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大学院経済学研究科

2020年度・第 2期 修士課程一般入学試験問題

（経済学）

解答上の注意事項

1. 問題・解答用紙は、試験開始の指示があるまで開かないこと。

2. 2~10ページに問題1＜ミクロ経済学＞、問題2くマクロ経済学＞、問

題 3＜経済史 1>、問題4＜経済史 2>の4問が記載されている。試験

中に問題の印刷不鮮明、ページの落丁・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. 経済学コース経済史研究領域志望者以外の者は、問題 1と問題2の両

互を解答すること。経済学コース経済史研究領域志望者は、問題 1と

問題2のいずれか 1つ、問題3と問題4のいずれか 1つを解答するこ

と。

4. 問題ごとに対応する番号の解答用紙(1枚）を使用すること。解答用紙

の追加はない。

5. 最初に必ず問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. 試験時間は 120分とする。

. 1・

早稲田大学大学院経済学研究科
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問題 1.＜ミクロ経済学＞
次の問(1)-(4)のすべてに答えよ。途中の計算と論理展開を過不足なく記述しなさい。

(1) 次のような効用最大化問題を考える。

max ご＝1xf
n 

subject to y ~ L貼
i=1 

ここで， Xiは第i財の消費量， Piは第i財の価格， yは所得とし， aは0<a<1を満たす定

数である。以下の設問に答えよ。

(a)この問題に対応するラグランジュ関数を

L（入，X釘ぷ）＝こ:=1呼＋入（y-こ：＝1防xi)

とするとき，ラグランジュの一階の条件を答えなさい。

(b) (a)で求めた条件を解き，需要関数を求めなさい。

(c) a~ 1であるとき，需要関数はどうなるか。ただし拓く p2<… <Pnであるとする。

(d)第i財は上級財（正常財）か，下級財（劣等財）か，あるいはそのいずれでもないか，

計算により根拠を示して答えなさい。

(e)第i財と第j財の関係について，これらは代替財か，補完財か，あるいはそのいずれで

もないか，計算により根拠を示して答えなさい。ただしi* jとする．
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以下の問(2), (3), (4)においては，プレイヤーの合理性や共有知識など，標準的なゲーム

理論で想定されている仮定はすべて満たされているものとする。

(2) 

Player 2 

Player 1 

A2 B2 C2 

A1 (7, 8) (3, 3) (0, 8) 

B1 (0, 0) (4, 4) (1, 4) 

C1 (7, 1) (3, 0) (1, 1) 

上の標準形の利得表を用いて弱支配されている戦略を全て示せ。ただし，括弧内の左

側の数値はプレイヤー 1の利得を，右側の数値はプレイヤー2の利得を表す。解答には，

どの戦略がどの戦略に弱支配されているのかがわかるように書くこと（たとえば「00

戦略はxx戦略に弱支配されている」など）。

(3) 2つの企業 1と企業2が同質財を供給している複占市場を考えよう。企業1,2は各々 ，

価格P1,P2 （~o）を設定し，各企業の限界（平均）費用はc(> 0)で一定とする。市場需要

関数はD(p)= max(O, K -ap)であり (Kとaは正値をとる定数）， c< K/aである。 P1= P2 

の場合は，需要を企業 1と2で等分に分け合い，価格が異なる場合には，低い価格を設

定した企業がすべての需要を獲得する。この複占市場におけるナッシュ均衡をP1,P2を

使って示し，なぜその価格の組み合わせがナッシュ均衡となるのか，その理由も説明せ

よ。

(4) 以下のようなプレイヤー1と2による展開形ゲームを考えよう。

ー

. 3. 
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a, b,cはノードであり， R,L,S,T,F,Gは各ノードで選択できる行動である。例えば，

プレイヤー2がbでSをとり cでGをとる戦略は(S,G)と記述する。プレイヤー1が a

でRをとる確率をp,Lをとる確率を1-pとする。プレイヤー2はq1,qz, q3, q4の確率を

7 
各々(S,F), (S, G), (T, F), (T, G)に付与するとする。各プレイヤーの利得は（）のように

5 

示され，括弧内の上部の数値はプレイヤー1の利得を，下部の数値はプレイヤー2の利

得を表す。以下の設問に答えよ。

(a)純粋戦略の範囲でナッシュ均衡を求めよ。純粋戦略ナッシュ均衡を記述する場合は，

（プレイヤー1の戦略，プレイヤー2の戦略）のように記すこと。

(b)混合戦略の範囲でナッシュ均衡を求めよ。ただし，（a）で求めた純粋戦略でのナッ

シュ均衡は除く。また，混合戦略ナッシュ均衡を記述する場合は，（P,(qi, qz, q3, q4)) 

のように記すこと。

. 4. 
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問題2.＜マクロ経済学＞
次の問(1)-(2)のすべてに答えよ。途中の計算や論理展開を過不足なく記述しなさい。

