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◎環境・安全報告書は、本学ホームページでもご覧になれます。

　本報告書へのご意見・ご感想をお待ちしています。

本報告書は、地球環境に配慮した印刷方法および用紙を採用しています。

【印刷・インキ】 ・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。
 ・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。

【　 用 紙　 】 ＦＳＣ森林認証紙を使用しています。適切に管理された森林からの木材を原料としていますので
 かけがえのない森林の適正な保護・管理が国際的に推進されます。
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大地震対応マニュアル（学生用）

大地震対応マニュアルポケット版を在学生に配布すると共に、
モバイル版を配信しています。

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

モバイル版（携帯サイト）

WASEDA University Environmental & Safety & USR Report

早稲田大学はチャレンジ
25キャンペーンに参加
しています。



　昨年3月11日に起きた東日本大震災によって、私たちは、自
然の力の大きさ、生命の尊さ、人の絆の有り難さなどを改め
て思い知らされました。また、現代社会の豊かさ快適さは極め
て微妙なバランスの上に成り立っており、それが容易に崩れ
てしまうものであることも学びました。
　東日本大震災によるさまざまな被害は、原発事故を含め、
被災地だけでなく日本全体の将来に問題を投げかけていま
す。日本がいかにしてこの困難から立ち直るのか、世界が注目
しています。過去に何度も壊滅的な状況から立ち上がってき
た日本です。人類の歴史の記念碑となるような復興を成し遂
げなければならないでしょう。
　早稲田大学は、自由で独創的な研究を通じて世界の学問に
裨益すること（学問の独立）、学理を学理として究めるととも
に、これを実際に応用する道を開くことで社会の発展に寄与
すること（学問の活用）、個性を尊重し、社会に貢献し、広く世
界で活躍する人格を養成すること（模範国民の造就）こそが、
新しい時代を切り拓く要であるという理念の下で創設された
大学です。
　在学生には、この早稲田大学建学の理念を噛み締め、自然
と人との関わり方、科学技術や社会システムのあり方などに
ついて深く考察し、進取の精神をもって、地球社会の明るい未
来を構築するための歩みを牽引していく存在になることを強
く期待しています。
　早稲田大学はまた、研究・教育機関として最高度の専門知
を生み出し提供する役割を担っており、自らの存在意義をか
けて震災の衝撃を受け止め、対応する責任があります。
　本学では、この１年間、これまでに蓄えてきた知識を総動員
し、これを深め、再構築して提示し、悲嘆から立ち直り、壊滅し
た町や村を再建し、仕事を産業を復興させようとする人々の
営みと手を携えて、明るい未来を構築するための歩みを進め
てきました。
　震災１か月後の昨年４月には「東日本大震災復興支援室」を
設置し、ボランティア派遣をはじめとする各種支援に全学的に
取り組んでまいりました。また、多くの教員が震災直後から現
地に入り、各種調査や支援活動を開始いたしましたが、知的共
同体である大学としてもその使命を果たすべく、５月に学内

の叡智を結集した「東日本大震災復興研究拠点」を設立しま
した。被災地域復興等のための中長期３プロジェクト７課題を
採択し、研究・支援活動を進めています。そして、これらのさま
ざまな研究・支援プロジェクトを通じて得た知見・思索・活動を
広く社会に提供し、その一助に資するため、本学教員を中心と
した執筆陣による『早稲田大学ブックレット	〈｢震災後｣に考え
る〉』シリーズを刊行しています。
　さらに学校法人全体としては、今回の震災によって得た知
見や貴重な経験を最大限に活かし、大学としての社会的責任
を果たすために、地球温暖化抑制を含めた環境対策とその延
長線にある節電・省エネルギー対策、および学生・教職員・地
域の人々を含めた安全で安心なキャンパス作りに積極的に取
り組んでいます。
　この環境・安全報告書では、早稲田大学の教育・研究活動の
根幹を担う日々の環境と安全への取り組み、そして近年の社
会への取り組みのいくつかの代表的な例についてご紹介して
います。
　この報告書を通じて、本学の取り組みへのご理解を深めて
いただければ幸いです。
　引き続き、ご指導、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

２０１２年３月

鎌田総長、岩手・福島など被災地訪問

鎌田総長は、2011年7月2日と3日、岩手県や福島県などの被災地を訪れ、ボランティア活動をしている
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）の学生や地元校友の方々を激励しました。

東日本大震災からの復興へ向けた早稲田大学の取り組み
―大学の叡智を結集し、復興支援活動を展開―

早稲田大学総長

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。

学問の独立
「学問の独立」は、「在野精神」「反骨の精神」と結び合います。早稲田大学は、自主独立の
精神を持つ近代的国民の養成を理想として、権力や時勢に左右されない、科学的な教育・
研究を行ってきました。

学問の活用
近代国家をめざす日本にとって、学問は現実に活かしうるものであること、日本の近代化
に貢献するものであることが求められました。つまり「学問の活用」です。安易な実用主義
ではなく「進取の精神」として、早稲田大学の大きな柱の一つになりました。

模範国民の造就
庶民の教育を主眼として創設された早稲田大学。その３つめの建学の理念が 「模範国民
の造就」です。グローバリゼーションが進展する現代、豊かな 人間性を持った「地球市民
の育成」と言い換えることができるでしょう。 建学の理念とそこから生まれ受け継がれて
きた早稲田スピリットは、私たちの財産。早稲田人がひとしく身につける校風です。

01

02

03

04

05

06

08

10

13

14

19

21

24

25

26

27

28

29

31

32

33

36

37

38

39

42

総長メッセージ

早稲田大学教旨

早稲田大学概要

早稲田大学の2010年度環境負荷

環境への取り組み

　トピックス1	本学の環境への取り組み

　トピックス2	学生による主体的な環境保全活動

　トピックス3	環境に関わる研究紹介

　トピックス4	新築建物の環境性能

　環境保全推進体制
　～早稲田大学環境マネジメントシステム（WEMS）の運用～

　ごみの分別の徹底とリサイクルの推進

　環境に関するコミュニケーション

　本学の環境への取り組みの歩み

安全への取り組み

　トピックス1	［防災］	大地震に備えて

　トピックス2	学生による防災教育活動

　トピックス3	安全に関わる研究紹介

　労働安全衛生の取り組み

　安全e-learningプログラムの提供

　受動喫煙防止対策

　防火・救命の体制

社会への取り組み

　トピックス1		東日本大震災復興支援室を設置	
	～大学の叡智を結集～

　トピックス2	ＷＡＶＯＣ、１,400名以上の学生派遣

　トピックス3		東日本大震災復興支援関連の
	公開講演会・シンポジウムを多数開催

　早稲田文化の発信拠点として

　社会とつなぎ、新たな価値を創造する
　～社会連携推進室～

【編集方針】
本報告書は、本学学生・教職員、地域の方々および本学への進学を希望
される皆さまに、本学の環境・安全・社会への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も公開しています。
トップページの「大学案内」よりご覧いただけます。
http://www.waseda.jp/

【報告対象期間】
１）電気使用量等の定量的データ：2010年度（2010年4月～2011年3月）
２）トピックス等の各取り組み紹介：2011年度（2011年4月～2012年3月）

【発行年月】
2012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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早稲田大学の概要 早稲田大学の2010年度環境負荷

●ガス使用量

●廃棄物発生量

●早稲田キャンパス（注１） ●戸山キャンパス ●所沢キャンパス

●廃棄物リサイクル率

●重油使用量 ●水使用量●電気使用量
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１）温室効果ガスの排出総量と床面積あたり排出量 近年の主な建物建設状況

３）廃棄物・リサイクル

４）主なキャンパス別の温室効果ガス（CO₂）排出量 2009・2010年度対比

２）エネルギー使用量

※ 電力起源の温室効果ガス排出量は東京都環境確保条例で定める排出原単位0.382kg/
kWhを用いて算出しています。

※ 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。
※ 建物増築のため排出総量は増加していますが、省エネによ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年度以降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。

注１）正門、北門、西門周辺の大学所有の建物を含む。

※ 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

2005年2月～ ・早稲田キャンパス8号館
・小野梓記念館（27号館）

2006年3月～ ・大隈記念タワー（26号館）　※表紙写真参照

2008年4月～ ・西早稲田（旧・大久保）キャンパス63号館
・	先端生命医科学センター（50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
・ゲストハウス喜久井町

2011年4月～ ・	グリーン・コンピューティング・システム研究開発
センター（40号館）

【沿革】
1882年（明治15年）東京専門学校創設

1902年（明治35年）早稲田大学に改称

1907年（明治40年）大隈重信総長就任

1913年（大正2年） 教旨制定

1920年（大正9年） 大学令による大学に（5学部・大学院・高等学院の設置）

1949年（昭和24年）新制大学への移行

1966年（昭和41年）社会科学部設置

1978年（昭和53年）専門学校開校

1982年（昭和57年）本庄高等学院開校

1987年（昭和62年）人間科学部設置

1990年（平成2年） 教育学研究科設置

1991年（平成3年） 人間科学研究科設置

1994年（平成6年） 社会科学研究科設置

1998年（平成10年）アジア太平洋研究科設置

2000年（平成12年）国際情報通信研究科設置

2001年（平成13年）日本語教育研究科設置、専門学校を芸術学校に改称

2003年（平成15年） 専門職大学院（アジア太平洋研究科、公共経営研究科）、情報生産
システム研究科（北九州）、スポーツ科学部、川口芸術学校設置

2004年（平成16年）法務研究科（法科大学院）、ファイナンス研究科（専門職大学院）、
国際教養学部設置

2005年（平成17年）会計研究科（専門職大学院）設置

2006年（平成18年）スポーツ科学研究科設置

2007年（平成19年）第一文学部・第二文学部を文化構想学部・文学部に、理工学部・研
究科を基幹理工学部・研究科、創造理工学部・研究科、先進理工学
部・研究科に再編。環境エネルギー研究科設置

2008年（平成20年）教職研究科（専門職大学院）設置
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
設に早稲田大学先端生命医科学センター（TWIns）開設

2010年（平成22年）共同大学院（共同先端生命医科学専攻、共同原子力専攻、共同先
進健康科学専攻）設置
高等学院中学部設置

【キャンパス】
早稲田キャンパス、戸山キャンパス、西早稲田キャンパス、喜久井町キャンパス、日
本橋キャンパス、東伏見キャンパス、所沢キャンパス、本庄キャンパス、北九州キャン
パス、先端生命医科学センター [TWIns]、高等学院、本庄高等学院、川口芸術学校

【学　部】
政治経済学部、法学部、第一文学部（2007年度から募集停止）、第二文学部

（2007年度から募集停止）、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、理工学部
（2007年度から募集停止）、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会
科学部、人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部、人間科学部eスクール（通信
教育課程）

【大学院】
政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科、理工学研究
科（2007年度から募集停止）、基幹理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学
研究科、教育学研究科、人間科学研究科、社会科学研究科、スポーツ科学研究科

【専門職大学院】
商学研究科ビジネス専攻（早稲田大学ビジネススクール）、公共経営研究科、法務
研究科（法科大学院）、ファイナンス研究科、会計研究科（会計大学院）、教職研究科

（教職大学院）

【独立大学院】 
アジア太平洋研究科、国際情報通信研究科、日本語教育研究科、情報生産システ
ム研究科、環境・エネルギー研究科

【附属校】
高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院 

【系属校】
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

【専門学校】
芸術学校、川口芸術学校（2011年度から募集停止）

【学生数（2011年5月1日現在）】※(　)内は、女性で内数。
■学部学生 44,605人(15,658人)
　※うち外国人学生（科目等履修生などを除く）  1,561人
■大学院学生
　　修士 5,373人(1,655人)
　　専門職学位 1,945人(557人)
　　博士 2,223人(811人)
　　　計 9,541人(3,023人)
　※うち外国人学生（科目等履修生などを除く）  修士1,325人　博士614人

【教職員数（2011年4月1日現在）】※(　)内は、女性で内数。
■教員
　　専任・専任扱い 2,182人(335人)
　　非常勤 4,343人(984人)
　　　計 6,525人(1,319人)
　※ 専任・専任扱い: 教授、特任教授、准教授、専任講師、助教、助手、客員教員（専

任扱い）、客員研究助手、教諭等
　※非常勤： 客員教員（非常勤扱い）、非常勤講師等

■職員
　　専任    812人(190人)
　　嘱託・他    395人(235人)
　　　計 1,207人(425人)

【校　　友】　約56万人
【帰属収入】　約980億円（2010年度）
【敷地面積】　約240万平方メートル
【建物面積】　約 72万平方メートル
【早稲田大学組織図（2011年10月1日現在）】
http://www.waseda.jp/common/pdf/organization.pdf
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解像度不足

●目標
　夏場のピーク時電力の15%削減
●対象キャンパス等
　以下の9キャンパスについては、「共同使用制限スキーム」により、全体とし
て削減目標の達成を目指しました。

●基本対策
　対象期間：2011年7月1日～9月9日、平日9:00～20:00

　学生・教職員が各大口契約先のキャンパスの電力使用状況
を一目で確認できるように、大学ホームページのトップページに
「共同使用制限スキーム」の最高電力の推移グラフを掲載しま
した。また、学内ネットワーク「Waseda-netポータル」には、さら
に詳しく早稲田、戸山、西早稲田、所沢の各キャンパスについては、１
時間ごとの電力値を、加えて上記４キャンパスを含む大口契約先の
１０キャンパスそれぞれの最高電力の推移グラフを掲載しました。

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。

トピックス１  本学の環境への取り組み

１． 2011年夏期の電気事業法第２７条発動に伴う本学の対応
　２０１１年の夏は、電気事業法第２７条の発動により、契約電力５００
kW以上の大口契約者に対して、使用制限期間中の最大電力を昨
年比で１５％削減することが義務づけられました。
　本学ではこれを受けて、大学全体としての電力削減に向けた積
極的な取り組みが必要であるとの認識から、全学横断的な組織で
ある「節電対策チーム」を設置し、これまでの地球温暖化抑制のた
めの「省エネ対策」に更に上乗せするかたちで、全力で「節電」に取

り組みました。
　教職員・学生の協力による一連の節電対策の効果により、本学
では、対象となった全てのキャンパスにおいて期間中の電力削
減義務を達成することができました。具体的には、対象となった
キャンパス全体における７～９月の電力使用量は前年同期に比べ、
２２．４％の削減を達成するとともに、CO₂の排出量についてもほぼ
同程度の削減につながりました。

