
第4回大会のご案内

開催日： 2010年12月4日（土）・ 5日（日）

会場： 上智大学 四谷キャンパス12号館
〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町7－1

第4回大会のご案内

東門

北門

正門

【アクセス】
JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分
※キャンパス内には駐車場がありません。正門：8:00～20:00、東門：9:00～18:00の時間帯に開門され※キャンパス内には駐車場がありません。正門 8 00 20 00、東門 9 00 18 00の時間帯に開門され
ますが、北門は閉門されています。

参 加 費 ：会員は無料、非会員は1,000円

懇親会費：事前受付 4,000円、当日受付 5,000円 （会員・非会員一律）

参加申込：大会ホームページからお申し込みください。

http://www.iser.osaka-u.ac.jp/abef/event/20101204/event4.html 

今大会から、一般報告者を対象に行動経済学会奨励賞を授与することになりました。

第4回大会 プログラム委員会・運営委員会

プ グラム委員長 晝間文彦（早稲田大学）プログラム委員長 晝間文彦（早稲田大学）

委員：池田新介(大阪大学)・依田高典(京都大学)・大垣昌夫(慶應義塾大学)・大竹文雄(大阪大学)・

小幡 績(慶應義塾大学)・角田康夫(三菱UFJ信託銀行)・川西諭(上智大学)・友野典男(明治大学)・

福田慎一(東京大学)・真壁昭夫(信州大学)・三隅隆司(一橋大学)

運営委員長 川西 諭(上智大学) 委員：青木 研・來島愛子(上智大学)



行動経済学会 第 4 回大会（2010 年） プログラム 

 
第 1 日  12 月 4 日（土） 

時間帯 会場 12 号館 セッション 

13:30-15:45 201 教室 特別セッション 「神経経済学入門」 

座長：大竹文雄（大阪大学） 

論題：社会的意思決定における情動と個人差 

講演：春野雅彦（玉川大学） 
論題：時間割引の脳機構 

講演：田中沙織（大阪大学） 
202 教室 一般報告セッション 「貯蓄問題の行動経済学」 

座長：大垣昌夫(慶應義塾大学） 
論題：Worldviews and Tough Love 

著者：ホリオカ チャールズ ユウジ(大阪大学)、亀坂安紀子(青山学院大学)、 

窪田康平(日本大学)、大垣昌夫(慶應義塾大学）、大竹文雄(大阪大学) 

報告：大垣昌夫(慶應義塾大学） 

討論：齊藤誠（一橋大学） 

論題：貯蓄と家族の経済学―遺産と相続に関する拡張利己説の一般化と家族共生仮説― 

著者：矢口裕一（名古屋大学） 

報告：矢口裕一（名古屋大学） 

討論：窪田康平（日本大学） 

論題：終身年金パズルの行動経済学―損失回避と心理会計― 

著者：竹内幹（一橋大学） 

報告：竹内幹（一橋大学） 

討論：鈴木亘（学習院大学） 

203 教室 一般報告セッション 「実験・シミュレーション分析」 
座長：依田高典（京都大学） 

論題：On Some Bilateral Exchange Method and Its Dynamics 

著者：廣田通義(青山学院大学) 

報告：廣田通義(青山学院大学) 

討論：井寄幸平（広島修道大） 

論題：Random Walk Perception and Information Acquisition in an Interactive Prediciton  

Task Experiment 

著者：井澤裕司(立命館大学)、Mardyla Greg(近畿大学) 

報告：Mardyla Greg(近畿大学) 

討論：川西諭（上智大学） 

論題：テストステロンと経済行動：濃度変化がリスクをとらせる 

著者：松葉敬文、佐藤淳、蔵研也（岐阜聖徳学園大学）、青木貴子(岐阜女子短期大学)、 

村上弘(愛知学院大学) 

報告：蔵研也（岐阜聖徳学園大学） 

討論：高橋泰城（北海道大学） 

302 教室 特別セッション 「マーケティングにおける消費者研究のフロンティア」 

座長：杉本徹雄（上智大学) 

論題：解釈レベル理論を用いた消費者行動の分析 

著者：阿部周造、守口剛、恩蔵直人、竹村和久（早稲田大学） 

講演：阿部周造、守口剛（早稲田大学） 

論題：ソーシャルおよび非ソーシャルな情報探索 

著者：澁谷覚（東北大学） 

講演：澁谷覚（東北大学） 

論題：PackGist:An Investigation of Visual Factors Contributing to Copy-Cat Confusion 

著者：里村卓也（慶應義塾大学）、Michel Wedel(Univ. of Maryland)、Rik Pieters(Tilburg Univ.) 

