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講義の目的
市場のタイプについて学ぶ。

完全競争市場の想定について理解する。

需要と供給の均衡および不均衡からの回復過程（市場メカニズム）
について理解する。

keywords: 完全競争市場，均衡，超過供給，超過需要，市場［価格］メ
カニズム，3段階アプローチ
主な参考文献

「マンキュー入門経済学［第3版］」pp.100-102, 117–134,
「経済学への招待」pp.44-70,
ロスM. ミラー（川越［監訳］）「実験経済学入門」日経BP社，
pp.72-93.(参考資料 pass 0123)
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市場のタイプ
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市場market とは，一つ一つの財・サービスにおける売り手と買い手
の集まりのこと。買い手全体（需要者）で生産物の需要が決まり，
売り手全体（供給者）で生産物の供給が決まる。

市場に参加する需要者と供給者の数によって，市場はいくつかのタ
イプに分けることができる。

供給者
需要者 1社 少数 多数

1人 双方独占市場 （需要）独占市場 （需要）独占市場

少数 （供給）独占市場 寡占市場

多数 （供給）独占市場 寡占市場 競争市場



独占
供給独占の例

日本たばこ (JT)：葉たばこ供給，競馬 (JRA)

需要独占の例

日本たばこ (JT)：葉たばこ需要

自然独占：初期の投資費用が大きすぎる産業において競争が成り立
たず独占となるケース（電力，ガス，水道，鉄道など）

法律によって作り出される独占 期限付きの知的財産権

著作権（死後50年；書籍，音楽，映画など）

特許（発明後20年；技術，薬物，PCソフトウェアなど） など

会社の買収・吸収合併や談合による独占

トラスト（同業企業の合併），カルテル（同業企業間の談合）
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供給寡占
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業種
上位 3社の
市場占有度 [%]
（売上出荷額）

ハンバーガー店 95.5
コンビニエンスストア 74.9
パーソナルコンピューター 84.1
デジタルカメラ 88.4
家庭用テレビゲーム機 100.0
カーナビゲーション 50.3
二輪自動車 86.9
軽乗用車 86.5
音楽著作権管理 99.5
音楽配信 57.4

業種
上位 3社の
市場占有度 [%]
（売上出荷額）

ビール 88.7
即席カップめん 74.8
炭酸飲料 41.4
インスタントコーヒー 97.3
携帯電話 99.5
携帯電話機，PHS電話機 63.5
パソコン用基本ソフト(OS) 100.0
ソーシャルゲーム 97.9
鉄道及び軌道（旅客） 62.3
宅配便運送 96.1

データ出所：公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/ruiseki/index.html

少数の企業による市場の占有



競争市場 (1)
多くの売り手と買い手が存在して，1人の売り手や買い手が市場価格
に影響を及ぼさないような市場のことを競争市場とよぶ。

特に，次の3つの性質をもつ市場を完全競争市場とよぶ。
1. 原子論的構造
2. 均質性
3. 完全情報
原子論的構造：個々の需要者と供給者の取引量は，市場全体の取引
量に比べて十分に小さい（多数の買い手と売り手が存在する）。

均質性：供給される財・サービスは同質である。

完全情報：個々の需要者と供給者は，市場価格や財の性質について
完全な情報を持っている（完全情報の仮定）。
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競争市場 (2)
「原子論的構造」と「均質性」の特徴を持つ市場を指して「競争市
場」とよぶ。独占市場や寡占市場のことを「不完全競争市場」とよ
ぶ。

完全競争市場では，需要者・供給者ともに価格支配力がなく，価格
の決定は市場に委ねられる。そのような状態を指して，需要者また
は供給者は価格受容者 price taker であると表現する。
独占市場では，需要者または供給者は価格支配力をもつ。競争相手
がおらず自由に価格を設定できるので，需要者または供給者は価格
設定者 price maker であると表現する。

この講義では，（完全）競争市場の機能を理解する。
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需要と供給の均衡 Equilibrium (1)
需要曲線Demand Curve
与えられた価格に対して，需要者が買いたいと思っており，かつ
実際に買うことのできる市場全体の数量を示している。

