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１９４６年９月８日生まれ　　東京都出身

学　歴

　１９７０年３月　横浜市立大学商学部経済学科卒業

　１９７１年４月　慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程入学

　１９７３年３月　慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了

　１９７３年４月　慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程入学

　１９７９年３月　慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学

学　位

　博士（経済学）　（慶應義塾大学、１９９９年７月）

職　歴

　１９８１年４月　駒澤大学経済学部非常勤講師（１９８２年３月まで）

　１９８２年４月　熊本女子大学助教授（１９９４年３月まで）

　１９９４年４月　熊本県立大学教授（２０１２年３月まで）

　１９９４年４月　熊本県立大学評議員（兼務、１９９５年３月まで）

　１９９５年４月　熊本県立大学学生部長（兼務、１９９９年３月まで）

　２００２年４月　熊本県立大学総合管理学部長・大学院アドミニストレーション

研究科長（兼務、２００６年３月まで）

在外研究

　１９８９年９月　フランスパリ第１０大学（ナンテール）及びシアンス・ポリティーク

（１９９０年８月まで）（文部省公立医科大学等経常費等補助金

（在外研究員費）による）

（なかみや てるたか）
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賞　罰

　２００３年４月　総務大臣表彰

本務校以外で勤めた非常勤講師（兼任）

　熊本学園大学

　九州ルーテル学院大学

　九州看護福祉大学

　慶應義塾大学通信教育部

　尚絅大学

　一橋大学（経済研究所）

　尚絅短期大学

　熊本県立保育大学校

　税務大学校（熊本）

所属学会

経済学史学会、金融学会、信用理論研究学会、証券経済学会、経済理論学会、

生活経済学会、フランス経済学会

社会での活動

　学会

　　生活経済学会理事・九州部会長

　　証券経済学会年報編集委員

　　経済学史学会西南部会幹事

　審議会等

　　熊本県信用保証協会外部評価委員会委員・委員長

　　熊本県立図書館協議会委員・座長・会長

　　人吉市行財政経営検討委員会委員・座長

　　菊池市第３セクター経営検討委員会委員・委員長
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　　宇土市行財政改革審議会委員・会長

　　「熊本ＭＬＯ」委員

　　熊本県中小企業融資制度のあり方に関する検討会・座長

郵便局株式会社九州支社地域貢献業務実施計画の意見聴取等に関する九州

会議委員

　　九州郵政事業懇談会委員

　　熊本・アジアパートナーシップ事業実行委員会会長

　　アジアネットワークフォーラム実行委員会委員

　　熊本市国際交流振興事業団評議員

　　熊本県消費生活審議会委員・副会長

　　熊本県大規模小売店舗審議会委員

著　書

　単著

　　『シスモンディ経済学研究』（三嶺書房、１９９７年１０月）

　共著

　　『マルサスと同時代人たち』（飯田・出雲・柳田編著、日本経済評論社、

２００６年１１月）

　　『経済思想　第６巻』（大田一廣編、日本経済評論社、２００５年１０月）

　　『新千年紀のパラダイム―アドミニストレーション―』（上巻）（熊本県立

大学総合管理学会編、九州大学出版会、２００４年５月）

　　『経済社会のダイナミズム』（秋山・立山・松尾編、税務経理協会、２００１年

１１月）

　　『エコノミックス事始め』（小谷・伊木・安部・池尾編著、ミネルヴァ書房、

１９９９年９月）

　　『経済学８８物語』（根井雅弘編、新書館、１９９７年２月）

　　『市場経済の思想像』（中村廣治編著、九州大学出版会、１９９４年４月）

　　『制度・市場の展望』（岡村東洋光他編著、昭和堂、１９９４年３月）
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　　『エコノミックスへのすすめ』（小谷・森・安部編著、ミネルヴァ書房、

