平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書
1. 概要（1ページ以内）
学校法人番号

131041

大学名

学校法人名 創価大学

創価大学

主たる所在地

東京都八王子市
途上国における持続可能な循環型社会の構築に向けた適正技術の研究開発と
新たな地域産業基盤の形成

事業名
申請タイプ

支援期間

タイプB

収容定員

5年

6160人

理工学部、看護学部、経営学部、経済学部、国際教養学部、教育学部、法学部
工学研究科、経済学研究科、法学研究科
研究推進センター、教育・学習支援センター、グローバルコアセンター
プランクトン工学研究開発センター（新設）

参画組織
審査希望分野

人文・社会系

理工・情報系

○

生物・医歯系

特色ある学際的研究分野として「プランクトン工学」を提案し、途上国に適した環
境技術の研究開発、現地植物プランクトン由来の有価物の商品化による新たな産業基
盤の形成、現地住民への環境教育・経済教育を実施する。本事業は持続可能な循環型
社会の構築を目指すものであり、国連SDGsが掲げる環境保全・飢餓解消に貢献する。
本事業を通して、「国際社会で活躍できる創造的人間を輩出する大学」としてのブラ
ンドを確立する。

事業概要

イメージ図

創価大学ブランディング

国際社会で活躍できる人材を輩出する大学
途上国の適正技術開発
プランクトン工学
研究開発センター(新設)

環境教育・経済教育
教育・学習支援センター (CETL)

理工・工学研究科・看護

廃棄物・廃水処理
 途上国に適した安価な省エネルギー
創エネルギー処理システムの開発

持続可能な
循環型
社会システム

 廃棄物・廃水からの循環利用のための
栄養塩回収技術の開発

有用プランクトン生産
 オミックス分析を用いた機能性物質の
探索

経済・経営・経済学研究科・
国際教養・教育・法

製品・商品化
 教員・学生による環境・健康・貧困に
関する現地調査・ニーズ分析

 有価物の高機能飼料・健康食品化に
向けた国際的バリューチェーン構築
パートナーシップ
国連・NGO・
研究機関・企業

 高機能有価物の生産・利用に向けた
現地プランクトンの大量培養

途上国の人材育成
 現地ワークショップの開催による
現地住民の環境保全意識の向上
 留学生の受け入れ・研修を通した
現地アントレプレナーの育成

学長主導の
研究支援組織
「プランクトン工学」による
循環技術のイノベーション
O2
CO2
光
廃水中
栄養塩

微細藻類

有
価
物

プランクトンの機能
1. 栄養塩・CO2回収、2. 有価物生産

研究推進センター

グランドデザイン
「創造的人間の育成」

JICA-JST地球規模課題対応国際科学
技術協力プログラム（SATREPS)
2016-2020

図1 創価大学ブランディングイメージ

建学の精神

国際連携による世界市民育成
• 文部科学省
スーパーグローバル大学(SGU)
創成支援 2014-2023
• 国連アカデミックインパクト参画
ユヌス博士と
ソーシャル
ビジネス
デザイン
コンテスト
共催（2014）

創価大学

2. 事業内容（2ページ以内）
(1) 事業目的
【大学・外部環境・社会情勢の現状と課題】
途上国の貧困は、国連SDGsにおける国際的な中心課題である。貧困の原因のうち、水環境汚染と飢餓は人
命に直接関わる喫緊の課題であり、現在、約7億人が水環境汚染、約8億人が飢餓に悩まされている。貧困に
は、その他にも経済基盤の脆弱性、教育機会の不均衡など様々な要因があるため、その撲滅には各要因への個
別のアプローチだけではなく、多面的なアプローチによる総合的解決が求められている。
本学は、文系・理系合わせて8学部・6研究科が八王子の1つのキャンパスにあり、多岐にわたる分野の研
究・教育に取り組んでいる。文系学部・研究科では、学生のアクティブラーニングに力を入れた研究・教育に
より、日経ストックリーグ（日本経済新聞社主催）やインナー大会（日経BP主催）などの多数の提案型ビジネ
スコンテストで成果を挙げている。特に、最優秀賞を受賞した途上国支援を目的としたビジネスプランは、既
にケニアの現地NGOに採用されている。第6回アフリカ開発会議の「日本・アフリカ学生イノベーターズ・エク
スポ」において、本学の学生が「Grand Award（最優秀賞）」を受賞している。理系学部・研究科では、汚水
処理・バイオマス生産・バイオインフォマティックスなどの分野を含む計4件の文部科学省「私立大学戦略的
研究基盤形成支援事業」ならびに環境省「環境研究総合推進費」に採択され、現在JST－JICAによる「地球規
模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）」で途上国における微細藻類の生産利用技術の研究開発
を実施している。また本学は、55カ国地域・185大学と学術交流協定を締結し（2017年現在）、日本有数の国
際学術ネットワークを有している。2014年度には文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に採択さ
れ、全学を挙げて積極的にグローバル化を推進している。さらに、「国連アカデミック・インパクト」、
「ソーシャルビジネスデザインコンテスト」の共催、「難民高等教育プログラム」などを通して長年にわたり
国連の活動を支援してきた。これまでの個々の研究・教育成果を学部・研究科を超えて文理融合することで、
国連SDGsが掲げる途上国における環境保全・飢餓解消に資する社会の構築に貢献する。
【事業目的】
本事業では、本学の理系・文系の研究領域を融合することで、特色ある学際的研究分野として「プランクト
ン工学」を提案し、途上国における環境保全と飢餓解消に貢献する持続可能な循環型社会システムの構築を目
的とする。「プランクトン工学」とは、クロレラやスピルリナなどに代表されるプランクトンの自然界におけ
る機能を利用し、環境改善、バイオマス生産、有価物の製品・商品化、ビジネスモデルの構築などを通して人
間社会を豊かにする新たな総合工学分野である。本事業では、理系学部・研究科により、途上国に適した廃棄
物・廃水からのエネルギー回収技術、栄養塩循環技術、現地産プランクトンによるバイオマス・有価物生産技
術を研究開発する。文系学部・研究科により、バイオマスと有価物の高機能飼料・健康補助食品化などの製
品・商品化、現地の若手技術者・起業家などへの環境教育・経済教育を実施する。本事業を通して本学学生に
実践的教育を実施することで、「国際社会で活躍できる人材を輩出する大学」としてブランドを確立する。
【大学の将来ビジョンとの整合性】
本学では、「建学の精神（人間教育の最高学府たれ、新しき大文化建設の揺籃たれ、人類の平和を守る
フォートレスたれ）」にもとづき、学長により「創価大学グランドデザイン」が発表され、「創造的人間を育
成し、社会に優れた人材を輩出すること」を将来ビジョンとして定めている。その中のディプロマ・ポリシー
では、知識基盤、実践的能力、国際性、創造性の4つの力を有する人材を「創造的人間」と定義している。本
事業の目的と本学の将来ビジョンは、工学・経営・経済・教育などの各分野の知識基盤をもとに、途上国で実
践的な研究・教育を実施する点、海外交流大学や国連との連携により国際性を養う点で合致している。新たな
循環型社会システムを構築する過程では、柔軟な創造性が養われる。貧困に苦しむ途上国の発展のために、国
際連携と総合大学の強みを生かした文理融合型の研究・教育を実施することは、本学の将来ビジョンの具現化
されるべき方向性そのものである。
(2) 期待される研究成果
【研究テーマ概要、期待される成果、貢献・寄与する範囲、全学的な優先課題としての適切性】
＜研究テーマ概要＞ 本事業では、途上国における環境保全・飢餓解消に寄与する持続可能な循環型社会シス
テム構築のため、理系学部・研究科により、①廃棄物・廃水からのエネルギー回収・栄養塩抽出技術、②栄養
塩を利用した現地産プランクトンのバイオマス・有価物生産技術を研究開発する。文系学部・研究科により、
③バイオマスと有価物の製品・商品化に向けた国際的なバリューチェーンの提案、④若手技術者・研究者・起
業家への環境教育・経済教育を実施する。各テーマについて、情報収集・基礎研究を行うフェーズ1（1-3年
目）と社会実装化に向けた研究・活動を行うフェーズ2（4-5年目）に分けて実施する。
本事業を実施する途上国のモデルケースとしては、既に本学と密接な共同研究を行っている大学のある、エ
チオピアを想定している。エチオピアは人口の約4分の1が栄養不足とされているが、アフリカの途上国の中で
は治安が比較的安定しており、周辺の最貧国の食料生産基地として重要であると考えられる。また、アフリカ
連合（AU）や国際連合アフリカ経済委員会（UNECA）などの国際機関の本部・地域事務所が多く置かれている
アフリカ外交の中心地であり、本事業のモデルケースとして適性が高い。本事業では、サンベルト地域に位置
する途上国が有する太陽エネルギーと生物資源を利用した循環型社会形成のロードマップを提案する。
＜期待される研究成果、貢献・寄与する範囲＞（括弧内の番号は各研究テーマ）
環境・公衆衛生・現地住民の健康状態の改善：これまで未処理のまま環境中に放出されていた廃棄物・廃水が
処理されることで自然環境・公衆衛生が改善され、現地住民の健康増進に繋がる（①, ②）。
飢餓・栄養不足改善：植物プランクトンは栄養価が高いため、高機能飼料や健康補助食品として商品化されれ
ば貧困層の栄養改善に繋がる（②、③）。