供給曲線 Supply Curve
与えられた価格に対して，供給者が売りたいと思っており，かつ
実際に売ることのできる市場全体の数量を示している。

ある価格水準において「需要と供給が等しい」という状況が意味す
ること：
需要者が買いたい数量と供給者が売りたい数量が市場全体で一致
している。
需要曲線と供給曲線は「価格と数量の平面」で交わっている（需
要と供給の釣り合いがとれた状況のことを「市場均衡Market 
Equilibrium 」とよぶ）。

需要曲線と供給曲線を利用して，価格と数量がどのように決定され
るのかを模式的に表現したものを「需要・供給モデル」とよぶ。
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需要と供給の均衡 Equilibrium (2)
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市場均衡
価格 P* (*: アスタリスク) のもと
で，需要量と供給量は Q* で等し
くなっている。

市場を均衡させる価格 P* のこと
を「均衡価格」，数量 Q* のこと
を「均衡取引量」とよぶ。

また，点E ( Q*, P* ) の座標を均衡
点 [ Equilibrium Point ] とよぶ。D: 需要曲線

S: 供給曲線

Q

P

Q*

P*
均衡価格

均衡取引量

E

• 均衡価格 P*のもとでは，需要者が買いたい数量と供給者が売りたい数量が市
場全体で一致している（すべての市場参加者が満足している）。

• 高いから買えない! 安いから売りたくない! （買わない・売らないことが最善
の選択である場合も市場は示している）



需要と供給：ハサミの両刃
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Q

P

Q*

P*

D

S

ダイアモンドの市場

Q

P

Q*
P*

D
S

水の市場

生産のコストが高く，少量しか生産されない。

鉱山に眠るダイアは有限：増産する場合，非常
に高い追加的な費用が生じる。

生産のコストが低く，大量に生産できる。

ほぼ無限に存在する：増産する場合，非常に
安い追加的な費用しか生じない。

「水はなくてはならない必需品であり，ダイアモンドはあってもなく
てもよい贅沢品であるのに，価格はダイアモンドの方が水よりも高
い・・・」（ジョン・ロー John Law の価値のパラドックス）
需要と供給はハサミの両刃のようなもので，どちらかで一つだけでは
ものは切れない。



需要と供給の実験
ヴァーノン・スミス (Vernon Smith) によるダブルオークション実験
(JPE 1962, 70 (2), 111-137) 参考資料
複数の売り手と買い手の双方が（口頭で）値段を付けあう（ダブ
ルオークション）ことで取引が成立する価格を実験で求めた。

• 証券取引所での株の売買とほぼ同じやり方（注文付き合わせ
方式）。現在は口頭ではなく，電子的に取引。

需要者，供給者がかなり少ない場合（せいぜい 4，5人）でも市
場均衡価格に収束することが確かめられた。
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需要と供給の不均衡 (1) 超過供給
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D

