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本報告書は、地球環境に配慮した印刷技術を採用しています。

早稲田大学は環境省の
チャレンジ25キャンペー
ンに参加しています。

【印刷・インキ】  ・印刷物製作過程に発生した二酸化炭素を他の温室効果ガス削減事業を通じて、相殺しています。
　　　　　　  ・インキ中の石油系溶剤をすべて植物油に置き換えたインキを使用しています。
　　　　　    ・印刷工程で有害廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。
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[お問い合わせ先]

早稲田大学総務部環境安全管理課

〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104　

ecofuture@list .waseda.jp

http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/index.html

2011年3月発行

早稲田大学は環境マネジメントシステムを運用しています。

この印刷物は、製造に伴うＣＯ２排出量がカーボ
ン・オフセット・ジャパン <www.co-j.jp> を通
じてオフセット ( 相殺 ) され、日本の京都議定書
目標であるマイナス 6％に貢献します。
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グローバルユニバーシティWASEDAとして、

環境負荷の低減や持続可能な

社会の実現を目指します

【名　称】　学校法人早稲田大学

【創設者】　大隈重信

【創　立】　1882（明治15）年10月（東京専門学校開校）

【沿　革】　http://www.waseda.jp/jp/global/guide/history.html

【事業の概況】　大学および高等学校の経営、教育および研究

【早稲田大学教旨】 早稲田大学は学問の独立を全うし　学問の活用を効し
　　　　　　　　　　　　模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す
　　　　　　　　　　　　早稲田大学は学問の独立を本旨と為すを以て
　　　　　　　　　　　　之が自由討究を主とし
　　　　　　　　　　　　常に独創の研鑽に力め以て
　　　　　　　　　　　　世界の学問に裨補せん事を期す
　　　　　　　　　　　　早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て
　　　　　　　　　　　　学理を学理として研究すると共に
　　　　　　　　　　　　之を実際に応用するの道を講し以て
　　　　　　　　　　　　時世の進運に資せん事を期す
　　　　　　　　　　　　早稲田大学は模範国民の造就を本旨と為すを以て
　　　　　　　　　　　　個性を尊重し　身家を発達し　国家社会を利済し
　　　　　　　　　　　　併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す

【学部・大学院・附属校等】　※2011年度募集中のもの
　　■学部　　　　　　　　　　　　　　　13

　　■大学院

　　　・学部を基礎とする研究科　　　　　　12

　　　・独立大学院・専門職大学院　　　　　11

　　■通信教育課程 　　　　　　　　　　　1
　　　（人間科学部通信教育課程）

　　■別科 　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　（日本語専修課程）

　　■附属校・専門学校 　　　　　　　　　 4
　　　（高等学院、高等学院中等部、本庄高等学院、芸術学校）

　　■系属校 　　　　　　　　　　　　　　 5
　　　（早稲田実業学校、早稲田中学・高等学校、早稲田渋谷シンガポール校、
　　　  　早稲田摂陵中学校・高等学校、早稲田佐賀中学校・高等学校）

【キャンパス】　早稲田・戸山・西早稲田・日本橋・東伏見・所沢・本庄・北九州

【教職員数（2010年4月1日現在）】　※（ ）内は、女性で内数
　　①教員　　　　　 　　 　 6,545  （1,283）人

　　②職員　　　　　　 　 　 1,140　  （381）人

　　 教職員数(①＋②)計　   7,685  （1,664）人

【学生数（2010年5月1日現在）】　※（ ）内は、女性で内数
　　③学部学生　 　　　     44,893（15,603）人
　　　※うち外国人留学生（科目等履修生などを除く） 1,396人

　　④大学院学生

　　　・修士　　　　　　　　 5,090  (1,559)人

　　　・専門職学位　　　　　 2,030 　 (647)人

　　　・博士　　　　　　　　 2,166 　 (774)人

　　　小計　　　　　　　 　 9,286  (2,980)人
　　　※うち外国人留学生（科目等履修生などを除く） 修士 1,280人　博士 553人

　　　学生数（③＋④）計　　 54,179 (18,583)人

【校　友】　約55万人

【帰属収入】　約971億円（2009年度）

【敷地面積】　約212万平方メートル

【建物面積】　約67万平方メートル

【早稲田大学組織図】　※2010年6月1日現在
　　　http://www.waseda.jp/common/pdf/organization.pdf

早稲田大学の概要 目次 CONTENTS

【編集方針】

　本報告書は、本学学生・教職員、地域の方々、本学への進学を希望される皆さまに、
　本学の環境および安全に関する取り組みを紹介するために作成いたしました。
　本報告書は、早稲田大学ホームページ上で公開しています。
　トップページの「大学案内」よりご覧いただけます。
　Web：http://www.waseda.jp/
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早稲田大学の概要

環境への取り組み

Topics1　本学の環境への取り組み

Topics2　学生の環境保全活動

Topics3　研究紹介1 「“ヒト”と“地球”にやさしい電動車両の研究開発」

Topics4　研究紹介2 「超低消費電力化を目指したメディア処理の研究」

Topics5　研究紹介3 

　　　　　「山村再生に結びつけた森林のカーボンオフセット推進事業」

Topics6　研究紹介4 「CSR企業と山村活性化をつなぐ信頼社会の醸成」

環境マネジメントシステム

早稲田大学環境宣言／環境負荷データ

「2010年度環境目標」および「2009年度環境目標と達成状況」

実験系廃棄物の管理状況／水質管理状況

環境に関するコミュニケーション／着実に改善

PCリユース／PCBの適正管理と早期処理

学生の環境ボランティア活動／国際交流を通じて環境問題を学ぶ

環境関連授業／環境関連教員・研究

キャンパスにおける自然との共生／環境への取り組みの歩み

安全への取り組み

労働安全衛生の取り組み／キャンパスセキュリティ

化学物質の安全管理／実験系の安全管理／放射線の安全管理

安全e-learningプログラム

喫煙対策／防火・救命の体制

大地震に備えて

吹き付けアスベスト対策／シックハウス対策

社会との取り組み

早稲田文化の発信拠点として／公開講座・生涯学習

地域と共に／地域の小中学生に理科の楽しさを伝えたい！～ユニラブ～

早稲田を体感！個性豊かな学生ガイドによるキャンパスツアー／大隈庭園の開放

／食事で、社会貢献「TABLE FOR TWO」

【報告対象期間】

　1．電気使用量等の定量的データ：2009年4月～2010年3月

　2．トピックス等の各取り組み紹介：2010年4月～2011年3月

【発行年月】  2011年3月

【お問い合わせ先】

　早稲田大学総務部環境安全管理課

　〒169-8050　東京都新宿区戸塚町1-104

　Tel 03-3204-9766　Fax 03-3203-7051

　E-Mail ecofuture@list .waseda.jp

　http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/index.html
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　今日の社会は、地球温暖化（気候変動）、生物多様性の減退、大気汚

染、砂漠化など地球規模で解決が図られるべき、さまざまな環境問題を

抱えています。

　早稲田大学は、2007年10月21日、創立125周年を迎えるにあたり、今

後10年以内に、日本の大学としての存在を超え、グローバルユニバーシ

ティとしてのWASEDAを構築する、と宣言しました。現代社会が直面して

いる環境・エネルギーをはじめとする国境を超えた地球規模の課題に対

して果敢に挑戦し、問題解決の方向性を世界に向けて発信することで、人

類の発展に寄与することが本学の使命であると考えています。

　本学は、私立大学としていち早く、1979年12月に、公害の発生を防止

し学生・教職員や地域住民の安全と健康を守ることを目的として実験系

廃棄物の適正処理や化学薬品の安全管理などを行う環境保全センター

を設立するなど、さまざまな環境保全活動に先駆的に取り組んできまし

た。地球環境と社会の関係の中で先見性と積極性を持って問題解決に向

け、大きな役割を果たしてきたことは、本学らしい環境保全活動の特徴と

いえ、その精神は今日まで連綿と教育・研究活動に受け継がれています。

　研究活動では、例えば、理工学術院（情報生産システム研究科）が上海

交通大学と共同で、世界に先駆けた低消費電力の次世代ハイビジョン用

ビデオ複合LSIを開発したことなどが最近のトピックで、大学間の国際的

な連携はもとより企業などとの共同研究や連携も活発に行われています。

　教育活動では、全学部の学生が履修できるオープン教育科目に環境

関連のテーマスタディ(全学共通副専攻)を設置し、より環境領域の学問

が学びやすくなっています。また授業にボランティア活動を積極的に取り

入れ、知識の修得と実践を共に行うサービスラーニングを展開すること

で、問題解決力を身に付けた学生を育成しています。この結果、ボラン

ティアセンターが2009年度に実施した10の環境分野のプロジェクトに

は、延べ約9,000名の学生が各活動に参加し、広くさまざまな社会への貢

献が行われています。その中でも特に「アトム通貨」プロジェクトによるエ

コマネー「馬力」の流通範囲は、この早稲田・高田馬場から全国に広が

り、現在では、川口、札幌、徳島、松山でも早稲田発の環境ボランティア活

動の輪が展開されています。

　学校法人全体の環境保全活動は、環境宣言に掲げられた方針のもと、

独自の環境マネジメントシステム「WEMS」を運用し、「エコフューチャー

委員会」という全学組織を中心に体系的・組織的に展開されています。特

に近年は、地球温暖化対策として「ワセダから止めよう！温暖化」という

キャッチフレーズのもと、温室効果ガスの総排出量削減に向けて、これま

で以上に積極的にこの問題に取り組んでいます。

　2010年11月、本学は、新たに「社会に貢献する知の具現」、「グローバ

ル社会を生きる人材の養成」、「多様性が生むダイナミズムの追及」とい

う3つのテーマを掲げ、新理事会体制をスタートさせました。頻出するさま

ざまな地球規模の「環境や安全」に関する課題に対しても、環境負荷の低

減や持続可能な社会の実現に向け、3つのテーマをふまえたさらなる合

理的かつ持続可能でダイナミズムあふれる取り組みを推進していけるよ

う努めていきたいと考えております。どうか引き続きご指導ご支援を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

