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卒業研究要旨 

 

 
学生生活とそこで得るものは多様である。学生は、大学において教員から授

業や研究指導を受けるだけではなく、職員や先輩、同級生、あるいは大学外の

企業、自治体、地域住民など多くのステークホルダーとの交流のなかで、様々

な知識と経験を得て、学問と人生の楽しみや社会のなかで活躍していくための

強さや人間性を獲得していく。 
そこで、本研究では、大学においてステークホルダーとの関係を強化し、勉

学から、就職活動、課外活動、日常生活の範囲にわたる学生生活の付加価値向

上の取り組み方をテーマとして取り上げた。 
研究のアプローチは 2 つである。一つは大学経営の立場から、ステークホル

ダーとの関係を活性化させる方向である。これについては、昨今企業経営にお

いて重視されている CSR(Corporate Social Responsibility)やその大学版ともい

える USR(University Social Responsibility)の動向と、海外における USR の推

進例を調査した。海外では、USR の実施レベルを評価するための指標が公開さ

れ、それを参照して自校の USR 推進をマネジメントしている例も見られた。 
もう一つのアプローチは、学生が主体的にコミュニティを構築し、ステーク

ホルダーとの関係を開拓していく方向である。これを実現していく上では、

SNS(Social Networking Service)の利用が大きな武器となる。そこで、代表的な

SNS ツールの一つである Facebook や SNS のビジネス応用動向を調査し、それ

をもとに、学生主体のコミュニティサイトの発展に関する提案をまとめた。提

案にあたっては、就職活動に関する情報交換サイトとして先進的な事例である

「11 就活生×12 内定者」に注目し、これをさらに発展させる方法を考案した。

また、さらにこれをわが静岡大学に適用した場合の問題点を検討し、上記二つ

のアプローチを融合した取り組みが求められることを明らかにした。  
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第１章 序論 
 

 
1.1. 研究の背景 

大学生は多くの課題を抱えている。学生の抱える課題とは、学業と課外活

動の両立を目指すだけでなく、人間的強さや安定度を得ることであると考え

る。 
学生の、人間的強さや安定度の面の付加価値を向上させるには、大学を取

り巻く様々なステークホルダーとの関わりが欠かせない。ステークホルダー

とのコミュニケーションをいかに活発にするかが、人間的強さや安定度の向

上の鍵といっても過言ではない。 
一方、大学の今日的課題とは、情報開示と社会的責任を果たすことである。

元来の教育研究機能、すなわち学生への教育や先進的な研究を行う役割、を

果たすことは前提として明らかである。 
 
 

1.2. 研究の目的 
本研究は、学生の取り組みに対し、より主体性をもって活動できるように

改善点を求めることによって、彼らの多面的な課題を解決することである。 
また、新たな大学の捉え方を提唱し、学生活動の支援となるコミュニケー

ションの手段について言及する。 
実際に SNS を用いて展開される学生主体の活動を考察し、着眼点と改善

点を探る。彼らが多面的な問題を解決し、より多くの付加価値を得、能力を

高め、充実した学生生活を送ることを可能にすべく、SNS を効果的に用い

た活動の新たな展望を述べたい。 
また、学生の課題解決への支援で、大学が求められているものを検討する。 
 
 

1.3. 本論文の構成 
本論文は、第 5 章から構成される。 
第 1 章では、本研究の背景と目的を述べた。第 2 章では、学生が人間的強

さや安定度といった項目の獲得するポイントを増やすために、ステークホル

ダーとの関係を密にし、充実させることが必要であることを述べる。第 3 章
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では、大学が、経営の側面からステークホルダーとの関係を活性化させる取

り組みを実践している事例をあげる。第 4 章では、学生がステークホルダー

と連携した活動をより活発にする事例を取り上げる。第 5 章では、第 4 章の

提案を基に、改良点を検討する。また、その活動モデルを静岡大学に適用し

た場合の考察を行う。 
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第２章 大学生活において学生が得るべ

き物とステークホルダーとの関係 
 

 
2.1. 場としての大学 

大学において学生が得るものは、大学に関係する様々なステークホルダー

との関わりをなしには語れない。大学には、学生が在籍し、教員や職員が勤

務する。そこで、彼らによる教育やその他学習と生活支援のなどの既成のサ

ービスを、学生は享受している。それだけでなく、日常的な対応の中で、互

いにに刺激し、発展することで、新たな価値を得ていると考えられる。(図
1) 

 

 
図 1 大学を取り巻く様々なステークホルダー 

 
こうした多くのステークホルダーとの関係を充実させるための取り組み

に 関 し て は 、 近 年 、 大 学 の 社 会 的 責 任 、 USR(University Social 
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Responsibility)という考え方が紹介されている。これは、企業の在り方につ

