
氏 名 辻󠄀 隆司 

所属・役職 特別研究員 

専門分野 地域経済、土地・不動産、産業経済、政策評価、応用計量経済分析 

所有資格 博士（経済学） 

経歴（職歴／学位） ＜主な学歴＞ 

神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程前期課程 修了 

神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程後期課程 修了 

 

＜主な職歴＞ 

株式会社住信基礎研究所（現・株式会社三井住友トラスト基礎研究所） 

東京研究本部 都市地域調査グループ 研究員 

         同    副主任研究員 

みずほ総合研究所株式会社（現・みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社）  

研究開発部 主任研究員 

九州工業大学大学院 工学研究院人間科学研究系 准教授 

愛知大学 経済学部経済学科 教授（現在に至る） 

 

（以下、非常勤職歴） 

関西学院大学 産業研究所・学外研究員（2011年 3月まで） 

神戸大学経済学部 非常勤講師（2012年 3月まで） 

九州地区大学一般教育研究協議会 委員（2013年 3月まで） 

西南女学院大学保健福祉学部 非常勤講師（2015年 3月まで） 

福岡教育大学 教員免許状更新講習（2012年 8月まで） 

日本工学教育協会・技術者倫理委員会 オブザーバー委員（2015年 6月まで） 

直方市 中小企業振興政策審議会 会長（2015年 3月まで） 

直方市 産業ビジョン検討部会 部会長（2015年 3月まで） 

公益財団法人未来工学研究所 特別研究員（現在に至る） 

所属学会等 日本公共政策学会 

日本経済政策学会 

日本経済学会 

日本都市学会 

中部都市学会 

日本地域学会 

日本計画行政学会 

 

学会及び社会における活動等 

 年   月                     事        項 

2003年9月 

 

2004年5月 

 

2007年3月 

 

2008年4月 

2008年5月 

2008年10月 

 

〈雑誌寄稿〉BMJ社『リアルエステート マネジメント ジャーナル』2003年9月号 

（「存在感の増すJ-REIT市場」） 

〈学会発表〉日本経済政策学会第61回全国大会 

（「わが国製造業における社会資本の生産力効果と要素間代替・補完性」） 

〈講演〉  財団法人日本住宅総合センター主催講演会  

（人口予測シミュレーションに基づく「東京の新たな都市戦略―「10年後の東京」」） 

〈研究会活動〉専修大学商学部「商業・まちづくり研究会」入会（中心市街地・地域活性化に関する研究会）  

〈雑誌寄稿〉 金融ジャーナル社発行『月刊金融ジャーナル』2008年5月号 

〈研究会発表〉 関西学院大学産業研究所 研究会報告 

（「中堅・中小企業の価格交渉力と標準化・モジュール化～関西中堅・中小企業の事業実態に着目して」） 



2009年2月 

 

2009年4月 

 

2009年6月 

 

2010年1月 

 

2010年4月 

 

2010年9月 

 

2011年1月 

 

2011年2月 

 

2011年3月 

2011年10月 

 

2012年2月 

2012年9月 

2012年10月 

 

2012年4月 

2012年9月 

2013年1月 

 

2013年1月 

 

2013年3月 

2013年9月 

 

2013年10月 

2013年11月 

2013年12月 

 

