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2011.1.26／水３限 

経済学史・期末試験 
 
（注意） 
・『福祉の経済思想家たち』（クリーム色の表紙 2007 年版、または青色の表紙
2010年版）の１冊のみ、持ち込み可。 
・自筆メモ用紙（A4、１枚、表のみ）持ち込み可。提出。学籍番号と氏名。 
・問題用紙３枚、解答用紙１枚。 
・座席準指定。採点結果は近日中にウェブに公開する（要パスワード）。 
・回答は番号順に。大問ごとに一行空けること。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
・中間レポートを提出していない場合は、採点しない。いますぐ提出を。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
【１】カッコ内にある３つ選択肢から正しいものを１つ選びなさい。（20点） 
(A)	 水とダイヤモンドの（1.	 逆接、逆説、順接）を説明する。水は必需品だ
が安価である。ダイヤは贅沢品であり高価である。つまり使用価値と（2.	 未使
用、従属、交換）価値が乖離している現象である。限界革命の人々は、消費者

余剰を使用価値とみなし、余剰の大きさを比較することで、ダイヤは（3.	 稀少、
机上、儀仗）なので限界効用が高くなると論じた。 
 
(B)	 限界革命は（4. 1850 年代、1870 年代、1890 年代）におこった。生産よ
りも分配や交換を重視する理論が発展し、消費者理論だけでなく生産や（5.	 消
費、分配、余剰）面でも限界原理が貫徹された。イギリスでは（6. ジェヴォン
ズ、マーシャル、ケインズ）、ドイツ語圏では（7. ジェヴォンズ、メンガー、ワ
ルラス）が担い手である。後者の人物は（8. ケンブリッジ、ローザンヌ、オー
ストリア）学派を創始した。 
 
(C)	 ワルラスは（9. 一般均衡論、部分均衡論、特殊均衡論）という手法を発明
した。これはすべての財と参加者について、その需要と供給の（10. 一次方程式、
因果関係、連立方程式）で経済を記述し、相互依存でしかも同時決定される変

数を考えた。 
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(D)	 メンガー表と呼ばれる（11. 財、貨幣、欲望）の度盛り表では、限界効用
の逓減と均等の法則がそれぞれ確かめられる。またメンガーは最終消費財から

遡及して、本源的生産要素に財の価値が帰着する理論、つまり（12. 労働価値説、
ワルラス均衡、帰属理論）を提唱した。 
 
(E)	 マーシャルのテーマは（13.	 貧困、数理化、産業革命）を解決し、イギリ
スの国際競争力を維持する点にあった。1903年に起こったチェンバレンによる
（14.	 アイルランド問題、インド併合、関税）改革問題に対しては、（15.	 保
護、自由、多角化）貿易の立場を堅持した。 
 
(F)	 フィッシャーの貨幣数量説は（16.	 残高、デフレ、交換）方程式型と呼ば
れる。左辺に貨幣の流通量、右辺に（17.	 流通、取引、完全雇用）金額を置き、
流通速度 Vと取引量 Tが一定であれば、貨幣量から物価への因果関係が見出さ
れる。 
 
(G)	 シュンペーターの景気循環論は、静態と動態の二元論である。静態ではワ
ルラス均衡にあたり、（18.	 利潤、利子、利己心）も利潤もゼロとなり、経済主
体は与件に対して受動的に反応しているだけである。ここに（19.	 消費者、政
府、企業家）という革新を引き起こす存在が入り込み、超過利潤の発生と消滅

で景気循環が説明された。 
 
(H)	 資本家に変わって経営者・管理者が資本主義を支配するという説を唱えた
のは（20.	 ポランニー、パレート、バーナム）による『管理的な革命』（1944）
による。 
 
【２】次の文章は教科書の第 15 章から抜き出したものである。（	 ）に当ては
まる言葉を入れなさい。（10点） 
 
	 ヴェブレンは「人間と人間との自己中心的な対立関係がはっきり意識され

てくるにつれて、優れた業績を求める性向――（a.	 	 	 ）本能――は、ます

ます金銭的に優れた業績を達成するという点で他人を凌ぐための努力へと、

姿を変えてゆく傾向がある」と述べています。略奪的な文化段階から金銭的
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な文化段階へ移行していくと、（b.	 	 	 ）leisure classの存在はより大き
くなります。この段階になると、彼らは生産的な労働による富の増大を求め

