
平成２８年度博士前期課程（修士課程）一般選抜

経営学専攻

論文問題

平成２８年２月１２日１０時００分～１２時００分

この問題冊子は、表紙を含め１３頁あり、下記の１２科目を掲載しています。

2科目について解答しなさい。

経営学Ⅱ

経営科学Ⅱ

会計学Ⅱ

経済学Ⅱ

経営学Ｉ

経営科学Ｉ

会計学Ｉ

経済学Ｉ

経済学Ⅲ

経済史Ｉ

数学・統計

経済史Ⅱ

注意事項

１．経営学を専門とする者は、経営学Ｉまたは経営学Ⅱから１科目を選択し、

他の１科目は任意に選択してよい。

２．経営科学を専門とする者は、経営科学Ｉまたは経営科学Ⅱから１科目を選

択し、他の１科目は任意に選択してよい。

３．会計学を専門とする者は、会計学Ｉまたは会計学Ⅱから１科目を選択し、

他の１科目は任意に選択してよい。

４．経済学を専門とする者は、経済学Ｉ、経済学Ⅱ、経済学Ⅲの中から１科目

を選択し、他の１科目は任意に選択してよい。

５．経済史を専門とする者は、経済史Ｉまたは経済史Ⅱから１科目を選択し、

他の１科目は任意に選択してよい。

６．数学・統計を専門とする者は、数学・統計を選択し、他の１科目は任意に

選択してよい。

７．数式・記号等以外は日本語で答案を作成しなさい。

８．答案用紙一枚ごとに受験番号と氏名を記入しなさい。

９．選択した科目を答案用紙の解答欄に明記しなさい。

10．答案用紙は表だけを使用しなさい。裏は使ってはならない。

11．科目ごとに新しい別の答案用紙を用いなさい。

12．答案用紙が不足する場合は監督員に請求して構わない。

１３．－問の答案が二枚以上にわたるときは、答案用紙の下端にページ数（１，

２，．．.）を記入し、クリップかホチキスで留めなさい。

14．試験終了時には、問題・答案用紙・下書き用紙を机のうえに置き、監督者

の指示があるまで席を離れてはならない。

15．問題の印刷不明瞭、落丁・乱丁などに気が付いた場合には、監督者に知ら

せなさい。



経営学Ｉ

以下の設問のすべてに答えなさい

経営組織が「変われない」ことを論じる経営学の理論として、コンテイ
ンジェンシー理論、個体群生態学、制度派組織論をそれぞれ論述して下
さい。

問１

近代の大企業において「所有と経営の分離」が生じた理由について、論問２

述して下さい。

経営学Ｉ



経営Ⅱ学Ⅱ

製品アーキテクチャについて説明せよ。１．

業界がオープン・モジュラーに向かった場合に、インテグラルなアーキ
テクチャを採用している企業が直面すると考えられる劣位は何か、なぜ

２．

劣位となるのかについて、説明せよ。

経営学Ⅱ

篭



経営科学Ｉ

曜口亀
(2)(1)の線形計画問題を単体法を用いて解け

(3)(1)の線形計画問題を主問題とするとき，その双対問題を書き，(2)の結果を使っ
て双対問題の最適解を求めよ．

(4)主問題の制約式③の右辺を30から微小量変化させるとき，右辺の単位増加量あ

たりの目的関数の変化率を求めよ．また，この変化率が変わらない式③の右辺の範囲

を求めよ．

問２．２台の電話を設置した施設がある．電話が２台とも使用中のとき時は－列に並