１９９３年５月）

　　『経済学の射程・歴史的接近』（稲村勲編著、ミネルヴァ書房、１９９３年４�

月）

　　『経済学史―課題と展望―』（経済学史学会編、九州大学出版会、１９９２年１１

月）

　　『現代の金融―理論と実状―』（飯田裕康編著、有斐閣、１９９２年８月）

　　『図説ヨーロッパの証券市場　１９９２年版』（�日本証券経済研究所編、�日

本証券経済研究所、１９９２年４月）

　　『現代生活の諸問題』（熊本女子大学生活科学研究会編、明文書房、１９９１

年９月）

　　『経済原論　第二版』（北古賀勝幸編著、ミネルヴァ書房、１９８９年７月）

　　『日本の経済社会を考える』（岡本悳也・佐藤誠編著、文眞堂、１９８７年５月）

　　『新版　経済学史』（小林・杉原編著、有斐閣、１９８６年８月）

　　『古典派経済学研究（Ⅲ）』（早坂忠編、雄松堂出版、１９８６年２月）

　　『生活経営―社会科学的接近―』（加勢川堯他共著、明文書房、１９８４年３月）

論文（すべて単著）

「『ビブリオテーク・ブリタニク』誌とピエール・プレヴォ―効用原理と道徳

哲学―」（熊本県立大学総合管理学会『アドミニストレーション』第１８巻

１・２合併号、２０１１年１１月）

「ピエール・プレヴォにおける道徳哲学と経済学」（熊本県立大学総合管理

学会『アドミニストレーション』第１７巻３・４合併号、２０１１年３月）

「ピエール・プレヴォの生涯と業績」（熊本県立大学総合管理学会『アドミ

ニストレーション』第１６巻３・４合併号、２０１０年３月）

「シスモンディと周囲の人々との交流の一齣」（熊本県立大学総合管理学会

『アドミニストレーション』第１５巻３・４合併号、２００９年３月）

「シスモンディ経済思想の淵源」（科学研究費補助金研究成果報告書（課題番
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号１４２０３００２）、２００５年６月）

「シスモンディ擬制資本論再考―歴史的背景と現代的意義―」（証券経済学会

編『証券経済学会年報』３０号、１９９５年５月）

「シスモンディにおける市場問題と欲求について―１８世紀フランス経済学と

の関連で―」（『熊本女子大学学術紀要』第４５巻、１９９３年３月）

「フランスにおける金融システムの変化―金融・資本市場の拡大とユニバー

サル・バンク化―」（『熊本女子大学学術紀要』第４４巻、１９９２年３月）

「国際的資金移動の変化と信用創造―ユーロカレンシー市場を中心にして

―」（金融学会編『金融学会報告』６６号、１９８８年７月）

「マルクス『省察（���������	）』における恐慌・信用論―マルクスとシスモ

ンディ―」（『三田学会雑誌』７６巻５号、１９８３年１２月）

「熊本県における産業と輸出の動向」（熊本女子大学『生活文化研究』１巻１

号、１９８３年３月）

「シスモンディにおける無形資本の概念について―信用論の一側面―」（『三

田学会雑誌』７１巻６号、１９７８年１２月）

「シスモンディの信用論―銀行信用を中心にして―」（『三田学会雑誌』７１巻

５号、１９７８年１０月）

辞典・事典

「シスモンディ」（的場昭弘他編『新マルクス学事典』、弘文堂、２０００年６月）

「シスモンディ」（経済学史学会編『経済思想史辞典』、丸善、２０００年１月）

「セー」・「バスティア」（『日本大百科全書』、小学館、１９８４－８９年）

書　評

上野　喬著『ミシェル・シュヴァリエ研究』木鐸社、１９９５年、３８８��（『経済

学史学会年報』第３号、１９９６年１１月）

飯田裕康・川波洋一編著『現代信用論の基本課題』有斐閣、１９９４年、����２６４��

（『三田学会雑誌』８８巻３号、１９９５年１１月）
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吉田静一著『フランス古典経済学研究―シモンド・ド・シスモンディの経済

学―』有斐閣、１９８２年、����２９３��（『土地制度史学』第１０４号（２６巻４号）、

１９８４年７月）

岡田純一著『フランス経済学史研究』御茶ノ水書房、１９８２年、３７３��（『三田

学会雑誌』７６巻２号、１９８３年６月）

ミカエル・ブリーニー著『過少消費説―歴史と批判的分析―』（��������	���
����

���������	
��������������������������������	�
����
���������������	�

��������	
�����	１９７６�（『三田学会雑誌』７０巻６号、１９７７年１２月）

科学研究費補助金による研究・出版

　単独（研究代表者）

２００８年度～２０１０年度、基盤研究�「シスモンディ経済思想とその淵源」（課

題番号２０５３０１７０）

１９９６年度、研究成果公開促進費「シスモンディ経済学研究」

１９９４年度、一般研究�「シスモンディ経済学の体系的研究―１８世紀英仏経

済学との関連で―」（課題番号０６６３０００９）

　共同（研究分担者）

２００２年度～２００４年度、基盤研究�「マルサスと同時代人たちの社会経済思

想」（課題番号１４２０３００２）

１９８８年度～１９９０年度、国際学術研究「中国農業現代化過程の農業構造の変

化と当面する政策課題の日中共同研究」（課題番号０１０４４１２４）

受託研究・地域貢献研究等

地域貢献研究「県南地域における企業誘致のポテンシャルについて」（２００９年

度地域貢献研究）（『報告書』　２０１０年８月）

受託研究『男女共同参画に関する阿蘇地域アンケート調査報告書』（２００８年３

月）

受託研究『高森町草部地区の総合的な振興策への提言』（２００６年３月）
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西日本新聞社との共同調査「九州４８新自治体合併効果調査」（２００５年１０月２４日