2011年3月

早稲田大学　総長



（1）照明の間引き点灯などによる省エネ化 （2）太陽光パネルを設置し、
　  光エネルギーを活用

　省エネ対策の一環として、2010年3月より計10回、各キャンパスの「省

エネ巡回」（夜間含む）を実施しました。省エネ巡回は、本学の教育・研究

および安全面に十分配慮した上で、建物内の空調温度や昼・夜間の室内

外の照明など、目に見えるエネルギーの無駄の洗い出しと、箇所担当者

との意見交換による省エネ意識の向上を図るため、総務担当常任理事や

関係する部長をはじめ、施設管理業者なども同行して行われました。

　今回の巡回の結果、①キャンパス内の外灯点灯時間の変更、②エレ

ベータホールやエントランスホール、廊下などの照明の間引き、③白熱球

の蛍光球等への変更、④在室ゾーンに合わせた照明スイッチ区分の変

更など、きめ細かな改善が実施されました。

　各キャンパス建物内で、利用の少ない廊下やホールなどの共用部分の照明

器具は「間引き点灯」を行い、省エネ化を図り、CO2削減に努めています。

2010年2月からは継続して大隈講堂の夜間のライトアップを停止しています。

　その他、教室などの「高効率蛍光灯」への更新、トイレ・階段などの照明に

「人感センサー装置」を設置し、無駄なエネルギー消費を抑える工事を進めて

います。また、屋上は「遮熱塗料」で塗装し、夏場の直射日光による熱を抑制す

る工事も行っています。

　2010年3月に9号館屋上に「太陽光パネル」が設置されま

した。1日あたりの発電量は、建物1階に取り付けられたモニ

ターによって見ることができ、発電された電気は9号館で利用

されています。

本学の環境への取り組み
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環境への
取り組み

早稲田大学と環境問題との関わりは、1890年代の足尾鉱毒事件に遡りま

す。この問題解決に早稲田大学関係者が大きな役割を果たしました。1960

年には、陸中海岸一帯の大火で失われた森林復興のため、商学部の教授

だった故小田泰市が学生と共に植林・育林活動を開始。以来40数年の間活

動が続いています。1979年には私立大学としていち

早く実験系廃棄物の適正処理のため環境保全セン

ターを設立しました。これからも早稲田大学は、人間と

地球の共存を目指し、環境保全活動に取り組みます。

1．各キャンパスの省エネ巡回を実施

2．省エネ、地球温暖化抑制への取り組み

合計10回実施された省エネ巡回

照明の間引き点灯
（早稲田キャンパス11号館エントランスホール）

人感センサー付照明で無駄な照明をカット
（早稲田キャンパス11号館階段）

太陽光パネル
（早稲田キャンパス9号館屋上）

太陽光発電モニター
（9号館1階ロビー）

■省エネ巡回実施状況

  （１）2010年3月 4日（木） 10:00～12:00  先端生命医科学センター

  （２）2010年3月24日（水） 18:00～19:00  早稲田キャンパス（中央図書館等含む）

  （３）2010年3月26日（金） 18:00～19:00  戸山キャンパス

  （４）2010年3月29日（月）   9:30～11:10  早稲田キャンパス

  （５）2010年3月29日（月） 14:00～15:00  戸山キャンパス（学生会館含む）

  （６）2010年3月29日（月） 18:00～19:00  西早稲田キャンパス

  （７）2010年3月30日（火）   9:40～10:50  西早稲田キャンパス

  （８）2010年7月27日（火） 15:00～16:40  所沢キャンパス

  （９）2010年8月18日（水）   9:50～15:30  本庄キャンパス（本庄高等学院含む）

（10）2010年9月21日（火） 15:30～16:00  北九州キャンパス（大学院情報生産システム研究科）

　2010年4月には、教職員・学生の省エネ意識の向上を目的とした「省エ

ネ啓発ポスター」を作成したほか、省エネ活動に対する省エネ効果を省コ

ストと省CO2と関連づけて、数値化して示した事例集「事務所・研究室で取

り組む省エネ事例」を紹介するなど、省エネ活動の推進に努めました。

　また、大学広報誌『CAMPUS NOW』に環境特集を掲載したほか、学生

を対象とした『早稲田ウィークリー』に省エネ意識の啓発のための特集を

組みました。

　1２月には、新宿区の環境対策課と連携し、本学もCO2を率先して削減

する新宿区の事業者として「新宿エコ隊」（新宿区募集）に登録し、新宿区内

の他の事業者と共に“ストップ温暖化 新宿大作戦”に参加しています。

（3）省エネ活動の推進

　東京都環境確保条例「地球温暖化対策計画書制度」に基づき、早稲

田大学が取り組んできた2009年度までの地球温暖化対策結果に対し

て、東京都より評価結果が通知され、右表のとおり高い評価を得ることが

できました。

（4）本学の地球温暖化対策に対して
　  東京都が高い評価

　2010年2月、環境に関心の高い学生3団体（学生環境NPO環境ロ

ドリゲス・eco f o r u s・早稲田環境コンソーシアム[WELC ]）と「環境

連絡会」を設立し、定期的な情報交換の場を設けると同時に、学生目

線での意見や提案を活かした全学的な環境活動の取り組みを検討し

ています。

　学生との連携・協働の取り組みのひとつとして、この環境連絡会が主

体となり、2010年12月9日から11日の3日間、東京・有明の東京ビッグサ

イトで開催された日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ201 0」

（（社）産業環境管理協会・日本経済新聞社主催、入場無料）に早稲田大

学ブースを出展しました。このイベントには、企業等のほか、NPO団体や

大学なども多数出展し、18万人を超える来場者がありましたが、今回の

ブース出展を通じて、早稲田大学および各学生団体の環境への取り組み

について社会に発信することができました。

3．学生との連携・協働　～「環境連絡会」の設置と「エコプロダクツ2010」の出展～

1Topics

学生参加による早稲田大学展示ブース（エコプロダクツ展、東京ビッグサイト）

この夏、ワセダベアーもクールビズ・スタイルに
協力してくれました。（大隈会館）

04

早稲田キャンパス

西早稲田（旧・大久保）

戸山キャンパス

キャンパス名

AA＋

AA＋

AA

評価結果
※AAA , AA＋, AA ,  A ,  B ,Cの６段階評価

早稲田大学は、新宿エコ隊に参加しています。

省エネ意識啓発ポスター
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　2010年7月7日、大学生への環境意識の啓発のために、「"みず"か

ら学ぶ環境シンポジウム～未来の子どもたちのために～＆早稲田打

ち水大作戦2010」（協賛：コカ・コーラ教育・環境財団）を開催しまし

た。アトム通貨は「未来の子どもたちのために」をテーマに、さまざまな

社会貢献活動の支援を目的とした早稲田・高田馬場発祥のエコマ

ネーです。地域の商店街、NPO法人、行政などと連携しながら、地域

でのエコ活動の促進を行っています。今回の打ち水では早稲田キャン

パスの一画にて、学内のパフォーマンス団体と協力し、参加者に楽し

みながらエコを実践してもらいました。シンポジウムでは大隈講堂に

て有識者による講演会と、他大学の環境活動に取り組む学生団体と

のパネルディスカッションを行い、アカデミックな視点、環境問題に意

識の高い同じ学生の視点から、エコについて考える機会を設けまし

た。また、期間中には“地域の小学生を対象とした神田川周辺の清掃”

　近年、自動車に係る環境・エネルギー問題が大きな話題となってお

りますが、紙屋研究室では本課題への対応を目的とした“電動車両”

の研究開発を進めています。ここでは、進行中のプロジェクトの中から

電動車両の周辺システム関連の研究について紹介しましょう。

　一件目は充電に係る研究です。電動車両用充電装置としてはプラ

グイン方式が現在主流となっておりますが、我々は運転席からのボタ

ン操作のみで短時間・安全・手間いらずのうちに遠隔給電を可能とす

る“非接触充電装置”の研究を、民間企業と共同で進めています。本年

度進められた環境省のプロジェクトにおいて、長年目標としていた非

接触送電長の大幅拡大（≒車の最低地上高）に成功しました。これによ

り、送電・受電部が完全固定型の自動車用遠隔給電装置としては世界

で初めて送電部の地中完全埋込に成功しました（図１）。

　二件目は電気自動車のさらなる低炭素化のための研究です。これ

を目指すためには、車両だけでなくエネルギー自体にも注目しなけれ

ばなりません。我々は、（財）本庄国際リサーチパーク研究推進機構と

協力しながら“電動バス充電用太陽光発電ステーション”を開発しまし

た（図2、図3）。これを活用することで、電動バス運行時のCO2削減率

を従来の67%から77%まで改善できます（ディーゼルバス比較、1日5

便のスクールバス運行を想定）。

　紙屋研究室では、これらに加えて電動車両本体の研究も当然なが

ら進めています。研究成果が自動車に係る環境・エネルギー問題の解

決につながってほしいと願っています。

　電動バス“WEB”と非接触充電装置の地上送電部

（バスの前方にある白いパネル状のもの）の様子。送

電部と同様のコイルを内蔵する受電部が車体下部に

取り付けられており、車両が所定の位置に駐車された

後、スタートボタンを押すだけで空中送電が開始され

る。送電部が完全埋込型となったことでほかの道路交

通の邪魔にならず、実用化が大きく近づいた。

図１ 電動バス“WEB  ”と地上送電部

図3 冬のある一日における発電電力の推移

図2 電動バス充電用太陽光発電ステーション

　本庄キャンパスに設置された電動バス充電用太

陽光発電ステーション。太陽光パネルはガレージの

屋根材も兼ねている。太陽光で発電したエネルギー

のみですべての車両走行分を賄うことは当然なが

ら不可能であるため、不足分は商用電源から補うシ

ステムとしている。

　冬のある一日における発電電力の推移（天候：晴

れ、総発電エネルギー：3kWh）。日照時間の長い季

節においては、大幅な発電量増加が見込まれる。

◇自然豊かな「わせでん」

　開墾当初わずか8㎡だった「わせでん」も、拡張を経て現在24㎡。

2010年度は種もみから育てたニホンバレと、新潟県松代より苗を提

供いただいたコシヒカリとの2品種を植え、3kgの米を収穫しました。

田植えまでの作業と稲刈りは、一般の学生や地域の幼稚園児たちと

一緒に行います。四季の美しい大隈庭園には多くの生き物がおり、田

んぼではアメンボ、ザリガニ、カエル、イナゴ、トンボなどを見ることが

できます。春には園児と共に庭園で生き物観察会を行います。

◇農楽塾概要

　2003年、WAVOC提供科目「農山村体験実習」の受講生の有志が

「早稲“田”なのになぜ田んぼがないんだ!?」と考え、大学との交渉の

末、大隈庭園に田んぼ「わせでん」を開墾しました。この「大隈庭園に

田んぼをつくろうプロジェクト」のほか、さまざまなプロジェクトを統合

した「農楽プロジェクト」の活動母体として農楽塾が生まれました。

（1）アトム通貨プロジェクト（アトム通貨実行委員会 早稲田・高田馬場支部事務局）

（2）農楽プロジェクト（学生NPO農楽塾）

　早稲田祭において発生するごみの量はとても多く、毎年約16トンも

のごみが期間中（前日準備を含む3日間）に発生します。そのごみを可

能な限りリサイクルできるように、ごみを9分別して処理しています。

　しかし、ただリサイクルするだけでは十分環境に配慮した学園祭と

はいえないと考え、環境への負荷をさらに減らす活動を行っていま

す。それがエコ容器・エコレシピ・間伐材割り箸の導入です。エコ容器

とは葦・竹・パガスなどを使用して作られた容器のことで、環境への負

担が少ない容器として導入しています。間伐材割り箸とは普段は捨て

られてしまう間伐材を使った割り箸のことで、これも環境への負担が

2．『早稲田祭2010』学生運営スタッフの環境への取り組み

1．早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)公認プロジェクト

学生の環境保全活動2Topics 研究紹介 1
“ヒト”と“地球”にやさしい電動車両の研究開発
理工学術院(環境・エネルギー研究科)　紙屋雄史教授

3Topics

第7期アトム通貨ポスター 早稲田打ち水大作戦2010

（a）2010年度に開発した送電部完全地中埋込型 （b）2009年度に開発した従来型

2 0 1 0年度のプロジェクト一覧
わせでん

菜園

早稲田幼稚園、西新宿幼稚園との交流

バケツ稲里親プロジェクト

所沢農作業体験プロジェクト

すみだ食育プロジェクト

● 大隈庭園の田んぼ「わせでん」での稲作

● わせでん隣の菜園での野菜栽培

● わせでんの田植えや大隈庭園内での生き物観察会
● 園内の田んぼの世話の手伝い

● WAVOC のほか PJ の学生と共に、早稲田キャンパス南門前で
　 バケツ稲を栽培

● 月に一度、一般参加者を引率し関谷農園で農作業体験

● 墨田区で行われる、すみだ食育フェスティバルへの出展など

◇農を楽しみ、農を考える

　農楽塾は「土に触れるところから、農を楽し

み、農を考える」を理念とし、水田耕作のみなら

ず地域の幼稚園との交流や食育活動など、農

や食に関するさまざまな活動を行っています。「農」や自然の営みに触

れる機会がほとんどない都会の人々が、土に触れて農の楽しさを体験

することで「農」について考えてほしいと願っています。

少ない箸として導入しています。また、エコレシピとは「食材から調

理、包装まで環境に配慮したレシピ」と運営スタッフで定義したもの

で、食後に出るごみを少なくしたいとの思いで推奨しています。

　加えて、環境への取り組みの大

切さを来場した方へ発信するた

めに、エコステーション(通称エコ

ステ)と呼ばれる特設ごみ箱での

ごみ分別指導を行っています。

●「早稲田祭2010」公式サイト

http://www.wasedasai.net/2010/activity/environment/

●学生NPO 農楽塾 ̶農を楽しみ 農を考える̶

http://www.nogakujuku.net/

●アトム通貨

http://atom-community.jp/

（a）システム全体構成

（b）システム全景

時刻（h）

発
電
電
力
(kW)

