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大都市郊外地域は、急速な高齢化に伴う活力低下が顕著である。だが、高度成長期
を支えた高学歴の高齢者層が集積する特異な地域であるとともに、都市中心性と辺
境性を併せ持ち社会環境面でも自然環境面でも数多くの有用な資源を持つ。本事業
は、多摩ニュータウンをモデルに、活力ある高齢者層の社会参画を核に、情報技術
と経営学的手法を組み合わせ地域の問題解決を実践し、大都市郊外型高齢化に立ち
向かう研究をブランド化する。

審査希望分野

イメージ図

事業概要

5年 収容定員
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２．事業内容（２ページ以内）

多摩大学

（１）事業目的

■本学の歴史
　本学は、多摩という地域の名を冠して経営情報学部のみの単科大学として1989年に開学した。当時はバブル
期の最中であり、バブル後の失われた時代、平成という時代と歩みを同じくして歴史を刻んできた。2007年に
はグローバルスタディーズ学部を新設し、学部・大学院・研究開発機構・総合研究所・各センターが一体とな
り、地域性を深く追求することが世界のダイナミズムと繋がるという基本認識のもとにグローバルとローカル
の相関性を見つめ、多摩地域に関して地歴的特性を重視した研究を深めてきた。そして2008年より、これを教
育・研究・地域貢献に活かすプログラム「多摩学」として一体的に開発するとともに、産官民学の連携機能を
果たすプロジェクト遂行型組織「大いなる多摩学会」の設立・運営を主導してきた。
　また、開学20周年を機に2009年には教育理念を「現代の志塾」と定め、学長寺島実郎のリーダーシップのも
とに、時代認識を持ち実学を重視して社会の問題解決に取り組む人材、高い志を抱く人材を少人数教育により
育成している。

■本学を取り巻く状況と課題
　本学は、多摩地域を「東京都多摩地域のみならず、多摩川流域と相模川流域にはさまれた地域」との独自の
圏域を設定している。この地域は、開学時はニュータウンに高度成長を牽引した団塊世代が集積し、都心の
ベッドタウンの機能を果たしていた。だが、開学より四半世紀を経て、居住者が急速に高齢化するとともに、
都心の高層住宅に人気が集まる都心回帰現象もみられ、地域の活力低下が大きな課題となっている。戦後民主
主義の主体的な担い手であった都市新中間層が形成する核家族とニューファミリーが幻想と化し、「若者は少
ないものの高齢者層の厚い地域コミュニティの中で第一次産業に触れ生産活動への携わりを意識しつつ老いを
感じていく」という田舎の高齢化とは異質の、大都市郊外型の高齢化が生まれている。
　地域を象徴する多摩ニュータウンは、希薄なソーシャルキャピタルや高齢者に適さない住環境が問題とされ
ている。

　 「都心へ通勤する子育て世代としてニュータウンに入居してきた世帯では、子供が独り立ちする一方
　　で老親は団地に残され、少子高齢化が進んでいる。初期の５階建て団地にはエレベータもなく、丘陵
　　地に立地し駅からも距離があるため、高齢者が自宅に引きこもりがちになっている。企業戦士が寝に
　　帰るだけの地元にコミュニティを築いてこなかったことが、この状況に拍車をかけている。団地の商
　　店街はシャッターが下ろされ、街には人影がまばらで、活力が失われている。」

　上記がステレオタイプに語られる地域の構図である。活力低下はニュータウンのみならず地域全体に対して
指摘されており、これが大都市郊外型高齢化の課題と捉えられる。
　急速な“異次元の高齢化”が進むとともに、高齢者の姿も変わってきている。医療技術が進歩し身体的健康
が保たれる一方で、精神的・社会的な心の健康の問題がクローズアップされている。大都市郊外型高齢化に対
して心の健康の維持を図ることが、社会科学系の大学として本学が取り組むべき課題であると認識する。

■課題分析と研究テーマ設定
　上述のとおり、大都市郊外を寂れゆく無味乾燥な地域と否定的に捉える見方が一般的であるが、これは先入
観に囚われた部分的理解に過ぎず、この地域の実態も地域が持つ大いなる可能性も見逃している、と本学では
評価している。本学は多摩学の一環として著名人による公開講座を2008年より毎週開講しており、聴衆は累計
で延べ10万人を超える。平日昼の開講のため受講者の大半は地域の高齢者層であるが、彼らからは老後を夫々
に活き活きと過ごす姿が浮かび上がる。この地域は、過去に高度成長を牽引して相応の社会的地位を築き、退
職後も活力を持ち生活する高学歴の高齢者（本研究では、これをアクティブ・シニアと呼ぶ）が集積する特異
な地域である。また高齢世代や子育て世代、若者世代が一定の厚みを持ち存在し、教育・経済・文化水準も高
い。そして、大都市圏としての「中心性」と都心からの「辺境性」を併せ持つことが創造的な風土を育んでき
た。緑豊かな自然をはじめとする観光資源や近隣購買力が存在し、圏央道開通や将来のリニア中央新幹線によ
り総合交通体系も劇的に変化を遂げつつある。
　本学は、リニアの起点である品川に大学院を置き、中間駅である相模原を含む広域多摩地域に２学部を置
く。そこで、総合交通体系の発展による変化とベッドタウンの超高齢化とが関わり合うことで地域に起こる問
題と解決策に取り組むことが本学には求められる。大学というアカデミズムが中心となり地域企業・自治体・
地域住民と向き合い、産官民学をつなげながら課題解決型のアプローチで問題に立ち向かうことが、地域の名
を冠する社会科学系の大学としての存在意義を果たすことになる。そして、大都市郊外の特性を典型的に保持
する多摩地域に焦点を当て、本学の資源である経営実学・情報技術の応用・観光ホスピタリティの知見と研究
力を多面的に活用することにより、心の健康を保ち、暮らしが豊かで人々が幸福で活力がある地域の実現を導
くことが期待される。

