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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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25キャンペーンに参加
しています。



総長メッセージ

早稲田大学総長

　2011年3月11日の東日本大震災と原発事故は、その被害の甚大さによって私たちに大
きな衝撃を与えただけでなく、科学技術や社会システムのあり方、研究者の社会的役割、さ
らには私たちの生き方そのものについて深刻な反省を迫りました。
　こうした困難な時期であればこそ、長年にわたり真理を探究し続けてきた大学が、新しい
時代に即応した文化・社会・科学技術のあり方を提示すると同時に、次の時代を切り拓き牽
引していく地球市民を育成していくことが求められています。
　近年において早稲田大学は、日本の大学という存在を超えた、グローバルユニバーシティ
としての「ＷＡＳＥＤＡ」の構築に向けて、グローバル化対応の促進、学部の壁を越えた全学的
な基盤教育の拡充、学際研究の推進など目覚ましい発展を遂げつつあるものと考えます。
しかし、このような発展に甘んずることなく、創立150周年を迎える20年後の2032年に本
学がどのような姿であるべきかを見据えた中長期計画、「Waseda�Vision�150」を策定し
ました。

　そこでは、「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という建学の精神を踏まえて、①世界中から世界に貢献する高い志を
持った学生が早稲田に集い、②世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究が行われ、③早稲田大学の卒業生（校友）が世界の
至る所で、また、あらゆる分野でグローバルリーダーとして社会を支え、かつ、早稲田大学と緊密な協力関係を築いており、そして、
④早稲田大学がアジアのモデルとなりうる運営体制を確立している、という姿（ビジョン）を思い描き、１３の核心戦略とそれを実現す
るための７６のプロジェクトが示されています。
　その中で環境・安全分野に関しては、地球温暖化対策や大規模災害対策など「環境・エネルギー」及び「防災・安全」が重要なグロー
バル課題であることから、新たな教育・研究分野への挑戦として、これまでの環境問題等、文理融合型横断的分野の教育・研究の展
開をさらに拡充・推進し、人文・社会・自然科学を横断する新たな学問領域の創出に努めていきます。また同時に、これを推進するた
めに若手研究者の養成と対外連携強化の仕組みの構築に取り組んでいきます。

　研究・教育活動が展開される現場においては、“環境保全・安全確保”に関わる課題は常に存在しています。アジアのリーディング
ユニバーシティとして世界に貢献する大学を目指す本学では、私立大学としてはいち早く、1979年に環境保全センターを設立し、
実験系廃棄物の適正処理や化学薬品の安全管理を行ったことをはじめとして、リサイクルの促進、省エネルギー（地球温暖化防止）・
省資源活動などの環境への取り組みを全学で積極的に行ってきました。また、安全・安心・快適なキャンパスの実現のため、事故を未
然に防ぐための教育や意識の啓発は言うに及ばず、万が一、災害が発生した際、適切に対応できるような様々な安全への取り組みも
行っています。例えば、昨年4月、大学では先駆的な取り組みといえる、「防火・防災教育用e-ラーニングビデオ」（日本語・英語版）を
制作し、学内ネットワーク上での配信を開始しました。学生が視覚的な防災教育を受けることで、大地震などの災害発生時に慌てず
に最適な対応ができるようになることが期待されています。
　このように、進取の精神をもって、教育・研究の根幹である環境・安全に積極的に取り組んできたことは、早稲田らしい環境・安全活
動の特徴といえ、今後も一段とその活動を前進させていきたいと考えています。

　本環境安全報告書では、本学の日々の環境・安全への取り組み、また、近年、本学が取り組んでいる社会貢献のいくつかの代表的
な事例をご紹介しています。
　本報告書により、皆様のご理解を深めていただければ幸いです。

２０１3年３月
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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。

環境・安全報告書の作成にあたって

【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・安全・社会貢献への取り組みを
わかりやすく伝えることを目指しています。
なお、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。
http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/report/

【報告対象期間】
１）電気使用量等の定量的データ：2011年度（2011年4月～2012年3月）
２）記事・トピックス等の各取り組み紹介：2012年度（2012年4月～2013年3月）

【発行】
2013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/
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早稲田大学の概要

【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、校歌制定

1913年（大正2年） 早稲田大学教旨制定

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
高等学院中学部開校

2011年（平成23年）東日本大震災復興支援室設置
早稲田大学�東日本大震災復興研究拠点設立

【キャンパス等】
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

【学部等】
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、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、[通信教育課程]人間科学部eスクール

【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、国際コミュニケーション研究科（2013年度開講）

【専門職大学院】
商学研究科ビジネス専攻（ビジネススクール）、公共経営研究科（2012年度から
募集停止）、政治学研究科公共経営専攻（公共経営大学院）、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（初等部・中等部・高等部）、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（2012年5月1日現在）】※(　)内は、女性で内数。
■学部学生� 44,756人(15,894人)
　※うち外国人学生（科目等履修生などを除く）��1,706人
■大学院学生
　　修士� 5,304人(1,616人)
　　専門職学位� 1,874人(497人)
　　博士� 2,179人(793人)
　　　計� 9,357人(2,906人)
　※うち外国人学生（科目等履修生などを除く）��修士1,369人　博士600人

【教職員数（2012年4月1日現在）】※(　)内は、女性で内数。
■教員
　　専任、任期付および専任扱い� 2,151人(330人)
　　非常勤� 4,261人(993人)
　　　計� 6,412人(1,323人)
　※�専任、任期付および専任扱い:�教授、特任教授、准教授、専任講師、助教、教諭、
助手、教授（任期付）、客員教授（専任扱い）、研究助手等

　※非常勤：�客員教授（非常勤扱い）、客員講師、非常勤講師等

■職員
　　専任� ���810人(185人)
　　嘱託� ���406人(248人)
　　　計� 1,216人(433人)

【校　　友】　約58万人
【帰属収入】　約968億円（2011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
【図　　書】　約536万冊
【早稲田大学組織図】　※2012年4月1日現在
http://www.waseda.jp/common/pdf/organization.pdf
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早稲田大学の2011年度環境負荷の状況 （2011年4月～2012年3月）

●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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●西早稲田キャンパス
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１）�温室効果ガスの排出総量〔CO₂ｔon）換算〕と�
床面積あたり排出量（kg/㎡）

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�2010・2011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傾向にありますが、高効率な設備の導入やこまめな消灯の
励行などの節電対策の徹底により、床面積あたりの排出量は着実に減少しています。

注１）正門、北門、西門周辺の大学所有の建物を含む。

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）

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）

2012年4月～ ・�本庄高等学院95号館　※P.16参照
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大学が運行する「連絡バス」のアイドリングストップ

　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、継続的な環境負荷低減と環境保全活動に取り組みます。

環境への取り組み
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●削減目標
2010年の使用最大電力から、原則10％削減�
ただし、西早稲田キャンパスは、2010年度の最大電力から、原則15%削減

●基本対策
対象期間：�6月18日（月）～8月2日（木）（前期授業期間終了時まで）�

①早稲田キャンパス
②戸山キャンパス
③西早稲田キャンパス
④所沢キャンパス

⑤総合学術情報センター
⑥１２０号館
⑦早稲田大学高等学院

共用ホールでの照明の間引き
（早稲田キャンパス）

節電・省エネポスター

節電の啓発掲示
（大隈会館）

具体的な節電対策

エネルギーの見える化　～キャンパス毎の電力使用量グラフを大学ホームページに掲載～

地球温暖化対策および省エネ・節電の観点から
以下の取り組みにご協力願います

空調機器による
室内温度の季節設定

☆次のような環境保全活動にもご協力願います。

【廃棄物の減量】 ○印刷・コピーをする時は、できる限り両面コピー  ○裏が白い紙は、試し印刷、メモ用紙などで利用
【リサイクル】 ○ダンボール／雑誌・冊子・本／新聞は各々分別　○OA 用紙などは専用の「紙類リサイクル袋」に廃棄
【グリーン購入】 ○エコマーク・グリーンマークのついている物品など環境配慮型の製品を優先的に購入 etc
▼詳細は、http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/activity/action.pdf をご参照願います。
　「早稲田大学環境宣言」http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/system/declaration.html

クールビズ＆
ウォームビズの励行

節電モード

See You

昼食・休憩時には
照明も体もスイッチOFF
（業務に支障のある箇所を除く）

RELAX

NOBODY

退出時には
不必要な電源は全てOFF

誰もいない時間、
場所ではスイッチOFF

短時間の離席でもスリープに
長時間ならシャットダウンを

残業時には不必要な
エリアはスイッチOFF

プリンター・コピー機などの
節電モードを活用

トイレの使用後は
必ず照明スイッチOFF

照明 空調

事務機器等
9％

5％ 1％

53％32％

昇降設備

85％

本学文系
建物の
エネルギー
消費割合

シャットダウン
スリープモード

ZZZ ...

地球温暖化対策および省エネ・節電の観点から

時間別電力使用量（速報値）をホームページに掲載 日別最大使用電力の推移をホームページに掲載

トピックス1 本学の環境への取り組み

１． ２０１２年夏の節電対策

≪空 調≫ 
・空調温度の原則28℃設定�
※猛暑が予想される場合は、授業開始前より教室の空調運転を開始。�
※試験期間中の教室については、柔軟に個別対応する。�
※熱中症対策等、学生・教職員等への健康配慮を十分に行うものとする。
≪照 明≫�
・照明器具の間引きの継続�
・不要照明。消灯の徹底（休憩時の一斉消灯含む）�
≪その他≫�
・「クールビズ活動」（ノーネクタイ・軽装での勤務等）の実施�
※クールビズ活動は、6月1日（金）～9月28日（金）で取り組む。

基本的な節電対策

　2012年の夏も政府より、電力需給の逼迫に伴う全国的な節電
が要請されました。�
　これを受け本学でも、大学全体としての電力削減に向けた、より
積極的な取り組みが必要であるとの認識から、従来からの地球温
暖化抑制のための省エネルギー対策に加え、自主的な数値目標を
設定し、期間限定（約1か月半）の節電対策に取り組みました。
　契約電力500kW�以上の大規模キャンパスについては、学生や
教職員が電力使用状況を一目で確認できるように、昨年同様、1時
間ごとの電力使用量等のデータを大学ホームページで公開しまし
た。これにより、直前の電気使用量がわかるため、使っていない部
屋の照明を消したり、エアコンを切るなど、効率的な節電目安とす

ることが可能となりました。
　また、7月には、学生と連携し、毎年恒例の「打ち水大作戦」を従
来の早稲田キャンパスの他に、あらたに戸山および西早稲田キャ
ンパスでも開催。ヒートアイランド現象軽減と電力エネルギーの節
約を学生・教職員に訴えました。
　これらの取り組みの結果、最大電力が目標値を超えることなく
期間終了となりました。
　今後も引き続き、学生・教職員一人ひとりの理解と協力を得な
がら、節電・省エネルギー推進活動に大学全体で取り組んでいき
ます。
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　社会科学部が設置する双方向型の実習授業科目「参加のデザイ
ン技術」（担当：卯月盛夫教授）のワークショップにおいて、「キャンパ
スにおける喫煙スペースのあり方」がテーマとして取り上げられま
した。
　本学では、受動喫煙防止の観点から、喫煙所の整備等を行ってき
ましたが、今回、このテーマを取り上げた学生グループは、事前調
査として担当部署である総務部環境安全管理課を訪問し、本学に
おけるこれまでの喫煙対策の現状や課題等について取材を行うと
ともに、学内喫煙所での一般学生へのアンケート調査等も実施し
た上で、学生ならではの斬新な提案発表を行いました。

