
行動経済学会　第９回大会（２０１５）　２０１５年１１月２８日（土）〜２９日（日）

1日目：１１月２８日（土）

会議室（１階）

８：５０〜９：５０ 行動経済学会定例理事会

１０：００〜１１：００ 行動経済学会編集委員会

A会場（２０２教室、６９名収容） B会場（４０４教室、６９名収容） C会場（５０２教室、６０名収容） D会場（５０３教室、６０名収容） E会場（５０４教室、６０名収容） F会場（５０５教室、６０名収容）

１１：００〜１２：３０ 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告

９０分 セッション名 株式市場１ マーケット・マイクロストラクチャー 株式市場2 行動経済学1 行動経済学2 行動経済学3（時間割引・peer効果）

一般報告セッション 座長 岩澤 誠一郎／名古屋商科大学 岩壷 健太郎／神戸大学 小幡績／慶應義塾大学 山田克宣／近畿大学 八木匡／同志社大学 筒井義郎／甲南大学

報告題名
真のファンダメンタルズ仮説	—	株
式市場におけるバイアスの検出	—

Does	high-frequency	trading
improve	market	quality?

インターネット株式掲示板にみる
カスケード効果とIPOパズル

思いやりの境界線：米国・ドイ
ツ・シンガポール・マレーシア・
香港・韓国・日本の社会的割引

芥川賞・直木賞受賞が余命に与え
る影響：	社会的地位の余命効果
に関する自然実験

Neighborhood	Effects	in
Pesticide	Use:	Evidence	from
the	Rural	Philippines

報告者 佐野	一雄／福井県立大学 山本	竜市／早稲田大学 月岡靖智／関西学院大学 佐々木周作／大阪大学 大竹文雄／大阪大学
會田剛史／日本学術振興会特別研
究員・	政策研究大学院大学

討論者
三輪	宏太郎／東京海上アセットマ
ネジメント

太田	亘／大阪大学 岡田克彦／関西学院大学 依田高典／京都大学 石川善樹／キャンサー・スキャン 庄司匡宏／成城大学

報告題名
Price	distortion	induced	by	a
flawed	stock	market	index

注文間隔の違いに基づく株式売買
行動の分析

Page	View-Based	Investor
Attention	and	IPO	Pricing

The	Impact	of	Gang	Violence	on
Educational	Choices	in	El
Salvador

所得税と消費税の好みに対する選
択実験

将来の時間的期限や制限によって
生じる逓増型の時間割引

報告者
三輪宏太郎／東京海上アセットマ
ネジメント

田代雄介／三菱UFJトラスト投資
工学研究所

髙橋秀徳／神戸大学
マルティネス　ダブラ	フアン
ネルソン／慶應義塾大学経済学研
究科博士課程２年

黒川	博文／大阪大学 竹内真登／名古屋大学

討論者 岩澤	誠一郎／名古屋商科大学 岩壷	健太郎／神戸大学 小幡績／慶應義塾大学 近藤絢子／横浜国立大学 多田洋介／内閣府 大竹文雄／大阪大学

１階ホワイエ

１２：３０〜１４：００ ランチタイム＋ポスターセッション

９０分

A会場（１０１教室、２８７名収容） B会場（２０３教室、２１３名収容） C会場（３０１教室、２８７名収容）

１４：００〜１５：３０ テーマ
An Experimental Study on Strategic

Commitment and Lying
Market Design 心理学、社会学における幸福研究

９０分 座長 山本達司／大阪大学 川越敏司／公立はこだて未来大学 筒井義郎／甲南大学

特別セッション 三輪一統／神戸大学
・Why	do	people	tell	lies?

川越敏司／公立はこだて未来大学
・研究室配属マッチング（20分）

堀毛一也／東洋大学
・心理学における幸福感研究への
アプローチ

山本達司／大阪大学
・The	Relationships	between
Earnings	Management	and
Ownership	Retention
in	IPO

横尾真／九州大学
・研修医マッチング（35分）

小林盾／成蹊大学
・社会学における幸福感研究への
アプローチ

田口聡志／同志社大学
・Experiments	on	Strategic
Interactions	between
Entrepreneur	and
Underwriter

