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早稲田大学 2019年度
一般入試商学部

2019年度

政治 ・経済

（問題）

(H31133216) 

注意事項

1. 試験開始の指示があるまで、問題冊子および解答用紙には手を触れないこと。

2. 問題は 2～11ページに記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・配丁および解

答用紙の汚損等に気付いた場合は、手を挙げて監督員に知らせること。

3. 解ー符はすべてHBの黒鉛筆またはHBのシャーブペンシルで記入すること。

4. マーク解答用紙記入l：の注意

(1) 印刷されている受験番号が、自分の受験番号と一致していることを確認したう えで、氏名欄に氏名を

記入すること。

(2）マーク欄にははっき りとマークすることのまた、訂正する場合は、消しゴムで丁寧に、消し残しがな

いようによく消すこと。

マー クする時｜＠ 良い G 悪い ＠ 悪い

マークを消す時10 良い G 悪い む 悪い

5. 記述解答用紙記入上の注意；

(1) 記述解答用紙の所定欄（ 2カ所）に、氏名および受験番号を正確に丁寧に記入することc

(2）所定欄以外に受験番号 －氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。

(3) 受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがい、読みJやすいように、正確に丁寧に記入する

こと。

L竺字見本 IO I I I 2 [ 3 I 4 I 5 I ~－ I ワ I 8 [ 9 I 

(4) 受験番号は右詰めで記入し、余白が生じる場合でも受験番号・の前に「0」を記入しないこと。

げ引千百十 ‘一｜

（例） 3825番コ 1 1 3 s 2 5 I 

6. 解答はすべて所定の解容欄に記入すること。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点の対象外とな

る場合がある。

7. 試験終了の指示が出たら、すぐに解答をやめ、筆記用具を積き解答用紙を裏返しにすること。

8. いかなる場合でも、解答胤紙は必ず提出すること。
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I 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

