
直井道生研究会 入ゼミ選考試験問題（B日程）

2015年 3月 25日

解答上の注意事項

• 試験時間はミクロ経済学と英語をすべてあわせて 90分

• 持込み不可

• 解答は問題順でなくともよいが、どの問題に答えているかを明記すること

• 計算問題については、導出の過程を必ず示すこと。答えだけの答案は不可（逆に、計算間違いがあっ
ても、考え方があっていれば加点する）

• 解答にあたっては、配布する答案用紙に加えて、グラフが記載された別紙も使用する。

• 各問の最後にあるカッコ内は配点（計 100点）

ミクロ経済学

問題 1 2つの財から効用を得るような消費者を考える。いま、第 1財の消費量を x1 で、第 2財の消費量
を x2 で表すものとする。以下の問いに答えなさい。

(1) 別紙の図 1は、消費者の無差別曲線と予算制約線をグラフに示したものである。この消費者の所得を
所与とし、ある価格の下での予算制約線を直線 CC ′ で示す。また、この予算制約線に接する無差別
曲線を AA′ とし、接点を点 E とする。以下の問いに答えなさい。

(a) (1)の状態から、予算制約線が CC ′′ に変化した。これは消費者が直面する状況がどのように変
化したものといえるか。説明しなさい。（5点）

(b) (a)の変化に伴って、無差別曲線との接点は点 F に移った。所得効果と代替効果とは何かを説

明し、対応する内容をグラフに図示することで、点 E から点 F への変化について説明しなさ

い。（8点）

(2) (1)とは異なる消費者を考える。この消費者の効用関数は

u (x1, x2) =
√

x1 + x2

のような形で表されるものとする。消費者の所得と各財の価格を所与として、予算制約線 BB′ とそ
れに接する無差別曲線 AA′ は、別紙の図 2のように示される。他の条件を一定に保ったまま、図 2
の状態から消費者の所得が大きくなると、最適消費点はどのように変化するか。グラフを使って説明

しなさい。最適消費点の変化を示す際に、どのような点に注意してグラフを作成したのか、明確に説

明すること。（ヒント：各財の需要関数を求め、所得効果を確認すること）（5点）

問題 2 ある財を生産する企業の総費用関数が

C (q) =
1

100
q2 + 1000000 (1)

で与えられるとする。ただし、q は財の生産量、C (q) は生産量 q に対応する総費用（円）である。以下の

問いに答えなさい。

(1) この企業の限界費用関数、平均可変費用関数、平均費用関数をそれぞれ求めなさい。（6点）
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(2) 完全競争市場を想定し、この企業の供給関数を別紙図 3のグラフに示しなさい。その際、損益分岐点
および操業停止点を明確に示すこと。（6点）

(3) 企業の参入・退出は自由であるとし、この市場には (1)式の総費用関数を持つ同質な企業が多数存在
するものとしよう。市場需要関数が D (p) = 700000 − 1000p で与えられるとすると、長期均衡にお
ける (a) 財の価格、(b) 企業数、(c) 各企業の生産量はそれぞれいくらになるか。（6点）

問題 3 ある財に対する消費者の（逆）需要関数が

p = 4000 − Q

10

で与えられるものする。ただし、Q は市場全体の需要量（個）、は財の価格（円）である。以下の問いに答

えなさい。

(1) この市場に 2つの企業が存在しているとする（複占）。生産に固定費用はかからず、各社の限界費用
は同一で 1000（円）としよう。すなわち、企業 i の生産量を qi とすると、生産にかかる総費用は

1000qi となる。

(a) 2つの企業が数量競争を行うことを前提に、それぞれの利潤最大化問題を定義し、反応関数を求
めなさい。（4点）

(b) 均衡における価格と各社の生産量を求めなさい。（4点）

(2) (1)と同じ想定の下で、2つの企業が数量競争ではなく価格競争を行っているとする。均衡における価
格と各社の生産量を求めなさい。（5点）

(3) (1)と (2)では、どちらのほうが社会的余剰が大きくなるか。説明しなさい。（5点）

問題 4 N先生の授業の定期試験に臨む学生を考える。試験範囲を 0 < x ≤ 1 で表すことにし、教員が事
前に指定し、アナウンスしているものとする。いま、x = 1 であれば授業で扱ったすべての内容が試験の
対象となることを表し、x = 0.5 であれば扱った内容の半分だけを対象していることになる。
学生は、指定された範囲をすべて真面目に勉強するか、全く勉強しないかのいずれかを選択する（ヤマを

張って一部だけを勉強するケースは考えない）。このとき、まじめに試験勉強をした際にかかるコストを cx

で表すことにする (c > 0)。これは x の増加関数であるから、試験範囲が広がるほど勉強にかかるコスト

は大きくなる。一方、全く勉強せずに試験に臨む場合には、試験範囲によらずコストはゼロであるとする。

試験の結果は合格か不合格かのいずれかであり、合格した場合には a > 0 の利得を得ることができる。
一方、不合格の場合の利得はゼロであるとしよう。学生の効用は、試験の結果による利得から勉強コスト

