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読者へ

このガイドブックは、研究室のデザインから運営・組織面にいたるまで、大学におけるサステイナビリ
ティの重要課題を取り上げる 9章で構成されており、それぞれ次の 5項目からなっている：

　1.　�序文…
　　　何故このテーマが大切か要点を述べる
　2.　�課題と機会…
　　　対処すべき要素を明らかにし、重要な取組みとその方法について提案する
　3.　�障害と解決策…
　　　この分野の問題点への提案をして、新しい着想を促す
　4.　�事例…
　　　IARU大学の事例を困難度 1（大変簡単）から 5（大変困難）の段階で示すとともに紹介
　5.　�役立つヒント…
　　　参考資料や関連情報

このガイドブックの全てのチャプターを読むと、大学におけるサステイナビリティ活動の実態を総合的
に把握できるが、チャプターを選び特定の分野に絞って読むこともできる。
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序文

＞＞　私達には今の学生のためにサステイナビリティの文化を創造し、世界のあるべき姿を提言する機
会と責務がある。

大学はサステイナブルな未来の構築に重要な役割
を果たすことができる。本来、大学は公共機関と
して研究、教育、サービスの提供に重点をおき、
未来の世界的リーダーの育成を担っている。大学
の使命と活動は財務的・政治的な利益とは直接関
わりがないので、システムや技術をテストするな
ど、企業や自治体には出来ない方法でグローバル
な課題に革新的な解決策で取組むことが可能であ
る。

大学は教育と運営という二つの互いに補完しうる
方法でサステイナビリティ活動を実践しているが、

この二つは異なるものと思われがちである。一般
的に教員は専門家であり、さまざまなレベルで積
極的に解決策に貢献できる。つまり私達は、一般
市民、職員、学生にサステイナビリティについて
指導し、その活動を理論だけでなくキャンパス内
の日常生活の中で実践することができるのである。

世界が直面するサステイナビリティ問題の性質や
規模を考えるとき、私達大学には即応出来るサス
テイナビリティ対策に緊急に取組む責任がある。
又、独自のサステイナビリティ政策をもつ公共機
関の経験を生かすために、共に議論し連携するこ
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とにより理論を実践に移行する必要もある。その
ために国際研究型大学連合 (IARU) は、サステイ
ナビリティへの道に実績を築き、共有するために
この難題に挑んでいる。

大学が直面している課題：エネルギー集約的研究
室と有害物質の使用；国際航空輸送の利用増加を
もたらす国際化と国際的共同研究の増加；学生の
流出率の上昇；エネルギーと水使用効率の向上が
難しいような、多様でときには奇抜と思われる建
築物。

大学は明日のリーダーを訓練している
私達には今の学生のためにサステイナビリティの
文化を創造し、世界のあるべき姿を提言する機会
と責務がある。　

同時に、大学はより健康で、清潔で、安全であり、
更に生産性の高い職場を大学の職員や学生のため
に作り出そうとしている。環境、財務、そして社
会的な実務成功例を示すことにより、世界中の大
学に革新性と創造性の刺激を与えたいと願ってい
る。

このガイドブックはサステイナビリティの環境面
に特に焦点を絞り、大学キャンパスの課題と機会
を考察し、又、IARU大学が学んだ重要な戦略と
経験を紹介する。このガイドブックは包括的なも
のではないが、事例、手法、そして逸話を取り上
げることによりサステイナビリティの専門家－特
に今始めたばかりの人のためにー情報を提供し彼
らの意欲を掻き立てようというものである。
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＞＞　キャンパスのサステイナビリティの組織に関する規定はない。しかしその対策をどのように組立
てるかによって、結果の良し悪しが決まる。

第一章

サステイナブルキャンパスの組織

序文

大学は複雑な組織であり、図書館、研究室はもとより、教育、研究から宿舎、飲食などあらゆるサービ
スに関連する建築物と空間を提供している。サステイナビリティの計画と取組みにおいて難しいことは、
多くのキャンパスは地理的に広域であること、そして多様な教育部門と事務部門には明確な特有性と文
化が存在することである。又、2008年の不況以来、多くの大学はその使命の中で核心的でない活動への
資金削減をせざるを得なくなっていることもあげられる。

キャンパスのサステイナビリティの組織に関する規定はない。しかしその対策をどのように組立てるか
によって、結果の良し悪しが決まる。目標設定の仕組みを作り、その活動を実践し、そして定期的に進
捗状況を報告する。それにより、大学は明日のリーダーを訓練する傍ら、事例を示しながらサステイナ
ビリティの先端をいくことができる。

キャンパスの事情がどうであれ、サステイナビリティへの努力がどの程度進んでいようとも、三本のサ
ステイナビリティへの柱を考慮することが‘グリーン’計画と実践には大変重要である。その三本の柱
とは：生態系の活力、財務の活力、そして人間の幸福である。環境が財務そして社会に恩恵をもたらせ
ばもたらすほど、多くの地域社会の人々が環境問題に取組むことになる。



7第一章　サステイナイナブルキャンパスの組織

課題と機会

戦略的な計画
サステイナビリティ構想は上層部のサポートがな
くても行なわれるし又可能でもある。しかし、も
し‘グリーンプロジェクト’が時間と資金獲得の
ため他の活動と競争するのなら、その組織の中で
優先順位が高くなければならない。個人的なアイ
ディアを包括的な全大学の計画へと移行させるに
は、最上層部の関与に関わらず、あらゆるレベル
の忍耐力と、リーダーやチャンピオンが必要とな
る。

しかしながら、キャンパスのリーダーを巻き込む
ことにより、様々なプロジェクトの正当性を得
て、主要利権者の参加をも促すことになる。これ
によって、エネルギー管理システムや基準＊など、
更に大掛かりな手法を組入れることが可能にな
る。

戦略的サステイナビリティプランやマネジメント
システムを構築するにあたり、理想的なシナリオ
は全キャンパスの上層部役員会を招集し、その委
員会にサステイナビリティ対策の所有権に合意し
行使してもらうことである。良い例がコペンハー
ゲン大学の学部長や総長を含むキャンパス運営委
員会である。大学経営陣が決定する全般的な目標
と優先順位がグリーンキャンパスプロジェクトの
基礎となる。

上層部役員の支援を得られたら、次のステップと
して他の組織がどのように運営しているか‘ラン
ドスケープレビュー’で確認する。つまり、景観
的に組織運営を検討することにより、すべきこと、
すべきでないことなど貴重な教訓を得、その結果
を情報収集や最終的な目標の設定のための雛形と
して利用することができる。

組織体が任務を続け、関係者間の調整をするため
には資金と人的資源の確保が必要となる。理想的
には、正規の資源、責任、予算をもってサステイ
ナビリティ活動の全般的運営管理をつかさどる専
任のオフィスあるいは部署があるとよい。

目標設定
＞＞　目標を設定するにあたり、その評価基準の
基準値や扱い方を決めることはとても重要であ
る。

計画の基本部分が設定されたら─つまり目的、ス
ケジュール、望ましい結果などについて設定され
たら─、誰がその計画を実践するか、そして誰が
そのプロジェクトと目標の説明責任をもつかを明
確にすることが重要である。計画に含まれる目標
は野心的であると同時に、現実的、計測可能、か
つ実行時間を定めたものでなければならない。計
画の段階で、結果を計測しグループそして個人個
人が責任を負えるようなシステムを構築すること
は必須である。例えば、大学が温室効果ガス排出
を 10％削減することを選択した場合、それをど
のようにして計測するのか？誰によって、計測の
頻度は？そしてどのような計画がよりエネルギー
効率が良く、CO2 排出を削減するための解決策と
なるか？

＊サステイナビリティマネジメントシステムを
組織化するにはいくつかのステップがある。基
本的には、計画、実行、検証、改善の 4つの
ステップである。サステイナビリティ計画が進
むにつれて、このサイクルには報告、調整が追
加される。報告という行動は関係者の説明責任
感を強め、計画に余裕を持たせることで、より
大きな目標設定を行うことができる。
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目標を設定するにあたり、その評価基準の基準値
や扱い方を決めることはとても重要である。
計測や基準の設定が第一歩と思える。しかし計測
から始めようと考えるとそこに限度を設けてしま
い、環境負荷の高いテーマまで到達しないことに
なる。その代わりに、何を管理すべきか、それを
どう数値化するかを考えるような行程で始めれ
ば、計画はより包括的かつ効果的に実行できる。

結果を数値化するメカニズムはあるが、必要な
データに説得力がない、あるいは不十分である場
合、データ収集と分析の必要性が浮き彫りになる。
行動変化を求めるキャンペーンのように、数値化
に向かないプロジェクトには代用となる指標を設
定するとよい。例えば、特定のリンクへのクリッ
ク数の集計、職員の参加を誓約書数で評価する、
或いは、グリーン職場計画への参加者を集計する
など、である。

最後に、成功事例やコミュニティにおける様々な
人々の参加を常に模索し、理解しあうことが大切
である。サステイナビリティ計画の環境、資金、
そして社会への恩恵に関する定期的な報告書も大
変重要である。

障害と解決策

サステイナブルキャンパス組織に関する質問

✔　もしリーダーの異動にともない組織運営の優
先事項が変更することになった場合は？
新リーダーのやり方、価値観を見定め、それに沿っ
た対応や活動をする。

✔　もしキャンパス内にサステイナビリティ対策
に積極的でない人やグループがある場合は？
彼らにとって何が大切なのか見定め、彼らの価値
観を踏まえて話し合うこと。例えば、もし管理者
も環境問題に無関心でグリーン製品を使おうとし
ないときは、彼ら自身の健康について話してみる。
対策を支援する人々と優先的に協力していく。

✔　もし資金額について理論的な根拠を見いだせ
ないときは？
あらゆる観点から検討してみる。例えば、エネル
ギーシステムであれば低コストで効率の低い建物
の維持費の投資利益率分析を行ってみる。もし説
明が十分出来ない場合、仕事や勉強により良く、
健康的な環境の実現など、資金投資を正当化する
利点を考えてみること。

✔　もし経営陣上層部から十分な支援を得られな
い場合？
経営陣の意識や支援に影響しうる利害関係者を見
定め、話し合う。また、成功事例集を作成しその
データを利用して経営陣上層部とあらためて話し
合う。
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✔　多くの環境問題の中から対応すべき課題を決
定する方法は？
優先順位を決める―すべての課題に同時に取組む
ことは不可能だから、最も付加の大きな分野を見
定め、容易な解決が見込まれ資金や社会的な問題
と繋がりのあるプロジェクトから始めるとよい。
通常、エネルギー効率（そして結果として CO2
排出削減）が最初の課題として良いとされる。

✔　もし目標が達成出来そうにない場合どうすべ
きか？
担当者や運営チームがプロジェクトの進捗状況
（進捗していない場合も含め）について認識する
ために作業内容をモニターする。改めるべき行動
やシステムの更新に注意し、再び問題に取組むよ
うに努める。

✔　既存のデータがない場合、目標をどのように
定めるべきか？
焦点となる分野全体を目標とするのではなく、基
準値の設定を目標とすることから始める。例えば、
堆肥化の導入を望んでも廃棄物に有機物が何％含
まれているか分からないならば、現実的な目標を
定めることは困難である。第一歩としてまず廃棄
物検査を行い、そのデータを目標設定に使うべき
である。
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事例 １ 　学部レベルの計画

イェール大学
[実施難易度５]

2010年、イェール大学は第一回サステイナビリ
ティ戦略計画を発表した。キャンパスのサステイ
ナビリティに向けた大きな指標ではあったが、職
員や学生の活動を奨励するには向いていなかっ
た。例えば、一般人には再生可能エネルギーの目
標値設定はできないし、職員や学生にしても、計
画目標に沿って日常の判断ができるわけではな
い。この乖離に対処するため、イェール大学サス
テイナビリティオフィスは10の専門学部の中から
3学部を対象に一年間のサステイナビリティ行動
計画を立上げ、同時にサステイナビリティグルー
プは学生や職員とともに個々の学部の特有な文化
に適した資料を作成した。結果として、それぞれ
行動計画を通じて継続的な努力を確保することが
出来た。この試験的な試みを基に、2013-2016年
イェールサステイナビリティ戦略計画には、それ
ぞれの専門学部向けのサステイナビリティ行動計
画が網羅されている。この行動計画には 3つの目
的がある：
1．個別の学部が成果をあげられるように全学
共通計画の中から具体的な目標を打ち出す

2．個別の学部がその物理的存在を環境にやさ
しいものに変える方法を詳しく説明する
（例えば、リサイクルの標識、或いは紙使
用削減）

3．それぞれの学部の研究分野とサステイナビ
リティとの関連性に注目する。

行動計画　廃棄物管理・調達・エネルギー

この対策で最も困難なことは学部の管理者から協
力を得ることだった。そのためにイェールチーム
は個々の提案に対する資金の理論的根拠を説明
し、管理者側に対策を推進し計画を遂行してくれ
る協力者がいるかどうか調査した。又、サステイ
ナビリティチームは、新しい案、画像、ブログそ
して各研究分野とサステイナビリティの関連性を
示すウェッブサイトなどを含む各学部用のピンタ
レスト（ピンボード風の写真共有ウェブサイト）
を作成使用した。例としては：