い て 、 社 会 的 責任 と い う 観点 か ら 捉え た CSR(Corporate Social 
Responsibility)の考えに基づいている。 

 
2.1.1. CSR と USR 

CSR とは、企業を取り巻く消費者、従業員、取引先、地域住民など、幅

広いステークホルダーとの双方向のコミュニケーション全般について、それ

らを重視する考え方である。CSR を向上させる為の取り組みとして、コン

プライアンス、コーポレートガバナンス、ディスクロージャーなどがあげら

れる。コンプライアンスとは、企業活動において法令を順守することを徹底

させることである。コーポレートガバナンスとは、企業の方針に基づいて、

従業員の活動をコントロールすることである。ディスクロージャーとは、企

業の活動や成果を、社外に公正に開示することである。 
USRとは、大学が社会からの信頼を得るための活動である。大学と社会

の相乗発展を図る経営方針として、近年着目されている i。大学を取り巻く

学生、職員、教員、企業など、幅広いステークホルダーとの相互関係を活性

化させ、それらとの連携の強化を目指すことが求められている。CSRと同様

に、大学での教育研究活動において、コンプライアンスやガバナンス、ディ

スクロージャーに取り組まなければならない。大学特有の、教育者による嫌

がらせ、アカデミックハラスメントを防止することは、コンプライアンスの

一つである。教育や指導内容の徹底は、ガバナンスに当たる。また、学生や

教員、職員の不祥事に対する迅速な情報公開は、ディスクロージャーに当た

る。 
 
 

2.2. 学生が得るべき物の全体像 
大学生活において、学生が獲得すべきものは幅広い。大きく、獲得物、楽

しさ・豊かさ、強さ、安定度、視野の広がりの 4 つに分けられると考えられ

る。(図 2) 
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図 2 学生が得るべき物の全体像 

 
「獲得物」とは、学力、資格・成績、お金、健康・体力、人脈の 5 つから

なる。 
「楽しさ・豊かさ」とは、主に食事や芸術、恋愛やスポーツを通じて享受

されるものである。性格や、人柄の形成に影響すると考えられる。 
「強さ」とは、人間関係を良好に機能させるために、不可欠な 3 つの能力

を指している。1 つは、意思疎通を図る際に、相手の意向をくみ取り、自分

の意見を伝える能力である。2 つ目は、複数の相手に対し調和を図りながら、

中心的役割を担う牽引力である。3 つ目は、相手とのやり取りの中で、互い

に主張しながら譲歩し合う、駆け引きのセンスである。 
「安定度」とは、精神的強さである。自己をコントロールする為に、必要

な考え方や能力である。物事を順序立てて把握し処理することが、「論理的

思考」である。マインドセットとは、経験や教育によって変化する思考パタ

ーンである。マネジメントとは、自分の処理能力と処理対象とのバランスを

判断する自己管理能力である。 
「視野の広がり」とは、身の回りの物事に対しての感度の良さを意味して

いる。広がりが小さければ興味や関心は低く、大きければより貪欲に事柄を

吸収しようとする姿勢に繋がると考える。 
次に、学生の代表的な活動である、就職活動の一部を例に挙げて、獲得モ

デルを考察する。 
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図 3 企業説明会へしたときに獲得するもの 

 
上は、企業説明会への参加を想定したものである(図 3)。学生は、説明会

への参加という活動を通じて、「人脈」、「コミュニケーション」、「マネジメ

ント」、「視野の広がり」の要素についてポイントを獲得できたことが分かる。 
学生は、それぞれの要素について高く成果を得たいと考えている。しかし、

例のように、誰もがそれぞれの要素を 100 パーセント獲得しているわけで

はなく、一部の要素しか得られていないことが明らかである。 
また、要素の獲得は、企業、教員、地域のアルバイト先など、学生を取り

巻くステークホルダーとの関わりを無視することは出来ない。同じ就職活動

中の学生と知り合い、人脈を広げたこと自体が、ステークホルダーとの関わ

りを指している。日程の調整も、講義を担当する教員や、アルバイト先の社

員との交渉が必要だったことが分かる。 
 
 

2.3. コミュニケーション型大学モデルへの発展の可能性 
これまで、学生を中心として教員、職員、地域住民など、幅広いステーク

ホルダーとの関わりに着目してきた。このような、ステークホルダー間のコ

ミュニケーションの活性化によって、学生は「学生が得るべきものの全体像」

が示すような、人間的強さや安定度を獲得することができる。これを「コミ

ュニケーション型大学モデル」(図 4)として提唱する。 



11 
 

 
図 4 コミュニケーション型大学モデル 

 
「大学を取り巻く様々なステークホルダー」(図 1)との大きな違いは、3

つある。第 1 には、学生を中心に置く点である。第 2 に、ステークホルダー

間でコミュニケーションが活発に行われている点である。ステークホルダー

間の関わりを強化することで、学生は日常生活での活動を通じて自身の能力

を高め、経験や知識を獲得し、様々な課題に取り組むことが出来ると考える。

第 3 に、従来の大学の捉え方とは異なり、場として大学を捉えていることで

ある。 
ここで、例を 1 つあげる。大学の主催する企業説明会にまつわるステーク

ホルダーとの関わりを、コミュニケーション型大学モデルで展開すると、次

の通りである。(図 5) 
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図 5 コミュニケーション型大学モデルが企業説明会を行った場合のステークホルダーと