や“早稲田生を対象としたLEDライトを用いてのエコなキャンドルナ

イトイベント”を行いました。今後もさまざまな団体と協力しながら学生

のエコの気持ちを育てるべく、わたしたち学生からエコに関するイベ

ントを、アトム通貨を通じて発信していきたいと考えています。

※1　WEB…Waseda advanced Electr ic micro Busの略。

※1
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　21世紀、我々は製品やサービスに対しての「無数の信頼」をせざる

を得ない時代に生きています。そして企業がそれらの信頼に対する

「責任」を果たしていくことで正常な社会が維持されます。信頼を裏切

る行為が横行し裏切られた人々が疑心暗鬼となって社会の混乱をき

たさぬための道具が、CSR（組織の社会的責任）です。

　2010年11月、ISO26000が正式発行されました。これは、環境問題

への対策を含む、CSRに関する国際ガイダンス規格です。もちろん、

CSRは大企業や研究者だけのものであってはいけません。誰もが

CSRを身近な道具として本業に浸透させる必要があります。しかし残

念ながら、中小企業や一般市民に対して、健全なCSR活動の啓蒙や

サポートをする仕組みがありません。

　そこで W-BRIDGE  では、企業活動の国際競争力の強化、地域

活動の活性化、地域問題の解消・緩和を同時に解決へ導くことを

目 指 す 取り組 みをスタートさせました。専 用のウェブ サイト

（http://www.csr-seesaw.net/）を開設し、CSRをわかりやすく

説明すると同時に、都市型の企業と山村との交流の場を設置しまし

た。こうした取り組みのスタートとして、企業関係者や山村活性化に携

わる方々を集めて、2010年12月16日に記念シンポジウムを大隈小講

堂で開催しました。

　未来を創る主人公は、社会を構成する数多くの組織です。全組織が

自らの責任を果たすことでのみ、「信頼社会」を支えていくことができ

ます。W-BRIDGEでは、すべての企業・組織がCSR活動に取り組める

よう今後も有益な情報提供を続けていきます。

　天野研究室では、地球温暖化対策として森林が果たす役割の評価

の研究を行っています。その研究の中で、地域において過疎化や高齢

化によって森林の管理が十分に行われず、山村が衰退し、二酸化炭素

（CO2）の吸収能力の低下を引き起こしていることが明らかとなりまし

た。そこで、多くの人工林を所有する三重県大台町と協力し、農林水産

省補助事業「山村再生に結びつけた森林のカーボンオフセット推進事

業」に取り組んでいます。

　現在、約50名の学生、教員、卒業生が事業に参加しており、大台町

における山村衰退の問題点や活性化方策を住民と共に議論を行って

います（図1参照）。また、大台町の森林を環境省のカーボンオフセット

制度（J-VER ）に申請し、201 0年度より毎年2 , 0 0 0トン余のカー

ボンクレジット登録をすることが認められました。このクレジットをエコ

プロダクツ2009,2010に出展し、

これまでに1,300トンほど販売し

ました。この収益はボランティアと

して学生が推進している山村再生

事業の基金となっています。

　このように地球温暖化対策とし

研究紹介2
超低消費電力化を目指したメディア処理の研究
理工学術院（情報生産システム研究科）　後藤 敏教授

4Topics 研究紹介4
ＣＳＲ企業と山村活性化をつなぐ信頼社会の醸成
理工学術院（環境・エネルギー研究科）　黒澤正一客員教授

6Topics

研究紹介3
山村再生に結びつけた森林のカーボンオフセット推進事業
人間科学学術院　天野正博教授

5Topics

概念図1

山村からCS R企業への貢献
概念図3

企業とステークホルダ
概念図5

信頼社会を支えるリスペクタブル企業

概念図2

C S R企業から山村への貢献
概念図4

C S R企業と山村ニーズ・シーズ
概念図6

信頼と責任の関係

ての森林の役割をJ-VER制度にのせ、環境関連企業の大きなイベン

トであるエコプロダクツで周知活動を行い、得られた利益を山村再生

事業の基金とする流れを達成しています。

H.264エンコーダLSI

三重県大台町での住民との作業風景

H.264デコーダLSI

シンポジウム風景

ウェブサイトのトップページ

※1 J-VER…温室効果ガス排出

削減・吸収量をカーボン・オフセッ

トに用いられるクレジットとして環

境省が認証するオフセット・クレ

ジット。管理が必要な森林を多く

所有する地方自治体等にとって

は、温室効果ガス削減プロジェク

トの費用の全部や一部を、「オフ

セット・クレジット(J -VER )」の売

却資金によって賄うことが可能。※1

※1 W-BRIDGE…環境問題に対して、大学と企業、そして地域の生活者が三者一体で研究・活動を行

うために、早稲田大学と株式会社ブリヂストンが設立した連携研究プロジェクト。

※1

　メディア処理システムの多くは、多種多様な機能が組み合されて実

現されています。動画像圧縮通信システムの場合、単に画像圧縮や符

号化処理のみならず、セキュア化のための暗号処理、誤りなくデータ

を通信するための誤り訂正処理などの機能を処理することが必要不

可欠になっています。

　しかし、現在までの製品開発や研究は、画像処理、暗号処理、誤り訂

正処理の技術は個々に研究開発されてきたために、それぞれの処理

が独立に行っているために無駄が生じています。個々の画像処理、暗

号処理、誤り訂正処理自身を最適化することと同時に、メディア処理

全体を眺め、再構築することは、演算量の低減になり、低消費電力化

を大幅に図ることが可能です。

　北九州にある情報生産システム研究科の後藤敏研究室では、低消

費電力を狙ったメディア処理の低消費電力化に取り組んでおり、メ

ディア処理方式の全体システムとして低電力化することと、各メディア

処理のコンポーネントの低消費電力化に取り組み、世界でトップレベ

ルの研究成果をだしてきました。全体システムの低消費電力化として

は、画像処理と暗号処理の一体化、画像処理と誤り訂正符号の一体化

に取り組み、従来法に比べて、70％程度の電力削減を図ることができ

ました。また、画像処理では、人間が関心を示す画像内の物体に着目

し、人間にとり関心ある物体の画像は高精細に、そうでない物体は画

像品質を落とすというアイディアを実現し、全画面を処理する場合に

比べて、60%～70％の電力削減を行えました。

　コンポーネントの研究では、ビデオエンコーダ（圧縮）とデコーダ

（伸張）を低消費電力で実現するLSIチップを開発しました。これらは

従来のチップに比べて、60%～80%の電力削減を行える画期的な

チップであり、ISSCCやVLSIシンポジウムという世界で最高峰の国

際会議で発表し、大きな反響を得ることができました。また暗号LSIや

符号化LSIでも低消費電力化を達成し、IEEEの国際会議でベスト

ペーパやデザインコンテストで入賞しています。

　これらの研究は文部科学省／JSTのCRESTプロジェクトやグロー

バルCOE、知的イノベーションクラスタでの国の競争的資金を獲得し

て研究開発を遂行しており、世界トップレベルの研究成果を出しなが

ら、将来のエネルギー問題への解決に向けて、実用化を視野に入れて

研究を邁進しています。

図1  山村再生図

開発したチップ



早稲田大学環境宣言

早稲田大学では環境宣言を策定し、掲げられた方針のもと、全学的に環境保全活動を推進しています。

早稲田大学は、地球環境の保全を課題とする教育、研究の推進を図り、人類に
貢献する人材の育成および環境分野の研究の進展を期する。

早稲田大学は、教育研究をはじめとするあらゆる活動が環境に及ぼす影響
を調査、分析し、環境目的および環境目標を定めてその実現を図り、定期的
に見直しをする。

早稲田大学は、環境にかかわる教育、研究の成果を踏まえて、地域社会をはじ
めとするあらゆる人々に対する教育、啓発、普及活動を積極的に展開する。

早稲田大学は、教育研究をはじめとするあらゆる活動において、地球温暖
化低減策の推進、グリーン購入の推進、エネルギー使用量の削減、廃棄物
発生量の削減、資源のリサイクルの向上に努める。

早稲田大学は、教育研究をはじめとするあらゆる活動が環境に及ぼす影響を
常に認識し、地球環境に配慮した「エコ・キャンパス」の実現をめざして、継続的
に改善を図るとともに、環境汚染の予防に努める。

早稲田大学は、あらゆる人々に環境方針を公開し、「地球環境の保全」の取
り組みに対して、理解と協力を求める。

早稲田大学は、教育研究をはじめとするあらゆる活動において、環境に関連す
る法規、規制、協定、学内規定等を遵守する。

早稲田大学は、大学全体で環境マネジメントシステムを運用し、継続的な
改善を図るとともに、学生、教職員および早稲田大学にかかわる人々にその
全容を周知する。
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　2008 年 4 月～　●西早稲田（旧・大久保）キャンパス 63 号館

　2009 年 4 月～　●早稲田キャンパス 11 号館

　2009 年10月～　●所沢キャンパス 101 号館

　2010 年 4 月～　●高等学院 70 ～ 72 号館
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Waseda Eco Future　早稲田大学の環境保全活動 WEMSの流れ