　特に、高齢者の心の健康は社会参画により大きく向上する。この認識のもと「大都市郊外型高齢化へ立ち向
かう実践的研究－アクティブ・シニア活用への経営情報学的手法の適用－」をテーマとする研究を遂行する。
本研究は、大都市郊外という圏域設定、地域に集積する活力ある高齢者に焦点をあてるという対象設定、社会
科学系大学として高齢者の社会参画や創業を促す経営学的手法、活力ある高齢者から学生への伝承・世代継承
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多摩大学

への着目、学会プロジェクトを通じて産官学民の連携を実現する実践性、経営学・情報技術・観光ホスピタリ
ティを統合する学際性等に独自性を有する。
　さらに、本研究は保健・医療パラダイムシフト推進協議会や国土審議会計画推進部会等と連携し、保健医療
分野や国土交通分野と連動して、超高齢化社会の問題解決を産官民学連携のオープンイノベーションにより達
成していくことを視野に入れている。スーパーメガリージョン構想を視野に、その内容は関東、中部、関西の
他の大都市郊外地域にも応用することが期待できる。加えて、本研究への取り組みを通じて地域を究めるとと
もに日本の国際化を牽引した経験の世代継承が促され、本学が将来ビジョンとして掲げるグローカル人材の育
成にも繋がる。このように、本研究のテーマは、多摩地域を超えて日本の将来を見据えた設定となっている。

■研究テーマの内容
　本研究は現在以下の３分野のフィールドワークを中心とした実践研究から構成されて進められており、今後
さらに拡充を進める。
①課題解決型研究
　大都市郊外地域の抱える様々な課題を解決していく実践研究である。自治体・企業と共同した健康まちづく
りの実現に取り組む研究や、そこに経営的手法を用いて地域高齢者の参画を促す研究が進行している。また、
交通・防災・移動流通等の都市問題に経営学的観点から取り組む研究、包括的な地域の問題に対して地域企
業・行政の産業組織化を促進する研究なども進める。
②事業創造型研究
　少子高齢化と総合交通体系の進化という地域の変化のもとで、新たな事業を創造し地域を活性化する実践研
究である。定年退職後の高齢者などの創業支援や観光事業の社会実験の研究が進行している。そのための基礎
となる情報技術を活用して企業と共同で地域動向のビッグデータを分析する研究や、地域高齢者のディープ
データの調査、金融機関との共同による創業実態調査等の研究も進める。
③世代継承型研究
　都市と田舎の対流を促して地域の高齢世代が社会参画意識を抱く機会を提供するとともに、その経験を若者
世代に伝えていく実践研究である。既に40名弱が参加した南アルプス市と連携した多摩地域高齢者への第一次

産業参画機会の提供、20名のインタービューを実施している高度成長期を生きた高齢者のライフヒストリー
のデータ化、地域住民を講師とする教育講座の整備、公開講座の開催、学生寮等を活用した世代交流と継承
の実証研究等を実施しており、更に推し進める。

■期待される成果
　これらの研究により、アクティブ・シニアのコミュニティ化が促進されるとともに、社会参画に対して消極
的な高齢者層（本研究では、これをマイルド・シニアと呼ぶ）を巻き込んだ行動が活性化することにより、高
齢化に伴う活力の喪失が解決され、高齢者の健康の維持や暮らしやすい住環境が実現する。また、新規事業が
立ち上がり、住民を巻き込んだ観光・ホスピタリティ・サービスが勃興する。高齢者には、生産的な社会活動
への参画や自らの経験の若者世代への伝達を通じて生き甲斐がもたらされる。一方、学生は、高度成長期を牽
引しグローバルに活躍した高齢者から仕事に取り組む活力を継承して、若者世代に未来を創造する活力や責任
感が育まれる。そして、育成されたグローカル人材が企業に供給され、地域企業による高度サービス産業の展
開が促される。この研究活動を通じて「超高齢化社会に立ち向かう大学」との認知が高まり、その活動にグ
ローカル人材として成長する志を抱く高校生が魅力を感じることで、結果として本学の志願者の増加や志願学
生の質の向上も期待される。

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】
　建学の基本理念である「国際性」「学際性」「実際性」のもと、本学は地域と世界を睨んだ教育機関として
の役割を果たすことを目指している。冷戦が終結し、グローバル化とＩＴ革命が進んでいく相関のなかで、社
会状況、経営環境が変化するという問題認識を背景に、時代のニーズに真っ向から立ち向い、これから起こる
問題を解決できる人材、高い志を抱く人材の輩出を目指している。同時に、多摩という地域の名を冠する大学
として地域社会に根差し、ローカリティを究めることによりグローバルに目を開くグローカリティという思想
を持つ、多摩地域の活性化をリードするグローカル人材を育成している。さらに、地域に集積する活力ある高
齢者の社会参画のプラットフォームとなり大都市郊外地域を活性化し、高度成長期の日本を支えた高齢者の志
と活力を次世代へ継承することも、本学が社会に果たす役割である。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

多摩大学

■ブランディング戦略の概要
　本学の採るブランディング戦略とは、「大都市郊外型高齢化に立ち向かう」という多摩大学のイメージを、
３群の主要ステークホルダー、❶地域住民、アクティブ・シニア、マイルド・シニア、❷本学学生、高校生と
その父母、高校教諭、❸地域企業、法人、地域自治体、協議会、審議会、に浸透させ、そのイメージの力で高
等教育機関としておよび社会問題解決機関としての機能を向上させるものである。以下に、このブランディン
グ戦略に至る検討内容と今後の具体的計画を記述する。

