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大学院経済学研究科

2019年度・第 1期修士課程一般入学試験問題

（経済学）

f¥f.答上の注意事項

l. 問題鳴解答用紙は、試験開始の指示があるまで関かないとと。

2. 2～8ページに問題1＜ミクロ経済学入問題2＜マクロ経済学〉、開

題3＜経済史 l＞、問題4＜経務史 2＞の4間が記載されている。試験

中に問題の印刷不鮮明、ベ｝ジの落7・乱丁および解答用紙の汚れ等

に気付いた場合は、手を挙げて監督員に知らせること。

3. 経緯学コ｝ス経済史研究領域志望者以外の者l士、問題1と問題mit

三国を解答すること。経査ヂコース経済史研究領域志望者は、塑盟工

と問題2から 1問、問題3と問題4から 1問、計2間1を解答すること0

4. 問題ごとに別々の解答用紙を使用すること。

5. 最初に必ず問題の番号を記入してから解答すること。

6. 日本文で記すこと。

7. ベンまたはボールペンで記すこと。

8. 訂正は誤りを二本線で消し、修正液を使用しないこと。

9. 試験時間は 120分とする。

早稲田大学大学院経済学研究科

議 l”



（経研2019‘I一般経済）

問題 1.＜ミクロ経済学＞
次の問題（1）一（5）のすべてに答えよ。

(1）ある企業の生産関数が、下記のもので、あったとするo xを生産量、 fを生産要素の投

入量として、

X = f2 (0三fく1)

ご 4Vf-3 (1豆・e)

そして、この財の取引される市場は完全競争市場で、生産物の価格はp、生産要素の

価格は 1とする。このとき以下の間いに答えよ。

(a）この企業の費用関数を求めよ。

(b）この企業の損益分岐点に対応する生産量、操業停止点に対応する生産量を求めよ。

Cc）この企業の供給関数を求めよ。

(2）家計Aと家計Bの長二つの家計、取引されうる財が財 1と財2の二つのみとしづ純粋交

換経済を考える。家計Aは、初期状態で、財 1を3、財2を1保有しており、家計B

は初期状態で、財 1を1、財2を3保有しているものとする。

家計Aおよび家計Bの効用関数UA，およびUBは下記に示される関数で、あったとする。

家計Aの財 1と財2の消費量をそれぞれ、 x(,xfとし、家計Bの財1と財2の消費量

をそれぞれ、 xf,xfとして、

uA - Ix!・ x1 - Al "-1 "-2 

u"=ff：三
このとき、競争均衡に対応する価格と家計Aと家計Bの財 1および財2の消費量を答

えよ。

(3）二つの企業 1と2が同質財を供給している複占市場を考える。財の需要量をXとし、財

の価格をpとしたときに、市場の需要関数は Xコ 21-ipであるとする。また、企業

の費用関数は両企業で向ーであり、 c(xi)= 2xiとする。ただし、 Xtは企業iの生産量で

ある。

(a）ク｝／レノー（数量）競争の均衡における、二つの企業の生産量をそれぞれ示せo

(b）企業 1を先導者（リーダー）とした時のシュタッケノレベルク均衡における、二つの

企業の生産量をそれぞれ示せ。

(c）ベルトラン（価格）競争の均衡における、二つの企業の合計生産量を示せ。
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(4) N世帯が住んで、いる村で、新たな水路を建設する計画がある （N2:: 3）。水路が新たにで

きた場合、各世帯はそれぞれbの効用を得る （b> 0）。一方で、水路ができなかった場

合の効用はゼロであるとする。村役場は各世帯に水路建設のために「cの費用を払う」

か「払わないjかの 2つの選択肢を提示した Cc>o）。ただしC<bであり、この他に

選択肢はないとする。 N世帯は同時に、そして独立して意思決定を行うとしよう Q もし

M世帯以上が費用を払った場合には水路を建設することができるが、費用を払った世帯

がM世帯未満であれば建設することはできない。ただし、 2孟MくNである。費用を払

わない世帯であっても、水路が建設された場合には効用を得ることができる。また、

費用を払うことを決めた場合には、水路が建設されなかったとしても、その費用が払

い戻されることはないとする。

(a）純粋戦略で構成されるナッシュ均衡をすべて示せ。

(b) (a）で、示したナッシュ均衡の中で、非効率的なナッシュ均衡をすべて示せ。（「存在し

ないJも解答になり得る。）

(5) 3つの選択肢、 α、b、cがあり、効用関数u(x）は3つの選択肢の｜習の選好関係を表現し

てし＼る。

(a) u(x）を変換した以下の関数を考える。

f(u(x）） ニ α［u(x）］ 十戸

この関数f(u(x））も 3つの選択肢の問の選好関係を表現するようにしたいロそのた

めに、 αと戸が満たす十分条件を示せ。（「条件は無しリも解答になり得る。）

(b) u(x）を変換した以下の関数を考える。

g( u(x)) = y2[u(x)] 