2014年3月 

2014年10月 

〈テレビ出演〉 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」専門家としてコメント 

（2月26日放送 特集「なぜ低い？ サービス業の生産性」） 

〈雑誌寄稿〉金融財政事情研究会発行『週刊金融財政事情』2009年4月6日発行 

   （「中小企業にはモニタリングを通じ経営資源の再構成と標準化を助言せよ」） 

〈講演〉神戸大学経済学部学生向け特別講義（神戸大学経済経営学会主催講演会） 

（「調査実務における経済分析の応用～計量分析事例を中心に～」） 

〈新聞取材〉『読売新聞』2010年1月27日朝刊『［展望2010］読者の「幸福」を考えたい』 

（「GDPに代わる新しい経済指標」に関して専門家としてコメント掲載） 

〈新聞寄稿〉『生産性新聞』コラム「識者の眼」2009年4月6日記事に掲載 

（地域主権時代の地域自立戦略を考える～地域経済の自立要件とは） 

〈テレビ取材〉NHK報道局あすの日本プロジェクト（「日本の閉塞感について」） 

（「クローズアップ現代」にデータ提供） 

〈学会発表〉日本経済政策学会関東部会 

（「「幸福度」は地域政策の検討に役立つのか～Subjective Well-beingに基づく地域分析の試み～」） 

〈雑誌取材〉東洋経済新報社『週刊東洋経済』3月5日号「アウトルック：「幸福度」指標は必要か」 

（豊かさを測る新たな経済指標に関して専門家としてコメント掲載） 

〈研究会発表〉 関西学院大学産業研究所 研究会報告（「関西経済の個人所得と幸福感」） 

〈新聞取材〉『読売新聞』2011年10月23日朝刊 

   （「幸せってなんだっけ-指標化やアンケ、自治体模索」をテーマに専門家としてコメント掲載） 

〈新聞寄稿〉『生産性新聞』「寄稿」2012年2月5日記事に掲載（幸福感に忠実な社会を実現するためには） 

〈研究会活動〉サービス産業革命研究会北九州支部に参画 

〈雑誌寄稿〉北九州市芸術文化振興財団『ひろば北九州』2012年10月号No.316「研究ファイル」 

   （「地域に根付き始めたライフスタイルビジネス」） 

〈委員会活動〉九州地区大学一般教育研究協議会 委員 

〈委員会活動〉日本工学教育協会「技術者倫理委員会」 オブザーバー委員 

〈テレビ出演〉NHK「こんばんは北九州」専門家としてコメント 

   （1月24日放送 「北九州市の経済と雇用情勢」 

〈テレビ出演〉NHK「北九州市議会議員選挙開票速報」専門家としてコメント 

   （1月27日放送 「北九州市の経済と雇用情勢」 

〈研究会活動〉技術者倫理フォーラムに参画 

〈テレビ出演〉NHK「熱烈発信！福岡NOW」  

   （9月20日放送「福岡県幸福度調査」2013年度調査結果に対するコメント）   

〈委員会活動〉直方市 中小企業振興政策審議会 会長 

〈委員会活動〉直方市 産業ビジョン検討部会 部会長 

（研究会報告）日本公共政策学会関西支部 第38回例会（「幸福度指標は地域政策の検討に活用可能か 

   ～政府・自治体の導入状況と主観的幸福度の地域差に関する実証研究のサーベイ～」） 

〈研究会活動〉Kobe LADS (Kobe Laboratory for Asian Development Studies)にメンバーとして参画 

〈学会発表〉日本都市学会第61 回大会（「家族構成と幸福感の地域分析」） 

 

 



 

研究業績一覧 

 

著書、学術論文等の名称 
単著、 
共著の別 

発行又は 
発表の年月 

発行所、発表雑誌等 
又は発表学会等の名称 

著者等 

Ⅰ 著書 

1『こんな仕事マンいかがですか? 不動産流通業

界編』 

共著 2008年1月 第三企画 著者：RBA・第三企

画作成委員会、鈴木

秀貴、辻隆司 

2『日本経済の明日を読む 2009～問われるグロ

ーバル不況下の耐性』 

共著 2008年12月 東洋経済新報社 著者：みずほ総合研

究所（第 5 章の担当

執筆者、辻隆司） 

3『関西経済の構造と景気指数』 共著 2012年3月 日本評論社 著者：根岸紳 編著

（第 4 章の担当執筆

者、辻隆司） 

4『技術者と社会』 共著 2013年3月 櫂歌書房 編者：九州工業大学

工学府・工学部教育

方法等開発室 

著者：水井万里子、

東野充成、辻隆司 

Ⅱ 論文・調査研究報告書等 

a：学術論文等 

1「企業が変える都心の業務集積－集積の効用と

IT化の影響－」 

共著 2000年秋季 住信基礎研究所調査季報「

あんふぃに」第３７号 

著者：橋本郁子、河

合延昭、辻隆司 

2「東京区部における企業立地とオフィス需要に

関する調査－集積の変化と IT 化の影響－」 

共著 2000年9月  住信基礎研究所発行「都市

と土地」 

著者：橋本郁子、河

合延昭、辻隆司 

3「リバースモーゲージの活用ニーズと普及促進

の方向性」 

共著 2002年1月 住信基礎研究所所報 

 Vol.1、 

著者：渡辺弘二、小

沢理一郎、辻隆司、

松川由紀子 

4「わが国製造業における社会資本の生産力効果

と要素間代替・補完性」 

 

