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ミクロ経済学の設問
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経済学の論述練習
基本 20 問

練習用紙
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-K)xyO®¯ î3³
独占企業は、完全競争の状況とは異なり、価格を自ら決定
することができるプライス・メーカーであり、市場全体の
右下がりの需要曲線に直面している。なお、市場全体の需要
曲線は右下がりの直線であると仮定する。
独占企業の利潤最大化は、限界収入（MR）と限界費用（MC）
が一致する生産量で達成され、この生産量が対応する需要曲
線上で価格が決定する。
利潤（π）は、生産量（Ⅹ）の関数として、π＝ＴＲ－ＴＣ

と表せる（ＴＲは総収入関数、ＴＣは総費用関数）。利潤最大
化が実現するためには、利潤を生産量で微分したものがゼロ
と等しくなる次の式が成り立つ必要がある。
⊿π／⊿Ｘ＝⊿ＴＲ／⊿Ｘ－⊿ＴＣ／⊿Ｘ＝０
⊿ＴＲ／⊿Ｘは限界収入（ＭＲ）、⊿ＴＣ／⊿Ｘは
限界費用（ＭＣ）であるため、
ＭＲ－ＭＣ＝０
となり、ＭＲ＝ＭＣが独占企業の利潤最大化条件となる。
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図は、市場全体の需要曲線 D、限界費用曲線（ＭＣ）、
限界収入曲線（ＭＲ）を描いたも
のである。限界収入曲線は需要
曲線の下方に位置する。なぜなら
ば生産量を１単位増やすと価格
が下がるため、限界収入は価格か
ら値下がり分を引いたものとな
り、大小関係はＭＲ＜Ｐとなるか
らである。
利潤最大化条件から、企業は限界費用曲線（ＭＣ）と
限界収入曲線（ＭＲ）が一致するＦ点で生産量（Ｘ′）を
決定し、需要曲線上で、その生産量がすべて需要される価格
（Ｐ′）が決定される。
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1 独占企競争の状況とは異なり、価格を自ら決定
することができるプライス・メーカーであり、市場全体の
右下がりの需要曲線に直面している。なお、市場全体の需要
曲線は右下がりの直線であると仮定する。

 ¡¢£1¤¥ 独占企業化は、限界収入（MR）と限界費用（MC）
が一致する生産量で達成され、この生産量が対応する需要曲
線上で価格が決定する。

 ¡¢£¤¥1¦§利潤（π）は、生産量て、π＝ＴＲ－ＴＣ
と表せる（ＴＲは総収入関数、ＴＣは総費用関数）。利潤最大
化が実現するためには、利潤を生産量で微分したものがゼロ
と等しくなる次の式が成り立つ必要がある。
⊿π／⊿Ｘ＝⊿ＴＲ／⊿Ｘ－⊿ＴＣ／⊿Ｘ＝０
⊿ＴＲ／⊿Ｘは限界収入（ＭＲ）、⊿ＴＣ／⊿Ｘは
限界費用（ＭＣ）であるため、
ＭＲ－ＭＣ＝０
となり、ＭＲ＝ＭＣが独占企業の利潤最大化条件となる。
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¨1©ª 図は、曲線 D、限界費用曲線（ＭＣ）、
限界収入曲線（ＭＲ）を描いたも
のである。限界収入曲線は需要
曲線の下方に位置する。なぜなら
ば生産量を１単位増やすと価格
が下がるため、限界収入は価格か
ら値下がり分を引いたものとな
り、大小関係はＭＲ＜Ｐとなるか
らである。

«¬R®¯1©ª利潤最大化条件から、企界費用曲線（ＭＣ）と
限界収入曲線（ＭＲ）が一致するＦ点で生産量（Ｘ′）を
決定し、需要曲線上で、その生産量がすべて需要される価格
（Ｐ′）が決定される。
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（１）
ＩＳ－ＬＭ分析においては、①物価水準は一定、②海外
部門を捨象し閉鎖経済とする。
ＩＳ曲線は財市場の均衡する国民所得（Ｙ）と利子率（ｒ）
の組合せを示す。一般的にＩＳ曲線は、横軸に国民所得、
縦軸に利子率をとったグラフでは、右下がりに表される（図１）
。

なぜならば、投資は利子率の減少関数と仮定されるため、
利子率が低下すると投資が増加し、国民所得が増加するから
である。
ＬＭ曲線は貨幣市場の均衡する
国民所得と利子率の組み合わせを
示す。ＬＭ曲線は一般的に右上が
りに表される。この理由は次の通
り。貨幣需要は国民所得の増加
関数、利子率の減少関数と仮定する。国民所得が増加すると、
貨幣の取引需要や予備的需要が増加し、貨幣市場は超過需要
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となる。このとき、債券市場は超過供給となり、債券価格は
下落する。債券価格は利子率の減少関数と仮定すると、
利子率は上昇することになる。よって、国民所得が増加した
とき利子率も上昇することになり、グラフは右上がりに表す
ことができる。
ＩＳ曲線とＬＭ曲線の交点Ｅにおいては、財市場と貨幣市
場が同時に均衡する国民所得と利子率の組み合わせとなっ
ている。
（２）略
（３）略
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（１）

±ＩＳ－ＬＭ分析においては、①物価水準は一定、②海外
部門を捨象し閉鎖経済とする。

 ²³1 ´µ ＩＳ曲線は財市均衡す国民所得（Ｙ）と利子率（ｒ）
IS

/

の組合せを示す。一般的にＩＳ曲線は、横軸に国民所得、
縦軸に利子率をとったグラフでは、右下がりに表される（図１）
。

¦§なぜならば、投資は利子率の減少関数と仮定されるため、
利子率が低下すると投資が増加し、国民所得が増加するから
である。

 ²³1 ´µ ＬＭ曲線はの均衡する
LM

/

国民所得と利子率の組み合わせを
示す。ＬＭ曲線は一般的に右上が

¦§表される。この理由は次の通
り。貨幣需要は国民所得の増加
関数、利子率の減少関数と仮定する。
貨幣の取引需要や予備的需要が増加し、貨幣市場は超過需要
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となる。このとき、債券市場は超過供給となり、債券価格は
下落する。債券価格は利子率の減少関数と仮定すると、
利子率は上昇することになる。よって、国民所得が増加した
とき利子率も上昇することになり、グラフは右上がりに表す
ことができる。

tR¶ＩＳ曲線とＬＭ曲線のＥにおいては、財市場と貨幣市
場が同時に均衡する国民所得と利子率の組み合わせとなっ
ている。
（２）略象をクラウディング・アウトという。
（３）略
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