各計画は学部長により発表され、要約がサステイ
ナビリティオフィスのウェッブサイトにアップさ
れた。計画は生きた資料として取り扱われ、サス
テイナビリティチームは各学部の成果、問題点な
どについて常に把握して、関係各署との対話を促
進している。
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事例 ２ 　グリーンキャンパスオフィス

コペンハーゲン大学
[実施難易度３]

2008年、コペンハーゲン大学（UCPH）はサステ
イナビリティ活動の戦略を立てるためグリーン
キャンパスオフィスを設立、そして 6ヶ月後には
経営陣によりエネルギー効率化と CO2削減とい
う二つの主要目標が承認された。その後、オフィ
スはこの課題に焦点を絞り、2006年ベースで2013
年には、正規職員当たり20％の CO2排出とエネ
ルギー消費の削減を目標とした。

この目標実現には 5年以内に組織を立上げ、必要
な活動と投資を決める必要がある。研究室棟の修
復は複雑なので特に困難である。研究活動に影響
を及ぼさないように充分な調整が必要となる。し
かし、この短いスケジュールで省エネルギーと
CO2削減の最終的結果をだすことに集中する必要
があり関係者の間には切迫感もあった。

グリーンキャンパスオフィスは戦略、行動計画そ
して政策を作成、その結果、その活動計画は投資
資金と共にキャンパス運営委員会で承認された。
2009-2013年にエネルギー効率化と CO2削減活動
に向け約2,500万 US ドルの資金を獲得、その結
果、年間約700万 US ドルの節約が可能となった。
又、地域冷房や新しい建物のエネルギー効率化に
関する決定もなされた。

グリーンキャンパスオフィスは公にされたサステ
イナビリティ目標の達成状況を伝える年次報告書
を出版している。目標は2013年に達成：正規職員・
学生一人当たりで CO2は28.8％削減されエネル
ギー消費は20.4％削減された。

グリーンキャンパスオフィスは組織的にはキャン
パスサービス部の中にあり、キャンパス計画、キャ
ンパス経済、キャンパス建築など全般的な役割を
果たしている。この位置づけにより、サステイナ
ビリティに関する努力をキャンパス開発や新しい
建築物、既存建築物の修復・保守計画などに関す
る戦略と統合することが可能になっている。

グリーンライトハウス
グリーンライトハウス（UCPH）はデンマークに
おける最初のカーボンニュートラルな公共建築物
である。学生が勉学や試験などのアドバイスを受
けられる総合案内所である。

UNIVERSIT
Y

OF COPEN
HAGEN 3

DIFFICULTY OF 
IMPLEMENTATION
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詳細について

年間環境報告書
説得力のある図形を含む
年間報告書は、成功例
の報告や取組むべき課題
に注意を促すのに最善の
ツールである。報告書の
作成には評価基準を集め
るための基準値とシステ
ムを構築する。データ収
集・分析の工程と報告書の作成には時間を要する
ので、報告書は簡単にまとめるべきである。

役立つヒント

＞　簡単に利用できるものを揃えておく。例え
ば、証明書（職場、研究室、イベント用）、
ゲーム、発表材料、ポスター、ビデオ集など。

＞　資料に一貫性をもたせ整理するためにガイ
ドラインを作成し、それ独自のブランドを
打ち出す。

＞　人々はそれぞれ異なった意思をもっている
のだから、働きかけも積極的に。人々の意
思を損なわないように理解すること。

＞　事業責任者は、最終的な結果をサステイナ
ビリティ政策にうまく役立つようにシステ
ムと連動させることができるので、時には
推進派となりうる。

＞　活動のために学生を雇用する。それにより
手頃な費用で仕事がすすみ、学生にも経験
の場を与えることができる。

＞　一から作ることはない。プロジェクトの対
策をもったら、他の大学がしていることを
調べて、ひらめきを得るとよい。
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＞＞　キャンパスは、サステイナビリティと共生するための教訓を伝える教室とならなければいけない。

第二章

全学における運営

大学キャンパスは独特であり、その設計は大学や地域社会の固有なニーズを反映している。しかし、環
境的にサステイナブルなキャンパス運営を試みるとき、どの大学も同じような課題にぶつかる。

大学の環境活動は、物理的環境、キャンパス運営、そして組織・地域社会の活動に直接影響されてい
る；従って、戦略は総合的なものでなければならない。例えば、サステイナブル景観管理には水質の保
全、生物多様性保護、そして社会的な関与を促す地域社会に向けた設計計画を含めるとよい。

キャンパスは、サステイナビリティと共生するための教訓を伝える教室とならなければいけない。例え
ば、エネルギー・水のリアルタイム消費が分かる掲示板を公共の場に設置する、目標に対する実績を示
す定期的な報告書を作成する、或いは全ての新しい生活関連施設に‘サステイナビリティ実施中’のデ
ザインを用いるなどである（言い換えれば、建物の再生エネルギー発電用の太陽電池を目立つように設
置したり、水質の保全や生物学的多様性を特徴とするキャンパス景観デザインを用いることである）。

匿名のサステイナビリティ活動は時代遅れである。今はサステイナビリティに対する組織の取組みを地
域社会に伝えるために、可能な限りその活動を発表するべきである。
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課題と機会

＞＞　効果的な計測器を設置すれば生活関連施設
における欠陥を見つけることができる

サステイナブルキャンパスの運営にまず大事なこ
とは環境負荷と過程を充分理解することである。
そのためには：
　・主な活動すべてに環境計測器をつける
　・�政策やその過程がいかに組織の意思決定を主
導し、そしてそれがどのようにサステイナビ
リティの運営に影響するか評価する

　・�環境に関わるキャンパスデザインと技術の効
果を計測する

　・�キャンパスの管理、保全担当職員のサステイ
ナビリティ技能を評価する

　・�地域社会による行動力の影響を調べる

これらが明確になれば、大学のサステイナビリ
ティ目標と合った技術的効率と保全の原理に基づ
く取組み方を確立することができる。

エネルギー管理
再生エネルギー技術がない場合、エネルギー消費
はキャンパス内の最大の温室効果ガス排出元とな
りうる。建物の環境管理の維持、或いは情報・通
信技術（デスクトップからキャンパスデータセン
ターにおよぶ）の発達であったとしても、電力需
要は年々増加し、上昇傾向にある。

エネルギー消費削減の第一歩は、生活関連システ
ム（新旧とも）の最適性能を把握し、充分な訓練
を受け技術力のある職員により定期的に的を絞っ
たメンテナンスを行うことである。

長期的な取組みとしては、太陽エネルギーシステ
ムや建物管理システム（BMS）により照明やエ
アコンのエネルギー効率の高い管理をするために

大型プラントや機器への投資、又、地域冷暖房の
利点を提供するコージェネ（或いはトリジェネ）
などの大型発電戦略への投資である。

効果的な計測器を設置すればエネルギーの無駄遣
いにつながる生活関連施設の欠陥、例えば不良断
熱による漏熱や外灯の消し忘れなどを検知できる。

＞＞　施設管理者は、配管や栓の漏れなどシステ
ムの欠陥を発見するために生活関連施設の性能分
析データにアクセスすべきである。

AUSTR
ALIAN

NATIO
NAL

UNIVE
RSITY

学生宿舎のエネルギー発電
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水管理
地域によっては水不足の問題のない大学もあるが、
自然資源を無駄にしないために、水質保全も環境
政策の原則である。

施設管理者は、水資源がどのようにいつ使われて
いるか把握し、又、配管や栓の漏れなどシステム
の欠陥を発見するために生活関連施設の性能分析
データにアクセスできなければいけない。繰り返
すが、充分な訓練を受け技術力のある職員による
メンテナンスは最も重要である。

灌漑用水やトイレ排水用に貯留雨水や施設内リサ
イクル水のように、飲料水に代わる水を可能な限
り利用する。

人々の行動変化を促す政策（例えば学生宿舎で
シャワー室の使用時間の短縮や職員用キッチンで
食洗機は一日一回だけ使用など）は、比較的低コ
ストでかつ効果的な省エネ対策である。

景観管理
大方の予想とは裏腹に、開放的な空間や景観その
ものは内部空間や建築環境と同じように重要であ
る、何故なら自然景観は効果的な日よけにより夏
季にエアコンのエネルギー需要を削減することが
できる。植栽は外部環境を地域にとってより心地
のよい、そよ風の廊下に変える、その一方でキャ
ンパス活動から発生する炭素排出を閉じ込める実
質的な効果もある。

しかし、劣悪な設計や管理は、灌漑用水が大学の
水使用量を大きく占めたり、又、再利用のための
リサイクルやコンポスト化の材料確保のためのイ
ンフラ整備が不十分な場合のように、ごみ処理の
流れに大きく影響することもある。

＞＞　生物多様性はサステイナブルキャンパス運
営において忘れられがちである

生物多様性の保護
大学活動とは無関係と思われて、生物多様性はサ
ステイナブルキャンパス運営において忘れられが
ちである。しかし、これまでに幾度となく言われ
ているように、主要生態系の崩壊や破壊は地域環
境の衛生に幅広い影響をもたらす可能性がある。
例えば、自然の均衡の損失は害虫類の増加もたら
し、地域に悪影響を与える。

生物多様性の計測方法の例：
　・キャンパスとその周辺地域の正式な環境監査
　・�地域とのかかわり―在来種を識別するよう訓
練し、観測や問題の報告をする方法1を定め
る

　・�既知の事柄の研究―地域の生物多様性に関す
る学術研究の調査、長年住んでいる住民や地
元地域の知識を活用する。

1イェール大学
www.sustainabillity.yale.edu/reserach-education/citizen-science

サステイナブルな景観設計は、次の特徴を持つ
ことが望まれる。
　・�　季節の変化に順応し、人口の灌漑用水を
必要としない地域固有の植物を植える

　・�　灌漑用水が必要な場合は、収穫や雨水誘
導のインフラを整備する

　・�　社交的交流や自然環境の地域取組みを支
える空間をもつ

　・�　生物多様性を保護・強化する土地利用と
管理の体制を築く
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食事のサービス
食事の調達と準備（学生宿舎あるいはキャンパス
内の商業設備における）はエネルギー、水、ゴミ
問題に大きな影響をもたらす。又、食料の選択と
環境への影響を考えるべきである。食事や給食
サービスにサステイナビリティをもたらすための
方法：
　・�地元の生産者から購買し‘食品距離’（食料
の生産地から消費地までの距離）を減らす

　・�生産、運搬、保存に要するエネルギーを減ら
すために季節の食材を使うメニューを考える

　・�全体的なゴミ削減のために、量より質を優先
する

　・�化学品の使用を最小限にしている提供者であ
ることを確認する

　・�堆肥用に食料ごみを収集する

廃棄物管理
大学は埋立て用廃棄物の量を最小限化する効果的
な方法を考える必要がある。これには廃棄物のリ
サイクル、或いは再利用で効率的に処理できるご
み収集のインフラ整備が必要となる。ごみ収集の
インフラには清掃員、庭師、厨房やメンテナンス
スタッフなど、廃棄物処分に直接関わる地域の
人々が簡単にアクセスできなければいけない。又、
二次汚染などを減少するために廃棄物容器には
はっきりとした記載をする。廃棄物容器は、事務
デスクの下の再生利用紙用のゴミ箱、厨房や公共
スペースの食品リサイクル用のゴミ容器など、便
利でかつゴミの出る場所に近いところに置くほう
がよい。

サステイナブル廃棄物管理計画はすべて、家具、
書籍、コンピューター、実験装置などの再利用に
向けたものでなければいけない。もしまだ使える
機材がキャンパスでは不要になったときは地域の
チャリティーグループに寄付する機会があるかも
しれない。学内の環境保全からでる廃棄物はキャ
ンパスで再利用するために収集して堆肥にすると
よい。

食品距離（フードマイレージ）
食品距離とは食料が生産者から消費者に渡る距
離のこと。季節の地元食料を選べば、その距離
が短くてすむ。食品距離を減らすことによっ
て、CO2排出の削減に大きな効果がある。
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ごみ収集のインフラには清掃員、庭師、厨房やメンテナンススタッフなど、廃棄物処分に直接関わる地
域の人々が簡単にアクセスできなければいけない。

課題と機会

全キャンパス活動に関する質問

✔　説明責任と所有者義務を普及するには？
組織の政策、手続き、手順にサステイナビリティ
を組みこむこと。役立つ比較基準や報告計画を作
成し、責任範囲を明確にする。

✔　資源の限度（資金と人的資源）と戦うには？
地方政府など、関連する利害者と提携し、外部資
金や目的を同じくする地域計画と連携する。

✔　水利用をコスト効率良く減らすには？
地元地域に水道の水漏れ、水道管破裂、あるいは
灌漑システムの欠陥など水利用の無駄使いがあれ
ば報告させること。シャワーの使用時間短縮や研
究活動・キャンパス運営における飲料水の使用を
最小限にするなど、節水の原則を積極的に普及す
る。