わが開の統治機構について，日本国憲法（以下，「憲法」という。）はT 国会を国権の最高機関にして国の唯一の立法

機関と規定する一方，行政権は内閣に廃する旨を定める。

このうち，国会は，国民の意見を幅広く反映させ，慎重な審議を図るため 衆議院と参議院から構成される両院制が

採用されている。そのため，凶会の議決は 両院の議決の一致によることを原則とするが 一定の事項については 衆
① 

議院の優越が認められている。また，凶会は，憲法の前文において採用が宣言されている議会制民主主義を支える基盤

であり，その権能として，憲法に立法，財政の統/jilj等が規定されている。また，憲法62条では，閉会の権能のひとつ

として怖に白 河 め ら れ て おりー配よれば日ーして聞は証人の 白

およ内部山田の提ーすること吋るの

これに対し，内閣は，憲法rk，行政権が属するものと位置づけられている。その上で，憲法は，内閣の具体的権能と

して， 内閣が行うべき行政事務を列挙する。また，わが国は議院内問制を採用しているため，内閣は，国会の信認に基

づく？ととなり 憲法上行政権の行使について国会i:::0して約七とさ れ 九

行政権の行使は，内閣とそのもとで行政事務を分掌管理する行政機関とがこれを担っている。行政は，法律に基づき

行われるが，最近では，法律で細部まで決めず，具体的な細日は法律のlE ｜に基づき行政機関が命令等で定める

巨コ立法が糊しているのこのことも影響して，わが国では，行政の郡志大傾向が見られる。もともと わが

国では，行政機関による行政権の適切な行使について，それを確保するための民主的な統制のあり方が重要な課題とさ

ー。その観点机叫には行政運営ー聞の酬を！？一日ーされているつ

またp 1999年には 行政権行使に係る透明性を確保するものとしてι行政機関の保有する情報の公開に関する法律J

（以下，「情報公開法」というc）が制定され，出氏に対する説明責任が明記された。

しかも，公文脊の適切な管理は，行政運営に対する国民の監視の実効性確保だけでなく国民自身の権利 ・利益の保護

のためにも，不可欠である。そこで，公文脊の統一的な管理や歴史資料として重要な公文書などの保存 －利用のルール

を定めるため♂文脊等の管理に関する法律J（以下 「公文書管理出という。）が200昨に制定された。しかし 近

時，情報公開法に募づく情報開示請求を受けた行政機関が，その事笑を漏洩する事例や，適切に保存されているべき公

文脊が窓意的に変更・破棄される事例が散見きれ 情報公開法の運用や公文書管理のあり方の見直しの必要性が指摘さ

れているc

問1 文中の下線部①に関して，衆議院の優越が認められる事項として最も適切なものを以下の選択肢（ア） ～（オ）

から 2つ選び，その記号をマーク解答rn紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 法律案の衆議院における先議

（イ） 予算の衆議院における先議

（ウ） 議員資格の争訟に関する裁判

（エ） 内閣総理大臣の指名

（オ） 憲法改正の発議

問2 文中の下線部②に関して，内閣の職務として最も適切なものを以下の選択肢（ア）～（オ）から 2つ選び＼その

記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 外交関係の処理

（イ） 条約の締結の承認

（ウ） 国会の臨時会の料集

（エ） 特別裁判所の設置

（オ） 下級裁判所の裁判官の指名
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間3 文中の下線部①に関する説明として最も適切なものを以ドの選択肢 （ア）～（オ）から 2つ選び，その記号をマ

ーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 情報公開法に基づき情報開示請求を行うことができる者は，成年に達した国民に限られる。

（イ） 情報公開法は，国民の知る権利を明記している。

（ウ） 地方公共団体が初めて情報公開に関する条例を制定したのは，情報公開法の制定後であった。

（エ） 独立行政法人の保有する情報は，情報公開法とは別の法律に基づく開示請求の対象とされている。

（オ） 開示決定等に不服がある者は，行政不服務査法に基づく不服の申立てを行うことができる。

間4 文中の下線部④に関する説明として最も適切なものを以下の選択肢（ア）～（オ）から 2つ選び句その記号をマ

ーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 公文書管理法によれば，行政丈寄は公文書等のひとつとされている。

（イ） 公文書管理法によれば公文書等は永久保存するものとされているの

（ウ） 公文害等の管理を怠った者は 公文害管理法上の罰則の適用を受ける。

（工） 地方公共団体の保有する文書は，公文書管理法に基づく公文書等に該当する。

（オ） 公文書管理法は，公文書等を，健全な民主主義の根幹を支える同民共有の知的資源と位置づけている。

間5 文 中 の空正日～0iこ入る最も適切な語句を記述解符用紙の所定時開に記入せよo なお空欄

日は昨5文字で空欄田空欄田空欄日…欄日…れー字で

空欄巴出4ー答すること。

I[ 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

市場メカニズムとは，市場において需姿と供給が一致するように価格が調整され，均衡点が決まるというメカニズム

のことである。例を用いて考えよう。ある市場における価格と需要の関係が次のようにあらわされているとする。この

表から直線の需要曲線を導くことができる。また， 供給曲線は Qs= -150 + lOPであらわされるとする。ここでQd.

Qs. pはそれぞれ需要量，供給量および、価格をしめしている。この需要内線と供給曲線がまじわるところで均衡価格

および均衡取引数量が決定される。

価格P 需要量 Qd

10 250 

20 200 

30 150 

40 100 

50 50 

60 。

さまぎまな状況の変更によ り 均衡点は変化する。たとえば通商関係が変化した場合政府の介入がある場合 ま
① ①  

た企業や消費者の行動が変化した場合，均衡点が変化することになるの
③ 
市場の飽きを理解すーるためには， さまざまな市場の特性を理解することがクこかせない。たとえば，労働市場を理解す