■将来ビジョンの設定
　2009年に第五代学長として寺島実郎が就任し、そのリーダーシップのもとに本学の将来ビジョンは再構築さ
れた。基本理念である「国際性」「学際性」「実際性」を踏まえ、地域と世界を睨んだ教育機関としての役割
を果たし、多摩のローカリティを究めることによりグローバルに目を開く“グローカリティ”という思想を
持つ、多摩地域の活性化をリードする“多摩グローカル人材”の育成がそれである。さらに、地域の問題と向
き合い続ける中で、大都市郊外型の高齢化と総合交通体系の変化により生じる多摩地域の問題解決にアカデミ
ズムのもと貢献することが本学の使命であるとの認識を深めてきている。
　本事業で打ち出す独自色である“大都市郊外型高齢化へ経営情報学的手法で立ち向かう”ことの実践的研究
により、地域の高齢者の社会参画が促され、そのプラットフォームとなる大学を舞台に地域住民・地域企業・
地方自治体・在学生が結びつく。在学生にとっては、実践的研究への参画が高齢者世代から日本の高度成長と
国際化を牽引してきた経験や知識・活力を継承する機会となり、グローカル人材へと育ち卒業後は高度サービ
ス人材として地域企業のグローバル社会での活動を支える人材となることが期待される。
　このような本学の方向性は、2017年の学長年頭訓示において一層明確なものとして、教職員全員に示され周
知されている。

■本事業のステークホルダー
　グローカル人材を育成する教育機関として、本学の主要ステークホルダーは、既に本学に在籍する学生であ
る。そして、将来的に本学の学生となることが期待される高校生および高校生の進路決定に大きな影響を及ぼ
す高校生の父母や高校教諭も重要なステークホルダーである。また、輩出するグローカル人材である学生の就
職先企業もステークホルダーとして大きな位置を占める。
　一方で、本研究ブランディング事業は、地域高齢者の社会参画を通じて地域を活性化し、大都市郊外型高齢
化に立ち向かうものである。地域住民、地域企業、地域自治体、協議会や審議会との実践的協働を大学という
プラットフォームを通じて行うものであり、この各々が本学にとっての主要ステークホルダーとなる。とりわ
け、地域住民の中のアクティブ・シニア層は、本研究で主要な役割を果たすとともに、世代継承の伝達者とし
ても最重要のステークホルダーとなる。
　ブランディング戦略においては、これらのステークホルダーを、❶地域住民、アクティブ・シニア、マイル
ド・シニア、❷本学学生、高校生とその父母、高校教諭、❸地域企業、法人、地域自治体、協議会、審議会の
３群と設定し、各々に対して発信するメッセージや発信手段を整理する。

■事業を通じて浸透させたい本学のイメージ
　本学が置かれる環境と将来ビジョンを踏まえ、本学が研究ブランディング事業を通じて浸透させたいイメー
ジは「大都市郊外型高齢化に立ち向かう大学」である。
　このイメージを、構成要素を踏まえて詳細に記述すると「地域住民の社会参画のプラットフォームとなると
ともに、経営情報学的手法により都市郊外型の問題を解決して、多摩ニュータウンを再生し、首都東京、そし
て日本の再構築に挑む現代の志塾」となる。ここで、地域住民の社会参画のプラットフォームとは、主に高齢
者に対して学生交流や第一次産業体験、社会活動、創業・社会的起業、情報発信、経歴伝承等の様々な機会を
本学が提供することを意味する。経営情報学的手法とは、社会科学系学部として、経営学の知見と情報技術を
融合して問題解決に適用することを意味する。都市郊外型の問題とは、前述の通り急速に高齢化が進むベッド
タウンの課題と、総合交通体系の変化の相関のもとに地域に起こる問題である。そして、多摩という地域の名
を冠した大学として、多摩ニュータウンの再生を象徴的に掲げ、そこから多摩地域を郊外に配する大都市とし
ての首都東京、そして日本の再構築へと本学の取り組みが波及することを目指している。現代の志塾とは、現
代をアジアユーラシア・ダイナミズムの時代と捉え、そこにおいて社会の不条理の解決のために自らの職業や
仕事を通じて貢献することを志、この志を果たすための人間的な触れ合いによる少人数制ゼミを中心とした手
づくり教育を塾とし、本学が掲げる教育理念である。
　本学は２学部３学科１研究科の小規模大学であり、ブランディングのポジショニングは特化型戦略を採る。
特化する項目は『大都市郊外地域』『アクティブ・シニアの活用』『社会問題に対する経営学的手法と情報技
術の適用』である。

■本学のイメージの現状把握、分析
　本学は1989年の開学にあたり、日本初のシラバス、学生による授業評価制度、経営と情報を融合する学部、
ビジネス経験を有する実務家教員の充実、休講禁止等、それまでの日本の大学運営に無かった先進的な取り組
みを行った。これらが評判を呼び、起業家精神溢れる大学との認知を得て、起業し経営者となる学生も多く生
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第❸群ステークホルダー
□企業（個別ヒアリング調査実施およびアドバイザリーボードにおいて意見聴取）
　学長がコミットして施策を推進し、先進的な取り組みを行ってきていると認識する。大学には産官民の広域
連携推進役としての期待があるが、採用する立場の視点では、学生の基礎学力や行動積極性に対して課題があ
る。
□地域自治体・協議会・審議会（個別意見聴取を実施）
　大学には研究機関としての期待があり、また行政主導型ワークショップ等に対する学生参画への期待もあ
る。多摩大学は地域とのつながりを重視しており、連携協定を結び積極的に協力していきたい。また、社会問
題の解決に対して、社会科学と経営情報学という大学の専門領域との知見と保健医療や国土交通行政といった
他領域との融合を期待する。