栗野盛光／筑波大学
・臓器移植マッチング（35分）

１５：３０〜１５：４５

Break

１５：４５〜１６：３０

総会

A会場（１０１教室、２８７名収容）

１６：３０〜１８：００ スマホで簡単体験！経済実験

９０分

司会・山根承子（近畿大学）
パネラー
林良平/鹿児島高専
佐々木俊一郎/近畿大学



行動経済学会　第９回大会（２０１５）　２０１５年１１月２８日（土）〜２９日（日）

２日目：１１月２９日（日）

A会場（２０２教室、６９名収容） B会場（４０４教室、６９名収容） C会場（５０２教室、６０名収容） D会場（５０３教室、６０名収容） E会場（５０４教室、６０名収容） F会場（５０５教室、６０名収容）

１０：００〜１２：１５ 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告 一般報告

１３５分 セッション名 社会選好 実世界データの行動経済学 実験経済学 マーケティング 行動経済学4 行動経済学5

一般報告セッション 座長 Mardyla Grzegorz／近畿大学 窪田康平／山形大学 川越敏司／公立はこだて未来大学 星野崇宏／慶應義塾大学 牛房義明／北九州市立大学 Movshuk Oleksandr／富山大学

報告題名 Competition	among	Procrastinators
日本企業における従業員のワーク・エンゲイジメン
トとマネジメント・スキル

Negative	Effects	of	Wage	Claims	on	Labor
Relations:	An	Experimental	Study	on	a	Gift
Exchange	Game

プレミアム商品券の経済行動：購入判断に対する社
会経済的要因に着目して

行動経済指標と心理尺度による金融行動する顧客像
の把握　―大規模シングルソースデータから家計金
融資産の運用実態にせまる―

Life	Dissatisfaction	Over	the	Life	Cycle

報告者 十河丈晴／大阪国際大学 岩澤誠一郎／名古屋商科大学 山森哲雄／高崎経済大学 後藤晶／山梨英和大学 遠藤剛／株式会社日経リサーチ 影山	純二／明海大学

討論者 池田新介／大阪大学 亀坂安紀子／青山学院大学 森知晴／関西大学 宮崎慧／関西大学 井上光太郎／東京工業大学 山根	承子／近畿大学

報告題名 Are	people	really	averse	to	lying? 平均回帰の誤謬：競馬市場からの実証分析
The	Effect	of	Age,	Gender,	and	Earned	Income	in
the	Trust	Game:	A	Laboratory	Experiment	in	Japan

テイスティングする状況が飲料の評価に与える影響
Evacuation	and	Psychological	Distress:	New
Evidence	of	Reference-Dependent	Utility	and	Loss
Aversion

Does	the	Financial	Burden	of	Having	Children
Explain	Fertility	Differentials	Across
Countries?	Evidence	from	Satisfaction	Data

報告者 佐々木俊一郎／近畿大学 小幡績／慶應義塾大学 森知晴／関西大学 山田歩／滋賀県立大学 岩崎敬子／東京大学 松浦	司／中央大学

討論者 七條達弘／大阪府立大学 大竹文雄／大阪大学 松田昌史／NTTコミュニケーション科学基礎研究所 星野崇宏／慶應義塾大学 王文杰／広島大学 Movshuk	Oleksandr／富山大学