創価大学
本学学生・現地住民の育成：本学学生による現地調査やビジネスプランの提案を通して、本学の目指す創造的
人間の育成に貢献できる（③）。質の高い実践的な教育の提供により、現地の研究者・技術者のキャパシ
ティ・ディベロップメントが可能となる（①, ②, ④）。本学学生・教職員、現地住民、国連、NGOなどとの
交流は、若手研究者のプラットホームの形成や国際的パートナーシップの構築に繋がる（①, ②, ③, ④）。
産業基盤の形成：有価物の国際的なバリューチェーンを構築することで、途上国における新たな産業の形成が
見込まれ、現地アントレプレナーによるビジネスの展開により地域の雇用創出が期待される（②, ③, ④）。
サンベルト地域に位置する途上国への水平展開：太陽エネルギーと現地生物資源を活用する植物プランクトン
バイオマス・有価物生産システムは、サンベルト地域の途上国に水平展開できる（①, ②, ③, ④）。
＜全学的な優先課題としての適切性＞ 本学は、「国連アカデミック・インパクト」に参画しており、国連
SDGsの達成に貢献することを最重要課題の一つとしている。そのため、途上国における環境保全と飢餓解消
を目指している本事業は、本学の優先課題として適切である。文部科学省「第5期科学技術基本計画」におい
ては、「未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組」を掲げ、「持続的な成長と地域社会の自
律的な発展」を重要な戦略としており、本学の課題は、文部科学省の進める方針とも合致している。
【私立大学研究ブランディング事業タイプBの趣旨との関連性】
本事業は、新たに提案する「プランクトン工学」を用いて、途上国における適正技術の研究開発、有価物の
探索・生産を行い、持続可能な循環型社会システムの構築、新たな産業基盤の形成、教育・人材育成を行うも
のである。これらは、タイプBの「科学的・技術的・社会的・経済的意義があり、国際的な経済・社会の発
展、科学技術の進展に寄与する」という趣旨に合致している。また、第6回アフリカ開発会議の「ナイロビ実
施計画（外務省, 2016）」では、「途上国と先進国の協働、フードバリューチェーン分析によるアフリカの栄
養状態の向上、栄養価の高い食物供給の増加のためのビジネスモデルの開拓」を掲げている。本事業は、有価
物の有効利用のための国際的なバリューチェーンの構築により、途上国の経済発展や貧困層の栄養改善に貢献
する。本事業はこれらの日本・国際社会における重点政策の実現に直接・間接的に寄与するものである。
【研究テーマの内容と実現可能性】
研究テーマ①：途上国に適した廃棄物・廃水からのエネルギー回収・栄養塩抽出技術の研究開発
メタン発酵は、微生物を用いた省エネルギー・創エネルギーの有機性廃棄物・廃水処理法であり、途上国に
おける普及が期待される技術である。しかし現状途上国で普及可能な安価なメタン発酵槽は撹拌が不十分であ
り、分解効率が低く、効果的なバイオガス回収と栄養塩抽出が困難であった。本学工学研究科では、バイオマ
ス資源循環利用技術の研究開発（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業, 2009-2013）などを通してメタン発
酵技術の研究開発に取り組んできた。2014年からはエチオピア・ジンマ大学とメタン発酵技術の共同研究開発
を実施し、現在は本学理工学部の国際共同研究事業（2016-）として現地で実証実験を行っている。また、光
ファイバーの応用により様々な環境条件の同時測定を可能とするセンサーの研究開発（社会連携研究推進事
業, 2006-2010）に取り組んできた。本事業では、これらの技術を統合し、槽内の物理化学環境をモニタリン
グ可能なセンサーを用いて、安価な無動力撹拌型メタン発酵槽を設計・評価する。
研究テーマ②：現地産プランクトンによるバイオマス・有価物生産技術の研究開発
植物プランクトンは二酸化炭素と太陽エネルギーを利用し、低コストでメタン発酵処理液中の栄養塩を回収
できる。植物プランクトン由来のタンパク質は高機能飼料・餌料として利用でき、色素・抗酸化物質などの有
価物は天然着色料、化粧品、健康補助食品などの原料になる。現在、生物多様性条約により、生物資源の輸出
入が制限されているため、現地産の有用プランクトン種（クロレラ、スピルリナ、ヘマトコッカスなど）を探
索し有価物生産技術を確立する。本学工学研究科では、マレーシアで現地植物プランクトンを大量培養する新
規リアクターの開発と有価物生産手法の研究（JST-JICA SATREPS, 2016-2020）を実施している。また、微生
物の単離を容易にするマイクロ流体ディスクの開発（私立大学戦略的基盤形成研究支援事業, 2010-2014）、
多様なオミックス分野を統合しデータベース化する糖鎖科学研究（JST ライフサイエンスデータベース統合推
進事業, 2017-）に取り組んでいる。本事業では、これらの技術を統合して現地産プランクトンの単離・大量
培養・機能性物質の探索を行い、栄養塩回収・大量培養・有価物生産技術の研究開発を実施する。
研究テーマ③：バイオマスと有価物の製品・商品化に向けた国際的なバリューチェーンの提案・構築
植物プランクトンが生産した有価物を途上国における飢餓解消に有効に利用するために、有価物生産から、
高機能飼料・健康補助食品化、流通、販売までのバリューチェーンをJETROや現地NGOと連携して構築する。本
学の文系学部・研究科の授業では、PDCAサイクルを活用した実践的な調査・分析能力の向上を図っている。そ
の結果、各種の提案型ビジネスコンテストで受賞し、一部のビジネスモデルは実際に途上国における現地NGO
の活動に採用されている。本事業では、これらの経験を生かして文系学部・研究科が現地NGOと協力して現地
のニーズに関する情報を収集し、途上国におけるモデル地域を選定する。選定地域においてデータサイエンス
等の分析手法を用いて、国際的なバリューチェーンの構築やBOPビジネスの提案を行う。
研究テーマ④：現地の若手技術者・研究者・起業家への環境教育・経済教育
途上国における本事業の自己完結型第6次産業への醸成のためには、教育による若手技術者・研究者・起業
家の本事業への理解が求められる。本学では、協同教育研究推進プロジェクト（私立大学戦略的基盤形成研究
支援事業, 2013-2015）、アクティブ・ラーニング型授業デザインスキル養成プログラム開発事業（教員研修
センター, 2016-）などを通して、アクティブラーニングを導入した教育を研究している。また、ザンビア栄
養改善のための教材開発プロジェクト（アライアンス・フォーラム財団, 2015）、カンボジア前期中等理科教
育のための指導書開発プロジェクト（JICA, 2000-）を通して、途上国の教育に取り組んできた。本事業で
は、国連・NGOとの現地ワークショップの共催や本学への留学生の受け入れ・研修を実施し、現地住民の環境
保全意識の向上・現地アントレプレナーの育成のための環境教育・経済教育を実施する。
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3. ブランディング戦略（5ページ以内）
【①大学の将来ビジョン、本事業の独自色の位置づけ、周知状況】
＜将来ビジョン＞
本学では、「建学の精神（人間教育の最高学府たれ、新しき大文化建設の揺籃たれ、人類の平和を守る
フォートレスたれ）」にもとづき、創立50周年の本学の大学像として、学長主導の「創価大学グランドデザイ
ン策定委員会」および「創価大学グランドデザイン推進室」により、「創価大学グランドデザイン」が発表さ
れた。「創価大学グランドデザイン」では、「創造的人間を育成し、社会に優れた人材を輩出すること」を将
来ビジョンとして定めている。その中のディプロマ・ポリシーでは、知識基盤（幅広い知識と専門性）、実践
的能力（知識を社会に応用する力とコミュニケーション力）、国際性（多様性の理解と協働性）、創造性（統
合力と創造的思考力）の4つの力を有する人材を「創造的人間」と定義している。
＜本事業の独自色の位置付け＞
