総長メッセージ
急速に進むグローバル化の一方で、地球温暖化を始めとする環境問題は深刻さを増して
おり、環境に配慮した、持続可能な社会を構築していく取り組みがますます重要になってい
ます。
こうした状況であればこそ、新しい価値観、新しい科学技術や社会システムのあり方を提
示すると同時に、次の時代を牽引していく優れた人材を育成していくことが大学に求められ
ています。
私たちは、本学が、今日の大学に課せられた重い使命を果たすべく、
これまでの歩みをさ
らに発展させ、アジアのリーディングユニバーシティとして確固たる地位を築くための中長
期計画“Waseda Vision 150”
を策定いたしました。
“Waseda Vision 150”(http://www.waseda.jp/keiei/vision150/) では、いまか
ら約20年後、本学が創立150周年を迎える2032年に、①世界中から、世界に貢献する高い
志をも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、そのビジョンの実現に向
けて、いま何をなすべきであり、何をなすことができるかを考え、13の核心戦略とそれを実現するための具体的なプロジェクト等を
提示しています。
そのプロジェクト等の中で、環境・安全分野に関しては、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
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くと同時に、
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。また、地球環境に配慮した建設計画を立
て、学生・教職員にとって利用しやすいだけでなく、早稲田を取り囲む様々な人々の交流の場となる施設を整備していきます。
本学は、私立大学としてはいち早く、実験系廃棄物の適正処理や化学薬品の安全管理のため、1979年に環境保全センターを設
立したことをはじめとして、
リサイクルの促進、省エネルギー活動、環境マネジメントシステムの構築など、環境への取り組みを全学
で積極的に行ってきました。さらに、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、万が
一、災害が発生した際、適切に対応できるような教育プログラムとして
「防火・防災教育用e-ラーニング」
の導入など、先駆的な安全
への取り組みも行っています。このように、先見性と積極性をもって、教育・研究の根幹である環境・安全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、大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。

２０１4年３月
早稲田大学総長
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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
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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
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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。

ユニラブ

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：2012年度
（2012年4月～2013年3月）
２）
記事・トピックス等の各取り組み紹介：2013年度
（2013年4月～2014年3月）
【発行】
2014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
Tel03-3204-9766 Fax03-3203-7051
E-Mailecofuture@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/ecocampus/

教旨の碑
（早稲田キャンパス正門脇）
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早稲田大学の概要
【沿革】

【専門職大学院】

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

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）
、早稲田中学校・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
（2013年5月1日現在）
】※(
■学部学生

うち外国人学生	  1,724人
■大学院学生

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

【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

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
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2,051人(736人)
9,279人(2,839人)
修士1,499人

博士554人
)内は、女性で内数。

■教員
専任、任期付および専任扱い

2,137人(345人)

非常勤

3,305人(874人)

計

5,442人(1,219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	   819人(187人)
嘱託	   433人(275人)
計

【学部等】
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

1,803人(465人)

博士

【教職員数
（2013年4月1日現在）
】※(

院、
本庄高等学院、
川口芸術学校

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

5,425人(1,638人)

うち外国人学生

早稲田大学 東日本大震災復興研究拠点設立

グローバルエデュケーションセンター設置

修士
専門職
計

2011年
（平成23年） 東日本大震災復興支援室設置

2013年
（平成25年） 国際コミュニケーション研究科開設

)内は、女性で内数。

44,295人(16,029人)

【校

1,252人(462人)

友】 約59万人

【帰属収入】 約976億円
（2012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562万冊

【早稲田大学組織図】 ※2013年4月1日現在
http://www.waseda.jp/common/pdf/organization.pdf

本学の環境への取り組みの歩み
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

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

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

1979

環境保全センターを設置

構築し、早稲田キャンパスで
「ISO14001」の認証を取得しまし

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）

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

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
学生によるキャンパス内での
「打ち水」
イベントを開始

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。学部・研究科にわたる総合
的な教育・研究領域と、付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。
早稲田大学の環境保全活動の特徴
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

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

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・システム研究機構を設置
2012
2013

EMS新宿実証センターを開設
（早大・経産省）

標準通信規格を用いて技術開発へ

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）

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

04

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、継続的な環境負荷低減と環境保全活動に取り組みます。
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学生の環境保全活動
環 境への取 り 組み

「アトム通貨」
による環境活動
～心優しいアトムに倣って、地球環境や地域・国際協力への貢献を目指す～
『アトム通貨 』がアトム誕生の翌年2004年4月7日に発行され
てから、10周年を迎えました。早稲田・高田馬場発祥の本地域通
貨は、活発な地域社会づくりの手段として全国の商店会で取入
れられ、現在10支部に。早稲田・高田馬場支部ではまちの清掃や
打ち水、フリーマーケット等で『エコ・マネー 』として位置づけ、特
色ある環境活動に励んでいます。また、東北復興支援と飲食店活
性化のために“気仙沼かつお×早稲田みょうがまつり”等のキャン
ペーンツールに活用し幅広い活動を展開しています。10周年記
念では、地域と学生を結びつけ地域活性を目指す《ヒト×マチプ
ロジェクト》を立ち上げ、その一環として早稲田・高田馬場地域の
将来を考えるシンポジウム等を開催しました。株式会社手塚プロ
ダクションはじめ商店会、NPOスタッフ、CSR事業に携わる企業
人、ボランティアに励む学生等、多様な地域市民が交流する機会
となりました。

「学生NPO農楽塾」
による環境活動
～早稲田には農学部がないが、田んぼがある～
誰もが一度は心に浮かぶであろう
「早稲田なのになんで“田”ん
ぼがないのか」
という素朴な疑問。この問いから、学生NPO農楽塾

の活動報告では、
“わせでん”だけでなく菜園や農作業体験イベン
トの開催等も行っていることが伝えられました。

は、都市部と農や食の現場との距離が開いていることに気づきま

設立時より支えて下さった堀口健治先生は、
「 北海道や大潟村

した。早稲田から農の営みを身近に感じる農的生活を始めたい、
と

など、農村で活躍する卒業生も出てきた。
（ 昨年の）退職後にそこ

大隈庭園に畔ぬりの田んぼ“わせでん”を開墾してから2014年2

を訪ねている」
と仰っておられました。同じく、
“わせでん”開墾当初

月10日で10年。このたび、学生と卒業生、関係者、教職員が一堂に

に苗をご提供いただいた山形県高畠町の農家、齋藤文芳氏からは

会する記念イベントが開催されました。学生NPO農楽塾の卒業生

「大雪の中駆けつけたが、こうして10年を迎えられたことは大変

は、就農者3名（うち2人は夫婦）
を筆頭に、食品開発や農業経済の

喜ばしい」
という言葉をいただきました。小さな田んぼに集まった

研究、放送業界・企業や自治体で地域活性化に携わる等、食・農・地

大勢の人間が、世代を超えて農的生活を共有した仲間となったイ

方をキーワードにさまざまな分野で活躍しています。現役学生から

ベントでした。
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「ふるさと清掃運動会実行委員会」
による環境活動
～早稲田大学公認団体「学生ボランティア企画集団NUTS」
と荒川清掃～
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）が
協力している
「ふるさと清掃運動会」
は、2007年発足からこれまで

すが、結果45リットル袋829袋分のゴミを回収しました。参加者に

に参加者がのべ17万人を超える大きな環境アクションです。私た

は区民のみならず、荒川河川敷で練習に励む少年野球チームの小

ちのふるさとの自然環境を守るため、東北の復興に寄与するため、

学生やそのご家族も多く、
「 練習場をきれいにして、気持ちよくプ

2013年度においては、北は北海道、南は鹿児島まで計313箇所で

レーがしたい。」
と懸命に取り組んでいました。

開催されました。

学生ボランティア企画集団NUTSが司会進行から参加者への作

10月5日（土）
には、東京にて実行委員企画『ふるさと清掃運動

業指導、回収したゴミの計測や運搬までを円滑に行い、活動を支え

会：荒川でゴミ拾い』を開催し、委員長の王貞治氏と共に700人の

ていました。準備運動では、マスコット
“ふるさトン”のお面をかぶっ

ボランティアが懸命に清掃しました。荒川河川敷には上流から流

たりと学生ならではの創意工夫も忘れていませんでした。

清掃には大人だけでなく大勢の子どもも参加

野球少年もユニフォーム姿で清掃

NUTSのメンバーがスタッフとして活動を支えた

野球少年憧れの存在、王貞治氏との対面

全体での集合写真。多くのゴミが集まりました
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れてきたり、台風で東京湾から遡上したゴミが山ほどあったので

東日本大震災復興支援「どんぐり研究会」
による環境活動
～海の照葉樹林を、早稲田から育てる～
生まれました。5年間で1万5千本を育てるのが目標で、現在は附

は、気仙沼市の震災復興計画のひとつ、防災自然公園ベルト
「海の

属校の本庄高等学院の高校生も多数参加し気仙沼市の神社の林

照葉樹林プロジェクト」
の支援プログラムを立ち上げています。
「海

などで採取した種子や幼苗3千本を育てています。ユズリハやシロ

と生きる」
を復興のキャッチフレーズとする気仙沼市で、コンクリー

ダモ、ヤブツバキにアオキ…高木から低木まで品種はさまざまで

トの防潮堤だけに頼らず、地元の植生にもとづく津波に強い照葉樹

す。気仙沼での植樹祭の開催を心待ちにして、気仙沼文化や地域コ

（常緑広葉樹）主体の防潮林を作ることで、未来のいのちを守ろう

ミュニティの再生支援にも携わっています。活動していくことで震

とするプロジェクト。ここに不足している苗木を早稲田大学のキャ

災の風化を防ぎ、防潮林をつくることで未来のいのちも守りたいと

ンパスで育てようと取り組む
「どんぐり研究会」
という学生チームも

考えています。

環 境への取 り 組み

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）で

国際交流を通じて環境問題を学ぶ
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および異文化理解の促進を目的として