報告題名
ＦＸ証拠金取引におけるロスカット規制－気質効果
とリスクテイク－

カブトムシの戦略と頭角長 勝者の呪い抑制効果
ソーシャル・キャピタルが防災活動に与える影響に
関する分析―震災関連３都市住民アンケートを用い
て―

報告者 岩壷健太郎／神戸大学 森優二／一橋大学 荒井弘毅／秀明大学 布施匡章／近畿大学

討論者 高阪勇毅／福山大学 筒井義郎／甲南大学 山根承子／近畿大学 牛房義明／北九州市立大学

１２：１５〜１３：１５ ランチタイム

６０分

A会場（１０１教室、２８７名収容） B会場（２０３教室、２１３名収容） C会場（３０１教室、２８７名収容）

１３：１５〜１４：４５ テーマ 行動ファイナンス　社風と企業価値 Marketing Field実験

９０分 座長 加藤英明／名古屋大学 阿部誠／東京大学 依田高典／京都大学

特別セッション 井上光太郎／東京工業大学

・企業のリスクテイクとパフォーマンス：企業文化
と個人スタンスの視点から

阿部誠／東京大学

・マーケティングと行動経済学

依田高典／京都大学

・フィールド実験のすすめ（15分）
・日本の家庭電力消費のフィールド実験（25分）

鈴木健嗣／一橋大学

・経営理念と企業の財務行動

竹内真登／名古屋大学大学院経済学研究科
　　　　　博士課程・日本学術振興会特別研究員
星野崇宏／慶應義塾大学

・解釈レベル理論と消費者の選好変化
　　二重過程・文脈効果との関連と
　　マーケティングリサーチへの応用

牛房義明／北九州市立大学

・日本のオフィス電力消費のフィールド実験（25
分）

広田真一／早稲田大学

・Culture,	Finance,	Governance

勝又壮太郎／大阪大学

・消費者情報処理プロセスベースのブランド選択モ
デル

王文杰／京都大学研究員

・米国の家庭電力消費のフィールド実験（25分）

１４：４５〜１５：００

Break

A会場（１０１教室、２８７名収容） B会場（２０３教室、２１３名収容）

１５：００〜１６：１５ 一般向け教育セッション 研究者向け特別セッション

９０分 「BigDataとファイナンス」 パネルディスカッション「行動経済学の教育」

司会：高橋大志

１．　寺野隆雄／東京工業大学
　　　高橋大志／慶應義塾大学
　　　テーマ：人工知能（AI）とファイナンス

２．　羽室行信／関西学院大学
　　　岡田克彦／関西学院大学
　　　テーマ：Period Mining で探索する株価の季節性

３．　久木田徹／三菱UFJトラスト投資工学研究所
　　　テーマ：機関投資家から見たBig Dataと株式市場

司会：山根承子

パネラー

　　竹内幹／一橋大学

　　草川孝夫／高知工科大学
　
　　七條達弘／大阪府大

　　山根承子／近畿大学

会議室（１階）

１６：３０〜１７：２０ 行動経済学会奨励賞選考委員会

５０分



行動経済学会　第９回大会（２０１５）　２０１５年１１月２８日（土）〜２９日（日）

ポスターセッション　　１１月２８日（土）１２：３０〜１４：００

ポスターセッション（口頭報告あり）

思いやりの境界線：米国・ドイツ・シンガポール・マレーシア・香港・韓国・日本の社会的割引 ○佐々木周作，奥山尚子，大垣昌夫，大竹文雄

所得税と消費税の好みに対する選択実験 大竹文雄，○黒川博文，森知晴

The Effect of Age, Gender, and Earned Income in the Trust Game: A Laboratory Experiment in
Japan

○森知晴，小川一仁

プレミアム商品券の経済行動：購入判断に対する社会経済的要因に着目して ○後藤晶

カブトムシの頭角長と戦略 竹内幹，○森優二

ポスターセッション（口頭報告なし）

個人の金融行動に関する心理学的モデルの検討：金融行動尺度の多母集団分析 ○佐々木美加，中林真理子，瀧川裕貴

親の教育活動が子供の自己効力感と選挙離れに与える影響 ○野出裕也，松野哲，島仁美，井村亮太

An Axiomatic Model of Reference Dependence under Uncertainty ○橋立洋祐

若年就業における潜在意識に関する一考察 ○中嶌剛

恣意の一貫性は公共への支出に影響するか ○宇津木成介，橋本由里

成果評価基準の公正性－フィギュアスケートにおける主観的評価の検証 ○藤野玲於奈，行武憲史

プロスペクト理論に基づくソフトウェア開発者の意思決定の一考察 喜納佳那子，○角田雅照

海の生物コモンズの価値評価における心理的バイアスの影響について ○大西修平，山川卓，赤嶺達郎，筒井義郎，山根承子

学部生ポスターセッション

競争心がアプリゲームへの課金行動に与える影響 ○小野聡，篠田咲，西道光平，降幡剣士

謙虚さを善しとする世界観が日本人女性のダイエット行動に与える影響 ○辻航平，大須賀侑，岡部由季，松永慶太

予めすべてが決められていると信じる世界観が利他的行動に及ぼす影響 ○村永康平，井上直也，岡井駿，宮崎涼華，周夢媛

排他主義が死刑の賛否に与える影響 ○中村晏子，邊錦壽，堀江駿介