　上記から窺える本学の現在のイメージは小規模ながら少人数教育により親身に学生を育てる大学である。一
方、大都市郊外という地域特性を踏まえて超高齢化社会に立ち向かう大学という認知は殆どない。高齢者に対
するアクションと学生としての活動も結びついていない。但し、寺島実郎が学長を務める大学という認知は相
応にあり、寺島が「シルバー・デモクラシー」を著し、講演会やメディアで大都市郊外地域の活性化モデルな
どを語ることにより、その認知は向上していると評価する。
　高校生や在学生からは、校舎・キャンパスの綺麗さを評価する一方で、交通の不便さ（都心および最寄駅か
らの距離）の指摘がある。また、自然・静寂といった項目に対する評価はあまり聞かれず、地域特性を十分に
活かしているとは思われない。キャンパスまで足を運んだ高校生やその父母には好印象であるが、高校教諭に
対しては十分にアピールができていない。
　企業関係者を中心とするビジネス層、特に大学開設時を知る世代の人々の中には、「先進的取り組みをする
大学」というイメージは脈々と受け継がれてきていると評価され、近年の私立大学改革総合支援事業の全項目
認定などもそのイメージ作りを後押ししている。一方で、起業する経営者を輩出するというイメージは薄れて
いる。
　多摩ニュータウンの旧公団を活用した学生寮や、地域小中学校への出張活動、地域イベントへの学生参画な
どにより、地域に寄り添うという認知は徐々に形成されてきている。但し、本学の公開講座出席者ではない地
域住民における認知度は低く、近隣市民でさえ「どこにあるのか知らない」という声も多い。このため、気軽

まれた。だが、他大学が同様の仕組みを導入する中で独自性が薄れ、また限られた規模に経営分野と情報分野
全般にわたる教員を揃え、特定分野への研究資源集中に欠けたこと等の要因により、徐々に大都市圏の小規模
大学として埋没していった。起業家精神溢れる大学との認知は、開学時の本学の評判を知る層に依然残るもの
の、最早社会に浸透しているとは言えない状況に陥っている。
近年の大学通信による大学ランキング調査では、「面倒見が良い大学」「小規模だが評価できる大学」「入学
後、学生を伸ばしてくれる大学」においてランクインの実績があるが、近隣競合校を凌駕するだけの突出した
評価ではない。また、日経ＢＰ社やリクルート社による大学ブランド力調査でも、特定項目で突出した認知を
得てはいない。
　本学では、調査会社が実施する不特定多数を対象とする大規模イメージ調査ではなく、ある程度本学を知る
ステークホルダーや有識者に対するアンケートおよび意見聴取を継続的に実施し、本学のイメージの把握を
行っている。過去１年以内に実施したアンケートおよび意見聴取における主なコメントは以下の通りである。

第❶群ステークホルダー
□地域住民（公開講座参加者に対する集団意見聴取を実施）
　公開講座は、豪華な登壇者を迎えた廉価な公開講座を毎週の頻度で長年にわたる継続的開催に対して高く評
価する。様々なイベントによる生涯学習施設としての期待もあり、学生との交流を希望するが、現時点ではそ
の機会はそれほど設けられていない。
□地域住民（公開講座参加者でない一般市民に対する意見聴取を実施）
　大学自体に馴染みがなく、どこにあるかわからないし、どのような施設があるか、それが開放されているか
どうかも知らない。大学主催ではない地域イベントに学生が参画してくれている場合があり、そこでは良い学
生が多い。

第❷群ステークホルダー
□在学生（在学生対象のアンケート調査を毎年実施、卒業生対象のアンケートを卒業時に実施）
　小規模のため、大学の社会的認知度が低く、サークル等の活動機会や人的交流機会の多様性に欠けるが、就
職活動に対する支援が親身で充実しているなど、小規模であることのメリットも多い。立地は、交通が不便
で、学校の周りに商業施設が無い。
□高校生・高校生父母（オープンキャンパス来訪者に対してアンケート調査を実施）
　学長が有名人であるが、どのような大学であるかは学校に足を運び説明を聞いて初めて知った。学生と教職
員の距離の近さ、親近感を感じることができ、校舎・キャンパスも、勉学には良い環境に思われる。
□高校教諭（職員高校訪問時に意見聴取および附属校教員に対し個別意見聴取）
　全体的にどのような大学であるかのイメージが弱く、ウリがわからない。知ってみれば良い活動をしている
のであるが、あまり外部に伝わっていない。ホームページでも、就職実績はわかるが企業連携やインターン
シップの活動状況といったものがわからない。
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にキャンパスを訪れる雰囲気に乏しく開放的ではない。実際には図書館や学食は近隣住民に開放されており、
敷地内のコンビニエンスストアも誰でも利用可能であるが、訪れる住民は非常に少ない。公開講座で大学まで
足を運んだ住民からは好印象を得ているが、そのような機会を持たない住民からの認知は限定的である。
　全般として、大学の認知が低い状況にあり取り組みも知られていないことから、まずは個別内容よりも大学
自体の認知を向上させる情報発信を積極的に行っていくことが必要である。地域住民に一度でも大学に足を運
んでもらう策を講じるとともに、高校生や父母がオープンキャンパスに足を運んでもらう機会を増やす。その
ような機会に乏しい高校教諭に対しては、在学生の活用や教職員の訪問で本学の雰囲気をうまく伝えることが
望ましい。
　大学の認知を高めた上で、研究ブランディングとして掲げる本学が浸透させていきたいイメージを訴えてい
く。現時点で形成されている大学の強いイメージというものがないことから、特定のイメージを覆す必要はな
く、既述の研究事業を通じて本学が浸透させたいイメージを積極的に刷り込むことに注力する。