✔　埋立て用の廃棄物量を削減するには？
廃棄の流れを監査してみる。資源の価値を最大限
にし、廃棄物処理の順序を考えて量の最小限化を
目指す。つまり、廃棄物を出さないようにする、
減らす、再利用する、リサイクルする、そして廃
棄の順番である。

✔　生物多様性を保護するには？
地元の研究や保護団体との連携から始め、キャン
パスの生物多様性を地図に示し、運営や地域活
動・開発の影響度を計測する。その情報に基づい
て、生態系を脅かすものを最小限化する、例えば、
保護地域の設置など、計画をする。

✔　キッチンの冷蔵庫をエネルギー効率良く使う
には？
冷気漏れを少なくするために冷蔵庫の密封用シー
ルを定期的にチェック、取替時期の予定表を作る。

✔　IT 機器の廃棄物処理の方法は？
機器販売業者と購買から廃棄までの契約をし、梱
包材の処分から老朽化した機器までサステイナブ
ルな廃棄処分をしてもらう。それが不可能な場合
は、地域住民や団体が機器を再利用できるかどう
か調べる。チャリティ団体によってはまだ使える
機器であれば再流通するシステムを持っていると
ころもある。それも無理であれば、企業は委託し
た IT機器廃棄処理業者が社会的、環境的に適切
に処分するよう指導する。
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事例 3 　エネルギーネットワーク

スイス連邦工科大学チューリッヒ校
[実施難易度５]

化石燃料の大幅な消費削減が求められていること
に疑いはない。チューリッヒ校の新しいエネル
ギー対策の目的は地域における特定のエネルギー
密度を削減し、CO2排出を減らすことである。そ
れにより、個々の建物のエネルギーの流れは効率
の良い熱回収システムと接続できる。

チューリッヒ校ホンガーベルグキャンパスでは大
規模地下貯蔵システムによって化石燃料によるエ
ネルギー消費を最少化している。同キャンパスは
2025年までに化石燃料未使用の暖房システムを実
現する。地下貯蔵庫区域はフットボール場約10
個分の広さの敷地に配置され、それぞれ100から
200個の地熱測定器が地下200ｍの深さに 5×5 m
のグリッドごとに設置される。この深さがエネル
ギー貯蔵と使用量の最適な組合せを示すことがで
きる。

地下貯蓄システムは、特に切替え時期など、暖房
や冷房に対するニーズの変化に対応するために地
熱測定グループに更に分割される。建物と地下貯
蔵区域は環状線ネットワークで連結されており、
それに連結しているセンター経由で個々の建物あ
るいは建物群にエネルギーが供給される。

低温ヒートポンプはセンターに設置されている。
新築建物の設計における加熱時の許容温度は30℃
であり、修復時の許容温度は35℃である。冬季・
夏季のピーク時期には、エネルギーセンターで作
られる従来のエネルギーは冷暖房供給の余剰とし
て利用する。エネルギー対策には、冷却サイクル
をサポートするための冷却システム（再冷却シス
テム）も含まれている。

ETH Z
URICH
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事例 4 　有機廃棄物のリサイクル

オーストラリア国立大学
[実施難易度２]

オーストラリア国立大学では2007年に始まった有
機廃棄物リサイクル計画のもと、毎年136トンの
埋立て用生ごみをグレードの高い堆肥に転換し、
学生の野菜作りやキャンパスの景観資材として利
用している。

この活動は大学の施設＆サービス部と、食堂から
大量の生ごみを出す学生寮との共同で行われてい
る。研究棟からも少量の汚染されていない有機物
を回収している。この有機物は好気性プロセスを
利用した大型容器堆肥ユニットに入れられ、 2～
3週間で肥沃な堆肥になる。

有機廃棄物を埋立てると、腐敗し多量のメタンガ
スやその他の温室効果ガスを発生するが、この方
法でよりサステイナブルに有機廃棄物を処理する
ことができる。

生ごみを堆肥化するその他の利点：
　・�化石燃料の消費とキャンパスから埋立地への
輸送にともなう車両の排気ガスの削減

　・�有機質が豊富な土地改良剤や堆肥の生産、そ
れにより既製の有機物入りの肥料や土の購買
が減る

　・�有害成分の蓄積や濃度上昇を減らし、また土
や河川を汚染する埋立地での有害成分の流出
を減らす

また、このプロジェクトは学生・大学院生に多く
の教育・研究の機会を提供している。

AUSTR
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136トン
の生ごみ
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事例 5 　エネルギー管理対策（EMI）

カリフォルニア大学バークレー校
[実施難易度５]

カリフォルニア大学バークレー校は計画の対象区
域における省エネ努力の奨励を行っている。新し
いエネルギー管理対策と促進計画は省エネによる
節約分を還付するという、直接的な利点を各部署
に与えている。

バークレー校のエネルギー管理対策導入前は、
キャンパス内のエネルギー使用量は発表されてい
なかったので、年間1,700万 US ドルを電気代に
使っているにも拘らず、エネルギーは無料である
と考えられていたのである。

エネルギー管理対策の一年目に、エネルギーの効
率化は社会規範であり、大学の日常の運営の一
部と考えようという拍車をかけることによって、
2012年 4 月の発足以来、プロジェクトは計画時の
予測を上回るほぼ200万 US ドルの節約に成功し、
同時に予算を12％削減することもできた。これは
温室効果ガス1,500トンの削減に相応したことに
なる。又、キャンパスのエネルギー管理対策の目
標の 1つである省エネ化を達成し、更に、その収
益を教育と研究資金に還元することになった。

EMI の詳細とキャンパス内の広報については下
記URLから参照：
www.mypower.berkeley.edu

カリフォルニア大学バークレー校のエネルギー管
理対策の成功事例は革新的である：
　・�個人活動と組織活動の関連を明確にする
　・�包括的、補助的そしてよく調整された要素か
らなる革新をもたらす

　・�カリフォルニア大学バークレー校の人々とそ
の状況にあった計画を目指す
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詳細について

東京大学―エネルギー管理
東京大学は東京首都圏における最大のエネルギー
消費者であり、同時に革新的なエネルギーシステ
ムとサステイナビリティ関連の研究において先駆
的立場にある。東大サステイナブルキャンパスプ
ロジェクト（TSCP）の設立目的は、温室効果ガ
スの削減を目指すために全学の参加を促進し、組
織の力と資金をもってキャンパス内のカーボン密
度の削減を実現することである。経営陣は全ての
大学院と研究所からそれぞれが使用するエネル
ギー費用の 4 ％を学内税として徴収し、それを
TSCP 運営資金としている。又、TSCP 運営資金
から各大学院と研究所が積極的に省エネ化をすす
めるために補助金を提供している。

役立つヒント

＞　全ての主要活動について環境計測を行う
＞　生活基盤施設の欠陥を見つけるために効果
的な計測機器を設置する

＞　キャンパス内の管理、保守に携わる職員の
サステイナビリティ技能を求め、更に高め
る

＞　地域における生物多様性に関する既存の学
術研究を調査する

＞　廃棄物管理計画に IT 関連廃棄物、研究室
機器や有機物を含める
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＞＞　平均的に、私たちは人生のおよそ70％を屋内で過ごしている

第三章

建築物

私たちは屋外にいることを好むが、平均すると人生のおよそ70％は屋内で過ごしている。建物は私たち
の自然の生息環境であり、私たちの生活に大きな影響を与え、又地域的にも地球的にも環境に与える影
響は大きい。建物は全エネルギー消費のほぼ40％を消費し、建物の建設時における私たちの資源消費と
廃棄物発生は非常に深刻である。そのため、キャンパスの建物改修はサステイナブルな大学の実現に、
非常に大きな機会を提供する。

大学の建物は一般的に新しいものと古いものが存在する。その中には建築物としてあるいは歴史的観点
から国の重要保存物の指定を受けているものもあるが、これらは改修作業を困難にしている。既存建築
物の補強は新しく建設するよりコスト効果が良い場合があるが、その反面、窓、屋根、暖房装置など建
物そのものより寿命の短い部材を使ってしまうこともある。

建物が完成、補強された後、優れた設計が運営コストに大きな影響をもたらすこともある。主だったと
ころはエネルギーや水利用で、それをモニターしたり検査することにより、消費を削減しコスト削減が
可能になる。建物の所有者に建物をいかに最適に使うか知らせることにより、建物を最高の性能で運営
することができる。

現実的な課題は大学経営陣に長期的コストの削減に向けよりサステイナブルな建物に投資するよう説得
することである。多大な資源効率やそれに伴うコスト削減など、又職員や学生の健康や生産性などの恩
恵を理解し、経営陣と効果的に話合うことが大切である。
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課題と機会

ライフサイクルコスト（LCC）分析
サステイナブルに建築と修復を行なうには計画と
建物のライフサイクルコストを考慮しなければな
らない。つまり、建物の生涯期間（資源の採取か
ら解体・リサイクルまで）における環境への影響
と経済的価値を評価することである。

LLC は例えば建物の永久暖房のような特別なシ
ステムの利点や経済コストの判断をする手段であ
る。建物において、その設計が意図する運営上の
特徴を改善するために貴重な手段である。

大切なことは建設コストは建物の所有や維持にか
かるトータルコストの中でそれほど大きな割合を
占めていないことである。メンテナンスや運営に
かかる費用は建設費用より通常上回るので、エネ
ルギー効率化や廃棄物・水管理への投資は大きな
節約となる。その他の利点としては、屋内空気の
質改善は生産性の向上、就業率の上昇をもたらす
ので、サステイナブル建設や改修への投資を充分
正当化することができる。

＞＞　エネルギー消費の削減や廃棄物・水管理は
大幅な金銭的節約をもたらす

認証制度
環境問題意識の高い建物の認証制度はいくつかの
IARU参加大学のキャンパスで利用されている。
外部機関による認証制度に基づき設計、建築、修
復することは環境と資金の面から―つまり金銭的
節約につながるエネルギーと水効率―キャンパス
と大学全体の成功事例や高い評判を証明すること
になるので歓迎すべきことである。

キャンパス建物の築年数は問題ではない。多くの
認証制度は大規模改修の評価も行なうので、古い
キャンパスであっても大規模改修や、認証制度に
あげられている成功事例に沿った工事を行なうな
どで結果を得ることができる。

外部の認証制度は建物の環境パフォーマンスに関
する既定の評価基準を順守するよう定め、同時に
建設完成後に設計、建設、そして実際のパフォー
マンスが評価基準を満たせるような指導をしてい
る。

大切なことは、建設コンサルタントを奮起させ、
より高い環境パフォーマンス基準を目指すため、
設計段階でコンサルタントに大学のサステイナビ
リティオフィスに参加してもらうことである。同
時に、学生、教職員、エンジニアー、そして建築
家など多くの利害関係者を集めてプロジェクト検
討会を開催することも良い出発点である。

重要なこと
　・�プロジェクトの初期段階で参画してもらう
ために、建設事業のサプライチェーン―つ
まり建築家、建設コンサルタント、施工者、
資材メーカーなど―の企業や、キャンパス
の消防・環境衛生安全の規制管理部署と連
携体制を構築すること。
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建築物エネルギーと排出量
電気、熱エネルギーに拘らず、建築物のエネル
ギー利用はどの大学においても CO2排出の最大
の発生源であるから、充分な注意を払う必要があ
る。建築設計と運営に最も影響力のある +利害
関係者を見定め、彼らの賛同を得ることは計画的
かつ現行のエネルギー消費を大幅に削減するため
には不可欠である。建物や技術の必要最少基準を
設定することも良い。

建物の住民参加も非常に重要である。居住者や管
理者が充分な情報に基づき、協力をして初めてエ
ネルギー効率の高い設計や技術の力が最大に発揮
される。

エネルギー効率化は早い時点で建物に導入しなけ
ればならない。そして建築プランナーはサステイ
ナビリティ対策は建築プロジェクトを通じて価値
をうまく運用するものではないことを強調しなけ
ればならない。少しの先行投資が建物の生涯年数
を通じて大きな資金削減とカーボン排出の削減を
うみだす。質の良い熱利用や照明デザインは職
場・勉強の環境を向上させ、人々の成績や健全な
生活を促進する。

暖房、冷房、そして ICT（データセンター、コ
ンピューター室など）は大学の CO2排出量の大
部分を占めているので、これらに関する問題を対
処することでエネルギー排出の削減に大いに影響
する。

最後に、エネルギー削減と CO2排出量の進捗を
モニターし、経営陣、職員、学生そして外部関係
者に報告することが大切である。

明確な目標を設定するとき、将来を考えることは
非常に大切である。立地、居住者行動、建物の規
則などを含む数々の要因の検証は目標の限度を見

きわめ、デザイン上の制限に関する情報を得るこ
とが出来る。このような統合的な取組みは排出量
を減らし、建物のカーボン排出量を最小化にし、
周辺への悪影響を削減する。舗道などの不浸透面
の最小化は微気候地域の洪水や過熱を削減する。
建物内でエネルギー効率のよい機器や環境にやさ
しい製品を使うことによって排出量削減の成果を
もたらす。

