
 

 

2016年度 上級ミクロ経済学 II 中間試験 

 

問 1［70点］ 次のゲームについて、問い(a)から(e)に答えよ。 

   B さん 

  協力する 協力しない 

A さん 

協力する 7, 7 －1, 12 

協力しない 12, －1 3, 3 

 

(a) このゲームのナッシュ均衡を示せ。（15 点） 

 

このゲームをステージ・ゲームとする無限回繰り返しゲームを考えよう。

A さんと B さんの割引因子はともに δ（0 < δ < 1）であるとする。 

 

(b) A さんと B さんがともにトリガー戦略をとることで毎回｛協力する、

協力する｝が起こることがこの無限回繰り返しゲームのナッシュ均衡

として実現するためには、δ はどれくらい大きくなければならないか。

δ の下限を求めよ。（20 点） 

 

(c) (b)で求めた δ の下限よりも δ が大きいとき、A さんと B さんがとも

にトリガー戦略をとることは部分ゲーム完全均衡になるだろうか。理

由も説明せよ（理由が書かれていない場合は点を与えない）。（10 点） 

 

(d) 1 回目のステージ・ゲームでは「協力する」を選び、2 回目以降のス

テージ・ゲームでは前回に相手プレイヤーがとった行動を選ぶ、とい

う戦略を「しっぺ返し戦略」という。A さんと B さんがともにしっぺ

返し戦略をとることで毎回｛協力する、協力する｝が起こることがこ

の無限回繰り返しゲームのナッシュ均衡として実現するためには、δ

はどれくらい大きくなければならないか。δ の下限を求めよ。（20 点） 



 

 

(e) (d)で求めた δ の下限よりも δ が大きいとき、A さんと B さんがとも

にしっぺ返し戦略をとることは部分ゲーム完全均衡になるだろうか。

理由も説明せよ（理由が書かれていない場合は点を与えない）。（5 点） 

 

問 2［30点］ ある映画の DVD を発売しようとしている映画会社が、次

の 3 種類の版をつくって売り出すことを考えている。すなわち、映画本編

だけの通常版と、映画本編に加えて特典映像のディスクもついた特別版、

そして、映画本編と特典映像のディスクが特製ケースに収められ映画関連

のグッズもついた愛蔵版、の 3 種類である。 

この映画の DVD を買いたいと思っているのは、この映画がまあまあ好き

な人たちと、この映画が大好きな人たち、そして、この映画がすごく大好

きな人たちである。これら 3つのタイプの消費者の人数はそれぞれ同じで、

N 人である。このことは映画会社にもわかっている。また、それぞれのタ

イプの消費者が 3 つの版の DVD に対して最大限支払ってもいいと思って

いる金額（＝支払意思額）が次の表のようになっていることも映画会社に

はわかっている。 

 

 通常版への 

支払意思額 

特別版への 

支払意思額 

愛蔵版への 

支払意思額 

まあまあ好きな消

費者 
2000 円 2500 円 2700 円 

大好きな消費者 2500 円 4000 円 5000 円 

すごく大好きな消

費者 
3000 円 5000 円 9000 円 

 

しかし、映画会社には、どの人がどのタイプの消費者かを見分けることは

できない。この映画会社の収入を最大にする価格づけについて、以下の問

い(a)と(b)に答えよ。 

 

 



 

 

(a) 愛蔵版は販売せず、通常版と特別版だけを販売するとき、この映画会

社の収入を最大にする通常版と特別版の価格の組み合わせを示せ。（15

点） 

 

(b) この映画会社の収入を最大にする通常版、特別版、愛蔵版の価格の組

み合わせを示せ。（15 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016年度 上級ミクロ経済学 II 期末試験 

 

問 1、問 2、問 3 の 3 つから 2 つを選んで解答してください。3 つすべ

てに解答している場合は、どの 2つを採点されたいのか明示してください。

明示がない場合は、3 つのうちから 2 つを適当に選んで採点します（3 つ

とも採点して、点数の高い 2 つを選ぶ、というようなことはしません）。解

答はすべて別紙の答案用紙に書いてください。 

 

問 1．スクリーニングの基本モデル［50点］ ある町のはずれに、騒音の

大きい工場がある。近年、その近くに住宅地ができ、住民から騒音に関す

る苦情が町役場に寄せられるようになった。そこで町は、お金を払うから

騒音を削減するよう工場にお願いしている。騒音の削減量を𝑥、騒音の削減

量𝑥によって住民が受ける便益を𝑏(𝑥)で表す。便益は次のようになってい

るとしよう。 

 

騒音の削

減量 𝑥 

0 1 2 3 4 5 6 7 

便 益 

𝑏(𝑥)  

0 500 850 1100 1280 1390 1430 1450 

限界便益 － 500 350 250 180 110 40 20 

 