るためには失業がどのようにきまるのかというととや労働市場の仕組み，きらにきまざまな働き方があるということを
④ ⑤ ⑥  

理解する必要がある。また，資本市場を理解するためには，企業がどのように操業に必要な資金を調達するのかを知る
⑦ 
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必要がある。また，完全競争市場ではたくさんの企業が存在するということを想定しているが，実際には事実上 1村の
③ 

みが財の供給を行っている市場も存在する。

間 1 本文で示されている需要と価格の関係をグラフにしたとする。このグラフの説明として以ドの文のうち，適切な

ものを選択肢（ア）～ （エ）から lつ選ぴ曹その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。なお，グラ

フは縦軸に価格，横車自に数量をとるものとする。

（ア） 右上がりであ り，価格が1増加すると需要は5増加す『る

（イ） 右上がりであり F 価格がl増加すると需要は5減少する

（ウ） 右下がりであり．価格が1増加すると需要はら増加する

（エ） 有トみまりであり ，価格がl増加すると需要は5減少する

間2 本文で示されている需要曲線と供給曲線を所与左して，この市場について述べた次のうち適切なものを選択肢

（ア）～ （工）からlつ選ぴ，その記号をマ←ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 価格が50のとき超過需要が発生し，需要と供給の法員ljにより価格が下落するc

（イ） 価格が40のとき超過供給が発生し，有効需要の原理により価格が上昇する。

（ウ） 価格が20のとき超過需要が発生し需要と供給の法則により価格が上昇する。

（エ） 価格が10のとき超過需要が発生し有効需要の原理により価格が下落するc

問3 本文で示されている需要曲線と供給曲線を所与として，均衡点における需要の価格蝉力性を計算せよ。なお，需

嬰の価格弾力性は正の値で計算されるとする。

間4 下線部①と関連して，新たな貿易協定によって，この財について数量にかかわらず25円で輸入できることになっ

たとする。このときの均衡の変化として適切なものを選択肢（ア）～（工）から lつ選ぴ，その記号をマーク解

答用紙の所定の解答欄にマ←クせよ。

（ア） 価格が下落し，取引数量は増える。その結果，国内生産者による供給量は増加する。

（イ） 価格が下落し，取引数量は噌える。その結果，国内生産者による供給景は0となる。

（ウ） 倒格が下落し，取引数量は増える。その結果，関内体産者による供給量は減少するがOにはならない。

（工） 価格は変化せず，取引数量も変化しない。

問5 下線部②と関連して，政府がこのdi場に介入し，この財の最低価格は20円であるという法律が成立したとする。

このときの均衡の変化として，適切なものを選択肢 （ア）～ （工）から lつ選び＼その記号をマーク解答用紙の所

定の解答欄にマークせよ。

（ア） 価格が下落し，取引数量は増える。

（イ） 価格が下落し取引数量は減る。

（ウ） 価格は変化せず，取引数量も変化しない。

（エ） 価格が上昇し，取引数量は減る。

間6 下線部②と関連して，生産者はこの財を生産するのに電）Jを使用するが 政府からの補助金により牛ー産者の電力

料金が減額されることになった。このときの市場の状況につしミて，適切なものを選択肢 （ア）～（工）から 1つ選

び，その記号をマ←ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 価絡はートー務し取引数量は増加する。

（イ） 価格は下落L，取引数量は減少するの

（ウ） 価格は上昇し，取引数量は増加する。

（エ） 価格は上昇し，取引数量は減少する。
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この射の人気がたかまったとする。この状況の説明として適切なも下線部③と関連して，何らかの理山により，

のを選択肢 （ア）～（エ）から lつ選び，その記号をマ←ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