のコミュニケーション 
 

学生を中心に、ステークホルダー間でのコミュニケーションが展開されて

いることが分かる。「企業説明会への参加の例(図 3)」と比較した場合、ステ

ークホルダー間の連携が強化されることで、学生は「学生が得るべきものの

全体像」の中の、より多くの要素を獲得することが分かる。(図 6) 
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図 6 コミュニケーション型大学が企業説明会を行った場合に学生が獲得するもの 

 
 
学力、人脈、ネゴシエーション、視野の広がりの点で、「企業説明会への

参加の例(図 3)」の場合より、学生は多くのものを獲得出来る可能性がある

ことが分かる。
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第３章 大学経営の立場からの取組 
 

 
3.1. 大学側における取組 

コミュニケーション型大学モデルへの第 1 のアプローチは、大学が学生中

心のコミュニケーションを増大させる経営を行うことである。こうした、ス

テークホルダーとの関係を強めるコミュニケーション型大学モデルが、世界

各地で進められている。 
海外の取り組みとして、「地域コミュニティ密着型」、「教育特化型」とし

てそれぞれ、カリフォルニア州立モントレーベイ大学、カラマズー・カレッ

ジ 2 校の取り組みを示す。 
 
 

3.1.1. 海外の事例 
(1)カリフォルニア州立モントレーベイ大学 

大学名 カリフォルニア州立モントレーベイ大学 
取り組みタイプ 地域コミュニティ密着型 
主な成果 学生数は 4 年間で 3.5 倍に増加 
特徴 関係者全員(学生、地域代表、職員、教員、理事会理

事)の公開投票で大学の使命や創立理念を決定  
リーダーとなる人材の輩出により地域への貢献を目

指した  
「全国学生サーベイ」*を成果の測定指標として使用 
*政府援助を受けた独立非営利機関（NSSE）の満足

度調査 
 
学生、市域代表、職員、教員、理事会理事を、アドバイザーではなく平等

に意思決定に参加させた点が優れているといえる。 
また、取り組みによって得られる成果の測定指標は、明確に設定している。

例えば「多文化な教育コミュニティの構築」を課題としたとき、取り組みの

結果を示す数値の目標は設定していないが、戦略策定の実施プロセスにおけ

る学習を目的としていることから、評価できるとえる。 
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カリフォルニア州立モントレーベイ大学の改革方針 
戦略課題 主な指標 
多文化な地域

コミュニティ

の構築  
 

 学生、職員、教員の人口構成：多数派が居ないコミュニ

ティへ  
 地域コミュニティのすべてのメンバーが参加できるよ

うなプログラム開発を行う  
 相互理解・尊敬をうみだす積極的な環境の中で、地域コ

ミュニティに施す、他文化理解を進めるカリキュラムや

教授法を開発する  
 学生、大学雇用者の成功のために、支援しようと熱心な

意思に満ちた大学の環境をつくる  
学生の学習  現実社会に貢献する教育をする  

 際立った教育が際立った学習結果を実現 する 
 学生の経験に価値を置き、経験を引き出す  
 学習の焦点を絞った予算配分決定を行う 

学習の支援  安全な生活環境と充実した学習環境を支える基礎的イ

ンフラや施設を提供する  
 実現可能な収入構造を構築し、長期的財務安定性を実現

する  
地域への貢献

を約束するキ

ャンパス 

 多様化した社会で活発に活動した市民となるような学

生を生産する  
 コミュニティが直面する危機に対応する為、大学の資

源、ノウハウ、専門性を動員する  
 大学を構成する小グループの構成者として活動し、実績

を上げる熱心なリーダーが集うコミュニティとなる 
 証拠に基づく評価により、組織の刷新と改善を維持する 
 モントレーという湾岸地区・盆地地区を超えた貢献をす

る 
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図 7 カリフォルニア州立モントレーベイ大学におけるステークホルダーとのコミュニケ

ーション 
 

「地域への貢献」を掲げ、学生を取り巻くステークホルダーとの関係を、

密にしていることが分かる。 
 

 

図 8 カリフォルニア州立モントレーベイ大学の教育の獲得要素 
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地域のリーダーを生み出すという方針にそって、コミュニティに関わる能