＞＞　居住者の行動や建物の区分ごとに求められ
ているものを理解すると、建物のパフォーマンス
を最適化することが出来る。

居住者の傾向
建物の居住者の傾向を理解し、最適化すると省エ
ネルギーや熱的快適性の向上につながることがあ
る。例えば、大学の建物にオフィス、コンピュー
ター室、図書室、講義室があるとする。講義室と
オフィスは圧倒的に昼間使用されるので、自然光
とパッシブ熱利得を充分に活用できる場所に配置
すべきである。コンピューター室と図書室は朝か
ら夜遅くまで利用されるので、人工光の最適化と
冷房利用の削減に焦点をおき、配置すべきである
（人やコンピューターからの高い熱負荷のため）。

賢く作られた建物はエネルギー利用を最小限にで
きる。建物のパフォーマンスを最適化するために
は居住者の行動や建物の区分ごとに求められてい
るものを理解することは大変重要である。

重要なこと
　・�新築・改修建築物、そして既存建築物用に
低カーボン基準を作成し、それを達成する
ための戦略を考える。

　・�建物の種類ごとに成功事例を調べそれを
ベースに、それぞれのカーボン排出量目標
を設定する。大学以外の建物から適切な比
較基準のアイディアを得ることもある。
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障害と解決策

建物に関する質問

✔　上司やプロジェクトマネージャー（或いはプ
ラナーやデザイナー）にコスト高ではあるが、高
い基準を実施すべきであると納得させるには？
環境問題意識の高い建物の認証制度にかかる実際
の費用はプロジェクト総費用のおよそ 2％である。
しかし、エネルギー消費削減対策の初期投資は20
年の期間に 4～ 6倍になり返済されるものである
ことを説明する。

✔　認証制度は有益になりうることを示すには？
認証制度のもとに実施した結果を批判的に評価し、
低カーボン排出やエネルギー使用削減など建物に
不可欠な特性を充分満たしているか検証する。

✔　エネルギーや水利用の効率化以外に、建物に
はサステイナブルな経済効果があるか？
建物がサステイナブルにもたらす最も大切な経済
的効果は、健康への安心感や恩恵であろう。研究
結果で示されているように生産性の向上にもなる。

✔　統合された設計プロセスの利点は？
統合設計プロセス（IDP）は建物の設計と施工の
性能を高めるために用いる相対的な手法である。
プロジェクトチームの全員がサステイナビリティ
の目標を共有し、その目標に達成するために協働
する。このプロセスによりシステムを最適化し、
運営・保守コストを削減し、資金の増加を最小化
することが可能となる。

✔　初期投資を最大限に活用するには？
建物の最適化を常に検討しその方法を、住民に伝
えることが、初期投資を最大限に使う基本である。

✔　認証制度は 3年しか有効でないが、それでも
制度の認可に投資する価値があるか？
既存建物の認証評価は費用がかかり、有効期間も
3年のみだが、投資する価値はある。何故ならそ
の期間中、建物は常に高性能に保たれ、又外部者
にも評価が最新のものであることを示すことがで
きる。
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事例 6 　BREEAM（Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method：建築研究所環境評価制度）とオックスフォード大学の
サステイナブル建築政策

オックスフォード大学
[実施難易度４]

2009年 2 月、オックスフォード大学の建築・不動
産小委員会は、一年間の試みとして大学の新し
い建築工事と大きな改修工事はBREEAMの‘優
秀’格付けを達成させることに合意、その政策は
その後も継続されている。現在19の主要プロジェ
クトがBREEAM評価に基づき進行中あるいは完
成しており、それには 3つの改修工事と2009年以
前に着工したプロジェクトが含まれ、結果的にす
べて‘優秀’格付けを目標とすることになった。

しかし、BREEAMの‘優秀’格付けは必ずし
も建物の低エネルギー、低カーボンを保証す
るものではない。そのため、2011年、オックス
フォード大学の環境サステイナビリティチームは
BREEAM認証のガイドラインを補足するサステ
イナブル建築ガイドラインを策定した。これによ
り、大学の不動産サービス部は、特に低カーボン
を目指すサステイナブル建築物の建設を促進して
いる。

カーボン排出の削減を目指す大学にとって、
BREEAMの‘優秀’格付け目標（或いは同等の
もの）とサステイナブル建築ガイドラインのよ
うな手法を合わせて実施することで大学向けの
BREEAM評価基準が可能になる。

このような手法は年々大学の設計プロセスに浸透
し、設計チーム、プロジェクトマネージャー、プ
ロジェクト出資者グループに建物のデザインにお

けるサステイナビリティについて考えさせるよう
になってきている。

外部の認証制度を活用することにより、大学がサ
ステイナビリティを求め環境に配慮する機関であ
ることを外部の人々に知らしめることになる。

BREEAMの‘優秀’基準を目指すことは、特に
修復工事や高度で専門性の高い建物などにおいて、
困難なことであるが、BREEAM制度は広範囲に
わたるサステイナブルデザインの問題を積極的に
対処している。BREEAMの‘優秀’格付けは達
成できなくても、高い格付けを得ることができれ
ばサステイナビリティへの強い願望を常に持ち続
けることができる。
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事例 7 　環境意識評価六つ星を目指す設計

オーストラリア国立大学
[実施難易度５]

オーストラリア国立大学フェナー環境社会学部の
あるフランクフェナービルは設計と施工の両面で
環境意識評価の六つ星を目指し設計・施工された。
CO2の年間正味ゼロ kg を達成すべく、設計に幅
広いエネルギーと水の節約対策が盛り込まれた：
　・�解体・建設廃材の80％をリサイクルする
　・�年間65,000kWh を発電可能な40kw 太陽電池
アレイを設置、余剰電力はグリッドに返す

　・�ハイブリッドのエアコン機器
　・�交通信号システムや操作可能な窓を使いパッ
シブ換気装置

　・�複層ガラス窓などの高品質な断熱材
　・�外部の日よけ�
　・�外階段の吹き抜け
　・�雨水貯水タンク
　・�汚水リサイクル装置
　・�効率の良い配管

大きな問題は、六つ星目標の施設を数々の立地条
件の制約や使用者の要求がある中で、限られた敷
地と予算で建築することである。敷地の広さや位
置、特に景観上保護されている樹木などへの考
慮から、建物の位置決定が困難になる。しかし、
これらの多くの問題は規模と予算を調整するバ
リューマネジメントと優れた建築設計により克服
された。このプロジェクトを成功させた要因はコ
ンサルタント、施主、施工会社が協働し、結果を
もたらすために基本的な建築概念と複雑でない技
術を使うー可能な限りシンプルにーをモットーに
していたからである。

フランクフェナービルは、パッシブ換気装置と冷
暖房の管理のおかげで室内の快適温度を保証して
いる。又、現行のオーストラリア基準より150％
多くの新鮮な外気を供給し、建築材料や製品から
オフィスにでる汚染を最小限にし、自然光と外観
を最大限にしている。
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事例 8 　ライフサイクルコスト分析

スイス連邦工科大学チューリッヒ校
[実施難易度４－５]

スイス連邦工科大学チューリッヒ校の建築・建設
インフラストラクチャー部は建物のサステイナ
ビリティを総体的に検討している。つまり、�環境、
社会、そして経済の三つの要素を盛込む‘三重の
最終結果’を計画、建設そして建物運営を通じて
検討することである。

ライフサイクルコスト（LCC）分析は建物の所有
に掛かるトータルコストの評価手段であり、認
証制度において欠くことのできない部分である。
LCC はライフサイクルアセスメント（LCA）と
混同してはいけない。

LCAは製品、プロセス、構造、或いは活動など
に伴う環境コストの評価方法であり、エネルギー、
使用されている材料、又環境に放出される廃棄物
を特定する。

LCC はコストを基準とする分析手法で、建物の
生涯を通じて最もコスト効果の高い設計や建設方
法を特定することを目的とする。チューリッヒ
校は品質保証の手法として LCC手法を構築した。
他の建物やそれに関連するシステムや部材の相対
的なコスト効果を評価し経済分析を行なう。LCC
は建物やそのシステムの取得、所有、そして処分
にいたるすべてのコストを対象にして検討する。

調査の優先度が頻繁に変わる中、建物の調査はそ
のライフサイクルの間、つねに柔軟性をもって行
なわなければならない。LCC は建築デザインの
多様な選択肢が計画の要求を満たし、良い結果を

もたらすという前提で行なわれる。又、その選択
肢には異なった初期コスト、運営コスト、保守コ
スト、そして多分異なるライスサイクルがあると
いう推定の基に行なわれる。建物にかかる全ての
コストを考慮し、施設をその生涯年数保守するこ
とによって、プランナーは最初の段階でより環境
に優れコスト効果の高い結論を出すことができる。

ETH Z
URICH

下記のコスト要因が LCCの計算に含まれてい
る：
　・�投資コスト（例　建設コスト）
　・�運営コスト（例　エネルギーコスト）
　・�保守コスト（例　清掃費）
　・交換コスト（例　新しい暖房換気空調冷房
　　　　　　　　システム）
　・�金融コスト（例　利息）
　・�残存価額（例　処分コスト、残存寿命）
　・�修繕費
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詳細について

設計チームが多分野の専門家や利害関係者ととも
にエネルギー性能の選択についてブレーンストー
ミングを行なうエコーシャレットというミーティ
ング方法がある―かつて‘総合設計ワークショッ
プ’といわれていたものである。カリフォルニア
大学バークレー校のリカシンセンターの設計中に
は、バークレーナショナルラボ（LBNL）とその
プロジェクト設計チームによりエコーシャレット
が開催された。

その結果、50を超えるエネルギー効率の選択肢を
検証し、徹底した評価基準が作成された。LBNL
の‘Labs21’格付け制度も加えて参加者の意見・
アドバイスにより建物の高いエネルギー性能に向
けた結論をだすことができた。建築工程の早い時
期から関係者を招集すれば、このような最も効果
的な協働作業が可能になる。

役立つヒント

＞　エコーシャレットの開催（ブレーンストー
ミング）。つまり、設計プロセスの初期段
階に大学の全ての利害関係者を集めて、プ
ロジェクトの説明、討論、意見を交換する。

＞　サステイナビリティに関する大学の意欲を
明確にし、それが新規・改修プロジェクト
にどのように反映されるべきか示すガイド
ラインを作成する。

＞　建物の寿命期間を通じて、修正が可能で、
多岐にわたる利用者の目的に応えられるよ
うな建築スペースにするために初期設計プ
ロセスに柔軟性をもたせる。

＞　新築や補強工事の設計には高い基準を設定
する。地域の環境建築協議会などの公的団
体からアドバイスを得る。

＞　環境建築認証制度の選択―良く知られ
ているのは BREEAM,�LEED,�GREEN�
STAR,�DGNBである

＞　環境建築基準に適合する補強が可能なキャ
ンパス内の既存の建物を特定し、それから
始める。

＞　経過の調査を忘れないように。サステイナ
ビリティの投資を最大限に活用するため計
測や監査は不可欠である。
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＞＞　研究室運営に要する総エネルギーコストの知識があれば、利用者はエネルギー効率の向上に意欲
的になる

第四章

研究室

ドラフトチャンバー、換気装置、化学廃棄物、機器などによって、研究室の運営はサステイナブル化を
促進する大学にとって最大の課題の 1つである。研究活動とHVAC（暖房・換気・空調）システムを
含む機材の管理や利用者のニーズ・行動などの安全性をいかに両立させるかが課題である。

研究室のサステイナビリティ化に最も重要な要素の一つがエネルギー消費の削減である。何故なら、研
究室のエネルギー消費は通常のオフィスビルの消費より 4～ 6倍も多いからである（㎡当たりの電力消
費量は 5～ 6倍多く、暖房用の消費は 4～ 5倍多い）。しかし、使っていない機器の電源を切るなどの
簡単な事でかなりの省エネにつながる。

研究室の利用者も重要な要素の 1つであるが、あまり関連性はないと思われがちである。研究者はサス
テイナビリティと高度の研究は相容れないと考えがちであるが、それは間違った判断である。実際にサ
ステイナビリティと高水準な研究を同時に実現することはできるのである。

当然ながら、研究所すべてを直接比較することはできない。生物学、化学あるいは物理学の研究室で働
くにあたり、コスト削減、衛生安全の実施、仕事量の最適化などの面で環境に配慮する取組みをするに
は、それぞれ異なった課題や可能性が伴う。しかし、研究室運営の全エネルギーコストに関する知識が
あれば、研究者がエネルギー効率のよい行動をとろうという意欲を高めることができる。
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課題と機会

＞＞　秘訣は実際の利用方法に沿って研究室を管
理することである。

エネルギー消費
研究室のエネルギー消費量の約半分は換気装置
（研究室換気、ドラフトボード、下層流ベンチ、
吸引フードなどを含む）に関連しているという調
査報告がある。

秘訣は実際の利用方法に沿って研究室を管理する
ことである。業務時間外にも使用される一方で全
ての装置を一年中いつも運転する必要はない。需
要に対応する換気運転を含め、換気装置の運転時
間設定するのも、その利用を管理する方法の 1
つである。換気装置のデフォルト設定を夜間は
OFFにするのも効果的な省エネになりコスト削

減につながる。しかし、換気装置の運転停止をす
る場合は、研究者が換気の不十分な研究室で有害
なガスを吸ってしまうリスクを避けるために必ず
関係者間でその連絡をとりあわなければならない。