いままではこの財を60円で買おうという意思を持つ消費者は一人もいなかったが，

間7

需要組線は右にシフトし，

そのような意思をもっ消費者もでてくることになる。

いままではこの財を60円で買おうという意思を持つ消費者は少数しかいなかったが，

（ア）

需要曲線は右にシフト（イ）

需要曲線は左にシフトし，

そのような意思をもっ消費者は増加する。

いままではこの財を60刊で買おうという意思を持つ消費者は一人もいなかったが．

そのような意思をもっ消費者ーもでて くることになる。

し

（ウ）

需要曲線は左にシフトいままではこの財を60円で買おうという意思を持つ消費者は少数しかいなかったが，（エ）

そのような意思をもっ消費者は増加する。し，

失業を減らすための政策として最も適切なものを選択肢市場メカニズムから考えた場合，下線部④と関連して，

（ア）～（エ）から 1つ選び，

問8

その記号をマーク解容用紙の所定の解答欄にマークせよ。

最低賃金をヲIき上げるc

法人税率を引き上げる。

失業保険の給付額を引き上げる。

技能訓練に対する公的な給付を引き上げる。

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

～ （工）から現

その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

中立労連

下線部⑤と関連して，労働市場において労働組合は重要な役割を果たしているが，選択肢（ア）

在の日本のナショナルセンターの略称を lつ選び，

問9

（エ）総評（ウ）同盟（イ）連合（ア）

実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす労働のあり方をあらわす最も適切な下組部⑥と関連して，問叩

記述解答片j紙の所定の解答欄に漢字5文字で記入せよ。語句を，

次の文章の空欄にあてはまる詩句の組み合わせとして最も適切なものを選択肢 （ア）～下線部⑥と関連して，間11

日事業主の指揮帥

その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

間引うー針。間働者は日 事業主と雇用開…

にあるの

（エ）から 1つ選び，

B派遣元

B 派遣元

派遣先

派遣元

A 

A 

（イ）

（ヱ）

B派遣先

B派遣先

派遣先

派遣元

A 

A 

（ア）

（ウ）

このうち直接金融の例と して最も適切な企業の資金調達には直接金融と間接金融がある。下線部⑦と関連して，問12

～（エ）から 1つ選ぴ．その記号をマーク解答用紙の所定の解答！聞にマークせよ。

企業が設備投資等のために内部留保をおこなうこと。

企業が他の企業を買収するために資金を銀行から借り入れること。

企業が子会社から配当金を受け取ること。

企業が海外進出に必要な資金を調達するために一般の投資家を対象に株式を発行すること。

5 
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（ア）

（イ）

（ウ）

（工）



間13 下線部⑥と関連して，独占・寡山に関する日本の法律について述べた次の文章のうち 最も適切なものを選択肢

（ア）～（エ）から 1つ選び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 事業活動を行うことが目的ではなく，他の複数の会社の株式を保有することによって支配することをは的と

する持株会社を設vーすることは禁止されていない。

（イ） 知的財産戦略本部は独占禁止法に基づき，特許権・実用新案権等の産業財産権の濫肘にかかわる問題を管轄

している。

（ウ） 言論の白山や文化保護の観点であっても再販売価格維持制度は認められていないの

（エ） 証券取'ii等監視委員会は独占禁止法に基づき 金融市場における独占・寡占にかかわる問題を管轄している。

ill 以下の文章を読み，下記の問いに答えよ。

アルフレッド・ノ←ベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞，いわゆるノーベル経済学賞は，経済学の分野を著しく