　学生グループからは、「喫煙スペースのレイアウト変更」や「雨天
対策としての屋外喫煙所への屋根の設置」等が提案され、活発な
意見交換が行われました。本学としても今回の学生の提案を参考
にしながら、今後、学内における受動喫煙防止に向けた整備を推進
していきます。
　なお、このワークショップで取り上げられた学生グループの提
案には、喫煙スペースに関するテーマ以外のものもあり、プレゼン
テーションの場に同席した本学の関連部署の職員も学生たちの提
案に真剣に耳を傾けていました。

喫煙所（15号館裏）でパネル形式により実施した
アンケート

学生によるプレゼンテーション

　本学では、多くの学生が通学等の移動手段として自転車を使用
しているため、各キャンパスに駐輪場を整備しています。しかし、在
学中に壊れてしまったり、卒業時に不要となったという理由で放置
されることが多く、問題となっています。
　放置自転車は駐輪場スペースを圧迫し、あふれた自転車は、目
や体の不自由な方をはじめ、歩行者の安全な通行の妨げになるほ
か、災害時や緊急時の交通の障害となります。

　学生の皆さんには、一人ひとりがマナーを守り、自転車の放置を
しないよう、責任ある行動が求められています。
　なお、本学では、放置自転車は警告票で一定期間の告知や所轄
の警察署での盗難照会など必要な手続きを行った後、業者を通じ
て、リサイクル（リユース）されています。

■ 2012年度早稲田大学各キャンパスでの撤去状況
撤去日 キャンパス 台数

2012年3月14日 戸山キャンパス 自転車�158台
2012年6月�7日 早稲田キャンパス 自転車�143台�・� バイク1台
2012年7月�5日 東伏見キャンパス 自転車� 58台�・� バイク1台
2012年9月10日 西早稲田キャンパス 自転車� 95台�・� バイク1台
2012年10月30日 早稲田キャンパス 自転車�148台

計 自転車�602台�・� バイク3台

大学構内に放置された自転車 撤去の様子 駐輪場（早稲田キャンパス17号館横）

学生チームによる発表テーマ
①喫煙所「早稲田喫煙所問題　～１１・１５号館裏を考える～」
②１４号館「ワセ芝～創造的コミュニティスペースデザイン～」
③９号館「ここはまだすいている　～９号館前改造プロジェクト～」
④屋上「屋上緑化、しよっか？」
⑤南門「南門通りを！」

3. 放置自転車対策

2. 学生による本学喫煙スペース等に関する検討
　 ～社会科学部設置科目「参加のデザイン技術」（担当：卯月盛夫教授）との連携
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アトム通貨プロジェクトとは
　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9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、
様々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、様々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。2012年度（第9期）
現在、全国11支部でアトム通貨が流通しています。

　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。このイベ
ントは、学生たちに身近なエコ活動である打ち水を体験してもらい、エコや
節電について考えてもらおうというものです。参加者にはアトム通貨が配布
されます。
　8回目となる2012年度は規模を拡大し、7月第1週の3日間にわたり、早
稲田・戸山・西早稲田の3キャンパスで開催しました。約400名の学生が参加
し、3日間を通して大きな盛り上がりを見せました。会場周辺では打ち水によ
り気温が2～3℃低下したような束の間の「涼」を感じることができました。
　今後もアトム通貨は、大学生はもちろん、地域の方々にとってエコ活動が
身近なものとなるよう取り組みを続けてまいります。

　アトム通貨は、早稲田・高田馬場地域に約200の加盟店があります。この
加盟店では様々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
域で日常的に参加できる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
を使って頂くだけでなく、運営する学生事務局スタッフも、街に出て行き一
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、地球環境に優しい街が形成さ
れていきます。

トピックス2 学生による主体的な環境保全活動

地域でのエコ活動の促進

災害用井戸水を利用し、早稲田打ち水大作戦を3キャンパスで実施

早稲田キャンパス 西早稲田キャンパス戸山キャンパス

アトム通貨プロジェクト公式サイト http://atom-community.jp/

第９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3年）

 
©Tezuka��Productions　※アトム通貨公式ホームページより転載

©Tezuka��Productions　※アトム通貨公式ホームページより転載

１． WAVOC公認「アトム通貨プロジェクト」の環境活動

アトム通貨の各支部
●早稲田・高田馬場支部
●川口支部� ●札幌支部
●仙台支部� ●新座支部
●和光支部� ●八重山支部
●春日井支部� ●新宿支部
●安城支部� ●女川支部
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2. WAVOC公認「難民交流プロジェクト」の環境活動

１）難民フェスタ来場者合計
開催日 イベント名 人数

11月19日～23日 模擬難民キャンプ 180
11月19日～23日 衣料品回収 161（郵送8）
11月16日 ICCランチ 15
11月21日 ICCトークセッション 61

計 417

２）2012年度衣料品回収合計
開催日 イベント名 回収数（着）

3月21日 WAVOC卒業パーティー 50
4月21日 学生団体合同説明会 53
4月26日 「全商品リサイクル活動」講演会 172
5月11日 春のボランティアフェア2012 139
5月30日～6月1日 衣料品回収イベントin�Waseda 1,933
7月1日 第9回「世界難民の日」フットサル大会 272
11月19日～23日 難民フェスタ＠早稲田大学 2,844

計 5,463

WAVOC公認�難民交流プロジェクト
井上 文（文学部３年）

　難民交流プロジェクトでは2012年、新たな取り組みとして衣料品回収プ
ロジェクトを実施しました。このプロジェクトは、早稲田大学内で学生や教
職員の方々から不要になった衣料品を集め、深刻な衣料品不足に陥る海外
の難民キャンプに送るというもので、株式会社ファーストリテイリング・学生
団体J-FUNユースとの協力のもと実施に至りました。難民交流プロジェク
トは、難民フットサル大会の開催などを通して難民の方々と交流し、難民問
題への理解の輪を広げることを目標に活動しています。難民問題について
様々なお話を伺う中で、また、実際に難民キャンプの状況を目にすることで、
難民キャンプに暮らす人々を取り巻く、決して恵まれているとは言えない環
境を何とか少しでも改善できないものかと考えさせられました。そこで、私
たちは「衣・食・住」のうち特に「衣」に着目し、今回の活動を進めてきました。
5月30日～6月1日の3日間、11月19日～11月23日の5日間、早稲田キャン

パス10号館前にブースを設置し、衣料品を持参してもらえるよう呼びかけ、
同時に講演会やその他展示等のイベントを行いました。結果として、これら
の一連の活動を通して5,463着もの衣料品を集めることができました。通
常ならばゴミとして捨てられるはずの衣服を本当に必要としている方に送る
ことによって新たな価値を生み出し、環境問題の一片に貢献できるだけでな
く、日頃私たちが忘れがちな「モノの大切さ」を多くの人に改めて感じてもら
えるきっかけとなったと感じています。
　これらの活動を通じて、着なくなってしまった衣料品も、少し見方を変え、
行動すれば誰かの生活を少しでも良くするきっかけとなるかもしれないと気
づかされました。

2012年活動実績

「全商品リサイクル活動」衣料品回収イベントの実施

難民交流プロジェクト公式サイト
http://nanmin-kouryu-pj.jimdo.com/

破れ・しみなどで支援衣料として適さない衣料品は、工業用繊維などにリサイクルされています

古着衣料品の回収

難民交流プロジェクトとは
　平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)公認の「難民交流プロ
ジェクト」は、①「祖国での迫害を逃れて来日し、収容や裁判、強制送還の
恐怖と闘いながら暮らしている在日難民の方々に日々のストレスから少
しでも解放できるような楽しい時間を提供する」、②「難民問題に対する
関心を広める」の2つを理念として年間を通じて難民の方との交流を通じ

た様々な活動を行っています。�具体的な活動内容は、国連が定める「世
界難民の日(6月20日)」を記念したフットサル大会の企画運営と、その他
各種イベントを通じての難民の方々との交流、そして、難民キャンプで服
を必要としている方へ送る衣料品の回収を通じた学生への難民問題の
広報活動です。
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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月のサークル新歓期のゴミ問題を解決するため
の取り組みです。サークル数が非常に多く、毎年膨大な量のビラが
ゴミとして排出される早稲田大学にはまさに必要な活動と言える
でしょう。“レレレ”には３R�(Reduce,�Reuse,�Recycle)�の意味が
込められており、ビラを拾うことで学生にビラの過剰生産のアピー
ルを、また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、それぞれ行っております。
　２０１２年度は、環境ロドリゲスが中心となり、約２５０のサークル団
体が不要としている、あるいは学生が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。さらに、随時拾ったビラの
枚数を数値化し発信することで環境意識の向上を図りました。

■ 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な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より多くの人に見せ、新入生に対しては
ビラを道に捨てないように、在学生にはビラを配り過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いただきます。

■ 今後の展望
　新歓レレレ隊による活動を今後も続けていくことで、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。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く所存です。そのた
めに現在では、新歓期にビラを使用するのであれば、サークルごとに発行す
るビラの枚数や大きさを制限したり、または紙資源ではなく電子媒体を用い
た新歓活動を勧めたりといった案を検討しています。

■ 活動スケジュール
�１２月� 学生生活課との打ち合わせ�【大学との連携】
� ２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】
� 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

3. 早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲスの環境活動

早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス第１５期幹事長
田口 真（先進理工学部応用化学科２年）

回収したビラはジャンル毎に分別・再配布しており、落ちていたビラ枚数も掲示しています

4月のサークル新歓風景（早稲田キャンパス）

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―

早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス公式サイト http://rodo.jp/
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最終発表会（国立オリンピック記念青少年総合センター）

