
行動経済学会　第7回大会プログラム　【簡易版】

1日目 12月14日（土） 2日目 12月15日（日）

時間帯 場所 時間帯 場所
 8：00- 9：00 農学部会場
 9：10-10：10

農学部会場
論題：

論題： 報告：
討論：

報告： 論題：
討論：
論題： 報告：

討論：

報告： 論題：
討論： 報告：

討論：

論題：

報告： 論題：
討論： 報告：

論題： 討論：

報告： 論題：

討論： 報告：
討論：

論題：

論題：

報告： 報告：
討論： 討論：
論題： 論題：
報告： 報告：
討論： 討論：
論題：

報告： 論題：

討論： 報告：
討論：

論題：

論題： 報告：
報告： 討論：
討論： 12：00-13：00
論題：

報告：
討論： 講演：

演題：
論題：
報告：
討論： 講演：
論題： 演題：
報告： 講演：

討論： 演題：

論題： 14：30-14：40
報告：
討論：

王伊菲 黒川博文
田中将之 森知晴　【J】
宋熹允 佐々木周作
後藤晶　【J】 李嬋娟 16：10
佐伯政男　【J】 藤森裕美　【J】
犬童健良

論題： ※ 【J】・・・ジョブセミナー
講演：  　【奨】・・・奨励賞審査対象報告
論題：   

講演：

論題： ■ポスターセッション■
講演： 横山諒一 東北大学

論題： 森田泰介 東京理科大学

講演： 石黒早央里 慶應義塾大学

論題： 矢島満 慶應義塾大学

講演： 藤倉崇晃 筑波大学

新井譜人 慶應義塾大学

王伊菲 慶應義塾大学

論題： 田中将之 慶應義塾大学

講演： 宋熹允 慶應義塾大学

論題： 後藤晶 山梨英和大学

講演： 佐伯政男 慶應義塾大学

15：45-16：00 犬童健良 関東学園大学

黒川博文 大阪大学

森知晴 大阪大学

佐々木周作 大阪大学

李嬋娟 明治学院大学

藤森裕美 青山学院大学

※口頭報告あり

農学部会場
W314

【第４会場】
―栄養のバランスの所得（価格）弾力性と経済状況の相関分析―」

10：15-12：30

長時間労働・努力水準・勤続希望度への影響」

―法人税率変更と企業行動の行動経済学的な分析―」

農学部会場
W106

【第１会場】

9：45-12：00

18：30-20：30 カンフォーラ 懇親会

休憩

※「競争と再分配行動の関係性：経済実験による分析」

13：30-15：45

農学部会場
W106

【第１会場】

特別セッション「幸福の経済学」
座長：大竹文雄（大阪大学）

「どのような人が結婚・出産を決意するのか？：アンケート調査の結果」

筒井義郎（大阪大学）

「地元愛が地元の環境保全活動に与える影響」
農学部会場

W314
【第４会場】

特別セッション「神経経済学」

「超自然主義の世界観がディズニーの経済行動に与える影響」

座長：高橋泰城（北海道大学）

(第2回アサヒビール最優秀論文賞授賞式)

※"Altruistic Economic Behaviors and Implicit Worldviews: A Progress Report"

16：45-18：15
農学部会場

W100
【メイン会場】

パネルディスカッション「行動経済学で考える社会正義」

※「リスク選好のプロセスにおける能動性：理由に基づく選択をてがかりに」

司会：大竹文雄（大阪大学）
パネリスト：大垣昌夫（慶應義塾大学）
パネリスト：金子守（早稲田大学）

16：00-16：45
農学部会場

W100
【メイン会場】

総　　　会
（第6回大会奨励賞授賞式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　:Evidence from 　online fundraising campaigns in Japan"

※"How is donor behavior influenced by the contributions of the other donors?

パネリスト：齊藤誠（一橋大学）

農学部会場
W306

【第３会場】

井上光太郎（東京工業大学）

「ファイナンスの手法の神経情報符号化理論への応用」

※「アレの背理における注目と注目の流れ」

山野辺貴信（北海道大学）

※"Eye Movement Analysis of Time Discounting"

「現代の男女平等観が与える社会的影響」

”Seasonal Investor Overconfidence and the Stock Market Return”

「無意識の世界観が利他的経済行動に与える影響」

岡田克彦（関西学院大学）

「仲介者取引を好むトレーダーの個人特性の検証と性差の発見」

”Managerial Overconfidence: Evidence from Japanese CEOs”

「ナショナル・アイデンティティ尺度が投資行動に与える影響」

特別セッション「行動ファイナンス：Overconfidence」
座長：井上光太郎（東京工業大学）

「パートナー選択のマッチング問題に関する意思決定の神経基盤」

「解説：Overconfidence」

「過去・未来に関する無意図的な想起・思考の機能：時間割引との関連性」

加藤英明（名古屋大学）

「日韓における自尊心・競争心・見栄の度合いによる親の子供に対する教育熱の度合い」山田洋（国立精神・神経医療研究センター）

※「人生満足度評定とアイテム・オーダー効果の文化差」

12：30-13：30

　　　　　　　　休憩　（ポスターセッション会場に軽食をご用意しています）

”Rising Aspirations Dampen Satisfaction”

