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1．序 

 現在、経済教育学会では『CORE-ECON Economics for a changing world』（以下『COREECON』）

のガイドブックの作成を進めている。『COREECON』はロンドン大学が中心になり作成してい

るオンライン上の経済学教科書である。だれでも無料で閲覧することができ、登録さえすれ

ば、著作権がクリアされ授業への利用も許される。つまり、誰でも、いかなる時でも読むこ

とができ、教員であれば登録後すぐに授業に活用できることが魅力である。 

『COREECON』は全部で 22のユニットから成り、各ユニットで 1冊の本を構成できるほど

内容量が多い。その上、英語で書かれている。経済教育学会では、大学の講義だけでなく高

校の授業でも利用できないかと検討している。しかし、多忙な高校教員がこれら全ユニット

を読破するのは難しい。また、社会科学系の内容が英語で書かれているため、英語を母国語

としない日本においては、まさしく語学と社会科学の二領域に跨っていると言える。同じ理

由から、大学教員であっても、業務量の増えている近年においては、このような英語での長

い文章を読んでいる時間的余裕は無い。その結果として、他の人から伝聞された、ごくごく

ありふれた経済学を教科書として選定しがちになる。 

 そこで新たな経済学の外国語教科書として『COREECON』を選定できる仕組みを構築したい。

そのためには内容をコンパクトにまとめるとともに、教育上の使用法等を例示して説明す

る簡易なガイドブックが必要と考えられた。『COREECON（ユニット 8）』は「SUPPLY AND DEMAND: 

PRICE-TAKING AND COMPETITIVE MARKETS」という題であり、日本語では「需要と供給：価格

受容と競争市場」と訳される。市場原理に関する内容であり、特に完全競争におけるプライ

ステイカーのコンセプトを重視している。本稿では、このユニット 8に関するガイドブック

について解説する。 

  

2．ガイドブックの内容 

 ガイドブックは概要を扱う必要があると考える。『COREECON』を授業に使うか否かを検討

している教員が、大まかにでも内容を把握するためである。付録として掲載した実際のガイ

ドブック（試作）を見られたい。ミクロ経済学を専門にしてきた教員であれば、文字をじっ

くり読まなくても、このユニットに書かれている内容を瞬時に理解できると思われる。例え

ば、各節の題を読み、図を 1分間見るだけで、その内容は容易に想像できる。 
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（1）概要 

 ユニット 8 の構成は次のようになる。まず、市場均衡についての説明から始まり、次に完

全競争の特徴であるプライステイカーについての説明がある。プライステイカー企業は自

身で財価格を決定できず、市場で決まった価格を受け入れる。そして、限界費用と価格が等

しくなる量を生産することで、利潤は最大化される。そのあと消費者余剰と生産者余剰の説

明になる。消費者余剰と生産者余剰の合計が総余剰であることを示すとともに、死荷重の発

生にも触れる。死荷重の存在を前提にしつつ、パレート効率性を説明している。 その後、

需要と供給の変動に生じて発生する市場均衡の変化について説明する。市場における需要

の増加と供給の増加がいかなる原因で生じ、その結果として均衡点がどのように変化する

かも説明している。また、税金が課されたときの余剰変化と同時に、課税が死荷重発生につ

ながることも説明し、その非効率性にも触れている。最後には、完全競争の概念に戻り、そ

の条件を示すとともに実社会での完全競争の見つけ方も教示している。 

 