合宿によるビジネスモデルの策定 企業によるアドバイスタイム 全国の大学から参加した学生の皆さん

　em� factory2012では、上記の企業に課題を提供してもらい、
ひとつの企業につき５～６人の大学生・大学院生がつき、プラン策
定を行いました。プランを策定するにあたって、プランの実現性を
上昇させるために企業アドバイスタイムとコンサルタントタイムと
いうものを設けました。企業アドバイスタイムとは、コンテスト中に
各企業の社員の方に来てもらい、課題に関する詳細な説明や参加
者の疑問に答えていただいたりしました。コンサルタントタイムで
は、チームごとにプロであるコンサルタントの方を招き、様々なア
ドバイスをもらいました。
　コンテスト終了後も、プランの実現性を高めるために私達の活
動は続きます。優勝チームであるセイコーエプソン株式会社チー
ムは、3ヶ月ほどプランをブラッシュアップした後、本社にて社内プ
レゼンをしました。準優勝チームである三信化工株式会社チーム
も、社内プレゼンに向けてブラッシュアップを続けています。この
他に、株式会社JTB法人東京チームが当コンテストで出来たプラ
ンと共に早慶明対抗新事業提案コンテストへ出場しました。予選通
過後、本選は5位という結果でした。

　em�factoryという名称は、ecoなmoneyを作り出すfactoryか
らとっています。
　その名のとおり、私たちは、学生による「”環境”と”ビジネス”の
両立」をミッションとして環境問題の解決に貢献するビジネスモデ
ルを生み出し、それを社会に提案する活動を行っています。
　em� factoryは、毎年「全国学生環境ビジネスコンテスト」という
イベントを開催しており、2012年度で第9回目となりました。
　環境問題の解決方法としてボランティア活動では、短期間で成
果を得られるものの、寄付などで成り立っていることが多く金銭面
で不安を抱えています。一方、企業のCSR活動は、規模は大きいが
活動が企業の負担になっています。これでは、持続可能な環境活動
は困難です。しかし、もし環境活動を事業化できれば、これらの問
題点を解消できるのではないかと私たちは考えました。そこで、企
業から実際に抱えている環境に関する課題を提示してもらい、そ
れを解決するプランを全国から募った学生が考えるという形でコ
ンテストを開催しています。

em�factory
澁谷 裕香子（政治経済学部経済学科2年）

��2012年度の活動の柱

●�学生に環境ビジネスの実際を学び、難しさを知り、それを突破す
る場を創る
●�企業に実際のビジネスとして、実行できる学生のアイデアをもら
う場を創る
●�社会に、環境を改善する実行力を持った学生の輩出とビジネス
を提案、実行する

全国学生ビジネスコンテストem factory2012概要
開催日：�平成24年9月11日（火）～16日（日）
場　所：�国立オリンピック記念青少年総合センター［東京代々木］
参加者：�全国の大学生、大学院生　計41人
課題提供企業
三信化工株式会社、株式会社JTB法人東京、清水建設株式会社
セイコーエプソン株式会社、株式会社日清製粉グループ本社
日本グリーンパックス株式会社、本田技研工業株式会社　以上7社

em factory公式サイト
http://www.wb-emfactory.jp/

em�factory�［エム�ファクトリー］とは

eco�な�money

＝

環境配慮を付加価値とする�money

＝

環境問題の解決に貢献するビジネス

4. em factoryによる全国学生環境ビジネスコンテストの開催
　  ～ビジネスという切り口から環境問題の解決に向けて～
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延焼防止のための防火帯天然林を結ぶ緑の回廊づくり

人間科学学術院
森川 靖�教授

　途上国の荒廃地緑化はなかなか成功しません。植える・燃える、
の繰り返しです。最初、荒廃地に緑化プロジェクトが入ります。現地
住民は植栽、苗木生産、林道整備などで利益を得ます。さて、緑に
なってきたら、プロジェクトも目的を達するので引き上げます。収
入は途絶えます。
　では、収入を得るためにどうするのでしょうか。換金作物：胡椒な
どでも植えよう。ちょうどいい、緑を燃やして畑にしよう、ということ
になります。それで元の荒廃地になります。やがて、またどこかの
プロジェクトが、荒廃地を緑にしようと言って入ってくる。またお金
が入る、協力する。でも、プロジェクトの多くは短期間ですから、終
われば縁の切れ目でお金が入らなくなる、でまた燃やします。実は
ほとんどがこの例です。
　私たちの技術協力で大事なことは、地域住民が持続的に利益を
得るシステムでなければ駄目ということです。植林から成林までの
プロジェクト、いわゆる持続性こそ、小規模であってもNGOや民間
ができることではないでしょうか。
　早稲田大学と株式会社ブリヂストンの産学連携研究プロジェク
トでは、W-BRIDGEモデルを提案しています。荒廃地の植栽に、短
期的に収入の得られる薪炭用の樹木、油のとれる樹木、果樹、20年
後あるいは30年後に木材として売れる樹木、さらに生物多様性修
復を目指す地域固有の樹木を導入することです。現在、インドネシ
アの南カリマンタンで、焼畑からの飛び火防止のための防火帯を
設け、緑の回廊づくりにW-BRIDGEモデルの実証プロジェクトを
展開しています。

トピックス3 環境教育と研究

1. 住民参加による荒廃地緑化と生物多様性修復（W-BRIDGEプロジェクト）
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参考
「地球温暖化対策と国際貿易-排出量取引と国境調整措置をめぐる経済学・法学的分析」東京大学出版会（2012）」（共編著）
「排出量取引と省エネルギーの経済分析：日本企業と家計の現状」日本評論社（2012）（共編著）

　社会の発展のためには、経済発展は重要な要素です。しかし、企
業や個人が自由な経済活動を行うと、市場の外にある環境に過度
の負担がかかることが知られています。例えば、地球温暖化問題
は、企業や個人が化石燃料を過度に使用したことによる二酸化炭
素排出量が多すぎることが原因となっています。
　温暖化対策には二酸化炭素の排出抑制が必要です。この排出
抑制に市場の活力を活かして環境問題を解決しようというのが環
境経済学のアプローチです。中でも、環境税と排出量取引が有名
です。環境税は環境負荷の多い活動には多くの税金を課して、企
業や個人の行動を環境にやさしい行動へと誘導するものです。特
に、二酸化炭素排出に課税する地球温暖化税あるいは炭素税が有
名です。例えば、二酸化炭素の排出に課税すれば化石燃料の価格
が上昇します。その結果、電気料金が上昇します。そうすると企業
も個人も電気代節約のために様々な工夫を行うことになるでしょ
う。照明をこまめに消すようになるかもしれません。さらには、少
し高価ですが節電効果の高いLEDライトに買い替えるかもしれま
せん。あるいは、省エネ型の冷蔵庫に買い替えるかもしれません。
ヨーロッパを中心に多くの国がこの環境税を導入しています。日本
でも2012年度から「地球温暖化のための税」が導入され、段階的
に引き上げられます。

　環境経済学が推奨するもう一つの環境問題へのアプローチは排
出量取引です。これも地球温暖化対策として欧米の多くの国で導
入されています。この制度は二酸化炭素を排出する事業者は、そ
れに応じた排出許可証を保有しなければなりません。基本的には
政府から排出枠を一定量受け取ります。事業者は、排出枠が不足
すれば購入し、余れば売却できるという制度です。つまり、環境にや
さしい企業が排出を削減すれば、余剰の排出枠を売却することに
より、経済的にも得をする制度です。日本でも東京都がこの制度を
導入しています。
　このように、金銭的なインセンティブで環境にやさしい行動を促
進し、効率よく環境問題を解決しようというのが環境経済学の考え
方です。今後、より多くの環境問題でこのようなアプローチが重要
になってくるでしょう。
　なお、このような制度を日本に導入するとどのような効果・影響
があるのでしょうか。関心がある方は、私の近著を手にとっていた
だければ幸いです。

政治経済学術院
有村 俊秀�教授

ゼミの様子

2. 環境税と排出量取引 ～環境経済学の地球温暖化対策へのアプローチ～
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　タンザニアのセレンゲティ国立公園は、ヌーやライオンなど大型
獣が100万頭以上も生息しており、世界自然遺産にも指定されてい
るアフリカ随一の動物保護区です。この地域で2000年代になって
から問題になっているのが、アフリカゾウによる農作物被害です。
　アフリカゾウは、象牙をねらった密猟により1980年代には激減
しましたが、近年では順調に個体数が回復してきています。そし
て、それと同時にアフリカの農村部の開発が進んで農地が拡大し、
国立公園から出てくるゾウによる農作物被害が起こりやすくなって
います。セレンゲティ地域では、住民の80％が農業で生計を立てて
おり、ゾウによる被害によって自給食糧を失い現金収入源も断たれ
てしまいます。たいへん深刻な問題です。
　しかし、車も銃ももっていないタンザニアの農民がゾウに立ち向
かうのは、容易なことではありません。ドラム缶をたたいて音をだ
したり、強力な懐中電灯を当てたりして追い払うのが彼らにできる
ささやかな対策です。そして、その効き目はほとんどなく、怒ったゾ
ウに踏みつけられて殺されてしまう事件も起こっています。住民の
生活よりも、ゾウが大切にされているのがタンザニアの現状です。
　私は、2005年からWAVOCボランティアプロジェクト「エコミュ
ニティ・タンザニア」を立ち上げ、被害対策に取り組んでいます。こ
れまでに2台のパトロールカーを導入して、村びとが身を危険にさ
らさずにゾウを追い払えるよう支援してきました。これにより、一定
の被害軽減効果をあげることができました。
　しかし、被害をゼロにすることはできません。ゾウの来襲は増え
る一方で、年々、村に来るゾウの群れは大きくなっています。これま
では一頭や数頭の小さな群れが来ていましたが、昨年に入ってか
らは200頭もの大群がトウモロコシ畑を襲いました。ゾウは、狩猟
されることがなくなり、国立公園の中では観光客の車がすぐそばま
で接近してきても危害を加えることはありません。どんどん人を恐
れなくなっているのです。

　近年ケニアで、ミツバチでゾウを追い払うフェンスが開発されまし
た。養蜂箱を畑の周辺に設置して、ゾウが来るとハチが攻撃して追
い払う仕組みになっています。このような対策も複合的に組み合わ
せながら、これからもゾウとの共存のあり方を模索していきます。

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）
岩井 雪乃�助教

3. 害獣化したアフリカゾウとタンザニアの農民の共存を支える

大量の植物を食べるアフリカゾウ

寄贈したパトロールカー1号（三菱自動車工業株式会社協賛）

子どもと交流するボランティア学生 世界中から観光客が集まるセレンゲティ

畑の被害をみせてくれる村のママ 金属片をたたいてささやかな対策養蜂箱の設置作業
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　東日本大震災以降、電力不足リスクや電力価格上昇リスクを踏
まえて、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、賢く節電する需要応答（デ
マンドレスポンス＝DR）の実現に期待が集まっています。DRとは
電力使用情報の見える化や、柔軟な電気料金メニューなどを駆使
して需要家のエネルギー管理と制御を目指すものです。
　この状況を受け、早稲田大学先進グリッド技術研究所（所長：林
泰弘�理工学術院教授）と経済産業省は「Energy�Management�
System� (EMS)�新宿実証センター」を2012年11月１日、早稲田
大学120号館内に開設しました。標準通信規格を利用して、スマー
トメーターやデマンドレスポンス・システムとの連携検証を試みる
という、日本で初めての施設となります。
　具体的にはスマートメーター、太陽電池、燃料電池や蓄電池、
ヒートポンプ給湯機、エアコン、電気自動車などを相互に連携さ