力の向上を目指していることが分かる。 
 
(2)カラマズー・カレッジ 

大学名 カラマズー・カレッジ 
取り組みタイプ 教育特化型 
主な成果 学生数は 7 年間で 5 倍に増加 
特徴  1 年半で大規模なワークショップを 2 回開催 

関係者 300 人以上。共通認識を作り上げた  
 1 学期から 1 年半に及ぶ海外留学を 

すべての学生に 
 「K プラン」として全米でも有名  
従来の教育に下記を上乗せする 
 海外留学  
 企業でのインターンシップ  
 修士並みの研究報告書作成  
 職業経験、国際経験、研究経験すべての習得を

要求  
 
カラマズー・カレッジは、「全学生が参加出来て初めて、その大学の特徴

として宣伝できるプログラムである」とし、1 年半に及ぶ海外留学やインタ

ーンシップを必須カリキュラムにした。専門職業大学院を開設せず、4 年制

大学のまま生き残った大学である。 
戦略策定の際、関係者 300 人以上のワークショップを 1 年間で 2 度開催

した点に注目したい。大学を支え、機能させるには、ステークホルダー間の

コミュニティが重要であることを示している。 
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カラマズー・カレッジの改革方針 
戦略課題 主な指標 
活動的で献身的な教えと学びの

両面を豊かにする 
 

 学生の卒業率 
 学生／教授比率 
  フルタイムの教授の比率 
 教授と学生の研究への支出額 
 全国的に有名な教授が来た回数 

多様でユニークなグローバルコ

ミュニティのさらなる統合を図

る 

 海外留学に参加した学生の比率 
 インターンシップと 4 年時の独立研

究を海外で実施した学生の比率 
 国際問題にフォーカスしたイベント

の実施回数  
大学の使命が共通に理解される

ことを促進する 
 K プランへの各パーツへの学生の参

加度合いの記録 
 新入生の属性の記録 
 教員／職員の求人へのマイノリティ

からの応募比率 
 教員、学生総数におけるマイノリテ

ィの比率 
 建物の維持状況  

キャンパスを超えた大学コミュ

ニティの形成を促進する 
 卒業生の寄付率 
 寄付総額 
 「発見のためのエクスターンシッ

プ」の参加数 
 サービスラーニングセンターに登録

されているコミュニティ・パートナ

ー数、登録期間、協力の質 
 コミュニティ活動への学生参加比率 

 
「キャンパスを越えた大学コミュニティの形成を促進する」ための測定指

標には、コミュニティ活動への学生参加比率があげられている。学生のコミ

ュニティ活動が重要視されているとともに、これらが大学そのものの価値に

影響を与える要素であることが分かる。 
「コミュニティ・パートナー」とは、地域に向けた公開講座の参加者であ

る。地域住民を対象にしたサービスラーニングが、どの程度利用されている

かを図る指標である。これは、地域住民というステークホルダーとの連携が
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密であることが望ましいと捉えていることを意味する。 
 

 
図 9 カラマズー・カレッジにおけるステークホルダーとのコミュニケーション 

 

 
図 10 カラマズー・カレッジの教育での獲得要素 

 
カマラズー・カレッジのカリキュラムは、学生活動を学内に止めず、海外

や企業に広げる方針をとっている。これは、学生が、より多くのステークホ
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ルダーとの関わりを持ち、連携を強めることを目標としているためである。

このように、コミュニティとの活動を充実させることは、学生の能力向上に

結び付くことが分かる。(図 10) 
 
  

3.2. 大学側の取組に対する評価 
National Survey of Student Engagement :NSSE とは、米国において、

政府援助を受けた独立非営利機関である。教育に関する調査や報告書作成を

行っている。1998 年に発足し、米国やカナダの、1400 校以上の大学が参加

している。 
「全国学生サーベイ」といわれる、学生の満足度調査は、多くの参加大学

から戦略策定の指標として使用されている。学生のニーズを把握できる、極

めて強力なツールとして機能している。日本に NSSE のような機関はいま

だ存在しない。 
以下に、「全国学生サーベイ」の項目例を示す。 
 
 生徒と教員の交流度合 
 大学による支援の度合 
 学問的な要求度合 
 アクティブで協同的な学習の度合 
 教育経験の豊富化 

 
「学生の満足度」を、ステークホルダーとの連携度合で示していると言え

る。また、教育内容に限らず、教育機会の充実度の視点から、大学教育の質

を表している。このように、学生の広域的な活動の支援のために、大学が取

り組める事柄を示唆しているのである。 
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図 11 全国学生サーベイ(NSSE) 
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第４章 学生主体コミュニティの構築法 
 