んで待ち，先着順に電話をかけられる．時刻Ｏに受付を開始したところ，その後５人

の客が到着し，それぞれの客の到着間隔と通話時間は下表の通りであった．
３１４７１

１０６８７６

(1)５人の客の平均待ち時間を求めよ

(2)時刻０から５人目の客の通話が終了するまでの電話の平均稼働台数を求めよ

問３．最小二乗法による重回帰分析によって，目的変数ｙを２つの説明変数、1,ｚ２で
説明する線形関数

〃＝ｂ＋ｑ１ｚ１＋n2Z2＋ｅ

をデータ(z,,,ハ2,y,),…,(勿施沖勿､,2,2/")を使って推定する．このとき，最小化する
関数を書け．

経営科学Ｉ

到着間隔(分） ３ １ ４ ７ １

通話時間(分） 1０ ６ ８ ７ ６



経営科学Ⅱ

問１

二期間二項モデル(時点０，時点１，時点２)において，原資産を株価とするコー
ルオプションを考えよう．時点Ｏ(現時点)での株価をＳとし,時点１での株価は，

時点Ｏから一回上昇して"Sか一回下落して鮒となり，時点２での株価は，時点

Ｏから二回上昇して"２Ｓ,上昇(下落)かつ下落(上昇)してzMS，二回下落してα２Ｓ

のいずれかとなる．ＣＭ卿(2)を株価"２Ｓの場合のコールオプションの価値，Ｃ"(2)

を株価"砧の場合のコールオプションの価値,Cdkj(2)を株価‘２Ｓの場合のコール
オプションの価値，ただし，安全資産の収益率を一定で７〉０とし，〃＞1＋,.＞‘

を仮定する．このとき，以下の問いに答えなさい．

(1)コールオプションの(現在)価格Ｃ(O)を，Ｃ"(2)，Ｃ卿`(2)，Ｃ“(2)，〃，‘’１＋７

を用いて導出しなさい

(2)〃＝１３５，．＝0.85,s＝100,ｒ＝0.05,Ｋ＝100と仮定するとき，リスク中

立確率９(株価が上昇する確率)を答えなさい
(3)〃＝1.35,．＝0.85,s＝100,7＝005,Ｋ＝100と仮定するとき，コールオ

プション価格ｃ(0)を答えなさい．割り切れない場合には，少数点第１位を切り
捨てること．

問２

証券Ａと証券Ｂの２つの証券から構成されるポートフオリオを考えよう．証券

Ａの枚数をα，証券Ｂの枚数をβ，時点rでの証券Ａの価格をS（)，時点′で

の証券Ｂの価格をＳβ(r)，時点'でのポートフォリオの価値を〃(')と表記する．
ただし時点/は，時点ノーｏ(現在時点)と時点ノー1(将来時点)の２つの時点のみと
する．このとき，以下の問いに答えなさい

(1)下記の式が成立することを証明しなさい．

Ｒ，＝WRA＋(１－Ｗ)Rけ

ただし，ＲＰ＝(〃(1)－〃(0))/〃(0)，Ｒバー(８A(1)－s((0))/s((0)，

Ｒβ＝(Sβ(1)－ＳＥ(0))/S職(O)，ｗ＝cuSA(0)/〃(O)である．
(2)ＲＰの期待値をルーＥ[RP］とする.同様にハーＥ[R」，ルーＥ[Rβ]を定義する．
このとき，下記の式が成立することを証明しなさい．

ルーｗハ＋(１－Ｗ)似β

(3)Ｒ,の分散を⑦;＝y[R,]と定義する．同様にＣ:＝γ[R劇]，ぴ;＝γ[R`]を定義
する．また，Ｒ』とＲβとの共分散をぴＡＢ＝Ｃ[R,,,Rβ]と定義する．このとき，下記
の式が成立することを証明しなさい．