■情報発信手段に対する分析
　各々のステークホルダーに対する主要情報伝達媒体は以下の通りそれぞれに異なる。

第❶群ステークホルダー
□地域住民
　アクティブ・シニアに対しては、公開講座が重要な情報発信となっている。それを契機として大学の活動を
知り、さらに大学施設や大学主催のイベントを通じてその認知が進む。但し、公開講座以外にきっかけを提供
する機会が乏しい。積極的に公開講座を探索しないマイルド・シニアに対しては、本学の認知を促す機会が乏
しい。

第❷群ステークホルダー
□高校生および父母
　本学に対する初期認知は、高校教諭からの紹介や高校に置かれた大学案内や入試案内の冊子であることが多
い。初期認知後の主要情報源は、ホームページ（主に入試情報サイト）であり、それを入試広告（WEB広告、交
通広告）が補っている。段階が進むとＳＮＳ等で本学からの発信メッセージを受け取るようになり、さらに
オープンキャンパスに足を運ぶことで、認知が飛躍的に向上する。
□高校教諭
　本学で開催する教育内容説明会へ出席する教諭数は限られており、教職員による高校訪問が重要な情報伝達
手段である。そこに持参する大学案内や入試案内の冊子と季刊の広報誌（ラポール）が、本学の教育内容の伝
達手段となる。
□在学生
　大学の取り組みの方向性は、その教育内容、カリキュラム、開催イベント、象徴的施設等により学生に伝
わっている。これらを伝える広報誌（ラポール）は在学生と保証人へ送付されている。

第❸群ステークホルダー
□企業・法人
　産業界からの認知は、学長出演によるマスメディアと、学会や講演会などの産学連携の取り組みを通じて促
されている。また就職活動や卒業生の社会人としての活躍も、本学の人材育成の認知を高める情報発信手段と
なっている。
□地域自治体
　進行しつつある個別連携案件や包括的な連携協定、地域コンソーシアムの参加や自治体が推進する公開講座
への講師派遣等が、情報発信の手段となっている。産官民学連携のプロジェクトを推進する総合研究所を通じ
て発信される情報が多い。
□協議会・審議会
　プロジェクトでの連携、シンポジウムへの参画、共同研究といった形で、本学教員との直接的な交流により
情報が伝達されることが多い。

■情報発信内容に対する分析
　第❶群のステークホルダーに対しては、公開講座参画以外のイベントや地域住民が参画するプロジェクトの
展開に乏しい。そこで、高齢者参画型のイベントや事業創造を新たに企画することで発信力を高めることが望
ましい。また、マイルド・シニアが学園祭で大学に足を運ぶ機会となるようなイベントを設定し地域に広報す
ることや、公共図書館や地域自治会といったマイルド・シニアが集まる場所へ本学の露出を高めるべきであ
る。ブランディング戦略として「アクティブ・シニアを中心とした地域住民と学生、企業、自治体が融合して
地域の問題に取り組む場を提供するなど、高齢者の社会参画のプラットフォームとなり、都市郊外型の高齢化
の問題に対峙する機関であること」を主要メッセージとして発信するべきである。
　第❷群のステークホルダーに対しては、少人数教育という本学の長所は発信されているが、地域を究めてグ
ローカル人材へ育成するという本学のビジョンの伝達は弱い。ブランディング戦略として「地域プロジェクト
への参画等のアクティブラーニングや世代継承を通じて多摩グローカル人材として育成するとともに、地域企
業を中心に就職を促し、社会人としての活躍の礎を築く教育機関であること」を主要メッセージとして発信す
るべきである。
　第❸群のステークホルダーに対しては、漠然としたイメージを与えながらも、「経営情報学的手法」といっ
た本学の特長の訴求には課題が残り、人材ニーズにも応えられているとは言えない。実際に連携している地域

6



多摩大学

□イベント
　第❶群のステークホルダーへ直接働きかける手段として、第一次産業への参画ツアーをはじめとして参画型
のイベントを実施する。イベントは地域住民と在学生が融合する場ともなる。

□キャンパス・施設
　第❶群ステークホルダーに対して開かれた大学のイメージを高め、気楽にキャンパスを訪れてもらうため、
入口看板の設置、コンビニエンスストア・学食・図書館が開放されていることのアピール等を行う。また、大
学が高齢者の居る所へ出ていくなど、キャンパスの中に閉じこもるのでなく積極的に外に出ていき発信する。
このために、多摩キャンパスT-Studioを中心とする情報発信に加えて、将来的には多摩センター駅か永山駅周
辺に本学のブランド発信のシンボルとなる拠点を設ける。

□学会・講演会・公開講座
　プロジェクト実践型の学会として「大いなる多摩学会」を、各ステークホルダーの融合の場として活用す
る。特に第❶群ステークホルダーへの主要情報発信手段として、９年目を迎えた特別講座を継続するととも
に、T-Studio公開講座を発展させて、第❶群ステークホルダーの人生の歩みの記録や民泊・保育などの事業創
造の促進などを手掛ける。また、企業、協議会、審議会との連携手段として位置づけ、具体的な活動成果を発
信する。

自治体からの認知はあるが、「大都市郊外」という地域設定のもとの問題解決という観点では、首都圏以外の
地域自治体には殆ど認知されていない。ブランディング戦略として「アクティブ・シニアの社会参画をはじめ
として、企業と地域住民・地域自治体との共同研究プロジェクトを通じて地域社会・地域産業に貢献するとと
もに、グローカリティを身につけた高度サービス人材を輩出して企業に供給する機関であること」を主要メッ
セージとして発信するべきである。