本事業の独自色は、理系・文系の研究領域を融合することで、特色ある学際的領域分野として「プランクト
ン工学」を提案し、途上国における環境保全と飢餓解消に貢献する持続可能な循環型社会システムの構築を目
指すことである。「プランクトン工学」とは、クロレラやスピルリナなどに代表されるプランクトンの自然界
における機能を利用し、環境改善、バイオマス生産、有価物の製品・商品化、それらのバリューチェーンの構
築、ビジネスモデルの提案などを通して人間社会を豊かにする新たな文理融合型の総合工学分野である。これ
らは、タイプBの「科学的・技術的・社会的・経済的意義があり、国際的な経済・社会の発展、科学技術の進
展に寄与する」という趣旨に合致している。
本事業を通し、本学学生は幅広い知識と専門性に立脚した知識基盤を学び、途上国で実践的な教育を受ける
機会を得る。海外交流大学や国連との連携により国際性が養われ、途上国での新たな循環型社会システムの構
築を経験する過程では柔軟な創造性が必要となる。したがって、本事業の取り組みは本学が目指す「創造的人
間」の育成に直接的に繋がるものであり、本学の将来ビジョンの実現に向けた位置付けとなっている。
＜周知状況＞
本学では、年に1回全学教職員を招集し、「創価大学事業計画説明会」を開催しており、「創価大学グラン
ドデザイン」にもとづく創価大学教育ビジョンの取り組みについて紹介するとともに、意見交換の場を設け
て、全学教職員に将来ビジョンを周知している。さらに、「創価大学グランドデザイン」の内容は、専用の
ホームページやパンフレットにより学内の学部生・大学院生・教職員はもとより、学外にも周知・公表されて
いる。
本ブランディング事業は、学長主導の研究支援組織である「研究推進センター」で検討され、大学理事会・
大学教育研究評議会において審議・承認され、各学部・研究科の教授会・委員会における審議を経て、学内に
周知徹底されている。
【②本事業の対象】
本事業を実施する上で、直接的に本事業の実施に関わるステークホルダーとして、在学生（学部生・大学院
生）、国連・NGOなどの国際機関、現地からの留学生、現地の若手技術者・研究者・起業家、現地の大学・研
究機関、現地企業が想定される（図2）。この他に、本事業に二次的に関わるステークホルダーとして、受験
生・保護者、日本国内の企業、日本国内の大学・研究機関が想定される。受験生・保護者については、ブラン
ディング化のプロセスで実施予定の広報活動によって、本学の活動や特色が周知されることになる。日本国内
の研究機関については、途上国において実施した技術開発の成果を学術学会や学術雑誌等に発表することで、
本学の研究活動が周知される。日本国内の企業については、本事業実施中の広報活動や共同研究、また、本学
からの途上国におけるBOPビジネスの提案、さらには本事業で実践的教育を受けた卒業生の就職などの複合的
な効果によって、本学のブランドが浸透していくものと考えられる。
【③本事業を通して浸透させたい大学のイメージ】
＜在学生・受験生・保護者、日本国内の企業＞
在学生は、本事業を通して実践的な国際教育を受けることで学問と実践の結び付きを考えるようになり、学
生のアイデンティティ形成に寄与する。また、学部横断型の事業に参加することにより、自分の専門分野に留
まらない柔軟性と知識を生かして課題を解決する応用性を養う。これらの在学生は、海外で働くことに興味を
持ち、本学から多国籍企業や外資系企業、海外で活動する日本国内の企業、国連・NGOなどの国際機関へ人材
を輩出することが期待される。その結果、在学生はもとより、二次的に受験生やその保護者にとっても本学が
「国際社会で活躍する人材を育成する大学」として認識される。本事業で実施する実践的な国際教育を発信す
ることで、国際協力に興味を持つ受験生が増加し、それに伴う競争による本学の受験生の学力向上や本学への
多様な人材の参入が期待される。
現在、多くの日本企業が「企業の社会的責任（CSR）」を果たすために、途上国での環境保全や飢餓解消に
資する活動に関心が高い。このような状況の中で、途上国支援と継続的な利益創出を同時に達成するBOPビジ
ネスモデルを日本企業に提案することは、本事業の果たすべき具体的な役割の一つである。この活動と、本事
業期間中の広報活動、さらには本事業で実践的教育を受けた卒業生の就職などの複合的な効果によって、日本
国内の企業においても「国際社会で活躍する人材を育成する大学」として本学のブランドが浸透させたい。
＜国連・NGOなどの国際機関＞
本学は既に、「国連アカデミック・インパクト」への参画、「ソーシャルビジネスデザインコンテスト」の
共催、「難民高等教育プログラム」協定の締結などを通して、国連の活動を支援し、強固な信頼関係を構築し
てきた。本事業では、国連SDGsに挙げられている環境保全・飢餓解消に全学を挙げて取り組むことで、国連・
NGOなどの国際機関にとって、本学が「貧困層に対する人道支援を牽引する大学」として認識される。
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＜現地からの留学生、現地の若手技術者・研究者・起業家、現地研究機関、現地企業＞
途上国では、排泄物などの有機性廃棄物・廃水の処理体制の不整備に起因する環境汚染が問題となってい
る。しかし、廃棄物・廃水の中には多くの循環資源が潜在しており、それらを用いた新たな産業基盤の形成が
期待されている。本事業では、廃棄物・廃水からの低コストなエネルギー回収や栄養塩の循環利用による有価
物生産技術を研究開発する。さらに、有価物の高機能飼料化や健康補助食品の商品化などにより、ビジネスモ
デルの展開が期待できる。また、国連との現地ワークショップの共催や本学への留学生の受け入れによる環境
教育・経済教育の実施により、環境保全意識の向上や本事業の内容を理解した研究者・技術者、地域経済の発
展を担うアントレプレナーを育成する。このような活動を通して、現地からの留学生、現地の若手技術者・研
究者・起業家、現地研究機関、現地企業にとって、本学が「途上国支援に力を入れている大学」として認知さ
れる。
＜日本国内の大学・研究機関＞
本事業で得られる技術開発の成果を国内・国際学会や学術雑誌で発表することにより、創価大学の技術力の
プレゼンスを高めることができる。日本国内の研究機関には、「途上国で利用可能な適正技術の研究開発やビ
ジネスモデルの策定を得意とする特色ある大学」として浸透させたい。
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図2 本事業で想定されるステークホルダーと浸透させたい大学のイメージ
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【④現状の大学のイメージ・認知度】
ブランドの評価を行う研究機関である「日経BPコンサルティング」は、2007年から年に1回「大学ブランド
イメージ調査」を実施している。本調査は、本学を含む各地域の主な大学（全457校）を対象とし、49項目に
わたって大学や学生へのブランド・イメージを中立的・多面的に収集したものである。現状の大学のイメー
ジ・認知度に係る客観的な指標として、2016-2017年版のビジネスパーソンへの調査結果を用いる。なお、本
学は東京都に位置することから、首都圏の国公私立120大学を対象とした調査結果を用いる。
(1) 本学の認知度・ブランドイメージ
大学認知度：88.9（27位, 平均69.2）
大学ブランドイメージ：46.9（58位, 平均49.7）※前年調査では46.0（66位）
(2) 主な調査項目（括弧内は前年調査）
① 広報活動に力を入れている：1位（7位）
② 個性的である：8位（35位）
③ ロゴ、カラー、キャラクターなどが思い浮かぶ：14位（46位）
④ 留学生の受け入れが活発である：15位（17位）
⑤ グローバル/国際交流が活発：18位（36位）
以上の調査結果から、本学の認知度は首都圏の国公私立大学の中では上位に位置していると言える。大学ブ