 
4.1. 学生側による取り組みとしてのコミュニティ活動 

コミュニケーション型大学モデルへの第 2 のアプローチは、学生自らがコ

ミュニケーションの中心となって活動することである。学生自身も、ステー

クホルダーとの関係を自主的に広げる活動を行っている。例えば、自治会が

主催する催事に積極的に参加するといった、地域貢献がある。就職活動に際

しては、企業説明会に赴くだけでなく、個人的にアポイントを取って行う企

業訪問があげられる。また、アルバイトは、多くの学生が取り組む活動の一

つである。 
ところで、こうした個人の交流を深める基盤として、SNS(Social 

Networking Service)が普及している。ステークホルダーとの関係を活性化

するには、地域貢献であれば、自治会での活動を SNS 上で取り上げる方法

がある。地域の祭りへの参加など、現実社会よりも広く活動を呼び掛けるこ

とが出来る。また、企業訪問であれば、時間や地域に縛られずに情報交換を

することで、他の学生の体験談から疑問や不安を解消することができる。 
このように、分野毎の取り組みも有効であるが、SNS を利用し、ネット

ワーク上のコミュニティを構築することによって、全体的に活性化させるこ

とが期待できる。 
 
 

4.1.1. 学生主体のコミュニティ活動の事例 
SNS を用いた個人同士の交流に基づいて、就職活動を行っている学生主

体のコミュニティを例に紹介する。 
以下に、その学生コミュニティの概要と、活動モデルを示す。 
 

コミュニティ名 12 就活生×11 内定者 
代表者(管理者) 11 年度内定者：2 名 

使用する SNS mixiii 
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図 12 学生コミュニティ活動の事例：「12 就活生×11 内定者」と代表者ブログ 
 

「12 就活生×11 内定者」は、就職活動を経験し、ある企業に内定を獲得

した学生と、これから就職活動を行う学生との交流を図るコミュニティサイ

トである。 
サイトには、情報交換の題材となるトピックが設けられている。利用者が

閲覧し書き込むものと、イベント開催の告知のみに用いられている場合があ

る。前者では、「自己紹介」を題材に、参加者同士の情報開示が促されてい

る。「11 内定者」は、内定者訪問を受けいれるかを明記しているので、「12
就活生」はコミュニティの繋がりを基に、内定者を訪問することもできる。

後者は、このコミュニティが主催するイベントと、代表者を通じて参加や協

力を依頼された企業の主催するイベントが告知される場になっている。 
コミュニティが主催するイベントは、参加学生同士の交流会や、就活セミ

参加者  11 年度内定者：201 名 
 12 年度就職活動中の学生：453 名 

計 654 名（2011 年 2 月現在） 
 企業：数社（イベント開催時、随時参加） 

公開度 承認制非公開 
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ナー、企業を招いた講演会がある。その中で、着目したいイベント二つがあ

る。 
一つは、株式会社 JSOL と協力して行われた「グループワーク体験セミナ

ー」である。選考を疑似体験出来ることに加え、人事の着眼点からアドバイ

スがもらえるセミナーである。既存の就活セミナーにはない、「選考の実態

を知りたい」という学生の立場に立った内容である。 
また、講演会の一つに、株式会社サイバーエージェントの協力のもと行わ

れた「新規事業立案セミナー」がある。新規事業立案についての講演とグル

ープディスカッションが行われ、知識を得るだけでなく、社会人との交流、

も図ることができる。 
どちらも、「11 内定者」の経験を基に、学生のニーズに合わせた新しい就

活支援イベントである。 
学生が代表者を務め、活動の主体になっていることは、評価すべき点であ

る。また、このサイトを通じることで、既存の就職活動では得られない人脈

を構築することができるのも、学生にとって非常に魅力である。コミュニテ

ィ内の交流の場は、企業の採用サイトなどと異なり非公式な場であり、打ち

解けて話すことができるのも、学生にとって有益である。 
 
 

4.2. コミュニティ構築の基盤と方向性 
これまで、学生主体のコミュニティ活動について、既存の SNS を基盤に

ステークホルダーとの関係を強める取り組みについて述べてきた。 
次に、新たなコミュニティ基盤として Facebook を紹介する。また、SNS

を基盤としたコミュニティの活性化に応用可能な、企業戦略の方向性を取り

上げる。 
 
 

4.2.1. 新たなコミュニティ基盤 
SNS については、2011 年 2 月現在、Facebook, Inc.の提供する Facebook

が世界最大である。ユーザは全世界に 5 億人以上おり、日本国内では約 180
万人が参加している。ハーバード大学の学生が、学生同士の交流を図るため、

アメリカの学生向けに作られたことが始まりである。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E8%80%85_(%E5%AD%A6%E7%BF%92%E8%80%85)
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Facebook の概要 

 
上記の表に表す、こうした機能を備えているため、商業的利用が見込める

こともあり、企業の参加が増えている。「非公式のもうひとつのホーム―ペ

ージ」として「公式ファンページ」を機能させているのである。 
 

創業者 マーク・ザッカーバーグ（当時ハーバード大学の学生） 
創業年 2004 年 
参加者 5 億人(2011 年 2 月現在) 
特徴  実名登録を義務付けている 

