Information Disclosure Document about TUS Research
Tokyo University of Science is conducting the following research. If you wish to know the details about the
research, please contact the e-mail address below.

1.

Research title: Political credibility and preferences for redistribution

2.

Purpose of the research:
As a result of a rapid expansion of inequality all over the world, the role of income redistribution to
mitigate inequality has attracted much attention. However, the size of redistribution is different across
time and countries. How do economic and political environments influence the political decision about
the size of redistribution? Although several theories are answering this question, their theoretical
predictions and the observed data are often inconsistent. To resolve this problem, cross-country studies
are not enough. It is necessary to understand how individuals form the preferences for redistribution. In
this research, therefore, we empirically examine individuals’ preferences for redistribution.

3.

Subjects of the research:
2000 participants: males and females who are 18 and older and living in the United States

4.

Method and period:

5.

Research method:
The participants are asked to answer questions in an online survey, which should take around 15 minutes.
We will not collect the information that makes each individual identifiable.
Research period:
From the date of approval (May 29, 2020) to March 31, 2023
Purpose of utilization of collected information:
In publishing the research, we need to upload the data excluding identifiable information on the
repository of the journal. Thus, it might be the case that other scholars will use the deidentified collected
data in the future. However, at this point, our laboratory has no plan to use the collected data in other
researches.

6. Privacy protection

7.

・We do not collect any personal information that can identify subjects (e.g. name, address, birth date,
and social security number).
・We ask subjects about their household incomes, but we ask only rough estimates that cannot identify
the subjects.
・The collected data will be carefully stored at the Matsumoto laboratory and Kishishita laboratory at
the Tokyo University of Science.
Funding and conflicts of interests:
Nihon Hosei Gakkai (Japanese Association of Legal Systems), Tokyo Center for Economic Research,
and the Murata Science Foundation have provided funding for this study at no cost to the researchers or
research participants.

8.

Contact information:
Principal investigator: Tomoko Matsumoto (Information management officer)
Collaborator at Tokyo University of Science: Daiki Kishishita
Collaborator at other universities: Atsushi Yamagishi (Princeton University)
E-mail：tus-matsumoto-survey-

「研究対象者への通知又は情報公開文書」
東京理科大学では、以下の研究を行います。本研究の対象者に該当する可能性のある方で研究へ
の参加を希望されない場合、又は研究についてより詳しい内容をお知りになりたい場合は、以下の
問い合わせ先にお問い合わせください。
1.

研究の名称 政治への信頼と再分配政策への選好

2.

研究の目的
世界的な不平等の拡大に伴い、不平等を是正する所得再分配の強化が注目を集めていますが、
再分配の水準は時代により，国により大きく異なります．政治的に決定される再分配水準が
経済・政治環境にどう依存するのでしょうか．この問いに対する基本的な理論枠組みがこれ
までにも存在するのですが、理論的な推測と実際のデータが矛盾していることが問題になっ
ています. 私たちはこの問題の解決には、国家レベルで議論するのではなく,個人がどのよう
に再分配政策への選好を形成しているのかを知ることが必要であると考え、本研究を通して、
個人の再分配政策への選好を検証します．

3.

研究の対象者
18歳以上の年齢、かつ、現在米国に住んでいる男女2000名

4.

研究の方法と期間
・研究の方法
オンライン調査での質問に対する回答に15分程度協力していただきます.
個人が特定されることの無いよう充分配慮致します.

・研究の期間
研究開始日:承認日(2020年5月29日)~2023年3月31日 この研究は通常の診療を超える医療行
為を伴う研究ではありません。
5.

提供いただく試料・情報の利用目的
論文出版時には、ジャーナルから個人を特定する情報を注意深く外したデータをレポジト
リーにアップロードすることが要求されます.したがって、他の研究者が、本データを用いて
別の研究を行う可能性はあります. 但し、現時点では本研究室で、将来の別の研究に使用する
予定はありません.

6.

プライバシーの保護について
・個人情報（氏名・住所・生年月日・ソーシャルセキュリティーナンバー）は伺いません.
・世帯所得については伺いますが、個人が特定されないよう、大区分形で伺います.
・個人を識別できる情報を収集しません.
・収集データは厳重に本学松本研究室及び岸下研究室にて保管します。

7.

研究の資金源や利益相反に関する状況
(1) 研究資金
・この研究の費用は、公益財団法人日本法制学会、公益財団法人東京経済センター、公益財団法人村
田学術振興財団の助成金から支出されます。

(2) 利益相反について
・この研究は、公益財団法人日本法制学会、公益財団法人東京経済センター、公益財団法人村田学術
振興財団の助成金を得て実施しています。しかし、意図的にこれら組織の都合の良い成績になる
ように導くことはありません。学会発表や論文公表の際も資金に関して公表し、透明化を図りま
す。

8.

お問合せ先・研究の実施体制
研究責任者：松本 朋子 (情報管理責任者)
研究実施機関の研究協力者：岸下 大樹
共同研究機関(プリンストン大学)の研究協力者：山岸 敦
連絡先：tus-matsumoto-survey-