実施体制

“WEMS”環
境
報
告
書
に
よ
る
説
明
責
任
達
成

学
外
者
評
価
に
よ
る
客
観
性
の
確
保

学生のボランティア活動支援

近隣住民･自治体との協同

アカデミックな活動の展開

組織的な環境保全活動

法順守

環境リスクの低減

地球環境への貢献 社会的責任の達成
環境教育および
研究の推進

実施及び運用
（箇所）

環境方針
早稲田大学環境宣言に基づく

計画
（エコフューチャー委員会･

担当常任理事）

Plan

Do

継続的改善
外部評価

環境保全活動への評価･助言
（学外の有識者･専門家）

エコフューチャー総括者の見直し
今年度の評価と次年度への改善

（担当常任理事）

エコフューチャー委員会
環境保全活動･目標等の議論

点検及び是正処置
内部環境監査

（担当常任理事が指名する監査委員）

外部評価会議

地球環境問題
談話会

エコフューチャー
委員会

エコフューチャー
全体総括者

（総務担当常任理事）
内部環境監査チーム

事務局

経営執行会議

エコフューチャー
全体責任者
（総務部長）

各箇所
エコフューチャー実施責任者
エコフューチャー実施管理者
エコフューチャー推進員

環境ボランティア
プロジェクト

エコフューチャー学生
教職員懇談会

 早稲田大学では2000年6月、西早稲田キャンパス（現在の早稲田キャンパス）においてISO14001の認証を取得しました。2000年度から2005年

度まで環境マネジメントシステムを運用してきましたが、2006年7月より環境マネジメントシステムを刷新すると共に運用範囲を学校法人早稲田

大学全体に拡大しました。

 2006年7月から運用している早稲田大学環境マネジメントシステ

ムは、第三者認証は取得していませんが、ISO14001規格に準じ作

成しています。
　今後、WEMSにおいて、環境だけでなく、安全衛生に関しても一体

的にマネジメントすることを目指しています。

◉環境マネジメントシステムの拡大

◉第三者認証について ◉環境と安全衛生の
一体的なマネジメントへ

環境マネジメントシステム
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WEMS （早稲田大学環境マネジメントシステム：Waseda University Environmental Management System）

早稲田大学環境マネジメントシステム

（Waseda University Environmental Management System）

早稲田大学環境宣言

環境負荷データ

　早稲田大学は、グローバルな視野とローカルな魂を持つ地球市民の育成と地球規模の課題に対する組織的な取り組みによる人類の未来への貢献と
いう､21世紀にふさわしい大学づくりをめざしている。
　そして、早稲田大学は、「地球環境の保全」という地球規模の課題に対し、教育研究をはじめとするあらゆる活動を通じて、社会の一員として先見性と
積極的な姿勢をもって取り組む責務があることを認識する。
　そこで、早稲田大学は、さまざまな局面において展開されている環境負荷の低減や循環型社会の実現に寄与する活動を統合して、環境マネジメント
システムを構築し、次の活動を積極的に推進する。

1999年11月26日制定　2006年７月１日第8項下線部を改訂
学校法人　早稲田大学

(2009年4月～
　 2010年3月)

千㎥） （（千千千㎥）㎥

※前年度までの環境・安全報告書の電力起源の温室効果ガス排出

　量は東京電力（株）の2005年度排出原単位0.368kg/kWhを用い

　ていましたが、今年度の環境・安全報告書より東京都環境確保条

　例で定める排出原単位0.382kg/kWhを用いて算出するようにし

　ました。

※学生寮、教員宿舎等居住施設を含めた学校法人早稲田大学全

　体の排出量です。

※2008、2009年度の排出総量が増加しているのは建物増築によ

　るものであり、床面積あたりの排出量は着実に減少しています。

※廃棄物発生量はごみ箱に投入されたすべての物品の重量です。

※2009年度排出量が激減しているのは2009年9月より廃棄物の

　計量方法を変更したことによるものであり、参考値。

※実験系廃棄物を除く。

※リサイクル率＝リサイクルされた物品の重量÷ごみ箱に投入さ

　れたすべての物品の重量×100

　　　　　　　　  ●東京女子医科大学・早稲田大学連携
　　  　　　　　　　先端生命医科学研究教育施設

 近年の主なキャンパス整備状況

●ゲストハウス喜久井町

38,878

早稲田大学では学校法人全体で、独自の環境マネジメントシステムを運用し、学内の省エネ化や廃棄物の発生抑制など、
さまざまな環境保全活動を組織的、体系的に実施しています。

Action

Check

※地球環境問題談話会は、現在休止しています。
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　早稲田大学では研究・教育活動において多種多様な化学物質を

使用します。それらの化学物質の中には人の健康や生態系に有害

なものも多く、使用や廃棄にあたっては注意を要します。

　当大学では、研究・教育活動に伴い発生する実験系廃棄物を、安

全上の観点等から、無機系廃液を11区分、有機系廃液を8区分、そ

の他固体廃棄物などを含め全28区分に細かく分別収集するよう指

導しています。実験者の責任のもと定められた区分ごとに収集され

た廃棄物は、内容物を記入した明細伝票と共に、環境保全センター

に持ち込まれ（一部を除く）、分別内容と安全性が確認されたのち、

学外の産業廃棄物処理業者に委託され適切な廃棄物処理が行わ

れています。廃棄物の委託先については、中間処理施設や最終処分

場の実地確認なども行い、業者を選定しており、廃棄物の処理につ

いては、産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）により、適正な委託

処理が行われていることを確認しています。

　また、化学物質管理の一環として「特定化学物質の環境への排出

量の把握等および管理の改善の促進に関する法律（PRTR制度 ）」

により指定された化学物質のうち、年間取扱量が1トンを超えたもの

を国へ報告しております。2009年度はクロロホルム、塩化メチレン

（ジクロロメタン）、トルエンの3物質が対象となりました。

※1　PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）制度とは、人の健康や生態系に有害な

おそれのある化学物質について、事業所（早稲田大学の場合キャンパス単位で管理）から大気・水域・

土壌等の環境への排出量および廃棄物に含まれての事業所外への移動量を事業者が自ら把握し国

に対して届け出ると共に、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度で

す。この制度の対象となる化学物質は第一種化学物質として指定された354物質（法改正により、

2010年度報告からは462物質）で、届出の対象となる事業者は第一種化学物質の年間取扱量が1ト

ン以上の事業所を有するものと定められています。

　科学技術に関する研究・教育を行っている施設（特定施設）から

主に下水道へ流される排水について、環境保全センターでは毎月定

期的に、重金属や揮発性有機化合物（VOC）などの31項目の分析

調査を実施しています。これは、大学の教育研究活動に伴って発生

する環境汚染を防止し、学生・教職員・周辺地域住民の生活環境を

保全することを目的としています。

　2010年度においては、対象となる7キャンパス、計18の採水箇所

のうち、ベンゼンおよび四塩化炭素などの濃度が基準をやや超える

傾向を示した時期がありましたが、排水経路の洗浄および実験指導

の改善によりその後良好な水質が維持されています。

2 0 0 9年度PR T R制度対象化学物質の届出  （学内では西早稲田キャンパスが該当しました）

＜西早稲田キャンパス＞

●●●実験系廃棄物発生量の推移

(容積(容積//万ℓ万 ）））

(年度年 ）

無機系固体廃棄物

無機系廃液

有機系固体廃棄物

有機系廃液

感染性廃棄物

感染性廃液

600

50

404

300

20

1010

  0
20042004 200505 20066 2007 200808 20090

「20 1 0年度環境目標」および「20 0 9年度環境目標と達成状況」 実験系廃棄物の管理状況

水質管理状況

◉理工系実験排水の定期的水質分析

◉2 0 1 0 年度環境目標

◉20 0 9 年度環境目標と達成状況
○：達成　△：一部未達成　×：未達成

※1 学校法人全体の温室効果ガスの排出量を2012年度までに2008年度から5,000ｔ/年 削減する計画
※2 2009年9月より廃棄物の計量方法を変更したため達成評価対象外

※1

※2

※1

対象化学物質

クロロホルム

塩化メチレン

トルエン

使用量 (kg)

7,400

4,300

1,200

大気への排出量 (kg)

1,100

1,000

300

下水道への移動量 (kg)

(kg)5.5

2.0

0

事務所外への移動量 (kg)

6,300

3,300

900

項　目

　重点目標

　学生の環境保全活動への参加

　教職員への本学の環境保全活動の研修の推進

　安心・安全な学内環境の整備

　廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、
　循環型社会への貢献

　温室効果ガス排出抑制、省エネルギー等

2009年度目標

2009年度中に、温室効果ガス排出量抑制のための「ターゲット5000」   を補完強化した2010年度～2014年度まで
の中期計画（案）を策定

2009年度は、省エネ法に基づき、床面積1㎡あたりのエネルギー使用量を前年比1％以上削減

省エネ推進組織の整備 （より推進力のある大学全体組織の構築）

環境ボランティア学校開催支援および環境関連企画の支援

エコフューチャー学生教職員懇談会を開催し、学生の意見聴取による環境保全活動への反映

環境教育の充実

「化学物質取扱いにおける環境保全・安全説明会」実施体制の改善

研修会・エコミーティング等の開催による環境保全意識の向上

吹き付けアスベスト撤去計画の最終年度（2008年度）から持ち越された6号館の残りの撤去作業の実施

新築・改修工事や新規什器の大量納入箇所のシックハウス対象物質の測定および指針値を超過した場合の対策実施

室内環境に影響を与える化学物質の測定に関する法令順守に向けた活動

PCBの適正管理および早期の処理

分煙キャンパスの徹底

廃棄物発生量2,114t/年以下

リサイクル率49.2％以上

薬品棚卸しの促進や薬品クリーンキャンペーンの実施等、化学物質の適正使用による保管量削減活動の実施

廃棄物電子管理票（マニフェスト）の一部導入

化学物質の適正保管・管理
（納品確認実施を含めた化学物質管理システムの運用開始および安全衛生巡回の実施）

温室効果ガス排出量(CO2 換算)42,997t/年以下、建物床面積1㎡あたりの排出量：61.06kg以下

電力使用量 88,774千kWh/年（CO2 換算34,267t/年）以下

ガス使用量 3,231千㎥/年（CO2 換算 7,356t/年）以下

重油使用量 507kℓ/年以下（CO2 換算 1,375t/年）以下

水の使用量 645千㎥/年以下

達成状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

×

○

○

○

○

○

○

○

○

項　目

　学生の環境意識向上・環境保全活動への参加

　教職員の環境保全意識の向上

　安心・安全な学内環境の整備

　廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、
　循環型社会への貢献

　【重点目標】
　温室効果ガス排出量(CO 換算)の抑制

2010年度目標

　環境ボランティア学校開催支援

　環境関連企画の支援

　エコフューチャー学生教職員懇談会を開催し、学生の意見聴取による環境保全活動への反映

　環境教育の充実

　「化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明会」実施体制の向上

　研修会・エコミーティング等の開催による環境保全活動の定着と環境保全意識のさらなる向上

　新築や大改修、新規大量什器納入箇所のシックハウス対象物質の測定および指針値を超過した場合の対策実施

　室内環境に影響を与える化学物質の測定に関するガイドラインの作成

　PCBの適正管理および早期の処理

　分煙キャンパスの徹底

　廃棄物発生量1,853t/年以下

　リサイクル率48.2％以上

　薬品棚卸しの促進や薬品クリーンキャンペーンの実施等、化学物質の適正使用による保管量削減活動の実施

　廃棄物電子管理票（マニフェスト）の導入状況確認

　化学物質の適正保管・管理

　温室効果ガス排出量(CO2換算)　41,571t/年以下、建物床面積1㎡あたりの排出量：58．18 kg以下
　（参考）内訳
　・電力使用量（CO2換算）33,502ｔ/年以下
　・ガス使用量（CO2換算） 6,913ｔ/年以下
　・重油使用量（CO2換算） 1,156ｔ/年以下