 顔写真公開を推奨している 
主な機能  「 Facebook Video」：写真や動画のアップロード。容量制限なし 

 「Facebook Marketplace」： 
中古品売却や住宅・求人など様々な募集広告が出せる 

 「Social Ads」： 
Facebook 内の専用ページや外部サイトでの購買活動と連動、友人が何を買

ったか、どの映画や音楽を高評価したかなどの形で広告が出現する 
 「News Feed」：サイト上で友人が何をしているかを一覧で表す 
 「Facebook Platform」： 

Facebook 内で使用できる、アプリケーション開発を可能にするアプリケー

ション・プログラミング・インタフェース 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%93%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%AE%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%91%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E6%A5%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://ja.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
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図 13 マジョリカ マジョルカ facebook 公式ファンページ 

 
Facebook では、実名登録が義務付けられ、顔写真の公開も推奨されてい

る。つまり、利用者は倫理と責任を負って SNS へ登録していることになる。

このため、より現実社会に近いコミュニティ(Facebook ではファンページ)
を構成することができる。また、SNS への参加や投稿は、既存のものに比

べ秩序を守って行われるので、コミュニティの管理者の負担を軽減すること

ができる。 
学生主体コミュニティの実例で言及した「12 就活生×11 内定者」では、

トピックの投稿権限は、一般参加者には与えられていない。「秩序を守って

安心して参加していただきたい」という理由で、管理者の監視の下にコミュ

ニティが成り立っている。コミュニティ参加の自由度と信頼性は、未だ表裏

一体であることは否めない。 
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図 14 facebook の個人ページ 
 
 

4.2.2. コミュニティ応用の方向性 
利用者もしくは利用者のグループの特定の目的の達成のために、用いる方

向性として、グランズウェル iiiが提案されている。 
グランズウェルとは、SNS を企業経営に活かす方向性である。この基盤

として、消費者が、ブログや SNS、動画投稿サイト等を使い、企業や製品

について語り、交流し、格付けしたり選択したりする社会現象があげられる。

こうした動きは、人々の生活だけでなく、ビジネスのあり方にも影響を及ぼ

している。 
グランズウェルの戦略には、5 つの方向性がある。傾聴戦略、会話戦略、

活性化戦略、支援戦略、統合戦略である。 
傾聴戦略とは、従来的な戦略策定のプロセスにおいてはリサーチにあたり、

顧客の理解を深めることである。方法として、プライベートコミュニティを

立ち上げたり、ブランドモニタリングを始めることがあげられる。 
会話戦略とは、従来的には広告にあたり、自社のメッセージを広げること

である。例えば、認知度を上げるためにネット CM であるバイラルビデオを

用いる方法がある。また、SNS への参加やブログ、コミュニティサイトの

運営などの方法もある。 
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活性化戦略とは、従来的にはセールスにあたり、熱心な顧客を見つけ、彼

らの影響力を最大化することである。方法として、格付けやレビューを導入

し、顧客の情熱を活用すること、コミュニティを作り顧客を活気づけること、

ファンが作ったネットコミュニティに参加し、メンバーを活気づけることが

あげられる。 
支援戦略とは、従来的には顧客のサポートにあたり、顧客が助け合えるよ

うにすることである。協働作業の場として、WIKI を公開する方法がある。 
統合戦略とは、従来的には開発にあたり、顧客を商品開発に連携させるこ

とである。 
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第５章 コミュニティ構築の提案 
 

 
5.1. 就職活動を例とした学生コミュニティへの適用 

第 4 章で述べた、学生主体コミュニティ活動に対し、グランズウェルの観

点を用いて考察を行う。この場合、中心となる利用者をと学生とし、企業へ

の接触や連携強化を、学生側の特定の目的と設定することが出来る。 
改良の要所となる要素を、下の図 15 の中に示す。 
 

 
図 15 「12 就活生×11 内定者」をベースにした学生主体コミュニティ活動の改良ポイン

ト 
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図 16 傾聴と会話の観点からの改良案 
 

図 15 での 1、2 について、傾聴と会話の観点から改良案を述べる。 
企業に耳を傾けさせるためには、学生が日常的に情報を発信する必要があ

る。しかし、現行のサイトでは、トピックを編集する権限が、代表者に限ら

れている。そのため、参加者は自由な投稿が出来ず、情報発信の場が少ない

のである。 
また、現行のサイトでは、企業がコミュニティと直に接触出来ない状態に

ある。企業の有識者が、コミュニティの一時的なイベントの参加者でしかな

いのは、学生にとっても企業にとっても不利益である。 
以上を踏まえ、企業との会話の機会を増やすためには、サイトへの投稿と

閲覧を、より自由度の高いものにすべきであると考える。例えば、学生の開

示する情報に対して、企業側が直接評価を下す形式を設ける方法がある(図
16)。 
学生は、論文やプレゼンを発表し、自己実現の場としてサイトを活用する。

外部の見識者からの評価を受けることで、内向的になりがちな学習の機会を

広げることにもなる。企業は、投稿されたコンテンツを介して、将来的に採

用する価値のある学生かどうかを判断できる利点がある。 
 



 