発展させた重要な研究をした人物に授与される賞である。過去の受賞者とその受賞期工向となった研究を見ると，現在の

我々の社会事象の見方を大きく変化させた研究が数多いc 直近の2018年はウィリアム・ノ F ドハウスとポ「jレ・ロ←マ
① 

一が共炉！受賞した。2017年は伝統的な経済学と心理学の知凡を融合させ 人附の行動についてのより説明力の高い分析

問る い」 と川分野への貢献はり I}

ン市場の分析について共同受賞している。レモン市場では 売り手は取gIする買j一の品質の情報を有しているが’買い手

は；白今していないという情報の非対称性が存在し逆選択が起こりやすい。結果としてそのような市場で－は社会的厚生が
Ci一一一

低下することを示したことが主な受賞理由である。1998年は第三世界の貧困と飢餓に関する研究でアマルテイア・セン
③ 

が受賞した。

ノーベル経済学賞の授賞理由となった研究により，従来の施策の有効性が説明きれることもある。例えば， 2009午－に

はオリバー・ウィリアムソンが取引コストの分析で共同受賞した。取引コストとは，市場において取引を行う際に，取

引の条件を十分に満たす取引相手の採索，取引内容についての交渉，契約後の耳目｜相手のモラルハザ←ドの監視などに
④ 

より発生するコストである。取引コストを増大させる取引相手の質についての情報の非対称性は IS 090閃シリ←ズ
⑤ 

やIS 014000シリーズなどの企業の質を担保する第三者機関による同際規格の認証により減少する。

間1 F線部①のウィリアム・ノードハウスとポール ローマ｝のノ「ベル経済学賞授賞理由の研究業績について最も

適切なものを選択肢（ア）～ （オ）から 1つ選び、 その記号をマーク解答附紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 日良定合理性の概念を提示し，経済組織内部での意思決定プロセスを分析した研究

（イ） 非協力ゲ←ムにおける均衡の分析ーについての研＋究

（ウ） 収穫逓増の概念を導入して，貿易のパターンと経済活－動の立地の関係性を明らかにした研究

（エ） 気候変動と技術革新が与える長期的なマクロ経済への影響についての研究

（オ） 資本収益率と経済成長率の差が経済的不平等に与える影響の研究

間2 空欄白に入る…な語句を記述解答用一一に町山。
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問3 ・向車部舎の逆選択が発生している状況として最も適切なものを，選択肢（ア）～（オ）から 1つ選び，その記号

をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） ある企業が，取引先との交渉において，本当は取引先と契約をするつもりであったが，交渉を有利に進める

ため，それを逆に隠して契約するつもりがないふりをした。

（イ） あるアパレルメーカーが，「今年は赤色の服が流行り，貰色は売れないだろう」と考えて赤色の服を大量に

製造したが，消費者は赤ではなく黄色の服を選んだため，アパレルメーカーは大量の在庫を抱えてしまヮた。

（ウ） ある大企業がチャレンジ精神にあふれた人を採用しようと，成果主義に基づいた報酬体系を掲げて募集した

ものの，その大企業の安定性に惹かれたチャレンジ精神のない人ばかりが応募してきて，その中から採用する

しかなかった。

（工） 本来は財務的に健全な銀行であったが，預金者が「あの銀行は財務的に危ない」と信じ込むことで取り付け

騒ぎが起き，財務的に健全で、あった銀行が破綻してしまった。

（オ） ある学生が，就職予定の企業の資金繰りが危ういという情報を得たが，「伶界的に名の知れた大企業だから

大丈夫だろう」と，その情報を信用せずに予定通り就職したものの，結局その企業は倒産してしまった。

間4 下線部③に関連して，凶の経済状況をあらわす指棋のひとつとしてインフレーション惑があるが， GD Pデフレ

ーターと消費者物価指数に基づくインフレーショ ン率は必ずしも一致しないc その理由について， 日本での事情を

述べた以下の丈で最も適切なものを，選択肢 （ア）～ （オ）から lつ選び，その記号をマーク解答川紙の所定の解

答欄にマ←クせよ。

（ア） GD Pデフレ←夕←は財とサーピスの向一者の価格を対象としているが，消費者物自Ji指数は財のみの仙If告であ

るため。

（イ） 消費者物価指数は消費者が消費した輸入製品の価格が反映されるが， GD Pデフレーターは輸入製品の価格

の変化を必ずしも反映しないため。

（ウ） GDPデフレーターは固内外で日本人により生産された財－サーピスの価格を反映しているが，消費者物価

指数は国内外で日本人により消費された財，サーピスの価格を反映しているための

（工） 消費者物価指数は i月から12月を医切りとした年単位で算出されるが， GD Pデフレーターは4月から 3月

までを区切りとした年単位で算出されるため。

（オ） 消費者物価指数は家計消費のみを反映しているが， GD Pデフレーターは家計消費を含まないため。
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社会における所得分配の不平等をあらわす指標のひとつとしてジニ係数がある。ーf記の世下線部③に関連して，間5