（2）欠点 

日本学生にとって理解が困難と考えられるのは理論的説明の部分であろう。経済学が理

論を積み上げて成立する学問のこともあり、『COREECON』でもユニット 1からユニット 7ま

でを理解した上で本ユニット 8を読むことを勧めている。しかし、一度の輪読で内容を完全

に把握できるかと言うとそれも困難であろう。その結果、例えばユニット 8を理解するにあ

たり、これまでのユニットを読み返す必要があり、結局は数百ページの英文を読まなくては

ならない。その間に、また新たな理論的な説明が始まることを考えると、日本学生が経済理

論の理解に追い付かなくなってしまう懸念もある。 

ユニット 8 において特に理解困難と思われる内容として、等利潤曲線の説明と完全競争

市場の理論展開である。 

『COREECON（ユニット 8）』では解説の初めに等利潤曲線が登場する。日本講義ではあま

り取り扱わない内容ではないだろうか（詳細は本稿 p.7 参照）。縦軸に金額、横軸に生産量

を取り、その組み合わせで等利潤の（利潤が同じになるような）曲線を描くと原点に対して

凸型の曲線となる。この際、安易に「限界費用曲線は等利潤曲線の最低点を通過する」と説

明しており、追加の説明が必要であろう。そもそも経済学における利潤最大化条件式は「限

界費用曲線＝価格」であるから、市場価格の水平線と限界費用曲線が交わる点における生産

量で利潤最大化される。つまり、結果として先に生産量が決まり、そこに対応する等利潤曲

線が選択されるという理論である。しかし、この点を「限界費用曲線は等利潤曲線の最低点

を通過する」とだけ説明してしまうと、等利潤曲線の言葉が馴染んでいないこともあり、日

本学生には理解が難しいと思われる。 

論理の展開としては、上の等利潤曲線の説明の次に消費者余剰、生産者余剰の厚生経済学、

死荷重が解説される。そして、その後になり完全競争の条件が説明される。それまでは、完

全競争な市場はさも一般的な市場であるかのように説明している。この順番で解説するの
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は、初めて経済学を学ぶ者にとっては、頭の整理がつきにくいのではないかと思われる。オ

ーソドックスな手法を取らないのが『COREECON』の魅力とされているが、完全競争と価格受

容（プライステーカー）企業の説明においてはオーソドックスな順番で説明した方が良いの

ではないかと考える。 

 

3． 単語チェックの仕組み 

単語チェックとは、受講生が事前に節ごとの単語チェックを行うことである。その節に出

てくるすべての単語をピックアップして、受講者がその何%を知っているかをチェックする

のである。95%が分かればその文章を把握できるとされている（注 2）。 

しかし、注意点がある。受講生が各自でチェックすることになるが、「理解している」「理

解していない」の評価方法がまちまちだと正確な評価ができない。自身の単語認知度合いを

正確に評価できないと、知っているつもりになってしまう。その結果、95%の単語を理解し

ていると答えた学生も実際には読むことができない。 

 このような「理解している」という錯覚をなくすためには、単語チェックの方法を共通に

しなければならない。単語には複数の意味がある。熟語を形成している単語もある。一つの

意味が分かっても、他の意味が分からなければ、その文脈を解釈することはできない。その

点を学生に考慮させることが必要である。したがって、学生自身がチェックする際の取り決

めを作る必要がある。本稿の【参考】（付録 『COREECON』ユニット 8ガイドブック（一部

抜粋）では、単語チェックを受講生が行う際の基準ルールを載せている。 

 

4．最適な学習対象 

 各ユニットで対象となる学年が異なる。ユニットによっては高校生向けにも良いかもし

れない。何年生に適しているのか、また高校生に適しているのかの指針が必要となる。 

 例えば、ユニット 8の場合は完全競争についての内容である。等利潤曲線などが出てこな

ければ、通常のミクロ経済学の基礎として受け入れられる。大学 1年生で基礎理論を学習し

た上の 2年生に向いているかもしれない。しかし、理解困難な一部分を省いて学習すれば大

学 1 年生にも適合する。また、完全競争条件を取り上げれば、高校生にも適合するであろ

う。最適な学習対象を選択したい。 

 

5．学習において理解を助ける参考 

 一般に受講前に参考書が示される。『COREECON』を読む前に参考となる日本語の本を示す

のは、理解を深めるうえで重要である。しかし、『COREECON』がそもそも初学者向けの教科

書である。最も基本的な教科書を読むために他の参考書を読むのは本末転倒である。 

 そこで提案したいのは、若者が馴染むツールを参考に活用することである。例えばアニメ

や映画であれば若者も取り組みやすい。各ユニットと適合したアニメや映画、各ユニットの

重要性が認識できるアニメや映画を挙げておくことは、理解の手助けとなるであろう。 例
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えば、ユニット 16では映画『モダン・タイムス』（1936 年，アメリカ）があげられている。

これを選ぶにあたり、若者自身でアニメや映画を推薦することが望ましい。年配者の目線で

選ぶのではなく、若者の目線で選ぶべきである。ユニット 8で選ばれた映画は『マネーボー

ル』（2011 年，アメリカ）であった。内容は後述のため省くが、完全競争で財を安く手に入

れても、その価値を自分で高めていけばよいという、若者らしい完全競争に反発する視点で

あった。年配者であると完全競争の例を探しがちになるため、非常にユニークな視点と思わ

れる。安く手に入れた後に質を高めさえすれば、安いものが安いものとして終わらない。こ

れまでの経済学にない視点から経済学を説明している。アニメに関しても同様の例はいく

らでもあろう。年配者が気づいていない視点で完全競争について考える。若者らしい様々な

視点で考えつくであろう。 

 このようにして伝えられた映画やアニメ、そして、そのどこが完全競争に関連しているの

か、反面教師的な視点はどこなのかなどを認識すれば、受講者は『COREECON』を読むときに

受け入れやすいであろう。現代の英語経済学講義については、画一的な内容を一方的に教え

るのではなく、若者の視点、目線に立った方策が必要になる。 

 

