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研究分野

健治

研究内容のキーワード

経営学

スポーツビジネス、イノベーション
学位

最終学歴

博士（経営学）

立教大学大学院経済学研究科博士後期課程中途退学
教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. 経済団体と連携した学生参加型授業

2016年9月

兵庫県商工会連合会、淡路市商工会と連携し、地域企業
のヒアリングを行い、課題の発見と解決について学生に
よるプレゼンを行った（前任校における実績）

2. 経済団体と連携した学生参加型授業

2015年12月

兵庫県商工会連合会、兵庫県多可町商工会と連携し、地
域企業のヒアリングを行い、課題の発見と解決について
学生によるプレゼンを行った（前任校における実績）

1. 大野貴司編著『現代スポーツのマネジメント論』
三恵社

2020年1月刊行予定

スポーツマネジメントに関する、大学院生や研究者向け
のテキストの分担執筆

2. 足立辰雄編著『ビジネスをデザインする
入門』ミネルヴァ書房

経営学

2016年3月

ビジネスをデザイン（構想）する実践力を養う経営学入
門テキストの分担執筆。「第7章 産業界に資金を供給す
る」を担当。

3. 足立辰雄編著『サステナビリティと中小企業』同
友館

2013年3月

続可能な社会づくりと中小企業経営との関わりを学ぶテ
キストの分担執筆。企業事例および第14章「中小企業と
金融機関」担当。

4. 多田道太郎編著『環境文化を学ぶ人のために』世
界思想社

2000年3月

環境問題と経済・社会・文化との関わりを学ぶテキスト
の分担執筆。第15章において、銀行経営と環境問題との
関連を取り上げ､海外事例を交えて解説した。

5. 多田道太郎編著『環境文化を学ぶ人のために』世
界思想社

2000年3月

環境問題と経済・社会・文化との関わりを学ぶテキスト
の分担執筆。第15章において、銀行経営と環境問題との
関連を取り上げ､海外事例を交えて解説した。

2 作成した教科書、教材

3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 日本高等教育評価機構評価員

2008年4月～2011年3月

評価員として第三者評価に従事

2. 環境経営学会サスティナブル経営格付評価委員

2002年7月～2007年３月

サスティナブル経営に関する格付評価に従事

3. 神奈川県庁

1993年4月１日～1995年２月 公営企業部門において経営分析等に重視
28日

4. 国税庁

1988年4月1日～1990年3月31 国税調査に従事
日

4 その他
1. 地域社会連携センター長

2016年4月～2018年3月

前任校（神戸山手大学）における職務

2. 現代社会学部長

2013年4月～2018年9月

同上

3. 自己点検評価委員長

2013年4月～2018年9月

同上

4. 教学部長

2011年4月～2013年3月

同上

5. 入試委員長

2004年４月~2006年３月

同上

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 大野貴司編著『現代スポーツのマ 共
ネジメント論 経営学としてのス
ポーツマネジメント序説』

2020年3月23 三恵社
日初版発行

「第８章 スポーツ産業のイノベーション～脱分化
と身体性の視点から」担当。大野貴司編著、大野貴
司、永田靖、角田幸太郎、奈良堂史、安藤信雄、老
平崇了、庄司直人、久富健治、穐原寿識

2. 佐竹隆幸編著『中小企業のソーシ 共

2017年4月

「第6章

同友館

1

中小企業の社会的責任とソーシャル・イノ

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
ャルイノベーション』

ベーション」を担当した。中小企業が、地域社会に
「なくてはならない存在」としての存立をコミット
することは、経営者の社会的感受性、暗黙知を刺激
し、ソーシャル・イノベーションをもたらす心的源
泉になることを論じた。佐竹隆幸編著、山口隆英、
西岡正、梅村仁、長野寛之、久富健治、藤川健、他4
名。

3. 足立達雄編著『ビジネスをデザイ 共
ンする 経営学入門』

2016年3月

ミネルヴァ書房

ビジネスをデザイン（構想）する実践力を養う経営
学入門テキストのうち、「第7章 産業界に資金を供
給する」を担当した（pp.116－129）。そこでは「１
金融の意義と役割」「２ 銀行経営の不安定性と
不確実性への対応」「３ 連携による地域経済の活
性化」について述べ、銀行経営について経営学的な
観点から初歩的な説明を行った。（A５版、全273頁
）足立辰雄編著、山縣正幸、小松史朗、吉村純一、
上田健作、日野隆生、関智宏、久富健治、布施匡章
、大貝健二、八木俊輔、山下裕介、谷口智彦