騒音削減量𝑥は 0 から 7 までの整数値をとるものとする。工場が騒音を

削減するのにかかる限界費用は一定である。町役場は、そのことを知って

いる。しかも、町役場は、その限界費用が𝜃0か𝜃1のどちらか（𝜃0 < 𝜃1）で

あることも知っている。しかし、町役場には、工場の限界費用がじっさい

に𝜃0と𝜃1のどちらであるのかまではわからない。限界費用が𝜃0である工場

をタイプ 0、限界費用が𝜃1工場をタイプ 1 と呼ぼう。町役場は、工場がタ

イプ 0 である確率を 3/4、タイプ 1 である確率を 1/4 であると見積もって

いる。𝜃0 = 25, 𝜃1 = 100とする。 

騒音の削減について町役場が工場と結ぶ契約書を(𝑥, 𝑤)で表す。𝑤は、町



 

 

役場から工場への支払額である。騒音削減から町役場が得る便益は近隣住

民の便益だとしよう。したがって、町役場の利得は𝑏(𝑥) − 𝑤 であり、工場

の利得は、タイプ 0 なら𝑤 − 25𝑥、タイプ 1 なら𝑤 − 100𝑥となる。 

上述のように、町役場には、工場がタイプ 0 なのかタイプ 1 なのかわか

らないため、二つの契約書、(𝑥0, 𝑤0)と(𝑥1, 𝑤1)を工場に提示し、どちらか好

きなほうを工場に選ばせる。なお、工場は、自分の利得がゼロ以上なら契

約を受け入れるものとする。以下の問い(a)と(b)に答えよ。 

 

(a) 町役場にとって最適な契約(𝑥0, 𝑤0)と(𝑥1, 𝑤1)を求めよ。（30 点） 

 

(b) (a)で求めた契約において、効率的な量よりも過少になっているのは

𝑥0と𝑥1のうちのどちらか。なぜ、最適な契約ではそれが過少になっ

ているのかを説明せよ。（20 点） 

 

問 2．シグナリング［50点］ 下の図にあるシグナリング・ゲームについ

て、以下の問い(a)から(c)に答えよ。 

 

 

 

 



 

 

(a) このシグナリング・ゲームにおいて、受け手のどんな戦略に対しても、

L はタイプ 2 の送り手の最適反応にはならないことを示せ。（10 点） 

 

(b) このシグナリング・ゲームの完全ベイズ均衡をすべて求めよ。（30 点） 

 

(c) (b)で求めた均衡から 2 つを選び、それぞれの均衡において、信念が均

衡での戦略と整合的になっていることを説明せよ。（10 点） 

  



 

 

問 3．一対一マッチング［50点］ いま、ある婚活パーティーに、4 人の

男性と 4 人の女性が参加している。参加男性を𝑚1, 𝑚2, 𝑚3,𝑚4で表し、参加

女性を𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4で表す。参加者はみな異性愛者であり、彼らはそれぞれ次

の表のような選好順序を持つものとする。 

 

 一番 

好き 

二番目に

好き 

三番目に

好き 

四番目に

好き 

五番目に

好き 

𝑚1の選好順序： 𝑓1 𝑓2 𝑓4 𝑓3 𝑚1 

𝑚2の選好順序： 𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑚2 

𝑚3の選好順序： 𝑓2 𝑓3 𝑓1 𝑓4 𝑚3 

𝑚4の選好順序： 𝑓3 𝑓1 𝑓2 𝑓4 𝑚4 

𝑓1の選好順序： 𝑚3 𝑚4 𝑚1 𝑚2 𝑓1 

𝑓2の選好順序： 𝑚4 𝑚1 𝑚2 𝑚3 𝑓2 

𝑓3の選好順序： 𝑚1 𝑚2 𝑚3 𝑚4 𝑓3 

𝑓4の選好順序： 𝑚4 𝑚2 𝑚1 𝑚3 𝑓4 

なお、選好順序の中に出てくる「自分自身」は、「誰ともカップルにならず

独り身でいること」を表す。以下の問い(a)から(d)に答えよ。 

 

(a) (𝑚1, 𝑓1), (𝑚2, 𝑓2), (𝑚3, 𝑓3), (𝑚4, 𝑓4)というマッチングは安定的でないこ

とを示せ。（10 点） 

 

(b) 男性側プロポーズ・女性側受け入れ保留方式によってできるマッチン

グを示せ。（20 点） 

 

(c) 女性側プロポーズ・男性側受け入れ保留方式によってできるマッチン

グを示せ。 (10 点) 

 

(d) 女性側プロポーズ・男性側受け入れ保留方式において、男性側には、

自分の真の選好にしたがわずに行動することで、(c)で決まった相手よ

りも好ましい相手とカップルになれる人がいることを示せ。（10 点） 