大学ＨＰ上での節電の呼びかけ

http://www.waseda.jp/jp/footer/electricity/

事務所における照明の間引き・空調温度28℃の徹底

※ 契約電力500kW未満の小口契約先（本学では23施設が該当）については、上記の大口契約先
のキャンパスと同様に、最大電力の前年比15％削減に取り組みました。

１）具体的な節電アクション

２）電力使用量の「見える化」

「共同使用制限スキーム」による日別使用最大電力 時間別電力使用量（速報値）

空調
設定（エアコン）温度28℃の徹底（個別設定可能な空調は特に注意）
空調設備の冷却能力引き下げ

照明
照明器具の間引き徹底（必要照度を維持）
不要照明の消灯徹底（休憩時間の一斉消灯）

コンセント・その他
非実験用電気機器の使用停止（冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット等）
複数台設置エレベーターの稼働台数削減と最寄階への使用抑制
湯沸し室の電気温水器の使用停止
温水洗浄便座保温・洗浄水保温の使用停止
キャンパス内自販機の一部使用停止
各テナントにおける節電（営業時間短縮、休業時間の設定	等）
大規模イベントの平日以外での開催

クールビズの徹底
熱中症対策（水分補給の励行、日常の健康管理 等）の周知

早稲田キャンパス、戸山キャンパス、西早稲田キャンパス、所沢キャンパス、
総合学術情報センター（18号館）、研究開発センター（120号館）、
早稲田大学高等学院、本庄キャンパス（本庄高等学院側）、
本庄キャンパス（早稲田リサーチパークコミュニケーション側）
なお、先端生命医科学センターは、東京女子医科大学と共同で、節電対策を
実施しました。

新緑の大隈庭園

06

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み

05



　アトム通貨プロジェクトでは、大学生への環境意識の啓発を目的に「早稲
田打ち水大作戦」を毎年、夏の恒例イベントとして実施しています。
　2011年度は、7月7日に早稲田キャンパス10号館前広場にて行われまし
た。このイベントでは、災害用井戸水、約250リットルが利用され、留学生を
含む200名ほどの学生が参加
しました。当日は、梅雨明け前
の蒸し暑さが残っていました
が、周辺では気温が1～2℃下
がったような束の間の「涼」を
感じることができました。

　なお、大学と連携して、「節電啓発うちわ」（大学作成）をイベント会場で配
布し、節電への理解と協力の呼びかけも行いました。

　2011年7月12日・14日の両日、学内の各事務所などのエコ
フューチャー実施管理者（箇所の事務長・課長）および推進員（担当
者）を対象とした環境研修会を開催しました。2日間で計110名の
参加者がありました。
　今回の研修会では、新宿区環境対策課長をお招きし、「新宿区の
環境施策　地球温暖化対策を中心として」のテーマでご講演をい
ただき、区の低炭素な暮らしとまちづくりに向けた、さまざまな環
境への取り組みや地球温暖化対策指針について理解を深めること
ができました。
　また、本学からは、今夏の電力不足に伴う節電への対応や本学
のCO₂排出状況の他、事務所・研究室での環境への取り組みなど
について説明を行い、協力をお願いしました。

　2011年度の早稲田祭では、15tを超えるごみが発生しました。
大量に発生するごみへの対処と環境への配慮のため、早稲田祭で
はごみを9分別して回収し、リサイクルしました。また、ごみが発生
する前の段階として、エコ容器と間伐材割り箸を来場者や参加団
体の方に使用してもらうことで、少しでも環境への負荷を軽減する
ための活動も行いました。早稲田祭2011で採用したエコ容器は、
油を採った後のパームヤシの絞りかすを、紙製容器としてリサイク
ルしたものです。これは使用後に折り畳んで捨てることでごみのか
さを減らせるのも特徴です。また、間伐材割り箸は、森林間伐時に
捨ててしまう木材を原料にした割り箸なので、木材の消費を抑える
効果があります。以上のように、ごみの9分別の徹底とエコ容器や
間伐材割り箸などのリサイクル製品の使用により、早稲田祭2011
は環境への負荷を軽減しました。

　そして、早稲田祭2011では各大学
学園祭へのエコ容器の普及を目的と
する「大学横断エコ容器プロジェクト」
に参加しました。本年度、このプロジェ
クトは、東日本大震災を受けて、被災
地に義捐金を送る活動も行いました。
これは早稲田祭2011の飲食屋台で
使用されるエコ容器1枚につき、被災
地へ募金するというものです。環境へ
の取り組みに加え、こうした支援活動
を通じて、学園祭の社会的責任を果た
すことをめざしました。

　アトム通貨プロジェクトは、早稲田・高田馬場地域に約180の加盟店があ
ります。この加盟店ではさまざまなエコに関するプロジェクトが展開されて
います。マイハシプロジェクトや地産地消メニュープロジェクト、ハンガーリ
ユース等です。地域の地道なエコ活動を促進するツールとしてアトム通貨が
活用されています。
　加盟店プロジェクトのほか、定期的に地域の清掃やイベントでアトム通貨
を使っていただくだけでなく、運営する学生事務局スタッフも、まちに出て

行き一緒にエコ活動を行っています。このように、アトム通貨が活用され、地
域の人々に愛されることで地域に元気があふれ、地球環境に優しいまちが
形成されていきます。

　本学では、世界銀行（国際復興開発銀行、本部:ワシントンD.C.）
が発行する「グリーンボンド（グリーン世銀債）」を購入しました。グ
リーンボンドは、地球温暖化の要因を取り除いたり、地球温暖化に
起因する諸問題に対処することを目的に開発途上国で実施される
事業を支援するために、世界銀行が発行している債券です。
　私立大学としていち早く環境保全活動に取り組んできた本学
は、資金運用においても債券投資を通じて地球温暖化対策に貢献
できることから、今回の購入を決定したものです。
　10月25日には同銀行の有馬良行財務局駐日代表が来校し、本
学のグリーンボンド購入に対する感謝状を大塚宗春常任理事に贈
呈。有馬氏との懇談の中で大塚理事は「本学の資金を国際的な温
暖化対策に活用できてうれしい。今後も、地球規模の課題に対する
さまざまな取り組みを推進し、グローバル社会に生きる人材を養
成したい」と語りました。

発 行 体 世界銀行（国際復興開発銀行）
起 債 通 貨 オーストラリアドル
購 入 額 面 1,000万オーストラリアドル
受 渡 2011年10月6日
償 還 2021年10月6日

環境研修会の様子

　学生・教職員に広く節電についての意識を共有してもらうため、ポスター・
ステッカーなどの各種の節電関連ツールを学内に掲示しました。
　また、従来から開催されている地球温暖化抑制に向けた学生参加型イベ

ント「早稲田打ち水大作戦」において、学生と連携して「節電啓発うちわ」を配
布するなど、節電への協力を呼びかける各種ＰＲ活動も実施しました。	

３）ポスター・ステッカーによる節電の啓発

■ 節電啓発ポスター ■ 節電啓発ステッカー、うちわ

教職員用 学生用（日本語版） 学生用（英語版）

2. 新宿区と連携し、環境研修会を開催

3. 世界銀行発行の債券「グリーンボンド」を購入 〜資金運用を通じて地球温暖化対策に貢献〜

感謝状を受け取る大塚常任理事（左）と有馬代表

トピックス2  学生による主体的な環境保全活動

１． WAVOC公認「アトム通貨プロジェクト」の環境活動

2． ｢早稲田祭2011｣における学生の環境活動

アトム通貨プロジェクトとは
　本学平山郁夫記念ボランティアセンター（ＷＡＶＯＣ）公認の「アトム通貨プロ
ジェクト」は、早稲田・高田馬場地域発祥の地域通貨・エコマネーで	今年で第８期
を迎えました。「未来の子どもたちのために」をテーマに、「地球環境にやさしい
社会」「地域コミュニティーが活発な社会」「国際協力に積極的な社会」「教育に対
し真摯に取り組む社会」の４つの理念を柱とし、さまざまな社会貢献活動の支援
を目的としています。具体的には地域の商店街、ＮＰＯ法人、企業、行政などと連

携し、さまざまな環境に関する活動を行っています。このアト
ム通貨の運営やイベント企画に、学生が参画し主体的に活動
を行っています。2009年度（第6期）からは、早稲田・高田馬
場発祥のアトム通貨の活動をより多くの人と実践すべく流通
エリアを広げ、地域通貨としては例を見ない全国展開を図り
ました。2011年度（第8期）現在、全国12支部でアトム通貨
が流通しています。

1）地域でのエコ活動の促進

2）環境意識と節電意識の啓発を目的に「早稲田打ち水大作戦」を実施
左から１０馬力・５０馬力・１００馬力

第８期
アトム通貨ポスター

早稲田打ち水大作戦2011（早稲田キャンパス） 学生団体のちんどん研究会によるパフォーマンス

会場内の特設ごみ箱
「エコステーション」

節電啓発うちわを配布

油を採った後のパームヤシの絞りかす
を再利用した「エコ容器」

「早稲田祭2011」公式サイト

アトム通貨プロジェクト

http://www.wasedasai.net/2011/

http://atom-community.jp/

第8期アトム通貨実行委員会	早稲田・高田馬場支部事務局	事務局長
WAVOC公認	アトム通貨プロジェクト		代表	落合 智彦（社会科学部2年）

｢早稲田祭2011｣運営スタッフ　
小室 育嗣（政治経済学部政治学科２年）
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　「新歓レレレ隊」とは、環境ロドリゲス内の企画「えこのわぐま」によって行
われる、４月のサークル勧誘期のビラのゴミ問題を解決するための企画で
す！レレレには３R（Reduce，Reuse，Recycle)の意味が込められビラを拾う
ことで学生にビラの過剰生産のアピールをし、ビラの再配布をすることで紙
資源としてのリサイクルを行います。
2011年度は、環境ロドリゲスが中心となり、約250のサークル団体が不要、
あるいは拾ったビラをリサイクルボックスに回収し、ジャンルごとに小分けし
た上で、新たにサークル探しをしている新入生に再配布しました。

　早稲田大学公認の環境団体、環境ロドリゲスでは、11月の第2週、3週、4
週の週末を活用して、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター主催
で行われた、宮城県気仙沼市仮設住宅における住民間のコミュニティ形成を
目的とした活動のお手伝いをさせていただきました。現在、各仮設住宅の世
話人が決まらず行政との連絡が円滑に進んでいないということが現地の問
題点として挙げられています。その中で我々の活動は、住民間の交流に重点
を置き、仮設住宅の集会所をお借りして、様々なコンテンツを用意し交流会
を開催いたしました。その中で環境ロドリゲスは、普段の活動を生かし、環境
の面から住民の方々の生活改善を目標に交流会コンテンツを催しました。
　第2週の便では子供たちを対象に「工作教室」を行いました。エコバッグ作
りや牛乳パックで作る花瓶・ペンたて工作など、工作後も生活に生かせるエ
コなコンテンツを用意したので、こどもたちだけでなくお年寄りの方たちに
も喜んでいただきました。
　第3週の便では、第2週時に行った生活に関するヒアリングから浮かび上
がった生ごみ処理の問題に焦点を絞り、実際に早稲田大学で行われている
地球感謝祭、稲門祭、早稲田祭の生ごみ処理の際に使用している「エヒメ

AI-2」という悪臭除去、水回りの掃除に役立つ発酵液の作り方を住民の方々
に講義させていただき、好評をいただきました。
　さらに第4週の便では、お年寄りの方々が夢中になっていた編み物を生
かし、「洗剤が不要なアクリル毛糸たわし作り会」を開き、住民の方々と和気
藹々と編み物を楽しみました。
　今回の活動を通して、仮設住宅の方々の交流、生活改善に微力ながら貢
献することが出来たと思います。しかし、気仙沼市の仮設住宅だけでも80箇
所ある仮設住宅のうち約半分が行政の介入が円滑に進んでいないというの
が現状です。今後も機会があれば、現地の方々の力になっていきたいと考え
ています。

２） 宮城県気仙沼市仮設住宅における環境に関する震災ボランティアの取り組み

３． 早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲスの環境活動

回収したビラはジャンル毎に分別・再配布して
いる。また、落ちていたビラ枚数も掲示。

仮設住宅での工作教室

4月のサークル新歓風景（早稲田キャンパス）

子供たちとの交流

１） ４月のサークル新歓期に落ちている大量のビラを分別し、新入生に再配布 ―「新歓レレレ隊」の環境活動―

　岩手県田野畑村民と思惟の森が、東アジア地域の環境保全に貢献した団
体・個人を表彰する「第１７回日韓国際環境賞」を受賞しました。
　岩手県田野畑村は三陸海岸沿いにあるリアス式海岸に面した人口4000
人程の農山漁村です。酪農と漁業が盛んで、観光地としては日本一の景観美
を誇る海岸、北山崎が知られています。
　商学部の故小田泰市教授が、「森を創って森に学ぶ」という想いからゼミ生
らによって始まった交流は、本学の学生サークル思惟の森の会（学生の会、
WAVOC公認プロジェクト「思惟の森育林」）となり、大学・地域連携の先駆
けとして50年にわたり森づくりと交流活動を行ってきました。学生は、森林
保全活動や農作業、村の方々との交流や共同生活など、都会では味わえな
い体験を通して、「森林」や「食と農」、「地方の活性化」などについて考える
きっかけを得ています。

　3月11日の東日本大震災で、大津波のために田野畑村内の沿岸部にある
集落はすべて壊滅しました。大学生や教職員が田野畑村で村内の大学施設
「青鹿寮」を拠点に、避難所にある支援
物資の仕分け、被災現場で見つかった写
真の水洗い、観光地の整備作業などの支
援活動を行いました。また、早田宰社会
科学総合学術院教授と古谷誠章理工学
術院教授が「田野畑村復興計画策定のた
めの委員会」の委員として参画し、復興に
関わっています。今回の日韓国際環境賞
受賞には、大震災からの復興への期待も
込められています。

4．  岩手県田野畑村民と本学学生が取り組む「思
し

惟
い

の森」の活動  
 〜50年間の環境教育を評価され、日韓国際環境賞を受賞〜

間伐作業に汗を流す学生ら

活動内容

	12月	学生生活課との打ち合わせ【大学との連携】
	 1月	えこのわぐま内打ち合わせ【各サークルへのビラ拾い協力用紙の作成と依頼】
	 2月	環境ロドリゲス内全体打ち合わせ
	 3月	回収ボックスや計量システムの作成，最終打ち合わせ
	 4月	新歓本番