6．『COREECON』採用のアドバイス 

 教科書として採用する判断を助けるために、経済教育学会で各ユニットの担当になった

人たちが事前に研究した知見をアドバイスとしたい。これから『COREECON』を教科書として

使おうとする教員に対してのアドバイス例を挙げておく。 

 

（1）ディスカッションの授業 

 『COREECON』はディスカッション講義を推奨している。各節の最後に演習問題があるので、

これを一人ではなくグループで解くとよい。また、教員がテーマを与えて議論させるものよ

い。 

① 本文中の練習問題を活用 

 例えば、＜練習問題 8.9：価格の開き＞は下のような設問になっている。 

「授業で使用している教科書をどれでもいいので選ぼう。インターネットで様々な業者

の販売価格をチェックしてみよう。価格に開きはあるだろうか。ある場合、そこからどの

ようなことが言えるか」 

この内容をベースに議論してもよいであろう。受講生が自身で調べ、価格の差異につい

ての理由を議論するのは、現実から経済理論を理解する上で意義がある。 

② 担当教員がテーマを付与 

ディスカッションのテーマを教員が指示することもできる。テーマを設定してもよい。例

えば「日本で完全競争を見つける」を問うテーマでもよい。製造業ではなかなか難しいが、

農産物などについては見つけやすいかもしれない。日本の農産物のことを考えながら、完全

競争の良いところ、悪いところをディスカッションする方法も良いと思われる。 
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（2）パソコンの活用 

 『COREECON』はオンライン上の教科書なので、授業で行う時はパソコンやタブレットを使

用することになる。教員が登録して教室でスクリーンに映すこともできるであろう。（注 1）パ

ソコンを使うため受講生は様々な調べ物ができる。単語や熟語が分からなければ調べるこ

とができる。経済用語も調べられる。経済概念も分かりやすく解説している WEBサイトを探

して読むこともできる。 

 また、『COREECON』の特徴にクリック一つで図の変化を目視できることがある。パソコン

上であるため、丁寧な見える化を可能にしている。例えば、ユニット 8.1 では手持ちの中古

教科書を学生たちが販売する供給曲線を示し、価格が高くなるほど手持ちの本を売りたく

なる現象を説明している。供給曲線を理解しやすい例である。他のグラフもこのように説明

されている。 

 

7．結び 

 『COREECON（ユニット 16）』について外国専門書講読、ゼミナールで使用してきた経験か

ら、ユニット 8のガイドブック作成に取り掛かっている。これから『COREECON』を教科書と

して使おうと検討している教員に活用していただけるであろう。 

 『COREECON』に限る話ではないが、聞きなれない経済理論が突然登場し、初学者を戸惑わ

せることは少なくない。理論をその場で理解することなく、まずは受け入れて概要を理解す

るという方法もある。まずは、初学者がなじめるような雰囲気作りが教員の重要な役割と考

えられる。 

 結びとして、今後、『COREECON』をより一層活用するための課題を挙げる。 

 第 1にガイドブックなどを作りにあたっての著作権の課題がある。内容を引用したり、要

約したりしなければ、その価値について伝わらない。そして、引用や要約をするとしたら、

著作権に配慮する必要がある。例えば、ガイドブック『COREECON（ユニット 8）』の概要につ

いては、該当ページを一つ一つ載せることにより著作権に配慮した。しかし、これ以上に深

い内容を記述するならば、著者の了解を得る必要がある。幸いなことに、現在、我々は著者

と連携できているものの、ユニットを要約するごと、全訳するごとなどの都度許可を得なけ

ればならない。それは我々にとって負担であると同時に著者にとっても負担となろう。 

 第 2は高校教員にも『COREECON』を使っていただきたいけれども、日本の授業のカリキュ

ラムにおいて経済理論にまで踏み込んだ内容を予定していない。一方、海外では経済理論を

高校でも教えている。海外の高校教科書が日本の大学教科書となってしまう現状も発生し

ている。『COREECON』を日本の高校教育にも生かせるよう工夫が必要となる。これは難題で

はあるが、政治経済の強化に限らず、総合学習などでの活用も検討されたい。 

 第 3に、いくら易しい英語といっても、日本人にとって理解は容易ではない。関係代名詞

を使い慣れていない、単語の意味が分からない、経済用語か日常用語かの区別がつけにくい、
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慣用的な文法省略についていないなどの様々な要因が考えられる。経済理論は日本語でも