2



環
境
へ
の
取
り
組
み

13 14

2010 年度に学内外の方から寄せられた主なお問い合わせ、苦情等は以下のとおりです。

　早稲田大学の環境保全活動をより良いものにするため、早稲田大

学環境マネジメントシステム (WEMS) にはさまざまな方からご意見

をいただく仕組みがあります。外部評価会議（環境に関する専門的

　研究室や箇所独自で購入したPCで不要となったものについて、

西早稲田キャンパスでは年間3回ほど回収しています。2006年度ま

では廃棄物として廃棄物置場に置かれ、廃棄物収集運搬業者により

回収され、相応の廃棄費用も必要でした。本来リサイクルできるもの

が廃棄物として処理されていたPCについて、2007年度より、環境

安全管理課がリユース・リサイクルを進めることになり、西早稲田

キャンパスにおいて試運用を開始しました。2010年度からは、他

キャンパスにも拡大し、全学的な運用を始めました。

　リユースのメリットは、廃棄費用の削減と廃棄物の減量・削減、環

境への配慮などが考えられます。廃棄物置場に放置されるPCは、リ

ユースPCとしての価値が低下するため、リユース専門業者に受け

渡す方法をとっています。なおハードディスク内に残っているデータ

等のセキュリティについては、PCが作動する場合は米国国家安全

保障局(NSA)方式でデータ消去を行い、PCが作動しない場合は

ハードディスクを物理的に破壊しています。

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、廃棄物処理法で特別管理産業廃

棄物に指定されており、厳重な管理が求められています。このPCB

が使用された代表的な電気機器には、高圧トランス（変圧器）や高

圧コンデンサ（蓄電器）、安定器があり、本学では、行政の指導に従

い、漏洩しないよう厳重に管理しています。

　2010年度よりPCB廃棄処理業者の受け入れ体制が一部整った

ことを受け、本学が保管していた廃棄処理待機中の高濃度のPCB

入りコンデンサ43台すべてを9月に搬出しました。

　今回、搬出対象外とされた蛍光灯の安定器やトランスなどについ
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ては、廃棄処理業者の次の受け入れ体制が整い次第、搬出する予

定です。それまでは、法に則した適正な保管管理を継続します。

PCB機器(高圧コンデンサ)搬出作業 保管容器

環境に関するコミュニケーション

PCリユース

PCBの適正管理と早期処理

着実に改善

◉お問い合わせ・苦情等

西早稲田キャンパスでの不要パソコン等回収結果

2009年11月11日・12日

2010年 3月10日・11日

2010年 7月 7日・ 8  日

実施日

14:00~15 :30

14 :00~15 :30

14 :00~15 :30

実施時間

83

99

110

79

84

128

134

275

441

68

91

124

搬出箇所 ノートPC 本体 モニター

お問い合わせ　14 件

① 本学の省エネ対策、照明の間引き、エスカレーターの運転等について
　 ⇒資料などにより説明

② 本学の省エネ啓発ポスター、ステッカーについて
　 ⇒要望のあった研究室および学生寮、セミナーハウスなどにも送付
　 （9件）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学内（教職員・学生）

環境・省エネ関係
（11件）

喫煙関係　(3件)

学外

① 本学の環境対策について
　 ⇒韓国の大学・放送局および学生グループの訪問があり、
　　 本学の環境保全活動などについて資料などにより説明
　 （2件）

① 本学の喫煙対策について
　 ⇒他大学や一般の方、禁煙団体等から問い合わせや訪問があり、
　　本学の喫煙対策について資料などにより説明
　 （3件）

苦情等　11件

① 学生の喫煙マナー（喫煙所以外での喫煙、タバコのポイ捨て）について
　⇒注意掲示、喫煙マップ、三角コーンを設置すると同時に、教職員によ
　　る喫煙巡回を徹底。また、演劇博物館裏の屋外喫煙所を廃止し、6号
　　館地階屋内に喫煙所を設置。
　（6件）

① 120号館外周道路上への冷蔵庫（1台）放置について
　⇒キャンパス外周である公道（歩道）に放置されていたため、新宿区に
　　  連絡し、撤去された。

① 22号館前喫煙所からのタバコの煙について
　 ⇒歩道に面した22号館前の喫煙所は、2010年3月末をもって廃止。
　　（1件）

① 夜遅い時間に、演劇活動を行う学生による大声や騒音について
　 ⇒団体幹事を呼び出し注意・指導を行うと共に、警備員による定期的
　　　な巡回を実施。

② 体育各部の活動や施設（東伏見キャンパス）での騒音について
　 ⇒東伏見事務所や総務部、キャンパス企画部と連携し、迅速に対応し
　　　た。また、地域住民・商店街・市区町村と大学の交流を少しずつ　
　　 活性化させることで、理解を得られるようにする。
　　（2件）

① 西早稲田キャンパス周辺の植栽が公道（歩道）へ飛び出していること
　　について
　 ⇒専門業者を手配し、植栽を撤去。

学内（教職員・学生）

喫煙関係　（7件）

騒音関係　(2件)

廃棄物関係(1件)

植栽関係　(1件)

学外

ご意見

環境関連のオープン科目数のみを環境目標の
達成状況の指標とするのではなく、環境マインド
を持つ学生数（履修者数等）も指標にできない
か。

環境に対する意識の低い学生の意識向上を図
るべきでないか。

省エネに取り組んだ結果やエネルギーの削減
状況がわかるよう、「見える化」することが重要
である。

新宿区では、CO2削減のため、区民や事業者等
を対象に、「新宿エコ隊」や「新宿一斉消灯日～
ライトダウン2010～」などの企画への参加を募
集しているので、協力願いたい。

対応

科目の履修者数のデータは把握できるので、今後、指標のひとつとして取り
入れていく予定です。

毎年定期的に早稲田ウィークリーなどに環境特集記事を掲載しており、今後
も学生の意識啓発に努めます。2 0 1 0 年 度は、早稲田ウィークリー
（2010.5.27号）に「キャンパス内でできる温暖抑制の実践」などCO2排出削
減のための特集を組んだほか、省エネポスターを作成しました。（P.4参照）

省エネ活動に対する省エネ効果を数値化して示すなど取り組みやすい環境
情報の周知を積極的に行います。なお、見える化の一環として、環境研修会
では、各キャンパスごとのエネルギー使用状況を報告し、また、太陽光パネル
には、発電量表示モニターを設置しました。（9号館）

「新宿エコ隊」および「新宿一斉消灯日～ライトダウン2010～」の各事業に
参加しました。（P.4参照）

教育・研究に関する事項

環境保全活動に関する事項

な知識をお持ちの学外の方からご意見をいただく場）などでいただ

いた主なご意見とその改善の状況は次のとおりです。
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環境関連教員一覧（抜粋）

環境関連科目一覧（抜粋）

　2002年に本学における社会貢献活動の推進役として設立された

平山郁夫記念ボランティアセンター（通称WAVOC）には、現在、30

を超えるボランティアプロジェクト(学生が運営主体)があります。そ

の中で、環境分野のプロジェクトも9つを数え、そのフィールドは高

尾の森から、タンザニアの村落部まで、世界中に広がっています。環

境ボランティア学校もそのひとつです。

　環境ボランティア学校は「入学は環境ボランティアに興味がわい

た日、やりたいことがみつけられたら卒業」を基本コンセプトに

2003年に始動しました。

　「環境によいことやみんなのためになることをしたい」という熱意

が結実した企画はこれまでに約50回を数えます。

　「なんとなくボランティア活動は敷居が高い」と感じている学生に

向けて、参加しやすいテーマを設定し、活動しています。学生が環境

問題に興味を持ち、自主的に学び、調べ、活動していくためのきっか

けとなるよう、今後も活動していきます。

　早稲田大学には23の大学院と13の学部があり、それぞれに環境

に関する科目があります。科目名に「環境」と付くものだけでも400

科目以上あります。そのうち、全学部の学生が履修可能なオープン

教育科目からのみ、環境関連科目を抽出しました。各学部・大学院の

　環境に関わりの深い研究を行っている教員のリスト(2010 年 7月現在 )ですが、これ以外にも環境問題に取り組んでいる研究者がおります。

　早稲田大学には約3,900人の外国人学生を含む57，000人の学

生が学んでおります。国際コミュニティセンター（ICC）は外国人学

生と日本人学生の交流および異文化理解の促進を目的としてお

り、さまざまなプログラムを展開しています。その中で環境に関連

するものをご紹介しましょう。

 「お掃除プロジェクト」は、高田馬場周辺商店街や新宿区役所の

方々と共に、高田馬場駅周辺の路上を清掃する地域と連携したプ

ロジェクトです。地域の皆さんと触れ合いながら、月に１度の清掃

活動を行っています。

　また、お昼休みに気軽に語り合うランチ・イベントでも、「エコ」を

テーマに環境問題に関心の高い学生が集い、ゴミの分別や、各国の

環境に関する取り組みまで、情報や意見交換をしています。

　早稲田大学では、一人でも多くの学生がこのような活動の中で得

た知識と経験を生かし、活躍してくれることを期待しています。
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清掃活動高田馬場駅前
商店街の皆さま、地域住民の皆さま、新宿区役所の方々、本学学生、
教職員がほぼ毎月清掃活動をしています。

環境保全型森林ボランティア

ケニア社会林業プロジェクト

2009年度

・5月　栃木県益子町（棚田の田植え・里山の保全活動等）

・6月　気象キャスターボランティアによる環境教育から学ぶ～　in エコライフ・フェア

・6月　パックの肉はこうして作られる：品川食肉市場見学

・9月　北海道富良野市（北海道 富良野自然塾　体験ツアー）

・10月　栃木県益子町での里山の保全活動・綿つみ等、早大ホームカミングデー出店の支援

・3月　高知県宿毛市での交流（梓立祭手伝い、地元小中学生・高校生との交流等）

2010年度

・5月　栃木県益子町（棚田の田植え・里山の保全活動等）

・9月　高知県宿毛市での交流（すくすく宿毛学生チームとして活動準備）

・10月　栃木県益子町での里山の保全活動・綿つみ等、早大ホームカミングデー出店の支援

・3月　高知県宿毛市での交流（梓立祭手伝い、地元小中学生・高校生との交流等を予定）

●国際コミュニティセンター（ICC）

http://www.waseda-icc.jp/

学生の環境ボランティア活動 環境関連授業

環境関連教員・研究

国際交流を通じて環境問題を学ぶ

大聖　泰弘

高田　祥三

田邉　新一

田村　正勝

常田　聡

坪郷　實

寺島　信義

友成　真一

中垣　隆雄

長沢　伸也

永田　勝也

中村 愼一郎

名古屋 俊士

納富　信

堀口　健治

御子柴 善之

村山　武彦

森川　靖

横山　隆一

吉田　徳久

寄本　勝美

自動車の環境技術、自動車交通と環境・エネルギー問題

ライフサイクルマネジメント

室内環境、環境共生建築

温暖化対策-排出権取引・森林保全・稲作、地球温暖化対策、環境権と自然哲学

生活廃水の生物処理、生物膜内の微生物生態系の解明

環境政策

環境情報学

エネルギー政策、地球環境政策、地域経営、行政経営

ガスタービンと炭化水素燃料の水蒸気改質反応を組み合わせた化学再生発電シス
テム、ジエチルエーテルやメタノールなどによる中低温廃熱の化学的エクセルギー
再生、二酸化炭素分離回収