回に参加しました。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。
また、今年度は環境安全管理課との共催でプロの写真家でツバ

おり、さまざまなプログラムを展開して環境に関連する活動も行っ

ル国環境親善大使の遠藤秀一氏をお招きし、地球温暖化の被害者

ております。

として象徴される
「ツバル」
が抱える危機についての講演会を開催

「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

し、約30名の学生が参加しました。
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。

活動を行っています。今年度は、開催11回のうち長期休暇を除く9
国際コミュニティセンター
（ＩＣＣ）

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

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。
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早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス活動紹介
早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス

（教育学部1年）
第17期 渉外担当 高沼 大貴

私たち環境ロドリゲスは、
「 学生が主体となり、多様なアプロー

また
「えこのわぐま」
を中心に、毎年4月のサークル新歓期に排出

チから環境問題の解決に貢献する」
という理念のもと、日々活動を

されるビラを拾う
「新歓レレレ隊」、地球感謝祭・稲門祭・早稲田祭

行っています。

の運営スタッフと協力し、ごみの分別指導を環境ロドリゲス全体で

現在ロドリゲスは、4つの企画に分かれて活動しています。早
稲 田 大 学 及 び 周 辺 地 域 のご み 問 題に対して 活 動 する「 えこの
わぐま」、環境教育を通して持続可能社会の大切さを伝えていく

行っています。
今後も、学生ならではの視点と考えで、環境問題の解決に取り組
みたいと思います。

「ecoSMILE」、新潟県佐渡島の地域活性と学生への環境啓発の
両立を目指す
「REC」
、資源循環型社会を目指し再生素材での商品
開発・普及に努める
「Re‐Cover」
です。一人ひとりが興味のある環
境問題について、様々な視点から考え、お互いに話し合い活動を
行っています。

ゴミ分別指導

佐渡島での地域活性

本庄の杜
本庄の杜

子ども達への環境教育

再生素材での商品開発・普及

農業プロジェクト活動

農業プロジェクト

大浦 靖香（人間科学部３年）
本庄キャンパスが位置する埼玉県本庄地域は、田園や自然にあ
ふれています。このような恵まれた環境のもと、
「 本庄の杜

農業

プロジェクト(早稲田大学教務部本庄プロジェクト推進室企画)」
は、
「学生視点での本庄地域の農業への貢献」を目的として活動して
います。活動は
「農業体験活動」
「テーマ活動」
の2本柱構成です。
「農業体験活動」では、地域の農家の方にご協力いただきなが
ら、ジャガイモ・米などを栽培しています。また、定期的に国際コ

また、
「テーマ活動」では、本庄地域の農業の課題についてテー
マを設定し、講演会の企画や、農業関係者へのヒアリングなどを
行っています。
これらの活動は、本庄地域の皆様のご協力があるからこそ実現
できています。そして、実際に農業を肌で感じ、農家の皆様からお
話しを伺うことは、新しい学びの連続です。
今後も本庄地域の皆様にご指導、ご協力をいただきながら、早

ミュニケーションセンター
（ICC）
の留学生・本庄高等学院生を迎え

稲田の様々な関係者と連携し合い、本庄地域の農業に少しでも新

た農業イベントや、収穫したジャガイモの販売会を行い、学生自ら

しい切り口の提案ができたらと考えています。

農業を体験するとともに、本庄地域の知名度向上や早稲田生の呼
び込みを目指しています。

ICC 留学生参加の田植えイベント
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ジャガイモ販売会・じゃがバター無料提供イベント

地域の農家の皆様との意見交換会

環境に関わる研究紹介
環 境への取 り 組み

1. 日本の「ワイルドライフ・マネジメント」
研究の現状
人間科学学術院

三浦 慎悟 教授
私は
「野生動物管理」
（ワイルドライフ・マネジメント）
という研究

最近、
クマの人身被害が増加している。クマはブナやミズナラの

分野を専攻している。この四半世紀、野生動物にとっての
「環境」
も

堅果類の凶作年になると、その代替の餌を求めて移動し、人間の

大きく変化してきた。グローバルに見れば温暖化が進行し、生物季

居住空間へと侵入する。この人身被害を回避するには、ブナやミズ

節（桜の開花やツバメの渡来時期）
は少しずつずれ、豪雪は死語と

ナラの豊凶をモニタリ

なり、野生動物にもしのぎやすい冬が訪れるようになった。日本に

ングによって予測する

限ると、人口減少と老齢化によって耕作放棄地が増加し、日本人に

ことが大切であり、そ

なじみ深いシカやイノシシ、サルやクマといった野生動物たちの生

のシステム構築を提言

息地へと転換されている。これらを背景にいま人間と野生動物の

してきた 。現 在 、東 北

軋轢が増加している。野生動物による農林業被害は100億円を突

地方や富山・石川県で

破し、中山間地の人々の営農意欲はおろか定住意欲さえ奪い、
クマ

はこのモニタリングに

やイノシシ、サルは人身被害を頻繁に起こし、シカは各地の国立公

よる
「警報」
システムが

園の自然生態系や景観を破壊しつつある。野生動物の
「反乱」
であ

作動している。

り、
「ワイルドライフ・ウォー」の時代である。野生動物管理とは、人

ヘリコプター
（航空自衛隊提供）
を使って空からシカの頭数
を数える

多くはまだ開発途上

間か野生動物かの二項対立をこえ、両者が共存できる道を探って

の技術ではあるが、野

いく必要がある。このためには何をすればよいのか、それは何より

生 動 物との 共 存 を 目

も野生動物の生態や行動を踏まえた管理技術や制度をつくる以外

指し今後も研究を続け

にはない、
と私は確信している。

ていきたい。

ささやか研究のいくつかを紹介する。野生動物を管理する基礎
となるのは個体群サイズの推定である。クマやシカが何頭いるの
かを把握することである。野生集団を相手にこのことはかなり難し

空から見たシカ。このシカを数える

い。相手はほとんど姿を見せないし数えきれないからだ。信頼性の
高い方法は一部の個体を捕まえてマークして放し、その割合から
推定する方法だ。とはいえ捕まえるのは容易ではなく、
クマなどは
危険さえある。これに代わって捕獲しなくても個体識別する方法を
試みてきた。体毛の一部を採集してDNAを分析したり、体毛に表
れる自然の斑点パターンを自動撮影し、分析する方法だ。クマの喉
に見られる
「月の輪」
は多様であるが、個体ごとに独自のパターン
をもつことが分かってきた。生息地に複数の自動撮影装置を設置
すれば生息数はかなりの精度で推定できそうである。シカもまた
夏毛に見られる白い斑点には個体性があり、とくに背中側のそれ
は有望であることが分かってきた。
人間との軋轢を回避するには捕獲することも大切ではあるが、

クマの個体識別
（月の輪の斑紋が個体ごとにちがう）
。これを利用して個体数を推定する。

やみくも獲ればよいというものではない。シカ個体群の場合には、
オスばかりを獲ったところで個体群サイズの減少にはつながらな
い。現状のサイズを把握し、目標とするサイズに、メスの捕獲数を
計画的に設定しながら誘導していく必要がある。このためにはシ
ミュレーションに基づく管理計画を策定しなければならない。現実
に即したシミュレーションを作成するためには、個体群サイズ、捕
獲した集団の性・年齢構成、繁殖率といったパラメタを把握する必
要がある。こうしたパラメタの分析を行いながら作成した地域ごと
のシカ管理シミュレーションプログラムを、私は東京都や岩手県に
提供してきた。このシミュレーションは野生復帰事業が行われてい
るトキなどにも応用され、保全プログラムを作成し環境省に提供し
てきた。

トキの個体数変動予測シミュレーション
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2. 50％の省エネルギーを実現した革新的な情報通信用空調機器の開発
理工学術院

齋藤 潔 教授
近年、サーバーやネットワーク機器などの情報通信装置を設置

あります。また、一台のシステムで外気温度が高い夏期から中間

したデータセンターは、電子商取引やコンテンツ配信などのネット

期は従来と同様に圧縮機を使用した圧縮サイクルを採用して運用

ワーク活用サービス事業者に広く活用され、社会インフラとして極

し、外気温度が低い冬期から中間期は、圧縮機を停止し、冷媒ポン

めて重要な位置を占めるようになっています。

プによるフリークーリングサイクルでの運用が可能となり、空調シ

データセンターでは、情報通信装置から排出される排熱を処理
するために必要な年間冷房空調に膨大な電力を消費しており、こ

ステムの消費電力の大幅な低減を実現できます。
本システムを実用化するにあたっては、二つのシステムを複合

の低減が急務となっています。空調の年間消費電力を低減するた

化するため、圧縮サイクルとフリークーリングサイクルを適切に切

めには、中間期から冬期の低温外気の有効利用が効果的でありま

り替える制御系の設計方法や設置環境や運用環境に応じてフリー

す。しかし、データセンターでは、大量の外気の直接導入は室内空

クーリングサイクルにおける冷媒ポンプのキャビテーションを回避

気質を悪化し、情報通信装置に悪影響を及ぼす可能性があるた

する方式の確立が必須でありました。

め、その導入が容易ではありません。

齋藤研究室では、長年にわたってエネルギーシステム汎用解析

一方で、冷媒を介して熱を外気に輸送する間接外気冷房として

論の確立に向けた研究を実施してきました。この理論を活用して

のフリークーリングシステムは、直接外気を室内に導入しないた

様々なシステムの最適化を実現したり、図1に示す汎用エネルギー

め、上記の問題を回避し、低外気温時には消費電力の大幅な低減

システム解析シミュレーター”Energy flow+M”の開発に応用し

が期待できます。しかし、高外気温度時には運用できないため、外

たりしてきました。

気温度が高い時期には、圧縮機を用いた従来の圧縮式冷凍機との
併用が必要となり、
コストアップが避けられません。

本研究でもこの理論を活用して、理論解析が非常に複雑となる
ハイブリッド空調システムの特性解析を定常・非定常両面から実

そこで、早稲田大学齋藤研究室とNTTファシリティーズ、日立ア

施し、本システムを実用化するために必要となる課題の解決やシ

プライアンスは、従来の圧縮サイクルにフリークーリングサイクル

ステムの最適化に大きく貢献してきました。この成果は、NTTファ

を併用したハイブリッド型空調システムを提案してきました。本シ

シリティーズと日立アプライアンスにより、図1、表1に示すシステ

ステムの特徴は、両サイクルに共通する熱交換器等を併用するこ

ムとして実用化されるとともに、早稲田大学を含む3機関により、

とにより、大幅なコストダウンおよび省スペース化が図れることに

2012年度の日本機械学会賞
（技術）
を受賞するに至りました。

図1

汎用エネルギーシステム解析シミュレーター”
Energy flow+M”

