
【訂正情報】 

以下、「（1 刷）」とあるのは 2016 年発行（本の後ろの

奥付（右の写真）の赤丸部分が「1 刷」）のもの、「（2

刷）」は 2018 年発行（奥付が「2 刷」）のもの、「（3

刷）」は 2019年発行（奥付が「3刷」）の訂正です。 

 

 

 

（１） 2.3.2 節(p.47)の(2.2)式：誤植・・・（1 刷）のみ 

 

【誤】 

 

C1  = (1+r)(Y0
A‐C0)‐Y1

A  

         =‐(1+r) C0 + ((1+r)Y0
A‐Y1

A)      (2.2) 

 

【正】 

 

C1  = (1+r)(Y0
A‐C0)＋Y1

A  

         =‐(1+r) C0 + ((1+r)Y0
A＋Y1

A)      (2.2) 

 

（２） 3.2.1 節(p.62)の Column 3-1：誤植・・・（1 刷）（2 刷）（3 刷）共通

 

【誤】  

u（1000 万円）＞0.1×u（0）＋ 

0.89×u（1000 万円）＋0.1×u（5000 万円） 

となっているはずです。この式を変形すると， 

（1－0.89）×u（1000 万円） 

＞0.1×u（0）＋0.1×u（5000 万円） 

0.11×u（1000 万円）＞0.1×u（0）＋0.1×u

（5000万円） 

となり，さらに両辺に 0.89×u（0）を足すと， 

0.89×u（0）＋0.11×u（1000 万円） 

＞（0.89＋0.1）×u（0）＋0.1×u（5000 万円） 

 

【正】  

u（1000 万円）＞0.01×u（0）＋ 

0.89×u（1000 万円）＋0.1×u（5000 万円） 

となっているはずです。この式を変形すると， 

（1－0.89）×u（1000 万円） 

＞0.01×u（0）＋0.1×u（5000 万円） 

0.11×u（1000 万円）＞0.01×u（0）＋0.1×u

（5000万円） 

となり，さらに両辺に 0.89×u（0）を足すと， 

0.89×u（0）＋0.11×u（1000 万円） 

＞（0.89＋0.01）×u（0）＋0.1×u（5000 万円） 

 

（３） 3.2.3 節(p.65)の図 3-3：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 



図中の p（３箇所）と 1-p （３箇所）について： 

（1刷では） 

【誤】 p    ⇒  【正】 1-q 

【誤】 1-p   ⇒  【正】 q 

 

（2刷では） 

【誤】 q    ⇒  【正】 1-q 

【誤】 1-q   ⇒  【正】 q 

 

（４） 3.2.4 節(p.67)の図 3-5：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

図中 

【誤】点 A’と点 Bの間の線分（点線） 

は 

【正】点 A’と点 B’の間の線分（点線） 

の誤りです。 

 

（５） 3.2.4 節(p.69)の 10 行目：訂正・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

【誤】期待効用と期待収入が常に一致します。また，リスクプレミアムはゼロであり， 

 

【正】期待収入が同じである限り，リスクの大きさ（得られる可能性のある収入や確率）に関

わらず期待効用は同じになります。このため効用関数は直線で表され，リスクプレミアムは

ゼロとなり， 

 

（６） 第 3 章練習問題(p.70)問 3.2：差し替え・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

問 3.2 を以下に差し替えます。 

1/2の確率で 10000円，1/2の確率で 100円がもらえるくじ Cを考える。 

(1) もらえる金額𝑥に対して得られる効用がu = 2√𝑥という効用関数で表される人を考える。この人

がくじ Cから得る期待効用を計算しなさい。 

(2) くじ Cは z円で売られていたとする。この人は、zがいくらであればくじ Cを買うか。（ヒント：くじ

Cを買わずに z円を持っていた時の効用を考えなさい） 

(3) 効用関数がu = 2 ln 𝑥で表される人を考える（lnは自然対数）。z=2000の時，この人はくじ Cを

買うか。答えなさい。 

(4) (おまけ問題：今後の改訂には反映されません)以前の練習問題 3.2はどこが不適切であったか

答えなさい。 



 

【教科書には掲載しませんが、解答も示しておきます】 

(1) 
1

2
2√10000 +

1

2
2√100 = √10000 + √100 = 100 + 10 = 110 

(2)ｚが2√𝑧 = 110を満たすのであれば，この人はくじ Cを買っても買わなくても（z円をそのまま保

有していても）無差別である。この式を満たす zは z=3205（＝55の 2乗）である。よって，この人は

ｚが 3205円以下であればくじ Cを買う。 

(3) 
1

2
2ln10000 +

1

2
2ln100 =  ln 10000 + ln100 = 4ln10 + 2ln10 = 2ln1000 

このため，この人はｚが 1000 円以下でなければくじ Cを買わない。このため 2000円では買わな

い。（(2)と比較することで，効用関数の形状によって判断が異なることを理解しましょう） 

(4)効用関数がu = ｚ√𝑥で表される人は，確実に 2500円以上もらえるのであれば，zが（正である

かぎり）どのような値をとってもくじ Aは選ばない。つまり，zの値はくじの選択に影響しない。このた

め，以前の(1)～(3)は問として不適切である。 

 

（７） 第 3 章練習問題(p.70)問 3.4：変更・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

3.2.4節(p.69)の 10行目の訂正に合わせ、問 3.4を次のように変更します。 

 