S

Q

P

Q*

P*

P+

Q1 Q2

• P + > P* のとき

供給量 Q2 は需要量 Q1 を上回る
⇒このような状態を〔超過供給〕とよぶ．

•このとき市場では次の調整メカニズムが働く

1. 売り手は，他の売り手から顧客を奪おうと，
価格を〔引き下げる〕。他の売り手も顧客を
失わないように，価格を〔引き下げる〕。

2. 価格が下がり始めると，供給量は〔供給曲
線〕に沿って〔減少〕する。

3. 価格が下がり始めると，需要量は〔需要曲
線〕に沿って〔増加〕する。

4. 最終的に〔均衡〕へ収束する。

現在の価格が均衡価格 P* よりも高いケース

超過供給



需要と供給の不均衡 (2) 超過需要
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D

S

Q

P

Q*

P*

P −

Q3 Q4

現在の価格が均衡価格 P* よりも低いケース

P − < P* のとき

需要量 Q4は供給量 Q3を上回る
⇒このような状態を〔超過需要〕とよぶ。

このとき市場では次の調整メカニズムが働く

1. 売り手は，価格を引き上げても顧客を失わな
いことに気づき，価格を〔引き上げる〕。他
の売り手も同様に，価格を〔引き上げる〕。

2. 価格が上がり始めると，供給量は〔供給曲
線〕に沿って〔増加〕する。

3. 価格が上がり始めると，需要量は〔需要曲
線〕に沿って〔減少〕する。

4. 最終的に〔均衡〕へ収束する。
超過需要



価格による需給の調整メカニズム
超過供給のとき，需要と供給が一致するまで価格は下落する。

超過需要のとき，需要と供給が一致するまで価格は上昇する。

需要と供給の不釣り合いがあったとしても，多数の売り手と買い手の行
動は，〔市場価格〕を自動的に〔均衡価格〕へ導く。

見えざる手（アダム・スミス Adam Smith, 国富論,1776年）

需要と供給が釣り合うように価格を調整することを〔需要と供給の法
則〕とよぶ。

価格は希少な財の配分を導くシグナル（信号）である。

価格が需給を調整するので，これを価格メカニズム（または，市場
メカニズム）とよんでいる。

完全競争市場では，家計も企業も自分で価格を決めることができな
い。決めるのは市場である。
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需給調整の例：賃貸オフィスの空室と家賃（超過供給）
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空き部屋が多いとき，家賃が下落する傾向がある

札幌と博多のオフィス家賃（円/m2）1994 - 2010年

出所：不動産白書(IDSS)



需給調整の例：鍋物シーズンの商品（超過需要）
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国産ブロイラーの国内卸価格が９カ月ぶりの高値水準となっている。指標とな
るもも正肉は11日、１キロ591円と直近の安値だった10月初旬に比べ17％高と
なった。鍋物需要の好調が続き、今週に入って３月以来の590円台をつけた。
鍋物シーズンの本番を迎えて、量販店などの鶏肉売り場が拡大している。農畜

産業振興機構が発表した12月第１週の量販店での販売数量をみると、国産鶏肉は
前の週に比べ５％増加した。（日本経済新聞 2012年12月12日朝刊）

D

S

Q

P

Q*

P*

P −

Q3 Q4

超過需要

鍋シーズンの需要曲線

鶏肉売り場が拡大

鍋物シーズン前 (Q3, P-)
鍋物シーズン中 (Q*, P*)



当該財価格以外の要因が変化すると需要と供給が変化する

需要サイド

所得，関連する財の価格，
嗜好，期待，季節などの
変化

需要曲線のシフト

供給サイド

投入物の価格（賃金，原
材料価格，燃料価格），
技術水準，期待，天候，
租税制度などの変更

供給曲線のシフト
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需要サイドの変化 需要曲線

所得
上昇 需要の増加 右方シフト
下落 需要の減少 左方シフト

代替財価格
上昇 需要の増加 右方シフト
下落 需要の減少 左方シフト

補完財価格
上昇 需要の減少 左方シフト
下落 需要の増加 右方シフト

供給サイドの変化 供給曲線

賃金
上昇 供給の減少 左方シフト
下落 供給の増大 右方シフト

原材料価格
上昇 供給の減少 左方シフト
下落 供給の増大 右方シフト

技術水準
上昇 供給の増大 右方シフト
下落 供給の減少 左方シフト



需要曲線の右方シフト
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S

Q
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Q0

P0

P1

Q1

D1

E0

Q2

最初の均衡点は点 E0 (Q0, P0)
1. 所得の増加によって，需要曲線が D0 
から D1 へ右方にシフトしたとしよう。

2. 価格 P0のもとでの新しい需要量は
Q2である。一方，供給量は Q0であ
る。したがって，Q2 − Q0の大きさの
超過需要が発生している。

3. 超過需要のとき，価格メカニズムに
より価格が上昇する。

4. すなわち，供給量が（供給曲線に
沿って）増加し，需要量（需要曲線
D1に沿って）が減少する。

5. 需要量と供給量の差がなくなるまで，
価格が上昇し，需要量と供給量が一
致する Q1に数量が調整されると，価
格の上昇は P1で止まる。

6. 新しい均衡点は E1(Q1, P1) になる。

E1

価格 P0のもとでは
『超過需要』が生じる

所得の増加（需要曲線の右方シフト）は，均衡取引量を増加させ，均衡価格を上昇させる．



需要曲線の左方シフト
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最初の均衡点は点 E0 (Q0, P0)
1. 所得の減少によって，需要曲線が D0 
から D1 へ左方にシフトしたとしよう。