困難に感じる人にとって、それを英語で理解するのは困難を極めるであろう。 

 第 4 は『COREECON』におけるイギリス研究会（RES Nuffield Foundation Workshop: 

Teaching and Learning with CORE（25-26 June 2019: University of Warwick））に参加

した際に指摘のあった内容であるが、受講生の温度差にも課題がある。グループディスカッ

ションを前提とする講義の中に、やる気のない受講者が混じってしまうことによる悪影響

は大きい。グループの雰囲気を悪くしてしまうという。これは日本も同様と思われる。 

ユニット 8 はパン屋や中古教科書の転売などを例に挙げて親しみを持たせているが、や

る気のない学生をのめりこませるほど興味深い例とは言えないのかもしれない。英語圏で

の教育と同様、日本でもやる気のない受講生に対しての対策が必要となろう。 

 今後はこれらに対する課題解決を含めて『COREECON』ガイドブックを構成していくことが

重要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本稿は次の研究費によるものである。 

平成 31 年度－34 年度日本学術会議: 科学研究費補助金基盤研究（C)（科研費）・基盤研究

（Ｃ）「英語経済学オンライン教材 CORE プロジェクトを用いた経済教育と英語教育の連携」

研究期間: 2019 年 4 月 - 2022 年 3月    代表者: 久井田直之 分担者：水野勝之他 
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【参考】付録 『COREECON』ユニット 8ガイドブック（一部抜粋） 

UNIT8 Supply and demand: Price-taking and competitive markets 

ユニット 8 需要と供給：価格需要と競争市場 （注 3） 

 

Ⅰ．概要（原文 p.313 日本語訳・要約） 

イントロダクション部分では、売り手と買い手の全員がプライステイカー（価格受容者）

である場合、市場はどのように動くかという問いを背景に、ユニット 8で学習する内容を概

観する。例えば、競争均衡とは需要と供給の相互作用により売り手も買い手もプライステイ

カーとなる市場における均衡こと、供給ショックおよび需要ショックに応じて価格や生産

量が変動すること、現実社会の市場は基本的には完全競争ではないが、需給モデルを使うこ

とによって政策に関する諸問題を分析しうること、価格を受け入れる企業と価格設定する

企業の間には重要な類似点と相違点があることなどが本ユニットで説明される内容になる。 

8.2 市場と均衡価格（原文 pp.319-321 日本語訳・要約） 

マーシャル(1842–1924)は需要量と供給

量が一致する価格を均衡価格と呼んだ。価

格は需要と供給が一致する均衡水準で安

定する傾向にある。そして、需要曲線と供

給曲線を同じグラフの中に描くことで均

衡が見つけられる。 

 

8.3 価格需要（プライステイク）型企業

（原文 pp.324-326 日本語訳・要約） 

同質の財を生産する企業が多数存在す

る場合、消費者は容易に一つの企業から

別の企業へと移ってしまうため、企業は

均衡のときに価格受容者（プライステイ

カー）になる。市場価格と異なる価格で

取引しようとすれば利潤が得られなくな

るからである。 

図－2 のように限界費用曲線は右上がり

に描かれる。点 A の上に描かれる等利潤曲

線はより高い利潤を表している。限界費用曲線は等利潤曲線の最低点を通過している。価格

受容（プライステイク）型企業は限界費用と市場価格が等しくなるように数量を選択し、市

場価格 P*で販売することで利潤を最大化する。 

 

 

図－1 市場均衡 

図－2 限界費用と等利潤曲線 
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8.5 競争均衡：取引/配分/分配による利得（原文 pp.330-333 日本語訳・要約） 