31 
 

 
図 17 活性化の観点からの改良案 

 
次に、図 15 の 3 について、活性化の観点から改良案を述べる。 
ネットワーク上のコミュニティを活気づけるためには、中心的な利用者で

ある学生の参加意欲を高めることが必要である。 
現行のサイトでは、イベント告知の機能が主になっている。イベントはサ

イト外部でのみ行われ、地理的条件や日程、人数制限などで、参加が制限さ

れてしまう。また、これらの活動報告は代表者の個人ブログ内で行われ、利

用者はブログのコメントとしての形でしか、コミュニティ活動へのフィード

バックが出来ない状態である。イベントの場でのアンケートは実施されてい

るが、サイトとの連携は報告のみに止まっている。 
よって、現行のサイトは利用者の参加意識を分散させていると言える。こ

れを踏まえ、利用者の投稿を対象に、サイト内でのイベントの企画を提案す

る。例えば、学生の投稿やコメントのコンペティション企画をする(図 17)。
題材は、企業の投げかけたものであっても、学生が投げたものでも構わない。
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新規事業の立案や、社会情勢への見解も白熱するだろう。学生は、提案を投

稿するのに加え、他者の提案へコメントも行う。企業はコメントに加え、中

心となって評価を行う。コンペティションや討論の場として、サイトを活性

化させることができるだろう。 
 

 
図 18 支援の観点からの改良案 

 
次に、図 15 の 4 について、支援の観点から改良案を述べる。 
現行のサイトでは、参加者同士の活発なやり取りが行われていないことや、

企業からの、コミュニティへの情報発信がないことも指摘してきた。これら

に対する提案として、学生同士で相談や話し合い、また企業との情報交換が

できるように、投稿の自由度を高めるべきである。(図 18) 
非公式な場であるから、率直な意見交換が期待できる。 
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図 19 統合の観点からの改良案 

 
最後に、図 15 の 5 について、統合の観点から改良案を述べる。 
コミュニティ内での意見交換を通じ、学生視点に基づいた製品を開発する

モデルを提案する。 
活性化の観点からの改良案で述べたように、コンペティション通じて製品

開発が進められるのも、コミュニティの活動を活発にすることになるだろう

(図 19)。 
 
 

5.2. 静岡大学への適用を想定した考察 
就職活動を例とした、学生主体のコミュニティ活動の改良案を提案してき

た。これらを、静岡大学へ適用を検討した場合の考察を行う。 
企業から耳を傾けてもらいやすくするためには、学生は自己アピールを普

段から発信する必要がある。企業に対し、自分の特性を開示して、個別招待

を受けやすくするのである。 
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また、企業側の趣向を知り、感触を得るためには、企業からの反応を促す

必要がある。そのため、企業のコメントを喚起する情報を発信しなければな

らない。 
方法としては、授業の一環に盛り込むことが有効的であると思われる。ス

テークホルダーとのコミュニティ基盤が一切ない状態から、活動モデルを全

面的に運用することは、困難である。そのため、教員の指導の下、学生の情

報発信から着手し、確実に成果を残すことから始めるべきである。その後、

自主的な活動へ発展していくのが望ましい。 
1、2 年生のうちから、企業で取り組みたい事や、就業への意識などを記

述させ、企業からのコメントをもらう。学生にレポートとして課し、強制的

に公開する仕組みを作るのである。定期的な情報発信を学生に習慣化させる

ことが大切なのである。 
また、学生自らが、やりたい事業の企画書を送り、コメントをもらうこと

も期待できるだろう。これには、企業に、大学のスポンサーになってもらう

という狙いがある。また、こうした取り組みを推奨する手段として、学部長

賞を設け、ホームページにて公開することが考えられる。 
コミュニティを活気づける方法は、大学対抗のランキングを行うことを提

案したい。静岡大学情報学部であれば、高い就職率、女子率、資格取得者の

数でランキングを賑わすことができるだろう。 
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第６章 結論 
 

