
行動経済学会第６回大会・第１６回　実験社会科学カンファレンス・合同大会
　　プログラム（簡易版：２０１２年１１月２３日現在）

行動経済学会への一般報告申込の場合、Jはジョブ・セミナー、Englishは英語でのプレゼンテーションを示す
合同セッションでは、(行動）は行動経済学会への報告申込、（実験）は実験社会科学カンファレンスへの報告申込を示す
ポスターセッションで（口頭）は論文の口頭発表もあることを示す
企業展示　17502教室　I会場
休憩室１（全参加者用）　17501教室　H会場　
休憩室２（関係者用、アルバイト等も含む）　17504教室　K会場
休憩室３（関係者用、オーガナイザー用、ただし会議時間は会議用）　17505教室　L会場 

１２月８日（土）
L会場（17505教室）

8：00～9：00 行動経済学会定例理事会

休憩
9：10～１0：10 行動経済学会編集委員会

休憩

１日目　P.1

10：10～10：20



A会場（17512教室） B会場（17510教室） C会場（17511教室） D会場（17506教室）
一般報告（合同） 一般報告（合同) 一般報告(行動経済学会) 一般報告（行動経済学会）
S1:意思決定１ S2:囚人のジレンマ S3:行動ファイナンス1 S4:年齢と幸福度
座長：和田良子 座長：西條辰義 座長：角田康夫 座長：　亀坂　安紀子
高阪勇毅　（行動） Robert Veszteg　(実験） 三輪興太郎 黒川博文

Disposition Effect and Loss

Aversion: An Analysis Based on a

Trade　in a Mmock Stock Market

　Monetary Incentives and Game-

theoretical Payoffs: Experimental Results

on a Prisoners' Dilemma Game

　Analysts' hesitance to issue

conservative long-term earnings growth

forecasts

　幸福度・満足度の年齢効果と世代効
果

討論者：岩澤誠一郎 討論者：白石小百合
韓若康　（行動、Ｊ，Ｅｎｇｌｉｓｈ） 川越敏司　（行動）
　 of waiting time in decision under risk 　Mouselabによる進化ゲーム的環境に

おける繰り返し囚人のジレンマの研究

山田尚樹 (実験） 稲葉美里 (実験） 岩澤誠一郎 Movshuk　Oleksandr

　購買選択行動における保留を促す個
人特性の解明

　社会的ジレンマと繰り返し囚人のジレ
ンマの連結メカニズム

　海外投資家は「バリュー・アノマリー」
の裁定投資家か、それともその逆か？

　Why is the Life Cycle of Happiness

Unusual in Japan?

討論者：角田康夫 討論者：亀坂　安紀子
和田良子　(実験） 西條辰義　 (実験）
　環境評価における時間選好率－谷津
干潟におけるフィールド実験－

　囚人のジレンマを克服するメカニズム
の設計と実験：バートランド・ラッセルは
なぜ変節したのか

E会場（17507教室） F会場（17508教室、63名収容） G会場（17509教室）
一般報告(行動経済学会) 一般報告(行動経済学会) 一般報告(行動経済学会)
S5:消費者行動とマーケティング　1 S6:企業組織の行動経済学 S7:心理的特性と経済行動
座長：星野崇宏 座長：大橋和彦 座長：大竹文雄
山田歩　（Ｊ） 森祐介　（Ｊ） 八木匡
　利用範囲の拡大は商品の魅力を高め
るか

How Can Integration Reduce

Inefficiencies Due to Ex Post

心理的コストとコミュニティ活動の最適
性

討論者： 友野典男 討論者：石田潤一郎 討論者：池田新介

宮崎慧 堀敬一 李嬋娟　（Ｊ）
　顧客動線データを利用した消費者の
店舗内回遊行動の探索

A Continuous-Time Agency Model under

Loss Aversion

The Effect of Personality Traits and

Biological Factors on　Schooling，

Earnings and Career Promotion
討論者：星野崇宏 討論者：大橋和彦 討論者：川口章

10：20～11：40

１日目　P.2



H会場（17501教室） H会場（17501教室） I会場（17502教室） L会場（17505教室）
PS1:ポスターセッション　（合同） PS1:ポスターセッション　（合同） PS2:ポスターセッション　（合同） PS2:ポスターセッション　（合同）

會田剛史　（行動） 岡優太　(行動） 馬場武　(行動） 三浦亜利紗　(実験）
　Social Capital as an Instrument for

Common Pool Resource Management

　地元愛がチケット購買行動に与える影
響

　プレミアム商品の価格に対する消費者
行動の研究―鹿児島県の芋焼酎を例
に

　負のInequity Aversionにおける裏切り
回避傾向指標の適用

新井拓馬　（行動） 高橋寛行　（行動） 韓若康　（行動、口頭、Ｊ、Ｅｎｇｌｉｓｈ） 水田孝信　(行動、口頭）
　ことなかれ主義が利他的行動に与え
る影響

　戦略補完的行動と震災後の自粛行為 　Psychophysics of waiting time in
decision under risk

　金融危機を誘発する学習過程を実装
した人工市場におけるサーキット・ブ
レーカーと空売り規制の分析

安藤大河　（行動） 竹内潤子 (実験) 深堀遼太郎　(行動） 山根承子　（行動、口頭）
　集団主義がもたらすSNSの使用法へ
の影響

　多元的価値構造の定量的測定法の検
討―「よい社会」のイメージの個別分析
―

　女性の幸福度・満足度は出産行動に
影響を与えるのか―「消費生活に関す
るパネル調査」を用いた第1子・第2子出
産行動の分析―

　Are Facets of Homo Economicus
Associated with Higher Earnings and
Happiness?