環境影響評価、環境政策、感性工学

エネルギー環境工学、リサイクル工学

経済理論、計量経済学、廃棄物経済学

環境安全工学、作業環境工学、大気環境工学

地球温暖化対策技術開発、廃棄物処理における環境負荷低減技術開発および評価

農業経済学、農政、土地政策

環境倫理学

環境影響評価、社会システム工学、環境保全、社会工学、リスク管理論

森林の保全、森林の二酸化炭素吸収と温暖化

環境親和性を念頭においた大規模エネルギーシステムの計画、運用、制御、管理及
びシミュレーション解析

地球環境保全、循環型社会形成、環境汚染防止、化学物質管理、環境アセスメント
等幅広い環境政策分野における科学的論理と手法及びその有効性の検証に関す
る研究

廃棄物行政、リサイクル社会、環境行政ムおよびコージェネシステム

科目
早稲田キャンパスにおける生物と環境を探る

実験と映像で探る自然

環境とアート

都市環境の法と政策

いま、自然科学を読む - 時代の問題群を追う

いま、自然科学を読む - 身近な解決策を探る

地球からの贈り物、宝石と鉱物の魅力を探る（基礎編）（応用編）

地球の起源

地球システムと環境問題

地球環境の変遷と生物の絶滅

地球の科学

環境政策と計画

現代環境論

環境倫理

環境基礎工学

環境法Ⅰ・Ⅱ

環境計画実習Ⅰ・Ⅱ

環境情報科学

地球環境システム論

環境民俗学

環境社会学

学部等
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

教育学部提供オープン科目

〃

〃

〃

基幹・創造・先進理工学部
提供オープン科目

〃

〃

創造理工学部提供オープン科目

社会科学部提供オープン科目

〃

人間科学部提供オープン科目

〃

〃

〃

専門分野・主な研究課題

経済理論、林学

地球温暖化と森林の役割

生物多様性、環境問題に対処するための新システムの研究

環境管理会計

地球温暖化、環境動態変化、森林

民法、環境法

北九州市エコマネー導入による環境配慮行動促進システムに関する研究、自動回
収機（RVM）を用いたリサイクルシステムの開発

リサイクル工学、地球・資源システム工学

岩石・鉱物・鉱床学、環境浄化材料の設計

静脈施設の安全・安心に関する包括的研究、溶融飛灰山元還元システム構築に関
する包括的研究

燃料電池、資源環境問題に調和した熱・エネルギーシステム

環境調和型電動車両の試作と評価

民事法学・環境法

内燃機関、エンジンシステム、燃料電池、熱工学

自然地理学、地形学、第四紀学、メコン川下流（カンボジア）の地形と洪水災害に関
する研究

環境会計

環境保全、環境法

水環境工学、水質工学、環境修復

交通経済学、交通政策

環境法における市民参加、環境行政

各種燃料に対応した外燃機関、次世代分散発電システムおよびコージェネシステム

都市計画、都市再生、居住環境整備計画

教員名

赤尾　健一

天野　正博

池田　清彦

伊藤　嘉博

太田　俊二

大塚　直

大野　高裕

大和田 秀二

小川　誠

小野田 弘士

勝田　正文

紙屋　雄史

北山　雅昭

草鹿　仁

久保　純子

小林　麻理

黒川　哲志

榊原　豊

杉山　雅洋

首藤　重幸

関谷　弘志

早田　宰

教員名 専門分野・主な研究課題

ワボック

科目
国際協力入門

国際協力演習

ボランティア論

環境とボランティア

持続可能な社会と市民の役割

持続可能な生活スタイル論

東南アジアの開発問題とNGO の役割

国際交流と社会貢献

農山村体験実習

海への誘い

エネルギーと地球環境の国家戦略とビジネス

環境都市づくりの理論

環境都市のシステムデザイン

環境を経営する

環境科学基礎講座

環境問題と持続可能な社会

現代環境論

環境関連施設見学実習

やさしい「環境とエネルギー」

環境・エネルギー工学の最前線

環境イシューを深く読み解く

環境イシューを再編集する

学部等
オープン教育センター

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

科目は含まれていません。環境を主に取り扱っている大学院・学部

は環境・エネルギー研究科ですが、それ以外にも、政治経済学部・法

学部・教育学部・創造理工学部・人間科学部・公共経営研究科など

で、環境に関連した内容を学ぶことができます。

●早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

http://www.waseda.jp/wavoc/
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社
会
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　早稲田大学は「門のない大学」といわれています。創立者・大隈重

信の開放性を具現化したもので、「開かれた大学」と地域の方に親し

まれています。誰にも開かれており、しかも大学と町とが渾然一体と

なった雰囲気が、自由な学風の醸成とワセダらしい学生気質の形成

に与えた影響は大きいといわれています。

　安全を脅かす事件が発生する社会状況の中で、安全を損なわず

開かれた大学を維持するために、早稲田大学はさまざまな試みを

行っています。警備員を計画的に配置し、24時間体制で巡回・警備

を行い、安全かつ開放的なキャンパスを実現しています。

労働安全衛生の取り組み

キャンパスセキュリティ  ～安全・安心なキャンパスを目指して～

早稲田大学安全衛生宣言
　早稲田大学は、「早稲田大学教旨」に掲げる理想を実現するために、本学を構成するすべての教職員および学生・生徒の安全と健康
を確保するとともに、快適な教育・研究・職場環境の形成が重要であることを認識し、自主的かつ継続的な安全衛生活動を推進します。

早稲田大学では労働安全衛生法に基づき、安全衛生管理体制を構築し
運用しています。定常的な安全衛生点検（巡視）と共に、2年に1度、全学
的に安全衛生一斉点検を実施し学内の事故・災害の要因を洗い出し、
改善を行っています。

安全衛生管理体制図

安全衛生管理委員会
委員長　常任理事

・施設安全委員会
・健康増進委員会

・化学物質安全管理委員会
・放射線安全管理委員会

＜専門委員会＞

安全衛生一斉点検
実行委員会
（隔年設置）

先端生命医科学センター
安全衛生委員会

理事会

高等学院
安全衛生委員会

西早稲田キャンパス
安全衛生委員会

早稲田キャンパス
安全衛生委員会

所沢キャンパス
安全衛生委員会

本庄キャンパス
安全衛生委員会

北九州キャンパス
安全衛生委員会

材料技術研究所
安全衛生委員会

日本橋キャンパス
安全衛生委員会

早稲田大学は、災害を防止し、教職員および学生・生
徒の安全を確保します。

早稲田大学は、教職員および学生・生徒の健康の保
持増進を推進します。

早稲田大学は、教職員および学生・生徒の、安全と健
康を重視する意識の向上を図ります。

早稲田大学は、安全衛生関係法令および本学が定め
た安全衛生関連規定等を順守します。

1．

2．

3．

4．
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　開発は人が自然の恵みを独り占めしてしまいますが、自然との共生

は人と生き物が自然の恵みを分かちあうことです。豊かな自然環境に

恵まれた所沢や本庄のキャンパスでは、人だけではなく生き物たちの

生活を優先した、自然との共生という考えによるキャンパスの利用を

目指しています。

　所沢キャンパスは首都圏の緑の孤島と言われる狭山丘陵にあり、ま

とまった雑木林や湿地、ため池、小川などの里山環境が残されている

ため、オオタカやホタルなど多くの希少種が生息しています。丘陵で

も最大で最も豊かな自然が残された湿地を守るために、大学は大きな

努力をしています。今年度は、市民、学生、学院中学生、自然環境調査

室による初めての稲作を行い、4枚の棚田（約0.6反）で190kgの米を

収穫しました。使いながら自然を守ること（＝保全）が大切です。

　市内で唯一のまとまった雑木林が残された本庄キャンパスでは、オ

オタカが15年以上繁殖を続けています。2003年より発信機を用いた

オオタカの追跡調査が行われており、調査結果に基づいたキャンパス

の利用計画が検討されています。このような調査によって得られた知

見は県や市に提供され、地域の自然を守るために利用されています。

キャンパスにおける自然との共生

環境への取り組みの歩み

所沢キャンパス 
秋の収穫　学院長も参加しての稲刈り

本庄キャンパス
キンラン　冬の落ち葉かきの成果
春になるとキンランが咲いた

取り組み

環境保全センターを設置（P.12参照）

財政改革推進本部の設置（無駄の洗い出しと削
減・省エネ）

地球環境問題談話会の発足（199 9年度まで15
回を開催）

エコ・キャンパス推進本部の設置

西早稲田キャンパス（現 早稲田キャンパス）で、
ISO14001認証取得

環境総合研究センターを新設

年度

1979

1996

1997

1998

2000

2002

取り組み

総務部に環境安全管理課を新設

ボランティアセンターに「環境ボランティア学校」
開設（P.15参照）

大学院 理工学研究科　環境・エネルギー専攻開設

早稲田大学環境マネジメントシステム（WEMS）
を全学に展開（P.9参照）

大学院 環境・エネルギー研究科を新設

高田馬場お掃除プロジェクト開始（P.15参照）

年度

2003

2005

2006

2007

2008

2009年6月26日制定早稲田大学は、1979年に私立大学としてはいち早く、環境保全センターを設置するなど、さまざまな環境への取り組みを行っています。

本学の環境への取り組みの歩み（抜粋）

●自然環境調査室

http://www.nature.waseda.ac.jp/
所沢キャンパス 
湿地保全

安全への
取り組み

活発な教育・研究活動のために、安全・安心・快適なキャンパスは最低限

必要なものだと考えます。安全・安心・快適であることは、当然のことである

ため、それを維持するための取り組みは、日頃、人の目にとまることはあり

ません。事故を未然に防ぎ、また万が一、災害が

発生した際、適切に対応できるよう、さまざまな努

力と工夫がなされています。
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　理工学部のある西早稲田キャンパスをはじめとして、早稲田キャン

パス、研究開発センター、所沢キャンパス、先端生命医科学センターな

ど、さまざまな箇所で薬品や高圧ガスを用いた実験が行われていま

す。

　早稲田大学では、「教育研究活動における安全の確保」を重要課題

とし、事故を未然に防ぐために、さまざまな取り組みを行っています。

　大学における研究活動が高度化するにつれ、研究活動による自然

環境への影響も多様化してきています。また、理工系では、新規の化

学反応や自作装置での実験等、プロセスや結果が明らかでない実

験操作が多いため、実験に潜在するリスクも高くなります。自分の研

究活動がどのように環境に負荷を与えているか、実験をする上でど

のようなリスクがあるのか、そのリスクを回避するために何をすべき

か、実験前に準備を重ねることは研究者としての責務であり、大学は

その方法について教える義務があります。

　早稲田大学では、学生の実験における安全と環境の保全を守るた

めに、2008年より安全e-learningプログラムを提供しています。こ

れは、安全・環境教育リテラシーとして位置づけられるもので、化学

薬品や高圧ガスを使用する上での安全管理上のポイントや法令情

報について、また防災対策や緊急時の対応などについて学べる内容

になっています。

　2005年度から化学物質管理システム（CRIS）を導入し、実験・研究

に使用されるすべての化学物質について、全学的な管理を行っていま

す。本システムでは、研究室から、随時保有薬品リストを閲覧すること

ができ、不要薬品の発注や必要量以上の保管を防ぐ側面を持ってい

ます。また、化学物質安全データシート（MSDS：Material Safety 

Data Sheet）の付加機能を使い、薬品を取り扱う前に物理的および

化学的性質や取り扱いの注意についての情報を得られるため、化学

物質の適正使用へも寄与しています。

　CRISのデータを集計することで、大学は「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」や「都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例」（東京都環境確保条例）で