図2

開発されたFMACS-Ⅴ hybrid
（L）
外観

表1 FMACS-Ⅴ hybrid
（L）
の仕様表

冷房能力
（顕熱能力）[kW]

45.0

消費電力
（圧縮/ポンプサイクル）[kW]

16.2/5.0

室内ユニット

室外ユニット
ポンプユニット
冷媒
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吹き出し方式

下吹き

寸法
（W×D×H）
[mm]

1295×900×1950

送風量[m3/min]

240

質量[kg]

655

寸法
（W×D×H）
[mm]

1350×900×1980

質量[kg]

340

寸法
（W×D×H）
[mm]

1100×580×550

質量[kg]

105
R410A

3. 日
 本版ADR標準化手法を2013年度夏から一部電力会社とアグリゲータ間で試験導入
4地域実証においても検証～デマンドレスポンス技術の実用化検証～

環 境への取 り 組み

理工学術院

林 泰弘 教授
理工学術院

よびアグリゲータDRAS）
。これらのサーバー間でのDR信号の伝送

教授）が2012年11月1日に早稲田大学と経済産業省で設置した

早稲田大学先進グリッド技術研究所
（所長：林泰弘

には、米国で整備中のADRの標準であるOpenADRを基に、経済

新宿ＥＭＳ実証センターにおいて、電力会社、家電・エネルギー機器

産業省が主催するスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会のデ

メーカーなど26社と協働で設備を新設し、一部の電力会社とアグ

マンドレスポンスタスクフォースが策定した日本版ADR標準化手

リゲータ間で、日本版ADR(Automated Demand Response:自

法を採用します。また、外部通信環境にはセキュリティーを確保し、

動需要応答) 標準化手法について、試験的な検証と４地域実証
（ 横

異メーカーのサーバーやHEMS・各種機器を様々な形で組み合わ

浜市、豊田市、けいはんな、北九州市）とも連携し、順次同標準化手

せ、相互接続性を確認できるDR対応通信ネットワーク環境を構築

法の検証を行っていきます。

します。

当センターは、これら検証を通じて、デマンドレスポンス等の最

このような機器・手法を用いて、一部電気事業者が運用中のDR

新の電力制御技術により、電力系統全体の需給状況と連係して、

システムと連携し、2013年度夏のDRの発動に伴う信号授受を実

家庭内の家電機器や創エネルギー・蓄エネルギー機器（太陽光発

際に行うことにより、標準化手法の検証を行います。また、
４地域実

電、電気自動車等）を最適に自動運転するしくみの実用化を目指

証（横浜市、豊田市、けいはんな、北九州市）
とも連携し、順次同標

します。また、今後のアグリゲータ事業の拡大ならびに、電気事

準化手法の検証を行っていきます。

業者、アグリゲータ、需要家が連携するADRに必須である信号伝

なお本事業は、本学が経済産業省の
「エネルギーマネジメントシ

送の標準化に資するため、インターネット等の通信網を経由して

ステム標準化における接続・制御技術研究事業」
の補助を受けて実

DR(Demand Response:需要応答)信号を送受信するための

施するものです。

サーバー群を新規に設置します
（図の電力DRAS（ 親）、同（子）、お

新宿実証ARD連携 全体イメージ図
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高等学院キャンパス紹介
高等学院教室棟が完成
2013年9月に早稲田大学高等学院の新築教室棟の使用を開始し
ました。2012年度から2014年度にかけ教室棟、講堂棟、体育館棟

教室棟の環境へ配慮した主な点は、次の通りです。
■ポジワット技術

の新築工事をしています。校舎の建て替えでは、原風景の維持と環

●地中熱利用システム

境負荷低減に配慮しています。

共同溝をクールヒートトレンチとし、地中熱による外気の予冷・

早稲田大学校歌のごとく、校舎が建て替わっても、人が入れ替

予熱を行い、建物の換気に利用することで外気負荷削減を行

わっても、
「心のふるさと」
として受け継いでゆくべき記憶と環境が
あるはずです。歴史の中で引き継がれ、積み重ねられてきた風景を

います。
■ゼロワット技術

新校舎の建築の際に引き継いで再構築しています。ケヤキとイチョ

●熱と光の選択導入型

ウの並木道や各校舎間を繋ぐ屋外デッキなどを学院を象徴する原
風景と考え、ケヤキ並木を保存し、教室、体育館、講堂を繋ぐ回廊

の庇により、太陽高度の高い日射を反射させ、冬期はグラデー

デッキを設けることで、
「記憶を継承」
しています。

ションブラインドで自然光を天井面に反射させ、間接光を室内

新築工事プロジェクトの基本コンセプトは、
「学び育てるためのエ

に導いています。

コ環境づくり」
であり、次世代の地球環境時代を切り拓く学生教育の

●屋上緑化断熱による日射遮蔽

場として、自然エネルギー最大活用による創エネ
（ポジワット）
、パッ

ヒートアイランド現象を抑制し、建物内への熱負荷を軽減して

シブ・アクティブ技術による負荷低減
（ゼロワット）
、超高効率システ

います。

ムの導入による省エネ
（ネガワット）
を効果的に組み合わせ、省CO₂、

●風力利用最大化システム

快適・安全・安心な学び舎の実現を目指しています。
基本コンセプトに基づいて教
室棟は、居室全館空調を前提とし
ながらも従来の空調最低限の校

2-1

S:★★★★★

S
77

‒

B+:★★★

B :★★

15

BEE=1.0

A

3.1

び込むウインドキャッチャーを設置し、北側教室への自然換気

C:★

を促進させ南からの風を利用した自然換気を促進しています。
■ネガワット技術

B

+

B

環境品質Q

最高ランクのSランクになり、環

●LED照明と昼光利用制御
主要室内をLED照明とし、かつ昼光連動制御をかけることで、

‒

0.5

適正照度の確保及び照明消費エネルギーを低減しています。

C
0

境負荷が少なく環境品質が高い

風力利用最大化システム

A:★★★★

50

あるCASBEEの評価において、

建物になっています。

★★★★★
30

100

ます。建物の環境効率の評価で

L字型建物形状や凹凸壁面を利用し、建物内に積極的に風を呼

建築物の環境効率
（BEEランク＆チャート）

BEE＝3.1

舎より、CO₂排出量を低減してい

0

50

環境負荷L

100

CASBEEの評価

L字型建物形状

高等学院全体図
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外皮システム

東西軸配置により外皮負荷を低減しています。夏期は、勾配付

ウインドキャッチャー

教室内LED照明など

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～
環 境への取 り 組み

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
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月に西早稲田キャンパス(現在、早稲田キャンパスと名称変更)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。
■ WEMSの流れ

■ 早稲田大学の環境保全活動

教

エコフューチャー委員会

育

環境方針

環境保全活動・目標等の議論

早稲田大学環境宣言に基づく

Action

ボランティア

研

究

エコフューチャー総括者の見直し

Plan

今年度の評価と次年度への改善
（担当常任理事）

継続的改善

外部評価

法順守

計画

（エコフューチャー委員会
・総務担当常任理事）

環境保全活動への評価・助言
（学外の有識者・専門家）

環境負荷
低 減

点検及び是正処置

Do

Check

実施及び運用

内部環境監査
（担当常任理事が指名する監査員）

（箇所）

■ ＷＥＭＳ運営組織
経営執行会議

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

地球環境問題
談話会
※現在休止中

エコフューチャー
全体総括者
（総務担当理事）
エコフューチャー委員会

※環境保全活動計画の策定等

環境ボランティア
プロジェクト

エコフューチャー
全体責任者
（総務部長）

エコフューチャー学生
教職員懇談会

内部環境監査

外部評価会議

エコフューチャー事務局

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
する外部の有識者・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。
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

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

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。

内部環境監査チーム

※環境保全活動の監査

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実施しています。

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。
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２）
早稲田大学環境宣言
早稲田大学では環境宣言を策定し、掲げられた方針のもと、全学的に環境保全活動を推進しています。

早稲田大学環境宣言
（早稲田大学環境方針）
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。

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。

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、 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
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、
いて、地球温暖化低減策の推進、グリーン購入の推進、エネ
普及活動を積極的に展開する。
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。
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・
７．
早稲田大学は、あらゆる人々に環境方針を公開し、
「 地球
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
環境の保全」の取り組みに対して、理解と協力を求める。
に、環境汚染の予防に努める。
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
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
し、継続的な改善を図るとともに、学生、教職員および早稲
いて、環境に関連する法規、規制、協定、学内規定等を遵守
田大学にかかわる人々にその全容を周知する。
する。
1999年11月26日制定
2006年７月１日第8項を改訂
学校法人 早稲田大学

わたしたちが
いまできること。

資源の
分別・回収

環境教育・
環境研究
グリーン購入

節水・
節電・省資源

環境
マネジメント
システム

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。

地域社会
との連携
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3）
２０１2年度環境目標と達成状況
○：達成
項目
（目的）