せ、宅内の最適制御を行うことで、リアルタイムに電力を制御し、電
気料金が高い時間帯には電力使用量を自動で抑制するなどの技術
（ピークカット・ピークシフト）を開発します。これまで無かった、複
数の異なるメーカーの機器を相互に連携し、最適なエネルギー管
理・制御を行う仕組みや、促進する中立的な支援環境の構築も視
野に入れています。
　こうした制御技術が、スマートメーターとHome� Energy�
Management�System�(HEMS）を備えたハウスにおいて無理の
ない節電を可能とし、計画停電の回避や急な節電要請にも貢献で
きるようになります。
　ＥＭＳ新宿実証センター開所式では、プレス発表において、ＨＥＭ
Ｓを活用した節電量のリアルタイム表示や、ピークカット・ピークシ
フトの様子などのデモンストレーションが行われました。

早大・経産省　EMS新宿実証センターを開設
～標準通信規格によるデマンドレスポンス技術開発の拠点を～

News & Topics///
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　早稲田大学本庄キャンパスは、埼玉県本庄市の郊外に位置する丘
陵地全体で、その面積は856,498㎡、実に早稲田大学敷地全体の
45%を占めます。その中に、テニスコート・野球場･サッカー場･ラグ
ビー場・陸上競技のグラウンド、本庄高等学院校舎・大学院用ドミト
リー・共通教室棟・早稲田リサーチパーク・インキュベーション・オン・
キャンパス本庄早稲田などの大学施設が点在しています。
　キャンパスには古墳等の遺跡が点在し、桜･山つつじ・赤松の名
所でもあります。雉･狸･鴨･蛇･兎等の動物やカブトムシ･クワガタ
などの昆虫、様々な草木菌類により多彩な四季の移ろいを見るこ
とができます。
　2012年4月、創立30周年を迎えた本庄高等学院では、キャンパ
ス南面旧テニスコート跡地に新校舎（95号館：地上3階建て、延べ
床面積約8,821㎡）が完成しました。29年間慣れ親しんだコンク
リート打ち放しの校舎に別れを告げ、吹き抜けの特徴的な開放的
な校舎で学院生たちは日々の生活を送っています。
　新校舎は、光・熱・水といった自然エネルギーを効果的に有効活
用することにより、環境への配慮を実現しています。
　なお、新校舎の環境への配慮した主な点は、次のとおりです。

１．太陽光発電の利用
太陽からの光エネルギーを最大限活用し、一般商用電力と共に新校舎の電
気エネルギーとして活用しています。

２．適正な照明器具の選定
長寿命が期待できるＬＥＤランプを採用することにより、省エネルギーに配慮
しています。

３．適切な照明制御の導入
教室への明るさ感知センサーの設置、トイレ・廊下に人感センサーを設置す
ることで、照明エネルギーの削減を実現します。

４．屋上緑化の設置
屋上に緑化を施すことにより、屋上の断熱性を向上させています。

５．雨水の利用
新校舎の屋根降雨を水処理し、便所洗浄水等雑用水として利用しています。

関
越
自
動
車
道

上越新幹線

熊谷方面▶

◀高崎方面

本庄早稲田駅

早稲田リサーチパーク

テニスコート

野球場
グラウンド

サッカー場

アプローチ広場駐輪場

ドミトリー

図書室／大学図書館
本庄保存書庫 宥勝寺

共通教室棟

共通教室棟
体育室

新校舎

大教室

体育館

塚本山古墳

東谷古墳

前山古墳

テニスコートバス停（本庄駅行発着）

バス停（寄居・松久駅行発着）

バス停（本庄駅行発着）

バス停（寄居・松久駅行発着）

■ 本庄キャンパス案内

竣工した本庄高等学院新校舎（95号館）

屋上緑化ソーラーパネル設置

変化に富んだ段状の交流ラウンジ

明るく開放的なメインエントランス

新校舎外観

トピックス4 本庄キャンパス紹介

本庄高等学院新校舎（95号館）が完成
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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

　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、エコ・キャンパスの実
現を目指した推進活動を継続し、改善していくための仕組みです。
　早稲田大学は、2000年6月に早稲田キャンパスにおいて「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、早稲田大学全体で継続的な環境負荷低減と環境保全活動を推進しています。具体的には、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活動を行っていますが、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。
　WEMSは、P‐D‐C‐A（Plan-Do-Check-Action）サイクルを軸とした環境マネジメントの取り組みですが、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。

1）ＷＥＭＳ環境マネジメントシステム�―�継続的な環境負荷低減と環境保全活動へ向けて

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（2012年11月1日現在）

■ WEMSの流れ（2012年11月1日現在）

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、メンバーは
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。

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年に１度、実地監査を
行っています。なお、自己点検を事前に全箇所を対象に実施しています。

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外部の有識
者・学識経験者・専門家等により、本学の環境保全活動について評価、助言等
をいただいています。
　WEMSの運用状況等について外部評価会議の評価、助言を受けることに
より、活動の停滞を排し、活動の適正さを保ち、より良い環境保全活動へと改
善することを目指しています。

エコフューチャー事務局
　環境安全管理課、企画・建設課、環境保全センター等の管理職および職
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

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～
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２）早稲田大学環境宣言

　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。

早稲田大学環境宣言（早稲田大学環境方針）

わたしたちが
いまできること。

環境マネジメントシステムとは、
エコ・キャンパスの実現をめざした推進活動を継続し、
改善していくための仕組みです。

資源の
分別・回収

節水・
節電・省資源

グリーン購入

環境教育・
環境研究

地域社会
との連携

環境
マネジメント
システム

環境
マネジメント
システム
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●２０１１年度環境目標と達成状況
� ○：達成

項目（目的） ２０１１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)　４０，８６４�ｔ/年以下、建物床面積1㎡あたりの排出量；５８．４１kg/㎡以下
【2011年度実績：35,590ｔ/年(-12.9%)、50.33kg�/㎡(-13.8%)
（参考）内訳
・電力使用量� （CO₂換算）�３２，８４５�ｔ/年以下�【2011年度実績：28,551ｔ/年(-13.1%)】
・ガス使用量� （CO₂換算）�７，１１３�ｔ/年以下�【2011年度実績：6,439�t/年(-9.5%)】
・重油使用量� （CO₂換算）� ９０６�ｔ/年以下�【2011年度実績：600ｔ/年（-36.1％)】

○

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（現：学生環境連絡会）等を開催し、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」実施体制の改善
・クリッカーの導入等により、参画型の説明会を実施 ○

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
（内部環境監査員への研修・新入職員への研修実施を含む）
・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・ＴＷＩns・材研・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
（有機溶剤および特定科学物質） ○

PCBの適正管理および早期の処理 ○

受動喫煙防止の徹底
・指定喫煙場所での喫煙指導
・喫煙マナーの広報
・喫煙者数の減少へ向けた啓発活動の実施および喫煙所の運営状況の検証・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　【2011年度実績：1,648t/年（-8.3%）】 ○

リサイクル率　５５．０�％以上　【2011年度実績：63.5%（(+8.5%）】 ○

・安全点検やニュースレター等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
・廃棄物電子管理票（マニフェスト）を継続運用 ○

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 ○

３）「2011年度環境目標の達成状況」と「3ケ年（2012～2014年度）環境目標」
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●3ケ年（2012～2014年度）環境目標

�項目（目的）
年度目標

2012年度 2013年度 2014年度

【重点目標】
温室効果ガス排出抑制
※CO₂排出量の抑制への対応
本学における温室効果ガス（CO₂等）の
総排出量は、計画されている建物増築
により増加する見通しである。しかし、東
京都環境確保条例に基づく、CO₂削減
義務対象キャンパスを重点とした全学
的な設備ハード対策及び設備運用対策
を引き続き実施していくことにより、大
学全体のエネルギー使用効率を高める
ことによって、CO₂総排出量の増加を抑
制しつつ、建物床面積あたりのCO₂排
出量を低減していく。

温室効果ガス総排出量の抑制(CO₂換算)
37,924ｔ/年�以下
建物床面積あたりの排出量の抑制
(CO₂換算)　52.63kg�/㎡�以下
＜ご参考＞
主要エネルギー別目標内訳
・電力使用量� 30,519ｔ/年�以下
・ガス使用量� 6,553ｔ/年�以下
・重油使用量� 852ｔ/年�以下

温室効果ガス総排出量の抑制(CO₂換算)�
38,692ｔ/年�以下
建物床面積あたりの排出量の抑制(CO₂換算)　
49.50kg�/㎡�以下
＜ご参考＞
主要エネルギー別目標内訳
・電力使用量� 30,979ｔ/年�以下
・ガス使用量� 6,870ｔ/年�以下
・重油使用量� 843ｔ/年�以下

温室効果ガス総排出量の抑制(CO₂換算)�
39,387ｔ/年�以下
建物床面積あたりの排出量の抑制(CO₂換算)　
49.76kg�/㎡�以下
＜ご参考＞
主要エネルギー別目標内訳
・電力使用量� 31,391ｔ/年�以下
・ガス使用量� 7,162ｔ/年�以下
・重油使用量� 834ｔ/年�以下

学生の環境意識向上・
環境保全活動への参加

[1-①]
環境ボランティアプロジェクト等の推進、および
学生による自主的な環境関連企画の支援
（関連箇所・学生との情報共有の強化）

環境ボランティアプロジェクト等の推進、および
学生による自主的な環境関連企画の支援
（関連箇所・学生との連携強化）

環境ボランティアプロジェクト等の推進、および
学生による自主的な環境関連企画の支援
（関連箇所・学生との連携検証）

[1-②]
学生の意見聴取による環境保全活動への反映
（学生環境連絡会等との連携強化）

学生の意見聴取による環境保全活動への反映
（学生環境連絡会等との連携検証）

学生の意見聴取による環境保全活動への反映
（学生環境連絡会等との連携推進）

[1-③]
環境教育の充実
（既存環境関連科目の充実、環境意識の啓発、関
連箇所との情報共有の強化）

環境教育の充実
（既存環境関連科目の充実、環境意識の啓発、関
連箇所との連携の強化）

環境教育の充実
（既存環境関連科目の充実、環境意識の啓発、関
連箇所との連携検証）

[1-④]
「化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明
会」における双方向性の向上
（クリッカーの導入）

「化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明
会」における双方向性の向上
（クリッカー導入の検証）

「化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明
会」における双方向性の向上
（クリッカー導入の検証結果に基づき説明会を
実施）

教職員の環境保全意識の向上

[2-①]
環境保全活動の定着と環境保全意識の向上
（研修会・学内ネットワーク等を通じた環境保
全意識の積極的な啓発、内部環境監査体制の
検討）

環境保全活動の定着と環境保全意識の向上
（研修会・学内ネットワーク等を通じた環境保全
意識の積極的な啓発、内部環境監査体制の見直
し実施）

環境保全活動の定着と環境保全意識の向上
（研修会・学内ネットワーク等を通じた環境保全
意識の積極的な啓発、内部環境監査体制の運用
検証）

安心・安全な学内環境の整備

[3-①]
化学物質の適正管理
・化学物質管理システム（CRIS）および薬品・高圧
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票（マ
ニフェスト）を継続運用

化学物質の適正管理
・化学物質管理システム（CRIS）および薬品・高圧
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票（マ
ニフェスト）を継続運用

化学物質の適正管理
・化学物質管理システム（CRIS）および薬品・高圧
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票（マ
ニフェスト）を継続運用