 売り手と買い手の相互の利潤は生産者

余剰と消費者余剰によって測定できる。財

に対する支払意思額が市場価格を上回る

買い手は、支払意思額と実際に支払った額

との差が消費者余剰になる。同様に、財を

生産する際の限界費用が市場価格を下回

る場合、その差分を生産者は生産者余剰と

して受け取る。 

 例えば、市場において均衡価格が 2 ユー

ロのとき、3.50 ユーロを支払う意志のある

消費者は 1.50 ユーロの消費者余剰を得て

いる。図－3 は総消費者余剰であり、市場

で財を購入した全ての消費者余剰を足し

あわせている。これは買い手全員の取引利

益の総額であり、2 ユーロより上の網掛け

部分が総消費者余剰である。 

 一方、生産者余剰とは生産量 1単位あ

たりの販売価格と生産する際の限界費用

との差である。例えば、パン市場におけ

る 2,000 個目のパンの限界費用は 1.25 ユ

ーロである。それが 2 ユーロで販売され

たならば、生産者は 0.75 ユーロの余剰を

受け取ることになる。  

図－4における 2 ユーロより下の網掛け

部分は生産する量に対応したパン屋の総

余剰である。 

そして、図－5における網掛け部分全体

が   同市場における全ての取引利益

の合計であり、総余剰と呼ばれる。市場

の競争均衡には総余剰を最大化させる特

性がある。 

仮に市場均衡の状態から財（パン）の

生産量を下回ると余剰が減少することが

分かる（図－6）。パンが市場の需要量よ

り少なかったならば、パンをさらに 1個生産するのに伴う費用以上の額を支払ってもよい

図－3 総消費者余剰 

図－4 総生産者余剰 

図－5 総余剰 

図－6 死荷重 



明治大学 経済教育研究センター 
ワーキングペーパー第 1 号 

9 
2020 年 2 月 22 日 

と考えている消費者は喜んで支払いをする。よって、まだ手つかずの取引利益が残ってい

ると言える。つまり、市場均衡以下の生産量であることは取引利益の総額は減少している

ことを意味する。死荷重とはパレート効率的資源配分に対する総余剰の損失であり、図－

6 の三角形の部分である。生産者は得られたはずの利潤を得られず、一部の消費者は買い

たかったパンを得ることができない。同様に、財（パン）の生産量が市場均衡（5000 個）

を上回る場合、超過した財の分の余剰はマイナスになる。消費者の支払意思額よりも生産

費用のほうが大きいからである。 

併せてパレート効率性について説明する。市場均衡の状態では消費者あるいは生産者の

いずれかの人にこれ以上の余剰をもたらすことは不可能な状態である 。つまり、現状では

どちらの余剰も増やすことは不可能な状況をパレート効率性という。パレート効率性は市

場について想定される下の 3つの仮定からなる。 

（1）価格受容者（プライステイカー） 

参加者は価格受容者（プライステイカー）であり、市場への影響力を持たないことが仮

定される。買い手が売り手と取引をするとき、他にも市場価格での売り手や買い手がいる

ことを承知している。売り手は他の売り手との競争があるために値上げができず、また買

い手は他の買い手との競争があるために値下げ交渉ができない。したがって、供給側は限

界費用が市場価格と一致するよう生産量を選んでいる。 

（2）完全契約 

例えば、パンと金銭の交換は売り手と買い手の完全契約によって統制されると仮定す

る。家に帰り「パン」と書かれた袋にパンが入っていないことに気付いた場合、容易に返

金してもらうことができる。 

（3）他者への影響がない 

市場で起こることは売り手と買い手以外には影響がないことが仮定されている。例え

ば、早朝にパン屋から発せられる騒音が近隣住民の睡眠を妨害しているならば、そのパン

屋は近隣住民への迷惑費用の支払いも考慮しなければならない。そのようなことがないこ

とが仮定されているのである。 

 

8.6 需要と供給の変化（需要増加：原文 p.337 日本語訳・要約、供給増加：原文 pp.338-

340 日本語訳・要約） 

需要増加といっても実際はどういう意味で使われているかに注意することが肝心であ

る。例えば、どの販売価格のときも需要が大きいときには、需要曲線は右にシフトする。

その需要曲線のシフトに対応して、価格も上昇する。価格が上昇するため、供給量も増え

る。需要曲線の変動は供給曲線に合わせた動きである。供給曲線自体はシフトしていない

ため、 供給増加とは呼ばない。 

供給の増加も同様に考えなければならない。その要因の一つに生産性の向上がある。例え

ばパン市場について考えてみよう。供給曲線はパン生産の限界費用を表していた。パン屋の
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従業員が今以上に素早くパンを作れるような新技術を開発したとする。その結果、パンの限

界費用が下がる。すなわち各パン屋の限界費用曲線が下方へシフトするのである。また、も

う一つの考えられる要因に市場に参入するパン屋数の増加がある。パン事業に参入するこ

とで多少でも経済学上の利潤が得られるのであれば、当然ながら参入したいと考える企業

も出てくる。パンを販売することで利潤が得られるチャンスがあるからである。参入コスト

はかかるものの、それほど高くつかないであればやってみる価値はあるというもの。その結

果、供給が増加して供給曲線が右にシフトする。 

 