■今後の情報発信の検討
各々のステークホルダーに対しては、発信する手段も重点を置く内容も異なることから、以下の通り媒体毎に
発信内容のポイントを調整する。

□マスメディア
　全ステークホルダー群へリーチするものであり、「大都市郊外型高齢化に立ち向かう大学」とのブランドイ
メージの確立を目指す。
　学長の寺島実郎は、数多くの政府等委員会委員に就任し、メディア出演や著書出版も多い。寺島実郎の考え
る方向性が本学の方向性であり、寺島実郎よる情報発信は本学による情報発信の主要なものとなっている。そ
こで、寺島実郎の露出をさらに高めるとともに、その多摩大学学長としての発言に都市郊外型高齢化への対峙
というメッセージ性を高めていく。
　また、本研究を行っていくことで、メディア露出の増加が期待される。このため、先駆的な問題設定や取り
組みに関して、マスメディアへの取り上げの働きかけを強めていく。

□ホームページ
　ホームページは本学の情報が集約される媒体であり、情報量も多い。全ステークホルダーからのアクセスが
見込まれるため、トップページは「大都市郊外型高齢化に立ち向かう」という大学のイメージ確立を意識し、
利用者別メニューに枝分かれした先で各ステークホルダーに向けて尖らせたメッセージ色を強める。
　現在のトップページは中心に全体図解を掲げており、一般的な大学のホームページとは大きく異なる。この
図解は本学の人材育成体系や運営概要の把握に非常に有用であるが、図解技法に馴染みが無く戸惑いを覚える
者もいる。そこで、本学が浸透させたいイメージの重点的発信と全体理解としての図解を共存させる形でホー
ムページのデザインを修正し、メッセージの発信力を高める。

□広告
　現在は志願者増加を狙いとする入試広告に重点が置かれており、少人数教育や就職率の高さを訴えている。
今後も広告は第❷群ステークホルダーに向けたものが中心となるため、「グローカル人材の育成」を主要メッ
セージとしていく。

□ＳＮＳ
　現在は、大学公式アカウントはあるものの、ＳＮＳを通じた情報発信は積極的には行われていない。しか
し、第❷群ステークホルダーに対する情報発信手段としてはＳＮＳが第一のメディアとなってきており、本学
も積極的活用体制を強化する。発信内容は第❷群ステークホルダーを想定し、本事業のプロジェクトやイベン
トへの参画を通じた「グローカル人材の育成」を主要メッセージとしていく。

□紙媒体冊子
　発行している冊子を、ターゲット・ステークホルダーを意識した内容へと絞り込む。入試案内は第❷群ス
テークホルダーの中でも高校生・父母、高校教諭を対象とする内容に特化し、広報誌（ラポール）は在学生を
対象とする。大学案内は第❸群ステークホルダーを対象と想定する。研究紀要、研究成果報告書、研究シーズ
集も、第❸群ステークホルダーを主な対象と想定するが、第❶群ステークホルダーに対する広報手段としても
意識する。
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■ブランディング戦略の実施工程
　上述の通り、本学は既に、①将来ビジョンの設定、②本事業のステークホルダーの検討、③事業を通じて浸
透させたい本学のイメージの確定、の工程を実施し、大学運営機関での承認を得て学内に展開済みである。④
現状の本学のイメージおよび認知程度の把握に関しても上述の通り継続的に実施して分析を行っているが、本
項目については特定時点で完了するものではなく今後も継続的に実施する。⑤現時点での本学イメージや認知
程度の分析を踏まえた情報発信手段・内容に関しては、上記検討を踏まえて年次計画の項に記述する工程にて
実施していく。
　各工程における主要発信内容は、大都市郊外型高齢化という問題意識（H29）→アクティブ・シニアから学生
への世代継承（H30）→マイルド・シニアの巻き込み（H31）→グローカル人材の企業への供給（H32）→研究集
大成・大都市郊外型高齢化に立ち向かいグローカル人材を育成する大学（H33）となる。

■成果指標と達成目標、および目標進捗状況の把握
　各工程の成果指標と目標達成度の測定は年次計画の項に記載するが、以下に大枠を示す。
　情報到達およびは協力・評価の獲得は広報担当部門（学長室）にて管理する。マスメディア露出は新聞記事
記載回数、出演回数、放映回数を、ホームページはアクセス状況、ＳＮＳはフォロー状況を、冊子は発行・配
布状況を追跡する。広告効果は入試部門（入試課）にて管理する。オープンキャンパスの来訪者や入学者への
アンケートにより媒体毎の効果を把握し、資料請求や入試イベント来訪数、志願者数で成果を把握する。イベ
ント、講演会、公開講座に関しては、担当部門（学長室）が開催状況と集客数を管理し、産官学民共同プロ
ジェクトについては、地域活性化マネジメントセンターが実行数、参画者、成果物作成の状況を管理する。
　関心・共感の獲得については、認知度調査（調査結果の購入、および項目を特定して調査機関へ委託して実
施）の定点観測により把握する。調査項目では、多摩大学のイメージの回答選択肢に「都市郊外型高齢化」
「社会参画のプラットフォーム」「世代継承」「グローカル」等のキーワードや、「多摩大学は、学生が参画
する活動等を通じて都市郊外型高齢化に立ち向かうことを掲げていますが、このことを知っていますか？」
「多摩大学は、グローカル人材の育成を掲げていますが、このことを知っていますか？」といった質問項目を
入れて、本事業の取り組みによるブランディングの浸透状況を把握する。
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４．事業実施体制（２ページ以内）