●今後の展望
　新歓レレレ隊は毎年行われている活動です。この活動を今後も続けることで、無駄にな
る紙の量を減らし、環境への負荷を低減していきます。去年度から、拾った紙の重さから、
無駄になった枚数を見える化する試みを始めました。このようにさらにこれからも新歓レ
レレ隊を発展させ、最終的には無駄になる紙を無くせるようにしていきたいと思います。

●理念・方針
理念	：	新歓時期に地面に落ちている大量のビラを拾うことによって、学内の環境をク

リーンなものにします。それと同時に、多くの学生が行き交う場を、ビラによる転
倒などの危険の無い場にしていきます。また、再利用できるビラをもう一度配布
することで、資源のムダを削減することに役立てます。

方針	：	学生がビラ拾いをする姿を多くの人に見せ、新入生に対してはビラを捨てないよ
うに、在学生にはビラを配りすぎないようにアピールしていきます。また、各サー
クルにも実際にビラ拾いに参加してもらい、捨てられる紙の多さを実感してもら
う。それによって環境啓発を行う。

早稲田大学学生環境NPO 環境ロドリゲス http://rodo.jp/

早稲田大学学生環境NPO
環境ロドリゲス第14期幹事長　引地 慶多（人間科学部人間環境科学科2年）

早稲田大学学生環境NPO
環境ロドリゲス	筒井 崇生（教育学部教育学科	2年）

　埼玉県の本庄早稲田周辺地域では「拠点整備法」指定に基づく区画整備
事業が進行しており、5000人規模ニュータウンが誕生する予定です。早稲
田大学・本庄早稲田キャンパスが立地していること、新幹線の本庄早稲田駅
と本庄児玉のインターチェンジが近接している交通の結節点であること、住
宅・商業施設等を中心としたまちづくりであるという点に特徴があります。
　この地域および域外との連携を含む面的な再生可能エネルギーの導入や
エネルギーマネジメントシステムの整備に加え、次世代交通システムの導入
を前提とした都市開発の産学官連携事業として「本庄スマートエネルギータ
ウンプロジェクト」が始動しています。
　東日本大震災以降、エネルギーを始めとするインフラに対する概念が大
きく変わろうとしています。そのなかで、スマートコミュニティの実現に向け
た動きが国内を問わず活発化しています。エネルギー供給システムやモビ

リティ等の技術・システム等の「供給側」の視点にこだわらず、その地域にお
いて、どのようなライフスタイルを実現にしていくのかという「需要側」の視
点から「共創」の理念に基づきアプローチしていきたいと思っています。具体
的には、エネルギーセキュリティの確保、防災・防犯等の安全・安心、超高齢
社会への対応、一次産業のイノベーションの実現に貢献する取り組みをまち
づくりのなかに取り込みたいと考えています。また、こうした新しい社会シス
テムの構築を実現するためには、産学官民の在り方を再考する必要があり
ますので、その点に関しても追究していきます。以上より、スマートコミュニ
ティを実現していくためのひとつのモデルを社会に提示し、海外も含めた他
地域への展開を図ることが本プロジェクトの目的です。
　本庄の地に早稲田の英知を結集し、新たな産業、文化、価値観等を創出し
てきたいと思います。

トピックス3  環境に関わる研究紹介

研究紹介１． 本庄スマートエネルギータウンプロジェクト

もともとエネルギー消費量を少なく。

模型：
㈱アキュラホーム

太陽熱（写真）や地中熱の導入も
検討。『個』ではなく『面（共有）』で
の取り組み。

再生バッテリー
対応蓄電池

エネルギー消費量を
無理なく知らせる。

『自然エネルギーの徹底活用で気候変動に対応した
スマートタウンモデルを徹底的に追求する』

－環境総合研究センターをはじめ早稲田大学が総力を結集－

本庄エリア（対象エリア）の利点

■「拠点整備法」指定により土地区画整備事業が進行中
■地域最適単位を検証可能な５０００人規模のニュータウン構想
■造成前に都市基盤設計が可能な大規模住宅エリア
■全国有数の髙温地帯でありながら地下水が豊富な地域
■取り組みの成果を中心市街地や周辺農村地域へ波及

早稲田大学の知をまちづくりに

環境・エネルギー分野の研究者が本庄キャンパスに集結
多様な理工学系研究者×社会科学系研究者の連携

（ex:理工学：電力制御、水素エネルギー、ヒートポンプシステム、ＥＶ等）（社会科学：
環境政策、エネルギー政策、資源管理、環境影響評価、環境都市設計、環境教育等）
電動マイクロバスや小型EVなど豊富な研究成果

気候変動対応型の次世代モデル都市を
国内外に向けた「ショールーム」として実現

■ 本庄スマートエネルギータウンプロジェクトのポイント

■ スマートハウスにおけるアプローチの一例

■ 本庄スマートエネルギータウンプロジェクトにおける検討テーマ

■ 超軽量小型モビリティULV (Ultra Lightweight Vehicle)

理工学術院（環境総合研究センター）　
小野田 弘士	客員准教授

09 10

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み



　現代の環境問題が複雑多様化する中、エネルギー分野では“脱炭素”や
“低炭素”という化石資源を大量消費する構造からの脱却が叫ばれていま
す。しかし現状は、経済性を優先した低コストエネルギーの選択、既存の化石
エネルギーへの依存が強く、環境に配慮した新エネルギー源への転換が十
分に進んでいません。
　このような状況の中、自動車などの輸送用燃料として、バイオマスを原料
としたバイオ燃料（バイオディーゼルやバイオエタノール）に注目が集まり、
その利用が世界的に拡大しつつあります。しかし、これまではトウモロコシや
大豆など食糧にもなりうる資源を原料としていたことから、特に食糧不足・食
糧問題との競合により、食糧系から非食糧系のバイオマス原料（スイッチグ
ラスや藻類、ジャトロファなど）へとシフトする要請が強くなり、その転換に向
けた動きが活発化しつつあります。

　この研究では、可食部がないバイオマス原料であるジャトロファ（ナンヨ
ウアブラギリ）を対象として、栽培、燃料製造（バイオディーゼル、バイオオイ
ル）、流通、使用という一貫プロセスでの技術開発・環境影響評価（地球温暖
化への影響など）などを行なっています。納富研究室では、それまで他の作
物を栽培していた土地や、利用されていない土地からジャトロファ栽培に土
地利用を変更した際の環境への影響評価、低環境負荷性と自立的経済性が
両立する栽培管理手法の構築などを担当しています。
　また、この研究は、JSTとJICAの支援を受け、（独）産業技術総合研究所と
ともにタイ国の研究・教育機関と共同実施をする技術開発を主とする開発
事業の一環で進めていますが、研究者の能力向上という人材育成面にも積
極的に取り組み、事業期間中に相互の研究者交流や博士課程留学生の受け
入れなども行なっています。
　今後は、国際共同によるエネルギー問題への解決のみならず、次代を担う
人材の育成にも貢献できるものと期待しています。

　最初にモンゴルを訪れたのは、砂漠化対策研究プロジェクトの現地調査を
行った2004年8月でした。それ以来、現在に至るまで7年以上の間、環境省
などの様々な調査研究プロジェクトで20回近くモンゴル、特にゴビ地域に
行っています。今年も3月中旬に現地出張の予定です。
　今年度からは、3年間の予定で環境省・環境研究総合推進費による「北
東アジアの乾燥地生態系における生物多様性と遊牧の持続性についての
研究」の社会科学グループのリーダーとしてモンゴル環境研究を行ってい
ます。
　モンゴル、特に南部の年間降雨量が150ミリ以下の半乾燥地域であるゴ
ビ・ステップはこの10年ほどの間、干ばつやゾド（冬季の異常に冷い天候災
害）による家畜の大量死が繰り返されており、気候変動と砂漠化による影響
と考えられます。モンゴルの平均気温は過去40年間で2度C上昇しており、
春・夏の干ばつや冬のゾドといった振幅の大きな気候変動となって現れてい
ます。
　さらに1990年に社会主義経済から市場経済に移行したことに伴い、集団
農場（ネグデル）が解体され、家畜頭数に対する規制がなくなり、モンゴル全
体の家畜頭数（Sheep	Unit換算）は2800万頭から4000万頭へと急激に増
大しました。また、家畜頭数の増大だけでなく、モンゴルで5畜（羊、ヤギ、馬、
牛、ラクダ）といわれる家畜の中でもカシミア用のヤギの頭数が増大し、環
境面への負荷を高めています。
　今年度から開始した研究事業では、モンゴルにおける気候変動や砂漠化
に遊牧社会がどのように適応しうるのか、という観点から遊牧民の適応能力
の向上に向けた政策について研究しています。
　生態系保全や家畜頭数のコントロールのためには、災害時用の牧草地（禁
牧区）の設定といった直接規制、家畜税などによる市場的手法、遊牧民のグ
ループ化と遊牧地域のルール化といった自主的手法が考えられます。モン
ゴルの自然特性、地域特性や制度的特性を踏まえた直接規制（CAC）、市場
的手法（MBIs）、自主的手法（VA）といったアプローチをどのように効率的か
つ効果的に組み合わせるのかが大きな課題となっています。

研究紹介２． 非食糧系バイオマスを原料としたバイオ燃料の研究開発 〜地球温暖化とエネルギー枯渇への対応〜 研究紹介３． モンゴルにおける気候変動と砂漠化への対処

マンダルゴビ・モデル事業・トラクターの導入
（2010年）

マンダルゴビ・遊牧民へのインタビュー
調査風景（2004年）

ジャトロファの実（左）と木（右）

日タイ・ジャトロファBDFプロジェクトメンバー（一部）

タイTISTRにあるJatropha BDF製造設備
左：１トン/日パイロットプラント　右：燃料アップグレード装置

2007年の環境省事業で修復した井戸の調査
（2008年）

モンゴル・ゴビ地域・マンダルゴビの草原（2010年）

マンダルゴビ・遊牧民の住居ゲル（2008年）

■ プロジェクトの全体図

理工学術院（環境・エネルギー研究科）
納富 信	准教授

国際学術院（アジア太平洋研究科）
松岡 俊二	教授
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外部評価会議
(学外の有識者、学識経験者)
※環境保全活動全般への助言

エコフューチャー委員会
※環境保全活動計画の策定等

エコフューチャー
全体総括者

（総務担当常任理事）

エコフューチャー
全体責任者
（総務部長）

エコフューチャー事務局

内部環境監査チーム
※環境保全活動の監査

地球環境問題
談話会

※現在休止中

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

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

経営執行会議
　超低消費電力マルチコア・メニーコアプロセッサと、それを用いた情報家
電、医用画像処理、自動車、ロボット、クラウドサーバ、超高性能コンピュータ
への応用を産官学連携で研究開発を行います。また開発プロセッサは世界
唯一の電力削減能力を持つ高性能ＯＳＣＡＲコンパイラと強調し、高信頼性、
低消費電力、高ソフトウェア生産性、優価格性能、高操作性を持つ、国際競争
力の高い製品の開発に寄与し、安心安全な科学技術立国実現に貢献します。

■	施設概要
　	地上８階建。１階には国際会議の対応が可能な１６０席（１Ｆ）収容のプレゼ
ンテーションルーム、２階には最先端メニーコアサーバーを設置したサー
バールームと１００席収容のプレゼンテーションルーム、３～７階の研究ス
ペースはセキュリティに配慮した産学協同研究フロア（３～４階）と、ガラス
の壁を採用するなどオープン性を高めた研究員フロア（５～７階）からなり
ます。また、屋上にサーバー駆動実験用の太陽光発電パネルを装備し、共
用部照明・誘導灯にはLED照明を使用するなど環境に配慮しています。

・住所　　　新宿区早稲田町２７
・延床面積　5，155．１１㎡
・階数　　　地上８階
・構造　　　鉄骨造　基礎免震構造

　早稲田大学は、新たな産学連携研究の拠点として「グリーン・コ
ンピューティング・システム研究開発センター（早稲田大学４０号
館）」＝写真＝を2011年４月、喜久井町キャンパスに竣工し、「グリー
ン・コンピューティング・システム研究機構」（機構長：松島裕一特任
教授）の拠点として、開所しました。

トピックス4  新築建物の環境性能

早稲田大学の建物、特に新築校舎には環境への配慮が施されています。また、既存の建物でも、照明の間引き点灯や太陽光パネ
ルの設置、蛍光灯の高効率化や電灯のLED化など、さまざまな環境への取り組みが行われています。

　グリーン・コンピューティング・システム研究開発センターは、	低炭素社会
の実現に向け、経済産業省「産業技術研究開発施設整備事業」による補助を	
得た産官学連携研究施設です。
　当センターでは、冷却ファン不要で低消費電力、高性能、さらにコンパクト
で静かであり、	太陽電池でも駆動できる国際競争力の高い次世代マルチコ
ア・メニーコアのハードウェア、ソフトウェア、応用技術の研究開発を行うと
共に、産学共同で次世代高付加価値技術を創出する人材の育成を目指しま
す。東日本大震災の影響により、国内の電力をとりまく状況は様変わりしまし

たが、環境に配慮した最
先端の技術・研究を産み
出すことでも、早稲田大
学は社会への貢献を果た
そうと考えています。

低炭素社会の実現に向けて

産官学連携

センター外観／自由に角度が変え
られるパネルで窓からの日差しを
コントロールし室内温度を調整す
るなど、建物もグリーンな設計がな
されている

左：センター屋上に設置された太陽光パネル／中：日米の最高性能マシンが設置されたサーバー
ルーム／右：太陽光発電の消費状態はモニターにリアルタイムで表示される

　ＷＥＭＳ（Waseda	University	Environmental	Management	System）とは、早稲田大学独自の環境マネジメントシステムです。
　早稲田大学は、2000年6月に西早稲田キャンパス(現在、早稲田キャンパスと名称変更)で「ISO14001」の認証を取得しました。
　以後6年間にわたり環境マネジメントシステム運用で蓄積したノウハウを基に、2006年6月より早稲田大学独自の環境マネジメントシステム（WEMS）
を構築し、早稲田大学全体で運用しています。環境教育・研究の拡充、活発な環境ボランティア活動、地球温暖化防止、廃棄物削減、リサイクルの促進等の
環境保全活動について全学的に推進し、学外者による第三者評価と環境報告書の保証制度を取り入れ、活動の客観性を担保しつつ、実質的で効果的な運
用を行っています。
　また、WEMSは、ISO14001の規格を基にP‐D‐C‐A（Plan-Do-Check-Action）のサイクルで運用を行っていますが、環境保全活動だけでなく、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。