4. 久富健治.『現代資本と中小企業 単
の存立―CSR,経営品質、ソーシャ
ル・イノベーション―』（実践経
営学会第48期学会賞受賞）

2015年6月

同友館

資本の現代的変容の側面から中小企業の存立を論じ
た。CSR（企業の社会的責任）を企業（資本）と市民
社会との弁証法的関係の中で把握し、グローバリズ
ムとローカリズムの狭間で存立する中小企業を、問
題性を孕む主体ではなく、共同性を備えた独自のCSR
にもとづき、経営品質向上やソーシャル・イノベー
ションを展開しうる可能性に満ちた主体として位置
づけた。（A5版、全238頁）

5. 足立達雄編著.『サステナビリテ
ィと中小企業』

共

2013年3月

同友館

第4章「CSR優良企業調査の分析」において、「川端
運輸株式会社」「英貴自動車株式会社」（中国およ
び北米への事業展開）を担当。
また、第14章「中小企業と金融機関」を担当し、地
域金融機関のCSRの特徴を地域密着型金融と把握し、
その独自の性質について検討した。「地域密着型金
融」は銀行行政の要請から生まれた政策言説であっ
たが、地域金融機関によるCSR実践の中で、地域社会
の多様な課題解決を担う主導的な立場を正当化する
ための戦略言説に変換されたことを指摘した。（pp.
235-249）共同執筆者：足立辰雄編著、井上尚之、山
縣正幸、長岡正、服部静枝、長谷川直哉、中道眞、
関智宏、久富健治、小松史郎

6. 多田道太郎編著『環境文化を学ぶ 共
人のために』

2000年3月

世界思想社

第15章担当。環境問題と企業経営との関係を考える
題材として、特に銀行経営と環境問題との関連を取
り上げ､海外事例を交えて解説したものである。両者
は一見無関係であるが､銀行は資本の配分を媒介する
機能を担っており､環境に与える影響は大きい｡また
、環境政策には環境コストの社会的配分という問題
がつきまとうが、そのことに銀行機能がどのように
関わるかについても欧州の政策事例によりつつ解説
した。(244-256頁)共同執筆者：多田道太郎、河合隼
雄、小関三平､田辺昭三､佐原真､島田彰夫､井上道雄
、中西眞弓、奥村彪生、三村昌義、井口樹夫、塩崎
俊彦､信時哲郎､内田満､福原栄太郎､大野篤一郎、岩
本一善、加藤恵介､小森星児､山本賢治、吉岡英二、K
.H.Feuerherd、後藤安子、久富健治、中野加都子(B6
版、276頁)

7. 久富健治.『銀行業と政治経済シ 単
ステム―国家・市場・環境』（実
践経営学会学術奨励賞受賞）

1998年6月

時潮社

本書は、営利企業としての銀行業が担う社会的機能
について､国際政治経済学的な観点から分析を試みた
ものである｡社会における銀行業の意味を考える場合
、真空な市場概念だけでは不十分で、国家（国際社
会）､市民社会及び環境倫理との関わりにおいても検
討する必要がある。特に、欧米の環境政策の事例に
よりつつ、国家の環境政策が銀行業の環境経営に与
える影響について検討した。(Ａ5版､全214頁)。

1. 資本の現代的変容と中小企業の存 単
立に関する研究～CSR,経営品質、
ソーシャルイノベーション

2016年3月

博士論文（論博
県立大学）

2. 開発途上国のインフレーションに 単
関する考察～戦後アルゼンチンを
題材に

1993年3月

修士論文（立教大学）

2 学位論文

3 学術論文

2

兵庫

資本の現代的変容の側面から中小企業の存立を論じ
た。CSR（企業の社会的責任）を企業（資本）と市民
社会との弁証法的関係の中で変動するものと把握し
たうえで、中小企業の社会的責任を概念規定し、中
小企業経営者による地域社会へのコミットメントが
経営品質の向上とソーシャル・イノベーションをも
たらすことを指摘し、社会的責任（CSR）と経営品質
とソーシャル・イノベーションとの論理的関係を提
示した。
開発途上国としての戦後アルゼンチンのインフレー
ションについて考察した。労働組合、資本家、大土
地所有階級との階級対立や途上国独自の開発政策の
失敗によって、インフレが激化し、ハイパーインフ
レを招いたメカニズムについて検討した。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