るのではなく、金銭的な名声を求めます。そして金銭的能力の証拠として「顕

示的閑暇」をおこないます。 
 
【３】次の文章は教科書から抜粋したものである（中略あり）。誰についての文

章かを答えた後、（	 ）に当てはまる言葉を入れなさい。（10点） 
 
	 …彼がケインズとの間にもっと根本的な見解の違い、つまり、オーストリ

ア学派的なミクロ経済学とケインズ的なマクロ経済学の違いを認識しはじ

めたからであると回想しています。…またこの時期に、****は社会主義経済
の可能性をめぐる社会主義経済計算論争にも加わり、その中で新古典派経済

学の問題を認識するようになりました。 
	 ****がまた人々の注目を集めるようになったの自由主義哲学者として、
1944 年に『隷従への道』を刊行したときです。当時、ドイツの全体主義政
党であるナチス（国家社会主義ドイツ労働者党）のヒトラーが権力を掌握し、

1939年に第二次世界大戦が勃発しました。『隷従への道』は、社会主義だけ
でなく福祉国家における経済の部分的な計画化も（c.	 	 	 ）主義に至ると
いう一般向けの著書で、世界的なベストセラーとなりました。… 
	 …1980 年代に入り、****の自由主義思想はアメリカのレーガン政権、イ
ギリスのサッチャー政権、日本の中曽根政権の経済政策に取り入れられ、福

祉国家や社会主義に対抗するネオ・リベラリズムの時代が到来しました。…

1980 年代の後半には東西（d.	 	 	 ）構造が終焉を迎え、東ドイツ、ポー
ランド、チェコスロバキア、ハンガリーなど東欧社会主義諸国が民主化過程

により崩壊しました。そして 1991 年 12 月にソビエト連邦の崩壊を見届け
た 3ヵ月後、****は 93歳でこの世を去りました。社会主義諸国の専制化・
崩壊は、彼が社会主義、また資本主義における政府の介入主義政策が一般に

支持されていた 50年前に『隷従への道』において既に予言していたことで
した。 
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【４】次の文章を書いた人物を枠内から選べ。また、（	 	 ）にあてはまる言葉

を、カッコ内の３つの選択肢から選べ。(1) ケネー（人名）、重農主義（選択肢）	 
のような順番で答えよ。（16点）	 
 
(1) 私は経済学を快楽および苦痛の（	 	 	 ）学として取り扱おうとした⋯。⋯
このように扱われた経済学の理論は静態力学と酷似し、そして交換理論は⋯「て

こ」の均衡法則と類似することが判明した。（一般均衡、部分均衡、微積分） 
	  
(2) 経済学者のメッカは、経済動学よりはむしろ経済生物学である。／経済学は
一面において富の研究であると同時に、他面において…（	 	 	 ）研究の一部

である。（前提、人間、科学性） 
	 	 	  
(3) 利子理論は価格理論にきわめて似ているのであって、実際、それは価格理論
の１つの特殊分野である。（	 	 	 ）は現在財と将来財の交換における価格を表

示する。（賃金、公定歩合、利子率）	 	 	 	 	  
 
(4) 第３命題：他の事情にして等しければ、国民分配分の年々の量と貧者に帰属
する年々の取得分との変動が少なければ少ないほど、経済的厚生は（	 	 	 ）。

（大きい、小さい、等しい） 
 
(5) 経済学は所与の諸目的を達成するために諸手段が（	 	 	 ）であるというこ
とから生ずる、人間行動の側面を取り扱うものである。このことの当然の帰結

として、経済学は諸目的の間では全く中立的であることとなる。（稀少、豊富、

唯一）	 	 

	 