『西日本新聞』１、３、１６－１７面（無署名記事））

地域貢献研究「九州新幹線全線開通を活用した宇城地域活性化策の研究」

（２００４年度地域貢献研究事業）

委託調査『完全学校週５日制の下での地域教育力の充実に向けた実態・意識

調査』（寄ろ会みなまた・水俣市教育委員会委託調査、２００４年３月）

地域貢献研究「熊本県下の市町村における行政運営の効率化に関する調査研

究」（２００１年度地域貢献研究事業）

地域貢献研究「ベンチャー企業の創業プロセスと支援施策」（１９９９年度地域貢

献研究事業）

調査報告『金利の自由化と地域金融』（九州郵政局保険部、１９８７年３月、総頁

数１５９。担当部分：「第２章　わが国における金融システムの変化―アメリ

カにおける金融革命との関連で―」）

調査報告『金融システムの変化と郵便貯金』（九州郵政局、１９８５年３月、総頁

数１２６。担当部分：「第３部　金融システムの変化経営」）

その他（随筆・新聞コラム記事（署名入り）等）（すべて単著）

「『シスモンディに魅せられて』―私の近況報告―」（熊本県立大学同窓会・

紫苑会福岡支部『紫苑ふくおか』第１９号、２０１０年１０月１０日）

「動産担保融資　在庫を担保に資金調達」（『熊本日日新聞』（くまもと経済教

室）２０１０年６月１１日）

「植物工場②　畑のなかで年中ハーブ生産」（『熊本日日新聞』（くまもと経済

教室）２０１０年６月４日）

「植物工場①　農商工連携で地域経済活性化」（『熊本日日新聞』（くまもと経

済教室）２０１０年５月２８日）

「熊本港の利活用　望まれる港湾施設の拡充」（『熊本日日新聞』（くまもと経

済教室）２０１０年５月２１日）

「経済の国際化と熊本港の利活用」（熊本県立大学『熊本学のススメ―地域学
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入門―』、２００８年４月）

「官の役割、民の役割、学の役割」（九州郵政局貯金部『九州金融懇談会―２０

年のあゆみ―』、２００３年３月）

「フランス経済思想の課題と変遷」（慶應義塾大学通信部『三色旗』５５３号、

１９９４年４月）

「経済学の『万屋』」（慶應義塾『三田評論』（研究余滴）、１９９３年５月）

「『女子大生は活気がない』か？」（『熊本日日新聞』（青春倶楽部・大学散歩）、

１９９１年３月８日夕刊）

「私にとって生活の質とは　各地域から・九州」（�日本女子社会教育会・家

庭科学研究所『家庭科学』５５巻３号、１９８８年１２月）

「“円高”と国際化」（熊本県福祉生活部県民生活総室『くまもと　物価とく

らし』１１１号、１９８７年１月３１日）

「為替レートと物価」（熊本県福祉生活部県民生活総室『くまもと　物価とく

らし』９４号、１９８５年３月３１日）

「“マネー・サプライ”と物価」（熊本県福祉生活部県民生活総室『くまもと

　物価とくらし』　９３号、１９８５年２月２８日）

学会（全国大会・地方部会）・研究会（全国規模）における報告（すべて単独）

２０１１．１１．０５　「ピエール・プレヴォとシスモンディ―経済思想における功

利主義的要素―」経済学史学会第７５回全国大会（京都大学）

２００５．１２．１０　「シスモンディ経済思想の淵源」経済学史学会西南部会（第

１００回）

２００５．１１．２６　「貯蓄から投資へ」（九州部会５０回記念パネルディスカッショ

ン・パネリスト）証券経済学会九州部会（第５０回、熊本学

園大学）

１９９８．０６．２８　「中宮光隆著『シスモンディ経済学研究』について―著者に

よる要約と質疑・討論―」経済学史学会西南部会（第８５回、

熊本県立大学）・研究会
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１９９８．０６．２７　「「経済学説史上におけるシスモンディの特徴」 をめぐっ