を差し引いた形で表されるものとする。したがって、試験範囲が x であるとき、まじめに勉強して合格し

た場合の学生の効用は a − cx となる。一方、勉強せずに合格すれば、試験勉強のコストはゼロであるか

ら、学生の効用は a となる。不合格の場合、試験の結果から得られる利得がゼロであるとし、同様に考え

る。以下の問いに答えなさい。

(1) まじめに試験勉強をした場合、確実に合格できるものとしよう。一方、まったく勉強しなくても 0.5
の確率で合格できる。まじめに試験勉強する場合の学生の効用と、まったく勉強しない場合の期待効

用を、a, c および x を使って表しなさい。（3点）

(2) 他の条件を一定にして、試験範囲を狭くすると、学生は勉強するようになるか。ただし、合格の確率

に関する条件は (1) と同様とする。（4点）

(3) 学生が勉強しないので、N先生は (1)の条件よりも合格基準を厳しくすることにした。これによって、
全く勉強しないで試験に合格する確率は 0.1 に下がった。しかし同時に、まじめに勉強したのに 0.3
の確率で不合格になってしまう。この変更は効果があるだろうか。説明しなさい。（4点）
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問題 5 以下に挙げるミクロ経済学の用語から 2つ選び、現実の具体例を交えながら、それぞれの概念を
説明しなさい。（10点）

• 「機会費用」、「比較優位」、「割引現在価値」、「規模の経済」、「逆選択」、「公共財」、「外部効果（外
部性、外部経済）」、「囚人のジレンマ」

英語

問題 6 以下の文章は、Wikipediaを事例として、ユーザー参加型のプラットフォームにおける知識創造
を議論したものである。文章を読んで、後の問いに答えなさい。（下線のついた語句については、末尾に意

味の説明がある。また、脚注は出題者による補足である。）

Wikipedia: The value of open content production (Voxeu.org, by Aleksi Aaltonen and Stephan
Seiler, Oct. 31, 2014)

Facebook, YouTube, Twitter, and Wikipedia are among the world’s most popular websites – and all
of them are based on user-generated content. While some platforms of this kind are primarily used to
share individually produced content, others are based on a more direct interaction between users in the
production of content.

Wikipedia is the leading example of this type of joint production.1 The online encyclopaedia contains
almost 4.4 million individual articles in the English-language version alone, which have been edited by
more than 20 million users since its inception in 2001. Wikipedia has largely displaced the former market
leader, Encyclopaedia Britannica, which is based on a more traditional process of content production
(Devereux and Greenstein 2009).

Wikipedia (and open-source production more generally) constitutes a marked departure from tradi-
tional modes of production within organisations. Rather than using a fixed set of procedures to arrive at
a pre-specified output goal, open source is characterised by commons-based peer production, a process
that is “decentralized, collaborative, and non-proprietary; based on sharing resources and outputs among
widely distributed, loosely connected individuals” (Benkler 2006).

Despite a rising number of products and online platforms relying on this type of production process,
we still have relatively little understanding of what drives the growth of content in such environments.
Lessons from what makes Wikipedia successful can inform open-source projects and ‘wiki’-style platforms
in a wide range of public and private sector organisations involved in research, education, and innovation.

Spillovers in content creation

Our study analyses a central question in the context of open content production:
::::
Does

:::::::::::
individual

:::::::
content

::::::::
creation

::::::
‘spill

:::::
over’

:::::
onto

:::::::::::
subsequent

::::::::
content

::::::::
creation

:::
by

::::::
other

:::::
users

:::
on

::::
the

::::::::::
platform?(a)

In contrast with traditional modes of production, it is in the nature of the Wikipedia production
process for spillovers between users to occur. Having a large pool of potential editors allows individual
contributors to add small pieces of information to an article and rely on subsequent users to develop the
content further. A change in article content might influence other users by providing new information
about a topic or by making potential areas for further contributions salient to them, thereby inspiring
them to contribute further to the article.

How important such effects are quantitatively is the empirical question that our research aims to
address. We are able to do this because of the availability of very detailed information on editing

1もちろん知ってると思いますが、Wikipedia は「コピーレフトなライセンスのもと、サイトにアクセス可能な誰もが無料で自由
に編集に参加できる」ため、記事は個別のユーザーによって編集されています（ウィキペディア日本語版より）。また、過去の編集履
歴（内容の追加や修正、削除）は、すべてログに残っていて、誰でも閲覧することが可能です。
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behaviour on Wikipedia. The platform stores the entire history of edits on every article, which allows
us to track the evolution of content over time.

We focus our attention on Wikipedia articles that mirror the efforts of more traditional encyclopaedias,
namely the incorporation of a given level of knowledge into online content. To this end, we analyse
the subset of Wikipedia articles in the ‘Roman Empire’ category2, for which knowledge is presumably
relatively stable over time.