「リスク選好の富の水準への依存性の神経メカニズム」

「損失の「大きさ」は協力行動を促進するか？： 「カタストロフゲーム」による実験的アプローチ」

農学部会場
W322

【第５会場】

一般報告セッション「文化と経済」 廣畑達也（株式会社ダイヤモンド社）
座長：大垣昌夫（慶應義塾大学） 「行動経済学と私たち：参加して実感する推論と効用関数」

「基本的モラルと社会的成功」　

亀坂安紀子（青山学院大学）

矢島満 閉会
藤倉崇晃
新井譜人

16：15-17：00
時計台会場
講師控室

行動経済学会奨励賞選考委員会

休憩

農学部会場
W100

【メイン会場】

ポスターセッション パネリスト　　財政：土居丈朗（慶応大学）
横山諒一　【J】 　　　　　　　　 金融：小幡績（慶応大学）
森田泰介                   医療：西村周三（国立社会保障・人口問題研究所）
石黒早央里                   エネルギー：依田高典（京都大学）

「行動経済学的アンケートによる糖尿病患者の病型病態分析」

農学部会場
W100

【メイン会場】

研究者向け教育セッション「行動産業組織論」
八木匡（同志社大学） 座長：川越敏司（公立はこだて未来大学）

「人生満足度評定とアイテム・オーダー効果の文化差」

14：40-16：10
時計台会場
記念ホール

一般向けパネルディスカッション佐伯政男（慶応義塾大学）　【J】　【奨】
「行動経済学から日本経済を考える-財政・金融・医療・エネルギー」大垣昌夫（慶應義塾大学）

司会：池田新介（大阪大学）

中島大輔（小樽商科大学）
"Habit-Forming Children and Thankworthy Parental Altruism" "Exploiting Naive Consumers with Limited Willpower"
張琳（大阪大学）　【奨】 武岡則男（横浜国立大学）
八木匡（同志社大学） "Self-control Games"

休憩池田新介（大阪大学）　

13：00-14：30

時計台会場
記念ホール

12：30　開場・受付　「金持ちは万病のもとか？

一般向け教育セッション「実験する行動経済学」
保原伸弘（東京福祉大学）
後藤励（京都大学） 竹内幹（一橋大学）

大竹文雄（大阪大学）

井澤裕司　（立命館大学）

"How is donor behavior influenced by the contributions of　the other donors?
"Investor sentiment, growth forecast boldness, and cross-sectional stock returns": Evidence from online fundraising campaigns in Japan"
三輪宏太郎　（東京海上アセットマネジメント）　【奨】佐々木周作（大阪大学）　【奨】
三隅隆司　（一橋大学）

亀坂安紀子（青山学院大学）

農学部会場
W322

【第５会場】

一般報告セッション「行動経済学の新展開」"Effect of natural disasters on social capital formation
座長：筒井義郎（大阪大学）: The case of the Great Hanshin-Awaji earthquake"

大西匡光（大阪大学）江本直也（日本医科大学千葉北総病院）

 "Altruistic Economic Behaviors and Implicit Worldviews: A Progress Report"山村英司（西南学院大学）
李嬋娟（明治学院大）　【奨】佐々木勝（大阪大学）
若林緑（東北大学）一般報告セッション「行動経済学の医学応用」
"Precautionary Saving and Ambiguity"　【奨】座長：高橋泰城（北海道大学）
尾崎祐介（大阪産業大学）

農学部会場
W214

【第２会場】

一般報告セッション「選択：金融と脳科学の観点から」

農学部会場
W306

【第３会場】

一般報告セッション「Choice and Attention」座長：星野崇宏（名古屋大学）

座長：竹内幹（一橋大学）「リスク選好のプロセスにおける能動性：理由に基づく選択をてがかりに」

「アレの背理における注目と注目の流れ」

近藤隆則(一橋大学)　【J】
黒川 博文(大阪大学）　【奨】筒井義郎（大阪大学）
竹内幹 （一橋大学）

"Eye Movement Analysis of Time Discounting"

農学部会場
W306

【第３会場】

一般報告セッション「震災と行動経済学」

農学部会場
W314

【第４会場】

一般報告セッション「行動ファイナンス」座長：亀坂安紀子（青山学院大学）
座長：角田康夫 (三菱ＵＦＪ信託銀行）

山田克宣（大阪大学）
「私的情報と投資行動：実験によるバブル発生原因の一考察」「大震災が幸福度、寄附行動やボランティア活動に与えた影響」
中里宗敬　（青山学院大学）Tim Tiefenbach (ドイツ日本研究所)　【奨】

藤森裕美(青山学院大学)　【J】　【奨】
犬童 健良（関東学園大学）竹村和久（早稲田大学）
大垣 昌夫（慶應義塾大学）「消費者から見た銀行窓販：サーベイ調査による窓販ユーザーの特性分析」

大洞公平（関西学院大学）

促進する情報提供方策の近年の動向」

久米功一（リクルートワークス研究所）”Do Social Norms Matter to Energy Saving Behavior?
塚原康博（明治大学） Endogenous Social and Correlated Effects”
「競争と再分配行動の関係性：経済実験による分析」作道真理（日本政策投資銀行）　【奨】
森知晴（大阪大学）　【J】　【奨】

斎藤隆志（明治学院大学）

内容 内容
農学部会場

W102
行動経済学会定例理事会 9時　【受付開始】
行動経済学会編集委員会 一般報告セッション「インセンティブの実証分析」

9時　【受付開始】 座長：久米功一（リクルートワークス研究所）

農学部会場
W106

【第１会場】

小松秀徳（電力中央研究所）　【奨】 「企業の価格づけ行動と賃金・雇用調整
竹内幹（一橋大学）

一般報告セッション「省エネルギー・節電の行動分析」 「企業の賃金インセンティブの及ぼす

座長：川西諭（上智大学）
参鍋篤司（早稲田大学）　【J】　【奨】「直感への訴えかけを狙って省エネルギー・節電を

森知晴（大阪大学）