学生の環境意識向上・
環境保全活動への参加

温室効果ガス総排出量の抑制(CO₂換算)
目標値37,924ｔ/年 以下 → 2012年度実績：36,376ｔ/年(2010年度比‐13.2%)
建物床面積あたりの温室効果ガス排出量の抑制(CO₂換算)
目標値52.63kg/㎡ 以下 → 2012年度実績：49.86kg/㎡(2010年度比‐13.8%)
（主要エネルギー別内訳）
・電力使用量 30,519ｔ/年 以下 【2012年度実績：29,740ｔ/年(2010年度比‐11.7%)】
・ガス使用量 	 6,553ｔ/年 以下 【2012年度実績：6,212ｔ/年(2010年度比‐13.1%)】
・重油使用量
852ｔ/年 以下 【2012年度実績：324ｔ/年(2010年度比‐65.7%)】

安心・安全な学内環境の整備

廃棄物の発生抑制、
リサイクルの推進、
循環型社会への貢献

○

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）

○

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）

○

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）

○

「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
（クリッカー導入による双方向性を高めた説明会の運営）
教職員の環境保全意識の向上

達成状況

環境保全活動の定着と環境保全意識の更なる向上
（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 境への取 り 組み

【重点目標】
温室効果ガス排出量の抑制

２０１2年度目標

○

○

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

○

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
・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

○

放射線の安全管理
（法令に基づく作業環境測定等の確実な実施）

○

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）

○

PCB廃棄物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）

○

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）

○

廃棄物発生量1,780t/年以下
（2010年度実績
（1,816ｔ）
比-2%以下、実験系廃棄物を除く）
【2012年度実績：1,808ｔ/年(+1.6%)】
本庄高等学院92号館および委託ホーム解消に伴い、計画を上回る廃棄物が発生したため。

×

リサイクル率 56.0%以上 （2010年度
（54.0%）
比 +2%増）
【2012年度実績：64.8%(+8.8%)】

○
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●3ケ年
（2012～2014年度）
環境目標
年度目標

項目
（目的）

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

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

[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）

制しつつ、建物床面積あたりのCO₂排
出量を低減していく。

学生の環境意識向上・
環境保全活動への参加

教職員の環境保全意識の向上

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

[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
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 （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 意識の積極的な啓発、内部環境監査体制の運用
検証）
し実施）

「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）

[3-①]
化学物質の適正管理
化学物質の適正管理
化学物質の適正管理
（CRIS）
および薬品・高圧
（CRIS）
および薬品・高圧 ・化学物質管理システム
・化学物質管理システム
（CRIS）
および薬品・高圧 ・化学物質管理システム
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
ガス納品確認体制を全学的に継続運用
（マ
（マ ・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票
・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票
（マ ・実験系廃棄物に関して、廃棄物電子管理票
ニフェスト）
を継続運用
ニフェスト）
を継続運用
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
作業環境測定および定期排水分析の実施
作業環境測定および定期排水分析の実施
（有機溶剤および特定化学物質）
・作業環境測定
（有機溶剤および特定化学物質） ・作業環境測定
・作業環境測定
（有機溶剤および
を全学的に継続実施
を全学的に継続実施
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） （より効率的な分析法の試験的測定を併行実施） （より効率的な分析法の試験的測定を併行実施）
（19箇所）
からの排水について、
（19箇所）
からの排水について、 ・学内特定施設
・学内特定施設
（19箇所）
からの排水について、 ・学内特定施設
毎月1回
（8月、2月を除く）
水質分析を実施
毎月1回
（8月、2月を除く）
水質分析を実施
毎月1回
（8月、2月を除く）
水質分析を実施
安心・安全な学内環境の整備

[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
シックハウス原因物質の測定実施
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 （新築・大改修した建物等の利用開始前後のシッ （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）
クハウス測定の実施）
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)
[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）
[4-①]
廃棄物発生量

1,7８０t/年以下
廃棄物の発生抑制、
リサイクルの ※2010年度実績（1,816ｔ）比-2%以下
推進、循環型社会への貢献
リサイクル率 56.0%以上
※2010年度実績
（54.0%）
比 +2%増
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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)
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）
廃棄物発生量

1,7６２t/年以下

※2010年度実績
（1,816ｔ）
比-3%以下

リサイクル率

57.0%以上

※2010年度実績
（54.0%）
比 +3%増

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)
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

58.0%以上

※2010年度実績
（54.0%）
比 +4%増

早稲田大学の2012年度環境負荷の状況 （2012年4月～2013年3月）

CO₂排出量
（t）

60,000
50,000

近年の主な建物建設状況

床面積あたり
（kg/㎡）

57.87

60

49.46

49.86

35,920

36,376

50

41,896

40,000

40

2009年

・早稲田キャンパス11号館

2010年

・高等学院70～72号館
・ゲストハウス喜久井町

2011年

・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）

環 境への取 り 組み

１）温室効果ガス
（CO₂換算）の排出量推移と床面積あたり
排出量

30,000

30

2012年

・本庄高等学院95号館

20,000

20

2013年

10,000

10

・戸山キャンパス33号館
（高層棟）
・高等学院教室棟
（72-2号館）
※P.13参照

2014年予定

・中野国際コミュニティプラザ
・高等学院講堂棟
（73号館）
、体育館棟
（73-3号館）
・戸山キャンパス33号館
（低層棟）
・早稲田キャンパス3号館

0

2010

2012 （年度）

2011

0

※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エネルギー起源温室効果
ガスの排出量です。
※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係数0.382kg/kWh
を用いて算出しています。

２）エネルギー使用量
電気使用量

重油使用量

ガス使用量

（千kWh）

（千㎥）

（kℓ）

100,000

4,000

400

88,172
75,061

80,000

3,262

77,853
3,000

2,954

2,834

水使用量
（千㎥）

800

356

300

611

600

250

533

524

2011

2012（年度）

60,000
400

200

2,000
40,000

122
1,000

20,000
0

2010

2011

0

2012（年度）

200

100

2010

0

2012（年度）

2011

2010

2011

0

2012（年度）

2010

※2010年度、2011年度のデータは再算出していますので、HPを参照して下さい。

３）廃棄物・リサイクル
廃棄物発生量

廃棄物リサイクル率

（t）

（%）

2,000

1,816

80

1,808

1,648

1,500

60

1,000

40

500

20

0

2010

2011

0

（年度）

2012

※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。

63.5

64.8

2011

2012

54.0

2010

（年度）

※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

４）主なキャンパスの温室効果ガス
（CO₂）排出量推移と床面積あたり排出量
早稲田キャンパス
CO₂排出量
（t）

西早稲田キャンパス
床面積あたり
（kg/㎡）

18,000
15,000

90

14,266

12,000
9,000

75

11,924
48.7

6,000

42.0

3,000
0

2010

2011

12,426

43.8

CO₂排出量
（t）

18,000

60

12,000

45

9,000

床面積あたり
（kg/㎡）

90

77.1

15,000

65.1
9,376

7,927

64.8

7,888

75

CO₂排出量
（t）

60

3,000

45

2,250

30

1,500

15

3,000

15

750

0
2012（年度）

0

2010

2011

90
75

3,750

6,000

0

床面積あたり
（kg/㎡） CO₂排出量
（t）

4,500

30

0
2012（年度）

所沢キャンパス

戸山キャンパス

2,877
45.5

2,345
38.8

2010

2011

床面積あたり
（kg/㎡）

90

4,500
3,750

3,776
68.7

3,297

3,506

75

62.8

60

60

3,000

45

2,250

45

30

1,500

30

15

750

15

0
2012（年度）

0

2,493
35.5

2010

59.0

2011

0
2012（年度）

※条例等に基づき、官公庁に報告した内容であり第三者による検証を受けた数値を掲載しています。但し、所沢キャンパスの2010年度データは、条例施行前のため検証を受けておりません。
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全学共通副専攻など環境関連カリキュラムの充実

～学部の垣根を超えて学ぶオープン科目～

早稲田大学には、科目名に
「環境」
と付くものだけでも700科目

分野を持てる学際的な全学共通副専攻が25コース設置されてお

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

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

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

研究」
コースについては、のべ3,627名
（2013年度）
の学生が履修

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

しました。

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
■ 全学共通副専攻
「戦力的環境研究」 2013年度開講科目
コア科目
項
1
2
3
4
5
6

選択科目

学部等
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター

科目名

環境を経営する
環境科学基礎講座
環境問題と持続可能な社会
環境イシューを再編集する
環境イシューを深く読み解く
地域から石油多消費型近代を作り直す

■ 全学共通副専攻
「戦略的環境研究」の履修者数の推移
（人）

3,892

4,000
3,500
3,000

3,627

3,404
3,052

2,500
2,000
1,500
1,000

項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

学部等
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
オープン教育センター
法学部
教育学部
教育学部
教育学部
教育学部
社会科学部
社会科学部
人間科学部
人間科学部
人間科学部
人間科学部
基幹理工学部
創造理工学部

科目名
環境とボランティア
エネルギーと地球環境の国家戦略とビジネス
やさしい
「環境とエネルギー」
環境関連施設見学実習
（思索）
環境関連施設見学実習
（実践）
資源エネルギーと地球環境問題を考える
再生可能エネルギーを地域から考える
環境論IB
地理学III
（自然環境と風土）
地理学IV
（風景の科学）
地球の起源
地球システムと環境問題
環境法I
環境法II
環境情報科学
地球環境システム論
環境社会学
環境民俗学
開発倫理
環境基礎工学

500
0

2010

2009

2012

（年度）
2013

環境関連教員・研究
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

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

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

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

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

さい。

■ 環境関連教員一覧
（抜粋）
教員名
赤尾 健一
天野 嘉春

2013年9月現在

専門分野・主な研究課題
環境経済学、
経済理論、
林学
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
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https://www.wnp7.waseda.jp/Rdb/app/ip/ipi0201.html

教員名
柴山 知也
首藤 重幸
関谷 弘志

専門分野・主な研究課題
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
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
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
三浦 慎悟
野生動物管理、動物生態学
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