Analysing Wikipedia edits

::::::::::
Analysing

:::::
these

:::::
data

::::
over

:::
an

::::::::::
eight-year

::::::
period(b), we look at how weekly editing activity is influenced by

cumulative past editing activity, measured by article length at the beginning of the respective week. We
find a positive effect of article length on editing activity that is statistically significant and economically
important.

Using the predictions implied by our framework, we quantify growth in editing activity in the absence
of the spillover effect to assess its role in the overall growth process. Removing the spillover, we find
that the growth in editing activity between 2002 and 2010 would have been halved (see Figure 1, which
shows increases in the number of users relative to the first week in the sample in 2002).

(Figure 1 around here)

More specifically, articles created in 2002 (the only ones that experienced the full growth process)
would have had a substantially lower number of weekly users per article in the absence of the spillover.
The difference in the growth trends becomes more pronounced over time as articles grow longer, and it
is strongest at the end of our sample period.

Moreover, article length leads to more editing activity by increasing the number of users editing a
particular article. But we find no evidence that the length of edits changes as articles grow. Edits on
longer articles are more likely to involve deletion of content and they are more likely to be reverted by
subsequent edits – but both effects are small. Finally, we find that the spillover effect triggers content
contributions of which 75% can be attributed to new users and 25% to users who previously edited the
same article.

So that we can be sure that we are correctly identifying the causal effect of article length,
:::
we

:::::
have

::
to

:::::::
control

::::
for

::::
two

:::::::::::::
confounding

:::::::
factors(c). First, inherent differences in the degree of interest in topics

will have led to some articles growing longer than others while at the same time attracting higher levels
of editing activity. Thus, we might incorrectly attribute the correlation between article length and
editing activity across articles to the spillover effect, whereas in reality it was caused by differences in
the popularity or contentiousness of the topic.

Second, Wikipedia as a whole has experienced substantial growth in content over time, which means
that in later years, articles will often be longer and edited more heavily. To deal with the first issue, we
only use changes in article length for a given article over time, thus eliminating the influence of popularity
differences across articles. On the second, we control for the general growth trend across all articles.

Leveraging spillovers for greater productivity

What are the implications of understanding the growth dynamics and importance of editing spillovers
on open platforms beyond Wikipedia? Many firms, including Intel (Intelpedia) and British Telecom

2ウィキペディアの記事は、キーワードによって分類されていて、英語版の ‘Roman Empire’（ローマ帝国）カテゴリには、15個
のサブカテゴリと数百の個別記事が含まれます。
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(BTpedia), are using internal wiki platforms to create, store, and share knowledge within the company.
Other public open-source projects, such as online dictionaries and a collection of open-source teaching
material, use the same technological platform and user interface as Wikipedia.

There are similar initiatives in the realms of medicine – for example, the Open Source Drug Discovery
for Malaria Consortium and OpenEMR, an electronic health records and medical practice management
application – and science and engineering – for example, the Science Commons, which allows the dis-
semination of scientific work outside academic journals. And there are growing numbers of open-source
projects that involve the production of physical products – one example is Threadless.com, which relies
on a large community of over 500,000 people to design and select T-shirts.

Our findings on the impact of spillovers on Wikipedia suggest the value of all such platforms providing
incentives for users to contribute content or to ‘pre-populate’ articles with content so as to trigger further
contributions. Since we also find evidence that the magnitude of the spillover effect varies with the total
number of users active on the platform, it seems that achieving a larger mass of potential contributors
is important for these platforms to benefit from a stronger spillover effect.

語句の説明 inception: 始まり、開始 / displace: ～にとって代わる / Encyclopaedia Britannica: ブリタ
ニカ大百科事典 / commons-based: 共有の / decentralized: 分散化された、（一元的に管理するので
はなく）分権化された / non-proprietary: 非機密の、独占的に所有されていない / spillover: 波及 /
salient: 目立った、顕著な / halve: 半分にする / revert: （編集・更新などを）元に戻す、取り消す
/ contentious: 異論の多い、議論を引き起こす / pre-populate: （情報をフォームに）入力する

(1)
::::::
波線部 (a) について、筆者らが議論する“spillover”は、ある種の外部効果であるといえるが、これはど
のようなものか。本文中の記述を踏まえて、簡潔にまとめなさい。（10点）

(2)
::::::
波線部 (b) について、筆者らが行った分析の内容とその結果を簡潔にまとめなさい。（10点）

(3)
::::::
波線部 (c) について、“spillover”効果の計測を歪める要因 (confounding factors) にはどのようなもの
があるか。筆者らが議論している 2つの点を、それぞれ簡潔にまとめなさい。（10点）
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図表別紙 

 

 

 

 

 

図 1：無差別曲線と予算制約線 (1) 
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図 2：無差別曲線と予算制約線 (2) 
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図 3：供給曲線 
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Figure 1: Growth in the number of weekly Wikipedia users 

with and without the ‘spillover’ 

 