環境保全推進体制 〜早稲田大学環境マネジメントシステム（WEMS）の運用〜

1）ＷＥＭＳ環境マネジメントシステムの概要

グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター
〜低炭素社会を支えるグリーンITで日本の競争優位を確立する〜

グリーン・
コンピューティング・システム

研究開発センター

高付加価値技術・
製品創出

人材教育・
持続的
競争力強化

産官学連携による
低電力技術開発

教　育教　育

ボランティアボランティア

法順守法順守 環境負荷
低  減

教　育教　育

環境負荷
低  減

研　究

環境方針
早稲田大学環境宣言に基づく

実施及び運用
（箇所）

計画
（エコフューチャー委員会
・総務担当常任理事）

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員）

エコフューチャー委員会
環境保全活動・目標等の議論

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）

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）

Plan

Do

継続的改善

Check

Action

■ ＷＥＭＳ運営組織

■ 環境マネジメントシステムの流れ

エコフューチャー委員会
　エコフューチャー委員会は、本学の環境保全活動、環境宣言、環境目標、実
施計画および達成状況等について審議・決定し、推進しています。
エコフューチャー全体総括者(総務担当常任理事)を委員長とし、本学の環境
の保全と推進に意見を述べることができる教職員、および学術院長、関係の
部長等で構成されています。

外部評価会議
　外部評価会議では、エコフューチャー全体総括者が任命する環境保全に関
する有識者、学識経験者、専門家等が本学の環境保全活動の評価、助言等を
行っています。

内部環境監査
　職員からなる監査チームを編成し、学内各箇所の環境保全活動が早稲田
大学環境マネジメントシステム（WEMS）に基づいて適切に実施され、環境
負荷の低減に向けて有効に機能しているかについて監査を行っています。

エコフューチャー事務局
　環境安全管理課、企画・建設課、環境保全センターの管理職・職員によって
構成され、本学の環境保全活動の計画立案、法規制の情報収集、WEMSの
運営、その他本学の環境保全に関する諸業務を担っています。

■ 早稲田大学の環境保全活動

13 14

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み



　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。

１.	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。

２.	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。

３.	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。

４.	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。

５.	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。

６.	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。

７.	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。

８.	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。

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

早稲田大学では1999年に環境宣言を制定し、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。

早稲田大学環境宣言

2）早稲田大学環境宣言

●2011年度環境目標

項　目 ２０１１年度目標

【重点目標】
温室効果ガス排出量の抑制

温室効果ガス排出量(CO₂換算)　４０，８６４ ｔ/年以下、建物床面積1㎡あたりの排出量；５８．４１ kg以下
（参考）内訳
・電力使用量　（CO₂換算）３２，８４５ ｔ/年以下
・ガス使用量　（CO₂換算）  ７，１１３ ｔ/年以下
・重油使用量　（CO₂換算）    ９０６ ｔ/年以下

学生の環境意識向上・
環境保全活動への参加

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
・既存環境関連科目の認識を高める施策
・環境意識の啓発に向けた活動

「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

教職員の環境保全意識の向上

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更なる向上
・職員研修会の開催
・新入職員への研修実施
・内部環境監査員への研修実施
・新任教員セミナーとの連携

安心・安全な学内環境の整備

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

早稲田キャンパス・先端生命医科学センター・材料技術研究所・喜久井町キャンパス・研究開発センターにおける作業環境測定の新規実施

PCBの適正管理および早期の処理

受動喫煙防止の徹底
・指定喫煙所での喫煙の指導
・喫煙マナーの広報
・喫煙者数の減少に向けた啓発活動の実施
・喫煙所の運用状況の検証・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

廃棄物発生量　１，７９８ t/年以下

リサイクル率　　５５．０ ％以上

安全点検やニュースレターを活用して薬品棚卸しを促進し、化学物質の適正使用による保管量削減活動を実施する。廃棄物電子管理票（マニ
フェスト）を継続運用する。

西早稲田構内安全衛生点検の実施および毒物管理体制の強化により、化学物質の適正保管・管理を促進する。

●２０１０年度環境目標と達成状況
	 ○：達成　△：一部未達成　×：未達成

項　目 ２０１0年度目標 達成状況

【重点目標】
温室効果ガス排出量の抑制

温室効果ガス排出量(CO₂換算)　４１，５７１ ｔ/年以下、建物床面積1㎡あたりの排出量；５８．１８ kg以下［2011実績： 58.76kg/㎡］
［2011実績： 41.810 t/年］
（参考）内訳
・電力使用量（CO₂換算）３３，５０２ ｔ/年以下［2011実績： 33,696 t/年］
・ガス使用量（CO₂換算）  ６，９１３ ｔ/年以下［2011実績：   7,175 t/年］
・重油使用量（CO₂換算）  １，１５６ ｔ/年以下［2011実績：      939 t/年］ ※［　］内は2011年度実績

×
（表下、
注１参照）

学生の環境意識の向上・
環境保全活動への参加

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（既存環境関連科目の認識を高める施策と環境関連科目の増設・充実に向けた活動） ○

「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
・Ｃourse Ｎ＠vi等を用いたテスト実施により、内容理解を増進し、より一層の環境意識向上を促す ○

教職員の環境保全意識の向上

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更なる向上
・職員研修会の開催
・新入職員への研修実施
・内部環境監査員への研修実施
・新任教員への資料配布

○

安心・安全な学内環境の整備

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
・喫煙場所での喫煙の指導
・喫煙マナーの広報
・喫煙者数の減少に向けた啓発活動の実施
・受動喫煙防止のための喫煙ルーム新設の具体化推進

○

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

廃棄物発生量　１，８５３ t/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および廃棄物電子
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
・納品確認実施を含めた化学物質管理システム（ＣＲＩＳ）の運用状況を確認し、不適正保管状況を是正
・安全衛生一斉点検の実施

○

注１：  2010年7月～9月の平均気温が前年より2～3℃高いという記録的猛暑であったため、冷房用電力・ガス使用量が増加し、CO₂削減対策効果が目減りしたことによる。
 真夏日（最高気温30℃以上）の日数 2010年度：66日、2009年度：36日

3）「2011年度環境目標」および「2010年度環境目標と達成状況」
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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。
　本学では、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毎に収集された
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、業者を選定しています。また、廃棄物の処理に
あたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）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。マニフェストについて
は、水銀などの特殊廃棄物を除き、大半の廃棄物については電子
マニフェストによる運用を行っています。
　なお、化学物質管理の一環として「特定化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR制度※1）」
により指定された化学物質のうち、年間取扱量が１トン以上のもの
を国へ報告しています。2010年度はヘキサン、クロロホルム、塩
化メチレン（ジクロロメタン）の３物質が対象となりました。

コア科目
項 学部等 科目名
1 オープン教育センター 環境を経営する
2 オープン教育センター 環境問題と持続可能な社会
3 オープン教育センター 環境科学基礎講座
4 オープン教育センター 環境イシューを深く読み解く
5 オープン教育センター 環境イシューを再編集する
6 オープン教育センター 環境・エネルギー工学の最前線

選択科目
項 学部等 科目名
1 オープン教育センター 環境とボランティア
2 オープン教育センター 持続可能な社会と市民の役割
3 オープン教育センター 環境関連施設見学実習（思索）
4 オープン教育センター 環境関連施設見学実習（実践）
5 オープン教育センター エネルギーと地球環境の国家戦略とビジネス
6 オープン教育センター 資源エネルギーと地球環境問題を考える
7 オープン教育センター やさしい「環境とエネルギー」
8 法学部 環境論IB
9 教育学部 地球の起源
10 教育学部 地球システムと環境問題
11 教育学部 複合文化学の開拓地II
12 教育学部 地球環境の変遷と生物の絶滅
13 教育学部 地理学III（自然環境と風土）
14 教育学部 地理学IV（風景の科学）
15 教育学部 複合文化学の開拓地Ｉ
16 社会科学部 環境法 I
17 社会科学部 環境法 II
18 人間科学部 環境情報科学
19 人間科学部 地球環境システム論
20 人間科学部 環境民俗学
21 人間科学部 環境社会学
22 基幹理工学部 現代環境論
23 基幹理工学部 環境倫理
24 基幹理工学部 環境政策と計画
25 創造理工学部 環境基礎工学

　早稲田大学には23の大学院と13の学部があり、科目名に「環
境」と付くものだけでも800科目以上あります。また、総合大学とし
ての特色を生かして、学部の枠を超えて全学部の学生が履修可能
なオープン科目がオープン教育センター、各学部、研究科などから
多数、提供されています。その中には、自分が所属する学部の主専

攻とは別に、もうひとつの専門分野を持てる学際的な全学共通副
専攻が22コース設置されており、「環境学」の全体像を俯瞰できる
科目群を配した「戦略的環境研究」コースには、計3,404名（2011
年度）の学生が履修しました。

■ 2011年度 全学共通副専攻事例　「戦略的環境研究」

■ 全学共通副専攻「戦略的環境研究」の履修者数の推移

■ 環境関連教員一覧（抜粋）2011年9月現在

環境に関わりの深い研究を行っている教員のリストですが、これ以外にも環境問題に取り組んでいる教員がいます。

教員名 専門分野・主な研究課題
赤尾　健一 環境経済学、経済理論、林学
天野　嘉春 機械力学・制御、熱工学、コージェネレーション、最適設計、省エネルギー、カ

リーナサイクル、発電、冷凍、空調、吸収、動力システム工学、フィールドバス、
自律移動、GPS

天野　正博 生態・環境、林学・森林工学、環境影響評価・環境政策
池田　清彦 生物多様性・分類、科学社会学・科学技術史、生態・環境
伊藤　嘉博 会計学、管理会計、環境管理会計に関する研究、環境およびCSR管理会計に

関する研究
大河内　博 環境影響評価・環境政策、環境動態解析、富士山体を利用した自由対流圏高

度におけるエアロゾル―雲―降水相互作用の観測
太田　俊二 環境動態解析、気候変化の陸上生態系への影響評価
大塚　直 民事法学、民法、環境法、地球温暖化をめぐる法的政策的問題、廃棄物リサイ

クルをめぐる法的政策的課題
大野　高裕 経営工学、環境マーケティング
大和田　秀二 リサイクル工学、地球・資源システム工学
小川　誠 鉱物および粘土鉱物の物理・化学と応用、環境浄化材料の設計
小野田　弘士 製品・技術・システムのライフサイクルアセスメント、3R、次世代モビリティシ

ステム等をキーワードとした循環型社会や低炭素社会の高度化に向けて新た
な技術開発や先進的な社会システムの研究・開発　他

勝田　正文 熱工学、電熱工学、水素エネルギーモデル社会の構築
紙屋　雄史 電力工学・電気機器工学、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車
北山　雅昭 民事法学・環境法
草鹿　仁 熱工学、エンジン、燃料電池、自動車用内燃機関の省エネルギー・低公害化技術
久保　純子 自然地理学、地形学、第四紀学、平野の地形環境とその変遷
黒川　哲志 新領域法学、公法学、環境法、行政法、環境規制における経済的手法、環境リス

ク規制
小林　麻理 管理会計、公会計、マネジメント・システム、予算システム、環境会計
近藤　康之 環境影響評価・環境政策、経済統計学、応用ミクロ計量経済学，産業エコロ

ジー、廃棄物産業連関分析による廃棄物管理諸策の経済・環境影響評価
榊原　豊 土木環境システム、水環境工学、水質工学、環境修復
柴山　知也 水工水理学、海岸環境･防災、沿岸域の高潮・津波災害脆弱性の分析
首藤　重幸 公法学、環境行政、環境法における市民参加の法制化に関する比較法的研究
関谷　弘志 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

教員名 専門分野・主な研究課題
早田　宰 都市・地域計画、居住環境、住宅・都市再生、コミュニティ開発、地域再生を支

援する民間コミュニティ事業住宅の社会実験研究
大聖　泰弘 熱工学、環境保全、各種代替燃料エンジンの開発、電気自動車とハイブリッド

車の開発と性能評価、自動車交通と環境・エネルギー問題
髙田　祥三 生産工学・加工学、機械工作・生産工学、設計工学・機械要素・トライボロジー、

ライフサイクルマネジメント
田邉　新一 建築環境・設備、建築環境学、人体の熱的快適性に関する研究
常田　聡 生物工学、微生物生態学、産業廃水・生活廃水の生物処理
友成　真一 エネルギー政策、地球環境政策、地域経営、行政経営
中垣　隆雄 熱工学、化学再生、エクセルギー、二酸化炭素分離回収
長沢　伸也 環境影響評価、環境政策、感性工学、ＬＣＡ
永田　勝也 エネルギー環境工学、リサイクル工学、
中村　愼一郎 産業エコロジー、応用計量経済学、ＬＣＡ、廃棄物経済学
名古屋　俊士 環境安全工学、作業環境工学、大気環境工学
納富　信 バイオマス、冷凍・空調、エネルギー利用、環境負荷低減技術、省エネルギー技

術、影響評価手法
林　泰弘 先進電気エネルギーシステムの最適化、分散型電源と電力系統との協調運

用・制御
堀口　健治 農業経済学、農政、土地政策
松岡　俊二 環境経済学、環境政策論、国際環境協力論、国際開発協力論、政策（プロジェク

ト）評価論
御子柴　善之 哲学・倫理学、環境倫理学
村山　武彦 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
森川　靖 植物生理、森林生態学、熱帯林保全、産業植林,環境造林における炭素固定量

評価
横山　隆一 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
吉田　徳久 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

若尾　真治 電磁界の数値解析に関する研究、電気機器の最適化設計に関する研究、太陽
光発電システムの設計に関する研究

■ 2010年度PRTR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＞

対象化学物質 使用量(Kg) 大気への排出量(Kg) 下水道への移動量(Kg) 事業所外への移動量(Kg)
ヘキサン 9,700 3,500 0 6,200
クロロホルム 5,500 1,000 23.0 4,500
塩化メチレン 4,900 1,200 0.9 3,700

　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。

　2011年度においては、対象となる７キャンパス、計１９の採水箇
所のうち、亜鉛およびBOD（生物化学的酸素消費量のことで主に
有機物汚濁の指標となるもの）の濃度が基準を超える傾向を示し
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。

実験系廃棄物の管理状況全学共通副専攻など環境関連カリキュラムの充実 〜学部教育の垣根を超えて学ぶオープン科目〜

環境関連教員・研究

水質管理状況 〜理工系実験排水の定期的水質分析〜

※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及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ともに、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。
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■ 実験系廃棄物発生量の推移
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クローズアップ —現場レポート—