ランド・イメージは平均値をやや下回っているが、前年調査からは順位を上げており、これまでのブランディ
ング活動による一定の効果が見られる。また、「主な調査項目」の結果から、①-③では本学の特徴やイメー
ジ、④-⑤では留学生の受け入れや国際交流といったグローバルなイメージが浸透していることがわかる。
【⑤情報発信手段・内容】
【④現状の大学のイメージ・認知度】の調査結果から、「大学の認知度が高い」という本学の強みを生か
し、以下の様々な手段を用いて事業内容・成果を迅速かつ正確に発信することで、国内外の各ステークホル
ダーに【③本事業を通して浸透させたい大学のイメージ】で挙げた本学のイメージを浸透させる。
＜全ステークホルダー＞
ホームページ・SNS：既存の大学ホームページ・SNSとは別に、本事業専用の日本語・英語版のホームペー
ジ・SNS（Facebookなど）を開設し、情報を頻繁に更新することで、学内外の全ステークホルダーに事業内
容・成果をリアルタイムで発信する。
広告：新聞・雑誌・動画などのメディアを通して、学内外の全ステークホルダーに事業内容・成果を広く紹介
する。
シンポジウム：最終年度に公開シンポジウムを開催し、学内外の全ステークホルダーに事業内容・成果の周知
を行う。併せて、第三者評価を行う。
＜在学生・受験生・保護者＞
学内説明会・報告会：初年度に説明会を1度開催し、その後、年に1回の報告会を開催し、在学生に事業内容・
成果の周知および本事業への参加募集を行う。
大学パンフレット・広報誌：キャンパスガイドや大学広報誌「SUN」（年に4回）に事業内容・成果を掲載し、
主に在学生・受験生・保護者に配布する。適宜、本事業に参加した学生・教員へのインタビューなどの特集記
事を掲載する。
オープンキャンパス・進学説明会：本学キャンパスで開催されるオープンキャンパス（年に6回）や全国の外
部会場・海外事務所（中国・韓国・タイ）で開催される進学相談会で受験生・保護者に本事業の紹介を行う。
＜国連・NGOなどの国際機関、現地の若手技術者・研究者・起業家＞
現地説明会・セミナー：初年度に説明会を1度開催し、その後、年に1回のセミナーを開催し、現地の若手技術
者・研究者・起業家に事業内容・成果の周知、本学への留学生募集などを行う。
＜日本国内・現地の大学・研究機関・企業＞
学会発表・研究紀要・論文：国内・国際学会発表および研究紀要・学術雑誌への論文掲載を通して本事業で得
られる技術やビジネスモデルに関する学術的成果を国内外の大学・研究機関・企業に発信する。
報告書：中間報告書・最終報告書を作成・公開することで、事業内容・成果を発信する。
本事業で取り組む課題は多様であるため、本事業期間のみでは完全な形での課題解決は困難である。した
がって、本事業期間終了後も本事業の課題に取り組み続ける若い人材が必要であるため、本事業に賛同する若
き協力者を集めるためのPR活動を特に強く実施する。また、文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援
（タイプB, グローバル化牽引型）」の取り組みやコミュニケーション活動を通し、本学の強みや魅力が各ス
テークホルダーに伝わるよう努める。
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【⑥ブランディング戦略の具体的工程】
本事業では、効果的な情報配信を目的とする「伝える段階（手段）」と本学の強みの明確化・他大学との差
別化を図る「働きかける段階（手段）」に分けてブランディング戦略を策定し、各フェーズで各手段および全
体でPDCAサイクルを回す。各年度ごとのブランディング戦略の詳細については、表1に示す。
＜伝える段階（手段）＞
「研究推進センター」の「プロジェクト運営支援部会」がブランディング戦略を策定し（Plan）、「広報部
会」、各学部・研究科が事業内容・成果に係る情報を配信する（Do）。具体的には、「広報部会」が本事業専
用の日本語・英語版のホームページ・SNS（Facebookなど）を開設し、ホームページ・SNSに掲載する情報を頻
繁に更新することで、学内外の全ステークホルダーに事業内容・成果をリアルタイムで発信する。新聞・動画
などのメディアを通して、学内外の全ステークホルダーに事業内容・成果を広く紹介する。キャンパスガイド
や大学広報誌「SUN」（年に4回）に事業内容・成果を掲載し、主に在学生・受験生・保護者に配布する。各学
部・研究科は、国内・国際学会発表および研究紀要・学術雑誌への論文掲載、中間報告書・最終報告書の作
成・公開を通して本事業で得られる学術的成果を主に国内外の大学・研究機関に発信する。これらの情報配信
活動について、「プロジェクト運営支援部会」がホームページアクセス数、新聞記事の掲載数、論文掲載数な
どの成果指標をもとに情報の到達を年に2回評価し（Check）、それをもとに「伝える段階（手段）」のブラン
ディング戦略を改善する（Act）。
＜働きかける段階（手段）＞
「研究推進センター」の「プロジェクト運営支援部会」がブランディング戦略を策定し（Plan）、「広報部
会」、各学部・研究科が本事業のプロモーションを行う（Do）。具体的には、「広報部会」と各学部・研究科
が連携して年に1回学内説明会・報告会を開催し、在学生に事業内容・成果の周知および本事業への参加募集
を行う。また、本学キャンパスで開催されるオープンキャンパス（年に6回）や全国の外部会場・海外事務所
（中国・韓国・タイ）で開催される進学相談会で受験生・保護者に本事業の紹介を行う。さらに、現地説明
会・セミナーを年に1回開催し、国連・NGOなどの国際機関、現地の若手技術者・研究者・起業家向けに事業内
容・成果の周知、本学への留学生募集を行う。各フェーズの終了時には公開シンポジウムを開催し、学内外の
全ステークホルダーに事業内容・成果の周知を行う。これらのプロモーション活動について、「プロジェクト
支援部会」がイメージ調査、認知度などの成果指標をもとに関心・共感の獲得を、寄付金・外部資金、報告会
の参加者数などの成果指標をもとに協力・評価の獲得を評価し（Check）、それをもとに「働きかける段階
（手段）」のブランディング戦略を改善する（Act）。
【⑦成果指標・達成目標】
＜伝える段階（手段）＞
・ホームページアクセス数：初年度比20%増
・新聞記事掲載数：初年度比20%増
・SCOPUS論文執筆数：初年度比20%増
＜働きかける段階（手段）＞
・入学者の中に占める途上国支援や海外就職希望者数：初年度比20％増
・共同研究受託件数・金額：初年度比20%増
・寄付金件数・金額：初年度比20%増
・事業に係る認知度・イメージ調査（特に国際性評価の項目）：初年度比20%増
・学内における事業認知度：初年度比20%増
・事業の第三者評価：5段階評価（A,B,C,D,E）のB以上
【⑧達成目標の進捗状況の把握方法】
「研究推進センター」の「広報部会」を事務局とし、各取り組みの達成に向けた進捗状況や成果を集約す
る。「広報部会」では、今後の方向性について定期的に協議し、計画に基づいてブランディング活動を進め
る。集約した進捗状況や成果は公式ホームページ等で積極的に公開する。
具体的には、以下の方法により進捗状況を把握する。
＜伝える段階（手段）＞
・ホームページアクセス数：ホームページ管理者からの情報提供
・新聞記事掲載数：広報部会での定期的な確認
・SCOPUS論文執筆数：各年度末にデータベースSCOPUSを利用して調査
＜働きかける段階（手段）＞
・入学者の中に占める途上国支援や海外就職希望者数：入学時にアンケートを取る
・共同研究受託件数・金額：年度末に各学部・研究科で集計
・寄付金件数・金額：年度末に各学部・研究科で集計
・大学認知度・イメージ調査（特に国際性評価の項目）：「日経BPコンサルティング」による「大学ブランド
イメージ調査」の利用
・学内における事業認知度：全学アンケートの実施
・第三者評価：年1回の外部評価委員会による客観的評価
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表 1 ブランディング戦略活動一覧
フェイズ