て」経済学史学会西南部会（第８５回、熊本県立大学）

１９９４．０３．１９　「シスモンディ擬制資本論再考―歴史的背景と現代的意義

―」証券経済学会九州部会（西南学院大学）

１９９２．０７．２０　「フランスにおける銀行のユニバーサル・バンク化について」

ヨーロッパ資本市場研究会（証券経済研究所）

１９９１．１２．２２　「シスモンディにおける産業論とディリジスム―重層構造の

経済学―」“経済学の交流と対抗”研究会（一橋大学）

１９９１．１２．０７　「フランスにおける金融システムの変化―金融・資本市場の

拡大とユニバーサルバンク化―」金融学会西日本部会

１９９１．０６．２９　「古典派経済学とシスモンディ」フランス社会・経済思想史

研究会

１９９１．０５．２２　「ＥＣ市場統合とフランスの金融システム」ヨーロッパ資本

市場研究会ＥＣ部会（証券経済研究所）

１９９１．０１．２６　「古典派経済学とシスモンディ」経済学史学会西南部会（第

７０回、九州大学）

１９９０．１２．１５　「フランスの金融システムと個人貯蓄の推移」生活経済学会

九州部会（九州大学）

１９８７．０７．０９　「スミスとシスモンディ―シスモンディ分業論を中心に―」

慶應義塾三田経済学会

１９８７．０５．３１　「国際的資金移動の変化と信用創造―ユーロ・カレンシー市

場を中心として―」金融学会昭和６２年度春季大会（慶應義

塾大学）

１９８４．１１．１０　「シスモンディの恐慌論」経済学史学会第４８回全国大会（東

北大学）

１９８３．０１．３０　「シスモンディの経済思想」経済学史学会西南部会（第５４回、

熊本商科大学）・研究会

１９８３．０１．２９　「シスモンディ恐慌論とマルクス」経済学史学会西南部会
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（第５４回、熊本商科大学）

１９７９．１１．１１　「シスモンディの信用論」経済学史学会第４３回全国大会（南

山大学）

学会（全国大会）における座長（共同）・コメンテーター（単独）等
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２００９．０６．１４　第２５回生活経済学会研究大会（岡山商科大学）・自由論題研究

報告・セッション「労働・政策効果分析」座長

２００６．０６．１０　第２２回生活経済学会研究大会（小樽商科大学）・自由論題研究

報告・セッション「金融Ⅰ」座長

１９９７．０４．２７　第１３回生活経済学会研究大会（熊本学園大学）・共通論題研究

報告「金融不安下の生活経済」コメンテーター

講演・シンポジウム等（すべて単独）

２０１２．０３．０９　財務省九州財務局「地域密着型金融に関するシンポジウム」

パネルディスカッション・コーディネーター

２０１２．０１．２６　講演「経済協力協定と日本経済」熊本県立大学卒業生研究会

２０１１．１２．１３　講義「小さな国の偉大な人たち―１９世紀スイスの経済学者と

現代世界経済―」九州巡回リレー講義・熊本県立大学おお

いた講演会

２０１１．１１．１３　講義「経済協力協定と日本経済」進学ガイダンスセミナー

２０１１　崇城大学

２０１１．０２．０５　パネルディスカッション「盆地型産業を展望する―地域自ら

が明るく未来を拓くために―」パネリスト　あさぎり町

２０１１．０２．０４　講演「スイス・ジュネーヴと１９世紀フランス語圏経済学者」

熊本ロータリークラブ例会卓話
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２０１１．０２．０２　財務省九州財務局「地域密着型金融に関するシンポジウム」