講演：里村卓也（慶應義塾大学） 

15:45-16:00 休憩 

16:00-16:45 102 教室 総会 

16:45-17:45 102 教室 会長講演 「Anomalies」 

講演：加藤英明（名古屋大学） 
18:00-20:00 11 号館７階 

会議室 1 
懇親会 



 

 

第 2 日  12 月 5 日（日） 
時間 会場 12 号館 セッション 

9:00-10:30 102 教室 一般向け教育セッション「行動経済学から見た投資と投機」  

座長：真壁昭夫（信州大学）                 講演後質疑応答 

論題：投機の何が悪いか：リーマンショック後の金融バッシングを踏まえて 

講演：菅野雅明(JP モルガン証券株式会社) 

論題：投機はゼロサムゲーム 

講演：角田康夫(三菱東京 UFJ 銀行)  

論題：投資と投機、本当に違うのか？ 

講演：小幡積(慶應義塾大学) 

9:00-10:30 201 教室 研究者向け教育セッション「フィールド実験」 

座長：大竹文雄（大阪大学） 

論題：Self Control Problems: Theory and Empirical Evidence 

講演：田中知美（東京大学） 

10:30-10:45 休憩 

10:45-12:45 102 教室 パネルディスカッション「累積する国債問題と行動経済学」 

コーディネーター：福田慎一（東京大学） 

論題：財政の維持可能性と国債バブル 

パネリスト：櫻川昌哉（慶應義塾大学） 

論題：世界国債暴落-ギリシャの次は日本か 

パネリスト：高田創（みずほ証券） 

論題：国債と世代間不公平 

パネリスト：大垣昌夫（慶應義塾大学） 

12:45-13:45 休憩 

13:45-16:00 201 教室 一般報告セッション 「インセンティブ・生産性・労働」 

座長：八木匡（同志社大学） 

論題：選好の異質性が労働供給に与える影響の実証分析 

著者：久米功一(名古屋商科大学) 

報告：久米功一(名古屋商科大学) 

討論：山本勲（慶應義塾大学） 

論題：Team Incentives and Reference-Dependent Preferences 

著者：大洞公平(関西学院大学)、室岡健志（Univ. of California, Berkeley） 

報告：大洞公平(関西学院大学) 

討論：大竹文雄（大阪大学） 
論題：自信過剰が競争的環境における生産性に与える影響 

著者：木成勇介(九州大学)、大竹文雄（大阪大学）、奥平寛子（岡山大学）、水谷徳子 

（東洋大学） 

報告：木成勇介(九州大学) 

討論：竹内幹（一橋大学） 
13:45-16:00 202 教室 一般報告セッション 「幸福度・満足度・ジェンダー」 

座長：小幡績（慶應義塾大学） 

論題：ライフステージの変化と男女の幸福度 

著者：大竹文雄(大阪大学)、亀坂安紀子(青山学院大学)、吉田恵子(桃山学院大学) 

報告：吉田恵子(桃山学院大学) 

討論：大垣昌夫(慶應義塾大学) 

論題：OECD 諸国における職務満足度の決定要因について―仕事に対する「理想」と 

「現実」を用いて― 

著者：田村輝之(上智大学) 

報告：田村輝之(上智大学) 

討論：佐野晋平(神戸大学) 

論題：女性管理職の仕事満足度は高いのか？ 

著者：大薗陽子(慶應義塾大学) 

報告：大薗陽子(慶應義塾大学) 

討論：黒田祥子(東京大学) 



時間 会場 12 号館 セッション 

13:45-16:45 203 教室 一般報告セッション 「消費者心理・社会心理・政策」 

座長：友野典男(明治大学)  

論題：コンテンツ産業で読み解く経済社会心理、経済社会心理で読み解くコンテンツ産業

―映画は景気を映すか＋ヒットは景気を語る（唄うか）III 

著者：保原伸弘(一橋大学) 

報告：保原伸弘(一橋大学) 

討論：小山友介（芝浦工業大学） 

論題：混雑における満足度のプライシング 

著者：大塚一路、西成活裕(東京大学先端科学技術センター) 

報告：大塚一路(東京大学先端科学技術センター) 

討論：池田新介（大阪大学） 

論題：アンケートから見た消費者の不祥事意識の構造について―ステークホルダーとして

の消費者への期待と消費者行動の問題― 

著者：杉浦康之(日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社) 

報告：杉浦康之(日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社) 

討論：首藤惠（早稲田大学） 

論題：一般医薬品と販売規制の緩和に関する実証分析―なぜ規制緩和は賛成されない

のか？― 

著者：澤野孝一朗(名古屋市立大学) 

報告：澤野孝一朗(名古屋市立大学) 

討論：荒井弘毅（公正取引委員会事務総局） 

13:45-16:00 302 教室 一般報告セッション 「行動ファイナンス」 

座長：三隅隆司（一橋大学） 

論題：分配ファンドの投資行動に関する一考察 

著者：呂潔、中嶋幹、宮井博(日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社) 

報告：呂潔(日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社) 

討論：山口勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社） 

論題：下方リスクとボラティリティの関係 

著者：石部真人、角田康夫、坂巻敏史(三菱ＵＦＪ信託銀行) 

報告：石部真人(三菱ＵＦＪ信託銀行) 

討論：三隅隆司(一橋大学) 

論題：Extrapolation of a past growth into the future; how it distorts long-term earnings  

growth forecasts? 

著者：三輪宏太郎(東京海上アセットマネジメント投信株式会社)、植田一博(東京大学) 

報告：三輪宏太郎(東京海上アセットマネジメント投信株式会社) 

討論：岡田克彦（関西学院大学） 

 

閉会 16：45  

 

              

行動経済学会事務局  
  大阪府茨木市美穂ヶ丘 6 番 1 号 大阪大学社会経済研究所 内 

  電話：06-6879-8559 ／ Ｆａｘ：06-6879-8583  

  abef@iser.osaka-u.ac.jp 