多摩大学

■事業実施体制
　本学では、学長のリーダーシップのもと、戦略的な大学運営を可能とするガバナンス体制を構築している。
また、学長の諮問機関として、アイリスオーヤマグループ会長、かながわ信用金庫理事長、Softbank(株)CEO
グループ室長、トランスコスモス株式会社グループCEO、学研ホールディングス取締役等の学外の有識者から
構成されるアドバイザリーボードを設置し、本事業の方針や実施状況について助言を貰う体制を構築してい
る。

○研究ブランディングプロジェクト本部
　本事業を本学の最優先事項とし、学長を中心に、学長室、研究活性化センター、地域活性化マネジメントセ
ンター、多摩大学総合研究所から構成される研究ブランディングプロジェクト本部を下記の２つの組織の上位
組織として設置している。

○研究活性化センター(研究方針策定及びマネジメント)
　本学の研究活動に関しては、学長をセンター長とし、副学長、各学部長、研究科長、研究開発機構長、さら
に事務的な側面からも支援すべく事務局長、研究活性化センター事務課長から構成される研究活性化センター
が研究方針を策定し、研究推進のためのマネジメントを行っている。本事業の世代継承研究チーム、事業創造
研究チーム、課題解決研究チームを統括している。専任教員は専門分野に応じて、それぞれのチームに配置さ
れ、研究を行う。

○学長室（ブランディング構築）
　本学のブランディング構築に関しては、全学広報及び学長特命事項の所管部署である学長室が担っており、
大学ホームページ、SNS、プレスリリース、広報誌等を積極的に活用し、大学の特徴や強みを効果的に波及さ
せ多摩大学のブランディング構築を推進している。

■評価体制
　毎年、自己点検評価委員会及び外部評価委員会に、各研究チームの研究進捗状況報告書、ブランド構築状況
報告書を提出させ、評価を受ける。評価は速やかに、学内組織にフィードバックされ、本事業の取組の改善や
推進に反映される。

○学内評価(自己点検評価委員会)
　管理・運営状況の点検評価に関しては、本学に設置されている自己点検評価委員会がこれを行う。自己点検
評価委員会は、本学の研究活動全般、ブランディング戦略についての点検評価をしており、本事業の取組も評
価の対象となる。

○学外評価(外部評価委員会)
　客観的な評価を目指し、専門的な知見を有する外部評価委員として、駒澤大学(●●教授：地域研究)、拓
殖大学(●●教授：ブランドマーケティング)を選出するとともに、事業を波及させようとするステークホル
ダーからは、多摩信用金庫(●●部長：地域連携支援部)、多摩市自治連合会、多摩大学目黒高等学校(●●教
諭)、本学同窓会長、本学後援会長、本学学生会執行部部長を選出し、外部評価を受けられる体制を構築して
いる。

【学外との連携】
　本事業の学外との有機的な連携機関として、これまで“多摩地域の創造”についての共同研究の実態がある
自治体、企業との連携を深めると共に、本学学長が会長や委員として携わっている協議会・審議会と連携し、
本事業内容に適格なアドバイスを受けながら修正改善すると共に、適切に進められるよう体制を構築してい
く。

○自治体
　多摩市、日野市、八王子市、
○企業
多摩信用金庫、カスタマー・コミュニケーションズ(株)、京王電鉄(株)、（株）ファンケルヘルスサイエンス
○協議会・推進部会
　保健・医療パラダイムシフト推進協議会、国土審議会計画推進部会
○学会
　大いなる多摩学会
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多摩大学

　　【実施体制図】

10



５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

多摩大学

平成29年度

【研究活動】
　大都市郊外型高齢化という問題を提起し、その解決の方向性としてアクティブ・シニアの社
会参画を提示する。具体的な実践研究をプロジェクト化して取り組む。
【ブランディング戦略】
　大都市郊外型高齢化という問題認識と、アクティブ・シニアの社会参画のプラットフォーム
となることに本学が積極的に取り組んでいることの認知を浸透させる。

【事業実施計画】
　アクティブ・シニアが参画するイベントや公開講座の開催、産官民学の連携する課題解決や
事業創造のプロジェクトの遂行を行う。世代継承型研究として、高齢者の参画する第一次産業
体験ツアーと公開講座、アクティブ・シニアのライフヒストリー蓄積を実施する。課題解決型
研究および事業創造型研究を「大いなる多摩学会」のもとで産官学民連携プロジェクトにより
実施する。
　プロジェクトは研究サイトを開設し広報する。成果は報告書として発行するとともに、本学
内に展示施設（仮称：多摩学展示館）を設けて広報する。地域高齢者層への認知の浸透を重点
項目とし、地域の広報誌や情報誌といった紙媒体を中心とした広報活動を行う。

【目標達成度の測定】
　実施されたイベント数と高齢者の参加数、プロジェクトの実施数と学会における成果報告、
報告書により測定する。ブランディングの認知の浸透は、認知度調査を実施して測定する。

平成30年度

【研究活動】
　高齢者層と学生との協働活動を通じた世代継承を重点項目として実施する。また、課題解決
と事業創造の実践研究を経済的側面から促進する。

【ブランディング戦略】
　アクティブ・シニアと学生の協働による世代継承に本学が積極的に取り組んでいることの認
知を浸透させる。

【事業実施計画】
　地域住宅を利用した学生寮である地域学生センターを改装し、地域イベントへの学生参画を
増加させる。また、各種イベントや公開講座、産官民学連携のプロジェクトを増やし高齢者の
参画も増加させる。課題解決と事業創造の経済的支援手段としてのクラウドファンディングの
仕組みを本学主導により導入する。この仕組みを活用して、高齢者を地域の保育活動に参加さ
せるビジネスの創造などを手掛ける。広報面では、潜在的な入学者への訴求を重点項目とし、
ブランディング専任担当者を配置してＳＮＳ等のインターネット・メディアによる情報発信を
特に強化する。