8.7 税金の影響（原文 pp.343－345 日本語訳・要約） 

消費者余剰と生産者余剰への税金の影響を説明している。税金が課されると消費者の支

払価格は増え、購入量が減っている。その結果、消費者余剰は減少する。同様に、生産量

も減少し、受け取る価格は以前より少なくなっている。つまり、生産者余剰も減少する。

税金を課税すると、政府の税収を考慮に入れてもなお、税金によって死荷重が生じている

ため、総余剰が減少することになる。 

塩税が課された例から、塩市場の取引の総余剰は以下のように求めることができる。 

総余剰 = 消費者余剰 + 生産者余剰 + 歳入 

しかし、塩の取引量がもはや取引利益を最大化するようなレベルにはないため（課税し

なかった場合と比較して少なくなっているため）、税金によって死荷重が生じる。概し

て、税金によって価格が変動し、価格によって売り手および買い手の決定が変わり、その

結果死荷重が生じる。できるだけ多くの歳入を確保するため、政府は需要量が価格に反応

しにくいような財 (需要の弾力性が低い財) に課税しようとする。そうすることで取引量

の減少を抑えられる。この理由から古代中国の政府は塩税を推奨したのである。 

 

8.8 完全競争のモデル（原文 pp.349－352 日本語訳・要約） 

完全競争とは仮説的な市場であり、次のような特徴がある。 

◆取引される財やサービスは同質 (売り手全員が同じものを売っている) である。 

◆財の売り手となる者および買い手となる者が多数存在し、各々が単独で行動している。 

◆売り手と買い手は他の売り手と買い手の財の取引価格をいつでも知ることができる。 

ユニット 8では売り手と買い手が価格受容者（プライステイカー）であることを前提と

してきた。そのような市場とは、どのような市場だろうか。売り手の間で競争を生み出

し、価格受容者（プライステイカー）として行動させるためには次の条件が必要になる。 

●商品を差別化していない売り手が多く存在する。売り手が多く存在し全員が同質の財を

販売しなければならない。財が差別化されていると、各売り手が市場影響力を持ってし

まうからである。 

●売り手は単独で行動しなれければならない。仮に企業連合のような形で行動した場合、

集まって価格を選ぶことができるため、価格受容者（プライステイカー）ではなくなっ
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てしまう。 

●多数存在する買い手全員がその財を購入したいと考えている。各々が最も安く販売して

いる売り手を選ぶ。 

●買い手は売り手の販売価格を把握している。把握していないと最安のものを選ぶことが

できないからである。 

●買い手が多数存在し、相互に張り合わなければならない。でなければ、売り手が誰より

も安く買ってくれる人に売る理由がなくなるからである。 

 

8.9 競争均衡の探し方（原文 p.353 日本語訳・要約） 

完全競争に条件が適している市場 (多くの売り手と買い手が単独で同質の財を取引してい

る) を見る場合、競争均衡の条件を満たしているか否かをどのように判断すればよいか？ 

経済学者は 2つのことをテストしてきた： 

1.全ての取引が同じ価格で行われているか？ 

2.企業は限界費用と等しい価格で財を売っているか？ 

 

8.10 価格設定型（プライスメイク）企業および価格受容型（プライステイク）企業（原

文 p.357 表抜粋、日本語訳・要約） 

 

表－1 価格設定型（プライスメイク）企業と価格受容型（プライステイク）企業の比較 

価格独占型企業または独占 完全競争市場の企業 

利潤を最大化する価格と数量を設

定（価格設定社）。 

所与の価格と、利潤最大化数量を選ぶ（プライステイカ

―）。 

価格よりも低い限界費用をもたら

す数量を選ぶ。 
眼科医費用と価格が等しい生産量を選ぶ。 

死荷重（パレート最適でない）。 
消費者も企業も死荷重がない（経済の他の人が影響を受

けないパレート最適）。 

経営者は経済利得を得る（利潤は普

通の利潤より大きい。 

経営者が利得を得るならば、より多くの企業が市場に参

入しようとすれば利得が市場がら消えるだろう。 

企業はユニークな生産物の宣伝を

する。 

宣伝はない：一企業が支払い他のすべての企業に恩恵が

行く（公共財）。 

企業はお金を選挙、法律制定、規制

実施に使う。 

これについて個々の企業の支払いはない（広告として同

じ）。 

企業は研究やイノベーションに投

資する（模倣を防ぐ）。 

イノベーションのインセンティブがない：模倣がない

（企業が生産物の差別化に成功し競争的市場から逃れ

ない限り）。 

※ 図 8.20（p.357） 価格設定型（プライスメイク）企業と価格受容型（プライステイク）企業を日本
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語訳して掲載している。 