[3-②]
作業環境測定および定期排水分析の実施
・�作業環境測定（有機溶剤および
�特定化学物質）を全学的に継続実施
（より効率的な分析法の試験的測定を併行実施）
・�学内特定施設（19箇所）からの排水について、
毎月1回（8月、2月を除く）水質分析を実施

作業環境測定および定期排水分析の実施
・�作業環境測定（有機溶剤および特定化学物質）
を全学的に継続実施
（より効率的な分析法の試験的測定を併行実施）
・�学内特定施設（19箇所）からの排水について、
毎月1回（8月、2月を除く）水質分析を実施

作業環境測定および定期排水分析の実施
・�作業環境測定（有機溶剤および特定化学物質）
を全学的に継続実施
（より効率的な分析法の試験的測定を併行実施）
・�学内特定施設（19箇所）からの排水について、
毎月1回（8月、2月を除く）水質分析を実施

[3-③]�
放射線安全管理
(法令に基づく作業環境測定等の確実な実施)

放射線安全管理
(法令に基づく作業環境測定等の確実な実施)

放射線安全管理
(法令に基づく作業環境測定等の確実な実施)

[3-④]
シックハウス原因物質の測定実施
（新築・大改修した建物等の利用開始前後のシッ
クハウス測定の実施）

シックハウス原因物質の測定実施
（新築・大改修した建物等の利用開始前後のシッ
クハウス測定の実施）

シックハウス原因物質の測定実施
（新築・大改修した建物等の利用開始前後のシッ
クハウス測定の実施）

[3-⑤]
PCBの適正管理および早期の処理
(法令に基づく適正な保管管理等の実施)

PCBの適正管理および早期の処理
(法令に基づく適正な保管管理等の実施)

PCBの適正管理および早期の処理
(法令に基づく適正な保管管理等の実施)

[3-⑥]
受動喫煙防止の徹底
（関係箇所と連携し、喫煙所の整備、喫煙マナー
の周知徹底、禁煙教育活動等を検討）

受動喫煙防止の徹底
（関係箇所と連携し、喫煙所の整備、喫煙マナー
の徹底、禁煙教育活動等を実施）

受動喫煙防止の徹底
（関係箇所と連携し、喫煙所の整備、喫煙マナー
の徹底、禁煙教育活動等を検証）

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

[4-①]
廃棄物発生量1,7８０t/年以下
※2010年度実績（1,816ｔ）比-2%以下

廃棄物発生量1,7６２t/年以下
※2010年度実績（1,816ｔ）比-3%以下

廃棄物発生量　1,7０７t/年以下
※2010年度実績（1,816ｔ）比-4%以下

リサイクル率　56.0%以上
※2010年度実績（54.0%）比�+2%増

リサイクル率　57.0%以上
※2010年度実績（54.0%）比�+3%増

リサイクル率　58.0%以上
※2010年度実績（54.0%）比�+4%増
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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 オープン教育センター 地域から石油多消費型近代を作り直す
9 法学部 環境論IB
10 教育学部 地球の起源
11 教育学部 地球システムと環境問題
12 教育学部 地理学III（自然環境と風土）
13 教育学部 地理学IV（風景の科学）
14 教育学部 複合文化学の開拓地Ｉ
15 社会科学部 環境法�I
16 社会科学部 環境法�II
17 人間科学部 環境情報科学
18 人間科学部 地球環境システム論
19 人間科学部 環境民俗学
20 人間科学部 環境社会学
21 基幹理工学部 現代環境論
22 基幹理工学部 環境倫理
23 基幹理工学部 環境政策と計画
24 創造理工学部 環境基礎工学

　早稲田大学には、26大学院と15学部があり科目としては、科目
名に「環境」と付くものだけでも700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や各学部、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24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
3,892名（2012年度）の学生が履修しました。

■ 2012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） 2012年9月現在

　早稲田大学には、日本あるいは世界でトップレベルの研究を行っ
ている教員が多数おり、それぞれの専門分野から環境問題にアプ
ローチし、成果をあげています。以下は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
でいる教員がおります。詳細は「研究者データベース」をご覧くだ
さい。

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
有村　俊秀 環境経済学、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
井内　美郎 陸水学、環境地質学、環境変遷学
岩井　雪乃 環境社会学、アフリカ地域研究、野生生物保全、ボランティア教育、環境影響

評価、環境政策
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

柏　雅之 環境経済学、資源環境政策学、農業経済学／内発的発展論
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
小柳　知代 景観生態学
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

教員名 専門分野・主な研究課題
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
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
松本　淳 環境学、大気化学、環境動態解析
御子柴　善之 哲学・倫理学、環境倫理学
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
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https://www.wnp7.waseda.jp/Rdb/app/ip/ipi0201.html

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
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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（一部は直接搬出）、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トンを超えたも
のを国へ報告しています。2011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。

■ 2011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 8,600 2,600 0 6,000
クロロホルム 5,900 1,100 1.8 4,800
塩化メチレン 4,800 1,500 2.1 3,300

　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。

　2012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、西早稲田キャンパスでジクロロメタンや1,2-ジクロロエ
タン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。

※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。

2008 2009 2010 20112002 2003 2004 2005 2006 2007 （年度）

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
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■ 実験系廃棄物発生量の推移

水質の管理状況 ～理工系実験排水の定期的水質分析～

実験系廃棄物の管理状況
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　早稲田大学では、排出するごみ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）の屋外分別用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ますが、
反面燃えるごみ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、リユースの推進を
図っています。2006年度までは廃棄物として廃棄物置場に置かれ
た後、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。
　2007年度からは、本来リサイクルできるPC等リユースを進め
ることになり、西早稲田キャンパスにおいて試験運用を開始しまし
た。2010年度以降は、他のキャンパスにも拡大し、現在は、ほぼ全
学的に運用しています。

　リユースのメリットは、廃棄物の減量・削減や、環境への配慮と廃
棄費用の削減等が考えられます。また、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するといっ
た、セキュリティ対策を実施しています。

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

2011年11月9日・10日 14:00～15:30 107 44 203 59
2012年3月7日・8日 14:00～15:30 96 80 217 140
2012年7月4日・5日 14:00～15:30 101 100 352 166
※�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）に集積後、PCリユース専門業者に
引き渡しています。

　大学からは非常に多くの紙ごみが廃棄されており、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、パンフレット類のデジタル化を推進

リサイクルステーションでのごみの分別作業（早稲田キャンパス） ごみ分別ポスター 事務所などに配付されている紙類リサイクル袋

カラフルに色分けされた分別ごみ箱

Web上でシラバスの検索・閲覧が可能 各種広報紙・入学案内等のデジタ
ル・パンフレット化を進めています

西早稲田キャンパス

http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/inschool/attention.html

http://www.waseda.jp/jp/journal/index.html

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
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　2012年度も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
によるマナー巡回（4月初旬の新勧期間は毎日、4・5月については週1回、6
月以降は月1～2回、昼休みの時間帯）を行いました。教職員協働による定期
的な巡回は、早稲田キャンパスにおいて行われました。
　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、新入生対象プログラムとして学内ネットワーク
「Course�N@vi」上に設置している全学生対象のオンデマンドセミナー「わ
せだライフＡＢＣ」において、喫煙が及ぼす健康被害、喫煙マナーについても
触れ、健康で快適な大学の実現を目指しています。

　早稲田大学では、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、指定の喫煙所を除き大学構内は禁煙としています。
しかし、一部の喫煙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るため、2011年1月に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
喫煙ルームをあらたに設置しました。
　また、早稲田キャンパス構内には、
「パーティション」や「メッセージボー
ド付き特大スタンド灰皿」などを設置
するなど、受動喫煙防止に向けた喫
煙所整備を行っています。

　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につ
いても、老朽灰皿の更新や喫煙マナー啓発のための禁煙サインの整備を進
めています。
　今後も学内における受動喫煙防止に向け、広報活動を含めた取り組みを
進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

【対　　象】本学学生
【相談日時】毎週火曜日14:00～15:30（予約制）
【場　　所】保健センター�保健管理室（大隈ガーデンハウス１階）

【相談費用】無料
【予約方法】事前にお電話をください。03-5286-9800
【予約受付時間】月～土　9:00～17:00

　「やめたいけど、やめられない」。そんな思いでタバコを吸っている方は多
いのではないでしょうか？�タバコに含まれるニコチンには覚せい剤やアル
コールと同様に依存性があるため、「頭でタバコの害を理解していても体が
いうことをきいてくれない」ということが起こります。保健センターでは毎週

火曜日の午後に予約で禁煙相談を受け付けてい
ます。一人当たり30分くらい専門医師と面談し、
禁煙方法について話し合います。必要であれば禁
煙外来の紹介も行います。

２）教職員による定期的な喫煙マナー巡回およびオンデマンドセミナー「わせだライフABC」を実施

３）保健センターで「禁煙相談」を開始

新入生対象のオンデマンドセミナー「わせだライフ
ABC」

メッセージボード付大型灰皿
（西早稲田キャンパス喫煙所）

禁煙メッセージポール
（早稲田キャンパス120号館）

喫煙ルーム（早稲田キャンパス6号館地階）

禁煙路面シールメッセージボード
喫煙所マップ　　　　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）

ポスター

１）受動喫煙防止に向け、各キャンパスの喫煙所を整備

【ご参考】健康増進法（平成14年法律第103号）�受動喫煙の防止（25条）�
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。

医師が 個別に相談にのります。

タバコを やめたいのにやめられない…

そんなあなた、相談してみませんか？

ご予約の上、お気軽にお越しください。

14：00～15：30 （予約制）

…

…

…

大隈ガーデンハウス１F

禁煙啓発キャラクター：　す　わ　ん　君  場 　所 ：

予約受付日

電話番号 03-5286-9800

 9：00～17：00

保健センター　保健管理室

www.waseda.jp/kenkou/center/HSC/

月 ～ 土

予約受付時間

 対 　象 ：

相談日時：

相談費用：

予約方法：

無　　　料

禁 煙 推 進 委 員 会

（ C) 日 本 循 環 器 学 会

毎 週 火 曜 日

1 人 30 分 程 度

（リフレッシュスタジオ隣り）

早 稲 田 大 学 生

電 話 ま た は 来 室

早 稲 田 大 学 保 健 セ ン タ ー 保 健 管 理 室

受動喫煙防止対策

保健センター http://www.waseda.jp/kenkou/center/HSC/
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■お問い合わせ・依頼　７件