特に物理学研究室では、過度の熱を発する真空ポ
ンプのような二次的機器は専用の部屋に保管する
ことを薦める。それにより研究室内の熱負荷を下
げ、機器が保存されている部屋をよりエネルギー
効率よく冷却できる。これで単に研究室を環境意
識の高いものにするだけでなく、大学の資金を節
約し、利用者の衛生安全も確保できる。

研究室は幅広いエネルギー集約的な機器やシステ
ムを利用するので、既存システム・機器の補強や
新しいよりエネルギー効率の高いシステムや機器
に投資することによりエネルギー使用量を著しく
削減し長期的な節約が可能になる。

コペンハーゲン大学における総エネルギー消費量の三分の二は研究室で消費されている。
研究室のエネルギー消費量の約半分は換気装置に関連しているという調査報告がある。

購買
廉価な照明器具、冷凍庫、冷蔵庫、オーブン、ポ
ンプを購買することは必ずしもサステイナブルな
取組みとはいえない。 3～ 4年のライフサイクル
コストを計算すると、購買の際は高額であっても
エネルギー効率の高い機器は長期的には安くつく
のである。

又、大量注文もしばしば安い買い物と考えられる
が、化学品の場合は安全衛生についても考えなけ
ればいけないので、少量の購買の方が良い。又、
予算が在庫にとられず、大学にも得である。（第
7章のグリーン購買を参照）

利用と保管
一般的な決まりごととして、研究室の生活基盤施
設を定期的にメンテナンスを行なうことにより機
器の最適な利用が可能となる。

化学品
多くの研究室で多量の余剰化学品が保管されてお
り、高いコストをかけて廃棄物として処理されて
いるので、どの化学品が保管されているか正確に
把握することは、化学品の最適な利用のために不
可欠である。化学品の正確な表示は当然のことと
思われているが、必ずしも常に行なわれていると
はいえない。学内で使える共通の保管室を設置す
ると無駄をなくし、外部のサプライアーからの調
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達費を削減、又研究者が必要な材料の納入を待た
ずに入手できるなど作業が効率的である。可能で
あれば、有害性が少ない代替品へ変更すると安全
衛生へのリスクや環境への負荷やコストの削減に
つながる。

＞＞　保管されている化学品を正確に把握するこ
とは、化学品の最適な利用のために不可欠である。

水利用
水は貴重で益々高価になる資源である。そのため
できる限り使用を減らすことを考える必要がある。
例えば、研究者は多量の飲料水を使うウォーター
ジェット真空ポンプではなく冷却水循環装置を使
うべきである。又、生産コストが非常に高い純水
の使用を最小限にすることも大切である。

廃棄物
廃棄物にかかるコストには異なった予算が必要に
なるので、廃棄物は見た目よりずっと高価である
が、人々はその総額を充分理解していない。破損、
時代遅れ、また不要な機器など何年も放置され、
研究に利用すべき場所を占有してきたものを処分
するのは廃棄物を減らす 1つの方法である。ある
いは、リサイクル率やその手続きを下記のように
最適化する：
　・�便利なリサイクル施設を設置する
　・�臨床用・有害廃棄物を丁寧に分別する
　・�機器サプライアーに梱包容器や梱包材を回収
させる

　・�不要の機器や材料などを寄付、交換、売却、
安全な処分できるように図、再利用表など作
成・利用する

障害と解決策

研究室に関する質問

✔　冷凍庫に不要で使わなくなったサンプルがあ
るかどうかを知るには？
研究者や研究室職員に自分のサンプルを記録し使
用期限を記入させる。記録簿にないサンプルは一
定の期間が過ぎたら研究室職員が破棄し、利用者
全員に通知する。

✔　ドラフトチャンバーを安全に閉めるには？
化学品や化学品のこぼれがないチャンバーは全て
閉めてよい。化学品や気化性液体・材料が入ってお
らず、安全衛生部によって認められていれば、学
生の常備実験装置のあるチャンバーも閉めてよい。

✔　新しい研究室使用者が与えられた指示を必ず
守るようにするには？
新しい研究者が研究室の使用を始めるときは、環
境的に正しい行動と安全規則について充分指導す
る。研究室責任者は努めて、使用者の手順などを
モニターし、必要があれば報告をしなければなら
ない。

✔　どの機器が集中的に使われるかを知るには？
学生に既存のマニュアルやワイアレス計測を使っ
てエネルギー消費のインベントリーを手伝っても
らう。

✔　どの化学品を破棄すべきか知るには？
研究者や研究室職員に自分達が使う化学品に表示
をしてもらい、数週間過ぎた化学品は破棄する。

✔　学生、研究室職員、研究者に使わないときは
機器の電源を切ってもらうには？
機器の総体的エネルギー消費量について注意する
ことが第一歩である。年間のエネルギーコストを
発表したり、あるいは研究室やコモンルームのコ
ンピューター上にエネルギー消費のグラフを載せ
るなどの方法がある。（事例 9を参照）
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事例 9 　ドラフトチャンバーのサッシ下げようキャンペーン

コペンハーゲン大学
[実施難易度２]

行動に関するキャンペーンは比較的簡単に研究室
の省エネを実現できる。主なものに地域の環境保
護大使の任命、キャンペーン資料の作成、学生の
雇用などである。

2009年のグリーンアクションキャンペーンで、環
境保護大使は任務の 1つとして、研究室のドラフ
トチャンバーを使っていないときはサッシを下げ
ることを仲間に呼びかけたのである。

キャンペーンの分析によると、キャンペーン以前
は26％のチャンバーサッシは完全にあるいは一部
上げたままであったが、キャンペーン後は 8％の
み上げたままになった。キャンペーンを通じて
（スティッカーキャンペーンも含め）、予想では大
学の電力を年間270万 kWh或いは年間80万 US ド
ルを節約したとされる。

常にエネルギーへの意識や行動について取組むこ
とは、結果を維持し更なる進歩を目指すには大変
重要であり、同時にエネルギー消費の削減には最
もコスト効果の高い方法の 1つである。

スティッカー（3×65cm）をドラフトチャンバー
の上げ下げサッシに直接貼付ける。上部に不幸
スマイルマークと赤色で年間“24,200kWh”と記
載、下部に幸せスマイルマークと緑色で“年間
4,500kWh と記載。

環境保護大使 / ボランティアーは職員や学生に
フォールダーを配布。

UNIVERSIT
Y

OF COPEN
HAGEN

 

年間
4,500 kWh

 

年間
24,200 kWh 



34 第四章　研究室

事例10　エネルギーの見える化

ケンブリッジ大学
[実施難易度３]

ケンブリッジ大学のガードン研究所は、2012年に
エネルギー意識向上計画を開始した。人々にエネ
ルギーをどうして欲しいというのではなく、エネ
ルギーについてどう思うかと尋ねるという穏やか
なアプローチをとった。

キャンペーンの特長：
　・�ガードン研究所の研究者に関連する統計や正
確な情報のポスターを作成する

　・�1,000GB ポンドの賞金を目指して
研究所同士が競った

　・�‘ガードンエネルギー誓約書’：
75％の研究所スタッフが省エネル
ギーについて考えることを約束し、
褒美のコーヒーとケーキを楽しん
だ

　・�エネルギー利用における影響についてより
自覚してもらうために、エネルギー見える
化ツールとしてリアルタイム計測システム
‘タッカー’を設置した

　・�省エネルギー成績表を作成し、研究者は賞品
を目指して互いに競った。キャンペーンの一
年目が終わる頃には研究室は電力を約19％、
年間20,000GB ポンドの節約をした

UNIV
ERSI
TY O

F

CAM
BRID

GE

4,500  
KWH/YEAR

R335 
アーリンジャー研究室

電力消費削減

22.8%

R218 
MZG研究室  

電力消費削減

7.7%

electricity 
reduced by

52,8%

R248 
ブランド研究室

電力消費削減

52.8%

R312 
ガードン＆

ジャクソン研究室

電力消費削減

23.3%

R210 
ローリン＆
リブゼー研究室

電力消費削減

17.7%

R148 
ミンスカ＆ボロワーズ研究

室

電力消費削減

5.7%

最も成果を上げた研究室は，電力消費を
50％以上（月600～300kWh）削減し、
年間で350GBポンドの節約をした。
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詳細について

Ｓ研究室のニュースレターから、環境意識の高い
研究室内で実践されている優れた最新例を調べる
ことができる。それにより、あなたの研究室でな
すべきことが見えてくる。例えば：
　・�良い事例の発表、課題の討論、そしてネット
ワーク構築のためにイベントを開催する。

　・�優秀な事例を集め、研究室のサステイナビリ
ティ問題に関する資料を作成する。

　・�研究室エネルギー監査を行なう―詳細にわた
る監査により、研究室においてエネルギーが
どこで消費されているかを見定め、改善の機
会を得ることができる。

　・�環境性能を測る研究室評価構想と関連の環境
優秀活動ガイドを実行に移す。

www.goodcampus.org

役立つヒント

＞　�エネルギー消費量 /コストを含む実験機器
の在庫管理

＞　�夜間を通じて電源の入っている機器を調べ
るために夜間検査を行ない、結果をその研
究室を使用するスタッフ全員に配布する。

＞　�保管されている化学品の在庫管理、使用期
限以降の廃棄を実施する。

＞　�冷凍庫に保管されているサンプルに所有者
の名前と使用期限を書いて記録する。

＞　�過度の熱を発生しやすい真空ポンプなどの
二次的機器は特別に指定された部屋に保存
する。
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>>　‘グリーン購買運動’（環境に優しい製品を購買すること）により、環境運動のリーダーであるこ
とを証明できる

第五章

グリーン購買運動

大学は大量の製品とサービスを調達する。高度技術の研究や実験を主体とする研究を行なう大学では、
実験機器、化学品、I Ｔシステムなど特に影響力の強い製品が必要である。その他の製品では文房具、
オフィス用品、車輌、食品などもある。又、大学は頻繁に建物の建築や修復を行うので、資材、建築管
理システム、家具などの選択も重要である。これらのことから、大学にはサステイナブルな調達基準を
キャンパス内プロジェクトや政策に組みこむ数多くのチャンスがあることがわかる。

製品とサービスにかかる費用は組織における年間予算の大きな比率を占めている。例えば、スイス連邦
工科大学チューリッヒ校ではその費用はおよそ40％（p38参照）である。それ故、環境に好ましい製品
やサービスの購入を促進する一方で、‘グリーン購買運動’により環境運動のリーダーであることを証
明することができるのである。これがサステイナビリティとの関わりにおいて、忘れてはならない部分
である。

しかし、大学の短期的な予算の節約と長期的な社会全体の‘利益’の潜在性は時には対立し、グリーン
購買には問題が全くないとは決していえない。又、グリーン購買運動は調達と廃棄までの両面から考え
なければならない；つまり、グリーン製品を購買するときは高いが長期的には安くなるので、身近な節
約より製品の完全な寿命期間を考えることである。
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＞＞　グリーン購買運動はすべての製品がその製
品寿命を通じて与える環境負荷を評価するよう訴
えている。

課題と機会

ライフサイクルの視点
大学は、可能な限りの節約と購買を最小限にした
無駄のないシステムを実現しなければならない。
サステイナブルな調達やグリーン購買の定義は決
まっていないし、その適用も組織の階層やセク
ターにより異なっている。しいて言うならば、定
義はライフサイクルの視点から、標準的な製品や
サービスに比べて環境負荷が著しく低いサービス
や製品ということである。

製品のライフサイクル中、全ての段階においてそ
の環境フットプリントの最適化・最小化は可能で
ある。グリーン製品を購買するということは環境
上利益のあるものを好むということである―これ
は環境にとって優れた解決策を求める製品のサプ
ライチェーンにおける革新を支持するものである。

サステイナブルな調達を実践する組織は、彼らの
製品、サービス、設備に対するニーズを満たして
いる。個々の費用対効果分析のみならず、幅広い
分野における純利益を最大限にするための活動と
もいえる。グリーン購買運動はすべての製品がそ
の製品寿命を通じて与える環境負荷を評価するよ
う訴えている。

調達
計画、取得、使用、メンテナンス、そして処分な
ど調達のプロセスの中で決定を行なう際には環境
への配慮も必要である。そして、大学における調
達は予算の限られた個々の部局が行うことが多い
ので、グリーン購買のノウハウは徹底していない
こともしばしばある。

削減、再利用、リサイクル＝＞循環する経済
非線形学によると、循環経済は再生可能エネル
ギーに依存し、自己回復ができる経済である。注
意深い計画によって有毒化学物質の使用は最小限
になり、追跡され、そして願わくば廃絶され、廃
棄物は除去されていくことになるのである。

メーカーや小売業者は自分達の製品の所有権を持
たなければいけない、そして可能なかぎり、一方
的な消費ではなく、製品の使用を販売するサービ
スプロバイダーとして行動する。その一方で消費
者は自分達をユーザーとしてあらためて見直さな
ければならない。