［見学施設］
①辰巳リサイクルセンター
②東雲第1リサイクルセンター
③東雲第2リサイクルセンター
④東雲第3リサイクルセンター

　広陽サービス株式会社は、早稲田大学の早稲田キャンパスなどから排出
される廃棄物の収集運搬および処分について、大学から委託されている企
業です。
　今回、東京都江東区にある広陽サービス株式会社の４つのリサイクルセン
ターを訪問し、実際に分別作業など処理の現場を見学しました。辰巳リサイ
クルセンターでは、一般廃棄物積み置きおよび主に古紙リサイクルを行って
おり、近くにある3つの東雲リサイクルセンターが備わっていることで、短い
移動距離で高い作業効率を誇っています。
　また、東雲第1・第2リサイクルセンターでは、ビン・カン・ペットボトル等が
分別・加工されており、リサイクル資源として各種メーカーや施設へ搬送さ
れています。東雲第3リサイクルセンターは、金属類の大型圧縮機と廃プラ
スチック類の破砕機を利用した粗大ゴミの分別処理とリサイクルが行われ
ていました。
　これらのリサイクルセ
ンターを見学後、担当の
社員の方にお話しを伺い
ました。

Q1：早稲田大学の分別はきちんとされていますか？
A1：		回収したゴミは分別が徹底されていない場合もありますが、早稲田大
学は、全体的に分別がきちんとされており、問題はありません。

Q2：学生に気をつけて欲しいことはありますか？
A2：	環境への配慮からも、まずゴミを出さない（リデュース）こと、そして大学
の分別ルールを守ることを心掛けてほしいと思います。

Q3：  分別方法において、地域ごとの分別の差異は解決できますか？
A3：	早稲田大学のような全国各地から学生が集まる大規模な大学では、1つ
の地域の分別方法に絞るのは難しいです。
　大学から排出されるゴミは、生活系の家庭ゴミとは違って、事業系廃
棄物として大学自らの責任で適正に処理しなければなりません。そのた
め、大学では、自治体の許可を得た当社を含む廃棄物業者にその収集運
搬および処分を委託しているので、学生の皆さんには、大学の分別方法
に従ってほしいと思います。

　早稲田キャンパス11号館の裏手にある学内ゴミの集積所、「リサイクルス
テーション」（12-4号館、OPEN	7:30～17:00、但し12:00～13:00は除く）
は、早稲田キャンパスから出るほとんどすべてのゴミが集まる場所です。そ
のリサイクルステーションに毎朝6時半に出勤しているという職員の徳永さ
んにお話しを伺いました。

Q1： 1日のゴミの量はどれくらいですか？
A1：		10月だとビン・カン・ペット約5.7トン、弁当ガラ約6.4トン。一般ごみは、
約9.3トンですが、学生が多い6月などは10トン以上になる月もあります。

Q2： 問題点などありますか？
A2：	学生は分別をよくしてくれていますが、100％ではありません。大学にあ
る各ゴミ箱からのゴミ回収を清掃業者に頼んでいます。
　キャンパス内で分別収集されたゴ
ミは、一旦、リサイクルステーションに
集められ、清掃業者の方がリサイクル
しやすいよう、さらに細かく再分別を
してくださっているので、秩序が保た
れているのが現状です。

Q3： 学生が何かできることはありますか？
A3：	やはり、弁当ガラ（弁当の空箱）の始末が業者にとって大きな負担になっ
ているので、食べ終わった後はまとめてひとくくりにせず、分別して捨て
るようにしてください。また、廃棄される家電品、家具類の中には、まだ
使えるものがありますので、学生の皆さんには、再利用（リユース）に回
すなど、物を大切にしてほしいと思います。

１）広陽サービス株式会社

２）早稲田キャンパス　リサイクルステーション（学内ゴミの集積所）

廃棄物リサイクルセンターの現場から

共に、辰巳リサイクルセンター

リサイクルステーション
（早稲田キャンパス）

取材を終えて
各リサイクルセンターを見学して、ごみ処理技術の高さには驚かされま
した。リサイクルセンターは不純物を取り除く機械を備えるといった対
策が採られている一方、私たち「ごみを捨てる側」の環境意識はそれほど
高まっていないように思います。リサイクル率の向上のためにも、私たち
学生一人ひとりの日々の心がけとともに環境意識の啓発に向けた取り組
みが重要であると思いました。

取材を終えて
インタビューを通じて、さすが早稲田！といったゴミの量でした。大学は
全国各地から学生が集まるので、ゴミ分別の仕方が人によって異なりま
す。大学のゴミ箱は、分かりやすく分別方法を表示しているので、それに
沿って分別する学生が増えるように私たちも何かできればと思っていま
す。また、学生が地方から出て来て、下宿生活を始める際など家具や家
電品等が必要な人は少なくないと思うので、リユースがより身近になれ
ばと思います。

早稲田大学学生環境NPO
環境ロドリゲス　西入佳奈子（創造理工学部環境資源工学科２年）

　早稲田大学では、排出するゴミの減量化を図るとともにリサイ
クル率を高めるために、ごみの分別の徹底に努めています。現在、
キャンパス内には、５種類（燃えるゴミ、燃えないゴミ、ビン・缶、ペッ
トボトル、紙類）の屋外ごみ箱を設置しています。
　数年前に比べてキャンパス内のポイ捨ては減りつつあり、キャン
パス内にはチリひとつない整然とした場所が増えてきているもの
の、それでも燃えるゴミの中にリサイクル可能なごみが混在して
いる場合があります。最終的には清掃員の方々が手作業で仕分け
しているのが実情ですので、学生一人一人のモラルの向上が期待
されています。

［ごみ回収ボックスの分類］
①燃えるゴミ（生ごみ、割り箸、油汚れのついている紙、全カーボン紙など）
②	燃えないゴミ（弁当ガラ[残飯・割り箸は除く]、ポリ容器・ビニール・菓子袋など）
③ビン・缶（アルミ缶、スチール缶）
④ペットボトル
⑤紙類（パンフレット、コピー用紙、チラシ、牛乳やジュースのパック類など）

　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、リユース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、他のキャ
ンパスにも拡大し、現在は、ほぼ全学的な運用を行っています。

　リユースのメリットは、廃棄物の減量・削減、環境への配慮と廃棄
費用の削減等が考えられます。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。

西早稲田キャンパスでの不要パソコン等の回収［事例］
実施日 実施時間 搬出箇所 ノートPC 本体 モニター

2010年11月11日・12日 14:00～15:30 85 45 141 77
2011年3月10日・11日 14:00～15:30 102 93 257 124
2011年7月7日・8日 14:00～15:30 112 49 220 112
2011年11月9日・10日 14:00～15:30 107 44 203 59
※ 早稲田キャンパスにおいては、学内ゴミの集積所である「リサイクルステーション」（12-4号館）に一旦搬入後、PCリユース専門業

者への引き渡しを行います。

ごみの分別の徹底とリサイクルの推進

ＰＣリユースの推進

　大学からは非常に多くの紙ごみが廃棄されています。例えば、早稲田キャ
ンパスだけでも1年間に300トン以上の紙類が廃棄（全体の50％弱）されて
います。そこで、本学では、パンフレットや紀要など各種出版物の在庫管理を
徹底すると同時に、シラバス（授業科目の詳細な授業計画）などをインター
ネットで公開・共有化を図ることで、出版物発行に伴う紙使用量の削減に努
めています。また、事務所では両面印刷・コピーはもちろんのこと、裏紙をメ
モ用紙として再利用するなど紙使用量の削減に向けた取り組みを積極的に
推進しています。

紙使用量の削減に向けて、パンフレット類のウェブ化を推進

キャンパスに設置されているゴミ箱 ごみの分別ポスター 事務所・研究室に配布の紙類リサイクル袋

Web上でシラバスの検索・閲覧が可能

西早稲田キャンパス　不要PCの回収の様子

http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/inschool/attention.html
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　生協の食堂で使用している箸は、間伐材を使用した箸です。（徳島県山城
町森林組合と大学生協（特別非営利法人　樹恩（JUON）ネットワーク）が協
同で製作しているもの）
　日本の森林を守るため、国産の間伐材を使用し、身体障害者の方々が加工
しています。そして使い終わった割り箸はリサイクル工場へ送り、パーティク
ルボードとして家具の一部分などに再利用されています。年間約600,000
膳がリサイクルされています。

　飲み終えたジュースパックを、バッグや小物に加工した商品。ライフセン
ターにて販売しました。

食堂にて割り箸のリサイクル

ライフセンターにて　リサイクルバッグ販売

　全国青年環境連盟（エコ・リーグ）
Resources	&	3R	Revolution	 (RRR)から
の要請で、理工店購買内に設置しています。
回収後は、その場で全ての個人情報を含む
携帯電話等のデータを破壊し、国際青年環
境NGOのA	SEED	JAPANなどを通じてリ
サイクルしています。

理工店にて　携帯電話リサイクル 

環境保全活動に関する事項

ご意見・質問等 対応

①今回の東日本大震災で薬品の漏洩などはなかったのか。 薬品保管庫の整備により薬品の漏洩を未然に防止できました。

②環境意識の低い学生への啓発を大学として図るべきでないか。 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するなど、学生の意識

啓発に努めています。今年度は、早稲田ウィークリーに「キャンパス内節電にご協力

を」（2011.4.20号外）、「打ち水大作戦開催」（2011.7.21）を掲載した他、節電啓発

を目的とした「ポスター」の掲示や、学生への「節電啓発うちわ」の配布を行いました。

（Ｐ．7参照）

③新宿区では温暖化対策指針の重点施策として大学生を巻き込んだ

活動を計画しており、早稲田大学をモデルとして取り組むので協力し

てほしい。また、新宿区の温暖化対策指針を大学に周知したい。

新宿区と連携して、毎年恒例のアトム通貨による「早稲田打ち水大作戦」（7月7日）を

早稲田キャンパスで開催しました。また、本学職員を対象とした環境研修会において、

新宿区の取り組みについてご講演をいただきました。（Ｐ．7,8参照）

④大学の打ち水イベントの実施にあたっては、雨水を利用するなど、

節水に努めてほしい。

本学では、防災井戸を利用しており、今後も節水に努めてまいります。（Ｐ．8参照）

⑤節電・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

うな仕組みが重要である。

2011年度の夏期は、電力不足に伴う節電対策の一環として、大学ホームページに毎

時間の電力使用量データ等をグラフ化し、情報公開しました。また、7月に開催した職

員対象の環境研修会において、昨年度の主要なキャンパス毎のCO₂排出量実績を報

告し、大学のCO₂排出状況を説明しました。（Ｐ．6参照）

　早稲田大学生活協同組合（以下「生協」）は、早稲田大学に学び・
生活する学生・院生・教職員のみなさんから出資金をお預かりし組
合員になっていただいて、各キャンパス内に食堂・購買・書籍を運営
しています。
　生協が目指している「よりよい生活と平和のために」のスローガ
ンの実現のためには、地球環境を守ることが不可欠です。1999年
より生協環境委員会を発足し学生といっしょに環境活動を行って
いることに加え、生協職員内の「環境ワーキング」（生協中期計画実

現のための短期的ワーキングとして開催）、環境マネジメントシス
テムISO14001の手法を取り入れ、廃棄物やレジ袋削減など、環
境負荷を減らすための取り組みを実施しています。
　また、2011年3月に大震災があり、WAVOCや全国の大学生協
とともにボランティア派遣の窓口となり多数の学生のみなさんを
送ってきました。節電の面では、日常の店舗での電力消費を抑える
ために店内照明を約50％で営業したほか、夏季の自動販売機停止
など、大学ととともに節電に協力しました。

関連事業者との連携 〜早稲田大学生活協同組合の環境活動〜環境に関するコミュニケーション

お問い合わせ　８件

学内（教職員・学生） 学外（一般・他大学）

節電・省エネ関係

（８件）

①大隈講堂時計台の消灯について（１件）

②本学の廃棄物処理概要等について（２件）

③東京都環境確保条例への対応について（１件）

④エレベーターの学生利用に関する掲示について（１件）

①大隈講堂時計台の消灯について

②東京都環境確保条例への対応について

③本学の環境マネジメントシステムについて

（各１件）

苦情等　１4件

学内（教職員・学生） 学外（一般）

喫煙関係（１3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）

や喫煙所の配置について（１１件）

⇒【対応】

　　1. 喫煙所の環境を整備しました。（パーティション・喫煙所マッ

プ・臨時エリアの設置、マナー啓発掲示、灰皿の更新）

　　2. 禁煙に関するメッセージポールおよび路面シールを設置す

ると同時に、教職員による喫煙マナー巡回を定期的に実施

しました。

①近隣住民からの学生の喫煙マナーについて

（歩きタバコ、ポイ捨て等）（2件）

　⇒【対応】

　　 該当箇所の建物壁面にマナー啓発の掲示を設置すると同時

に、周辺に禁煙メッセージポールを設置しました。また、教職

員による喫煙マナー巡回を定期的に実施しました。

省エネ（１件） ①学生より図書館閲覧室の空調温度の設定について（１件）

⇒ 学生へ省エネ周知のため、館内に温度計付き省エネシールを

貼付すると同時に、こまめに室温を確認し、温度の調整を行い

ました。

—

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な知識をお持ちの学外の方や行政から
ご意見をいただく場）等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。

2011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。（環境安全管理課把握分）

着実に改善

お問い合わせ・苦情等

所沢キャンパス

21 22

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
へ
の
取
り
組
み



　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（ワボック）］
には、現在、30を越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。

　早稲田大学には約4,000人の外国人学生を含む57，000人の
学生が学んでいます。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及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。

　その他、お昼休みを利用して「原発・エネルギー問題」に関心の
高い学生が集い、福島原発問題や日本のエネルギー事情について
情報・意見交換を行うランチ・イベントや、日本人学生、外国人学生
ともに豊島清掃工場を見学し、ごみ問題の現実と課題について学
ぶ機会を設けました。
　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
得た知識と経験を活かし、活躍してくれることを期待しています。

　所沢キャンパスは、首都圏でも有数の自然環境に恵まれた狭山
丘陵の一角にあります。この豊かな自然環境を生かしながらキャン
パスをつくるため、1987年に自然環境調査室を設置しました。設
置以来、キャンパスの自然環境保全のために活動しています。
　また、1998年には「人間科学部環境保全基本構想」を策定し、所
沢キャンパスでのごみの分別・再生紙の利用・太陽光の利用・残飯
の堆肥化・紙コップの利用推進など、総合的な環境保全の推進を
行っています。
　本庄キャンパスにおいても、豊かな自然の中、環境エネルギー研

