen o sasu. 
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Kore wa, hitoriatari no jissai no shotoku hiritsu ga 

zōka shita baai ni kihontekini sokutei sa remasu. 

 

 

 

 

   

 

 



 

Clrn-shr.com 

 

結論 (Ketsuron) 

 

経済学や政治学では、財政とは政府が管理・

管理する資金、税金、債務等の管理を指しま

す。政府は経済サイクルを円滑に進めるため

に積極的な対策を講じなければならない。タ

イムリーな行動は、世界経済の不確実性とボ

ラティリティにもかかわらず、長期的に国の

経済の安定と透明性をもたらす結果です。 

Keizai-gaku ya seiji-gakude wa, zaisei to wa 

seifu ga kanri kanri suru shikin, zeikin, saimu-tō 

no kanri o sashimasu. Seifu wa keizai saikuru o 

enkatsu ni susumeru tame ni sekigyokutekina 

taisaku o kōjinakereba naranai. Taimurīna kōdō 

wa, sekai keizai no fukakujitsusei to boratiriti 

nimokakawarazu, chōki-teki ni kuni no keizai no 

antei to tōmei-sei o motarasu kekkadesu. 
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学習を評価する (Gakushū o hyōka suru) 

1. 財政赤字の計算 – 

設備投資額 = $ 45000, 資本受入 = $39000、

収益赤字 = $10000 

1. Zaisei akaji no keisan – 

Setsubi tōshi-gaku = $ 45000, shihon ukeire = $ 

39000, shūeki akaji = $ 10000 

2. 次の国の財政政策を承認する者: 

− インド 

− アメリカ合衆国 

− アラブ首長国連邦 

− イギリス 

− フランス 

2. Tsugi no kuni no zaisei seisaku o shōnin 

suru mono: 

− Indo 
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− Amerikagasshūkoku 

− Arabushuchōkokurenpō 

− Igirisu 

− Furansu 
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 参照されるソース: 

ベント・ハンセンの財政政策の経済理論。(The 

Economic Theory of Fiscal Policy- by Bent Hansen. ) イ

ンドの進歩的財政政策:プラヴィーン・K・ジャ

(Progressive Fiscal Policy in India by Praveen K Jha), 

ウィキペディア、ファイナンシャルエクスプレス。

Investopedia.com, businessaccountingbasics.com, 

Wikipedia, Financial Express. 
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英語、中国語、日本語、ドイツ 

語、フランス語、スペイン語な 

ど、さまざまな言語で学習モジ 

ュールと記事を検索できます。  

訪問先 : www.clrn-shr.com  

子メール: clrnandshr@gmail.com 
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