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今年度（2015 年度）の韓国金融学会学術大会は、6 月 5 日、韓国・ソウルで開催されまし

た。当学会では、公募および常任理事会推薦により、下記２名の会員を派遣いたしました

（50 音順、敬称略）。 
 

亀坂 安紀子（青山学院大学） 
  田端 克至 （二松学舎大学） 
 

＊出席予定の佐々木百合氏は、直前の怪我のため、不参加となりました。 
 
   
報告者および報告タイトルは下記のとおりです。 
 
 (1) Title: “Worldviews and Altruistic Behavior” 

Presenter: Akiko Kamesaka（Aoyama Gakuin University） 
       SunYoun Lee (Meiji Gakuin University) 

Hideo Akabayashi (Keio University) 
Byung-Yeon Kim (Seoul National University) 
Hyeog Ug Kwon (Nihon University) 
Hyoung-Seok Lim (Korean Institute of Finance) 
Masao Ogaki (Keio University) 
Fumio Ohtake (Osaka University) 
Xiangyu Qu (University of Paris 2) 

 
 (2) Title: “Long-term stagnation and Japanese macro economy” 

Presenter: Katsushi Tabata（Nishogakusya University） 
     Yuichiro Kawaguchi (Waseda University） 
 

 
＊以下に、各報告者の Abstract 等を掲載してあります。 
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青山学院大学 亀坂安紀子 

 
Worldviews and Altruistic Behavior 

By 
SunYoun Lee (Meiji Gakuin University) 

Hideo Akabayashi (Keio University) 
Akiko Kamesaka (Aoyama Gakuin University) 
Byung-Yeon Kim (Seoul National University) 

Hyeog Ug Kwon (Nihon University) 
Hyoung-Seok Lim (Korean Institute of Finance) 

Masao Ogaki (Keio University) 
Fumio Ohtake (Osaka University) 
Xiangyu Qu (University of Paris 2) 

 
ABSTRACT  

The main purpose of this paper is to examine the effects of worldviews on individual 
altruistic behaviors toward anonymous others, through experimental researches 

conducted in churches and universities in Korea, Japan and the US. The experiments 
were designed to compare the results between Christians and non-Christians and 
among the Koreans, Japanese and Americans. We found a significant correlation 

between the worldview and the amount of donation among Christians in Japan and 
Korea. Among Korean and Japanese Christians, those who believe in punishments for 
any bad behaviors are less likely to donate. Our overall estimation results should be 

interpreted as hinting that worldviews might affect a set of rules that determine 
individual altruistic decision. 

 
Keywords:  worldview, altruistic behavior, cross-country experiment 

JEL Classification: C91, D64 
 
 

感想： 
 報告させて頂きました論文は、日本、韓国、米国で実施した寄付行動に関する国際比較

実験の結果についてまとめたものであり、人々の世界観や宗教観が与える影響に特に焦点

をあてた内容です。討論者の Jinkwon Lee 先生からは、論文全体にわたり多くの貴重な

コメントを頂き、大変感謝致しております。座長の Yeongseop Rhee 先生は、セッション

終了後の学会公式の昼食会や夕食会でも、同じテーブルでお知り合いの研究者の方々をご

紹介下さりました。また、報告論文の共同研究者である Hyoung-Seok Lim 氏も、私の報

告セッションに参加して下さり、学会昼食会でも様々な研究情報を交換して下さりました。



この他にも研究者や受付の方々など、多くの方々にお世話になりました。また、学会当日、

韓国金融学会の方々から、総会で日本金融学会からの参加者代表として挨拶をしてもらえ 
ないかといったお話を頂き、大変恐縮ながら、総会で挨拶をさせて頂きました。皆様のお

心遣いのお蔭で、今後の研究活動の上で非常に有意義な内容の韓国金融学会参加となりま 
した。心より感謝申し上げます。 
 
 

 

 
（韓国金融学会総会でご挨拶をさせて頂く報告者） 
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二松学舎大学 国際政治経済学部 
田端 克至 

 
ABSTRACT (about 200 words, Times New Roman 11 point) 
We study the Japanese economy since 2000 using the theory of long-term economic stagnation. 
We study the mechanism of falling into long-term economic stagnation, where the sudden 
credit crunch called Minsky Moment, or sharp decline in liquidity became a chance to begin. 
In our discussion, we set three households, such as young, middle and elderly one. Each 
rational generation optimally consumes and saves. Even if “Minsky Moment” shock occurs it 
does not necessarily result in the long-term stagnation. We call this case as stabilization 
function. Moreover, it does not work under economic environments such as decline in 
birth-rate, aging population and technology innovation with labour adjustment. 
In fact, consumption of young Japanese people has gotten decreasing trend in the deterioration 
of the employment. Therefore, stabilization function had not been fully worked. In addition, 
we assessed monetary policy, which is a pillar of “Abenomics” using this analysis.  
Key word 
Long-term stagnation, Minsky Moment, DSGE, Aging, Abenomics 
 
Keywords:  
JEL Classification:  
 
感想： 
 討論者の方から大変有意義なコメントを頂き、私には非常に有意義であった。指摘

には、特に、モデル設定時の関数の選択など技術面にまでおよぶ、有意義な提案があ

り、勉強になった。この指摘を受けて、できることなら論文を修正し、公刊するとこ

ろまで辿り着きたいと思っている。また、発表時間、討論者のコメントの時間も、適

切であった。討論時間が十分な場合、かなり実力のある方がコメントするので、詳細

で参考になるアドバスが頂けるような印象を持った。ともかく、こうした機会は、韓

国の研究者との交流が無い私のような者には特に貴重であった。学会終了後も研究者

との私的な交流が出来たことで、一緒に共同研究をという話もしている。こうした前

向きの報告ができるのも、日韓両国の金融学会のおかげであり、こうした機会を与え

て頂いたことに、心から感謝したい。 

 
 
 
 
 
 