究科で環境関連の研究を行い、大学の知的資産が地域のみなさま
のお役に立てるような試みをしています。
　高等学院の緑は杉並区の保護樹林に指定されています。
　新宿区にある早稲田・戸山・西早稲田の3キャンパスでは、建物
の建て替え工事の際には、今ある緑を別の場所に移し、建物ができ
た時に元に戻すといった取り組みを行い、都心では少なくなりつつ
ある豊かな緑を維持し、学生・教職員だけでなく近隣のみなさまの
憩いの場となっています。
　近年では建物の屋上緑化などを積極的に行っています。

　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
と積極性をもって問題解決に向け、大きな役割を果たしてきたこと
は、早稲田大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。

本学の環境への取り組みの歩み（抜粋）
年度 取り組み

1979 環境保全センターを設置

1996 財政改革推進本部を設置（無駄の洗い出しと削減・省エネ）

1997 地球環境問題談話会の発足（１９９９年度まで１５回を開催）

1998 エコ・キャンパス推進本部を設置

1999 ｢早稲田大学環境宣言｣を策定

2000 西早稲田キャンパス（現・早稲田キャンパス）で、ISO14001認証取得

2002 環境総合研究センターを新設

2003 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」を開設

2005 大学院理工学研究科に「環境・エネルギー専攻」を開設

2006 エコ・キャンパス推進本部をエコフューチャー委員会に改組
早稲田大学独自のWEMS（Waseda University Environmental 
Management System）を構築、全学で運用を開始

2007 前述の環境エネルギー専攻を改組し「大学院環境・エネルギー研究
科」を開設

2008 高田馬場お掃除プロジェクトを開始
早稲田大学先端生命医科学センターを開設

2009 自販機省エネプロジェクトを開始
環境シンポジウム開催（私立大学環境保全協議会・早稲田大学）

2010 各キャンパスの省エネ巡回を実施
新宿エコ隊に参加（新宿区との連携事業）

2011 グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター竣工。同セ
ンターを拠点とする「グリーン・コンピューティング・システム研究機
構」を設置

学生の環境ボランティア活動 キャンパスにおける自然との共生

本学の環境への取り組みの歩み国際交流を通じて環境問題を学ぶ

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。

清掃工場見学

所沢キャンパス　101号館での屋上緑化所沢キャンパス　湿地保全 戸山キャンパス　メタセコイアの並木

農山村体験学習 ケニア社会林業プロジェクト

■ 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）

■ 2011年度
	 5月	 栃木県益子町（東日本大震災の被害をうけた登り窯の修復作業）
	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

環境ボランティア学校2010-11年度の活動

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/

国際コミュニティセンター（ＩＣＣ） http://www.waseda-icc.jp/
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安全への取り組み
　大学の責任としてキャンパスの安全・安心・快適を確保することは、教育研究の根幹であると考えています。そして、

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。

大地震対応マニュアル・ポケット版のリニューアルと外国人学生への地震教育
　従来からの大地震対応マニュアル・ポケット版（学生用）をリニューアルし、
より見やすいマニュアルに変更しました。本マニュアルは、緊急時を想定し、
耐水性に優れた丈夫な紙（原材料：石）を使用していますが、QRコードにより
携帯電話でも閲覧できる他、大学ホームページからダウンロードすることも
できます。
　また、本学ではグローバル化の推進により、4,000名を超える外国人留学
生が学んでいることから、日頃から地震への備えが必要であることを認識し
てもらうために、英語版のマニュアルも併せて公開しています。
　さらに、防災訓練として、新宿区や東京消防庁から起震車を借用し、地震
疑似体験をとおして震災発生時の自分の身の守り方を学ぶ機会を在学生に
提供しています。

■ 大地震対応マニュアル・ポケット版
　ポケット版は、各学術員事務所のカウンター等で配布しており、以下URLからダウンロードすることも可能です。
なお、緊急時に備えて携帯電話でQRコードを読み込み、「モバイル版」を保存することを推奨しています。

日本語版

「大地震対応マニュアル」より抜粋

英語版

地震疑似体験の機会を提供

ポケット版 モバイル版（携帯サイト） モバイル版（携帯サイト）ポケット版

トピックス１   ［防災］ 大地震に備えて

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

新緑の西早稲田キャンパス
(旧・大久保キャンパス) 26
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　本学では津波発生直後から調査隊を編成し、津波被害の実態を調査して
来ました。その結果、津波の浸水高さは、三陸のリアス式海岸では概ね15m
を越え、宮城県南部から福島県にかけての低平地では7～8m、茨城県、千葉
県では概ね5m程度であったことが分かりました（図1）。また、岩手県から千
葉県まで広範にわたり津波による家屋の流出、港湾施設の損壊、船の乗り上
げ等の被害がありました。福島県、宮城県、岩手県での調査地点では、堤防
や防波堤の崩壊、侵食による海岸線の後退が多くの地域で見られ、早急な対
策が必要です。

　早大防災教育支援会（ＷＡＳＥＮＤ）は2009年10月に活動を再開
し、国内外で子どもに向けた防災教育活動を実施しています。国内
では主に関東、国外ではインドネシアで活動を展開しています。こ
のような活動を行っているなか、発生してしまった3月11日の東日
本大震災。ＷＡＳＥＮＤもすぐに体制を整え３月２０日から被災地に入
り、物資の集積・運搬、心のケア活動などを行いました。今も支援の
仕方を変えながら継続的に支援活動も実施しています。被災地の
光景を目の当たりにすると、これまで防災教育を行ってきたことに
意味があったのかと疑問を持つとともに、自分たちの活動の大き
さがいかに小さきものであるかを痛感させられました。しかしなが
ら、東日本大震災でも防災教育によって救われた命はあります。今
回の震災を通じて、今、私たちはどのような防災教育を行っていく
べきなのかについて真剣に考えています。

　私たちに出来ることは、この大震災で感じたことを感じただけに
留まらせないことだと考えています。このような時だからこそイン
ドネシアへも防災の重要性を伝えることが出来ると考えました。こ
の考えを胸に2011年度もインドネシアで防災教育活動実施して
きました。活動の一環として現地学生へ震災に支援活動を通して
感じたことを話し、共に防災教育の重要性を改めて考えました。そ
して現地学生による防災教育活動が出来ることを目指して彼らと
議論を重ねています。
　私たちＷＡＳＥＮＤだけではとても小さな力かもしれませんが国
内外に防災の輪が広がればその力は大きなものになります。そし
てこの力で将来起る自然災害に立ちむかい人の命を救うことが私
やＷＡＳＥＮＤメンバーの夢です。

　今回の津波災害は、東北地方では数百年に1回起こるか起こらないかの、本当に大
きな災害です。私を含む沿岸防災の専門家たちにしても、これほどの災害が日本に起
こることを具体的に予測することはできませんでした。沿岸域の復興には多くの困難
がありますが、現地の復興を支え、世界の防災戦略を練り上げて行く方法を示すこと
が早稲田大学の責務だと思います。

図1　 早稲田大学隊の津波による
浸水高さの調査結果

トピックス2  学生による防災教育活動 トピックス3  安全に関わる研究紹介

国内での防災教育活動の様子インドネシアでの防災教育活動の授業風景 岩手県陸前高田市の被災地の様子

人の命を救いたい 〜防災教育活動を通して学んだこと〜 東北津波の教訓を活かす 〜新時代の沿岸防災の再構築に向かって〜

　海底で地震が発生すると、地盤が上下方向に変位するため、大きな水の
波が発生して周囲に伝わっていきます。日本列島の周辺にはいくつもの海
底プレートの境界があり、大きな地震が発生するため、何度も津波に襲われ
て来ました。特に東北の三陸地方は「明治三陸津波（1896）」「昭和三陸津波
（1933）」「チリ津波（1960）」など、100年程の間に3回も大きな津波に襲
われてきたため、湾口防波堤、防潮堤、津波避難ビルなど、何重にも防護の

方法を講じていました。ところが、2011年3月11日の東北地方の津波では、
津波の大きさが予想されていたものよりもはるかに大きかった。そのため、
地域社会を守る最後の砦である防潮堤が津波来襲時に各所で破壊され、破
壊されなかった防潮堤も津波が乗り越えてしまい、集落を津波が襲いまし
た。大きな津波に襲われた場合、防潮堤などの構造物だけで居住地を守るこ
とは無理ですので、早めに高台に避難することが必要です。

　今回の津波は、避難計画の前提となる予想を上回るものでした。私たちが
直ちに着手すべき課題は、防災対策の策定において想定されている津波の
規模を見直すことにあります。想定値に縛られずに、それを超える津波が来
襲した場合にも対応可能な避難計画をあらかじめ作成しておくなど、全国的
な防災計画の練り直しです。
　具体的には全国の都道府県で、この5年ほどの間に作成した「津波ハザー
ドマップ」の再検討を行い、県レベルでの津波被害想定を見直す必要があ
ります。これまで生起する確率が低いと考えられ、防災計画に含まれていな
かった地震にも焦点を当てること。そして津波の歴史的検討とともに、津波
の予測シミュレーションの「波源モデル」を修正して、来襲する津波の予想波
高をより高く設定し直す必要があります。
　一方で今回の津波では、防波堤、防潮堤などの構造物のみで人命を守るこ
とは困難であることがはっきりしたため、市町村レベルでの避難計画の修正
というソフト面での対策を直ちに行う必要があります。これまで身近の避難
できる場所として、一般的に｢鉄筋コンクリート造建物の3階以上｣と考えら
れていたものを、地域によって6階あるいは7階以上に修正する必要があり

ます。陸上への氾濫が予測される地域では、その周辺にも避難地域を拡大
する必要があります。さらに予想された津波よりも実際の津波が高く、速い
場合にも対応できるように、避難場所の高さと避難に要する時間に、十分な
安全率を見込む必要もあります。
　これから作成していく避難計画は今回の津波の経験と科学的知見をもと
に、各地域で構造物による防護の水準を上回った場合に「何が起きるか」の
イメージを練り上げ、地域でできる最大限の方策を考えるという手順で行う
べきと思います。避難計画の策定に当たっては、避難場所の選定を地域の特
性に応じて、適切に行う必要があります。
　具体的には市町のおかれた地形条件を場所ごとに分析して

のように信頼度のランク（A／B／C）を付けて指定し、住民は状況に応じて避
難場所を選ぶなどの方法を検討する必要があります。

早稲田大学調査隊の活動

津波被害はなぜ起こるのか？

今後の沿岸防災対策とは？

大槌町の被災地

　　（A）背後に標高の高い後背地を有する丘
　　（B）堅固な7階建て以上の建物か、20ｍ以上の地盤高の丘
　　（C）堅固な4階建て以上の建物

柴山研究室 田老地区の防潮堤跡

　WASENDは国内外を問わず、「楽しい防災教育」をモットーに、小・中学校、
高校を対象に地震防災の出前教室を行っています。活動内容は、防災教育が
必要とされている場所で災害や防災に関する知識を伝える活動を行うこと！
また、子供達と年齢の近い私達学生が、一緒に遊び交流を深め、コミュニケー
ションをとりながら、防災教育活動を続けていくことです。理工系の学生が中
心のＷＡＳＥＮＤは、自分達で作った教材を基にクイズなどのユニークな方法
で、地震などの自然災害に対する日頃の備え、災害時の対処法だけでなく、災
害が発生する原因とそのメカニズムについても面白く学習できるように活動
を行ってます。
　和（Wa）の心を送り（send）輪（Wa）を広げ、常に防災意識の鮮度（send）
を保つ、それがＷＡＳＥＮＤの目標であり目的です。

WASENDとは

名称:早大防災教育支援会/Waseda	Student	Organization	for	the	Education	of	Natural	Disaster(WASEND)
設立:2005年7月

早大防災教育支援会（WASEND）代表　
松下 文哉（創造理工学部社会環境工学科3年）

理工学術院（創造理工学部）　柴山 知也	教授

　沿岸域は常に津波・高潮・高波などの災害の脅威にさらされています。最近では2004年にインド洋大津波、2011年に東北地方太平
洋沖地震津波をはじめとして、大きな被害が続出しています。今回は震災後関心の高まる沿岸部の現状と今後について、被災直後から
現地調査を実施し続ける柴山知也教授（理工学術院）に、被災低減のための方策を語っていただきました。

早稲田ウィークリー　第1244号［2011.6.2］より転載
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・	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

　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、様々な取り組みを行っています。
　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及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、火災等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。

　実験教育や研究が集中する西早稲田キャンパスにおいては、「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の様々な取
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。

　大学全体としての放射線安全管理については、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の法令に則り、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が対処して
います。
　放射線障害防止法の対象となる各放射線施設では、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もと、厳重に
管理されています。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準拠して管理されています。こう

した施設、装置を利用する人については、法令および大学およびそれぞれの
放射線障害予防規定等に基づき安全に使用いただくことになります。
　2011年3月11日の東京電力福島第一
原子力発電所の事故の影響に関して、大学
としても様々な情報を収集するとともに、
各キャンパス等において定期的に環境放射
線量を計測し、監視を続けています。

　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。
　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。

【学校環境衛生基準で定める化学物質】
化学物質名 主な発生源 指針値（㎍/㎥）

ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン
エチルベンゼン
スチレン

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
防虫剤、芳香剤、消臭剤
接着剤、塗料の溶剤・希釈剤
接着剤、断熱材、畳心材

100
260
870
240

3,800
220

化学物質の安全管理

シックハウス対策

実験系の安全管理

放射線の安全管理

化学物質管理システム（CRIS）メニュー画面 ニュースレター「環境保全」化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明会

室内空気測定の様子 測定器

・	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
ら利用開始することとし、また定期的な検査を続けています。