ぴ;＝ｗ２Ｄ:＋(１－Ｗ)２ヶ;＋2Ｗ(１－Ｗ)ぴ』‘

経営科学Ⅱ



会 計学Ｉ

問題

1．企業の予算管理に関する以下の問いに答えなさい。

(1)予算管理の意義および目的(機能)について述べなさい。

(2)動機づけの視点から，割当型予算と参加型予算について述べなさい。

(3)参加型予算に関連して，予算スラックについて述べなさい。

(4)予算管理の問題点に関連して,超予算論(beyondbudgeting)について述べなさい。

2．

Ａ社では標準原価計算を採用しており,Ｉ製造部門においてＸ製品を製造している。

以下のＡ社のデータにもとづいて,公式法変動予算による製造間接費の差異分析に
関する各問に答えなさい。

(1)製造間接費標準配賦率を求めたうえで,製造間接費総差異を求めなさい。

(2)変動費率,固定費率を求めたうえで,四分法(予算差異,変動費能率差異,固定費
能率差異,操業度差異)による製造間接費の差異分析を行いなさい。

(データ）

Ａ社I製造部門の1カ月の基準操業度(直接作業時間)：

問
間
間

時
円
円
円
円
時
時

5,000

9,000,000

4,000,000

5,000,000

8,750,000

4,700

4,900

これに対応する製造間接費予算(月間)：

（内訳）変動費：

固定費：

当月の製造間接費実際発生額：

当月のＸ製品に対する標準直接作業時間：

当月のＸ製品に対する実際直接作業時間：

会計学Ｉ



会 計学Ⅱ

問題Ｐ社はＳ社の発行済株式総数1,000株のうち700株を取得し､同社に対する

支配を獲得した｡Ｓ社株式は､次のように２段階に分けて､いずれもＰ社株式を対価

として取得された｡各日付のＰ社株価およびＰ社ならびにＳ社の個別貸借対照表は

下記各資料のとおりである｡法定実効税率を40％とし､税効果会計を適用する(ただ

し､Ｐ社によるｓ社株式の段階取得に係る部分については考慮する必要はない)。
資料ＬＰ社の株価

平成Ｘ1年１２月３１日100株対価Ｐ社株式100株同日のＰ社株価＠18,000円
平成Ｘ2年１２月３１日600株対価Ｐ社株式600株同日のＰ社株価＠19,000円
資料２．ｓ社の平成Ｘ1年１２月３１日付貸借対照表(単位:千円）

＊Ｓ社の諸資産の時価評価額は26,400千円であった。

資料3．Ｐ社の平成Ｘ2年１２月３１日付貸借対照表(単位:千円）

、」腔成Ｘ２年１２月３１日付冑ｲ苔対照篭

＊Ｓ社の諸資産の時価評価額は27,900千円であった。

(1)親会社による連結財務諸表の作成にあたり実施される(a)連結子会社の支配獲得
時における資産･負債の時価評価の意義､(b)その際に計上される繰延税金資産(ま
たは負債)の意義を説明し､かつ上記設例における(c)平成Ｘ2年１２月３１日時点の
Ｓ社の個別貸借対照表上に計上される繰延税金資産(または負債)の金額および(｡）
同貸借対照表上の純資産額を､その計算過程とともに示しなさい。

(2)親会社による支配獲得時の連結貸借対照表に計上される(a)のれんおよび(b)非
支配株主持分の概念を説明し､かつ上記設例におけるＰ社およびＳ社からなる企業

集団の平成Ｘ2年１２月３１日時点の連結貸借対照表に計上される(c)のれんの金額
および(｡)非支配株主持分の金額を､その計算過程とともに示しなさい。
(3)上記設例におけるＰ社.Ｓ社からなる企業集団の平成Ｘ2年１２月３１日時点の
連結貸借対照表を作成しなさい。（連結決算上生じる項目は別建て表示すること）

