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[要点] 

買おうとする量である需要
じゅよう

と，売ろうとする量である 供給
きょうきゅう

が一致するところで決まる価

格を均衡
きんこう

価格
か か く

という。一般に需要が増加すると価格は上昇し，供給が増加すると価格は下

落する。市場
しじょう

を支配する企業が決める価格を独占
どくせん

価格
か か く

という。独占の規制を行うために，

わが国では独占禁止法にもとづいて，公正
こうせい

取引
とりひき

委員会
い い んか い

が監視を行っている。電気，ガス，

鉄道，バス料金など国や地方公共団体の承認
しょうにん

によって決められる価格を公共
こうきょう

料金
りょうきん

という。 
 
[要点確認] 
買おうとする量である(   )と，売ろうとする量である(   )が一致するところで決ま

る価格を(   )価格という。一般に需要が増加すると価格は(   )し，供給が増加する

と価格は(   )する。市場
しじょう

を支配する企業が決める価格を(   )価格という。独占の規

制を行うために，わが国では(   )法にもとづいて，(   )委員会が監視を行っている。

電気，ガス，鉄道，バス料金など国や地方公共団体の承認
しょうにん

によって決められる価格を

(   )という。 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ものやサービスが売買される場を何というか。 
(2) (1)の場において，買手が買おうとする量を何というか。 
(3) (1)の場において，売り手が売ろうとする量を何というか。 
(4) (2)と(3)の関係によって決まる価格を何というか。 
(5) 商品ごとに(1)があり，社会のすみずみにまで(1)が張りめぐらされている経済を何とい

うか。 

[解答](1) 市場
しじょう

 (2) 需要
じゅよう

 (3) 供給
きょうきゅう

 (4) 均衡
きんこう

価格
か か く

 (5) 市場経済 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 価格が上がると，人々が買おうとする商品の量(需要)

は増えるか，減るか。 
(2) 価格が上がると，企業が売ろうとする商品の量(供給)

は増えるか，減るか。 
(3) グラフで，需要量を表しているのは，A，B のどちら

か。 
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(4) ①需要量と供給量が一致したときに決まる価格を何というか。②また，その価格はグ

ラフのア～ウのどれか。 
(5) 実際の商品の価格は上がったり，下がったりする。次の表を完成せよ。 

(6) スーパーマーケットなどで閉店間際に生鮮食料品の値段を値引きするのはなぜか。 

[解答](1) 減る (2) 増える (3) A (4)① 均衡
きんこう

価格 ② イ (5)① 下がる ② 減らす 

③ 上がる ④ 増やす (6) 値段を下げて需要を増やして，売れ残りを減らす方が得だか

ら。 
 
[問題] 
 次のグラフと表から｢キュウリの入荷量と価格の動き｣につ

いてまとめた文の①～⑥に正しい語を，下の[  ]より選べ。 
 
 
 
 
 
 
キュウリの入荷量の少ない( ① )にかけては，( ② )量

より，( ③ )量が多いので価格は( ④ )くなり，逆に入荷量が多い( ⑤ )にかけては

(②)量が，(③)量より多いので価格は( ⑥ )くなる。 
[ 需要 供給 春から夏 秋から冬 安 高 ] 
[解答]① 秋から冬 ② 供給 ③ 需要 ④ 高 ⑤ 春から夏 ⑥ 安 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 力をもつ企業が決める価格を何というか。 
(2) 市場において，いくつかの企業が協定を結んで，製品の価格を一定以上の水準に維持

する行為を何というか。 

(3) 企業どうしが価格や生産量について協定を結んだり合併
がっぺい

したりすることを制限し，公

正な取引を確保したりして，国民経済の健全な発達をはかることを目的として制定さ

れた法律は何か。 
(4) (3)の法律を運用して企業を監視する機関は何か。 

 価格はどうなる 企業の対応策は 
需要量＜供給量 価格は( ① ) 生産を( ② ) 
需要量＞供給量 価格は( ③ ) 生産を( ④ ) 



[解答](1) 独占
どくせん

価格
か か く

 (2) カルテル (3) 独占
どくせん

禁止法
き ん しほ う

 (4) 公正
こうせい

取引
とりひき

委員会  
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 市場において，1つのものやサービスを1つの企業が供給している状態を何というか。 
(2) 適正な企業の競争は，なぜ必要か。価格の面から説明せよ。 
(3) 市場において，企業がライバルの企業よりもより安くて品質のよいものを供給するこ

とをうながすためには何が必要か。 
[解答](1) 独占 (2) 競争がないと価格が安くならないから。 (3) 自由競争 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 政府や地方公共団体の承認によって決まる価格は何か。 
(2) (1)を次の[  ]からすべて選べ。 

[ 電気料金 新聞代 雑誌の料金 鉄道運賃 ガス代 水道代 ] 

[解答](1) 公共
こうきょう

料金
りょうきん

 (2) 電気料金，鉄道運賃，ガス代，水道代 
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