【旧】危険中立的な効用関数を持つ人の確実性等価とリスクプレミアムの性質を調べなさ

い。 

【新】危険中立的な効用関数を持つ人について，その効用関数が直線で表されることを確

認しなさい。またその確実性等価とリスクプレミアムの性質を調べなさい。 

 

（８） 4.2.2 節(p.77)の図 4-3（図中）、同(p.78)3 行目と 18 行目、同(p.80)7 行目：誤植・・・（1 刷）（2

刷）のみ 

 

【誤】 誘引整合性条件    ⇒  【正】 誘因整合性条件 

 

（９） 4.2.2 節(p.79)の下から 1 行目：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

【誤】 s =q/I    ⇒  【正】 s =I/q 

 

（１０） 4.3.1 節(p. 81)上から 21 行目～23 行目：（誤りではなく表記の改善）・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

【旧】 ... A タイプであって成功する確率は 1⁄2𝑝です。同様に，借手が B タイプであって成

功する確率は 1⁄2𝑞です。このため，タイプがわからないときの期待収益は(1⁄2 𝑝 + 1⁄2 𝑞)𝑅と

なります。 



↓↓↓ 

【新】 ... A タイプであって成功する確率は𝑝 ⁄2 です。同様に，借手が B タイプであって成功

する確率は𝑞 ⁄ 2 です。このため，タイプがわからないときの期待収益は(𝑝 ⁄ 2 + 𝑞 ⁄ 2)𝑅となり

ます。 

 

（１１） 5.4 節(p.99)の図 5-5(a)（左側）：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

図中の q’（2箇所）について： 

 

【誤】 q’    ⇒  【正】 q （ダッシュなし） 

 

（１２） 6.3.2 節(p.111)の下から３つ目の式：誤植・・・（1 刷）のみ 

（「努力した時の企業家の期待利潤は，」の次） 

 

【誤】p(R-r)-(1-p)-e 

【正】p(R-r)-(1-p)K-e 

 

（１３） 8.2.1 節(p.150) 表 8─2・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

表 8─2「日本の普通銀行」の「第二地方銀行」のところ、 

【正】「西京銀行」を追加 

（「もみじ銀行」と「徳島銀行」の間に「西京銀行」が入るべきところ、編集過程で抜け落ちてしまいま

した。申し訳ありません。） 

 

（１４） 第 8 章練習問題(p.169)問 8.2：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

（2018 年 12 月 3 日追加） 

 

【誤】（6.1）式 

【正】（8.1)式 

 

（１５） 10.2.1 節(p.219)の脚注 19：誤植・・・（1 刷）（2 刷）のみ 

 

【誤】制度上販売会社，証券会社なら 

【正】制度上販売会社は，証券会社なら 

 

（１６） 11.1 節(p.241)の下から 7 行目：誤植・・・（1 刷）のみ 

 



【誤】 補足   ⇒   【正】 捕捉 

 

（１７） 11.3 節(p.247) 表 11-5：訂正・・・（1 刷）のみ 

【誤】 

 
【正】（黄色マーカー部分） 

 
（対家計民間非営利団体は，速報値では黒字部門でしたが確報値では赤字部門になりました：数

値は修正していましたが不等号を直していませんでした） 

 

資産（A） 負債（L） A-L 貸手/借手
資産

（ΔA）
負債

（ΔL）
ΔA-ΔL 黒字/赤字

家計 1,752.0 ＞ 391.8 1,360.2 貸手部門 13.7 ＞ 12.9 0.9 黒字部門

非金融法人企
業

1,092.2 ＜ 1,576.9 -484.7 借手部門 40.4 ＞ 1.1 39.3 黒字部門

一般政府 549.8 ＜ 1,245.1 -695.3 借手部門 -15.2 ＜ 0.2 -15.4 赤字部門
対家計民間非
営利団体

56.0 ＞ 30.8 25.2 貸手部門 1.6 ＞ 2.2 -0.6 黒字部門

海外 573.6 ＜ 924.5 -350.9 借手部門 21.0 ＜ 38.3 -17.3 赤字部門

金融機関 3,691.8 ＞ 3,542.8 149.0 （貸手部門） 159.8 ＜ 166.7 -6.9 （赤字部門）

(1) ストック
（2016年3月末残高）

(2) フロー
（2015年度中の変化）

資産（A） 負債（L） A-L 貸手/借手
資産

（ΔA）
負債

（ΔL）
ΔA-ΔL 黒字/赤字

家計 1,752.0 ＞ 391.8 1,360.2 貸手部門 13.7 ＞ 12.9 0.9 黒字部門

非金融法人企
業

1,092.2 ＜ 1,576.9 -484.7 借手部門 40.4 ＞ 1.1 39.3 黒字部門

一般政府 549.8 ＜ 1,245.1 -695.3 借手部門 -15.2 ＜ 0.2 -15.4 赤字部門
対家計民間非
営利団体

56.0 ＞ 30.8 25.2 貸手部門 1.6 ＜ 2.2 -0.6 赤字部門

海外 573.6 ＜ 924.5 -350.9 借手部門 21.0 ＜ 38.3 -17.3 赤字部門

金融機関 3,691.8 ＞ 3,542.8 149.0 （貸手部門） 159.8 ＜ 166.7 -6.9 （赤字部門）

(1) ストック
（2016年3月末残高）

(2) フロー
（2015年度中の変化）