この関数g（υ（x））も 3つの選択肢の間の選好関係を表現するようにしたい。そのた

めに、 yが満たす十分条件を示せo （「条件は無し＼j も解答になり得る。）

-3・



問題 2.＜マクロ経済学＞
次の問題（1）一（3）の主ニエ年答えよ。

（］）以下であたえられる経済モデルに関して、次の聞いに答えよ。

消費関数

投資関数

C == 0.8(Y -T) 

I= 8 -0.2γ 
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実質貨幣需要関数 (Md /P) = 0.4Y -1.6γ 

ここで、 YはGDP、Cは消費、 Iは投資、 Tは租税、 rは実質利子率、 （Md/P）は実

質貨幣需要を表す。財市場の均衡条件は、 Y=C十I+Gで与えられ、政府は均衡財政

を行なっており、 G= T = 10が成り立っている。名目貨幣供給量は 12である。貨幣市

場における均衡は、実質貨幣残高の需給が等しいところで決定される b

(a) rs曲線を求めよ。

(b) LM曲線を求めよ。

(c）総需要曲線を求めよ。

この経済において、企業は労働のみを用いて生産を行い、企業の生産関数はY= Lα で

与えられると仮定する。なお、ここでは、 Lは労働投入量を表わしており、 0くαく 1で

ある。名目賃金は硬産的であり、 Wで与えられる。

(d）企業の労働需嬰関数を求めよ。

（。）総供給関数を求めよ。

（£） αz 0.5、W:::;:1を仮定し、均衡価格と均衡生産量を求めよ。

(2）以下の生産関数を考える。

九＝ AtCKt）α（Lt)1-a 

ここで、 Ktはt期の資本ストック、 Ltはt期の労働人口を表しており、 Atは全要素生産性

(TFP）である。また、 Oく αく 1を仮定する。

(a）この生産関数をもとに、労働生産性の成長率はTFPの成長率と一人当たり資本の成

長率で表されることを示せ。

陶 4・
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(b）以下のグラフは、アメリカにおける TFP成長率と労働生産性の成長率を比較したも

のである。 1990年代以降、労働生産性の成長率は TFPの成長率よりも高し1傾向が

あり、大きな事離が観察される。その理由を説明せよ。

8 

一－TFP成長率 ！ 
日労働生産性成長率Q
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（出所）セントルイス連銀 FREDデータベース

(3）資本ストックの漸化式を以下のように仮定する。

l(t = ft十（1-0.l)Kt-i 

ここで！（tは第 t年の実質資本ストック、 ftは第 t年の実質総投資を表す。上式の 0.1は

資本減耗率である。また、マクロ生産関数を以下のように仮定する。

九＝Kt°・5

ここで、九は第 t年の実質 GDPを表す。また投資関数を以下のように仮定する。

ft== s（九）九

s（・）は任意の関数とする。

(a）すべての九についてs(Yt)=0.3とするとき、 Ktの王の定常値（資本ストックの漸化式

において、 Kt=Kt-1となる正の値）を答えよ。

(b) s（九）を以下のように定義する。

r 0.3 if Y~ く Y

s（九） = t 0.1 if v; 三:r 
とこで、 Yは正の定数とする。この時、 Ktの正の定常値が存在しないようなZの値

の範囲を答えよ。

ro 
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問題3.＜経済史 1>
以下の 3--Aについては①～③の之ニエ、 3-Bについては①か②のうちいずれか一つを