学内（教職員・学生） 学外（一般・他大学）

節電・省エネ関係
（１件）

本学の省エネ対策について（学生１件）
　⇒【対応】�本学の大学院学生より研究のケーススタディとし

ての取材依頼があり、対応しました。
—

喫煙関係（４件） 本学の喫煙所・喫煙対策について（学生２件）
　⇒【対応】�本学の学部学生より授業のケースステディとし

て、また、新聞サークルより取材依頼があり、対応
しました。

本学の喫煙対策について（他大学生２件）
　⇒【対応】�芝浦工業大学の学部学生より喫煙対策に関するアンケート

の調査および高麗大学（韓国）の学部学生よりインタビュー
取材の依頼があり、対応しました。

ＷＥＭＳ等（２件） 本学のごみの分別方法等について（学生１件）
　⇒【対応】�本学の大学院学生より研究のケーススタディと

して取材依頼があり、対応しました。

本学の環境マネジメントシステム運営等について（他大学１件）
　⇒【対応】�成蹊大学より早稲田大学環境マネジメントシステム

（WEMS）の概要および運営体制等について取材依頼が
あり、対応しました。

苦情等　１1件

学内（教職員・学生） 学外（一般）

省エネ関係（２件） ①一斉空調冷房運転期間外（6,10,11月など）の教室の空調
温度について
　⇒【対応】冷房運転の要請に基づいて随時、対応しました。
②図書館内の温度設定について
　⇒【対応】�温度計付きシールを館内に貼付し、こまめに室温

の確認を行っています。

—

喫煙関係（６件） 学生の喫煙マナー（喫煙所以外での喫煙による受動喫煙お
よびタバコのポイ捨て等）や喫煙所の配置について（教職員
３件、学生２件）
　⇒【対応】�苦情のあった喫煙所周辺のサイン整備「指定喫

煙所以外禁煙」および「禁煙メッセージポール」
など）を行うと同時に、120号館をはじめとする
一部喫煙所の整備（集約・撤去）を行いました。ま
た、教職員による定期的な喫煙マナー巡回の際、
注意喚起を行いました。

学生の喫煙マナー（路上喫煙およびタバコのポイ捨て等）について
（近隣住民１件）
　⇒【対応】�苦情のあった喫煙所周辺のサイン整備（「指定喫煙所以外

禁煙」および「禁煙メッセージポール」など）を行うと同時
に、教職員による定期的な喫煙マナー巡回の際、注意喚起
を行いました。

その他（３件）

—

①大学構内のカラスの巣について（近隣住民1件）
　⇒【対応】�早稲田キャンパス北門付近にあったカラスの巣を、速やかに

撤去しました。
②植栽の枝（日照、車両の視野を遮る障害）・落ち葉について（近隣住民
2件）
　⇒【対応】�枝の剪定をするなど速やかに対応しました。

2012年度に学内外の方から寄せられた主なお問い合わせ・依頼、苦情等は、以下のとおりです。（環境安全管理課把握分）

環境保全活動に関する事項

ご意見・質問等 対応

①早稲田大学では、再生可能エネルギーをどれだけ利用して
いるのか。

太陽光発電を一部の建物に設置していますが、それ以外の風力発電システム等の再生可能
エネルギーについては、研究レベルであり、まだ学内では利用していない状況にあります。

②環境に関する大学の中長期目標やその達成度などを発信し
ていくと良いのではないか。

環境報告書への掲載（P.19）やホームページ上での公開等、さらなる改善に向けて検討して
まいります。

③省エネ対策に関して積極的な目標を立てる等の施策を講じ
てはどうか。

電力使用量の『見える化』の一環として、教職員・学生が本学キャンパスの電力使用状況を
一目で確認できるよう、電力使用量の推移グラフを大学ホームページに公開する等、積極
的な節電対策に取り組んだ結果、2011年度のCO₂総排出量は2010年度実績比-14.9％
削減し、大学全体の削減数値目標を大幅に達成しました。

④内部監査はしっかりと適切に行われており大変評価できる
が、監査員に様々な人が携われるような仕組み（システム）にな
ればなお良いと思われる。

今後内部環境監査の体制の改善に向けて検討してまいります。

⑤外部評価会議での評価・助言が、ＷＥＭＳにどうフィードバック
されたかが見えにくい。

昨年度の外部評価会議にて指摘された事項等は、当年度には改善・反映を行っていますが、
会議資料にてより明確に分かるよう、改善を図っていきます。

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)には様々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。

着実に改善

お問い合わせ・苦情等

環境に関するコミュニケーション
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　本学における社会貢献活動の推進役を担うのが平山郁夫記念
ボランティアセンター（通称ＷＡＶＯＣ（ワボック））です。2012年に
は設立10周年を機に、学生が主体となり活動するボランティア・プ
ロジェクト募集制度を新設しました。約30プロジェクトのうち、3分
の1が環境ボランティア活動です。そのフィールドは東京近郊の高
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。

　活動テーマは「人間と自然との共生」、「地域コミュニティづくり」
や「農と食」をはじめ多岐にわたります。大学生のうちにあらゆる視
点から環境問題を捉え、仲間と共に自主的に学び、考え、行動して
いくことが大切だと考えています。WAVOCを中心に、早稲田大
学は今後も学生のボランティア活動を支援していきます。

　早稲田大学には4,000人を超す外国人学生を含む、約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。今年度は、開催11回のうち夏休みを除く10
回に参加しています。参加者のうち、約半数が外国人学生であり、
清掃をしながらの異文化交流を展開しています。
　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
得た知識と経験を活かし、活躍してくれることを期待しています。

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。

ケニア社会林業プロジェクト まつだい早稲田じょんのびクラブ

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/

プロジェクト名 概要 地域

国内

高尾の森づくりプロジェクト 枝打ちや下草刈りなど月１回の森林保全活動 東京、高尾

思惟の森育林 年に３回合宿形式の森林保全活動、被災した地域の復興支援 岩手

環境保全型森林ボランティア活動 年に２回合宿形式の林業経験、保育作業 岡山

農と食と緑の学校 耕作放棄地の開墾などを通して、農林業の現場での体験型学習 福井

学生NPO農楽塾 大隈庭園での稲作を通じ、食や農に関する啓発活動を行う 東京

まつだい早稲田じょんのびクラブ 地域交流、雪ほり、稲作、菜の花畑づくりボランティア 新潟

海外

ボルネオプロジェクト マレーシア国内の移民問題としてのゴミ処理を考える マレーシア

エコミュニティ・タンザニア タンザニアの村人と動物の共生を考え、支援する タンザニア

ケニア社会林業プロジェクト ケニア国内の緑化推進のための社会林業を学ぶ ケニア

イグアス地域自然環境保全プロジェクト イグアス地域の密林保護プロジェクトを学ぶ アルゼンチン

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
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　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おり、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・
壁面緑化を積極的に行って
います。

戸山キャンパスのメタセコイアの並木所沢キャンパス101号館の屋上緑化

　1.環境ボランティア活動の推進
　2.環境教育の推進
　　環境関連科目の全学オープン科目化
　　環境大学院の設置
　3.環境研究の推進
　　環境問題に関するプロジェクト研究所の設置
　4.大学周辺商店街や住民、自治体と協力した環境保全活動の展開
　5.独自の環境負荷低減施策
　　計量の徹底を図った廃棄物排出
　　学生と共同開発した分別しやすいごみ箱によるリサイクルの推進
　　効率のよい機器への転換による地球温暖化物質排出抑制
　6.学生の環境保全活動の積極的なバックアップ

　早稲田大学は、1979年の環境保全センター設置による実験系
廃棄物の適正管理を端緒に、さまざまな環境保全活動に取り組ん
できました。�2000年6月には環境マネジメントシステムを構築し、
早稲田キャンパスで「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を運用し、省エネ・廃棄物削
減・水使用量削減・紙使用量削減などで成果が得られました。
　本学では環境に配慮した活動をさらに展開するため、これまで
蓄積したノウハウを基に、2006年6月より独自の環境マネジメント
システム(WEMS)を構築、大学全体で運用しています。新たな展
開として、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
をこれまで以上に推進しています。また、WEMSはISO14001の
規格を基に、早稲田大学の意思決定のしくみに合うよう変更し、環
境保全活動と安全活動を統合してマネジメントすることを目指し
て構築しています。15学部26研究科にわたる総合的な教育・研究
領域と、附属高校から大学そして大学院までの各段階での教育効
果を活用し、環境マイ�ンドを備えた学生の育成、各分野での環境
研究を推進するとともに、事業者としての環境負荷の低減にも学
校法人全体で取り組んでいます。

所沢キャンパスの湿地保全

早稲田大学の環境保全活動の特徴

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
本学の環境保全に関する主な取り組み
年度 主な取り組み
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）
周辺商店街が環境イベント「エコサマーフェスティバルin早稲田」を
開催（協力：早稲田大学）

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 早稲田キャンパスで、ISO14001認証取得
周辺商店街による「早稲田地球感謝祭」の開催開始[毎年]（協力：早稲
田大学）

2002 環境総合研究センターを新設
屋外のごみ箱5分別開始

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
大隈ガーデンハウスの屋上緑化

2005 大学院理工学研究科に「環境・エネルギー専攻」を開設
打ち水大作戦�in�早稲田大学（学生との連携）

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（TWIns）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

2012 EMS新宿実証センターを開設　標準通信規格を用いて技術開発へ
（早大・経産省）
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防災訓練（西早稲田キャンパス）

　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、あまり人の目にとまる
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。

安全への取り組み
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日本語版 英語版

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

読売新聞（朝刊）　2012年5月17日付

※この記事は、読売新聞社の許諾を得て転載しています

　以前より学生に配布していた大地震対応マニュアルは持ち運びに適した
ポケット版サイズでしたが、2011年にはモバイル版（携帯サイト）も用意。い
ざ大地震が発生した時にすぐ確認できるという点を利点としています。
　このマニュアルに加えて、今回制作した動画プログラムで学生が視覚的
な防災教育を事前に受けることで、災害発生時に慌てずに最適な対応がで
きるようになることが期待されます。
　コンテンツは各学部・大学院での講習会に加え、新入生ガイダンスなど

の機会を通じて上映するほか、全学生教職員が視聴可能なポータルサイト
Course�N@vi内に収納され、自宅などキャンパス以外でも視聴できるよう
になっています。また、外国人学生向け用に英語版も5月下旬より公開され
ました。
　なお、この防災e-ラーニングビデオの概要は、読売新聞に記事が掲載さ
れ、本学の取り組みについて、広く社会に発信することができました。

①大地震発生編
　～いざという時のために～
　（約12分）
＜主な内容＞
・地震発生時の対応
・地震発生後の対応
・大地震に備えて�など

②火災発生・救命編
　～いざという時のために～
　（約8分）
＜主な内容＞
・消火器の使い方
・心肺蘇生とＡＥＤ（自動対外式除細動器）
の使い方�など

トピックス1 防災e-ラーニングビデオ（日・英版）を制作

http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/mobile/ http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/mobile_english/

ｅ-ラーニング・プログラム(日本語・英語版)の内容

　早稲田大学は、学生用「大地震対応マニュアル（日・英版折り畳み
式パンフレット版・WEB版・モバイル版）」を作成するなど、かねてよ
り防災教育を行ってきましたが、2012年４月、大学では先駆的な

取り組みといえる防火・防災教育用e-ラーニングビデオを制作しま
した。内容は「大地震発生」編（約12分）と「火災発生・救命」編（約8
分）の二部構成となっています。

学内ネットワークを通じてe-ラーニング・プログラムを配信
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WAVOC公認「早稲田災害対策学生チーム（早稲田レスキュー）」の活動
～来たるべき地震に備えて、大学・学生・地域と連携～