8.11 まとめ（原文 p.357 日本語訳・要約） 

競争が原因で価格影響力をほとんど持たない買い手や売り手を価格受容者（プライステ

イカー）と呼ぶ。売り手も買い手も価格受容者（プライステイカー）である場合、市場は競

争均衡の状態にある。市場価格で需要と供給が一致している。 

価格受容型（プライステイク）企業は数量を限界費用が市場価格と等しくなるように選ん

でいる。均衡配分は可能性のある取引利益に全てあてられる。 

完全競争モデルとは、競争均衡が起こると期待する一連の理想的な市場条件のことを言

う。実際の財市場はこのモデルに完全に当てはまる訳ではないが、この価格受容（プライス

テイク）は有益な社会の近似となりうる。需要曲線と供給曲線を使い市場産出や税金の影響、

需要ショックなどを理解できるからである。 

 

Ⅱ．大学 2年生の教科書と位置付ける 

『COREECON』は大学 1年生向きと思われる点もあれば、1年生では難しく思われる点もあ

る。ただし、各学年とも読むことを勧める。その理由をあげる。 

［経済学初学者（大学 1年生）に勧める理由] 

a.需要と供給の理論なので経済学の初学者にとって入りやすい。 

b.理論説明に、需要曲線と供給曲線が使われているため初学者も理解しやすい。 

［大学 2年生に勧める理由］ 

a.「限界費用＝市場価格」のような経済理論が基本として登場する。事前学習なしには理解

しにくい。一方、ミクロ経済学の基礎を学んだ学生（2 年生）なら理解できるであろう。 

b.余剰、死荷重、パレート効率などの厚生経済概念も含まれるため、大学 2年生の方が適合

する可能性がある。 

各大学における受講生のレベル、学生のやる気により一概には言えないが、大学 1年生の

知識のみでは困難と言える。大学 1 年生向き理由と大学 2 年生向き理由の和集合から、大

学 2年生で使用する教科書と位置付けるのが良いと思われる。 

使用における難しい点としては、各ユニットが一連のつながりを持っていることである。

章や節を端折りながら読むのは困難とも思われる。 

 

Ⅲ．事前の履修が望ましい科目 （事前の履修が望ましいユニット） 

一般に「ミクロ経済学」「経済学」と呼ばれる講義を受講しておくと理解は早まるであろ

う。ただし、市場理論を深く学習した学生にとっては、英語学習にはならない点にも留意が

必要である。 

 

Ⅳ．参考文献（推奨） 

『エレメンタル現代経済学』金子邦彦（2016）晃洋書房 
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『入門ミクロ経済学 第二版』井堀利宏 (2004) 新世社 

『ミクロ経済学の力』神取道弘(2014)日本評論社 

『テキスト経済数学』水野勝之（2004）中央経済社 

『アメリカの高校生が読んでいる経済学の教科書』山岡道男,淺野忠克（2008）アスペクト 

『入門ミクロ経済学 9版』著 ハル R.ヴァリアン,訳 佐藤隆三（2015）勁草書房 

『余剰分析の経済学』水野勝之,土居拓務,宮下春樹（2018）中央経済社 

いずれも読み進めるうちに応用的な内容も含まれるものの基本事項を分かりやすく解説

している。基本書である『COREECON』の学習に参考書を用いることに賛否両論あるものの、

理解を促す参考として活用されたい。 

 

Ⅴ．事前視聴映画（学生推奨） 

『マネーボール』ソニー・ピクチャーズ（2008 年，アメリカ） 

 

［内容］ 

プロ野球の貧乏球団が、特定の能力は高いものの、他に欠点が大きいため低い評価しか付

けられていない選手を引き抜いた。その選手が活躍し、チームのリーグ優勝を目指すという

内容である。野球に詳しくない者でも理解しやすい内容と思われる。取り引きされる選手の

価値をいかに捉えるかの考察が面白い。球団により、評価はまちまちだからである。価値が

低い商品でも、その商品の良さを生かして価値を上げることにより、購入金額以上の成果を

得ることができることに気づく。 安いことは必ずしも価値が低いことではないという教訓

である。 

 

［推奨理由］ 

市場において価値の低いものは安価で取り引きされ、一方で価値のある物は高値で取り

引きされる。この特徴は物だけでなく人にも当てはまる。需要と供給の均衡が財・サービス

の質によって異なる。経済学と同じである。しかし、質は変化するものだから、その時点の

質の評価が正しいとは限らない。つまり、現時点の経済の均衡は最適であるとは限らない。

需要と供給における決定の問題点など、専門的な言葉で説明しなくとも、この映画を見るこ

とで理解しやすくなる。  

 