(1) 計画期間が 2期間で，以下のような効用関数を持つ消費者を考える。

Cfcf-a,o <a< 1 

Qは第i期(i= 1, 2)の消費量を表す。この消費者の各期の所得はQiである。以下いずれの

政策においても利子率は変化しないとする。

(a)消費者は利子率rのもとで自由に貸し借りできるとする。消費者の各期の消費量を

求めなさい。

(b)政府がこの消費者に対して一括税で第 1期にT1だけの増税を行い，割引現在価値で

同額の減税Tz(<0)を同じく一括型で第2期に行ったとする。このときの各期の消費

量を求めなさい。

(c)いま、第 1期の借り入れは第2期の所得Q2のB以下の割合までしか行えないとする

（だだし0く (1+ r)/3＜aである）。政府が課税を行っていないとして，各期の消費

量を求めなさい。

(d)第 1期の借り入れは第2期の可処分所得Q2-T2のB以下の割合までしか行えないと

して，政府が(b)と同じ政策を行ったときの各期の消費量を求めなさい。
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(2) 2期間のみ存続し，資本のみを生産要素とする企業を考える。この企業のt(=1, 2)期

の生産量はF(Kt)という関数で表現される。 Ktはt期に保有する資本量である。 F(Kt)は

連続微分可能で単調増加な凹関数であり， F(O)= 0, _l_im_ F'(Kt) = oo, かつ，
Kt→O 

曲戸'(Kt)=0を満たす。 1期目の資本紀は所与の正の定数とする。資本は各期の生産

活動後に 100％減耗してしまう。 1期目の生産後に行う投資を11とすると， 2期目の資本

は， K2= 11で与えられる。各期の生産物価格は 1,投資財の価格をpとする。 1期から 2

期にかけての割引率は正の定数rとする。このとき企業の利潤の割引現在価値は

F(K1)-p/1＋密と書くことができる。以下の設問に答えなさい。

(a)企業は生産物市場でも投資財市場でもプライステイカーとして行動すると仮定す

る。 1期における最適投資/1を求めるための一階条件を明らかにしなさい。

(b) 「トービンの限界Q」とは最適投資の水準における，投資の限界利益の割引現在価

値と投資の限界費用の比をいう。 (a)で求めた一階条件に照らせば， トービンの限

界Qがどのような値になっているかを説明しなさい。

(c)企業はすべての市場においてプライステイカーとして行動すると仮定する。ただし，

資金制約のために， p/1s; B (Bは正の定数）という制約の下で，最適な投資を選ば

なければならないとする。 (a)と比べて，資金制約は最適投資の水準にどのような

影響を与えるか，数式に基づいて説明しなさい。

(d)企業は投資財市場において需要独占者であり， 1期における投資財価格は企業の投

資財購入量に依存し， p= a+ b/1 (a, bはともに正の定数） のように変化する。そ

の他の仮定は上記(a)と同様とする。プライステイカーであるときと比べて，最適な

投資水準はどのように異なるか。数式に基づいて説明した上で，経済学的解釈を述

べなさい。
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問題 3.＜経済史 1>
以下の 3-Aについては①～③の主竺ヱ、 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-A. ①～③の空欄[a]～[ j ]に適切な語句（人名、数字を含む）を解答用紙の該当

箇所に記入せよ。

①江戸時代、国外との交易のために、いわゆる「4つの口」が開かれていた。それは、

対北方交易のための[a]、対[b]交易のための対馬、対琉球交易のための[C]、

および、対オランダ ・［ dJ交易のための長崎である。

②日本での最初の銀行は紙幣発行権を有する[e]銀行であり、 1879年までに 153行が

開設された。しかし、 1882年、唯一の発券銀行として[f]銀行が設立され、[g J 

本位制に基づく兌換券を発行するようになった。

③ 日本経済は太平洋戦争によって大きく傷ついたが、いわゆる[h]特需による景気回

復などをへて、ほぼ[i]年代半ばに戦前の水準まで回復した。また、日本は 1952

年には IMF、1955年には[j]、1956年には国際連合に加盟し、国際社会に復帰した。

. 7。
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3-B. ①か②のいずれか一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下表は 1928,.._..,38年度の国家予算の推移を示している。これを参照して、いわゆる「井

上財政」と「高橋財政」それぞれの政策目標と前者から後者への転換の歴史的意味に

ついて論述しなさい。

歳出(A) 軍事費(B)

年度 百万円 前年比 百万円 前年比

1928 1,815 (%) 517 (%) 

1929 1,736 •4.4 495 -4.3 

1930 1,558 -10.3 443 -10.5 

1931 1,558 0.0 455 2.7 

1932 1,950 25.2 686 50.8 

1933 2,255 15.6 873 27.3 

1934 2,480 10.0 942 7.9 

1935 2,566 3.5 1,033 9.7 

1936 2,666 3.9 1,078 4,4 

1937 5,207 95.3 3,271 203.4 

1938 8、562 64.4 5,962 82.3 

1出典：三和良一(1993)『概説日本経済史近現代』東京大学出版会， 127頁．

②下表は 1961"-'80年の自動車保有台数の推移を示している。これを参照して、

1970年代初期に日本経済が高度成長から安定成長へ移行した理由を論述しな

さい。

年 自動車保有 前年比 年 自動車保有 前年比
台数（万台） (%) 台数（万台） (%) 