2. 価格 P0のもとでの新しい需要量は
Q2である。一方，供給量は Q0であ
る。したがって，Q0 − Q2の大きさの
超過供給が発生している。

3. 超過供給のとき，価格メカニズムに
より価格が下落する。

4. すなわち，供給量が（供給曲線に
沿って）減少し，需要量（需要曲線
D1 に沿って）が増加する。

5. 需要量と供給量の差がなくなるまで，
価格が下落し，需要量と供給量が一
致する Q1に数量が調整されると，価
格の下落は P1で止まる。

6. 新しい均衡点は E1(Q1, P1) になる。

E1

価格 P0のもとでは
『超過供給』が生じる

所得の減少（需要曲線の左方シフト）は，均衡取引量を減少させ，均衡価格を下落させる．



供給曲線の右方シフト
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最初の均衡点は点 E0 (Q0, P0)
1. 原材料価格の下落によって，供給曲
線が S0 から S1 へ左方にシフトした
としよう。

2. 価格 P0のもとでの需要量は Q0であ
る。一方，新しい供給量は Q2 である。
したがって，Q0 − Q2の大きさの超過
供給が発生している。

3. 超過供給のとき，価格メカニズムに
より価格が下落する。

4. すなわち，供給量が（供給曲線 S1に
沿って）減少し，需要量（需要曲線
に沿って）が増加する。

5. 需要量と供給量の差がなくなるまで，
価格が下落し，需要量と供給量が一
致する Q1に数量が調整されると，価
格の下落は P1で止まる。

6. 新しい均衡点は E1(Q1, P1) になる。

E1

価格 P0のもとでは
『超過供給』が生じる

原材料価格の下落（供給曲線の右方シフト）は，均衡取引量を増加させ，均衡価格を下落させる．

S1



供給曲線の左方シフト
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最初の均衡点は点 E0 (Q0, P0)
1. 原材料価格の上昇によって，供給曲
線が S0 から S1 へ左方にシフトした
としよう。

2. 価格 P0のもとでの需要量は Q0であ
る。一方，新しい供給量は Q2であ
る。したがって，Q0 − Q2の大きさの
超過需要が発生している。

3. 超過需要のとき，価格メカニズムに
より価格が上昇する。

4. すなわち，供給量が（供給曲線 S1 に
沿って）増加し，需要量（需要曲線
に沿って）が減少する。

5. 需要量と供給量の差がなくなるまで，
価格が上昇し，需要量と供給量が一
致する Q1に数量が調整されると，価
格の上昇は P1で止まる。

6. 新しい均衡点は E1(Q1, P1) になる。

E1

価格 P0のもとでは
『超過需要』が生じる

S1

原材料価格の上昇（供給曲線の左方シフト）は，均衡取引量を減少させ，均衡価格を上昇させる。

S0



3段階アプローチ
他の事情（当該財価格以外の要因）が変化するとき，需要曲線と供
給曲線は変化する。

需要曲線や供給曲線のシフトによって，均衡点にも変化が生じる。

古い均衡と新しい均衡の比較や変化の分析のことを「比較静学」と
よぶ。

3段階アプローチ

① 需要曲線と供給曲線のどちらがシフトするのか？両方ともシフ
トするのか？

② シフトの方向はどちらか？

③ シフトの結果，均衡（価格と数量）はどのように変化するの
か？
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比較静学分析
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供給は不変
供給の増加
（供給曲線の
右方シフト）

供給の減少
（供給曲線の
左方シフト）

需要は不変
価格 P: 不変 価格 P: 下落 価格 P: 上昇

数量 Q: 不変 数量 Q: 増加 数量 Q: 減少

需要の増加
（需要曲線の
右方シフト）

価格 P: 上昇 --- ---

数量 Q: 増加 --- ---

需要の減少
（需要曲線の
左方シフト）

価格 P: 下落 --- ---

数量 Q: 減少 --- ---

需要曲線と供給曲線が同時に変化する場合は？次回

slide #19

slide #20

slide #21 slide #22



需要と供給で考える（例1）
鍋物向け食材、軒並み安 タラやシイタケ、卸値10～20％

タラや鶏肉、シイタケ、ゴボウなど鍋物向け食材が軒並み安い。卸値は前
年比で10～20％値下がりしている品目が目立ち、店頭価格を引き下げる店も
増えてきた。市場への入荷が順調な品目が多い一方、消費不振や今月中旬ま
で気温が高めだったことで需要が落ち込んでいる。寒気が強まるとの予報も
ある今月後半にかけて、家庭で鍋物をお得に楽しめそうだ。