循環する経済とは材料の流れを注意深く管理する
ことである：生物学的栄養素は生物圏に安全に再
び入り、自然資本を形成する、そして技術的栄養
素は生物圏に入らず高品質を維持しながら循環す
るように作られている。
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入札手続き
大学は大量の製品を調達する場合、競争入札を行
なうことが多い。これは環境基準を含む要望や仕
様に関して寄せられる数々の提案を公表するのに
大変良い機会である。しかし、説明が曖昧な要望
は避けるように。

購買行動
グリーン購買活動は政策と優秀事例の両方を用い
て効果的に促進できる。好ましい慣行を認識し明
確にしようという努力も基礎となる。このために
コミュニケーションや日常の購買における選択の
ツールも役に立つ。

これに含まれるのは：
　・�共通の保管室や共同購入のための組織つくり
　・�キャンパスへの配達を最少限にするため
チェックリストを作成

　・�実験室や研究室など大量購入のあるオフィス
のショッピングリストを作成

　・�再利用や材料交換用のポータルを作成

スイス連邦工科大学チューリッヒ校の製品と
サービスの年間購買（総額600万 US ドル―
2011年データ）

26%

14%

3%

31%

12%
14%

不動産

サービス

機会、機器、車輌など

ICT

消耗品

図書館

3 The figures relate 
to data from 2011.ETH Z

URICH

次回の提案要求の際に、次の要望を実施してみ
る：
　・�技術仕様書を作成し、最小限の環境に対す
る要求を伝える

　・�エコ関連品の調達の際は、環境適応基準
（例：該当する証明書や書類のある生物学
的ノウハウ）を含める

　・�基準にはグリーン調達（例：環境負荷、排
出量、エネルギー効率）を考慮する
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トレーニング
職員にサステイナブル調達基準について伝えるこ
とは大切である。購買や業者との交渉を担当する
職員や、頻繁に大量の購買を担当する職員はト
レーニングやグリーンサプライチェーン認定制度
が役に立つかもしれない。彼らに調達における選
択の重みを自覚してもらうことにより、彼らの行
動様式を変える可能性もある。

当然ながら、集中購買やグリーン製品が選択肢に
ないような特殊な製品を必要とする部署があるこ
とは認識しなければならない。しかし、それが可
能であれば、購買方法の調整により節約と廃棄物
の削減をもたらすことができる。

障害と解決策

グリーン購買に対する質問

✔　購買戦略の実施方法は？
購買部の中でサステイナブル調達の戦略を実践す
ることからはじめる。これにより発注要件とプロ
セスの透明性を業者に見せることができる。

✔　ライフサイクルコストに対する初期価格は重
要なのか？
グリーン製品は従来の製品より高いという見方が
あるが、グリーン製品はライフサイクルコストが
低いということもある。例えば、有毒の製品に代
わる無毒のグリーン製品は、輸送、保管、取扱い、
廃棄のコストが低い。そして許可書の数も少ない
し、スタッフのトレーニングも簡単、そして事故
の発生度も著しく低くなる。

✔　グリーン購買を通じて大きな影響をもたらす
ことができるか？
多くの分野でグリーン購買の重要さを予測してみ

ると良い：例えば、再生可能な資源から電力を購
入すると生態系フットプリントに非常に大きな影
響を与える、また、再生紙を使うことは大きな努
力をせずに目に見える影響を与えられる。

✔　最良の製品とサービスを選ぶには？
職員の選択肢を簡素化したサステイナブル購買の
ガイドラインを作成し、最終利用者が調査に時間
をかけなくてもよいようにする。そして部署内で
ガイドラインの順守を徹底し、出来れば他の部署
にも徹底してもらう。

✔　まとめ買いは良い考えか？
価格も抑えられるし、グリーン製品購買のプレッ
シャーをかけることもできるので、他の購買と同
様に、一括多量購買は有益である。

✔　外部の業者にグリーン製品の必要性に同意し
てもらうには？
主な製品グループから少なくとも 1社、サステイ
ナブル運動に関与してくれた業者を見つける。こ
のような購買側の方針は大学において有利なポ
ジションを確保しようとしている業者にプレッ
シャーをかけることになる。

✔　活動の焦点は短期それとも長期戦略のどちら
に？
行動を変えることは簡単ではない。新しいグリー
ン製品を好み古い製品を廃棄したい気持ちになり
がちであるが、人々が新製品になれて、その製品
市場が充分理解されるまで時間をかけ、 2～ 5年
先のグリーン購買長期計画を目指す方がよい。又、
廃棄処分するより使い切るほうがより良いことも
ある。
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事例11　超低温冷凍庫の購入

コペンハーゲン大学
[実施難易度４］

2013年、コペンハーゲン大学は、超低温冷凍庫
（－80℃）の業者 2社と環境に配慮した供給契約
を初めて行なった。

契約は入札で決定：全体価格の三分の二に値する
エネルギー消費を含む総所有コスト（Total�Cost�
of�Ownership- 機器などの導入・運用・管理に必
要な全経費）の最低ユニット価格をだした業者を
選択。結果はwin-win-win、三者が満足するもの
であった。つまり、研究者にとって最も低価格、
大学にとって最も低エネルギーコスト、そして地
球環境にとってCO2削減である。

超低温冷凍庫の供給契約により 4種類のサイズで
年間50～100基の購入、 4年間で合計200～400基
の購入となる。これにより、市販の冷凍庫に比べ
て約30％の省エネが可能になる。

環境への影響の可能性は、5,000～10,000MWh の
エネルギー消費削減で年間約3,000~6,000トンの
CO2に相当する。この省エネは金額にすると15年
間に約250万 US ドルの節約を意味する。

エネルギー消費削減に加えて、契約では業者が新
しい冷凍庫を納品する際に引取る冷凍庫を環境上
サステイナブルな方法で処分する事を義務付けて
いる。

コペンハーゲン大学の代表者、調達部、グリーン
キャンパス室、利用者からなるプロジェクトグ
ループは、最終的に合意される製品とサービスが
グループの要求を満たすものであることを確認す
るために初期入札を行なった。利用者の要求と環
境への考慮を同時におこなうのは、競争性のある
価格を得るために透明性原則を守る必要もあり、
入札プロセスは困難を極めた。

マイナス80℃の冷凍庫をモニターする基準もな
かったので、コペンハーゲン大学は同じ条件下で
一連のエネルギー消費テストを行ない、結果を製
品の評価に活用した。うまくいけば、コペンハー
ゲン大学は業界に対して独自のエネルギー消費計
測基準の設定をするようプレッシャーをかけるこ
とができるかもしれない。それができれば、競争
的なパラメーターになりうる。テスト方法やその
他の情報はコペンハーゲン大学から入手できる。

UNIVERSIT
Y

OF COPEN
HAGEN

30%
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事例12　中央購買オフィス

イェール大学
［実施難易度４］

イェール大学には業者との交渉や契約を全て管理
する中央購買オフィスがある。中央購買オフィス
は政策をつくり、それに基づき大学の調達全般に
ついて職員に指導している。

中心的な購買グループや大量購買担当者に情報を
提供し自信をつけてもらうためにも、イェールサ
ステイナビリティ戦略計画は 2つのトレーニング
プログラムを運営している：中央調達担当マネー
ジャーは外部組織の‘グリーン調達専門家’認定
のトレーニングを修了する。大量購買担当者は
キャンパス内の学習センターで開催されるイェー
ル大学独自のトレーニングを修了する。

最後に、製品タイプごとに好ましい製品のリスト
を作成する。リストは購入担当職員全てに配布さ
れ、休憩室やイベント、実験室におけるサステイ
ナブル購買ガイドとして活用される。

このトレーニングプログラムにより、大学は多く
の情報を持つ専門家を育てることができるし、専
門家となった職員も自身の履歴書に新しい資格を
追加することができる。チェックリストの作成
も現在の慣行や製品の評価を促し、うまくいけ
ば、新しい手法を見出すかもしれない。さらに、
イェール大学の新しい調達戦略が大学の廃棄物管
理チームと共に立案され、大学は廃棄率の少ない
製品を優先する基準を設定することができる。

YALE

UNIV
ERSI

TY
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詳細について

ノルウェーの工科大学の最近の研究で、大学に
よる CO2排気の大部分（75％）は製品とサービ
スの購買に関連した排気であると伝えた。ノル
ウェーの工科大学の環境フットプリントは：
　・�25％　エネルギー消費量（油・ガス・石炭の
使用と熱・電気の購入）

　・�75％　間接排気：23％輸送費（航空機含む）
6％サービス、18％消耗品、15％機器・家具、
13％建物、建設、施設を含む

役立つヒント

＞　�エネルギー消費の高い製品から取組む、そ
れによりコストの節約やCO2削減につな
がる。

＞　�既存の購買構造を使い既存の組織と協働す
る。

＞　�良く知られた製品を使い、環境への配慮を
啓発する。

＞　�Win-win 状態―両者が満足するような製
品から取組む。

＞　�規模も大きく、十分開発された市場で売ら
れるグリーン購買製品から始める。

＞　高い評価の認証を得ている製品を求める。
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＞＞　輸送は大学の炭素排出量の大きなそして増加する部分を占めている

第六章

輸送

輸送は大学の炭素排出量の大きなそして増加する部分を占めている。国際協力活動や知識共有への需要
は、関係者の国際航空機の利用を促し、大学の輸送によるCO2排気の大きな原因となっている。

道路輸送も主な要因である。通勤・通学、日常品の配達、運搬車輌など空気汚染・騒音・渋滞を含む地
域環境問題を起こしている。さらに、駐車場は、他の目的に使うことのできる貴重なキャンパス敷地を
広範囲にわたり占有してしまう。

旅行する際の習慣を変えるのは難しい。行動の変化を求めるには、環境に配慮した運輸手段を態度や考
え方で示すことが大切である。サステイナブルな運輸手段を従来の車依存の代用としてではなく、標準
的なこととして示せば、人々の輸送手段の選択に影響を及ぼせる。新入職員や学生がまだ習慣を定着さ
せていないうちであれば、環境により配慮した行動を確立してもらうこともできる。

より健全な選択肢をつくるには、総体的なキャンパス計画に輸送問題を含まなければいけない、そして
総体的な目的の矛盾も考慮に入れ、厳密に分析し、透明性をもって伝えられなければいけない。地方自
治体や役所の計画課と協働するのも地域の公共交通という解決策を最適なものにするためにも非常に大
切である。
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＞＞　自転車利用と徒歩を強く推奨すべきである。

課題と機会

キャンパス内の輸送
多くの大学は広域に整備されており、複数のキャ
ンパスを有しているのでキャンパス間の移動は避
けられない。しかし、移動手段には選択肢があり、
速いだけでなく大学としては最も環境を配慮した
方法を考えなければならない。車は必要ではある
が、自転車利用や徒歩を強く推奨すべきでる。

車の代用を促進するにあたり、人々に提供できる
こと：
　・�駐輪用柵や入り口の近くに安全な保管場所、
そして安全な自転車用道路などを整備して自
転車の利用を促す。

　・�無料或いは安い自転車や貸自転車を提供する。
　・�公共交通機関の定期券を購入するための無利
子ローンを提供する。

通勤・通学
車輸送の増加により、人々は道路の交通渋滞にま

コペンハーゲンの住民はどの位自転車を利用し
ているか？
　・�52％のコペンハーゲン住民が自転車通勤・
通学している。

　・�コペンハーゲン住民 5人のうち 4人が自転
車を持っている。

　・�コペンハーゲンの住民は約55万人、自転車
総数は65万台である。

非化石燃料・代替燃料、効率的な運転、小型車

共用輸送（公共、共同、同乗）

相殺可能

輸送の必要性
を減らす

健康的な輸送
（自転車・徒歩）、
人力による移動手段、

非電動式の移動手段あるいは
能動輸送

サステイナブル輸送階層
サステイナブルな輸送への障壁の多くは、
簡単な物流的な問題や、車の代用品の実用
性や利便性に対する誤解である。輸送問題
に取組む際、サステイナブル輸送階層図が
役に立つ
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すます時間をとられている。幸いにも環境に配慮
したキャンパス輸送という選択肢により、大学へ
の通勤・通学手段が改善されている。輸送量を減
らす簡単な方法として、時々自宅勤務ができるよ
うに、職員に自由勤務時間制度を提供することで
ある。

人々に車に代わるものを提供する：
　・�地方自治体と連携して住宅街とキャンパスを
直接に結ぶ安全な自転車道路をつくる

　・�自転車通勤・通学者にロッカーやシャワー設
備を提供する

　・�地方自治体の公共交通機関と連携して最適な
公共交通政策を打出す

　・�リアルタイム時刻表の配布や職員・学生に補
助券を提供してバス利用という選択肢をア
ピールする

　・�ドライバーが同乗相手を探すためのオンライ
ンマッチングシステムを含む自動車相乗り通
勤制度を立ち上げる

長距離旅行とビデオ会議
大学間の協定や研究者・学生の国際化の拡大は主
に飛行機利用など長距離旅行の増加につながって
いる。この問題に対処するには代替案としてビデ
オ会議の活用がある。ビデオ会議の利点は CO2
削減をする一方で時間と費用の節約になることで
ある。