　早稲田レスキューは、「地震が起きる前に動くことで、助けられない命
を助けられる命に変えたい」を理念に掲げ、早稲田大学の学内および新
宿地域の防災に貢献するべく活動しています。例えば、学生に防災知識
を分かりやすく伝えるため、大学発行誌へ寄稿したり、大学と共同で制作
した動画コンテンツを学内の教育支援ツール上で発表したりしました。
また最近では、応急手当の普及のための資格を取得し、学園祭などで簡
易的な救命講習を実施しました。他にも、大学の防災訓練や地域の防災
イベントに参加するなど、学生と地域の方々の
双方に防災を身近に感じてもらうための取り組
みを行っています。更に、東日本大震災発生直
後には、現地へ向かう早大生ボランティアを対
象に講習会を開催した他、情報提供のための
ホームページの立ち上げにも携わりました。
　今後は、従来の防災啓発活動だけではなく、
大学や新宿地域の人々との親密な関係づくり
にも力を入れたいと考えています。最終的に
は、そうして築いた人的ネットワークを活かし、
円滑な災害対応をサポートする役割を担える
存在に成長していきたい、というビジョンを掲
げています。

　更なる大地震が懸念されている今、学生ならではの視点で『災害から
早稲田を守る』＝『レスキューする』ため、より多くの人々に防災に目を向
けてもらえるよう活動の幅を広げ、発展させていこうと思っています。

早稲田祭に出展した救命講習会の様子
―心臓マッサージ、AEDの使い方などを実践的に指導―

早稲田レスキューとは

正式名称：�早稲田災害対策学生チーム
設立：�2007年11月　メンバー：�13名

WAVOC公認プロジェクト　早稲田災害対策学生チーム（早稲田レスキュー）代表
野口 凱風（商学部2年）

トピックス2 学生による主体的な防災啓発活動

早稲田レスキュー　ブログ公開中
http://waseq.blog39.fc2.com/

　早稲田災害対策学生チーム（早稲田レスキュー）は、平山郁夫
記念ボランティアセンター（WAVOC）の公認プロジェクトとして
2007年の設立以来、学生や地域の方々に防災を身近に感じても
らうための活動を行っている団体です。2011年3月11日に発生し
た東日本大震災では、非常に多くの人が防災を身近に感じ、様々な
影響を受けたと思います。それまで経験したことのないような揺れ
と連日のニュースに驚き、私も防災を意識する機会が増えました。
小さい頃から「東京にもいつ大地震が来てもおかしくない」と聞か
されて漠然と抱いていた不安が、急速に現実感を帯びた瞬間でし
た。仮にどんなに順風満帆な人生を送っていたとしても、地震は
いつか必ずやってきて、万人を襲い、全てを掻き乱していってしま
う・・・。そう思うと、途方もない脅威に対する恐ろしさとともに、果た
して何もしなくてもいいのだろうか、と自分に問わずにはいられな
くなります。かといって、毎日忙しい中で、一体何から始めればよい

のか、そしてどこまでやればよいのかを考えるのもまた難しいとこ
ろです。そうして時の流れとともに関心も薄れていってしまいがち
になります。しかし、本当に地震が起こった時、例えば何か身近にで
きる簡単なことをしていなかったために、誰かの大切な人が死んで
しまったとしたら。逆に、何かちょっとしたことに気を配っていたお
かげで、誰かの苦しみを減らせたとしたら。そういう機会はあらゆ
る生活の場に遍在しているはずで、我々のような専門家でない学
生ボランティアにもできることはあるはずです。最近の活動につい
て言えば、応急手当の知識の普及に取り組んできたこともその一
環と言えます。それが一段落した今は、これからの活動のために、
改めてメンバー同士で話し合い、一致協力できるような新しいテー
マを定めたいと思っています。これからの早稲田レスキューの活動
が、誰か一人でも何か大切なことを意識するきっかけになればい
いなと思っています。
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安全衛生管理体制図

理事会

安全衛生管理委員会
委員長　労務担当常任理事

・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。

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。

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～
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　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（SDS：

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。

・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

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

化学物質の安全管理

安全のてびき（日・英版）

　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。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
各研究室の学生に配布しています。定期的に「安全衛生講習会」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。

実験系の安全管理
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　早稲田大学では、各キャンパスの安全衛生委員会を通じて、有
機溶剤等の作業環境測定を行っています。有害な化学物質等が実
験室中にどの程度存在するのかを空気を採取して測定することに
よって把握することを「作業環境測定」といい、化学物質等を取扱う
実験者が健康障害の発生しない状況で実験を行うことができるこ
とを確認することが目的です。
　この測定は労働安全衛生関連法令で定められており、2011年
度は、西早稲田キャンパス、先端生命医科学センター、材料技術研
究所、研究開発センターなど全学で延べ118箇所の測定を実施し
ました。測定結果により、作業環境管理は概ね適切であることが確
認されました。今後も法令改正動向を注視しながら測定を継続し、
実験室の安全を確保していきたいと考えています。

作業環境測定風景

作業環境測定

大隈講堂時計塔の鐘

　新築・改修した建築物の利用者が、建物の高気密化や化学物質
を放散する建材の使用などから、室内空気中に含まれる化学物質
の量が増加することで、体調不良を起こす、シックハウス症候群が
あります。
　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

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。

シックハウス対策
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　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
扱主任者の監督のもと、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、教職員が
使用するものは電離放射線障害防止規則に基づき、それ以外は
同規則に準拠して管理しています。
　したがって、こうした施設、装置を利用する場合には、上記法
令、大学およびそれぞれ施設ごとの放射線障害予防規定等に
従って、利用して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。

　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。
　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。

アスベスト

測定の様子管理区域

処理したコンデンサ

学内の保管状況

放射線の安全管理

吹き付けアスベスト対策

PCBの適正管理と早期処理
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安全e-ラーニング・プログラム（日・英版）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：環境保全センター、理工学術院技術部、環境安全管理課）

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

13-液体窒素の安全な取扱い

安全e-ラーニング・プログラム（13コンテンツ）

安全e-ラーニング・プログラム（日・英版）の提供 ～実験の安全・環境対策はここからスタート！～

　早稲田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-ラーニング・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、2013年度には、有機溶媒の取扱い方法についてのコンテ
ンツも追加予定です。
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　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・警備員によ
る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。
　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
スキルを身につけるよう推奨されています。また、救命講習に加え
てＡＥＤの使用に特化した訓練も実施し、ＡＥＤの使用についてのス
キルを多くの教職員が身に着けることができるように取り組んで
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72カ所（2013年3月末現在）に
設置しており、24時間対応可能なAED（設置場所）も多数あります。

2012年度に実施した主な防災・救命関係の活動
日　時 活動内容 参加者
12’04.16 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

12’05.25 西早稲田キャンパス（54，55号館） 総合防災訓練 ・教職員・学生

12’06.04 先端生命医科学センター 総合防災訓練 ・教職員・学生

12’06.14 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

12’07.20 所沢キャンパス 防災訓練 ・教職員・学生

12’07.25 各務記念材料技術研究所 消防訓練 ・教職員・学生・町会

12’08.28 先端生命医科学センター 普通救命講習 ・教職員

12’09.06 メディアネットワークセンター 防災訓練 ・教職員・学生

12’09.20 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

12’09.25 千駄木学生寮 防災訓練 ・管理人・学生

12’10.18 西早稲田キャンパス 普通救命講習 ・教職員・学生

12’11.01 各務記念材料技術研究所 普通救命講習 ・教職員・学生・宿直員

12’11.08 先端生命医科学センター 総合防災訓練 ・教職員・学生

12’11.15 保健センター 防災訓練 ・職員

12’11.22 本庄高等学院 防災訓練 ・教職員・学生

12’11.28 本庄ドミトリー 防災訓練 ・職員・学生

12’11.28 120-5号館 消防訓練 ・教職員・学生

12’11.29 西早稲田キャンパス（56，65号館） 総合防災訓練 ・教職員・学生

12’12.12 戸山キャンパス 防災訓練 ・職員・学生

12’12.13 各務記念材料技術研究所 普通救命講習 ・教職員・学生・宿直員

12’12.20 所沢キャンパス 消防訓練 ・教職員・学生

13’02.06 社会科学総合学術院 防災訓練 ・職員

学内各所で防災・消防訓練および防災イベントを開催
　2012年11月29日（木）、西早稲田キャンパスにおいて、56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、応急処置および緊急連絡を実施
しました。
　また、新宿消防署の協力により、煙
ハウスによる煙体験、水消火器使用に
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。

消防署による救命講習会

AED設置ステッカー

AED本体

安否確認報告 消火器体験煙体験

AED設置場所 掲載ホームページ
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。

■ 西早稲田キャンパスでの防災訓練の様子

防火・救命の体制

大地震に備えて
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　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。

【２０１２年度耐震改修工事】
２０１２年度に実施した建物
　早稲田キャンパス　１６号館、１７－２号館
　西早稲田キャンパス　５３号館

◆補強では無く建替えを進めている建物
　早稲田キャンパス�３号館（2014年9月より利用開始予定）
　戸山キャンパス�３３号館（2013年4月より新高層棟利用開始）
　軽井沢セミナーハウス�５棟（2013年4月より新棟利用開始）

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
1）�建物の耐震工事

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、防災備蓄の整備、災害用井戸の設
置、建物の耐震診断と補強、転倒防止対策工事、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お
よび各災害対策室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。

大地震対応体制の整備

早稲田キャンパス　16号館

大地震対応マニュアル（学生用）ポケット版 防災備蓄 災害用井戸（貯水タンク）
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　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。

2）�ロッカーなど什器類の転倒防止工事

Waseda Safety Action

化学物質
管理システム

地震対策

ファシリティマネ
ジメントによる
警備体制

安全教育
安全講習会

緊急時対応
手順のブラッ
シュアップ薬品廃液

講習会

自衛消防活動

安全衛生
管理体制

　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。

新しいキャンパス案内図
（戸山キャンパス３１号館前）

車椅子対応に改修したスロープ
（早稲田キャンパス１０号館前）

利用者に優しいキャンパスづくりの推進
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平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）は
２０１２年4月に10周年を迎えました

　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。

社会への取り組み
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開 催 日� 2012年12月１日（土）
会 場� 国立競技場（東京都新宿区）
主 催� 早稲田大学Hello!�WASEDA�プロジェクト、
� 一般社団法人ウィズスポ
共 催� 早稲田大学校友会、
� 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
特別協賛� 株式会社ブライダル、エームサービス株式会社
協 賛� アディダスジャパン株式会社、早稲田大学生活協同組合

「第2回早稲田駅伝in国立競技場」概要

※１��2009年に発足した職員有志によるプロジェクト。地域および校友会支部の活性化や校友同士
のつながり強化、附属・系属校との連携強化をめざし、全国各地でイベントを実施しています。