対象となっている物質について、使用量の把握と報告を行っています。

　また万が一、火災などの不測の事態が発生した場合にも、該当箇所

の保有薬品情報を、数分以内に消防署等に伝える体制を整備するこ

とができました。

　2009年度からは、各キャンパスの薬品管理窓口において、すべて

の薬品・高圧ガスの納品確認を行い、納品書

に確認印を押印する体制とし、化学物質管理

をより充実させました。

　今後も、安全に関する講義・講習会を充実

させて学生等の意識啓発を図ると共に、より

安全な研究・実験環境を整え、ソフト・ハード

両面において安全な化学物質管理を推進し

ていきます。

　早稲田大学では、西早稲田キャンパスを中心に「教育研究活動にお

ける安全の確保」を重要課題とし、事故を未然に防ぐためのさまざまな

取り組みを行っています。

　また不本意ながら事故が発生してしまった場合には、被害を最小限

にとどめる事はもとより、その事故から最大限の再発防止策を学びと

り、より安全な環境の構築に注力しています。

　このような観点から、教育研究活動を展開する上で順守しなければ

ならないルールを、近年の事故事例などを踏まえながら解説する「安

全のてびき」を毎年作成して教職員および各研究室に配布していま

す。定期的に「安全講習会」等を開催し、卒・修論生に対して安全教育

　大学全体の放射線安全管理は、放射線障害防止法、労働安全衛生

法電離放射線障害防止規則等に則り、放射線安全管理委員会のもと、

総務部環境安全管理課、および放射線安全管理室で対応しています。

また、放射線障害防止法の対象となる各放射線施設については、施設

ごとに定める「放射線障害予防規定」に基づき、選任された放射線取

扱主任者の管理のもと、厳重に管理しています。

　また、放射線障害防止法の対象ではないエックス線装置等につい

ては、電離放射線障害防止規則に基づいて管理しています。こうした

化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明会 ニュースレター「環境保全」

放射線管理区域

化学物質管理システム（CRIS）メニュー画面

化学物質の安全管理

安全e-learningプログラム

安全e - l e a r n i n gプログラム ～安全・環境のためのリテラシー～

実験系の安全管理

放射線の安全管理

化学薬品管理システム（CRIS）による、薬品・高圧ガスの全
学的管理

「安全のてびき」やニュースレターの発行

安全e-learningプログラムによるリテラシー安全教育

学部1年生からの段階に応じた教育実験（薬品や実験器具
の安全な取り扱い実習を含む）

卒・修論生を対象とした「化学物質取扱いに関する環境保
全・安全説明会」や「安全講習会」の実施

定期的な安全巡回や「安全サポートグループ」による安全
対策の検討・提案

・

・

・

・

・

・

実験を安全に行うために 緊急時の対応 防災対策

電気災害防止のために 高圧ガスの安全な取り扱い 化学薬品の安全な取り扱い

実験系廃棄物の取り扱い 化学物質管理システムの利用方法 X線・放射線の安全な取り扱い

動物実験を行う前に 遺伝子組換え実験を行う前に 工作機械を扱う際の安全対策

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
と
の
取
り
組
み

安全e-learningプログラムは、Waseda-netのCourseN@viから閲覧することができます。

（制作：環境安全管理課、環境保全ｾﾝﾀｰ、理工学術院技術部）

も行っています。

　また、日々の研究活動を、安全という観点

からサポートするために、技術系職員による

「安全サポートグループ」を組織し、学生・教

職員と積極的なコミュニケーションをとりな

がら、最も良好な対応策の検討・提案、およ

び具体的な施策を行っています。

　今後も継続して事故ゼロを目指し、最善を

尽くしてまいります。

施設、装置を使用する人について

は、法令に基づき教育・訓練、健康診

断、被ばくモニタリングなどを受けて

いただくことになります。
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　毎年、キャンパス内における喫煙マナーの徹底を図るため、教職員

による巡回（4月初旬の新勧期間は毎日、4・5月については週2回、6月

以降は月2～3回、昼休みの時間帯）を行っています。

　現在、早稲田キャンパスには10ヵ所の屋外喫煙所を設置し、所定喫

煙所以外、校内禁煙となっています。キャンパス内の歩きタバコは見受

けられなくなりましたが、ラウンジ内での喫煙や所定場所以外での喫

煙者がいるため、2011年度以降も引き続き巡回を実施し、喫煙マナー

の徹底に努めていきます。

　なお、2009年度からは、トライアルとして全学共通講義を設置し、喫

煙が及ぼす健康被害、喫煙マナーについて触れ、健康で快適な大学

の実現を目指しています。

　2011年度も、「わせだラ

イフABC」として、新入生や

在学生に視聴してもらう予

定です。

教職員による喫煙マナー巡回
（早稲田キャンパス）

防火管理者の消防報告   

消火器体験起震車による地震体験

警備員による模擬消火

煙ハウス体験

AED設置シール

早稲田キャンパス6号館喫煙室

消防署による救命講習会 AED本体

2 0 0 9 - 1 0年度に実施した主な防災関係の活動（抜粋）

喫煙対策

防火・救命の体制　

◉教職員による喫煙マナー巡回

大地震に備えて

◉学生災害ボランティアの活動

◉大地震対応体制

◉11 号館で防災訓練および防災イベントを開催

　本学では、皆さんが、健康で快適に過ごせるキャンパス環境の実

現に向けて、キャンパス内では、所定の喫煙場所以外は禁煙として

います。

　しかし、一部の喫煙場所では喫煙者の集中などにより、紫煙やに

おいが非喫煙者にも届いてしまうことがあります。そこで、本学とし

て新たな対策のひとつとして早稲田キャンパスにおいて受動喫煙防

止のため、2011 年 1 月 20 日（木）より 6 号館地階屋内に喫煙室

を設置しました。また、このことを受けて 6 号館裏（演劇博物館裏）

にあった既存屋外喫煙場所を廃止しました。

　関東大震災時、早稲田大学の学生・教職員が、押し寄せる大火か

ら、大学や町を守り、被災者の救援と復興の一端を担った歴史があ

ります。

　その誇りある歴史に鑑み、近い将来起こるであろう大地震に備

え、有志による学生災害ボランティア組織「早稲田災害対策学生

チーム」（早稲田レスキュー）が活動しています。

　高齢化が進む大学周辺の町は、震災時に、住民の救援や町の復

興に多くの人手が必要となることが予想されます。そのため、早稲

田大学の学生がボランティアとして積極的に協力することが望まれ

ています。

　「早稲田レスキュー」のメンバーは、日頃は知識やスキルの習得、

行政や関係団体との

情報交換を行い、いざ

地震が発生した場合

には、多くの学生ボラ

ンティア志願者のリー

ダーとして円滑に活動

できるよう準備してい

ます。

　商学学術院および国際学術院を対象とし、20 1 0年1 2月3日

（金）、防災訓練が開催されました。はじめに11号館において地震を

想定した防災訓練、そして地震に伴い火災が発生したことを想定と

した消防訓練が開催されました。その後、新宿消防署、新宿区立防災

センターの協力により、11号館前で起震車による地震体験、煙ハウ

　早稲田大学では、震度6弱以上の大地震が起きた場合、人的・物

的被害を最小限にし、早期に大学運営を復旧するため総合的な地

震対策を行ってきました。大地震対応マニュアル作成、防災倉庫の

設置、災害用井戸の設置、建物の耐震診断と補強、防災訓練の実施

などはその一例です。

　今後も学内における受動喫煙防止に向けて整備を進めていきま

すので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　学業に専念し、研究に打ち込むためにも、安全・安心なキャンパスは

最低限必要なものと早稲田大学は考えます。

　その安全・安心なキャンパスを維持するため、職員は自衛消防隊を

組織し、万が一火災が発生した場合には早急に消火活動ができる体

制をとっています。

　また、キャンパス内で急病人が出た場合に、応急手当ができるよう

職員は消防署による救命講習を受講し、心臓マッサージや応急手当の

スキルを身につけています。2013年度までに教職員のおよそ30％が

救命救急のスキルを持つことを目指します。

　学内各所には、AED（自動体外式除細動器）・車椅子・担架等を設

置しています。AEDは、現在、学内の55ヵ所に設置しており、設置場所

は、以下のURLで公開しています。

◉早稲田キャンパス　喫煙室の設置と一部屋外喫煙所の廃止

●AED設置場所一覧

http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/
　　　　　　　　　　　　　　  activity/firepre.html
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活動内容

本庄キャンパス

西早稲田キャンパス

高等学院

西早稲田キャンパス

各務材料技術研究所

各務記念材料技術研究所

メディアネットワークセンター

西早稲田キャンパス

先端生命医科学センター

先端生命医科学センター

各務記念材料技術研究所

西早稲田キャンパス

西早稲田キャンパス

所沢キャンパス

西早稲田キャンパス

西早稲田キャンパス

早稲田キャンパス

早稲田キャンパス 

参加者

・教職員・関連職員・学生

・教職員・関連職員・学生

・教職員

・教職員・学生

・教職員・学生

・教職員・学生・近隣住民

・教職員・学生

・教職員・学生

・教職員・学生・近隣住民

・教職員

・教職員・学生

・教職員・関連職員・学生

・教職員・関連職員・学生

・教職員・学生

・教職員・学生

・教職員・学生

・教職員・学生

・教職員

実施日

2010年 3月 4日

2010年 5月27日

2010年 6月28日

2010年 7月 1日

2010年 7月21日

2010年 7月27日

2010年 8月30日

2010年10月 7日

2010年10月26日

2010年11月 4日

2010年11月17日

2010年11月18日

2010年11月25日

2010年11月26日

2010年11月30日

2010年12月 2日

2010年12月 3日

2010年12月17日

消防訓練

総合防災訓練

普通救命講習

普通救命講習

普通救命講習

消防訓練

消防訓練

普通救命講習

防災訓練

普通救命講習
         
普通救命講習

総合防災訓練

総合防災訓練

消防訓練

普通救命講習

普通救命講習

総合防災訓練

普通救命講習

「携帯版」は学部事務所
配布物コーナーで配布中

▲大地震対応マニュアル（左：冊子版　右：携帯版）

防災倉庫（9号館前） 災害用井戸（貯水槽：1号館横）

●「大地震対応マニュアル」

http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/
　　　　　　　　　　　　　　inschool/index.html