＞＞　飛行機旅行の増加に対処するためにビデオ

会議を促進、支援すべきである。

ビデオ会議を効果的に開催するには組織において
なすべき責務に優先順位をつけ、担当者に明確に
配分することが必要である。IT や通信源の確保
を含む準備も求められる。ビデオ会議を成功させ
るには少なくとも最初の二回ぐらいは IT専門ス
タッフに参加してもらうことを推奨する。

ビデオ会議の情報を職員研修用資料に記載するの
もその利点を紹介する良い方法であり、そのよう
な技術が存在する事を新人職員に知らしめること
ができる。その他にも職員にビデオ会議という選
択肢とその設備が揃っていることを知らせること
も必要である。

より環境に配慮した車
　・�保有車輌のグリーン化―ハイブリッド車や
電気自動車を段階的に導入し、全車両用の
排気量と効率化基準を設ける

　・�効率的運転を目指す講習は平均で 5～10％
の燃料消費削減達成に貢献した

カーボンオフセットとは：
炭素排出量を、再生可能エネルギーの作成や化
石燃料によるエネルギーの削減を行なう風力発
電地帯のように別の場所で達成した温室効果ガ
ス削減の結果で相殺することである。

コペンハーゲン大学では、利用する国際飛行機
便が運輸部門における業務上の CO2排出量の
約90％を占めている。総排出量における業務上
の運輸による排出量の比率は2008年の16％から
2012年の26％に増加した。
資料：�コペンハーゲン大学グリーンキャンパスのグリーンア

カウント2012より

コペンハーゲン大学
２０１２年の CO2 排出量：

49%

23%

26%

2%

電力
地域暖房
天然ガス
輸送
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障害と解決策

環境に配慮した輸送に関する質問

✔　公共交通の利用を促進するには？
特定の大学バス路線用に無料或いは割引のバス・
電車定期券を提供する

✔　キャンパスにおけるより環境にやさしい交通
手段を導入するには？
駐輪用柵や安全な保管場所を設置し、シャワー設
備や自転車修理を提供する。キャンパス内に無
料・安価な自転車を提供する。

✔　車の運転はより早く経済的だという考え方を
打ち破るには？
自転車や徒歩のコスト効率性を強調する。自動車
利用のコストを計算するツールを職員や学生に提
供する。又、公共交通機関の利用をより安くする
ために駐車場利用を有料にすることもよい。駐車
場の収入はサステイナブル交通手段の支援用に活
用する。

✔　地元の自治体と提携する事の重要性は？
通勤・通学の行程の中でキャンパスはごく最後の
部分だけしか関わっていないので、地元の自治体
や役所を含む多くの関係者と提携することにより
公共交通機関利用の機会を最適化できる。

✔　環境に配慮した交通手段の考えを確立するに
は？
積極的な態度や考え方を促すことによって環境に
配慮した交通手段を促進するのは人々の行動を変
えるのに重要である。サステイナブルな交通利用
を、自動車に依存する従来の方法に代わるものと
してではなく、当たり前な行為として提供すると
人々の交通手段の選択に影響与えることができる。

✔　カーボンオフセット（炭素排出量相殺）の利
点は？
カーボンオフセットによりコスト効果よくそして
即時に100％削減の可能性がある。同時にカーボ
ンオフセットプロジェクトにかける費用は、地域
による幅広い低カーボンへの活動を支持すること
にもなる。カーボンオフセットの質と融合性を確
保するために基準、認証制度、登録制度など積極
的な制度つくりが大切である。
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事例13　サステイナブル輸送管理計画

オーストラリア国立大学
［実施難易度４］

オーストラリア国立大学は1990年代よりサステイ
ナブルな交通手段の利用を積極的に促進、支援
している。これは大学の自動車相乗り通勤制度、
キャンパス内宿舎の増加、キャンパス内に自転車
用インフラの整備、オーストラリア最大の自転車
保有事業の実施、などの数々の構想に支えられて
いる。

タイムリー・トレデュリー自転車計
画

2006年に始まったタイムリー・トレデュリーキャ
ンパス自転車計画は、オーストラリア最大の自転
車保有事業の一つである。キャンパス内の建物に
配置された100台以上の自転車を職員や研究生は、
日中のキャンパス内外の移動に利用することがで
きる。年々、人気は高まり、自転車利用のモニ
ターによれば年間2,000km以上利用されているも
のもあり、多くの利用者にこの自転車計画が好ま
れていることがわかる。サイクリングに不慣れな

利用者も、この計画で自転車利用に馴染み、安心
して利用できるという声もある。

飛行機旅行のオフセット

2011年、オーストラリア国立大学炭素削減基金が
設立され、大学の業務部が出張時の飛行機旅行の
カーボンオフセットを試みる手段が提案された。
これは業務部が利用する飛行機代金に対する課金
を支払い、それを大学施設の炭素排出削減やゴー
ルド基準の大量購入資金の計画に活用するという
ものである。

大学保有車輌

2006年より保有車輌の炭素排出は着々と減ってき
ている。この期間、保有車輌の燃料効率や LPG
燃料利用も多少ではあるが改善されており、その
主な理由としては車輌の走行距離の減少である。
これはキャンパス内保有自転車利用などの非有害
な代替品を供給する戦略が成功しているためであ
り、今後車輌の効率向上や低 /ゼロ排気車輌の導
入に努力することにより更に炭素排出を削減する
可能性が充分ある。
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オーストラリア国立大学環境管理計画（EMP）
はサステイナブル輸送計画を最大化するために
下記の目標を設定した：
　1.　�2015年までに環境に配慮した通勤・通学

を80％に増やす、一人乗りの車を最小限
にする。

　2.　�2015年までに業務用車輌の排気量を
20％削減し、100％相殺する。

　3.　�2015年までに航空機旅行からの負荷相
応の二酸化炭素を100％相殺する。
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事例14　出張旅行用ツールキット

オックスフォード大学
［実施難易度２］

2012年、オックスフォード大学では時間と費用の
節約をするために、職員に旅行せずにすむ手段を
考えるよう促す一方、適切な手段による出張旅行
計画についてアドバイスするために、実践ガイド
を作成した。

実践ガイドでは旅行は多くの者にとって貴重で楽
しい経験であるとしている。又、ビデオ会議で航
空機旅行を完全に置き換えることはできないし、
そうすべきでもない。プロジェクトを進行するに
あたり、顔を合わせての話合いも時には重要であ
る。このような理由から実践ガイドは航空機旅行
を減らすためには、まず飛行機の頻繁利用者を対
象にすることからはじめるよう提案している。

旅行用ツールキットは可能な限り列車利用を提案
している。飛行機は時間の節約になるという考え
がよくあるが、空港への往復、チェックインのた
めの行列、セキュリティチェックに要する時間な
どを考えると列車の所要時間との差はごく少しで
ある。
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事例15　キャンパス環境配慮の運輸システム

北京大学
［実施難易度２］

北京大学では歩行者と車輌をはっきりと分離する
道路計画に基づき、車輌をキャンパス内乗り入れ
禁止にすることで徒歩と自転車利用を促進してい
る。2008年、地元の自治体の協力のもと、車輌が
キャンパスに進入する頻度をさげるために駐車場
を周辺部に設置した。同時に、キャンパス内の移
動手段の選択肢として職員と学生用にシャトルバ
スの運行を導入した。

キャンパスに侵入する車輌を制限するため、シャ
トルバスサービスが人々の主な居住区域とキャン
パス間の移動をスムーズにしている。大学職員に
とっては便利であり、又キャンパス内の交通量を
緩和する一方、エネルギー消費、汚染、炭素排出
の削減につながっている。
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詳細について

オックスフォード大学では飛行機利用の多い職員
を対象に調査を行い、ビデオ会議を増やすことに
よって飛行機旅行を減らす可能性について調査し
た。

調査結果：
飛行機旅行の主な理由は：⑴会議出席、⑵打合せ
出席、⑶講演であった。
　・�海外における打合せ・会議の71.2％は10人以
上が出席するイベントであり、17.3％が 1 対
1の打合せである

　・�多くの回答者（67.2％）が海外出張はストレ
スのある経験であると感じている

　・�多くの回答者（63.9％）が旅行の欠点は生産
性が低いことであると感じている

　・�多くの回答者（57.4％）がビデオ会議は出張
旅行の良い代替となりうると感じている

役立つヒント

＞　�新しい職員や学生の習慣が定着する前に環
境に配慮した運輸利用を普及する

＞　�駐輪用柵や安全な保管場所を入口付近に設
置したり、安全な自転車用道路をつくり、
自転車利用を促す

＞　�自転車通勤・通学者用にロッカーやシャ
ワー室を提供する

＞　�地元の自治体と提携して住宅地域とキャン
パス間に直通で安全な自転車用道路を設置
する

＞　�バス定期券の提供や‘自転車通勤日’を設
定して、職員が車に代わる交通手段を利用
するよう支援する

＞　�ハイブリッドや電気自動車のシャトルバス
システムを提供あるいは既存の保有車輌を
ハイブリッドか電気自動車に変更する

＞　�古い保有車輌を最新の燃料効率の高い車輌
に交換する
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＞＞　関係者全員による充分なコミュニケーションと効果的な対話は不可欠である

第七章

コミュニケーション

効果的なコミュニケーションはサステイナブルキャンパスを構築する基礎の一つである。何故なら、環
境問題への意識を高め、サステイナブルな行動の実践につながるからである。又、積極的な環境への行
動を促進し、あらゆるレベルで行動様式の変化をもたらすことに大学が深く関与することを促進してい
る。

大学は多種多様な人間の集団であり、民主的な管理構造、そして非常に強い学術的独立性をもっている。
よって、上部が変化したからといって、大学全体が変化に成功することはありえない。関係者全員によ
る充分なコミュニケーションと効果的な対話は不可欠であり、サステイナブルな大学の構想を強化し、
それにより構造的な変化と集合的な発展を促す必要がある。

制度の変化をもたらすには殆どの人々に知られていないプロジェクトや一連の活動を表舞台に出し、関
係者内部そして外部にいたるまで幅広く人々に伝える必要がある。そうすることにより、人々は結果を
事例として学び、深く関わり、そしてそのアイディアを共有し、活動を更に活発に行なうことになる。

キャンパスのサステイナビリティを実践する人々は態度や行動の変化をもたらすためのメッセージを伝
えなければならない。信頼のおける、明確なそして一貫した声は更に信頼を生み、チームやネットワー
クを創る。それにより彼らは多くの学生にこれまで以上に大きい影響を与えるであろう。大学のサステ
イナビリティの活動を外部の人々に伝えるとき、透明性と説明責任は不可欠である。
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課題と機会

連携
サステイナビリティオフィスは電気使用量の削減、
リサイクリング率の増加、あるいは全学学生の関
与の強化を目的としているが、オフィス単独では
何も出来ない。そして、職員、学生は積極的な活
動を始めるにあたり何をすべきか、何故そうする
のか、それを理解しなければならないが、彼らは、
サステイナビリティオフィスは自分達にとって不
都合なことばかり持ち込んでくると常日頃感じて
いるかもしれない。つまりサステイナビリティオ
フィスの業務とは回りの人々にとっては迷惑で押
し付けがましいものという先入観があるのである。

サステイナビリティオフィスがサステイナブル
キャンパスの実現を目指し、どんな活動をしてい
るかを理解してもらうために、まずサステイナビ
リティ担当者と学内コミュニケーション担当者が
話し合うべきである。

サステイナビリティオフィスは学内のコミュニ
ケーションオフィスに定期的にニュースを提供す
ることができるので、これは双方にとってよい関
係となる。連携関係が成立したら活動やキャン
ペーンの結果・成功事例を充分共有できるような
体制を作る必要がある。

大学のサステイナビリティへの関与を積極的に示
すことにより個々の行動を促すことができる。積
極的な活動やキャンペーン情報を掲示板や学内
ニュースレター、大学のウェブサイト、キャンパ
スニュースレターなどに掲載するのも情報や行動
の変化を普及する重要な役割である。

＞＞　戦略的な目的を検討し、統合的なコミュニ
ケーション計画を作成することは重要である。

共通の一体感
大学は民主的運営構造をもっているため、学内の
部署、事務室、学生グループが独自の環境ポス
ターやメッセージをキャンパスの建物内に掲示す
ることがよくある。そのため、戦略的な目標をた
て、メディア、ツール、メッセージなど、すべて
意図した結果を生むように学内のコミュニケー
ション計画を作成することが重要になる。又、コ
ミュニケーション計画はサステイナビリティ構想
を発足する前に作成すべきである。サステイナビ
リティオフィスが求める学内共通の一体感と他の
連携オフィスや学生グループの支援に支えられた
統合的なコミュニケーション計画をもつことは、
人々を様々な広告文で混乱させることなく一貫し
たメッセージとして広く伝えることができる。

リサイクリング制度の啓発キャンペーンは大学
のメンバー全員を対象とする。しかし、限られ
た人々を対象にメッセージを発する場合もある。
キャンペーンのメッセージを確実に伝えるために、
対象者を理解し共に活動することが大切である。