1961 340.4 17.S 1971 1,891.9 14.5 

1962 413.5 21.5 1972 2,122.3 12.2 

1963 492.2 19.0 1973 2,386.9 12.5 

1964 593.7 20.6 1974 2、596.3 8.8 

1965 698.5 17.7 1975 2,787.0 7.3 

1966 812.3 16.3 1976 2,914.3 4.6 

1967 963.9 18.7 1977 3,104.8 6.5 

1968 1,169.1 21.3 1978 3,296.5 6.2 

1969 1,402.2 19.9 1979 3,518.0 6.7 

1970 - --1-,6-5-2--.9 17.9 1980 3,733.3 6.1 I出典：読売新聞世論調査部編(1996)『10大ニュースに見る戦後50年』
読売新聞社， 46・88・130・172・219頁。 1 1 | 

-8 -



（経研2020-II一般経済）

問題4. ＜経済史2>
以下の 4-Aについては①～④の主竺エ、 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-A. 以下の文章の空欄もしくは下線を引いた文章を読んであとの問いに答えよ。

この地表には、海洋と砂漠という居住できない場所があり、人類という共同体を分離し

ているが、船舶とラクダという手段によって、この無人の領域を超えて、たがいに近づくこ

とができるのであり、人類が共同に所有する地表の権利のもとで、交通のために地表を利

用することができるのである。だから北アフリカの[a]地方の住民のように、近海の船舶

を略奪し、難破して漂着した船員を奴隷にするなど、海岸で礼儀に反した行為をすること、

そして[b]のベドウィン賊のように、遊牧民族に近づいて略奪する権利があると称する

ことは、[C] に反する行為である。•••これと比較するために、開花された民族、とくに

ヨーロッパ大陸で商業を営む諸国の歓待に欠けた態度を考えていただきたい。これらの諸

国が他の大陸や他の諸国を訪問する際に、きわめて不正な態度を示すことは忌まわしいほ

どであり、彼らにとって訪問とは征服を意味するのである。これらの諸国がアメリカ、黒

人の諸国香料諸島、希望岬を発見した(d)とき、これらの土地はだれのものでもないとさ

れ、そこに住む住民はまったく無視されたのだった。東インド（ヒンドゥスタン）において

は、商業のための支店を設 するという口実で外国から軍隊を導入し、この軍隊の力で住

民を圧迫し(e)、現地のさまざまな国家を先導して戦争を広めさせ、飢餓や反乱や裏切など、

人類を苦しめるあらゆる種類の悪の嘆きをもたらしたのだった。

中国と日本は、外国からの客を一度はうけいれてみた。しかし後に中国は来航は認めても

入国は認めなくなった(f)。日本は、来航すら、ヨーロッパの[g]に認めるだけで、来航

した[g]人をまるで捕虜のように扱って、自国の民の共同体から切り離したのだが、これ

は賢明なことだったのである。何とも憂うべきことには、ヨーロッパ諸国はこうした暴力

的な行動によっても、満足できる成果を上げていないのである。そしてすべての商社は倒

-9 -
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産の危機に直面しており、きわめ文残酷で巧妙な奴隷制の本拠である砂糖列島(h)も、まっ

たく利益をもたらしていないのである。（カント［中山元訳］『永遠平和のために』［光文社

古典新訳文庫］ 186~188 頁。引用に当たって一部改変）

①[  a]から[C]、及び[g]に適切な語句（人名・地名を含む／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。

②下線(d)を行った国名を三つ、解答用紙の当該箇所に記入せよ。

③下線(g)を行った複数の国名を二つ、解答用紙の当該箇所に記入せよ。

④下線(f)に記した中国が外国人の来航を認めた地名を漢字表記で解答用紙の当該箇所に

記入せよ。

4-B. ①か②のyごずれか一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中国が下線(f)に記した地点で西洋人を相手に行った貿易で主として何が取引され、そ

の後 19世紀中期にかけてどのように変化したのかを説明せよ。

②下線(h)の内容を、主にヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ植民地と関連させて説明せ

よ。
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受駿番号 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 l

試験答案用紙

-・--・------・-・・-・・・・-・・・-・-・---・・・・---・・-・・・・--・・・--・-・-・・・・・---・・・・・・・・・・・-・-・-・・・-・・・--・・・・・・-・-・・-・-・-・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・---・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・-・----・・-・・・・・・-・--・・-・・・・・

（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

間題番号

三
試験答案用紙

· ················ ········· ························· ·············· ········· ················ ··· ······· ··········· ······················· ··········································—. ........ 

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・、．．．．．．.．．..．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

·······································•·············•······································••········ 

····································•·•···•···•··································•···································•···•··········•···•···························· 

． ． ．．． ． ． ．．．．． ．．．．．． ． ． ．． ． ． ． ． ．．．．． ． ． ．．． ．．．．．．．． ． ． ．． ．．．．．．．． ． ． ． ． ．． ． ．．．．．． 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3

試験答案用紙

（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・氏名は指定桐以外に書かないこと。）

採点欄

問題番号

問題4

試験答案用紙

（裏へ続く）
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