毎年

実施内容

フェイズ2
（4-5年目）

ステークホルダー

成果指標（達成目標）

オープンキャンパス・進学説明会
（事業説明、展示見学、模擬授業）

学外周知、受験者啓蒙

受験生、保護者

入学者の中に占める途上国支援や海外就職希望者数(初年度比20％増)

大学パンフレット・広報誌への掲載

学内周知、受験者啓蒙

在学生、受験生、保護者

大学認知度・イメージ調査（初年度比20%増）
学内における事業認知度（初年度比20%増）

学内報告会の開催（年1回）

事業内容・成果の周知

在学生

学内における事業認知度（初年度比20%増）

学外周知、学術
的貢献

研究機関、企業
国連、NGO、NPO

SCOPUS論文執筆数（初年度日20%増）

事業の第三者評価

事業内容の客観的評価

外部有識者

5段階評価（A,B,C,D,E）のB以上

専用HP・SNS

情報発信

全て

ホームページアクセス数(20%増)

学内説明会の開催

学内周知
本事業に参加する学生の募集

在学生

学内における事業認知度：初年度比20%増
入学者の中に占める途上国支援や海外就職希望者数（初年度比20%増）

途上国における現地説明会の開催

事業内容・成果の周知
留学生の募集

国連・NGO等の国際機関
共同研究受託件数・金額（初年度比20%増）
現地の若手技術者・研究者・ 寄付金件数・金額（初年度比20%増）
起業家
大学認知度・イメージ調査（初年度比20%増）

中間報告書の公開

事業内容・成果の周知

全て

事業の第三者評価：5段階評価（A,B,C,D,E）のB以上

広告（新聞、動画など）

情報発信

全て

ホームページアクセス数（初年度比20%増）
新聞記事掲載数（初年度比20%増）
大学認知度・イメージ調査（初年度比20%増）

途上国における現地セミナーの開催

途上国における人材育成

国連・NGO等の国際機関
共同研究受託件数・金額（初年度比20%増）
現地の若手技術者・研究者・ 寄付金件数・金額（初年度比20%増）
起業家
大学認知度・イメージ調査（初年度比20%増）

公開シンポジウムの開催

学外周知、事業成果の報告

全て

事業の第三者評価：5段階評価（A,B,C,D,E）のB以上

最終報告書の公開

事業内容・成果の周知

全て

事業の第三者評価：5段階評価（A,B,C,D,E）のB以上

毎年
（初年度を除く） 学会発表、研究紀要・論文への投稿

フェイズ1
（1-3年目）

目的
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4. 事業実施体制（2ページ以内）
【学内実施体制】
本学には既に、研究戦略・研究支援を担当する、学長主導の「研究推進センター」が設置されている。「研
究推進センター」は、副学長をセンター長とする理事会直属の組織であり、学部や研究科と同等の位置づけで
ある。「研究推進センター」には、研究環境の整備や研究プロジェクトのモニタリング・進捗管理・評価を実
施する「プロジェクト運営支援部会」、共同研究・産学連携・知的財産を管理する「国際連携・知的財産戦略
部会」、研究・教育成果をもとに大学の広報活動を行う「広報部会」がある。また、本事業の理系学部・研究
科の活動拠点として、「プランクトン工学研究開発センター」を新設し、文系学部・研究科の活動拠点として
は、授業や教育の改善に関する調査・広報活動を行う「教育・学習支援センター（CETL）」が担当する。学
外交流・国際連携を推進する「グローバル・コア・センター」で、留学生の受け入れ・学生の海外派遣を支援
する。このように、本事業では「研究推進センター」を中心として、全学的に事業を実施する体制が整備され
ている（図3）。なお、全学的な研究支援体制の整備や本事業への応募については、理事会の決定をもって全
学部教授会において周知され、大学として第一義的に設定されている。
事業全体のPDCA