帯数と平均年同所得の表から近似的にローレンツ曲線を作成した。下記のローレンツ山線からジニ係数を計算し，

小数第二位までの値を記述解答m紙の所定の解答械に記入せよ。

世帯数（単位町）｜平均年間所得 （万円）

1 100 300 

2 100 900 

3 100 1200 

小数第三位を四捨五入し，

ローレンツ拍線

l

－2
一3

所
得
の
累
積
比

々
1
8

6
一8
5

一8
4

一8
3

一8
2

一8
1

一8
0

1 

W：帯数の累積比
3 

。
し一一

下線部④の取引におけるモラルハザードとは何か。以下の3つの用語を全て用いて，記述解答用紙の所定の解答

欄に80字以上100字以内で説明せよc

間 6

保険会社

下線部⑤を発行する国際機関の英語での名称を示す英単語4語を記述解答m釈の所定の解答欄に記入せよ。

8 

加入者L’情報の非対称性，

間7



N 以下の文章を読み 下記の問いに答えよ。

インターネットは人々の生活を変えた。例えばIT技術開発で創業したWmx株式会社は，ベンチャー・キャピタル
① 

から資金提供を受けて事業を拡大し，現在はその技術的必用してアイドルグループ夏目坂150のマネージメントも手が

けている色。楽曲やプロモ」ション・ビデオの配｛完夏目坂150所属メンバ←とそのファンによるツイートなど，ネッ

トでの活動が欠かせない。

一般にインターネットで様々な活動が拡大しi舌発化した要因のひとつは，スマートフォンによりネット援続がそパイ

ル化したことである。スマートフォンには様々なアプリが存在する。アプ1）が無料配布きれたり低価格で販売されたり
② 

したため，アブリとスマ「トフォンの利用が拡大した。そして，ネット利用の拡大は個人情報の管理という問題を提起
告

した。

主文中の企業Wmx株式会社とアイドルグループ夏LI坂150は仮想のものであり，笑在する周名ないし類似名をもっ企

業やグループとはいかなる関連もありません。

問 1 夏目坂150による2019年4月1日公演のチケット価格とそれに対応する購入希望枚数は，表1の通りである。こ

れを公演チケットの需要関数と呼ぶ。この関数はチケット価格について線形とする。チケット販売代金を最大にす

るチケット価格 （円）はいくらか。下記の選択肢（ア） ～（オ）から lつ選び，その記号をマ←ク解答用紙の所定

の解答欄にマークせよ。

なお，公演会場の隣席数は4,000席である。これを上回る購入希望があった場合も販売するチケット枚数は4,000

枚とし，上回る分は売り切れとして敗売しない。チケット販売代金を最大にするのであれば，残席（売れ残り）が

出てもかまわない。また，夏目坂15［）の公演では，チケットはすべて座席を指定するが同…価格とし， S席， A席

なとき！市種を区別しなし＇o

表1 チケット価格と需要

チケッ ト価格 （円） I 1, goo 2. ooo 2, 100 2. 200 2. 300 

チケ y ト需要（枚） I 4,200 4,ooo 3,800 3,600 3,400 

（ア） 1,900 （イ） 2,000 （ウ） 2, 100 （工） 2,200 （オ） 2.300 

問2 夏目坂150は楽曲毎に中心メンバーを選抜している。選抜ではCDに添付されている投票券による人気投票結果

も考慮される。自分が応援する特定のメンバ「が次の新filiにおける中心メンバーに選抜されやすくするため， CD 

を大量に購入して投巣するファンもいる。このことは， CD日Ii格に投票券価値が含まれていることを示す。 CDの

イ也有料のネット配信によっても楽曲を聴くことができる。ただしネット配信では人気投票に使う投票券は得られ

ない。なお，楽曲を聴くことに対する需要は， CDの場合もネット配信の場合もその価格が上がると減少する。こ

れに関連した以下の記述のうち，最も不適切なものをド記の選択肢（ア）～ （エ）から 1つ選ぴ，その記号をマー

ク解答期紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 楽Hl1だけのCDと投梨券をそれぞれ別々に販売する場合は， CD価格を一体販売時の価格から変更しなけれ