【目標達成度の測定】
　計画した地域学生センター改装やクラウドファンディング・サイトの開設、ブランディング
専任担当者配置の有無、ＳＮＳ等による情報発信の増加数と本学サイト・アクセス増加数によ
り測定する。また前年度より継続する活動を、本学主催のイベントと高齢者参加の増加数、プ
ロジェクトの増加数により測定する。ブランディングの認知の浸透は、認知度調査を実施して
測定する。
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多摩大学

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

【事業実施計画】
　東京オリンピックに合わせた郊外型観光ホスピタリティ・イベントを、学生を主体とする若
者層と高齢者層を融合する形で実施する。また、学内科目として世代継承教育講座を開設し、
継続的に実施している地域イベント参画によるアクティブラーニングと併せて、グローカル人
材育成の教育体系を整備する。ここまでのプロジェクトの成果をもとに、大学院および研究開
発機構と連携して、地域活性化のための制度設計やルール形成の提言をまとめて公表する。
　広報面では、地域企業を中心にビジネス関連組織への訴求を重点項目として、観光ホスピタ
リティ・イベントのマスメディアへの露出を図り認知度を向上する。

【目標達成度の測定】
　観光ホスピタリティ・イベントの開催数、世代継承教育講座の設置数、学生のアクティブ
ラーニングおよび世代継承講座の単位取得状況により測定する。前年度より継続する活動は、
本学主催のイベントと高齢者参加の増加数、プロジェクトの増加数により測定する。ブラン
ディングの認知の浸透は、認知度調査を実施して測定する。

平成31年度

【研究活動】
　本学に足を運ぶなど積極的に行動するアクティブ・シニアだけでなく、行動範囲が限定的な
マイルド・シニアの巻き込みを図る。

【ブランディング戦略】
　この時点までの成果をもとに、本学のアカデミズムが地域の高齢化の問題解決に貢献してい
ることの広報展開を積極化して浸透させる。

【事業実施計画】
　マイルド・シニア層に対して本学が直接的に働きかけることに加え、アクティブ・シニアが
マイルド・シニアを巻き込み、本学をプラットフォームとする社会参画が進むようにする。こ
のために実施計画として、マイルド・シニア層が集まる公共図書館や病院、地域の町内会等と
の共同イベントを開催する。各種イベントや公開講座、産官民学連携のプロジェクトは継続し
て実施し、ここに対するマイルド・シニアの参画も促す。
　それまでの研究を中間報告書としてまとめるとともに、成果発表と広報の場として大規模シ
ンポジウムを開催する。紙媒体やイベント告知等による地域高齢者へのアプローチとインター
ネット・メディアによる潜在的入学者へのアプローチの二面を中心に訴求を図る。

【目標達成度の測定】
　地域コミュニティ団体や施設との共同イベントの開催数、高齢者層のうち新規イベント参画
者数により測定する。前年度より継続する活動は、本学主催のイベントと高齢者参加の増加
数、プロジェクトの増加数により測定するとともに、その成果発表の場としてシンポジウムが
開催されることと、その参加者数により達成度を測定する。ブランディングの認知の浸透は、
認知度調査を実施して測定する。

平成32年度

【研究活動】
　世代横断型の大都市郊外型の観光イベントや世代継承によって育成するグローカル人材を地
域企業へ輩出する実践的研究に重点を置く。また、社会科学系大学として、地域活性化のため
の制度設計やルール形成の提案を行う。

【ブランディング戦略】
　本研究に対する継続的取り組みを通じて在学生がグローカル人材として育成され地域企業に
高度サービス人材として供給されるという教育機関としての本学の認知の浸透、および大学院
および研究開発機構を主とするルール形成の戦略研究機関としての本学の認知向上を図る。
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多摩大学

目
標

実
施
計
画

平成33年度

【研究活動】
　大都市郊外型高齢化に立ち向かうための様々な手法や施策を、実践結果をもとに体系化し
て、研究成果としてまとめる。これまでの研究活動を通じて、高齢世代の生活の充実と地域の
活性化を実現するとともに、高度成長期に日本を支えた高齢者の志と活力を次世代へしっかり
と継承する。

【ブランディング戦略】
　大都市郊外型高齢化に立ち向かう大学、その活動を通じてグローカル人材となることができ
る大学、という尖ったイメージを世間に広く浸透させ、特色があり差別化された大学として独
自のポジショニングを確立する。

【事業実施計画】
　各種イベントや講座、産官民学連携のプロジェクトを継続しつつ拡大・発展させ、高齢者層
を中心とした地域の巻き込みを高める。研究ブランディング事業の集大成としてこれらのプロ
ジェクトの成果をまとめあげ、大規模シンポジウムを開催し成果を報告する。さらに、成果の
最終報告書を作成するとともに、研究成果を今後の活動に活かすための研究シーズ集を作成す
る。
　広報面では、高齢者への認知が浸透したことを前提に、インターネット媒体の比重を高めて
潜在的入学者や人材輩出先企業への訴求を重点的に行うとともに、大学としてのブランディン
グへの取り組み方を先進事例としてマスメディアを主力媒体として世間にアピールする。

【目標達成度の測定】
　前年度より継続する活動を、イベントや高齢者参加、プロジェクトの増加数により測定する
とともに、シンポジウムの実施と報告内容、最終報告書や研究シーズ集の作成有無により測定
する。
研究ブランディング事業の集大成として、高齢世代の生活の充実は地域住民の生活満足度で、
地域経済の活性化は雇用数・人口増減数・シニア創業数で、地域への高度サービス人材の供給
は学生就職状況で測定する。ブランディングの認知の浸透は、認知度調査を実施して測定す
る。
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

多摩大学
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