水産物は東京・築地市場のタラ（マダラ、メス）の卸値が11月上旬で１キ
ロ500～800円と前年に比べ20％安。アキサケも20％、エビ（バナメイ）も
10％値下がりしている。食肉では東京市場の鶏もも肉の11月第２週（11月9
日～14日）の平均卸値が１キロ621円と４％安い。

日本経済新聞（2009年11月18日）
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気温が高かったので鍋物用の野菜の需要減少 超過供給 価格下落



鍋物食材の需要減少
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Q

P

D2
D1

S

超過供給

Q1

P2

P1

鍋物向け食材の需要と供給

需要曲線の左方シフトのケース

Q2

気温が高めだったことで
需要が落ち込んでいる



需要と供給で考える（例2）
テレビ用液晶、下げ加速、４月、販売不振で供給過剰、中国メーカー
が設備増強。

液晶パネルの値下がりが加速している。テレビに使う大型サイズの４月の大
口価格は、前の月と比べ２～８％下がった。米国や中国で液晶テレビの販売
が伸び悩む。中国のパネルメーカーの設備増強で、供給過剰が鮮明だ。パネ
ルの値下がりは当面続く見込みで、テレビの店頭価格も安くなる可能性があ
る。

2018/05/18 日本経済新聞
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（競合他社の）パネルメーカーの設備増強でパネルの供給増加 超過供給
価格下落



液晶パネルの供給増加
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Q

P

D

S1
超過供給

Q1

P1

P2

液晶パネル市場の需要と供給

Q2

S2

供給曲線の右方シフトのケース

パネルメーカーの設
備増強で、供給過剰



需要と供給で考える（例3）
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ガソリン販売量、原油高で４．７％減、４―９月、３年連続減。

資源エネルギー庁が三十一日に発表した石油統計速報によると、二〇〇
八年度上期（四―九月）の国内ガソリン販売量は前年同期比四・七％減
の二千九百十万キロリットルとなり、上期として三年連続のマイナス
だった。原油相場の高騰で夏場にかけてガソリン店頭価格が急上昇し、
消費者の買い控えが広がった。

（日本経済新聞 2008年11月1日朝刊）

原油の高騰 ガソリン販売業者の中間財価格上昇 供給減少 超過需要 ガ
ソリン価格上昇



原油高騰による供給の減少
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Q

P

D

S1

超過需要

Q1

P1

P2

ガソリンの需要と供給

Q2

S2

供給曲線の左方シフトのケース

原油相場の高騰（に
よる供給減少）



数値例題1
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Q

P

Q0

P0

需要者の所得は第0期におい
て I0 = 10，第1期において I1 = 
15 とする。

問い
[1] 第0期の均衡 (Q0, P0) を計
算しなさい。
答え： (Q0, P0) = (20, 100)
[2] 所得が I1 = 15 に増大する
とき，第0期の価格 P0のもと
での超過需要を計算しなさい。
答え：10
[3]所得が I1 = 15 に増大する
ときの新しい均衡 (Q1, P1) を
計算しなさい。
答え： (Q1, P1) = (25, 125)



数値例題2
問

[4]所得が I1 = 15 に増大するとき，需要曲線は右にシフトする。[1]の均
衡価格のもとでの超過需要量を計算しなさい。

= 100 より， I1 = 15 のときの需要量は 30，供給量は 20 であるから，
超過需要量は 10 
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まとめ
市場とは，一つ一つの財・サービスにおける売り手と買い手の集まりのことであ
る。

市場に参加する需要者と供給者の数によって，市場はいくつかのタイプに分ける
ことができる。

「原子論的構造」と「均質性」の特徴を持つ市場を指して「競争市場」とよぶ。
独占市場や寡占市場のことを「不完全競争市場」とよぶ。また，「原子論的構
造」，「均質性」および「完全情報」の性質をもつ市場を完全競争市場とよぶ。

需要曲線と供給曲線を利用して，価格と数量がどのように決定されるのかを模式
的に表現したものを「需要・供給モデル」とよぶ。

市場を均衡させる価格のことを「均衡価格」，数量のことを「均衡取引量」とよ
ぶ。

需要と供給が釣り合うように価格を調整することを〔需要と供給の法則〕とよぶ。

超過供給のとき，需要と供給が一致するまで価格は下落する。

超過需要のとき，需要と供給が一致するまで価格は上昇する。

当該財価格以外の要因が変化すると需要と供給が変化し，均衡価格と均衡取引量
も変化する。
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