ば，楽部と投票券を一体販売する場合に比べ，楽曲だけのCDの販売枚数が少なくなるの

（イ） 楽曲だけのCDと投票券をそれぞれ別々に販売する場合，楽曲だけのCD価格が楽曲のネット配信f[[lj格と多

少追っていたとしても，どちらも販売が見込める。

（ウ） 楽曲だけのCDを販売しこれとは別に投票券を無料で配布した場合は，楽曲と投票券を一体販売する場合に

比べ，投票券の枚数が少なくなる。

（工） 投票券を得るために何枚も CDを購入するファンは，楽曲を聴くための費Jljを重複して支払っていることに

なる。
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問3 夏！一l坂150の握手会を行うため 店舗販売する CDとは別に握手会参加券付き CDをWmz株式会社がインター

ネットで直接敗売している。これを握手券CDと呼ぶことにする。提子ー会は夏目坂150メンバーによる独占供給で

あり ，握手会に対する需要は据予券CD制fi絡が高くなると減るので，握手券CDfufi裕を高めに設定して握手会はそ

れほど頻繁には行わず，利潤を宵めてきた。ところが，こう した多額の独占利滴を獲得するのは長期的な利潤最大

化の観点からは得策ではないという意見がWmx社内で多数を占めたため，このたび＼握手券CD価格を下げるこ

とにした。この価格変更に関して述べた以下の文章のうち，最も：不適切なものを下記の選択肢（ア）～（工）から

1つ選び．その記号をマ←ク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） メンバーの引退や新規加入を通じて夏目坂150のメンバー構成を変えられる長期において握手会の供給を変