会計学Ⅱ

資料４．s社の平成Ｘ2年１２月３１日付貸借対照表(単位:千円）

資産 金額 負債･純資産 金額

諸資産 25,100 諸負債 7,600

資本金 9,000

資本剰余金 7,000

利益剰余金 1,500

合計 25,100 合計 25,100

資産 金額 負債･純資産 金額

諸資産 26,600 諸負債 8,700

資本金 9,000

資本剰余金 7,000

利益剰余金 1,900

合計 26,600 合計 26,600

資産 金額 負債･純資産 金額

諸資産 56,500 諸負債 18,700

Ｓ社株式 13,200 資本金 34,000

資本剰余金 12,000

利益剰余金 5,000

合計 69,700 合計 69,700



経済学Ｉ

問１ある財の市場需要関数が､＝-:p+2０（"需要量,ｐ:価格)，供給関数
がｓ＝2ｐ（s:供給量，ｐ：価格）であるとする．次の問いに答えよ．
＞（１）均衡価格と取引量を求め,消費者余剰,生産者余剰,総余剰を求めよ．

＞(2)この財に１単位あたり５の物品税（従量税）を課税したとする．この

とき市場の価格と取引量を求め，物品税の消費者負担分と生産者負担分

を求めよ．

＞(3)消費者余剰，生産者余剰，税収入を求めよ．課税による総余剰の損失

（死荷重）はいくらか．

問２２つの生産要素(生産要素１，２)から１つの財を生産する生産者を考える．

ここで生産要素１，生産要素２の投入量をそれぞれy,ｚとするとき，生産関数は
ユユ

f(y,Z)＝ｙ百z盲で与えられているとする．生産要素１の価格を１８，生産要素２の
価格を５とする．次の問いに答えよ．

＞（１）短期的にｚ＝６４として生産要素２の投入量は固定されているとする．

財をx単位生産するときの費用（短期費用関数）Ｃ(x）を求めなさい．

また固定費用はいくらであるか，答えなさい．

＞（２）短期的にｚ＝６４として生産要素２の投入量は固定されているとする．

生産物価格をｐとして，企業が利潤を最大化するときの生産要素１の最適
な投入量ｙと生産量xを，それぞれPの式で求めなさい．

＞（３）長期的に生産要素１も生産要素２も投入量が決定できる可変要素とし

た時,最適な生産を行う場合の生産要素１と生産要素２の投入比率ｙ/zは
いくらになるか．

問３２つの企業(企業１と企業２)が同質財を生産する複占競争を考える．企業１

と企業２は財の生産量を決定するものとする.企業１と企業２の生産量をxｪとｘ２
とするとき，財の価格pはｐ＝６４－(x,＋ｘ２)で表わされるものとする．両企業
の限界費用は一定でlo，固定費用は０とする．次の問いに答えなさい．

＞（１）両企業が独立して同時に生産量を決定するとき（クールノー競争)，均

衡における各企業の生産量と価格，各企業の利潤と消費者余剰を求めなさ

い、

(2)両企業がカルテルを組み，両企業の利潤の和が最大になるように生産

量を決定するとする．このとき両企業の生産量の和X1＋Ｘ２と両企業の利潤
の合計，および消費者余剰を計算しなさい．(1)と比べて，このようなカル

テルによる消費者余剰の損失と社会的総余剰の損失がいくらになるかを，

それぞれ計算しなさい．

＞

経済学Ｉ



経済学Ⅱ

財政政策の効果について答えなさい。問．

(1) ケインズ的なIS-LM分析において、財政支出増大が民間投資を100%押し

のける状況を図示し、その背後にある貨幣需要関数の特徴を説明しなさ

い。

ケインズ的なIS-LM分析において､流動性の罠と呼ばれる状況を図示し、

その背後にある貨幣需要関数の特徴を説明しなさい。

リカードーバローの等価定理を説明し、ケインズ的なIS-LM分析の結果と

(2)

(3)

どのように異なるのか、両者の想定の違いから説明しなさい。

経済学Ⅱ



経済学Ⅲ

次の三つの問いから二つを選択して解答しなさい。答案冒頭に問題番号を記し
なさい。

問１

イギリスの経済学者アルフレッド・マーシャル（A1hedMarshan）の分業論に
おけるキーコンセプト｢外部経済｣(externaleconomies)と「内部経済｣(internal
economies）について、次の問いに答えなさい。