実験系廃棄物の管理状況
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

■ 実験系廃棄物発生量の推移
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

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。

環 境への取 り 組み

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。

容積
（万リットル）

70
60
50
40
30

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
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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。本学では、原則として電

10
0

子マニフェストによる運用を行っています。

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012（年度）

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。2012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。

※1PRTR
（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。

■ 2012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
ヘキサン
クロロホルム
塩化メチレン

水質の管理状況

使用量(Kg)
9,800
6,600
5,300

大気への排出量(Kg)
3,200
1,500
1,700

下水道への移動量(Kg)
0
1.0
0.9

事業所外への移動量(Kg)
6,600
5,100
3,600

～理工系実験排水の定期的水質分析～

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

2013年度においては、対象となる７キャンパス、計１９の採水箇

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

所のうち、西早稲田キャンパスでジクロロメタンの濃度が基準を超

定期的に、重金属や揮発性有機化合物（VOC）
などの32項目の分

える傾向を示した時期がありましたが、実験方法の改善によりその

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

後良好な水質が維持されています。

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。
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ごみの分別の徹底と3Rの推進
早稲田大学では、ごみの減量化および再資源化のためごみ分別
の徹底に努めています。

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
人一人のごみの分別を意識した行動が期待されています。

現在、キャンパス内には、
５種類（燃えるごみ、燃えないごみ、ビ
ン・缶、ペットボトル、紙類）
の分別用ごみ箱を設置し、3R
（ごみの減
少
（Reduce）
、再利用
（Reuse）
、再資源化
（Recycle）
）の推進を進
めています。

また、ごみの排出者として、廃棄物処理工場を見学し、廃棄物処
理が適正になされているかの確認も行っています。
http://www.waseda.jp/ecocampus/eco/inschool/attention.html

大学は多くの紙類を排出しています。その排出量は、大学全体
で1年間に700トン弱（全体の40％弱）
になります。本学における
紙類の3Rの内ごみの減少に関しては、パンフレット類等のデジタ
ル化を進めています。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、広報誌、学生向け情報誌やシラバス
（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。再
利用に関しては、事務所において両面印刷・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。紙類の再資源化は、
リサイ
クル袋に入れることでトイレットペーパーに生まれ変わり大学で使

ごみ分別ポスター

用しています。

事務所・研究室等に配付されている紙類
リサイクル袋

大学全体で3Rを進めていますが、残念ながら燃えるごみにリサ
イクル可能な紙類等が混在していることがあります。学内では清

廃棄物処理工場の見学

Web上でシラバスの検索・閲覧が可能

広報誌
デジタルパンフレット

http://www.waseda.jp/jp/journal/
リサイクルステーション
（早稲田キャンパス）

http://www.waseda.jp/nyusi/ebro/

ＰＣリユースの推進
2007年度から、西早稲田キャンパスにおいて研究室や箇所独
自で購入し、不要となったPC等のリユースを開始しました。2010

ます。
セキュリティ対策は、ハードディスク内に残っているデータ等を、

年度以降は、他のキャンパスにも拡大し運用しています。リユース

米国国家安全保障局(NSA)方式、もしくは、ハードディスクの物理

のメリットは、廃棄物の減量および削減と廃棄費用の削減等となり

的破壊を施すことで担保しています。

不要パソコン等の回収状況
キャンパス

西早稲田キャンパス
（一部喜久井町キャンパスを含む）

ノートPC PC本体 モニター
256

433

179

早稲田キャンパス

90

112

56

日本橋キャンパス

2

※2013年4月～2014年1月
早稲田キャンパスPC等の回収
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受動喫煙防止対策
１）受動喫煙防止に向け、各キャンパスの喫煙所を整備
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

喫煙所を除きキャンパス構内は禁煙として分煙の徹底に努めています。原則

いても、老朽灰皿の更新や喫煙マナー啓発のための掲示など整備を進めて

として屋外に喫煙所を設置していますが、一部の

います。

屋外喫煙所では喫煙者の集中などにより、紫煙や

環 境への取 り 組み

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、指定の

今後も学内における受動喫煙防止に向けた取り組みを進めていきますの

においが非喫煙者にも届いてしまうことがあるた

で、ご理解・ご協力をお願いします。

め、早稲田キャンパス6号館や22号館など一部建
物内には空調を備えた喫煙室を設置しています。

【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。

また、早稲田キャンパス構内には、
「メッセージ
ボード付大型スタンド灰皿」
や喫煙所を示すキャン
パス案内図を設置するなど、受動喫煙防止に向け
た整備を行っています。

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）

早稲田キャンパス22号館
地下喫煙室

メッセージボード
喫煙所マップ

禁煙メッセージポール
（早稲田キャンパス120号館）

マナー啓発掲示

禁煙路面シール

２）教職員による定期的な喫煙マナー巡回を実施
キャンパス内における喫煙マナーの徹底を図るため、2013年度も教職員
による巡回（4月初旬の新歓期間は毎日、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）
を行っています。教職員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は見受けられなくなりましたが、一
部喫煙所で吸い殻のポイ捨てが見られるので、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。

教職員による喫煙マナー巡回
（早稲田キャンパス）

オンデマンドセミナー
「わせだライフABC」

３）保健センターで「禁煙相談」
を実施
「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

火曜日の午後に予約制で禁煙相談を受け付けています。専門医師と約30分

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

間面談し、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

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

行います。

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

【対

象】本学学生

【相談費用】無料

【相談日時】毎週火曜日14:00～15:30
（予約制）

【予約方法】事前にお電話をください。03-5286-9800

【場

【予約受付時間】月～土

所】保健センター 保健管理室
（大隈ガーデンハウス１階）

保健センター

9:00～17:00

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

禁煙キャラクター
「スワン君」
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環境に関するコミュニケーション
お問い合わせ・苦情等
2013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）
■お問い合わせ・依頼

14件

学内
（教職員・学生）
節電・省エネ関係
（３件）

学外
（一般・他大学）

①照明の間引きの緩和について
（３件）
⇒【対応】震 災後の節電対応で行った照明の間引きについ
て、過度な間引きとなり照度が不足する部分へ
照明を追加しました。

—

—

①喫煙対策について
（２件）
⇒【対応】他大学の職員および学生からのアンケートに対応しました。

喫煙関係
（２件）
環境活動全般
（6件）

①ごみ箱の表示について
（１件）
⇒【対応】環境サークルから改善提案を受けました。
現在対応を検討中です。

①環境マネジメントシステム運営、環境報告書、環境に関する取り組み
等について
（４件）
⇒【対応】他大学の職員および学生からのアンケート・ヒアリングへ対
応しました。
②廃棄物管理、処理政策等について
（１件）
⇒【対応】香港の大学院生からのヒアリングに対応しました。

震災対応等
（３件）

①防災備蓄品等の対策について
（１件）
⇒【対応】法学部のゼミで説明を行いました

①危機管理体制について
（１件）
⇒【対応】留 学生の派遣先を検討するための情報として、本学におけ
る地震対応など危機管理体制を大使館の研究員の方へ説
明しました。
②大地震対応マニュアルについて
（１件）
⇒【対応】問合せに対応しました。

学内
（教職員・学生）

学外
（一般）

①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
（６件）
⇒【対応】苦 情のあった喫煙所周辺に掲示類
（
「指定喫煙所
以外禁煙」
および
「禁煙メッセージポール」
）
を設置
すると同時に、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。

①学生の喫煙マナー
（タバコのポイ捨て）
や喫煙所の配置
（受動喫煙被
害）
について
（２件）
⇒【対応】苦情のあった屋外喫煙所は移設しました。タバコのポイ捨て等
はマナー巡回等を通じて、継続的な注意喚起を行っています。

苦情等 １1件
喫煙関係
（８件）

その他
（３件）

①キャンパス工事による騒音について
（１件）
②学生のサークル活動による騒音について
（１件）
③樹木により視界が遮られることについて
（１件）
⇒【対応】近 隣住民より苦情があり、関係箇所へ速やかに連絡し、適
宜対応を行っています。

—

第三者評価
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)では、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として
「外部評価会議」
を設けております。外部評価会議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。
環境保全活動に関する事項

23

ご意見・質問等

対応

内部環境監査について、
実務的な環境負荷がある部分はしっか
りしているが、大学のEMSの仕組みであることを意識し、教育・
研究に関する要素を含めたらどうか。

大学らしい側面もあった方がいいということで、教育・研究における環境に関連した活動を、
環境安全報告書へより盛り込んでいくようにしました。

水質分析で基準値を超えている時があるが、化学物質取扱い
に関するルールを学生などへ徹底する仕組みを、
さらに一歩進
めて検討してもいいのではないか

理工系学部のキャンパスにおいては、新たに研究室へ配属となる学生に対し、教育研究活動
に伴う化学物質取扱いに関して研究着手前に説明会を実施しました。また、繁忙期となる時
期には安全衛生委員会等の安全連絡員を通じて別途注意喚起も行いました。今後も、継続
的に啓蒙活動を強化していきます。

通学路においてもタバコのポイ捨てが見うけられるので、学内
だけではなく、学外における対策も検討してほしい。

学生部を中心に、学内の関係部署間で協力しながら喫煙マナー巡回等を行いました。学内
と学外に関わらず、喫煙マナーの順守を促すべく、継続的に活動していきます。

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。そのため
安全・安心・快適であることは当然のことであり、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。
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労働安全衛生の取り組み
安全衛生管理体制図
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

理事会

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

専 門 委 員 会

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

安全衛生管理委員会

善を行っています。

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

西早稲田キャンパス
安全衛生委員会

所沢キャンパス

安全衛生委員会

日本橋キャンパス
安全衛生委員会

本庄キャンパス

安全衛生委員会

先端生命医科学センター

高等学院

安全衛生委員会

安全衛生委員会

北九州キャンパス
安全衛生委員会

材料技術研究所
安全衛生委員会

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

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。
２００９年６月２６日制定

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取り組
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。
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学生による主体的な防災啓発活動
WAVOC公認
「早稲田災害対策学生チーム
（通称：早稲田レスキュー）
」の防災教育活動
安 全への取 り 組み