事業計画拠点

研究活動拠点
研究活動の
PDCA

学長主導の研究推進センター

研究テーマ①, ②の研究支援

評価

プロジェクト運営支援部会

データベース構築による情報共有
技術委員会（年1回）

進捗報告

進捗管理・評価 (年1回)

プランクトン工学研究開発センター
理系学部・研究科活動拠点
(理工・看護学部、工学研究科)

本事業全体の運営・管理

ブランディング
戦略のPDCA

教育・学習支援センター (CETL)
文系学部・研究科活動拠点
(経営・経済・国際教養・教育・法学部
経済学研究科)

取材

広報部会

研究テーマ③, ④の研究支援

情報

ブランディング戦略の企画・実施
(HP開設・記事作成・セミナーなど)

連携

グローバルコアセンター
本学学生の留学支援
留学生の受け入れ態勢の整備
国際機関との連携

知財
情報
特許出願の
依頼

国際連携・知的財産戦略部会
国際共同研究・産学連携
・特許取得の推進

外部評価委員会
第三者による本事業の客観的評価 (年1回)
以下の機関などの有識者により構成
・国立環境研究所
・東京工業大学工学部国際開発工学専攻
・滋賀県立大学環境科学部
・国際協力機構（ JICA ）研究所

図3 事業実施体制

【自己点検・評価体制および外部評価体制】
本事業では、①研究活動、②ブランディング戦略、③事業全体でPDCAサイクルを整備している。
①研究活動のPDCAサイクル
「研究推進センター」の「プロジェクト運営支援部会」で事業計画を立案し（Plan）、研究活動は理系学
部・研究科では「プランクトン工学研究開発センター」が、文系学部・研究科では「教育・学習支援センター
（CETL）」が支援し、各学部・研究科で実施する（Do）。この2つの機関を中心に、各学部・研究科が連携す
る（図4）。「プロジェクト運営支援部会」は年1回研究活動の進捗管理および評価を実施し（Check）、それ
をもとに実施計画の修正を行う（Act）。また、「プランクトン工学研究開発センター」と「CETL」が合同で
「技術委員会」を設置し、年に1回、各研究テーマの進捗状況の把握、研究テーマ間の相互調整などを行う。
本事業では、各研究テーマが深く関連し合っているため、事業目標の達成には「技術委員会」が極めて重要な
役割を果たすと考えている。また、理系・文系の研究組織間の情報伝達を円滑に行うために、本事業により収
集・解析されたデータは、学内共有データベースで管理する。
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理工（生命分野）

理工（情報分野）
センサー等を用いた運転・
モニタリングの自動化

経営・経済
経営・経済

＊利益還元システム構築
＊有価物の利用法の検討
＊経済教育の実施
＊起業支援
＊バリューチェーン分析

オミックス解析による
機能性物質の予測・探索

簡易で安価な
有機物処理・栄養塩回収
システムの構築

プランクトン工学
研究開発センター

途上国支援

看護

機能性物質の健康影響
の評価

教育・学習支援センター
（CETL）

法
現地法・国際法の
情報提供

理工（環境分野）

教育
国際教養
現地調査による
ニーズの把握

環境教育・経済教育法の
検討・実施

図4 学部・研究科連携体制

②ブランディング戦略のPDCAサイクル
研究活動と同様に、「研究推進センター」の「プロジェクト運営支援部会」が本事業における各ステークホ
ルダーに向けたブランディング戦略を立案し（Plan）、実際の広報活動は同センター内の「広報部会」が行う
（Do）。ブランディング戦略の進捗状況は定期的に「プロジェクト運営支援部会」が管理・評価し
（Check）、ステークホルダー毎にブランディング戦略の修正を行う（Act）。
③事業全体のPDCAサイクル
本事業では、ラボスケール実験、現地調査・分析、外部機関との連携態勢の整備を行うフェーズ1（1-3年
目）と、途上国におけるベンチスケール実験、国際的なバリューチェーンの構築やBOPビジネスの提案、国連
や現地NGOとの共催によるワークショップの開催を行うフェーズ2（4-5年目）の2つのフェーズを設け、各
フェーズでPDCAサイクルを回す。つまり、フェーズ1においては、「研究推進センター」の「プロジェクト運
営支援部会」が立案した事業計画（Plan）をもとに各組織（プランクトン工学研究開発センター、CETL、広報
部会、国際連携・知的財産戦略部会、グローバルコアセンター）が実施した活動状況（Do）を、外部評価委員
会（詳細は下記に記載）が管理・評価し（Check）、事業全体が円滑に進むための修正案を提示する（Act）。
各組織は外部組織から提示された修正案を事業活動に反映させる。フェーズ2後に本事業総括を実施する際に
も、PDCAサイクルを取り入れ、事業終了後も継続して大学のブランディング活動を推進する。なお、各フェー
ズの終了時には報告書（フェーズ1：中間報告書、フェーズ2：最終報告書）を作成する。
【外部組織体制】
技術開発の進捗、途上国への経済的・社会的貢献、国際社会への影響などを総合的に評価するため、国立環
境研究所、滋賀県立大学環境科学部、東京工業大学工学部国際開発工学専攻、国際協力機構（JICA）研究所な
どの有識者からなる「外部評価委員会」を設置する。「外部評価委員会」は、年1回開催し、5段階評価（AE）で第三者による客観的評価を受ける。第三者評価におけるコメントを各年度ならびに事業終了後の活動に
反映させる。
【学外連携体制】
本学は、「国連アカデミック・インパクト」への参画（2014年）、「ソーシャルビジネスデザインコンテス
ト」の共催（2014年）、「難民高等教育プログラム」協定の締結（2016年）などを通して、長年にわたり国連
の活動を支援し、強固な信頼関係を構築してきた。本事業では、「研究推進センター」の意思決定を受けた
「グローバルコアセンター」が主体として、国連、現地NGO、現地留学生・若手研究者・起業家等の学外ス
テークホルダーとの連携を行い、現地ワークショップの共催や留学生の受け入れ・各種研修の実施を円滑に進
める。
本事業を実施する途上国のモデルケースとしてエチオピアを想定しているが、同国・ジンマ大学と本学は既
に学術交流協定（MOU）を締結している。同大学副学長の本学への来学や本学理工学部の研究者の派遣を通し
て長年にわたり共同研究を実施し、2016年からは本学理工学部の国際共同研究事業として現地で実証実験を
行っている。
本学は、55か国地域・185大学（2017年3月現在）と学術交流協定を締結し、2014年には文部科学省「スー
パーグローバル大学創成支援（タイプB, グローバル化牽引型）」に採択されている。本学は、インド・デ
リー大学やガーナ・ガーナ大学などのサンベルト地帯に位置し、共通した環境を有する諸大学と積極的に学術
交流を実施している。そのため、本事業終了後にエチオピアのモデルケースをそれらの大学へ水平展開すると
共に、サンベルト地域のその他の大学との連携にも積極的に取り組む。
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5. 年次計画（3ページ以内）
各研究テーマ・ブランディング戦略の年次計画の概要を図5に示す。
本事業の年次計画（5年間）は、前半3年間のフェーズ1と後半2年間のフェーズ2に分けられる。フェーズ1で
は、処理対象とする廃棄物・廃水の選定、現地プランクトンの探索、実験室での基礎研究、現地NGOとの連携によ
るニーズの把握などを行う期間である。フェーズ1での最終年（3年目）には中間報告会を行い、PDCAサイクルに
よるプロジェクト全体の進捗確認、問題点の把握を行い、次フェーズの改善点とする。フェーズ2はそれぞれの
研究テーマで社会実装化に向けた研究開発、製品・商品開発、またそれらのバリューチェーンやBOPビジネスにつ
いて調査・検討を行う。現地適正技術の社会実装化については現地大学と協力し、国際協力機構（JICA）現地事
務所などとも連携する。また、現地での製品・商品開発については現地NGO、餌料会社、食品加工会社、また日本
貿易振興機構（JETRO）などと連携し、栄養補助食品をはじめとする実際の商品開発を進める。各フェーズの詳細
ならびに数値目標などの指標について各年度の目標の項に太字で示した。フェーズ2の最終年度（5年度）には公
開のシンポジウムを開催し、併せて第三者評価を受け事業終了後の活動についても協議し、上位目標へのアプ
ローチ、事業の水平展開について検討する。
ブランディング戦略の活動については、年度を決めて実施するものと、毎年の開催を目標とするものに分け
る。前者については、研究推進センターとも密接に連携し、時期や規模について決定する。現地でのセミナー、
ワークショップの開催については、現地の情報、気候、慣例を配慮して実施する。事業最終年度には、各ステー
クホルダーに対してブランドが浸透していることを評価するアンケートを実施し、その後の活動に生かす。
上位目標
上位目標