(6) 経済学者はある程度まで数学者であり、歴史家であり、政治家であり、哲
学者でなければならない。彼は記号も分かり、言葉で語らなければならない。

彼は普遍的な見地から特殊を考察し、抽象と具体を同じ思考の動きの中で取り

扱わなければならない。彼は（	 	 	 ）の目的のために、過去に照らして現在

を研究しなければならない。（過去、現在、未来）	 
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(7) 社会が豊かになるにつれ次第に、欲望を満足させる過程が同時に欲望そのも
のを創り出していく。⋯このようにして欲望は生産に依存するようになる。⋯そ

れを（	 	 	 ）効果と呼ぶのが便利だろう。（独立、依存、拮抗力）	 	 

	 

(8)	 現行の福祉政策の大半は、そもそも制定されるべきでなかった。制定さえ

されなかったならば、今日ではこれらの政策に依存しなくてはならなくなって

いる人々の多くが、国による被保護者となるのではなく、（	 	 	 ）している個

人であったはずだ。（依存、自立、拮抗）	  
 
ケインズ、ジェヴォンズ、ピグー、ガルブレイス、マーシャル、フリードマン、

フィッシャー、ロビンズ	 

 
【５】囚人のディレンマに関して、次の利得行列を見ながら、（	 	 	 ）に当て

はまる用語・数値を入れなさい。（16点） 
 
 モル君自白 モル君否認 
ノイ君自白 A（—6, —6） C（—1, —8） 
ノイ君否認 B（—8, —1） D（—2, —2） 

（ノイ君の利得, モル君の利得） 
 

・ゲームには競技者、（1.	 	 	 ）＝選択肢、利得という３つの要素が含まれる。
その上で、競技者は合理的であると仮定し、様々な選択肢から自己に最適なも

のを選ぶ。相手の行動をできるだけ推測し、自己の利得を最大化する。 
 
・ノイ君の行動は、もしモル君が自白していたと想定すれば、自白と否認のう

ち、（2.	 	 	 ）を選ぶ。絶対値で２だけマシになるからである。 
・ノイ君の行動は、もしモル君が否認していたと想定すれば、自白と否認のう

ち、（3.	 	 	 ）を選ぶ。絶対値で（4.	 	 	 ）だけマシになるからである。 
・モル君の行動は、もしノイ君が自白していたと想定すれば、自白と否認のう

ち、自白を選ぶ。絶対値で２だけマシになるからである。 
 
・ゆえに A, B, C, Dの４通りのうち、（5.	 	 	 ）が選ばれ、いずれにもこの選
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択肢を動かす誘因がない。つまり（6.	 	 	 ）均衡の状態となる。 
・しかし囚人社会にとっては、双方の損害が少ないという意味で上記の均衡よ

りも（7.	 	 	 ）の方が望ましい。つまり（8.	 	 	 ）改善できる状態にある。 
 
【６】ケインズが残した知的遺産について、圧倒的に浸透した正統的な部分と、

僅かな影響力を残せなかった異端的な部分に分けなさい。その上でなぜそのよ

うな違いが生じたのかについて、自由に論じなさい（教科書には答えなし）。 
（12点） 
 
【７】授業の初回と最終回を参照しつつ、経済学史という学問領域の特徴を述

べなさい。次のキーワードをいくつか用いても良い（用いなくても良い）。 
＜経済史、市場、主流と傍流、メタ、たしなみ、社会科学＞ 
（12点） 
 
【８】授業中に用いた映像にも触れながら、授業を全般的に批評しなさい。 
（４点） 
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2011.1.26／経済学史・解答 
学籍番号 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 氏名 
【１】 
1. 
 

2. 3. 4. 5. 

6. 
 

7. 8. 9. 10. 

11. 
 

12. 13. 14. 15. 

16. 
 

17. 18. 19. 20. 

【２】【３】 
a. 
 

b. 人名 c. d. 

【４】 
1 
 

 2  

3 
 

 4  

5 
 

 6  

7 
 

 8  

【５】 
1. 
 

2. 3. 4. 

5. 
 

6. 7. 8. 
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【６】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【７】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【８】 
 
 
 
 
 
 
 


