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研究課題 研究協力者

1 省エネ行動における非価格要因の経済分析 有村　俊秀 片山　東 岩田　和之 作道　真理 功刀　祐之 矢島　猶雅

分析構造アプローチと実験アプローチの融合 赤尾　健一（社学） 森田　稔 定行　泰甫 尾沼　広基 阿部　達也

部会名：省エネルギーの経済学研究部会 堀江　哲也 新田　耕平 中井　美和

期　間：2015.04.01～　(4年目)

2 発展途上国のクリーン燃料普及による室内空気汚染改善の可能性: 有村　俊秀 片山　東 Ngawang　 Dendup

ミクロ計量

部会名：室内空気汚染の経済学研究部会

期　間：2018.04.01～　(1年目)

3 部会名：Better foundations for better social institutions 
ヴェステグ・ロ
バート・フェレンツ

船木　由喜彦
GUILLEN-
ALVAREZ,Pabl
o

UMER,Hamza

               - theory and experiments

期　 間：2017.04.01～　（2年目）

4 ミクロ計量経済分析とその応用 上田　貴子 野口　晴子 富　蓉 今堀　まゆみ

部会名：ミクロ計量分析研究部会 村上　由紀子 近藤　康之 杉山　洋子

期　間：2016.04.01～　(3年目） 下川　哲 大湾　秀雄

星野　匡郎

5 制度・認識・社会正義の経済学の構築に向けて 金子　守 石川　竜一郎（国） 芝　正太郎

部会名：制度・認識・社会正義研究部会

期　間：2016.04.01～　(3年目）

6 部会名：応用ミクロ経済理論研究部会 河村耕平 安達剛 井上勇太

期　間：2018.04.01～　(1年目）

7 権力の形態学　 斉藤　純一 川岸　令和 井之口　智亮 内田　智 田中　将人 鈴木　将頼

～国家-市場-市民社会の間における権力の動的均衡についての研究～ 厚見　恵一郎（社） 佐藤　正志 上原　賢司 岸見　太一 和田 泰一 武田　菜穂子

部会名：現代政治理論研究部会 谷澤　正嗣 千野　貴裕（教） 清水　潤 坂井　亮太 田畑　真一 小田　英

期　間：2016..04.01～　(3年目） 稲村 一隆 金　彗 辻　健太 森　達也

成田　大起 宮本　雅也

8 行動選択の総合的規範理論の構築をめざして 須賀 晃一 厚見 恵一郎（社） 若松 良樹 石川 涼子 宇田川 大輔 有満 麻美子

部会名：行動選択の規範理論研究部会 齋藤純一 川岸 令和 岡村 誠 隠岐 理貴 富　蓉 重城 厚子

期　 間：2017.04.01～　（2年目）　 佐藤 正志 笹田 栄司 小田 英 面 一也 釜賀浩平 鈴木 将頼

安達 剛 谷澤 正嗣 岸本 広司 木部 尚志 斉藤 尚 田原 恭輔

須賀 麻衣 高山 裕二 和田 泰一 松井　潤

山口 正樹 的射場 瑞樹 小島　崇志 森村　将平

Qin Dan 小松　大祐

石上　圭太郎

栗原　崇

小林　伸

李　明炫

矢作健

水野　忠尚

9 世論調査の限界と新しい可能性の実証的再検討 田中 愛治 清水 和巳 遠藤 晶久 三村 憲弘 山崎 新 千葉 涼

部会名：世論調査方法論研究部会     日野 愛郎

期　 間：2017.04.01～　（2年目）　

10 東アジアにおける戦争とメディアの史的研究 土屋 礼子 梅森　直之 井川 充雄 加藤 敬子 川崎　賢子 曲 揚

部会名：戦争メディア史　研究部会              浅野　豊美 中生 勝美 原田 健一 鈴木貴宇 宮杉 浩泰

期　 間：2018.04.01～　（新規) 吉田 則昭 安野 一之

山本 武利

谷川　舜

正田　浩由

劉　茜

11 ネットワークの多様化が経済と心理に及ぼす影響 戸堂 康之 高橋遼 翁長　朝功 柏木柚香

保護主義に向き合う文理融合型研究

部会名：社会経済ネットワーク研究部会

期　 間：2015.04.01～ （4年目）

12 スウェーデン社会の透明性の分析から導出する腐敗・汚職と 福島 淑彦 稲継 裕昭 黒柳　博司

公共部門に関する理論研究 野口 晴子 塚本 恵

部会名：労働経済学研究部会                      橋本　想吾

期 　間：2016.04.01～　（3年目）

13 協力ゲームの実験と新しい理論構築 船木 由喜彦 ロヴェルト・ヴェステグ 劉　水歌 上條　良夫 竹内　あい 阿部　貴晃

部会名：ゲーム理論・実験経済学研究部会 ディミトリ・クハソフ 河村　耕平 長江　亮 我妻　靖 宇都　伸之 篠田　太郎

期　 間：2017.04.01～（2年目） 広田　真一（商） 戸田　学（社） 横手　康二 中川　彩野

石川　竜一郎（国） 安達剛 毛里 悦子

権　孝智

2018年研究部会一覧（一般部会）

特別研究所員兼任研究所員



1 社会行動における多言語・複言語選択のインセンティブ分析 生駒　美喜 ソジエ　内田　恵美 加藤　青延 堀　晋也 小西　隆之 曲　楊

部会名：社会行動と言語選択研究部会     平林　宣和 Sylvie Brosseau

期　 間：2017.04.01～　（2年目） 宗像　和重 近藤眞理子

1 行政学説史の研究 縣　公一郎 稲継　裕昭 出雲　明子 伊藤　正次 大西　裕 泉澤　佐江子

部会名：行政学説研究部会 大山　耕輔 牧原　出 松田　憲忠 渡　辺　有希乃

（2016年度より継続） 山谷　清志

2 科学技術に関係する社会議題の構築支援 田中　幹人 瀬川　正朗 吉永　大祐

リアルタイム・テクノロジーアセスメントのための議題共創プラットフォームの探求 山田　耕 渡辺　幸平

部会名：科学的メディア研究部会

（2017年度より継続）

3 厚生労働科学研究費補助金　 野口　晴子 川村　顕 富　蓉 今堀まゆみ

部会名：生活習慣病予防施策と労働生産性に関する実証研究部会 下川　哲 杉山洋子

（2017年度より継続） 渡邉雄一

4 金融市場安定化のための実験・行動経済学的分析及び制度設計の研究 船木　由喜彦 ロベルト・ベステグ 宇都　伸之 大角　道子 秋山　英三 阿部　貴晃

部会名：BEAM研究部会 石川　竜一郎（国教） 上田　晃三 篠田太郎

（2016年度より継続） 浅古　奏史 小倉義明

5 正義ある和解をめざして 梅森　直之 篠田　徹（社） 上地　聡子 遠藤　正敬 馬路　智仁 鶴園　結基

部会名：東アジアの政治と思想研究部会 斉藤　泰治 若林　正丈 紀　旭峰 八尾　祥平 佐野　智規 仲田　教人

（2018年度より新規） 李　成市（文） 繁田　真爾 飛田　真依子

浅野　豊美 平井　新

李　承珉

鹿島　健

佐藤　雪絵

モウミタ・バナジー

2018年度研究部会（外部資金）

2018年度研究部会（特別部会）