～大地震に備えて、大学・学生・地域と連携～
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）
メンバー

田村 恭一（文学部３年）

早稲田災害対策学生チーム(通称：早稲田レスキュー)は、早稲田

ちに甚大な被害を与えることになるであろう
「災害」
を他人事では

大学平山郁夫記念ボランティアセンター(通称：WAVOC)公認のプ

なく自分たちのこととして捉え、
「 知り」そして
「備える」。そのため

ロジェクトです。設立は２００７年で、
２０１４年度で８年目を迎えます。

に、わたしたちは学生の立場から
「防災」
に関する活動に取り組ん

わたしたちの主な活動内容は、
「 防災」、とりわけ近い将来発生
すると予測されている首都直下地震に対する防災に関する啓発

でいます。
早稲田レスキューは現在、
１０人ほどの少人数で活動しています。

活動です。例えば、
２０１３年度に行った主な活動は、外部から防災

週に１度、
ミーティングを行い、今後の活動に関して打合せをしてい

の専門家の方を招いての講演会、地球感謝祭・早稲田祭への出

ます。わたしたちの活動に興味のある方は、是非ご一報下さい。

展、防災ポスターの作成、西早稲田キャンパス防災訓練への協力、

早稲田レスキューFacebook公開中

などです。
２０１１年の３月１１日に発生した東日本大震災以降、関東地方を
含めた東日本地域において地震活動が活発化し、首都直下地震が
発生する危険性が高まっています。その中にあって、今本当に必
要なこと、
しなければならないことは何でしょうか。そのことを考
えたとき、わたしたちが今本当にやらなければならないと思うの
は、
「 防災」であると考え、わたしたちは「防災」の啓発活動に努め
ています。
もしM(マグニチュード)７～８クラスの巨大地震が関東地方で発
生した場合、それが甚大な被害を引き起こすことは明らかであり、
それに備えて真剣に取り組んでいかねばならないはずだ、という
のがわたしたちが巨大地震に対して考える問題意識です。自分た

早稲田レスキュー

早稲田祭にて救命講習実施
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学内ネットワークを通じたe-ラーニング・プログラムの配信
防災e-ラーニングプログラム
（日・英版）の提供
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

ンツがリリースされました。動画プログラムで学生が視覚的な防

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

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

より防災教育を行ってきましたが、2012年４月には、大学では先駆

ができるようになることが期待されます。

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

コンテンツ は 全 学 生 教 職 員 が 視 聴 可 能 な ポ ー タ ル サ イト

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

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

（約8分）
の二部構成
（ともに日・英版）
となっています。
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

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公開
しています。

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

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

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

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

点を利点としています。

できました。

さらに、これらのマニュアルに加えて、2012年4月より当コンテ

防災e-learning

日本語版

ポケット版

モバイル版
（携帯サイト）

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

英語版

ポケット版

モバイル版
（携帯サイト）

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

大地震対応マニュアル

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
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安全e-ラーニング・プログラム
（日・英版）の提供
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

～実験の安全・環境対策はここからスタート！～
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

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

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

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

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

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

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

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

学べる内容になっています。

安 全への取 り 組み

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

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。

安全e-ラーニング・プログラム（13コンテンツ）

01-実験を安全に行うために

02-緊急時の対応

03-防災対策

04-電気災害防止のために

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（ 日・英 版 ）は 、
学 内 ネットワ ーク の W a s e d a - n e t 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）

12-工作機械を扱う際の安全対策

05-高圧ガスの安全な取扱い

11-遺伝子組換え実験を行う前に

06-化学薬品の安全な取扱い

10-動物実験を行う前に

09-X線・放射線の安全な取扱い

08-化学物質管理ｼｽﾃﾑの利用方法

07-実験系廃棄物の取扱い
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化学物質の安全管理
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

Safety Data Sheet）の付加機能を使い、薬品を取り扱う前に物

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

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

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。

ため、化学物質の適正使用へも寄与しています。

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

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

題とし、事故を未然に防ぐために、さまざまな取り組みを行ってい

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

ます。

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

・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

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。
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

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

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

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

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。

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：

化学物質管理システム
（CRIS）
メニュー画面

化学物質取扱いに関する環境保全・安全説明会

実験系の安全管理
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。
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安全のてびき
（日・英版）

ニュースレター
「環境保全」

安 全への取 り 組み

大隈講堂時計塔の鐘

作業環境測定
本学では、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、2013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、全学で延べ約200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

作業環境測定風景

続し、実験室の安全を確保していきたいと考えています。

シックハウス対策
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。
本学では、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。
・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。

室内空気測定の様子

【学校環境衛生基準で定める化学物質】
化学物質名
ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン
エチルベンゼン
スチレン

主な発生源
合板、接着剤、防腐剤
接着剤、塗料の溶剤・希釈剤
接着剤、塗料の溶剤・希釈剤、油性ペイント
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

指針値
（㎍/㎥）
100
260
870
240
3,800
220

測定器
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放射線の安全管理
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、これらの施設、装置の利用者にも、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を順守して、

管理区域

利用していただいています。

吹き付けアスベスト対策
本学では、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。

アスベスト

PCBの適正管理と早期処理
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

処理したコンデンサ

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。
学内の保管状況
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測定の様子

防災・救命の体制
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

2013年度に実施した主な防災・救命関係の活動

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
て救命に大きな役割を果たすＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の使用
に特化した訓練も実施し、多くの教職員がAED使用のスキルを身
につけることができるように取り組んでいます。
学内各所には、
ＡＥＤ・車椅子・担架等を設置しています。
ＡＥＤは、
現在学内の７５ヶ所
（２０１４年３月末現在）
に設置しており
（設置場所
は以下のホームページを参照）
、
２４時間対応可能なＡＥＤも設置さ
れています。
AED設置場所 掲載ホームページ

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

AED設置ステッカー
AED本体
AEDの使用に特化した訓練

活動内容

参加者

13’
04.23 西早稲田キャンパス

普通救命講習

13’
05.24 西早稲田キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

安 全への取 り 組み

日 時

スは最低限必要なものと早稲田大学は考えます。

・教職員・学生

13’
06.13 所沢キャンパス

救命入門講座

・教職員・学生

13’
06.19 本庄高等学院

ＡＥＤ講習

・教職員

13’
06.26 西早稲田キャンパス

普通救命講習

・教職員・学生

13’
07.07 東伏見学生寮

防災・消防訓練 ・学生

13’
07.08 所沢キャンパス

救命入門講座

・教職員・学生

13’
07.11 各務記念材料技術研究所

普通救命講習

・教職員・学生

13’
07.18 所沢キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

13’
07.26 各務記念材料技術研究所

防災・消防訓練 ・教職員・学生・町会

13’
09.04 メディアネットワークセンター

防災・消防訓練 ・教職員・学生

13’
09.11 早稲田キャンパス

ＡＥＤ講習

13’
09.30 先端生命医科学センター

防災・消防訓練 ・教職員・学生・研究者・業者

13’
10.07 早稲田キャンパス

ＡＥＤ講習

・教職員

13’
10.09 西早稲田キャンパス

普通救命講習

・教職員・学生

13’
10.18 所沢キャンパス

救命入門講座

・教職員・学生

13’
10.28 北九州キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

13’
10.28 北九州キャンパス

ＡＥＤ講習

13’
10.30 本庄ドミトリー

防災・消防訓練 ・学生

13’
11.05 先端生命医科センター

普通救命講習

・教職員

13’
11.06 各務記念材料技術研究所

普通救命講習

・教職員・学生

13’
11.07 早稲田キャンパス

ＡＥＤ講習

・教職員

13’
11.11 所沢キャンパス

救命入門講座

・教職員・学生

13’
11.12 西早稲田キャンパス

普通救命講習

・教職員・学生

13’
11.18 日本橋キャンパス

防災・消防訓練 ・職員

13’
11.20 本庄キャンパス

普通救命講習

13’
11.21 本庄高等学院

防災・消防訓練 ・教職員・生徒

13’
11.26 １２０－５号館

防災・消防訓練 ・教職員・学生

13’
12.05 戸山キャンパス

防災・消防訓練 ・職員・学生

13’
12.06 西早稲田キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

13’
12.12 所沢キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

14'03.03 北九州キャンパス

防災・消防訓練 ・教職員・学生

・教職員

・教職員・学生

・教職員

大地震に備えて
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。
1）防災訓練の実施

学内各所で防災・消防訓練および防災イベントを開催
2013年12月6日
（金）、西早稲田キャンパス56、65号館におい

器の使用方法の説明および訓練の講評がなされました。

て、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。
はじめに大地震発生による防災訓練、そして大地震に伴い火災

当日は、寒い中ではありましたが多くの学生が参加し、いざとい
う事態に備えた訓練にすることができました。

が発生したことを想定した消防訓練を
実施し、さらにそれに伴って負傷者が
発生したことを想定した負傷者対応を
行いました。
また、新宿区の協力により地震体験
車による地震体験が行われ、新宿消防
署の協力により水消火器による消火

西早稲田キャンパスでの防災・消防訓練

地震体験車による地震の体験

水消火器による消火器使用訓練
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2）大地震対応体制の整備

大地震対応体制の整備
本学では、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。

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。

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

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

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

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

どはその一例です。

対応体制を強化していきます。

大地震対応マニュアル
（学生用）

防災備蓄倉庫

災害用井戸

3）耐震改修工事の実施
本学の建物について耐震診断を実施し、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。
【2013年度耐震改修工事】
２９号館
（早稲田キャンパス周辺）
５２号館
（西早稲田キャンパス）
９２号館
（本庄キャンパス）

早稲田キャンパスＤ棟
（仮称）
建設

4）転倒防止対策工事の実施
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。

利用者に優しいキャンパスづくりの推進
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）

33

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）

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。
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平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）
紹介
WAVOCとは
―アタマで汗をかき、
カラダで考えよう―

