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ミクロ経済学
について調べる

★ 関連キーワード

・価格理論
・ゲーム理論
・市場の失敗

「Paste（ぱすて）」とは？
ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポ
ートする、総合図書館ラーニング・サポーター（LS）による作成です。レポート作成の際
などにお役立てください

発行： 2021 年 2 月 1 日 大阪大学総合図書館
作成： 総合図書館 LS （経済学研究科・国際公共政策研究科）

１．イントロダクション
１－１． 「ミクロ経済学」とは？
経済学の基礎となるプログラムはミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学によって構成されている。こ
のうちミクロ経済学は経済を構成する主体である家計や企業がどのように財の消費や生産を決めるの
か、その財の価格は市場均衡によりどのように与えられるのかを分析する「価格理論」と、経済主体同
士の行動が双方に影響する戦略的状況における主体の行動を分析する「ゲーム理論」からなる学問で
ある。ミクロ経済学は経済学の根幹をなす分野であり、マクロ経済学はもちろんのこと、開発経済学や
公共経済学、産業組織論などの各応用分野を研究する上でも避けて通ることはできない。

１－２． 学習するにあたってのポイント
経済学初学者にとってミクロ経済学は非常に敷居の高い科目であるが、ミクロ経済学を学ぶことで他の
すべての経済学分野への見通しがよくなる。また、大阪大学の経済学科目はすべてミクロ経済学を前
提としているため、それを習得することの重要性は高い。ミクロ経済学を学ぶ上での最短の近道は、演
習問題などを通して、経済学に必要な数学と、経済学特有の考え方を根気強く身に着けることにほかな
らない。

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物
経済学を味わう : 東大 1、2 年生に大人気の授業 / 市村英彦 [ほか] 編
ミクロ経済学だけではなく、経済学各分野の最先端でどのような研究がなされているかがオムニバ
ス形式で易しくまとめられている。経済学の基礎部分は数式ばかりで無味乾燥であるが、どのよう
な研究ができるようになるかを知れば、経済学を学ぶモチベーションになるだろう。
【書誌 ID= 2004496774】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||ICH

２．学習用資料
２－１． 経済学を学ぶのに役立つ数学資料
経済学で出る数学 : 高校数学からきちんと攻める/ 尾山大輔, 安田洋祐編著 （改訂版）
経済学を学ぶために必要な数学（線形代数や解析）が解説されている。この本に書かれている数学
を理解していれば、大学１、２年生の授業への理解が捗ると思われる。
【書誌 ID=2004309415】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||OYA

本格的に経済学を学ぶためにはより幅広い数学の知識が必要になるが、それらについては微分積
分や線形代数についてのパスファインダーを参照。

２－２． 最初に読むべき資料： ミクロ経済学入門
ミクロ経済学の力 : micro economics / 神取道宏著
ミクロ経済学の基礎理論が可能な限り易しく、かつ、妥協なく解説されている。加えて、学んだ理論
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を現実世界でどのように用いることができるのかも説明されている。
【書誌 ID=2004349797】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||KAN

ミクロ経済学の技 / 神取道宏著
上掲『ミクロ経済学の力』の演習本。実際に問題を解くことで経済学の考え方をより深く習得できる。
【書誌 ID=2004451717】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||KAN

ミクロ経済学演習 / 奥野正寛編 ; 猪野弘明[ほか]著
ミクロ経済学の演習本としてはこの本もおすすめできる。
【書誌 ID=2004133165】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||OKU

２－３． 次に読むべき資料： ミクロ経済学中級
ゲーム理論 / 岡田章著 （新版）
日本語で上級レベルのゲーム理論を説明している本。大学院レベルのゲーム理論の習得準備とし
ておすすめ。
【書誌 ID=2004242487】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||OKA

ミクロ経済学入門 / 西村和雄著 （第 2 版）
入門とあるが中級レベル以上の教科書。難しい記述も多いが、数学をあまり用いずに記述している
ため、どうしても数学を使いたくない方はこちらを用いるといいかもしれない。
【書誌 ID=2003153778】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||NIS

ミクロ経済学 / 林貴志著 （増補版）
大学院レベルへの橋渡しとなる本。式展開が分かりやすく、他の本とは異なる例を用いて説明して
いるため、通常のミクロ経済学の教科書では理解できなかった方がミクロ経済学を理解するために
もおすすめ。
【書誌 ID=2004304802】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||HAY

２－４． さらに深く学びたい方へ： ミクロ経済学上級
Microeconomic theory / Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green
大学院ミクロ経済学の定番教科書。少し古いため、最先端のトピックは扱われていないが、ミクロ経
済学の主要な議論を網羅しており、辞書としても練習問題としても用いることができる。
【書誌 ID=2003119175】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||MAS

Microeconomic analysis / Hal R. Varian （3rd ed）
上掲『Microeconomic theory / Andreu Mas-Colell et al.』よりは易しい大学院レベルの教科書。
【書誌 ID=2003025811】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||VAR
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Game theory : an introduction / Steven Tadelis
大学院レベルのゲーム理論の本。演習問題も豊富で独学しやすい。
【書誌 ID=2004265323】 総合図-書庫棟 研究用図書 331.19||TAD

２－５． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
研究テーマに困ったらここで紹介する２つを読むのがいいかもしれない。

Journal of Economic Perspectives
近年の経済学研究のレビュー論文をまとめた学術雑誌。学術雑誌だが、一般向けに書かれており、
難しい数式なしに、各トピックの問題点や最新研究がまとめられている。
【書誌 ID=OJ00026999】 電子ジャーナル

VOX, CEPR POLICY PORTAL （https://voxeu.org/）
経済学研究の普及を目的とした民間機関が様々な経済の研究をコラム形式で紹介している。

３．レポート・論文執筆用資料
３－１． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集
The World Bank Data Catalog （https://datacatalog.worldbank.org）
世界各国のマクロデータが公開されている。WEB 上でも見やすく、データを探しやすいように工夫さ
れている。WEB 上でデータの比較も可能なため、ダウンロードせずに経済統計の動きを見ることもで
きる。

SSJDA （https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/）
東京大学社会科学研究所が公開しているデータアーカイブ。日本に関するアンケートデータなどが
公開されており、多くのデータが学部生でも申請することで利用可能となっている。

３－２． レポート・論文の書き方、学び方、引用・参考文献の書き方
論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著

（新版）

大学生１年生向けに論文やレポートの書き方を解説した本。学部１、２年時のレポートだけではなく、
卒論の執筆にも役立つことがふんだんに盛り込まれている。
【書誌 ID= 2004246394】 総合図-A 棟 4 階 学習用図書 816.5||TOD

The elements of style / by William Strunk Jr. ; with revisions, an introduction, and a chapter
on writing by E.B. White （4th ed.）
英語でレポートを執筆される方向け。
【書誌 ID= 2004014314】 総合図-A 棟 4 階 学習用図書 836||STR

本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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