選択して答えよ。

3同A. ①～③の空欄［a］～［jHこ適切な詩句（人名、数字を含む）を解答用紙の当該箇

所に記入せよ。

①江戸時代の幕府や諸藩の財政収入の中心は米で納める年貢で、あったが、 18世紀後半

に幕府の政策立案の中心人物となった［a］は、年貢以外の財政収入の拡大と全国市場

の統合を目指して改革を進めた。具体的には、［b］を通じて商人や手工業者を組織化

して課税を拡大するとともに、取引の度に重さを量って使われていた秤量銀貨を回収

し、これに代えてもともと金貨の単位で、あった両の単位に基づく［ C］銀貨を発行した。

諸藩でも、地方の特産物の生産・集荷を藩の管理下で行う［d］により、収入の増大を

図る動きが拡がった。

② 1929年に発足した［ e］内閣は、軍縮の促進と［ f Jへの復帰を重点政策として掲げ、国

際協調路線を推進したが、折からの世界的な大恐慌と重なり閣内経済の不振が強まっ

た。 1931年に政権が交代すると、 一転して［ f Jからの離脱と財政拡大、金融緩和が

推進された。1931年の政権交代後の経済政策を［g］と呼ぶ。

③ 第 2次大戦後のインフレにより円の対外的価値は大きく下落した。連合国軍最高笥

令官総司令部（GHQ）の経務顧問として 1949年に来日した［h］は強力な緊縮政策を

推進し、あわせて 1ドソレ己［ i J円の単一為替レートが設定された。こうして日本は［ j J 
体制と呼ばれる戦後の国際通貨・貿易体制に復帰することとなった。

3”B. ①か②のうちνずれかでつを選択して答えよ。選択した問題番号を解答用紙に明

記すること。

①西南戦争後の物価騰貴の原因とこれに対する政策対応に関する大限重信と松方正

義の見方の違いについて述べよ。

② 2度にわたる石油ショックが日本経済に与えた影響についーて述べよ。

-6” 
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問題4. ＜経済史 2>
以下の4-Aについては①～④の主三エ、 4-Bについては①か②のうちいずれか一つを

選択して答えよ。

4幽A‘ ①～④の文章の空棟［a］から日］に適切な語匂（人名を含む／一部については英文表

記でも可）を解答用紙の当該箇所に記入せよ。

①イギリスとフランス王国が 1754年から 7年かけて戦った戦争は、ヨーロッパ大陸だ

けでなく、北米大陸、南アジアの支西日留をめぐる両国間の戦争でもあった。そのた

め、欧米の歴史家は、この戦争を今までのように「7年戦争Jと呼ぶのではなく、「第

0次世界大戦j と呼ぶようになっている。この戦争でイギリスの同盟国となったの

は、ポルトガルのほかに［吋であったのに対して、フランスの同盟国となったのは、

スペイン、スウェーデン、ロシアのほかにも［b］がおり、実のところ、ヨーロッパ大

陸内での戦争の主役は、［c］の領有権をめぐる［a］と[b］の争いで、あった。

②この戦争によってイギリスは、大西洋とインド洋領域での海外領土を大幅に拡大す

ることに成功した。北米大陸植民地では、現在のカナダ［d］州以外の全てを支配下に

収め、ここから材木、タバコのほかに、自国の産業資本にとって不可欠な原料であ

る［e］が輸出されるようになった。

③この戦争に勝ち抜く上で、戦費調達の重要性を痛感したイギリス政府は、戦後、北

米大陸植民地からの税収を倍増させるために、｛月と［gJを制定したりだが、公文書ま

でも課税対象とした［副は、納税者の広範な反発と抗議運動を引き起こした。それは

イギリス政府による［g］の撤回ではおさまらず、ついには、ニユ｝・イングランド 13

州を中核とする北米大陸植民地の叛乱にまで、発展することになった。

④一方、南アジアでの様相は、これとは異なる展開となった。 1707年に[h］皇帝の死去

後、支配者のいなくなったインド亜大陸は、イギリス東インド会社とフランス東イ

ンド会社が、各地の土侯を同盟者に覇権争いを繰り広げた。その後、 1756年の［i］の

戦いでの前者の勝利に加えて、 1760年にフランス東インド会社の拠点で、あった目喪

失は、その後のイギリスによるこの地域全域の領土化に向けての決定的な足がかり

となった。

-7・
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4帽 B.①か①のいず叫:IL＂二之を選択して答えよc 選択した問題番号を解答用紙に明記す