スによる煙体験、水消火器使用による消火器の使用方法説明が実

施されました。

　当日は、学生団体である早稲田レスキューも参加して学生への呼

びかけも行い、防災意識の向上に努めました。



◉公開講座・シンポジウム

◉會津八一記念博物館 ～早稲田大学の貴重な文化財を一堂に集める～

◉坪内博士記念演劇博物館  ～日本唯一の演劇博物館。“演劇の早稲田”の象徴的存在～

◉いつまでも学び続けたい！
　～エクステンションセンター～

　會津八一（あいづやいち1881～1956）の名前を冠したこの博物

館は、1998年にオープンしました。建物は、早稲田を代表する建築

家今井兼次の設計により1925年に図書館として建てられた学内で

最も古いものです。1階に企画展示室、富岡重憲コレクション展示

室、2階に常設展示室があり、1999年には大隈講堂と共に東京都歴

史的建造物に選定されています。

　會津八一は、早稲田大学で東洋美術史を講義し、学生に実物を触

れさせようと自費で多くの美術品を収集しました。また、歌人、書家と

しても知られ、その独特な書風は、今なお多くの人を魅了していま

す。早稲田大学には、この會津八一が残した東洋美術資料をはじめ

社会との
取り組み

教旨に「学問の活用」が明示されているように、早稲田大学の教育・研究

は、常に社会に役立つことに重点が置かれてきました。早稲田大学におい

て社会への貢献は、その歴史において、その活動分野の幅広さにおいて、

その活動が人間の存在に深く根ざしている点において、際だっていると自

負しています。それは各界で活躍してきた多くの早稲田大学関係者の足跡

を辿ることで、明らかになるでしょう。ここでは近年大学が取り組んでいる

社会との取り組みの一部をご紹介します。

早稲田文化の発信拠点として

公開講座･生涯学習

24

として、長年にわたる考古学の発掘資料、民族学の研究成果である

貴重なコレクション、寄贈・収集された一級の現代絵画・彫刻が公開

されずに学内各所に散在

していました。これらを一

堂に集めて、早稲田大学

の文化財として広く紹介

するためにこの博物館が

設置されたのです。

　演劇博物館、通称「エンパク」は、日本で唯一の演劇専門の博物

館です。美しい外観はシェイクスピア時代の劇場、フォーチュン座を

模してつくられており、実際に舞台として使われることもあります。

「ウルトラマン」の台本や、映画「ゴジラ」のポスター、宝塚歌劇団の

オスカルの衣装から「四谷怪談」のお岩さんのお面まで、演劇、映画

と結びつくあらゆるものを資料として収集、保存しています。「テレビ

ガイド」や「ぴあ」などの情報誌、「第三舞台」をはじめとする現代演

劇のプログラムといったものを閲覧できるのは、演博ならではといえ

るでしょう。年数回の企画展と、日本演劇の歴史を概観できる常設展

があり、そのほかに図書の閲覧、ＡＶ資料の視聴もできます。一般の

方も無料で利用でき、日曜日も開館していますので、ぜひ一度ご来

館ください。

生涯学習の拠点:
             エクステンションセンター

歴代ゴジラ資料

　早稲田大学のキャンパスを歩いてみてください。公開講座の開催

を知らせる看板やポスターがそこかしこに立っています。ほぼ毎週、

公開講座やシンポジウムが行われています。

　テーマはさまざまで、普段は聴くことのできない講義があったり、

白熱するディスカッションがあったりしますが、共通しているのはど

れも知的刺激に溢れていることです。

　本学は、創立当初より校外生を対象にした「早稲田講義録」の刊

行、各地での「巡回講話」の開催等を通じ、

生涯学習の推進に取り組んできました。エ

クステンションセンターは、この伝統をふま

え、大学の持つ研究教育機能を広く社会に

開放することを目的に1981年に発足しまし

た。現在では早稲田校、八丁堀校あわせて

年間約1,500講座の公開講座を開講し、約

3万3千人の受講者が学んでいます。
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アスベスト

室内空気測定の様子測定器

吹き付けアスベスト対策

シックハウス対策

　早稲田大学では、1988年から1990年にかけて、主に天井部分に使

用された吹き付けアスベストに対し、薬液による封じ込め工事を行い、

空気中への飛散防止処理を施しました。2005年度には、再度、室内空

気中のアスベスト濃度の測定を実施しました。調査の結果、すべての

箇所でアスベストの飛散が認められない安定状態であることが確認

されましたが、建物の長期的な利用を考えると撤去をすることが最善

と考え、計画的に吹き付けアスベストの撤去を行うこととしました。

　建物の高気密化や化学物質を放散する建材の使用などにより、室内

空気中に含まれる化学物質の量が増加し、新築・改修した建築物の利

用者が体調不良を起こす、シックハウス症候群が問題となっています。

新しく建物を建てる際には、化学物質の放散量の少ない建
材を使用しています。

適正な換気量が確保された設計としています。

新築や改修を行った箇所を中心に室内空気測定を継続的
に実施し、「学校環境衛生の基準（文部科学省）」で定める
室内濃度指針値を超えていないことを確認してから利用を
開始することとし、また定期的な検査を続けています。

○

○

○

学校環境衛生の基準で定める化学物質

化学物質名 

ホルムアルデヒド

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

スチレン

パラジクロロベンゼン

主な発生源

合板、接着剤、防腐剤

接着剤、塗料の溶剤・希釈剤

接着剤、塗料の溶剤・希釈剤、油性ペイント

接着剤、塗料の溶剤・希釈剤

接着剤、断熱材、畳心材

防虫剤、芳香剤、消臭剤

指針値（μg/ｍ3）

100

260

870

3,800

220

240

●早稲田大学坪内博士記念 演劇博物館

http://www.waseda.jp/enpaku/index-j.html

●早稲田大学會津八一記念博物館 展覧会情報

http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

　2006年度より吹き付けアスベストの撤去工事を始め、現在、教室・

事務所・共用部分についてはすべて

撤去工事を完了しています。

　早稲田大学では、大学の施設を利用する方々にそのような症状が

出ないよう、主に以下の取り組みを行っています。
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　早稲田大学を初めて訪れた方は、大学が街と渾然一体となっている

様子に驚かれます。そんな早稲田界隈の雰囲気は長い歴史の中で培

われてきました。

　学生は喫茶店や食堂で仲間たちと語り合い、店の人たちは、そんな

学生を時には見守り、時には教え導いてくれます。早稲田の街全体が

教室ともいえるでしょう。

　早稲田キャンパスで開催される地球感謝祭は、商店街が主催する

環境や防災をテーマとしたイベントです。青空古本掘り出し市は高田

馬場・早稲田周辺の古書店が早稲田大学のキャンパス内で開く古本

市で、学生はもちろん近隣の方や古本好きな方の楽しみとなっていま

す。地域通貨であるアトム通貨は早稲田大学の学生ボランティアが商

店街の皆さまと共に作り上げてきたもので、環境に配慮した活動など

をすると「馬力」という紙幣がもらえ、それは協力店で使うことができま

す。

　また、新宿区で環境保全活動を行っている企業等の情報交換の場

である「エコ事業者連絡会」に早稲田大学は積極的に参加していま

す。早稲田大学と住民の皆さまと行政の方々と、環境保全活動の輪は

どんどん広がっています。

　かつての大隈重信邸の庭。池もあり、都内とは思えないほど緑が

濃く、早稲田の憩いの場です。1万坪の敷地には、園内を取り巻くよ

うに数多くの木が植えられており、新宿区の巨木ベスト30の中に大

隈庭園の木が5本（クスノキ1本・イチョウ4本）も入っています。春の

サツキやスイレン、秋の紅葉など四季を通じて季節を感じさせてく

れる場所です。園内は大きな芝生があり、昼休みは早大生をはじめ

多くの方がお弁当を広げ楽しんでいます。 ※大隈庭園の開園日
　授業期間中（4～12月）の月・火・木・金・土(祝日を除く)の11:00-16:00。
　但し、天候等により開園しない場合もございます。1～3月は閉園。

　世界の約70億人の人口のうち、10億人が飢えに喘ぐ一方で10

億人が肥満など食に起因する生活習慣病に苦しんでいるという深

刻な食の不均衡を解消するため、2007年の秋に日本で創設された

のがNPO法人「TABLE FOR TWO International」です。

　TABLE FOR TWO、直訳すると「二人の食卓」。先進国の一人

が、対象となるヘルシーメニューの定食や食品を1食購入すると、開

発途上国の子ども一人に学校給食1食（日本円で20円）が贈られる

というプログラムを展開しています。

　本学では、Uni.shop&Café 125、生協食堂、教職員食堂にて、

　早稲田大学では、広く一般の

方々に大学に対する理解を深め

ていただくため、1989年よりキャ

ンパスツアーを実施しています。

各キャンパスとも、個性豊かな早

大生ガイドが大学の歴史や学生

生活のエピソードをまじえなが

ら、キャンパスのみどころをご案

内します。

　サークル活動の拠点として2001

年にオープンした学生会館や、卒

業式・入学式で使用される記念会

堂がある戸山キャンパスをご案内

いたします。学生生活課や奨学課

など学生生活にダイレクトに関わ

る施設のご紹介もしています。

　普段は見られない教育・研究用

の実験施設や各種教室などを、理

工学部生が案内しています。専門

的な知識を持たなくても、気軽に

ご参加いただけます。

　2007年12月に国の重要文化

財に指定された大隈講堂、大隈銅

像、総合学術情報センター(中央

図書館)、坪内博士記念演劇博物

館や2006年にオープンした大隈

記念タワーなど、伝統と最新の早

稲田をご紹介しています。

　1988年、早稲田大学理工学部創設80周年を機に「開かれた大学」

を目指し、地域社会とのつながりを積極的に深めるために、小中学生

を対象とした科学実験教室「ユニラブ（University Laboratory）」

が、企画されました。

共に、地球感謝祭から
●ツアー／大学見学に関するお問い合わせ

http://www.waseda.jp/jp/global/guide/
　　　　　　　　　　　　　　　　 tour/index.html

西早稲田キャンパス（旧・大久保キャンパス）学生会館＆戸山キャンパス

早稲田キャンパス
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地域と共に

地域の小中学生に理科の楽しさを伝えたい！～ユニラブ～

早稲田を体感！個性豊かな学生ガイドによるキャンパスツアー

大隈庭園の開放

食事で、社会貢献  「TABL E  F OR  TWO」

第23回ユニラブ実験項目

　子どもたちは西早稲田キャンパスで大学の設備を使い、教員・職

員・学生と一緒になって、見て・触って・感じて、楽しみながら科学への

興味や関心を育みます。近年は、理工系各分野の教員とその研究室メ

ンバー、技術系職員による実験企画、さらに学生サークルが企画した

実験も実施され、「ユニラブ」を盛り上げています。

　この「ユニラブ」は2010年で23回を数え、参加者は述べ16,000名

に達します。参加した子どもたちがいろいろな実験を体験し、「理科」

の楽しさを感じ、興味を抱くように、また、「早稲田の理工でこんな勉強

がしたい！」と志を持つことができるような夢と希望を与え、社会の発

展に寄与する取り組みを今後も推進していきます。

　早稲田大学の施設ですが、開園日には無料で開放されており、早

稲田界隈のご近所の皆さんや早

稲田の街を散策に訪れた方が訪

れる光景も見られます。

曜日限定、期間限定などでこのTFTメニューを提供しています。1食

につき20円の寄付金が、

TABLE FOR TWOを通

じてアフリカなど開発途上

国の子どもたちの学校給

食になっています。

とびだす絵をつくろう

ジャイアンとストラクチャーをつくろう★

みずのおそうじ！　～自分たちで水をキレイにできるか？～

「シャボン玉の秘密を探ろう」

オリジナル・ジェルキャンドルを作ろう

光ファイバーをつかって七色に光る花を作ろう！

ろうそくの火で動く船　－ポンポン船を作ってみよう

ケータイ王にオレはなる！！

CO2削減って？　～カードゲームでエコを学ぼう！～

エコスクール：酸性雨ってなんだろう？

みんなで作ろう　化学のお庭！！

「おわんくらげ」光る！不思議・・・～なぜノーベル賞なの？～

超音波で心臓をみてみよう

目には見えないミクロな世界をのぞいてみよう!　－未知なる世界への冒険－

水陸両用ホバークラフトを作成し、機械の原理を知ろう

発電所ボードゲーム　～自分が社長なら！？～

魔法のコンピュータツールを使って楽しく遊ぼう！

手作りモーターで電気の力を知ろう

人力冷蔵庫　～自分の力で冷やしてみよう～

地震の揺れを見てみよう

アミノ酸の結晶をつくって顕微鏡でのぞいてみよう！

工作機械を使ってホイッスルを作ろう！

地球環境にやさしいポンプをつくろう

木と竹と土とわらで建物の壁を作る

生物の設計図DNA
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