【WAVOCの理念図】

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）は
WAVOCの理念

2002年に設立された早稲田大学の付属機関です。

WAVOCは、

設立時より、学生や教職員、現地の方々などの協力のもと、正課

社会と大学を

と課外のボランティアプログラムを展開しています。これまで10
万人を超える学生たちが体系的なプログラムを体験し、世界には
ばたいています。
具体的には大きく
「ボランティア関連科目」
「 全学共通副専攻」

つなぎます。

WAVOCは、
「現場体験の知」
と
「学術的な知」
を
つなげます。

WAVOCの基本姿勢

「スタディーツアー」
「 公認プロジェクト」
と４つの活動を通して、

WAVOCは、
世代、職業、国籍などを
越えた多様な人々との
協働を支えます。

ボランティアに取り組 む 学 生をサポ ートしています。2 0 1 1 年
からは、早 稲 田 大 学 東日本 大 震 災 復 興 支 援 活 動 の 中 核 的な役
割を担っています。また、2 0 1 3 年より本 学 全 体 の 中 長 期 目 標
"WasedaVision150"のもと、全学的な
「ボランティア活動」
を推
進しています。
WAVOCのボランティア活動に参加した学生は、その体験をふ
りかえり、着実に学びとして自分の中に根付かせ、さらなる飛躍へ

WAVOCは、
社会問題に気づき、
考え、行動することを
促します。

WAVOCの理念

WAVOCの理念

WAVOCは、
体験的に学ぶ機会を
広く提供します。

WAVOCは、
学生が社会に貢献する
ことを応援します。
WAVOCは、
教職員が有機的に連携し、
学生の主体性を
引き出します。

と繋げています。

ボランティア関連科目・全学共通副専攻
「社会貢献とボランティア」
様々な社会問題の解決に向けて、興味のある分野を掘り下げ知
識や情報を得られるような科目や、実際に行動に繋げるための実
践手法に関する講義や体験実習科目を提供しています。

や技術力を磨く授業もゼミ形式で行っています。
これらを指定科目として、全学共通副専攻「社会貢献とボラン
ティア」
も展開しています。

現場経験豊富な教員陣とともに社会問題に向き合う中で、自分

グローバルエデュケーションセンター

の生き方や価値観を紡いだり、それらを表現できるような論理力

http://www.waseda.jp/gec/

世界の課題解決に貢献する公認プロジェクト
環境問題、地域紛争、経済格差等々、現代世界には解決すべき課
題が山積みしています。そうした世界規模の課題解決のために、将
来役立つ知識を身につけ、実体験を積み、世界から集まった優秀な
仲間たちと切磋琢磨しながら行動しています。
WAVOC 環境系プロジェクト…自然や動物との共生を考える！

多様な人々が混在する現代社会においては、HIVやハンセン病

業や地域自然の保全、タンザニアの動物との共生…。学生ができ

等の感染症、ジェンダー等における差別や偏見等、解決困難な問

ることは限られていますが、教員やコーディネーター、現地の方々

題が生じます。一人ひとりが社会において果たすべき役割は何か、

と協力しながら、フィールドでの活動を中心に、地球市民としてで

貢献できることは何か、
これらをより深く問い、考察し、解決に向け

きることを考えていきます。

て社会に発信していきます。

WAVOC 教育系プロジェクト…世界の子ども達と共に学ぶ！
夏休みや春休みを利用して行うラオスやベトナム、ハワイの小中
学校への出張授業。衛生教育、教科教育、日本語、異文化理解につ
いて、現地の児童、生徒に教えます。同時に、奨学金支援の仕組み
等、教育に関わる社会の仕組みも学びながら、現地の大学生とも
交流します。

35

WAVOC 人権系プロジェクト…深く問い、考察する！

マレーシアの移民集落のゴミ問題、ケニアやアルゼンチンの林

平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）

http://www.waseda.jp/wavoc/

早稲田かつお祭りと
『気仙沼復興塾』
鎌倉の波(かつお)に早稲田
（みょうが）の付け合せという古川柳の縁から
生鮮かつおは、気仙沼市が日本一の水揚げを誇っています。又、

社 会への取 り 組み

早稲田地域は早稲田大学正門前に
「みょうが」のモニュメントがあ
るほど、江戸時代はみょうがの名産地だったそうです。このような
背景から、W商連
（早稲田大学周辺商店・連合会）
を中心に
“早稲田
かつお祭り”を2011年より開催しています。早稲田大学平山郁夫
記念ボランティアセンター(WAVOC)では、
「 震災復興のまちづく
り」
（ＪＡ共済寄附講座）を通してこのお祭りに協力しています。有
志の『気仙沼復興塾』学生メンバーは地域の方々と共に“かつお祭
り”の広報や稲門祭でのイベント等を開催し、東北の復興支援と、
江戸野菜の復興に取り組んでいます。

WAVOC農と食と緑の学校
5年越しのブルーベリー、商品化に向けて収穫量を増やす
WAVOC公認プロジェクト
「農と食と緑の学校」
は、
「食に関心の
薄い若者」の食意識の向上や、食行動の改善を目指して活動して
います。福井県三国の農家に滞在して生活を共にしながら、農林業
の現場での作業を通じて食の生産過程に関わる１週間の農業体験
ツアーを企画・実施しています。本プロジェクトが耕作放棄地を開
墾し、ブルーベリー畑をつくってから6年が経ちました。5年目によ
うやく実をつける品種なのですが、2013年度は2年目の収穫を迎
え、収穫量が増え加工品づくりにも挑戦しています。ブルーベリー
の成長とともに、参加している学生の成長もみられています。農業
体験を介して、地域と都会の大学生をつなぐとともに、そこで学生
が、何を考え、何を学んだのか。農作業や農作物の加工などの農的
生活を撮影した映像を使って、もっと多くの若い人に自分たちの活
動、食の大切さを広めていこうと考えています。

WAVOC古着・古本を活用した活動
全商品リサイクル運動と、教科書を通した途上国の教育支援
WAVOC公認プロジェクト
「難民交流プロジェクト」
「 学生社会
起業団体STUDY FOR TWO早稲田支部」が古着・古本を活用

機会を設けながら、学生たちは社会貢献・ボランティア活動に励ん
でいます。

したボランティア活動に励みました。
「 難民交流プロジェクト」は、
2011年11月より学生団体
「J-FUNユース」
と共同で、
「
（株）
ファー
ストリテイリング
（ユニクロ）
」
が実施している
「全商品リサイクル活
動」
を早稲田大学で行い、衣料品回収を進めてきました。早稲田大
学で回収した衣料品は、現在までに5,463着（2013年10月30日
現在）。再利用できるものは世界各地の難民キャンプに届けられ、
その他は工業用の布や電気エネルギーの燃料に活用されていま
す。次に
「学生社会起業団体STUDY FOR TWO早稲田支部」
は、
2013年4月よりWAVOC公認プロジェクトとして活動をはじめま
した。
“すべての勉強したいと願う学生が、勉強できる社会づくり”
を目指して早稲田大学生の教科書の回収・再販売のしくみをつく
り、収益をラオスの小中学生への奨学金や文具購入品に充ててい
ます。現在までに1132冊
（2014年2月24日現在）
を回収していま
す。このようなリサイクル活動とともに、社会問題も深く考察する
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東日本大震災復興チャリティイベント
「第３回早稲田駅伝in国立競技場」
開催
本学の東日本大震災復興支援チャリティのひとつとして、一昨
年・昨年に引き続き、大学スポーツの聖地である国立競技場を舞台
に、ランニングイベント
「早稲田駅伝」
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
スなどの随所に”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）が毎年企画運営を行っているものであり、今年は過去最高
となる約3,400名の方にご参加いただきました。
今大会は、現在 の 国立競技場では最後 の 開催ということで、
1964年東京オリンピックで最終聖火ランナーを務められた坂井
義則さん(本学競走部OB）
による聖火点灯のセレモニーを行いま
した。さらに、サンプラザ中野くんや現役早大生アカペラグループ
Schaft
（シャフト）のライブ、本学応援部の力強い応援によって、会
場は大いに盛り上がりました。
チャリティとしては、過去２大会にわたり大会より寄付を受けた早
稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）の代表
による活動報告とWAVOCの活動で早大生が支援している福島

けていたものの、震災のために断念した方もいるとのこと、形は違
えど憧れの地を走り終えた後に見せた表情が印象的でした。
なお、
これまでの大会と同様に、参加費および協賛金の一部を本
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きます。
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。
「第３回早稲田駅伝in国立競技場」
概要
開 催 日

2013年12月2１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、

共

催

一般社団法人ウィズスポ
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

ミズノ株式会社、株式会社オリオン日本支社、

賛

大塚製薬株式会社、毎日新聞社、

県立双葉高校の卒業生によるスピーチがありました。お二方の言
葉からは、復興にかける様々な思いや、大会参加者および協賛企
業の皆様への感謝の気持ちが強く伝わってきました。双葉高校の
卒業生は駅伝にも参加し、地元福島を応援すべく、全員が福島名
物の
「なみえ焼きそば」
と
「喜多方ラーメン」
の仮装をして元気一杯
に国立競技場を駆け抜けました。メンバーの中には、高校在学中に
陸上部に所属し、国立競技場で開催される大会を目標に練習を続

「駅伝の部」
スタートの瞬間

双葉高校卒業生代表によるスピーチ
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早稲田大学校友会、

早稲田大学生活協同組合
公式ＷＥＢサイト

http://waseda-ekiden.wizspo.jp/
※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。