（１）この二つのタームを説明しなさい。

（２）これらのタームを用いて、後進国の工業化における産業政策を説明しなさ
い。

問２

経済の発展段階論には、１９世紀のフリードリッヒ・リスト（FriedrichList)、
カール･マルクス（KarlMarx）から、第二次大戦後のウォルト・ロストウ（Walt

WRostow)や最近のアンガス・マディソン(AngusMaddison）に至るまで様々
な考え方があるが、そうした経済の発展段階論のなかから一つをとりあげて説

明したうえで、それについてあなたの見解を論述しなさい。

問３

ドイツの経済学者ヴイルヘルム・レプケ(WilhelmR6pke)は、経済変動について
次のように述べている。

「経済の変動形態は循環的（cycncal）であり、特徴的なリズム（rhythm）を
刻んでいる。つまり、景気循環（tradecycle）のどの局面（phase）も、常に
厳密に診断可能なわけではないとしても、ある一定の景気局面として見なさ

れうるのであり、その景気局面は、他の景気局面とともに、経済の循環

（economiccycle）を構成しているのである｡」（R6pke,ChEZsesamfQj'なﾉbS
l936，より）
この考え方について、あなたの見解を述べなさい。

経済学Ⅲ



経済史Ｉ

以下の２問に解答しなさい．

（１）欧米における工業化と国家の関係について，歴史的事例を１つ取
り上げて，説明しなさい．

（２）市場の発達と同業者団体は，歴史過程の中で，密接な関連がある
と言われています。そこで，歴史上の同業者団体の事例を－つ取り上げ
同業者団体の展開と歴史的意義について説明しなさいて，

経済史Ｉ



経済史Ⅱ

以下の２つの問に答えなさい。

問１朝鮮における産米増殖計画の実施など、１９２０年代の日本は植民地で
の米の増産をはかろうとした。そうした政策が実施された背景を説明すると
ともに、表１も参照にしながら、日本内地・植民地双方に及ぼした影響につ
いて説明しなさい。

表１日本における米の供給

９２０１９９３０１９

６８０４６７４７４６７５１８８ 1］ノＨ§

ヨＺＫ:－戸D）ｑ二目因
､３－

[ｌ』

台湾カコらの移

7)i齢， 「１

L｣

r1

L」

註）＊は植民地外への輸出高を供給高で除したもの。
出所）山本有造『日本植民地経済史研究」。

問２

と、

い。

表２を参照しながら、第二次大戦以前の世界綿布輸出市場の変化の要因
その変化が１９３０年代日本の国際関係に与えた影響について論じなさ

表２世界綿布輸出市場における日本とイギリス（年平均）

鳳議Ei薫孟イギリス

日本

総計（その他とも）

3,939（46.1）

1,442（16.9）
1,981（33.3）

1,845（31.0）

註）数字は、綿布および綿織物の輸出量。（）内は％・
出所）杉山伸也『日本経済史：近世-現代』。

原資料は日本綿糸布輸出組合『日本綿業貿易小史』。

経済史Ⅱ



数学・統計

次の行列Ａの行列式｜Ａｌの値と逆行列A-1を求めなさい。問１

1１卜低

１
１
趾
１

１
Ⅱ
１
１

以下の関数が凸関数であるかどうかを調べなさい。

(1)／(jMz)＝xf＋x；

(2)ｇ(jＭ２)＝xfx；

問２

4x,＋x;＋2x3-14＝０のもとでｘｆ＋x：＋x；の極値を求めなさい。問３

定数入＞０に対し、自然数を値にとる確率変数Ｘが

，(炸幻=芸｡-Ｍ=肌2…

問４

を満たす分布を考える。この分布において､確率変数Xの期待値E[X]､分散VPq、

積率母関数Ｍｘ(t)を求めなさい。

(注意）計算過程を正確に記述していない場合は不正解とする。

数学統計