ること。

① 「7年戦争J以後のイングランドの思想界を主導していたスコットランド啓蒙思想家

の一人、アダム・スミスの経済学理論の特徴を、なぜ彼が有名な『諸国民の富』だけ

でなく『道徳感情論Jを著わしたのかという理由を念頭において説明せよ。

② 18世紀後半のイングランド社会を起点とする「産業化 industrializa tionJは、いか

なる意味で画期的であり、またそれが引き起こした問題点は何か。 1万年前にメソポ

タミア地方から全世界に広がった定住と農耕生活と対比しながら説明せよ。

. 8・



氏名
早稲田大学経済学研究科

（受験番号・氏名は指定欄以外に書かないこと。）

採点欄

問題番号

問題 1

試験答案用紙

ー・ーー－.ーーーーーーー・ーーーーーーーー，『・ーーーー－－ーーーーー・ーーーーー岡ー・・・・・・司d E ーーーーーーーーーーーーーーーー・ー司・ー・・・・・・ーーーーーー，ーーーーーーーー『ー明ーー司－................・・・J .. . . . . . .  －・』ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－・ー・ー・司’司明’司ー，．．．．ー・・・司・・・開ー・ー・・・・ー．，．ー

ー－・，ーー，ー・ー幽・・・・・・・・・・・”ーー・司ー・ーー，ー＿＿＿＿... ＿ーー・．．．．．．．．．．，，．．．””ー『ーー－--－・・・・・・・・－，ーーーー・・ー・．．．．，，・ー－－ーーーーーー・

（裏へ続く）



受験番号 氏名
早稲田大学経済学研究科

（受験番号・氏名は指定欄以外に書かないこと。）

採点欄

問題番号

問題 2

試験答案用紙

・．．．．ー・ーーーーーーーーーーーーーーーー』』
戸 ーーーーーーーーーーー’ーーーーーーーーーア’開網開．”ー齢』..司司ーーーーーーーーーー・・聞ー・・・刷 a ・・ a ・ーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーー..’”F 司F 明・ー・・・『唱・・・・・・ー・ E ーー勘...ーーーー・・ーー司－ ---－ーーーーーーー・・ー・ーー司町田ーーーーーーー司ーーー－－ーーー－－－－・ーーー司・ーーーー・ーーー

ー・ー・ーーーーーーーーーー，a ・ーー－ .胴 u ，・ー－ --.’ーーーーーーー， .......... -.............. --.. ....』』ーーーー』－ －ーーーー．司ーーーーーー．．，ー．，，ーー・・・・・・・－－－－－－－ーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーー・，－ -－・・ーーーー，－－－，『ー，『ー『－－・ーー『ー，ーーー－ －明ーー－－－

動・』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ー－ -..... -....・4 E 』－ －・－－－－－－ー’ーー－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーー－ －”ーー・ー・ーーー．，，，．．．．．．．．．．．．．．．．．』・－ーー・ー，E ーーーー－ －ーー司ーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーー・ー・－ ----－ーー，E －－ーーーー－ －ーー

（裏へ続く ）



（表よ り続く）

ーーーーーー司ーーーーーーー－－－－－ーーーーーーーーー・『ーーー・目崎唱、．旬、．、E 司輔ーー－－－－－－－－－－－ーーー”ーーー司ー・司・’”・・－働ーーーーーーーーーーーーーーーーー，ーーー－－－－－－ー・・・・・・・・・ω ・・ー‘－.. --－ーーーーーーー・・ E ・ーーーーーー・ーーー・，ー－－－－－－ーーーーーー・ーーーー－ .. －ーーーー・司ー・ー・ー－・・・・・・.....-

ーー・ー『...-......・・－－ー，－－－－ーーーー司－－・＂－・ーーーーーーーーーーーー・・4・........----- －ーーーーー－－－－－－－－－－－－ ・4・ー・ー・ーーーー－ －ーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・ー－ーー圃ーー－－－－－－－－－圃－ －ーーーーーーーー・ーーー・ーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーー・・司・・・同・・a幽ーーーーーーーーーーー－－場－例司・・a・E ・』・・ーーーーーーー・ーーー－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーー・・・・・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーー－ －司司・司・・・・ー－－－－－・－ －ーー’ーーーーーーー－. －ーー『ーーーーー－-.. －ーー司，－ －・ー・ーーー・・ 4司司．．，．ーー・ーー・・ーー・ー・ F ・－－......... .. 
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