安全衛生管理体制図

理事会

安全衛生管理委員会
委員長・人事担当常任理事

・化学物質安全管理委員会
・放射線安全管理委員会

・施設安全委員会
・健康増進委員会

安全衛生一斉点検
実行委員会
（隔年設置）

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

西早稲田キャンパス
安全衛生委員会

本庄キャンパス
安全衛生委員会

日本橋キャンパス
安全衛生委員会

北九州キャンパス
安全衛生委員会

高等学院
安全衛生委員会

材料技術研究所
安全衛生委員会

先端生命医科学センター
安全衛生委員会

専 門 委 員 会

早稲田大学安全衛生宣言

１．	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。

２．	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。

３．	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。

４．	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。

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。

２００９年６月２６日制定

　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、しかも大学と街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。
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　本学では、健康で快適に過ごせる「健康キャンパス」の実現に向けて、キャ
ンパス内では、指定の喫煙場所を除き大学構内は禁煙としています。2011
年1月には早稲田キャンパスの6号館地階に空気清浄装置や空調を備えた
喫煙室を設置しました。このことを受けて6号館裏（演劇博物館裏）にあった
喫煙場所は廃止しました。
　2011年度は、早稲田キャンパス内
の喫煙所に「パーティション」を設置し
た他、「メッセージボード付特大スタン
ド灰皿」を設置するなど受動喫煙防止
に向けた喫煙場所の整備を推進しま
した。

　早稲田キャンパス以外の戸山・西早稲田・東伏見・所沢の各キャンパスの
喫煙場所についても、同様に老朽灰皿の更新や喫煙マナーの啓発のための
諸整備を行いました。
　今後も学内における受動喫煙防止向けて整備を進めていきますので、ご
理解・ご協力をお願いします。

　毎年、キャンパス内における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。教職員協働による定期的な巡回は、早
稲田キャンパスの他、西早稲田・戸山・所沢等のキャンパスにおいても行われ
ています。
　全体的に、キャンパス内の歩きたばこや吸い殻のポイ捨ては見受けられな
くなりましたが、一部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、次年度以降も引き続き、喫煙マナーの徹底に努めていきます。
　また、2009年度からは、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が、
2012年度も、全学共通講義として「わせだライフＡＢＣ」を学内ネットワーク
上の「Course	N@vi」に設置し、新入生や在学生に視聴してもらう予定です。

2）教職員による定期的なマナー巡回を実施

　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。
　なお、2012年度には、大地震対応編および防火・救命編などのe-learning
プログラムをあらたに提供する予定です。

安全e-learningプログラムは、学内ネットワーク
のWaseda-netポータル「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）

安全・環境のためのリテラシー

　本学では、利用者に優しいキャンパスづくりの推進に努めており、バリアフ
リー対策を毎年段階的に推進しています。また、キャンパスを利用する学生・
教職員はもとより、学外の来訪者にとっても分かりやすく、かつ、統一感のと
れた案内図や号館サインの整備も併せて実施しています。

受動喫煙防止対策安全e-learningプログラムの提供 〜安全・環境のためのリテラシー〜

利用者に優しいキャンパスづくりの推進

新キャンパス案内図（早稲田キャンパス2号館脇） 階段に併設したスロープ（西早稲田キャンパス）

禁煙サインスタンド
（早稲田キャンパス正門付近）

パーティションとメッセージボード付大型灰皿
（早稲田キャンパス２号館脇喫煙場所）

禁煙メッセージポールとマナー啓発掲示
（早稲田キャンパス22号館前）

喫煙室（早稲田キャンパス6号館地階）

禁煙路面シールの設置メッセージボード両面
（表）喫煙場所マップ　（裏）マナー啓発掲示

教職員による喫煙マナー巡回
（早稲田キャンパス）

01-実験を安全に行うために

04-電気災害防止のために

07-実験系廃棄物の取扱い

10-動物実験を行う前に

02-緊急時の対応

05-高圧ガスの安全な取扱い08-化学物質管理ｼｽﾃﾑの利用方法

11-遺伝子組換え実験を行う前に

03-防災対策

06-化学薬品の安全な取扱い

09-X線・放射線の安全な取扱い　

12-工作機械を扱う際の安全対策

安全e-learningプログラム

1）受動喫煙防止に向け、各キャンパス（早稲田・戸山・西早稲田・東伏見・所沢）を整備

【ご参考】健康増進法（平成14年法律第103号）	
第25条　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公
庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用す
る者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を
吸わされることをいう。）を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。
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学内各所での防災・消防訓練および防災イベントの実施

建物の耐震工事およびロッカーなど什器類の転倒防止工事の推進

　2011年11月25日（金）、西早稲田キャンパスにおいて、５３号館、６５号館
の学生と教職員を対象とした、防災・消防訓練が実施されました。
　はじめに震度６弱の地震発生による防災訓練、そして地震に伴い火災が発
生したことを想定した消防訓練を実施。続いて、負傷者が発生したことも想
定し、学生による応急処置および緊急連絡を実施しました。

　また、新宿消防署、新宿区立防災センターの協力により、起震車による地震
体験、水消火器等使用による消火器の使用方法等の説明が行われました。
　当日は、キャンパス内の多くの学生・教職員が参加し、学生・教職員ともに
防災意識を高めることができました。

　本学では、地震に備えてこれまで全学でロッカーなど什器の転倒防止対
策工事を実施しています。実施対象箇所は、教室や事務所を含め大学の施
設全てとなっており、いつ起こるかわからない地震において、被害を最小限
に抑えるため、今後も引き続き、転倒防止対策工事を実施していきます。

　本学の建物について耐震診断を実施した結果、耐震性が現行の基準に適
合しない建物について、より安全・安心な教育研究環境を提供するために、
建物の耐震改修計画を立て、順次工事を実施しています。
　2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、各キャンパスの建物の
被害状況と安全性の確認・調査を行いました。調査の結果、地震による損傷
によって構造的に著しい被害を受
けた建物はありませんでした。な
お、上層階の研究室において、転
倒防止実施済みにもかかわらず、
書架の転倒が見受けられました
ので、それらについては抜本的な
転倒防止対策工事等を行うことと
しました。

【２０１１年度耐震改修工事】
　前年度からの継続工事として早稲田キャンパス２棟（１号館、７号館）を
おこなっています。
　２０１１年度進めている建物として２５棟、

　・	早稲田キャンパス　６号館、１２号館
　・	喜久井町・材料技術研究所キャンパス　４１-２号館、４２号館、４２-３号館
　・	西早稲田キャンパス　５４号館、５６号館、５８号館、６５号館
　・	高等学院　73-7号館、７４-４号館、７４-１０号館
　・	東伏見　７５号館
　・	本庄キャンパス　９２-８号館
　・	研究開発センター　１２０-１号館、１２０-２号館、１２０-３号館

◆補強では無く建替えを前提に進めている建物
　・	軽井沢セミナーハウス　５棟
　・	早稲田キャンパス　３号館

　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、応急手当ができるよう多くの教
職員が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、学内の63カ所（2012年3月末現在）に設置しており、設置場
所は、以下のＵＲＬで公開しています。

2010-2011年度に実施した主な防災・救命関係の活動（抜粋）
日　時 活動内容 参加者

11'06.06 本庄ＩＯＣ 総合防災訓練 ・学生

11'06.23 西早稲田キャンパス 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'06.23 本庄高等学院 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'06.23 高等学院 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'06.27 高等学院 普通救命講習 ・教職員

11'06.30 教育・総合科学学術院 避難訓練 ・教職員・学生

11'07.01 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

11'07.13 先端生命医科学センター 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'07.28 各務記念材料技術研究所 消防訓練 ・教職員・学生

11'09.08 メディアネットワークセンター 消防訓練 ・教職員・学生

11'09.22 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

11'10.20 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

11'11.02 先端生命医科学センター 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'11.09 本庄ドミトリーＡ/Ｂ棟 通報/消火/避難誘導訓練 ・教職員・学生

11'11.25 西早稲田キャンパス 総合防災訓練 ・教職員・学生

11'11.29 120‐5号館ＮＴＲＣ、ＡＳＭeＷ 総合防災訓練 ・ＮＴＲＣ利用者
・ＡＳＭeＷ利用者

11'12.01 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

11'12.20 先端生命医科学センター 普通救命講習 ・専任教職員

11'12.22 所沢キャンパス 総合防災訓練 ・教職員・学生

防火・救命の体制

大地震に備えて

消防署による救命講習会

AED設置シール

AED本体

２）ロッカーなど什器類の転倒防止工事

１）建物の耐震工事

西早稲田キャンパスでの防災訓練の様子 安否確認報告学生による消火器体験

学生災害ボランティアの活動
　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。
　高齢化がすすむ大学周辺の町は、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な役割を
担います。

　早稲田大学では、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、防災備蓄倉庫の整備、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。
　また、今後起こりうる災害に備え、速やかに災害対策中央本部を設置でき

る体制を整えました。
なお、各自治体とも連携を行い、大地震対応の体制を整備しています。今後
も引き続き対策の見直し・更新等を行うことで大地震対応体制を強化してい
きます。

防災備蓄倉庫（9号館前） 災害用井戸［貯水槽］ 災害対策中央本部の設置風景（大隈会館N2会議室）

大地震対応体制の整備

AED設置箇所一覧
http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/activity/firepre.html

　2011年3月11日に発生した「東日本大震災」は、東北地方を中心に甚大な被害を与えました。東京都内でも被害を受けたこと
を考えると、大学での地震対策も欠かすことはできません。ここでは、大学での取り組みの一部をご紹介します。
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社会への取り組み
　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への取り組みの一部をご紹介します。

　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事が最善と考え、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。
　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全て撤去工事を完了しています。

　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するとと
もに、毎年、保管状況等の届出を行っています。
　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高濃度のPCB入り高圧コンデンサを、2010年9月
に43台、2011年9月に1台、搬出しました。
　搬出対象外とされている蛍光灯の安定器やトランスなどについては、廃棄
処理業者の受け入れ体制・国の方針が整い次第、順次搬出する予定です。そ
れまでは、法に則した適正な保管管理を継続します。

吹き付けアスベスト対策

PCBの適正管理と早期処理

アスベスト

2011年に処理したコンデンサ

学内の保管状況

新緑の早稲田キャンパス
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トピックス１  東日本大震災復興支援室を設置 ～大学の叡智を結集～ トピックス2  ＷＡＶＯＣ、１,400名以上の学生を派遣

　早稲田大学は２０１１年４月８日、東日本大震災から復興を支援するため、
「東日本大震災復興支援室」（室長：鎌田薫	総長　事務局：総務部）を設置し
ました。
　２０１１年３月１１日に発生した大地震は、地震だけでなく大津波と原発の被
害も重なった未曽有の大災害を東日本にもたらしました。早稲田大学も地震
直後に災害対策本部を設置し、各学術院等とも連携をとりながら、学生・校
友・教職員の被災状況の把握に努めるとともに「被害状況による学費等の減
免」などの緊急対応や節電対策等に取り組んできました。
　このたび設置した東日本大震災復興支援室は、災害対策本部の活動とは
区別し、理事や学術院長のほか学内外の専門家を必要に応じてメンバーに
加え、大学の叡智を結集した復興に向けての支援活動を行っています。ま
た、情報のワンストップサービスを目指し、大学ホームページを通して、皆様
への情報の一元化を図ります。	
　早稲田大学東日本大震災復興支援室は、①奨学金制度を中心とした「被
災学生の就学支援」②ボランティア活動や義援金などを中心とした「被災地
域への支援」③「研究を通じた復興支援」の３つを柱に、学内外の専門家を必
要に応じてメンバーに加え、大学の叡智を結集した復興支援に関する取り組
みを行っています。（下図）
　知的共同体としての叡智を結集した学際的な中長期の研究プロジェクト
としては、「早稲田大学	東日本大震災復興研究拠点」（拠点責任者：深澤良
彰・研究推進部門総括理事）を設立。被災地域復興等のための中長期３プロ
ジェクト７課題を採択し、研究・支援活動を進めています。（右表）
　また、本学では、震災直後から教職員や学生が行ってきたさまざまな研
究・支援プロジェクトを通じて得た知見・思索・活動を広く社会に提供し、さら
なる復興支援の一助とするため、本学教員を中心とした執筆陣によるブック
レット（写真）を刊行しています。今後も順次刊行されますので、ぜひご愛読
ください。（お問い合わせ先：早稲田大学出版部　TEL:03-3203-1551）

　早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（ＷＡＶＯＣ）は2011年４
月11日に宮城県石巻市にボランティア第１便として22名の学生を派遣、そ
の後、気仙沼市、宮古市、栃木県益子町、岩手県大槌町などにも活動市域を
広げこれまでに、各種学生サークル・団体の参加も含め、延べ１，400名を超
える学生が瓦礫除去や泥掃除、炊き出しなどの支援活動を行いました。
　「微力だが、無力ではない」を合言葉に、自ら率先してボランティアに参加
している学生たちは、事前にボランティアについての講習を受け、長時間の
バス移動や炎天下での作業にもめげず、被災地復興に少しでも貢献したい
という思いでがんばっています。
　気仙沼市でのボランティアに参加した法学部４年の上戸沙紀さんは「ＷＡ
ＶＯＣのボランティアは、１回で終わるのではなく、１便から２便へ、２便から３

便へ、というように復興へのバトンをつなぎます。東北が完全に復興するま
で、私たちの心のバトンが繋がれていくことを願っています」と話しました。

「東日本大震災復興支援室」3つの復興支援方針

3つの
復興支援方針

奨学金制度を
中心とする

被災学生の
就学支援

研究を通じた
復興支援

ボランティア活動や
義援金などを
中心とする
被災地域
への支援

瓦礫撤去、汚泥かき出しなど
を行っている学生

気仙沼市で汚れた大量旗を掲げる学生と地元の方々。
旗はきれいに洗濯され、早稲田大学に寄贈された

『早稲田大学ブックレット〈「震災後」に考える〉』
シリーズの刊行

・『災害時にこそ問われる学級経営力』
・『災害に強い電力ネットワーク』
・『東日本大震災とコンビニ』
・『学生のパワーを被災地へ！』
・『東日本大震災と憲法』
・『復興政策をめぐる《正》と《善》』
・『0泊3日の支援からの出発』 
・『拡大する放射能汚染と法規制』
・『地方自治体は重い負担に耐えられるか』
・『3.11 津波で何が起きたか』

http://www.waseda.jp/rps/fas/research-expenses/fukkou.html
①医療・健康系復興研究プロジェクト ―震災復興・先端環境医工科学研究所
研究所長：浅野茂隆（理工学術院教授）
研究課題：	大震災がもたらす健康被害の予防へ向けた科学的・社会的対応の

ためのニーズ調査研究

②インフラ・防災系復興研究プロジェクト ―震災復興・複合災害研究所
研究所長：柴山知也（理工学術院教授）
研究課題：東北地方太平洋沖地震津波の被災分析と復興方略研究
連携研究者：香村一夫（理工学術院教授）
研究課題：東日本大震災復旧・復興に向けた環境診断および対策技術の提言
連携研究者：松岡俊二（国際学術院教授）
研究課題：	複合巨大クライシスの原因･影響･対策･復興に関する研究―原子