本学のブランド確立
本学のブランド確立
国際社会で活躍する人材を育成する大学

学長主導のもと、各学部・研究科の研究・教育成果の文理融合による
国連SDGs（途上国における環境保全・飢餓解消）達成への貢献
学長主導のもと
、各学部・研究科の研究・教育成果の文理融合による
国連SDGs（途上国における環境保全・飢餓解消）達成への貢献

(在学生・受験生・留学生・保護者・国内企業)
国際社会で活躍する人材を育成する大学
(在学生・受験生・留学生・保護者・国内企業)
貧困層に対する人道支援を牽引する大学

（国連・現地NGO等の国際機関）
貧困層に対する人道支援を牽引する大学

達成目標
達成目標

事業終了後
事業終了後

プランクトン工学による
プランクトン工学による
廃棄物・廃水処理
廃棄物・廃水処理
有価物生産システムの確立
有価物生産システムの確立

各条件におけるベストトータルモデル構築のための手法確立
各条件におけるベストトータルモデル構築のための手法確立

最終報告会
最終報告会

廃棄物・廃水処理 / 有価物生産システムの評価
廃棄物・廃水処理
/ 有価物生産システムの評価
・ LCA（環境影響評価）
・ LCC（経済性評価）
・ LCA（環境影響評価） ・ LCC（経済性評価）

フェーズ2
フェーズ2
（4-5年目）
（4-5年目）

国連・NGO等との
国連・NGO等との
共催による現地ワー
共催による現地ワー
クショップを通した
クショップを通した
環境教育・経済教育
環境教育・経済教育

国際的な
国際的な
バリューチェーン構築・
バリューチェーン構築・
BOPビジネスの提案
BOPビジネスの提案

現地学生と
現地学生と
共同運転
ベンチスケール
ベンチスケール
共同運転
ベンチスケール
メタン発酵槽の 消化液 ベンチスケール
培養槽の
メタン発酵槽の 消化液
有価物 有価物の製品・
培養槽の
製作・運転
有価物の製品・
製作・運転
有価物
製作・運転
商品化検討
製作・運転
商品化検討

製品例
製品例
提示
提示

ニーズ情報
ニーズ情報
途上国における
途上国における
処理対象廃棄物・
処理対象廃棄物・
廃水の検討
廃水の検討

途上国における
途上国における
現地産プランクトン
現地産プランクトン
の単離・培養
の単離・培養

ニーズ情報
ニーズ情報

貧困層のニーズ
貧困層のニーズ
把握のための
把握のための
情報収集・現地調査
現地調査

ニーズ情報
ニーズ情報

（日本研究機関・企業）

ブランド
ブランド
アンケート調査
アンケート調査
学外シンポジウム
学外シンポジウム
現地における
現地における
本学学生の活動・
本学学生の活動・
現地住民への教育提供
現地住民への教育提供

現地ワークショップ
現地ワークショップ
の教材検討
の教材検討
(環境・経済教育
(環境・経済教育
))

国連・NGO等との連携
国連・NGO等との連携
本学学生の留学・留学生の
本学学生の留学・留学生の
受け入れ体制の整備
受け入れ体制の整備

途上国に適した廃棄
途上国に適した廃棄
物・廃水からの栄養
物・廃水からの栄養
塩抽出・エネルギー
塩抽出・エネルギー
回収技術の研究開発
回収技術の研究開発

現地産プランクト
現地産プランクト
ンによるバイオマ
ンによるバイオマ
ス・有価物生産技
ス・有価物生産技
術の研究開発
術の研究開発

バイオマスと有価
バイオマスと有価
物の製品・商品化
物の製品・商品化
に向けた国際的な
に向けた国際的な
バリューチェーン
バリューチェーン
の提案・構築
の提案・構築

現地の若手技術者・
現地の若手技術者・
研究者・起業家への
研究者・起業家への
環境教育・経済教育
環境教育・経済教育

研究テーマ
研究テーマ
①
①

研究テーマ
研究テーマ
②
②

研究テーマ
研究テーマ
③
③

研究テーマ
研究テーマ
④
④

図5 各研究テーマ・ブランディング戦略の年次計画概要

（現地住民・研究機関・企業）

途上国支援における適正技術と
ビジネスモデルの策定を得意とする大学
途上国支援における適正技術と
（日本研究機関・企業）
ビジネスモデルの策定を得意とする大学

留学生の受け入れ・
留学生の受け入れ・
研修開始
研修開始

データサイエンス
データサイエンス
等を用いたニーズ
等を用いたニーズ
情報の分析
情報の分析

ラボスケール
植物プランクトン
ラボスケール 消化液
消化液 植物プランクトン
メタン発酵実験
株の選定
メタン発酵実験
株の選定

途上国支援に力を入れている大学
（現地住民・研究機関・企業）
途上国支援に力を入れている大学

現地学生と
現地学生と
共同開発
共同開発

中間報告会
中間報告会

フェーズ1
フェーズ1
（1-3年目）
（1-3年目）

（国連・現地NGO等の国際機関）

途上国に適した有価物の
連携
途上国に適した有価物の
連携 生産・加工・流通・販売経路の
生産・加工・流通・販売経路の
構築、本事業の発展を担う人材の
構築、本事業の発展を担う人材の
育成
育成

メディア配信開始
メディア配信開始
（新聞、テレビCM等）

（新聞、テレビCM等）

学外シンポジウム
学外シンポジウム

現地説明会
現地説明会
学内説明会
学内説明会

【毎年実施】
【毎年実施】
〇学生の
〇学生の
事業参加
事業参加
〇オープン
〇オープン
キャンパス
キャンパス
・・
事業説明
事業説明
・・
模擬授業
模擬授業

〇外部評価
〇学内報告会
〇学内報告会
〇学会発表
〇学会発表
〇論文発表
〇論文発表
（3年目以降）
（3年目以降）

公式HP・SNSの開設
公式HP・SNSの開設

ステークホルダー：
ステークホルダー：
在学生・受験生・留学生・保護者、
在学生・受験生・留学生・保護者、
国連・NGO等・現地住民・研究機関・
国連・NGO等・現地住民・研究機関・
企業・日本研究機関・企業
企業・日本研究機関・企業