【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

聖火点灯

「なみえ焼きそば」
と
「喜多方ラーメン」
の仮装姿

「パフォーマンスの部」
参加者からのメッセージ

早稲田文化の発信拠点として

社 会への取 り 組み

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。

坪内博士記念演劇博物館

～アジア唯一の演劇博物館。
“演劇の早稲田”の象徴的存在～

演劇博物館、通称
「エンパク」
は、アジアで唯一の演劇専門の博物館です。

設展があり、そのほか

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

に図書の閲覧、
ＡＶ資

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

料の視聴もできます。

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」

一般の方も無料で利

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

用でき、日曜日も開館

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

していますので、ぜひ

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

一度ご来館ください。

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
演劇博物館全景

早稲田大学演劇博物館

http://www.waseda.jp/enpaku/

小面

般若面

會津八一記念博物館

現存最古の和製映写機

河鍋暁斎画 新富座妖怪引幕

～早稲田大学の貴重な文化財を一堂に集める～

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、

級の現代絵画・彫刻が公

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

開されずに学内各所に散

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

在していました。これらを

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

一堂に集めて、早稲田大

り、1999年には東京都歴史的建造物に選定されています。

学の文化財として広く紹

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

介するためにこの博物館
が設置されたのです。

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
早稲田大学會津八一記念博物館

會津八一記念博物館常設展示室

展覧会情報

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

「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
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社会と大学をつなぐ

～社会連携推進室～

社会連携推進室は、社会と大学とのリソースを
「教育」
というキーワードで繋(つな)ぎます。
これにより、社会や地域が大学と真に連携する新しい事業モデルや、理論と実践が有機的に連動する教育モデルを創出することを目指
しています。
常に
「教育
（人づくり）
」
を軸にすることを念頭に、自治体、企業、地域などと信頼関係を築きつつ、様々なプロジェクトを展開しています。

【連携プロジェクトの事例】
■ りそな総研×早稲田大学
中小企業経営者と早稲田大学留学生が共に
「日本の企業」
について議論す

■ 川口市×早稲田大学
参加型の経営者連携セミナーの今回のテーマは
「まちが企業を育てる」。

る
「異文化交流セミナー」
も、今年で４年目です。今回のテーマはWork-Life

川口市の企業活性化を図るため、経営者同士の自立したコミュニティを創造

Balance。働きやすい職場、経営、少子化、多様性という様々な要因を踏まえ

し、互いを高め合えるネットワークを築くことを目的としています。2013年

て、
これからの企業の在り方について検討しました。また、実際に先進的な事

度は6月から10月にかけて計5回実施しました。行政と大学とがガッツリと手

例に取り組んでいる
「協和界面科学株式会社」
を視察し、そこで働く人々や

を組んだ連携事業の成功事例と言えるでしょう。

経営者の生の声を伺い、さらに議論を深めました。

川口で事業を継続、展開することについて、
ともに考え、話し合いまし
た。
（川口市中央ふれあい館）

で、働きやすい職
セミナー「work-life balance?」
場について実践例を紹介して頂きました
（協和界面
科学）

■ 西東京市×早稲田大学

■ 木島平村×早稲田大学

「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

今年度で5年目を迎えるこのプロジェクトは、学生が一夏かけて村の活性

行っており、毎回、約100名の子供たちの参加があります。
「スーパー・サイ

化や限界集落化問題等について考えるものです。今回のテーマは「農村集

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

落の価値の再認識と都市住民との共生を考える」
。9月下旬に現地報告会を

と、コハクを磨いたり、水ロケットを飛ばしたり、理科や算数の面白みを肌で

行った結果、
“ 木島平村ファン”
としての活動チーム
「わせだいら」
が誕生しま

感じるよい機会となっています。

した。継続的な村民の皆さんとの交流の枠がまた一つ増えました。

家の前に何気なく咲いているような花でも、そこで暮
らす人はちゃんと見ています。
（木島平村馬曲地区）

社会連携推進室WEBサイト／facebook

http://waseda-sr.jp/
「プランクトンを観察しよう
（微生物の世界）
」
でミジン
コとご対面！
（早稲田大学高等学院）
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http://www.facebook.com/WasedaU.SR

公開講座・生涯学習
公開講座・シンポジウム
社 会への取 り 組み

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。

いつまでも学び続けたい！〜エクステンションセンター〜
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、教養文化、スポーツ、語学、ビジネ
ス、資格対策など年間約1,700講座の公開講座を,春・夏・秋・冬の
４学期に分け開講。早稲田校、八丁堀校の２校で、約33,000人の
受講者が学んでいます。また、2014年春からは中野校も開校しま
す。さらに、
「 いつでも・どこでも・何度でも」をキーワードに、イン
ターネットを介したeラーニング講座２８講座も提供しています。

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）

早稲田大学エクステンションセンター

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

地域と共に
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
早稲田大学界隈
（早稲田キャンパス南門通り）

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。

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

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

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。

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

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

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

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。

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

商店街などによる
「早稲田地球感謝祭」
（早稲田キャンパス）

古書店による
「早稲田青空古本祭」
（早稲田キャンパス）
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小中学生のための科学実験教室 ユニラブ
第２6回 ユニラブ（理工学術院主催

2013.8.6開催）

小中学生に学ぶよろこびを伝えたい
『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26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人を超
えています。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。

第26回ユニラブ実験教室・実験体験コーナー
■実験教室企画一覧
テーマ名

番号

1 しゃぼん玉のふしぎ！
！
2 粘土で鉄道の橋をつくってみよう
3 オリジナルペーパーフラワーをつくろう
4 光と色のふしぎ
5 「おわんくらげ」 光る！ 不思議
6 君にこのなぞが解けるか？自然発火の原因をつきとめろ!!
7 ひらけ ごま！～ 自動で動くまほうのとびら ～
8 液状化を起こしてみよう
9 ろうそくの火で動く船 -ポンポン船を作って遊ぼう‐
10 魔法のコンピュータツールを使って楽しく遊ぼう！
11 ロボットに自分の動きを真似させよう！
12 木と竹と土とわらで建物の壁を作ろう
13 アミノ酸の結晶をつくってみよう！
身近なもので化学実験～色が変わる?!消える?!魔法の溶
14
液で実験してみよう～
15 人工イクラを作ろう！

対象
学年

小1,2
小1,2
小1,2
小3,4
小3,4
小3,4
小3,4
小3,4
小3,4
小3-6
小5,6
小5,6
中学生
小5,6
小5,6
小5,6

16 自分で作った独楽
（コマ）
で勝負をしよう!!

小5,6

17 レンズを作ろう！～ゆがみのないレンズ～
18 地球環境にやさしいポンプをつくろう

小5,6
小5,6
小5,6
中学生
中学生
中学生

19 ぴかぴかスフェリコンを作ろう
20 野菜の色は、キレイなだけじゃない！
？
21 マイアンプとマイスピーカを作ろう

定員
AM PM
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20

化学・生命化学科 井村研究室
社会環境工学科 秋山研究室
工業化学実験室
表現工学科 尾形研究室
応用化学科 清水研究室
総合機械工学科 永田・中垣研究室
総合機械工学科 永田・中垣研究室
土質実験室
総合機械工学科 草鹿研究室
情報理工学科 深澤研究室
電気・情報生命工学科 村田研究室

研究室
研究室
職員
研究室
研究室
研究室
研究室
職員
研究室
研究室
研究室

20

20

建築学科 輿石研究室

研究室

20

20

生命医科学科 朝日研究室

研究室

25

25

化学分析実験室

20 20
30
（9:30～
15:00頃）
20 20
20 20

実施主体

応用化学科 桐村研究室

職員
研究室

工作実験室

職員

理工学基礎実験室
（物理系）
熱・流体・制御工学実験室

職員
職員
職員

20

20

電気工学実験室

16
20

16
20

先端生命医科学センター実験室
応用数理学科 大石研究室

職員
研究室

実施主体
名古屋研究室
測量実習室
朝日研究室
早稲田実業学校科学部
理工展連絡会
理工展連絡会
理工展連絡会
理工展連絡会
高等学院 理科部地学班
技術部

研究室
職員
研究室
高校生
学生
学生
学生
学生
高校生
職員

◆実験体験コーナー
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

テーマ名
粉じん爆発
歩いて距離を測ってみよう
競争だ！DNAの模型を組み立ててみよう！
光のマジック
スライムを作ろう!!
プラ板キーホルダーを作ろう！
化学マジックに挑戦！
紙ブーメランの不思議
古生物
（化石）
に親しもう
身の回りの放射線を調べる

本庄ユニラブ／本庄CATV向け番組制作／本庄地域調査研究
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）
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。

ゲーム、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。

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

2 0 0 9 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

に本庄地域の小中学生を対象に開催している
「本庄ユニラブ」
もそのひとつで

「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

す。日常生活においても環境に配慮した行動をとることが求められる中、知識

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、試

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

写会後は、本庄CATVと新宿CATVで放映いただいています。

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

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

もと当日に臨みます。参加した子どもたちには、本庄キャンパスの施設や豊か

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

な自然環境を大いに活用した実験やゲームを通じて、身近にある環境・エネル

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

ギー問題にどう行動したら良いのかを考えてもらう機会となっています。テー

タートさせ、地域の方々と一体となった環境・エネルギー問題への取組みを積

マは多岐にわたり、エネルギー、水、ごみ問題はもとより、自動車、船、家電、

極的に展開しています。

ユニラブプログラム

・コードが無くても動かせるワイヤレス給電の秘密
・みぃつけた！キレイな水の作り方
・なにででんきつくるの？かぜでしょ！
・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９０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
・本庄を救う英雄になれるか!?“ドラQ”未来への挑戦
・Fun Farming ほか３１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
・資源としての「農」～生産地であり消費地としての本庄地域
・本庄と交通との深～い縁(えにし)

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

http://www.youtube.com/watch?v=VErBrgelNic
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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
早稲田大学では、広く一般の
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

■

早稲田キャンパス

社 会への取 り 組み

方々に大学に対する理解を深

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。

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。

■

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
ツアー／大学見学に関するお問い合わせ

イレクトに関わる施設の紹介もしています。

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

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。

大隈庭園の開放
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

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。

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

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

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

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

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

となっています。

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

※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。

緑あふれる大隈庭園
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