3 学術論文
1. スポーツ言説の特徴とスポーツ産 単
業のイノベーションの関係につい
て

2019年6月

実践経営学会編『実践
経営学会機関誌』第56
号、pp.135-144

2. スポーツを起点としたソーシャル 単
イノベーション：イベント、ファ
シリティ、そしてツーリズム

2018年12月

神戸山手大学編『神戸
山手大学紀要』第20号
、pp.127-137

3. イノベーションの可能態としての 単
スポーツ～レバレッジとしてのツ
ーリズム～

2018年11月

実践経営学会関西部会
『関西実践経営』第56
号、pp.1-15

4. スポーツ産業のイノベーションの 単
性質について～戦略としての脱分
化の視点から～

2017年11月

実践経営学会関西部会
『関西実践経営』第54
号、pp.1-15

5. ポスト・フォーディズム時代にお 単
ける銀行業の戦略的CSRの概念フ
レームに関する考察（大銀協フォ
ーラム研究助成特別賞受賞）

2013年2月

大阪銀行協会研究助成
論文集18号

6. 震災後の中小企業の環境経営の取 共
り組みについて－兵庫県西播磨地
区商工会の調査結果を踏まえて－

2013年11月

環境経営学会編『サス
テナブルマネジメント
』12巻2号

7. 社会的領域の接合類型を中心とし 単
たCSR言説の変容の考察

2012年7月

実践経営学会『実践経
営』第49号

8. CSRの系譜学～社会的課題の接合
をめぐって

2011年11月

環境経営学会編『サス
テナブルマネジメント
』11巻1号

2009年2月

大阪銀行協会研究助成
論文集14号

単

2006年12月

神戸山手大学編、神戸
山手大学紀要第9号

11. 環境経済学における貨幣的アプロ 単
ーチの若干の問題点

2006年12月

神戸山手大学編、神戸
山手大学紀要第8号

12. .銀行の社会的責任の生成論理の 単
研究～序論および仮説の提示（大
銀協フォーラム研究助成特別賞受
賞）

2004年2月

大阪銀行協会研究助成
論文集9号

13. 地域経済と名目経済

2004年12月

神戸山手大学編、神戸
山手大学紀要第6号

14. 金融機関の環境情報開示～その意 単
義と範囲について

2002年3月

実践経営学会編、実践
経営vol.39

15. 企業と環境コミュニケーション～ 単
試論

2002年12月

神戸山手大学編、神戸
山手大学紀要第5号

16. .民間銀行が環境経営に取り組む 単
契機について～誘因としての環境
リスクを中心に

2002年10月

環境経済・政策学会年
報第7号

17. 環境経営と銀行業 ～環境リスク 単
対策と持続可能な社会への貢献～
（大銀協フォーラム研究助成受賞
）

2001年2月

大阪銀行協会研究助成
論文集第5号

18. 地域通貨とコミュニティ～いわゆ 単
るエコマネーについての覚書～

1999年11月

神戸山手大学編、神戸
山手大学紀要第1号

19. 貸し手責任と環境保護～銀行の環 単
境リスクマネジメント

1998年3月

実践経営学会編、実践
経営vol.35

20. 自然環境と社会環境～銀行の環境 単
配慮型経営とモニタリング～

1998年3月

神戸山手女子短期大学
環境文化研究所編、環
境文化研究所紀要第2号

21. 決済システムの質的変化と銀行業 単
務への影響

1997年3月

実践経営学会編
経営vol.33

22. 銀行業務と銀行行政の展望に関す 単
る考察～決済機能を中心として（
大銀協フォーラム研究助成受賞）

1997年2月

大阪銀行協会研究助成
論文集1号

23. 金融機関と環境責任～環境法政策 単
・費用配分・インセンティヴ効果
～

1997年12月

神戸山手女子短期大学
神戸山手女子短期
大学紀要第40号

24. 銀行業務の将来シナリオ～金融持 単
株会社・ナロウバンク・範囲の経
済効果

1997年11月

実践経営学会編 実践経
営vol.34

25. 環境保護価値の市場経済への浸透 単
について～銀行業界の事例より～

1997年10月

神戸山手女子短期大学
環境文化研究所編、環
境文化研究所紀要第1号

26. 銀行取付と決済システムの頑健性 単

1996年12月

神戸山手女子短期大学

単

9. 金融CSRの社会経済的考察～銀行 単
業のCSR対応型ビジネスモデル構
築のために（大銀協フォーラム研
究助成特別賞受賞）
10. 会社をめぐる言説について