パネルディスカッション・パネリスト

２０１０．１２．１０　出張講義「世界同時不況と経済協力―����、���、���、�２０、

�������―」熊本県立天草高等学校

２００８．１１．２４　講演「お金・今昔物語―貨幣誕生からの歩み―」熊本県民カ

レッジ・消費者問題コース

２００８．１０．０９　出張講義「サブプライム問題と世界経済」熊本県立東稜高等

学校

２００８．０７，１８　講演「経済の国際化と熊本港の利活用」熊本経済同友会国際

部会

２００８．０６．０１　講演「お金“昔”物語―貨幣誕生からの歩み―」熊本県民カ

レッジ・消費者問題コース

２００７．１１．１０　熊本県立大学創立６０周年記念シンポジウム「秋・進歩…大学

と活力―世界の動向、自分の行動―」パネルディスカッ

ション・コーディネーター

２００７．１０．１８　講演「暮らしと経済―貯蓄・投資の知識―」熊本市消費者セ

ンター

２００７．０８．０４　講義「現代版『カネは天下の回りもの』―日本と世界の経済

の 現 状 を 知 ろ う ―」熊 本 県 立 大 学 創 立６０周 年 記 念

���������		�
�

２００７．０７．１８　出前授業「日本経済の現状と展望」熊本県立鹿本高等学校

２００７．０３．１４　講演「経済講演会」日本郵政公社九州支社

２００６．０７．２８　出張講義「熊本県立大学で何を学ぶのか」熊本県立河浦高等

学校

２００６．０３．１０　ゆうちょシンポジウム２００６「いきいきと暮らせるまちを目指

して―くまもと未来予想図―」パネルディスカッション・

コーディネーター

２００５．０５．２５　講演「熊本経済を占う①　熊本の経済と地方銀行再編」熊本
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県民カレッジ・経済コース

２００４．０８．０９　講演「熊本経済の現状と展望―不況からの脱出？―」くまも

と県民カレッジ（熊本県生涯学習推進センター）

２００４．０１．２４　講演「マネーが世界を席巻するのはなぜか―変貌する金融市

場を学んでみたら―」くまもと県民カレッジ（熊本県生涯

学習推進センター）

２００２．１２．１４　生活経済学会公開シンポジウム「地域の生活経済と情報・金

融サービス」コーディネーター

２００１．０１．２２　講演「これからの国際交流のあり方」東町中学校

２０００．０３．１８　パネルディスカッション「タイと熊本～私たちにできること

～」（熊本・アジアパートナーシップ　タイ派遣プログラ

ム・帰国報告会）コーディネーター

２０００．０２．０７　熊本県健康福祉部「少子化社会を考える企業トップセミナー」

パネルディスカッション・パネリスト

１９９９．０７．２３　国際協力フォーラム「国際協力の現状紹介と国際協力機関で

働くためのアドバイス」パネルディスカッション・コー

ディネーター

１９９９．０７．０２　講演「最近の日本経済について」韓国研修団（於：熊本県立

大学）

１９９８．０２．１３－１５　アジアネットワークフォーラム（プレ・イベント、パネ

ルディスカッション、分科会、全体会）「共存―協力・競争

～アジアのなかの熊本～」総合コーディネーター

１９９５．０８．２９　講演「『デフレ経済』下の郵便貯金」九州郵政局職員研修

１９９１．０７．１９　講演「暮らし・金融・資産」熊本県婦人大学講座

１９９０．１２．１０　講演「金融ビッグバンと私たちの暮らし」熊本市

１９８８．０８．０４　講演「円高日本とこれからの経済展望」熊本県田浦町教養セ

ミナー

１９８８．０７．２１　講演「円高と省資源」省資源国民運動地方連絡会議（熊本市）
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１９８８．０５．　　講演「財テクブームと金融革命」熊本社会保険センター教養

講座

１９８６．１１．２６　講演「財テク・ブームと私たちの生活」熊本女子大学公開講

座・地域講演会（牛深会場）

１９８６．０４．２３　講演「円高と国民生活」熊本県立保育大学校・新入生研修

１９８５．０８．０１　講演「生活と貯蓄」熊本県婦人大学講座

１９８５．０６．１１　講演「金融イノベーションと金融政策」

１８８３．０８．　　講演「金融の自由化と円の国際化」本渡市夏季講座（熊本県

本渡市）

１８８２．０８．　　講演「（演題不明）」熊本県婦人大学講座

海外調査・海外派遣（長期海外研修、科学研究費補助金のうち基盤研究に係る

もの、および教育の一環としての渡航は除く）

１９９９．０１．３０－１９９９．０２．０５　ベトナム社会主義共和国にてＮＧＯとの現地

交流・視察（ボランティア貯金振興会）

１９９７．０７．１３－１９９７．０７．２０　アメリカ合衆国モンタナ州立大学ボーズマン

校および同ビリングス校との学生交流協定締結の事前打ち

合わせ、およびインカーネットワード大学（テキサス州サ

ン・アントニオ市）との交流可否に関する調査

１９９６．１２．１７－１９９６．１２．１２　タイ国で、アジアネットワークフォーラムの

パネリスト予定者との事前打ち合わせ。

１９９６．１０．２６－１９９６．１０．２９　大韓民国祥明大学校（天安校）との学生交流

協定締結の事前打ち合わせ

１９８８．１１．０５－１９８８．１１．２９　科学研究費補助金（国際学術研究）により中

華人民共和国・北京市、煙台市、阜陽市、および南京市各

近郊の農業・農村調査
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