化させると，メンバーが閲定された短期の場合とは異なる別の費用がかかる。

（イ） 多額の独「Lj利潤は，夏目坂150と競合するアイドルを育てる新規参入者を呼び込みゃすし、参入により競合

するアイドルグループが1首えると，アイドルの提供するサービスに対する需要が十分増えない隈り，夏目坂

150の活動全般から現在得られている収入が減る。

（ウ） ライバルの参入で競争相手が増える可能性を考膚した長期の場合，夏目波150の握手会価格をWmx株式会

社が設定する限り，効率的な資源配分が達成される。

（工） 握手券CDの価格を下げることで生じる握手会の超過需要状態を抽選や先議ill買で解消することは，市場メカ

ニズムとはいえないの

間4 年会費を支払った夏n坂150ファンクラブの中高生会員は，公演チケットを一般より早く， 一般販売とは違った

価格で購入できる特典を持つ。この特典によるチケットを 以卜では先行チケッ トとl呼ぶc ファ ンクラブ中高生会

員向け先行チケッ トの需要関数は， チケット価格をpとすると，

3900 -1. 3p 

である。先行チケット販売を考慮して，一般販売のチケット価梼とそれに対応する購入希望枚数を調べたところ，

表2が得られた。これを一般チケット需要芸関数と呼ぶ。この間数はチケッ ト価格について線形であ ＇），先行チケッ

トの販売枚数にかかわらず関数自体は変化しないこ ととする。厚長席数4.000席のコンサー ト会場で2019年夏の公演

を行う場合，先行および一般チケットの販売代金合計金額を最大にするには 先行チケット価格と一般チケッ ト価

格をそれぞれいくらに設定するのが良いかを考えたい。

ただし 一般チケット販売の11民販売済みの先行チケット数を会場座席数4.000枚から差し5！いた数を上回る需

要があったとしても． 上回る分は売り切れとして販売しない。チケット販売代金合計を最大にするのであれば，売

れ残りがiiうても構わない。 また．間4においてはチケット価格はどちらも100円刻みとし 2.345円など100の整数

倍でない価格は設定しない。

表2 －一般チケッ ト価格と需要

チケットイill昨春 （円） I 2 880 2. goo 3. ooo 3. 100 3句 200 3. 300 

チケット需更 （枚） I 2. 24β ヰ， 170 2. 100 2. 030 1. 960 1. 890 

問4a 先行チケット販売代金だけを考慮した場合，これを最大にする先行チケット価格 （円）はいくらか。下記の選

択肢 （ア）～（オ）からlつ選ぴ，その記号をマ』ーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） 1,400 （イ） 1. 500 （ウ） 1. 6α）（エ） 1, 700 （オ） 1. 800 

間4b 間4aの解答通りに先行チケット価格を定めた場合．先行および一般チケットの販売代金合計金額を最大にす

る一般チケット1illi格 （円）はいくらかの下記の選択肢 （カ）～ （コ）から lつ選び，その記号をマ←ク解答用紙の

所定の解答欄にマークせよ。

（カ） 2. 800 （キ） 2,900 （ク） 3. 000 （ケ） 3. 100 （コ） 3,200 
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問4C J.¥.席数による制約のため，先行チケット価格を変えてその販売数を減らし販売できる一般チケット数を増やす

（あるいは逆に可販売できる一般チケット数を減らす）と1 チケット販売代金合計金額が変わる。先行チケット価

絡が問4aの解答のものと異なる場合のチケット販売代金合計金額を求めてこれらを比較することにより，先行お

よび一般チケットの販売代金合計金額を最大にする先行チケット価格 （円）と一般チケット価格 （PJ）がそれぞれ

いくらになるかを求めよc その値を下記の選択肢 （サ）～（タ）および（ナ）ー（ハ）からそれぞれ1つ選び：そ

の記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよc

先行チケット価格： （サ）1,300 （シ）1. 400 （ス)1,500 （セ）1. 600 （ソ）1, 700 （タ)1,800 

一般チケット仙格：（ナ）2,800 （ニ）2.900 （ヌ）3,000 （ネ）3,100 （ノ）3,200 （ハ）3,300 

問5 文中の下線部①について述べた以下の記述のうち目最も不適切なものをートー記の選択肢 （ア）～ （エ）から lつ選

び，その記号をマーク解答用紙の所定の解答欄にマークせよ。

（ア） ベンチャー ，キャピタルは，キャピタル ・ゲインを得るために資金を貸し出す。

（イ） ベンチャー ・キャピタルは目 資金を提供するだけでなく，投資先企業の経営にも関与する。

（ウ） ベンチヤ「・キャピタルは，新技術や独自の研究開発成果をもとにチャレンジ精神にあふれた新規事業を行

う新興企業に資金を提供するc

（エ） ベンチャー・キャピタルは投資するため，フアンドを紺成して資金を集めることができる。

間6 メッセンジャー アプリを使っと，阿じアプリを使っている人と簡単にメッセージ交換ができる。こうしたアプ

リを文中の下線部②のように無料配布するひとワの理由は，アプリ利用者の人数が増えるとそのアプリの有rn性が

高まるためである。このような性質を何と呼ぶか。記述解答用紙の所定の解答欄に記入せよ。

間7 文巾の下線部③に関連し 日ー定の規準に基づいて，本人に不都合な情一報検索結果の削除をネット事業者に請求で

きる「忘れられる権利jが議論されている。との権利を規定し，R：川連合で2016年に採択された規則のことを何ど

呼ぶか。その略称をアルファペット 4文字で記述解答用紙の所定の解答欄に記入せよ。

〔以下余白〕
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名を言己人してはならない。
記入した解答用紙i土採点の
対象外となる場合がある。

政治・経済

（注意）・所定欄J:J外に受験番号 ー氏
名を記入してはならなし、
記入した解答用紙は採点の
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