Ⅵ．英単語 

 

表－2 『COREECON』語彙情報 

 高校教科書にて習得済 高校教科書未習語彙数 内容理解における必須単語数 

ユニット 8 91.9% 140 語 35 語 
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表－3 A vocabulary list for students (top 30 words) 

 

 

 表－2，3は『COREECON（ユニット 8）』を読むにあたり必要な語彙数、そして登場する単

語について頻度ごとに掲載している。この単語一覧を活用し、語彙の難易度について判定す

るのが良い。また、難易度の判定にあたっては主観的な判定と客観的な判定を求めると双方

向の講義になり、より充実した内容になると思われる。 

 

［専門キーワード―主要経済学用語］（一部抜粋） 

Price-taking firms：価格受容型（プライステイク）企業（自らは価格設定できない企業） 

Competitive equilibrium：競争均衡 

Exogenous shocks：外生的ショック（経済モデルに影響を及ぼす大きな変化） 

Taxation：課税（税を課すこと） 

Model of perfect competition：完全競争のモデル（売り手・買い手の全員が価格受容者である市場） 

 

★注意事項★ 

受講生が単語チェックを行う際のルールを決める。受講生が、自身の理解できない単語を

チェックする際、その判断基準がまちまちだからである。自身で理解しているつもりであっ

ても、現実は理解できておらず、内容が理解できないことがある。教員側にとっても、「分

からない」と答えた単語数が少ない受講生の方が文章を理解できず、「多い」と回答した受

講生が文章を理解するという矛盾に直面してきた。これは「何をもって分かる」と言えるか

の定義が曖昧なために生まれていると言える。 

 例えば、理解すると言うにあたり、複数の単語の意味を知っているか、どこまでの曖昧性

を許容しているか、経済学用語は経済学的な意味を含めて理解しているかなどを明確にし、

original
rank

words frequency ALV
original
rank

words frequency ALV

9 market 288 63.4 107 competition 32 64.6
10 curve 245 11.7 113 cotton 28 37.5
17 firm 137 30.9 115 loss 28 64.2
18 equilibrium 131 9.3 116 mc 28 1.5
19 quantity 131 20.4 118 allocation 27 0.0
25 tax 121 43.1 122 willing 27 58.8
31 marginal 101 0.0 123 excess 26 15.0
34 surplus 95 23.3 132 isoprofit 24 0.0
47 loaf 72 1.8 136 output 23 7.2
63 profit 57 53.7 146 maximize 21 28.9
83 per 42 59.9 151 deadweight 20 0.0
84 taker 42 0.0 153 revenue 20 9.1
85 competitive 41 18.3 158 reservation 19 40.6

101 shift 34 29.0 162 marshall 18 9.9
104 bar 32 38.2 173 pareto 17 0.0
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その上で理解しているかどうかを判定する必要がある。また「理解していない」と回答する

ことが悪い成績評価につながると考える学生もいるため、成績に関係ない旨、他言しないこ

となどを伝えることも必要になろう。受講生が正確に自身の知らない単語をチェックする

よう誘導することが重要である。 

 

Ⅶ．採用時のアドバイス 

◇講義使用のケース 

有効性が認められた『COREECON』ではあるが、教材使用時の問題点がある。第 1 は

『COREECON』は 1 年間や 2 年間の授業で読破することが難しいことである。分野が多岐

にわたっているため学年を超えた経済学知識が必要になる。第 2は『COREECON』を教材と

して使う場合に扱うべき章の判断材料が少ないことである。教員側が教えたい章とその

章の語彙レベルの同時判断は難しいからである。これら問題点を解決するためには、活用

予定の教員が授業に適切な一部をピックアップして活用できるシステムを構築するのが

良い。 

◇外書講読使用のケース 

経済学部の外国専門書講読ならば適切な教材であろう。商学部などの他の専門であっ

てもマーケティングの基礎教材として適切と考えられる。 

◇ゼミナール使用のケース 

経済理論を学習するゼミナールの教材には適切であろう。 

◇アクティブラーニング活用のケース 

各節末の Exercise や Question を活用してディスカッションするのがよいであろう。 

 

 

脚注： 

（注 1）印刷や配布は著作権により禁止されている。書籍も発刊されているので、受講者は

それを購入しなければならないであろう。 

（注 2）Lafuer 基準であり、未知単語率 5％未満で文章理解可能とされている。 

（注 3）ページ（p）は THE CORE TEAM『COREECON The Economy-Economics for a changing 

world』（2017）OXFORD における掲載頁である。 
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