力災害とリスクガバナンス

③都市計画・社会システム系復興研究プロジェクト ―震災復興・自然文化安全都市研究所
研究所長：中川　武（理工学術院教授）
研究課題：	文化遺産から学ぶ自然思想と調和した未来型復興住宅・都市計画

に関する総合研究
連携研究者：浦川道太郎（法学学術院教授）
研究課題：早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト
連携研究者：早田　宰（社会科学総合学術院教授）
研究課題：	大規模災害への復元力のある新たなグローバル社会システムの再

構築

早稲田大学 東日本大震災復興研究拠点　研究プロジェクト

早稲田大学東日本大震災復興支援室特設サイト
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol-fukkou/

ＷＡＶＯＣ東日本大震災復興支援プロジェクト
http://www.waseda.jp/wavoc/support/index.html

トピックス3 東日本大震災復興支援関連の
公開講演会・シンポジウムを多数開催

教育総合研究所　教育最前線講演会シリーズⅩⅢ　震災と教育 －学び、将来へ伝える－

　東日本大震災後、人々の生活基盤の確保、学校教育の回復、産業の立て直
し、原発問題など、被災地のみならず社会全体を揺るがす課題が続出してい
ます。自然災害は必ず繰り返されますが、震災から得た教訓はいかに未来に

活かされるか？　震災を１つの「学び舎」として、現状を様々な視点から分析
し、時代や地域を越えて防災・減災の知恵を伝える道筋を探るべく、３先生の
講演に学生ボランティアの報告を加えて企画しました。

　東北地方太平洋沖地震津波は、大きさが予想をはるかに越えたため、各地
を呑みこみました。防潮堤などの構造物で居住地を守ることは無理であり、
全国的に防災計画が練り直されています。技術者に求められるのは「安全神

話」を作り上げる論理体系の構築ではなく、予測の不確実性を含めた減災策
の効果とその限界を地域住民に説明し、科学技術への信頼性を高めていく
ことです。

　東日本大震災を機に、寺田寅彦の先見性に満ちた災害考察が注目をあつ
めています。「地震雑感」「津波と人間」などの文章をもとに、「正当に怖がる」
ことの難しさと教育の果たす役割を考え、この「原因の複雑な、そしていわゆ

る“偶然”の支配	を免れがたい現象」といかに向き合うか、我々の人生のは
かり難さにも通底する問いを見つめます。

　予期せぬ事件、事故に遭遇すると心がショックを受け様々な反応を生じま
す。特に自我や現実検討力が育っていない幼児や小学校低学年の児童は、
何が起こったのか、これからどうなるのかの見通しを立てにくいためにトラウ
マを抱えやすくなります。反面、子どもの回復力は優れているため、早期に

対応できれば回復も早まります。震災時に子どもたちがどのような反応を示
したのか、その子どもたちに保護者や教職員としてどう接してゆくとよいの
か、危機場面に強い子どもを育てるにはどうすればよいのかについて考察し
ます。

１）災害調査から学ぶ減災のあり方と、技術者の役割

2）寺田寅彦は忘れた頃にやってくる　－天災と人間･教育－

3）災害後の子どもの心のケア　－苦難とともに生きてゆく力を育てるために－

パネルディスカッションの様子開催ポスター

（2011年12月17日(土)　早稲田キャンパス小野記念講堂）

◎東日本大震災を扱うセミナー等が学内で頻繁に開催される中、本講演会では本学や他大学の学生の他、学外
の一般の方など多数のご来場があり、パネルディスカッションでは参会者より問題提起が活発になされました。
また、回収したアンケートでは、①震災復興へのサポートを真剣に再検討されようとする決意②震災における
教師、市民の役割について再考する必要性の提議③発表した学生たちへのエールなど、様々な意見が集まり、
実りある催しとなりました。今後も本研究所では様々な社会事象を“教育”の切り口で考えていきます。

早稲田大学教育総合研究所ＨＰ
http://www.waseda.jp/kyoikusoken/

東日本大震災復興支援に関する各種行事
http://www.waseda.jp/em/geje/events.html

理工学術院教授　柴山 知也氏

高知工業高等専門学校	准教授　細川 光洋氏

教育・総合科学学術院教授　本田 恵子氏

　東日本大震災以降、学内各箇所にて復興支援に向けた公開講演会やシンポジウムが学内各所で多数、開催されています。今回
は、2011年12月17日(土)に開催された講演会「震災と教育―学び、将来へ伝える―」（早稲田大学教育総合研究所主催）につい
て概要をご紹介します。
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　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。

　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成果を広
く社会に開放することを目的に1981年に発足しました。同センターが主催
するノンディグリーの講座をオープンカレッジと称し、早稲田校、八丁堀校の
２箇所で、春・夏・秋・冬の４学期制のもと、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。
　また、「いつでも・どこでも・なんどでも」をキーワードに、２００９年よりイン
ターネットを介したeラーニング講座を実施、教養やビジネスなど２５講座を
展開しています。

　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、地域交流などをテーマとしたイベントで、全国物産展や模擬店も多数
出店されます。
　早稲田青空古本祭は、高田馬場・早稲田周辺の古書店が早稲田大学の

キャンパス内等で開く古本市で、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。

公開講座・生涯学習

地域と共に

早稲田文化の発信拠点として

商店街等による「早稲田地球感謝祭」
（早稲田キャンパス）

早稲田大学界隈

生涯学習の拠点、エクステンションセンター（早稲田校本館）

早稲田周辺の古書店による
「早稲田青空古本祭」（早稲田キャンパス）

　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、普段は聴くことが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。

公開講座・シンポジウム

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〜

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〜

いつまでも学び続けたい！ 〜エクステンションセンター〜

演劇博物館全景

小面 歴代ゴジラ資料 「あしたのジョー」セル画 アニメ関係図書般若面

「明暗」（横山大観・下村観山）
2号館（旧図書館）のために制作された壁画の大作

會津八一記念博物館展示室

會津八一の書「学規」 駱駝・駝丁俑（唐）
中国の古美術資料（會津コレクション）

アットゥシ（樹皮衣）
アイヌの民族衣装

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

早稲田大学エクステンションセンター
http://www.ex-waseda.jp/

　早稲田大学は文学・演劇・芸能・美術・音楽などの芸術分野において、実に多くの傑出した人材を輩出してきました。その活躍や
功績は日本有数であり、また、文芸分野での研究も盛んに行われてきました。いつの時代も早稲田大学には「文化の潮」が渦巻い
てきました。
　そのような創立以来の歴史の中で、蓄えられた貴重な文化資源が本学には多数あります。国宝２件、重要文化財７件、重要美術品
８件を含む図書資料、美術品、書画、博物資料、映像資料、記録文書類など約５００万点以上を有しており、教育・研究に活用すると
共に、坪内博士記念演劇博物館や會津八一記念博物館などで広く一般に無料で公開しています。
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　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」をめざ
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。
　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2011年で24回を数え、参加者は述べ17,000名に達し
ます。参加した子ども達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。

第24回ユニラブ実験項目
しゃぼん玉のふしぎ！！ 超音波や色分けで心臓をみてみよう
とびだす絵をつくろう 地震の揺れを見てみよう
不思議なプロペラを作ろう！ 工作機械を使ってホイッスルを作ろう！
めざせ！風力マスター！！ 体とコンピュータを繋げてみよう！

「おわんくらげ」　光る！　不思議 アミノ酸の結晶をつくって顕微鏡でのぞいてみよう！
LEDキャンドルを作ろう！ 手作りモーターで電気の力を知ろう
きみたちの力で,発電させよう！ 非球面レンズを作ろう！～歪みのないレンズ～
ろうそくの火で動く船－ポンポン船を作ってみよう 生物多様性カードゲーム「riqueza」 （リケザ）
魔法のコンピュータツールを使って楽しく遊ぼう！ 地球環境にやさしいポンプをつくろう
水陸両用のホバークラフトを作り，機械のしくみを学ぼう 生物の設計図DNA

　環境・エネルギー研究科では2005年の理工学研究科環境・エネルギー専
攻の設立時から毎年、夏休みに本庄地域の小中学生を対象に本庄ユニラブ
を開催しています。これは環境・エネルギー研究科の教育研究の一端を子ど
もたちに知ってもらうことはもちろん、ものづくり体験や楽しく実験をするこ
とを通じて科学や環境に対する興味を持ってもらうことを目的としています。
　自然体験や環境問題に対する知識の獲得だけでなく、日常の生活の中で
環境に配慮した行動をとることが求められる中、単に自然体験だけで終わら
ない環境学習の開発・実践は大きな課題となっています。そこで、知識や体験
に終わらず、「行動の変容」を目指すプログラムの開発を推進しています。参

加した子どもたちは本庄キャンパスの設備、そして豊かな自然環境を大いに
活用し、身近にある環境・エネルギー問題について実験をしながら体験的に
学びます。テーマも多岐にわたり、エネルギー問題、ごみ問題、自動車、船、家
電、料理などの人の生活に関わるさまざまなプログラムを開発しています。
　さらに、2009年度から地域を題材にした環境・エネルギーに関する
CATV向けの番組を制作しています。番組企画はもちろん本庄地域の現地
踏査・関係者や専門家への取材・編集まですべて学生が行い、本庄CATVと
新宿CATVで放送しています。

　街の景観、憩いの場、防火、ヒートアイランドの抑制など、緑地や木々には
さまざまな効用が期待されます。
　早稲田大学の早稲田・戸山・西早稲田キャンパスは、新宿区という市街地
にありますが、みどりを大切にしています。本学では、キャンパスの景観や学
生・教職員の憩いのためだけでなく、街の景観が美しくなり、大学の周りにお

住まいの方々や早稲田の街を訪れる方々の
憩いの場になることを目指しています。大隈
記念講堂前のヒマラヤスギは新宿区の「みど
りの新宿30選」にも選ばれています。

　社会連携推進室は、社会と大学との新しい連携モデルを創出することを
目指しています。そのために、①社会と大学のリソースをコーディネートす
る、②社会が大学に参加し、大学が社会に参加する仕組みを作る、③学生が
社会というフィールドでいろいろな人々とともに学ぶ教育プログラムを作
る、④社会、地域をフィールドにした研究・教育・人材交流の場を創出する、な
ど、大学が持っている教育力を社会が活用する仕組を作りながら、さまざま
なプロジェクトを進めています。
　例えば、奈良県との連携事業では、教員と学生が奈良の地域に入り込み、
地元の人々と交流することから得られる研究成果を奈良県にフィードバック
しています。
　西東京市とは、市・教育委員会・早稲田大学高等学院との連携により「理
科・算数だいすき実験教室」を西東京市の小学生向けに行っています。高等
学院の教員、学生、子どもたちが交流し、ともに成長するプロジェクトとなっ
ています。

　また、中野区と連携実施している、区内の事業所経営者を対象にした講座
「経営パワーアップ塾　経営学び座なかの」は、企業の活性化を図るととも
に、経営者同士の自立したコミュニティを創造し、互いを高め合えるような
ネットワークを築いてもらうことを目的としています。
　このようなプロジェクトをはじめ、自治体、地域、企業といった社会や人々
を結びつけて、お互いがWin-Winの関係を構築していく新たな連携事業を
展開しています。

　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。

■	早稲田キャンパス
2007年12月に国の重要文化財に指定された大隈講堂（2007
年10月、改修工事完了）、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紹介しています。
■	学生会館＆戸山キャンパス
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紹介もしています。
■	西早稲田キャンパス（旧・大久保キャンパス）
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、
気軽に参加できます。

　立ち並ぶ校舎と往来する学生で過密気味の早稲田キャンパスを抜け
て、大隈記念講堂前の広場を横切った先にポッカリ広がる緑の空間が、こ
こ大隈庭園です。昼休みともなれば、敷石の小径が延びる芝生や木陰の
そこかしこに学生たちの輪ができます。もともとは高松藩主松平讃岐守
の下屋敷の名園。江戸の面影を残す和様四条家風の作庭であったもの
を、ここに居を構えた大隈重信が、自然を生かした文人風の和様庭園に改
造したものです。大隈の没後、その遺志により邸宅とともに大学に寄贈さ
れた庭園は、終戦の年に空襲で廃燼に帰しましたが、その後、大学の努力
と校友の尽力などにより今の姿に復旧、整備され、戦火をのがれた大隈手
植えのクスノキもそよぐ風に葉を揺らしています。

　現在、開園日には無
料で開放されており、学
生の他、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
方の憩いの場となって
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。1～3月は閉園。
　但し、天候等により開園しない場合もあります。

社会とつなぎ、新たな価値を創造する　〜社会連携推進室〜

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

みどりの多い早稲田

◆大隈庭園の開放

西東京市連携事業「理科・算数だいすき実験教
室」（会場・高等学院）

「経営パワーアップ塾　経営学び座なかの」
（会場・中野区役所）

小中学生のための科学実験教室 ユニラブの開催

ユニラブ2011 （理工学術院主催 2011.8.9開催）

本庄ユニラブ2011／本庄CATV番組作成 （環境・エネルギー研究科、環境総合研究センター主催 2011.8.6開催）

地域の小中学生に理科の楽しさを伝えたい

本庄市周辺地域のシーズを出発点とした環境・エネルギー問題の実体験等を使った学び

スターリングエンジンカーを走らせよう。

レッツエコクッキング!!

番組プログラム

・省エネ家電ってなに？～省エネ家電の勧め～
・里山最前線
・本庄市における地中熱の多目的可能性
・ためしてなっとく！！これであなたもエコ大臣
・最先端の省エネ住宅
・Fun	Farming　ほか２３番組

ユニラブプログラム

・電池とエネルギーこうかん-本庄電池選手権！-
・「おいでよ！ゲーム機の中へ」
	-充お兄さんとゲーム機を分解して中身を見てみよう-
・流しそうめんから学ぶ水力発電
・空気の汚れをはかってみよう！

・ソーラーメロディー-太陽を奏でるオルゴール-
・実験とゲームで学ぶプラスチック分別方法
・お米やとうもろこしで燃料や製品ができる！？
・冷蔵庫のヒミツ～どうして冷えるの～
・レッツエコクッキング!!　ほか６９プログラム

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

http://www.youtube.com/watch?v=WWueODODTgE 

http://www.youtube.com/watch?v=VErBrgelNic
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