単

3

実践

概要
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3 学術論文
刊 神戸山手女子短期
大学紀要第39号
27. ポスト・バブル時代の金融規制の 単
展望について

1995年3月

実践経営学会編
経営vol.31

実践

28. 地域金融機関と市民的規制

単

1995年12月

実践経営学会編
経営vol.32

実践

29. インフレーション研究の理論的基 単
礎に関する若干の考察

1995年12月

立教経済学論叢第44号

30. 日本の金融構造の変動に関する考 単
察～分業主義制度の変遷を手がか
りに～

1995年12月

神戸山手女子短期大学
神戸山手女子短期大
学紀要第38号

31. 開発途上国インフレーションの動 単
態について ～開発政策と階級構
造 の視点から

1993年6月

立教経済学論叢第43号

32. 価値収奪とハイパーインフレーシ 単
ョン

1991年12月

立教経済学論叢第41号

1. スポーツの性質および言説とスポ 単
ーツ・ビジネスモデルとの関連に
ついて

2019年9月7
日

実践経営学会第62回全
国大会（金沢星陵大学
）

2. スポーツ言説の特徴とスポーツ産 単
業のイノベーションの関係につい
て

2018年9月9
日

実践経営学会第61回全
国大会（神戸山手大学
）

3. 資本の現代的変容とCSR～スポー 単
ツ産業のイノベーションをめぐっ
て

2018年9月18 工業経営研究学会環境
日
経営学研究分科会報告
（追手門学院大学）

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況
1. 【受託研究】小規模事業者の経営 共
実態に関する受託研究報告書～兵
庫県淡路市における小規模事業者
に対する質問紙調査より

2017年2月

兵庫県商工会連合会、
淡路市商工会

兵庫県淡路市の商工会加盟企業について、海外事業
展開、第二創業、ソーシャル・イノベーションの動
向について質問紙・ヒアリング調査を実施した。久
富健治、八木寛之、山下紗矢佳

2. 【受託研究】.小規模事業者の経 共
営実態に関する受託研究報告書～
兵庫県多可町における小規模事業
者に対する質問紙調査より

2016年2月

兵庫県商工会連合会、
多可町商工会

兵庫県多可町地区の商工会加盟企業について、海外
事業展開、第二創業、ソーシャル・イノベーション
の動向について質問紙・ヒアリング調査を実施した
。久富健治、飯嶋香織、山下紗矢佳。

3. 【研究助成】ポスト・フォーディ 単
ズム時代における銀行業の戦略的
CSRの概念フレームに関する考察

2013年2月

大阪銀行協会

4. 【受託研究】経営及び環境問題の 共
取り組みに関する調査結果 ～３
．１１以降の中小企業の環境経営
～

2012年3月

兵庫県商工会連合会、
西播磨地区商工会連絡
協議会

5. 【研究助成】金融CSRの社会経済
的考察～銀行業のCSR対応型ビジ
ネスモデル構築のために

単

2009年2月

大阪銀行協会

6. 【研究助成】銀行の社会的責任の 単
生成論理の研究～序論および仮説
の提示

2004年2月

大阪銀行協会

7. 【研究助成】環境経営と銀行業
単
～環境リスク対策と持続可能な社
会への貢献～

2001年2月

大阪銀行協会

8. 【研究助成】銀行業務と銀行行政 単
の展望に関する考察～決済機能を
中心として

1997年2月

大阪銀行協会

兵庫県西播磨地区の商工会加盟企業について、震災
後の環境経営や海外事業展開について質問紙調査し
た。久富健治、井上尚之、飯嶋香織。

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2020年５月４日朝刊23面

「企業とスポーツ」に関する新聞取材

2. 2020年４月１日～

実践経営学会理事

4

日刊工業新聞

学会及び社会における活動等
年月日

事項

3. 2012年4月~2015年3月

環境経営学会学会誌編集委員

4. 2012年4月2015年3月

環境経営学会幹事

5. 2008年4月~2011年3月

日本高等教育評価機構評価員

6. 2002年7月~2007年3月

環境経営学会サスティナブル経営格付評価委員

7. 1997年1月~1999年12月

尼崎市立保育所受託法人選考委員会委員
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