 
6.1. 結論 

本研究は、学生が多面的な問題を解決し、より多くの付加価値を得ること

を目的とし、学生を取り巻く様々なステークホルダーとの関係強化の方法を

考察した。 
アプローチアは 2 つである。1 つは大学経営の立場から、ステークホルダ

ーとの関係を活性化させる方向である。これについては、CSR や USR の動

向と、海外における USR の推進例を調査した。海外では、自校の USR 推

進をマネジメントしている例も見られ、コミュニケーション型大学モデルが

有効であることを明らかにした。 
もう 1 つのアプローチは、学生が主体的にコミュニティを構築し、ステー

クホルダーとの関係を開拓していく方向である。SNS ツールの一つである

Facebook や SNS のビジネス応用動向を調査し、それをもとに、学生主体の

コミュニティサイトの発展に関する提案をまとめ、これをさらに発展させる

方法を考案した。また、これをわが静岡大学に適用した場合の問題点を検討

し、上記二つのアプローチを融合した取り組みが求められることを明らかに

した。 
 
 

6.2. 今後の課題 
学生主体のコミュニティサイトの発展に関するこの提案は、未だ実施され

ていない。 
従来の学生サイトへの提案として、または新しいサイトとして実施され、

学生への恩恵がもたらされることを期待したい。 
 



 
 

36 
 

謝辞 

 
 
本研究は、静岡大学情報学部情報社会学科湯浦克彦教授のご指導のもとで行

うことが出来ました。湯浦教授からは、研究面でのご指導のみならず、本論文

を執筆するにあたり、論文の構成や文法など懇切丁寧なご指導とご助言を賜り

ました。ここに深く感謝の意を表します。 
また研究内容についてのご助言を賜りました静岡大学情報学部情報社会学科

西原純教授に深く感謝の意を表します。 
本研究に対しご指摘をして頂いた湯浦研究室３年生の皆様と、同じく湯浦研

究室の静岡大学大学院情報学研究科１年生の皆様に深く感謝の意を表します。 
本研究を進めていくにあたり、共に悩み、共に励ましあい、共に１年半もの

間湯浦研究室での生活を送ってきた、井ノ口紗佑里さん、神原菜々さん、孫暁

維さん、西尾有加さん、藤原由利惠さんに深く感謝致します。 
最後に、これまでの４年間を金銭面、精神面から絶え間なく支えてくださっ

た両親をはじめ家族に深く感謝の意を表します。 



 
 

37 
 

参考文献 

 
 
                                                   
i 「大学経営論序説 市民的公共性と大学経営」重本直利、2009 年 5 月 20 日、晃洋書房 
ii株式会社ミクシィが運営する、日本最大級のシェアを持つ SNS。 
iii「グランズウェル ソーシャルテクノロジーによる企業戦略」 
シャーリーン・リー、ジョシュ・バーノフ、2008 年 11 月 18 日翔泳社 
 
「大学の社会的責任を考える―総論―」寺田良二、林美智代「大学の戦略的マネジメント 

経営戦略の導入とアメリカの大学の事例」龍慶明、佐々木亮、2005 年 9 月 20 日、多賀出

版 
「大学は『プロジェクト』でこんなに変わる」WISDOM@早稲田、2008 年 6 月 5 日、東洋

経済新報社 
「図解よくわかる CSR 企業の社会的責任」米山秀隆、2004 年 12 月 30 日、日刊工業新

聞社 
「facebook 世界最大の SNS でビル・ゲイツに迫る男」ベン・メズリック、2010 年 4 月

17 日、青志社 
「Facebook をビジネスに使う本 お金をかけずに集客する最強のツール」熊坂仁美、2010
年 11 月 5 日ダイヤモンド社 
「Major Differences: Examining Student Engagement by Field of Study Annual Result 
2010」National survey of student engagement 
「IT ガバナンスの構造 SOX 法と CSR が変える企業システム」湯浦克彦、2006 年 3 月

15 日、株式会社星雲社 
 
 


	第１章 序論
	1.1. 研究の背景
	1.2. 研究の目的
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3. 本論文の構成

	第２章 大学生活において学生が得るべき物とステークホルダーとの関係
	2.
	2.1. 場としての大学
	2.1.1. CSRとUSR

	2.2. 学生が得るべき物の全体像
	2.3. コミュニケーション型大学モデルへの発展の可能性

	第３章 大学経営の立場からの取組
	1.
	2.
	3.
	3.1. 大学側における取組
	3.1.1. 海外の事例

	3.2. 大学側の取組に対する評価

	第４章 学生主体コミュニティの構築法
	4.
	4.1. 学生側による取り組みとしてのコミュニティ活動
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1. 学生主体のコミュニティ活動の事例

	4.2. コミュニティ構築の基盤と方向性
	4.2.
	4.2.1. 新たなコミュニティ基盤
	4.2.2. コミュニティ応用の方向性


	第５章 コミュニティ構築の提案
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.1. 就職活動を例とした学生コミュニティへの適用
	5.2. 静岡大学への適用を想定した考察

	第６章 結論
	6.
	6.1. 結論
	6.2. 今後の課題

	謝辞
	参考文献