ブランディング戦略
ブランディング戦略

創価大学
平成29年度

目
標

【研究活動】
研究テーマ①：途上国において、処理対象とする廃棄物・廃水の検討
研究テーマ②：途上国における現地産植物プランクトンの情報収集・オミックス解析に向けた情
報整理
研究テーマ③：途上国およびその周辺地域の生活環境・貧困・健康改善のためのニーズ把握
研究テーマ④：現地住民の教育のための国際機関との連携体制の整備、現地留学生・研修生受け
入れ体制の整備
【ブランディング戦略】
本事業の広報活動・情報発信手段の確立、本事業の学内・学外周知、現地説明会の開催

実
施
計
画

【研究活動】
研究を開始するにあたり、分析装置の立ち上げ、培養リアクターの整備を行う。
研究テーマ①：途上国の研究機関との意見交換、予備調査
研究テーマ②：途上国における植物プランクトン採取場所の検討、
研究テーマ③：途上国およびその周辺地域における現地調査の実施
研究テーマ④：地域住民・国連機関・NGO・NPOに向けた現地セミナーによる本事業の広報、現地
留学生の受け入れ体制の整備
【ブランディング戦略】
本学におけるブランディングセンターの設置、本事業の公式ホームページ・SNSの開設・運営
全学生・教員を対象とした本事業の学内説明会の実施、現地説明会の開催
平成30年度

目
標

【研究活動】
研究テーマ①：処理対処とする廃棄物・廃水の選定、選定基質からのバイオガス生成能、消化液
中栄養塩分析・評価→2種類の対象基質の決定（指標）
研究テーマ②：現地産植物プランクトンの採取・単離・培養→現地株10株の単離成功（指標）
研究テーマ③：途上国およびその周辺地域の生活環境・貧困・健康改善のためのニーズ調査→
データベースの充実
研究テーマ④：環境・経済教育へのアプローチ法の検討、現地住民の教育のための国際機関との
連携体制の整備、現地留学生・研修生募集→カウンターパートを選定し、決定する（指標）
【ブランディング戦略】
本事業の広報活動、本事業の学内・学外周知、現地における事業内容の周知→現地セミナー開催
（指標）

実
施
計
画

【研究活動】
研究テーマ①：廃棄物・廃水の組成分析、その結果および現地ニーズ情報を合わせた上での経済
性検討、選定廃棄物・廃水を用いたラボスケールメタン発酵実験
研究テーマ②：現地植物プランクトンの単離・培養および栄養塩除去能の評価
研究テーマ③：途上国およびその周辺地域における現地調査の実施
研究テーマ④：環境・経済教育のためのワークショップ教材の検討、地域住民・国連機関・NGO・
NPOに向けた本事業の説明、現地留学生の本学への受け入れ・研修対象者の募集
【ブランディング戦略】
本事業に関する現地セミナー開催、公式ホームページ・SNSでの広報、オープンキャンパスでの事
業説明、研究成果の学内外での発表

創価大学
平成31年度

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
研究テーマ①：対象地域に適したベンチスケールでの無動力撹拌型メタン発酵槽の設計・製作→
無撹拌型発酵槽比分解率20%増（指標）
研究テーマ②：既知および現地の植物プランクトン種からの適正な種の選定→現地有望株2株の
選定（指標）、ベンチスケール培養槽の設計・製作および濃縮・抽出・乾燥等のユニットプロセ
スの検討
研究テーマ③：解決すべき課題・ニーズの把握→2ヵ所の事業対象候補地の選定（指標）
研究テーマ④：現地留学生受け入れ・研修実施→2名の大学院生の受け入れ（指標）
【ブランディング戦略】
本事業の広報活動、本事業の学内・学外周知
【研究活動】
研究テーマ①：ベンチスケールで用いるメタン発酵槽の種類の検討・設計（現在バッグリアク
ターを検討中）
研究テーマ②：既知および現地の植物プランクトン種の含有する機能性物質の探索/生成能評価、
既知種との有用性比較による大量培養に用いる植物プランクトン種の選定、メタン発酵槽を含め
た全体システムの検討、培養槽の種類・構造および濃縮・抽出・乾燥などのユニットプロセスの
検討
研究テーマ③：収集した現地情報のデータサイエンス等を用いた分析・解析
研究テーマ④：現地留学生の受け入れ・研修実施
【ブランディング戦略】
学内・現地中間報告会実施、本事業概要に関する学外シンポジウム開催、公式ホームページ・SNS
での広報、オープンキャンパスでの事業説明、研究成果の学会発表・論文発表
平成32年度

目
標

【研究活動】
研究テーマ①：現地でのベンチスケール・メタン発酵槽の製作・実証実験→4カ月の安定した運
転達成と問題点の抽出・改良（指標）
研究テーマ②：現地でのベンチスケール・プランクトン培養槽の製作・実証実験→4カ月の安定
した運転達成と問題点の抽出・改良（指標）
研究テーマ③：選定された2種の植物プランクトン由来の有価物を用いた製品・商品例の製造・評
価、現地学生との共同研究開発→3種の加工製品の試作（指標）
研究テーマ④：現地留学生の本学への受け入れ・研修実施、環境・経済教育→引き続き2名の大
学院生の受け入れ、現地ワークショップの開催（指標）
【ブランディング戦略】
本事業の広報活動、本事業の学内・学外周知

実
施
計
画

【研究活動】
研究テーマ①：ベンチスケールメタン発酵槽の運転
研究テーマ②：ベンチスケール植物プランクトン培養槽の運転
研究テーマ③：植物プランクトン由来の有価物を用いた製品・商品例の製造・評価
研究テーマ④：現地留学生の本学での受け入れ・研修実施、有価物を用いた製品・商品の製造・
評価、国連・NGO等との環境・経済教育ワークショップの共催・評価
【ブランディング戦略】
学内報告会、現地報告会、メディア配信（テレビCM, 新聞等）、公式ホームページ・SNSでの広
報、オープンキャンパスでの事業説明、研究成果の学会発表・論文発表
平成33年度

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
研究テーマ①②：廃棄物・廃水処理から有価物生産までの全体システムの経済性評価（最終達成
目標）
研究テーマ③④：本事業を通して環境・経済教育を受けた現地の住民・若手企業家・学生などと
協働し、途上国を起点とした国際的なバリューチェーンの構築、BOPビジネスの提案を行う（最終
達成目標）
【ブランディング戦略】
本事業の広報活動、本事業の学内・学外周知、公開シンポジウムの開催
【研究活動】
研究テーマ①②：実証実験の結果をもとにした、LCA・LCC（環境影響評価・経済性評価）による
全体システムの経済性評価
研究テーマ③④：収集情報の分析・解析結果を盛り込んだ国際的なバリューチェーンのシミュ
レーションを行い、現地のアントレプレナーや現地で活動している日本企業に提案する
【ブランディング戦略】
学内・現地最終報告会実施、本事業成果に関する学外シンポジウム開催、公式ホームページ・SNS
での広報、オープンキャンパスでの事業説明、研究成果の学会発表・論文発表

創価大学

6. 既選定事業との関連（該当する場合のみ：1ページ以内）
該当なし