単著 2004年5月 Kobe University, Working 

paper series No.150（日本

経済政策学会第61回全国大

会発表論文） 

著者：辻隆司 

5「食料品製造業における社会資本の生産力効果

」 

 

単著 2004年10月 『六甲台論集』経済学編第

51巻第3号、p15-29 

著者：辻隆司 

6 "Japanese Real Estate Investment Trust 

Market: Empirical Analysis"  

 

共著 2004年 Finance Letters, 2004, 2 

(6), 44-49 

著者：辻隆司、羽森

茂之 

7「立地環境と技術進歩～都道府県別製造業の

TFPの計測とその要因分析～」 

単著 

   

 

2005年6月       

      

 

 

『国民経済雑誌』 第 191

巻第 6 号 レフェリー付き

論文、p1-20、六甲台研究奨

励賞 

著者：辻隆司 

8 "Impact of Social Capital Building on the 

Japanese Manufacturing Sector:  

Empirical Analysis" 

共著 2006年 Eurasian Review of 

Economics and Finance, 

Vol.1 (3), (2006)、1-7 

著者：辻隆司、羽森

茂之 

 

9「地域活性化における企業の役割とは-アンケ

ート調査結果にみる現状と課題」 

共著 2007年9月 みずほ総合研究所発行『み

ずほリポート』p1-26、 

著者：岡田豊、鈴木

秀貴、辻隆司 

10「サービス業の振興を通した地域活性化～地

方圏におけるサービス業の生産性向上に向けて

～」 

単著 2008年5月 みずほ総合研究所Working 

Papers 地域経営シリーズ

p1-5、 

著者：辻隆司 

11「中堅・中小企業の価格交渉力と標準化・モ 共著 2008年8月 みずほ総合研究所『みずほ 著者：太田智之、辻



ジュール化～収益力改善に向けて中堅・中小企

業は何をすべきか～」 

総研論集』2008年 III号、

1-39P 

隆司 

 

12「重要度が増す「幸福度」研究～生活者の視

点に立った新たな行政評価指標の構築に向けて

～」 

共著 2009年9月 みずほ総合研究所Working 

Papers p1-6 

著者：辻隆司、眞鍋

尚行、大塚亮一 

13「中堅・中小企業の価格交渉力と標準化・モ

ジュール化～関西中堅・中小企業の事業実態に

着目して」 

 

単著 2008 年 10月 関西学院大学産業研究所

関西経済と景気循環指数

に関する総合的研究に関

する研究会発表論文（於、

関西学院大学） 

著者：太田智之、辻

隆司 

 

14「「地域主権」時代の地域自立戦略を考える～

地域疲弊の根源を絶つために～」 

単著 2010年2月 みずほ総合研究所Working 

Papers p1-8、 

著者：辻隆司 

15「「幸福度」は地域政策の検討に役立つのか～

Subjective Well-beingに基づく地域分析の試み

～」 

単著 2010 年 12月 み ず ほ 総 合 研 究 所

Working Papers p1-17 

著者：辻隆司 

16「「幸福度」は地域政策の検討に役立つのか～

Subjective Well-beingに基づく地域分析の試み

～」 

 

単著 2011年 1月 日本経済政策学会関東部

会発表論文（於、早稲田大

学）（※2010年 12月 13日

発行のみずほ総合研究所

Working Papers  p1-17

をベースに発表） 

著者：辻隆司 

17「関西経済の個人所得と幸福感」 

 

単著 2011年 3月 関西学院大学産業研究所

関西経済と景気循環指数

に関する総合的研究に関

する研究会発表論文（於、

関西学院大学） 

著者：辻隆司 

18「日本人の幸福の源泉を探る～アンケート調

査結果にみる日本人の主観的幸福度～」 

単著 2011年10月 みずほ総合研究所Working 

Papers p1-13 

著者：辻隆司 

19「わが国製造業における社会資本の生産力効

果と要素間代替・補完性」 

 