トピックス1 東日本大震災復興チャリティイベント
「第２回早稲田駅伝in国立競技場」を開催

【ご参考】Hello! WASEDA プロジェクトホームページ
http://www.waseda.jp/external/hello/about.html

公式ホームページ
http://waseda-ekiden.wizspo.jp/

　早稲田大学の東日本大震災復興支援チャリティのひとつとして、
国立競技場を舞台に2011年、2012年にランニングイベント「早
稲田駅伝in国立競技場」を開催しました。
　この「早稲田駅伝」は、種目のラインナップやゲストパフォーマン
スなど随所に”早稲田らしさ”を感じられる大会とするとともに、震
災復興への強い願いを込めて、本学Hello!�WASEDA�プロジェク
ト（※１）が企画運営を行っているものであり、２大会にわたりそれぞ
れ3,000名を超える方々にご参加いただきました。
　第２回大会では2012年6月に気仙沼で開催したサッカー大会「早
稲田カップ」優勝チームのお子様とそのご家族をご招待しました。憧
れのサッカーの聖地には元気いっぱいに駆けるお子様達の笑顔が
溢れ、それを見守るご家族の温かなまなざしが印象的でした。
　なお、参加費および協賛金の一部はチャリティとして、本学の東
日本大震災復興支援ボランティアの活動費等に充て、継続的な支
援のために活用させていただいています。
　今後も、人々の絆をつなぐ場として、また、震災を風化させないた
めにも「早稲田駅伝」を開催し続けられるよう取り組んでいきます。
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トピックス2 復興の象徴「かつお」で街づくりの可能性を考える

　平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）と全国共済農
業協同組合連合会（JA共済連）は６月、気仙沼大使に任命されたフ
レンチのカリスマシェフ・三國清三さんの指導のもと、「気仙沼復興
塾　キッチン・スタジオ」を開催しました。
　WAVOCとJA共済連が、三陸沿岸地域の震災復興・農村経済へ
のアプローチをテーマとして開講している寄附講座「震災復興の
まちづくり」の一環。学生が気仙沼で水揚げされるかつお、東北の
安全な野菜、江戸野菜など調理した新しい食を通じ、被災地の方々
と試食しながら新しい可能性を考えました。
　東日本大震災被災地では、地域産業・社会・経済の復興、都市農
村協働、ライフスタイルの構築、安心で付加価値の高い農水産品
の生産流通が課題となっています。同講座では「東北から新たな
食文化を創造しよう」をテーマに食の世界的リーダーをお招きし、
味覚、食育、地域ブランド、次世代の食文化の可能性などについて
語っていただいています。
　また、９月末から約３週間にわたり、受講生が中心になって企画
し、大学周辺商店連合会と連携した「早稲田かつお祭り」が開催さ
れました。気仙沼の戻りがつおと江戸野菜の早稲田ミョウガのコラ
ボレーション料理・物販が展開され、受講生による気仙沼のPR活動
も行われました。
　同時期に、学生の提案によるかつおの酒盗クリームパスタが、早
稲田大学生協の協力で大学食堂にて復興支援メニューとして提供
され、連日完売しました。
　１２月には、食の安全・食と文化・観光・まちづくり・かつお祭りの５
グループが、気仙沼の復興への提案をしました。現地の方からは、学
生らしい新しい視点からのアイデアに、期待の声が寄せられました。

　早稲田の街には、早稲田キャンパスを取り巻くように、さらには高
田馬場や江戸川橋方面に伸びるように７つの商店街があります。ま
た、早稲田は神田神保町に次ぐ日本第二の古書店の集まる街です。
　現在、早稲田の街には、早稲田大学周辺にこれら７つの商店会と
１つの古書組合が参加する早稲田大学周辺商店連合会（Ｗ商連）
があります。
　早稲田大学とこのＷ商連は、年２回ほど定期的な懇談会を開催
しており、大学と周辺商店会等との緊密な連携・交流が行なわれて
います。

トピックス3
早稲田大学周辺商店連合会（Ｗ商連）との
懇談会を定期的に開催
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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２番目に古いもので
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
うと私財を投じ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。

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～

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

坪内博士記念演劇博物館
http://www.waseda.jp/enpaku/

演劇博物館デジタル・アーカイブ・コレクション
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/

會津八一記念博物館　展覧会情報
http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

會津八一記念博物館　収蔵作品データベース
http://www.waseda.jp/aizu/2013/database/database.htm

　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。

早稲田文化の発信拠点として
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　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33,000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28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。
　そんな雰囲気の中では環境保全活動も早稲田らしいのです。町
もがんばる、大学もがんばる、そして環境保全活動の輪は大きくな

り、１＋１以上の効果を生み出します。
　たとえば、早稲田キャンパスで毎年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、全国物産店や模擬店も多数出店されています。
　また、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
が商店街のみな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。
　早稲田大学は、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。
　これからも早稲田から何か新しいことが始まります。

商店街などによる「早稲田地球感謝祭」（早稲田キャンパス）

早稲田大学界隈（早稲田キャンパス南門通り）

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）

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

いつまでも学び続けたい！ ～エクステンションセンター～

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

公開講座・生涯学習

地域と共に
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　『ユニラブ（University� Laboratoryの造語）』は、1988年の理工学部創
設80周年記念行事の一つとして始まり、今年で25周年を迎えました。当初
は近隣の小中学生を対象としていましたが、現在では日本全国から参加者
が集まるほどの大規模なイベントに成長し、参加者数は延べ20,000人に達
しています。実験や工作を通じて小中学生が科学・技術に対する興味や関心
を高める機会を提供すること、そして、広く大学を社会に公開することを目
的としています。
　普段目にする機会の少ない大学の設備・装置を使って実験することや教
員・職員のみならず、大学生のお兄さんお姉さんと一緒になって、見て・触っ
て・感じて、楽しんで実験できることがユニラブの大きな特徴です。近年は、
事前の申し込みが無くても自由に参加できる実験体験コーナーが充実し、
先端技術や様々な不思議に触れる多くの機会を提供しています。

　今後も一つでも多くの「なるほど」と思える機会を与え、子どもたちの興味
や関心、学ぶ喜びを育み、社会の発展に寄与できるよう今後も推進していき
たいと考えています。

2012年度　実験教室一覧
粘土で鉄道の橋をつくってみよう 魔法のコンピュータツールを使って楽しく遊ぼう！
しゃぼん玉のふしぎ！！ 人造イクラを作ろう
とびだす絵をつくろう レンズを作ろう！～ゆがみのないレンズ～
おり紙ハウスを建てよう！ 工作機械を使ってホイッスルを作ろう！
身近なもので化学実験～色が変わる？！消える？！魔法
の溶液で実験してみよう 地球環境にやさしいエンジンを作ろう

光ファイバーを使って七色に光る花を作ろう！ 太陽の塔　ソーラーチムニーって何？
発泡スチロールを溶かしてみよう！ 体とコンピュータをつなげてみよう！
「おわんくらげ」光る！不思議 アミノ酸の結晶を作って顕微鏡でのぞいてみよう
液状化について学ぼう 光に反応するロボットカーを制作しよう！

ろうそくの火で動く船―ポンポン船を作ってみよう 君達はお母さん似？お父さん似？～光るＤＮＡが伝え
る神秘～

　環境・エネルギー研究科では、本庄地域を実践研究の場としてとらえ、研究
室を飛び出して環境・エネルギー問題への様々な取り組みを行っています。
　理工学研究科環境・エネルギー専攻が設立された2005年から毎年、夏休
みに本庄地域の小中学生を対象とした「本庄ユニラブ」の開催もそのひとつ
です。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、知識や体験だけで終わら
ない「行動の変容」を目指すプログラムを学生自らが開発し、予行演習を通
じて問題点や改善点を発見・修正するなど入念な準備のもと当日に臨みま
す。参加した子どもたちは本庄キャンパスの設備や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やゲームを通じて
体験的に学ぶことができます。テーマは多岐にわたり、エネルギー問題、ご

み問題はもとより、自動車、船、家電、料理など身近なテーマに関わるさまざ
まなプログラムを開発・提供してきました。
　2009年度からは、本庄地域を題材にした環境・エネルギーに関する
「CATV向けの番組制作」も実施しています。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・撮影・編集まですべて学生が行い、
本庄CATVと新宿CATVで放映いただいています。
　2012年度からは、地域の調査・地域との交流を通じて得たニーズやシー
ズに対して、学生独自の視点で課題等を分析し、その解決に向けたソリュー
ションを地域の方々と一緒になって考究する「本庄地域調査研究プログラ
ム」もスタートさせ、地域と一体となった環境・エネルギー問題への取組みを
積極的に展開しています。

第２５回 ユニラブ （理工学術院主催　2012.8.7開催）

本庄ユニラブ／本庄CATV向け番組制作／本庄地域調査研究

小中学生に学ぶよろこびを伝えたい

環境・エネルギー・資源問題への考究成果を地域に還元する（環境・エネルギー研究科）

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

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

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！-
　・未来の車を考えてみよう
　・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８１プログラム

CATV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２９番組

本庄地域調査研究プログラム
　・オオタカとの共生
　・地域住民ﾆｰｽﾞに応える新たな循環ﾊﾞｽ路線の開拓

小中学生のための科学実験教室 ユニラブ
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　社会連携推進室は、社会と大学とのリソースをつなぐことで、新
しい連携モデルを創出することを目指しています。

　「人づくり（教育）」を軸に、自治体、企業、地域などと信頼関係を
築きながら、様々なプロジェクトを展開しています。

■�奈良県
　奈良県庁の各担当部局と検討し
た各研究・調査テーマに基づき、主
に研究室単位でアウトプットを出す
プロジェクトです。教員と学生が奈
良の各地域に入り込み、地元の人々
と交流を深めながら、約１年間で成
果を出します。

■�西東京市
　「理科・算数だいすき実験教室」を年に2
回、西東京市の小学生向けに行っています。
　「スーパー・サイエンス・ハイスクール」の
指定校でもある高等学院の全面バックアッ
プのもと、子供たちに理科や算数の面白み
を肌で感じてもらうプロジェクトです。

■�中野区
　事業所経営者を対象にした
講座「経営・学び座なかの」は、
中野区の企業活性化を図るプ
ロジェクトです。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
ネットワークを築くことを目的
としています。

　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

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。

「歴史と大和野菜等の農産物による地域資源
の顕在化に関する提案」（奈良県・桜井市）

「ロケット入門　～ロケットの原理
と水ロケット製作と打ち上げ実験～」
（高等学院）

「参加者によるグループ・セッション」（中野区役所）

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

社会連携推進室WEBサイト／facebook
http://waseda-sr.jp/

【連携プロジェクトの事例】

社会と大学をつなぐ　～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

http://www.facebook.com/WasedaU.SR
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　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。

　市街化するにつれ、緑地の面積は少なくなっています。早稲田界
隈もみどりが少なくなってしまいました。だからこそ、早稲田大学
はキャンパスにこれまであったみどりを大切にします。また、今後も
緑化を積極的に推進します。

　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
のご近所のみな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。

早稲田の緑化

大隈庭園の開放

みどりの多い早稲田

緑あふれる大隈庭園
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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/
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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）モバイルサイト

■日本語版
http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/mobile/
■英語版
http://www.waseda.jp/ecocampus/saf/mobile_english/

日本語版 英語版
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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。