李嬋娟　（行動、口頭、Ｊ） 仲田真　（行動、口頭） 福住多一　(行動） 横山諒一　(実験）
　The Effect of Personality Traits and

Biological Factors on　Schooling，

Earnings and Career Promotion

　Attachment or Ownership: Reference
Point Shift and an Experimental Test

　プレイヤー間の初期保有格差を伴う信
頼連鎖ゲーム実験

　不快解消欲求と快楽追求欲求が生活
必需品とぜいたく品の認知に与える影
響

犬童健良　（行動） 中分遥　(実験） 藤森裕美　（行動） Zhang, Lin　(行動, English)

　確率荷重の移送についての一考察 　ベストメンバーは多数派よりも高い成
績をあげるのか？：過去の成績からベス
トメンバーを推定する場面において

　メンタルアカウンティングによるサンク
コスト効果の考察－保有効果が及ぼす
影響

　Funded Pension Scheme and Time

Preference in an Endowment Economy

海老原舞　（行動） 前田和馬　(行動）
　個人主義・集団主義が結婚に与える
影響

　将来への不安感と符号効果

L会場（17505教室）
領域（SC＋班長会議）

11：40～13：40
昼食

１日目　P.3



A会場（17512教室） B会場（17510教室）
特別セッション（合同） 特別セッション（行動経済学会）
SS1:不確実性下と異時点間の意思決定 SS2:データから解き明かす投資家行動

の現状
座長：竹内幹 座長：亀坂安紀子
武岡則男 宮原史明
　A Theory of Subjective Learning 　証券投資に関する全国調査

高橋泰城 川西諭
　心理物理および神経情報コーディング
理論による不確実性下と異時点間の意
思決定へのアプローチ

日経マネー個人投資家ネットアンケート
から読み解く、投資家行動の実態：スタ
イルとパフォーマンスに注目して

竹内幹 福原敏恭
　視線と意思決定モデル：アイトラッキン
グによる分析

　行動経済学の金融教育への応用の重
要性

休憩

13：40～15：10

15：10～15：25



A会場（17512教室） B会場（17510教室） C会場（17511教室) D会場（17506教室）
一般報告・合同セッション 一般報告（行動経済学会） 一般報告(実験社会科学） 一般報告(実験社会科学）
S8:衡平性・所得分配・討議 S9:行動ファイナンス２ S10:フィールド実験・シミュレーション S11:オークションと市場
座長：後藤雅敏 座長：岡田克彦 座長：鷲田豊明 座長：西村直子
井手弘子　（実験） 徳永俊史 福元健太郎・堀内勇作 田口聡志
　グループ討議における討議ルールの
効果

　超過共変動の時系列特性分析 　不自然に低い空間放射線量率測定
値：自然実験的アプローチ

　An Experimental Comparative

Institutional Analysis on Auditing

System: Does the Option to Hire an

Auditor Make a Manager Honest?

討論者：三隅隆司
徳丸夏歌　（行動、Ｊ） 守一雄 Yoichi Izunaga

　公平性理念の柔軟性：実験的アプロー
チ

　中学生の成績と同調の関係 　An Experimental Evaluation of an

Approximation Algorithm for Single-

item Multi-unit Auctions

飯田善郎 （実験） 小幡績 犬童健良 西村直子
　格差発生要因と分配者・被分配者の
所得再分配選好の関係：日中比較

　競馬とプロスペクト理論 Modeling Preference under Ambiguous

Probabilities by Using Cellular Automata

　Demand Reduction in Average-Pricing

Multi-unit Discriminatory Auction

討論者：大竹文雄
山地秀俊/後藤雅敏　（実験） 鷲田豊明
　企業の分配交渉の最後通牒ゲームを
用いた分析

　人工社会における構造と人格

E会場（17507教室） F会場（17508教室） G会場（17509教室）
一般報告(行動経済学会) 一般報告(行動経済学会) 一般報告(行動経済学会)
S12:幸福度と信念・合理性 S13:行動経済学理論の新展開 S14:倫理・宗教と経済学
座長：筒井義郎 座長：堀健夫 座長：大垣昌夫
山根承子 影山純二 山口勝業
　Are Facets of Homo Economicus

Associated with Higher Earnings and

Happiness?

　The Biological Value of Survival and

Its Implications on Behavioral Studies

　宗教、道徳と経済行動：　日本におけ
る歴史的起源

討論者：佐野晋平 討論者：川西諭 討論者：大垣昌夫

久米功一 小島健 大垣昌夫
　経済政策における幸福度の再検討―
想起・順応・合理化の視点から

　双曲割引を持つ異質な家計の一般均
衡動学分析

　Policy Evaluation Based on Moral

Virtue Ehics in the Tough Love Model:

A Progress Report

討論者：参鍋篤司 討論者：堀健夫 討論者：齊藤誠

16：45～17：00 休憩

１日目　Ｐ．４

15：25～16：45



A会場（17512教室）
SS3:行動経済学会会長講演　＋
実験社会科学カンファレンス特別講演
司会：大垣昌夫

池田新介　行動経済学会会長　
　意志の経済学

巌佐庸　九州大学教授
　評判をつかって人々を協力に導く：進
化生物学からみた社会規範

19：00～21：00 合同懇親会　（アイビーホール青学会館　３階「ナルド」）

１日目　P.5

17：00～18：30



１日目　P.6