単著 2013 年 3月 九州工業大学研究報告 

人文･社会科学編 61号 

P1-20 

著者：辻隆司 

20「パネル時系列分析に基づく社会資本投資効

果の検証」 

 

単著 2013年3月 九州工業大学研究報告 人

文･社会科学編61号 

P21-29 

著者：辻隆司 

21「わが国製造業における産業基盤型社会資本

の生産力効果」 

 

単著 2013年3月 九州工業大学研究報告 人

文･社会科学編61号 

P31-48 

著者：辻隆司 

22「ソーシャルメディアと金融市場」 単著 2014年1月 『国民経済雑誌』第209巻

第1号P13-26 

著者：辻隆司 

23「幸福度指標を巡る国内外の動向に関するサ

ーベイ」 

 

単著 2014年3月 九州工業大学研究報告 人

文･社会科学編62号 

P1-12 

著者：辻隆司 

24「不動産ファンド評価手法の検討～リアルオ

プションアプローチの応用に関する予備的考察

～」 

 

単著 2014年3月 九州工業大学研究報告 人

文･社会科学編62号 

P13-24 

著者：辻隆司 

25「家族構成と幸福感の地域分析」 単著 2014年10月 日本都市学会第 61 回大会

発表論文 

著者：辻隆司 

b:新聞雑誌記事・依頼論文等 

1「時代を牽引する ITビジネス－都心 IT企業の

立地状況－」 

 

共著 2000年9月 住友信託銀行発行 

 Reserch Cafe no.58 

autumn/2000 

著者：橋本郁子、辻

隆司 

2「拡大する Jリート市場」 

 

単著 2002年8月 住友信託銀行発行 

 Reserch Cafe no.68 

summer/2002 

著者：辻隆司 

3「JREIT投資事始め-JREITの投資判断につい

て－」 

 

単著 2002年10月 住友信託銀行発行 

 Reserch Cafe no.69 

autumn/2002 

著者：辻隆司 

4「存在感の増す J-REIT市場」 単著 2003年9月 BMJ社発行『リアルエステ 著者：辻隆司 



 ート マネジメント ジャー

ナル』2003年9月号 

5「地域活性化を進める上での地域金融機関の役

割」 

 

共著 2008年5月 金融ジャーナル社発行『月

刊金融ジャーナル』（2008

年5月号、58頁） 

著者：鈴木秀貴、辻

隆司 

6「サービス業の振興を通した地域活性化～地方

圏におけるサービス業の生産性向上に向けて～

」 

単著 2008年6月 みずほ総合研究所『エグゼ

クティブメモランダム』 

P1-3 

著者：辻隆司 

7「中小企業にはモニタリングを通じ経営資源の

再構成と標準化を助言せよ」 

単著 2009年4月 （社）金融財政事情研究会

発行『週刊金融財政事情』

2009 年 4 月 6 日発行、

p27-30 

著者：辻隆司 

8「地域主権時代の地域自立戦略を考える～地域

経済の自立要件とは」 

単著 2010年4月 日本生産性本部『生産性新

聞』コラム「識者の眼」2010

年 4月 6日記事 

著者：辻隆司 

9「被災者のための復興を考える～コミュニティ

保全を第一に～」 

単著 2011年6月 みずほ総合研究所『エグゼ

クティブメモランダム』 

P1-3 

著者：辻隆司 

10「幸福感に忠実な社会を実現するためには」 単著 2012年2月 日本生産性本部『生産性新

聞』「寄稿」2012 年 2 月 5

日記事 

著者：辻隆司 

11「地域に根付き始めたライフスタイルビジネ

ス」 

単著 2012年10月 北九州市芸術文化振興財団

『ひろば北九州』2012 年

10 月号 No.316 p20～21

「研究ファイル」 

著者：辻隆司 

12「グローバルリーダー教養教育の取組み」 単著 2014年1月 『明専会報』特集・新生「

明専寮」p8~9 

著者：辻隆司 

13「新生「明専寮」におけるグローバル・リー

ダー教育」 

共著 2014年3月 『教育ブレティン』第 10

号p65~74 

著者：前田博、中尾

基、イアン･C･ラッ

クストン、辻隆司 

 
 

以上 

 