＞＞　キャンパスにおける優れたサステイナビリ
のコミュニケーション効果は大学の外部にも広が
る

活動は常に新鮮に
学生人口は 3～ 4年ごとに更新され、その都度多
くの情報や知識が消失する。それでも、キャンパ
スにおける優れたサステイナビリのコミュニケー
ション効果は大学の領域を超えて外部にも広がる。
大学の使命は教育だけではない：従来の教育に加
えて、それぞれが環境への意識を高め、解決する
ための役割を果たすよう指導することである。適
切なツールを提供することにより、彼らは正しい
知識を得て、生涯を通じてそれを実践できるよう
なる。
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大学はサステイナビリティへのメッセージを、単
に繰返すのではなく、強化するという課題を抱え
ている。大学は長引く環境問題を新しい視点で啓
蒙し、説得力のあるメッセージを発信しなければ
ならない。使用する言語は習慣に変化をもたらし、
より良い生活をアピールするようなものでなけれ

ばならない。メッセージは e メールだけでなく
人々と直面し交流しなければならない。ポスター
も好ましい行動について観衆に改めて知ってもら
う効果はあるが、多すぎると‘ポスター疲労’に
つながってしまうのが欠点である。

コミュニケーションの 6つの原則
　1.　�やる気を起こさせるような言葉を使う
　2.　�積極的かつ望ましい考えを前面にだす―そして適切であり、具体的・実行可能な内容であること
　3.　�説得しようとする相手をよく理解し、話しあうこと—全員同じ対応にしない
　4.　�正直であり、公平で透明性をもつように―中途半端なことは言わず、状況に

ついても率直であるように
　5.　�サステイナビリティの利点と恩恵を強調する
　6.　�これまでの成功例について話すのを忘れないように

障害と解決策

コミュニケーションに関する質問

✔　性質が異なりバラバラに存在する観衆とコ
ミュニケーションをとるには？
それぞれの部署に‘グリーンチャンピオン’―環
境運動に優秀なスタッフ―を任命する。適任者は
学内の部署特有の傾向を良く理解しており、観衆
へのメッセージに自ら適応できる者である。

✔　簡単な方法で行動を呼びかけるには？
サステイナビリティ問題の複雑な面を減らすこと
である。問題を簡素化し、人々にどのような恩恵
があるか伝える―つまり生活の中に変化をもたら
すことが人々にとっていかに大切かを伝えること
である。

✔　人々の注目を集めるには？
悲観的な説明は避け、人々が前向きになるような

魅力的かつ印象づける目標をつくる。将来性につ
いてアピールする。

✔　何故人々の関心を失うのか？
大学という社会に関する業務や成功例に関する情
報発信が足りなかったり、或いは常に何かして欲
しいと頼みごとばかりしていると、人々は嫌気が
さして目標への興味を失うことになる。

✔　サステイナビリティ報告書は重要か？
定期的に更新される最新報告書は、活動やサステ
イナビリティの目標への進捗状況を示すことにな
るので、それが良いブランドとなり、将来学生や
職員を雇用するときにも役立つ。

✔　サステイナビリティオフィスの認知度を高め
るには？
明確で一貫したブランドをつくり、すべてのコ
ミュニケーションやオフィスグッズ（ポスター、
ステッカー、関連商品など）に活用する。
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事例１6　メッセンジャーとしての学生

カリフォルニア大学バークレー校
［実施難易度２］

広範囲に機能が分散するキャンパスでコミュニ
ケーションをとるために、カリフォルニア大学
バークレー校では、学生コミュニケーション連携
チームを設立した。サステイナビリティオフィス
の指導のもと、 3～ 5人の学部生によるチームが
長期サステイナビリティ目標達成を目指して全
キャンパスのコミュニケーション運動にあたって
いる。現在も実行されており年間4,000~5,000US
ドルの資金が必要である。

学生チームは毎年、統括的なマーケティング、計
画参加や行動変化を促す働きかけ、バークレー校
におけるサステイナビリティの文化の普及などの
幅広い活動を行なっている。コミュニケーション
連携チームは二年目を担当する次期コーディネー
ターの訓練も行なう。

この計画には適切な能力を持ち、少なくとも 2年
間はサステイナビリティオフィスで働ける学生に
最初から参加してもらうことが大切である。この
継続性はこの計画を成功させるには不可欠である。
又、学生の訓練と彼らへの指導の良いバランスも
大切であり、彼らの創造力を促し、彼ら自身の考
えを探させることも大切である。最後に、小額で
あっても資金繰りは困難であるが、学生が継続的
に関与できるよう、学生のボランティアーに依存
しないことも大切である。
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学生のチームは 2年計画に参加して、キャンパ
スのサステイナビリティを強化するために幅広
いコミュニケーション努力をしている。
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事例１7　サステイナビリティのコミュニケーションのためのソーシャル・メ
ディア

国立シンガポール大学
［実施難易度３］

国立シンガポール大学（NUS）環境サステイナ
ビリティオフィス（OES）の主要戦略は、フェイ
スブック、ツイッターのようなソーシャル・メ
ディアや大学ウェブサイトに、学生と職員を参加
させることである。OES チームは効果的なオン
ライン活動をするために、キャンペーン用のコ
ミュニケーションに一貫したOES ブランドを使
用する。又、ソーシャル・メディアの中でも学生
間に特に人気があり、情報共有に役立つフェイス
ブックを主に活用している。

OES はサステイナビリティ関連のメッセージを
ソーシャル・メディアという既存のネットワーク
を活用し広めているが、ソーシャル・メディアは
仲間同士の交流でほぼ占有されているので、OES
により発信されたコンテンツは、得てして公的情
報と捉えられ、だれもレスポンスしないという不
利な点もある。

OES チームは関係者の心配ごとや関心事に対す
る洞察力をもつために積極的に彼らの言葉に耳を
傾けている。そうすることにより、より良いコン
テンツや書式に作り上げることができる。数多く
のソーシャル・メディアサイトの競争の中で観衆
を捉えるためにOES はフェイスブックページに
幅広いトピックスを掲載したり、利用者と目に見
えるつながりをもつため新鮮で魅力的なコンテン
ツからなる会話用カレンダーを運営している。
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NUS' Facebook page is used to 

sustainability initiatives and activities.
www.facebook.com/nusoes
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事例１8　透明性のあるサステイナビリティ報告書

スイス連邦工科大学チューリッヒ校
［実施難易度２－３］

チューリッヒ校の最初のサステイナビリティ報告
書は2011年の世界報告構想（GRI）の中で発表さ
れた。GRI はビジネス業界におけるサステイナビ
リティ報告書の最高の品質基準を設定している。
今日までに世界中の多岐にわたる5,500の業界組
織（約100の大学を含む）が既に GRI のガイドラ
インに沿ってサステイナビリティ報告書を作成し
ている。

チューリッヒ校においてサステイナビリティ報告
書作成は長い歴史がある。報告書は2003/2004年
からエネルギー報告書と共に開始され、それ以来
大学の最初の環境報告書（2005-2010）へと発展し、
更に2011-2013にはより総合的なサステイナビリ
ティ報告書になった。

サステイナビリティ報告書はチューリッヒ校の戦
略的サステイナビリティ計画の基本となり、職
員、市民、スイス議会（主要資金源として）、同
僚、非政府機関、そして民間セクターのサステイ
ナビリティのリーダーを含むすべての利害関係者
を巻き込んでいる。多くの肯定的な意見に加えて、
チューリッヒ校のサステイナブルな大学への取組
みを真剣に討論する記事がスイスの主要新聞に掲
載されたこともある。これにより大学のサステイ
ナビリティの先駆者としての役割を詳細にわたり
討論することになり、又、更なる行動分野を明確
にした。ゆえに、組織体にとっては、サステイナ
ビリティの真の意味が何であるか証明し、現実的
な目標を定め、その目的を達成するように促進す
る事が非常に重要である。

スイス連邦工科大学チューリッヒ校のサステイナビリティに関する 3つの原則：
　1.　影響力：透明で真実であることを確認する
　2.　リーダーシップ：学内・外の支援に真剣に取組んでいることを示す
　3.　コミュニケーション：大学として期待されているように、正確に伝える

ETH Z
URICH
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詳細について

サステイナビリティを楽しいものにする―‘違い
をもたらす’
過去 5年にわたり、コペンハーゲン大学における
グリーンアクションキャンペーン（環境運動キャ
ンペーン）はエネルギー効率化の活動を促進して
きた。その一環として、キャンパス内のオフィス
や実験室のエネルギーの無駄を削減するため、親
しみやすいが毅然としたペンギンキャラクターの
ぬいぐるみをキャンペーンに導入。大学にはボラ
ンティアーで教職員へサステイナビリティを啓蒙
している250人の環境運動大使がいるが、300以上
のペンギンキャラクターを彼らに配布して活動に
役立てた。

ペンギンキャラクターはランチタイムにはコン
ピューターの電源を切るとか、窓を開けていると
きはヒーターの電源を切るなど、良いエネルギー
管理の習慣について教職員に伝えながら、デスク
からデスクに移動している。小さなぬいぐるみの
利用で、この種類のキャンペーンにありがちな後
ろめたさや消極性を打ち消し、環境配慮の行動を
促す、楽しいリマインダーとなり、かつ、何もし
ない人には、ちょっとした催促の役目も果たして
いる。

役立つヒント

＞　�メッセージは明確に、シンプルに
＞　�サステイナビリティを楽しく、望ましいも
のにする

＞　�数字、図表、パーセンテージなど視覚要素
を使う

＞　�サステイナビリティオフィスと学内コミュ
ニケーションオフィス間の連携は不可欠

＞　�コミュニケーション計画はどんな構想も開
始する前に作成する

＞　�アクションやキャンペーンを行なう際、そ
の結果や成功例を伝えるために必要な資源
を確保する
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＞＞　環境活動リーダーは熱心な人々をキャンパスの色々な職場に配置して、彼らに参加させる事が必
要である。

第八章

職員と学生の関わり

活動に積極的な教職員にサポートされながら、サステイナビリティに取組む学生達は、キャンパス内・
外にもたらす変化を心に描き、その達成を目指しており、活動の原動力とも言える。そして、学生が大
学を去るときは教育だけでなく、自分達の行動をも社会にもっていくことになる。

学生は着実にそして予定通り離学する、部局は常に教育や研究に重点的に取組む、そしてキャンパス運
営担当者は何事にも注意深い。こんな状況であっても大学コミュニティにおける新しいサステイナビリ
ティ構想に柔軟に対応しなければならない。とはいえ、教育現場では多様で本質的に好奇心の強いキャ
ンパス社会と広範囲にわたり横並びのコミュニケーションをとることが可能である。

環境意識の文化を育てることは義務である。そして、キャンパス社会全体に広めなければならない。そ
のためにもサステイナビリティ計画の指導者はキャンパスの各方面に熱心な人員を求め、彼らに教育的
な指導は勿論のこと、補水所の設置や生態系回復など、より具体的なプロジェクトやその方針そして運
営計画に参加してもらわなければならない。

学生や職員のモーティベーションを上げるには、認証制度やサステイナビリティ賞などの企画、サステ
イナビリティ指導者会議やキャンパス社会全体に認識されるような有意義なイベントを運営すると効果
的である。
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課題と機会

学生と職員
学生は一般的に理想家で、やる気もあり創造性も
ある。しかし、学生は大学には 2～ 4年しか在籍
せず、基本的には一時的な人口である。それでも、
学生という新しいエネルギーの大量な流入はサス
テイナブルへの解決策の実施や、対象地域の選択
などに新しいアイディアや観点をもたらす大きな
可能性をもっている。

その一方で、正規職員（教職員ともに）は安定し、
継続的にキャンパス計画の構想づくりや実践をす
ることができる。ここで問題になるのは、限られ
た資源や習慣的な理由から、新しいことへの変化
を好まない職員のための新たな環境をどのように
して作るかということである。更に、教員はキャ
ンパス運営という身近な業務を超える、グローバ
ルリサーチ構想という広範囲の目標をもたなけれ
ばならないという問題がある。

資金
新しいアイディアの育成や実践に必要な財務資産
を獲得することは、何をするにも直面する難題の
一つである。学生の授業料に基づき、キャンパス
の誰もが申請できるようなグリーン資金制度の設
立は、キャンパス社会全員の参加と可能性を引き
だすには非常に効果的な方法である。

積極的な関与
学生の関与
学生にとって、授業、仕事、クラブ活動、社交の
合間に大きな活動に参加する時間を見つけるのは
難しいことである。そこで大学は、キャンパスの
サステイナビリティ構想に関与するのは自分自身
のみならず、大学のためにも大きな影響があり、
長期的な恩恵をもたらすことを学生に理解しても
らう必要があり、そのために魅力的な活動案内を

提供する必要がある。これには、学生インターン
制度、授業での教育、学生宿舎内の省エネに向け
た賞品制度などがある。学生にある程度の自主性
を与え創造性を持たせることは彼らの興味を持続
するためには不可欠である。将来のリーダーとも
なりうる人材を見つけ採用する作業も計画のス
ムーズな移行と継続を保証する。

＞＞　環境意識の文化を育成することは義務であ
る。

職員の関与
多くの職員はサステイナビリティ運動に直接関心
をもっているが、活動をより拡大するには情報や
資源が不足していることもある。彼らがそれぞれ
の部署に大きな変化をもたらすためには、適切な
サポートと時間が必要であり、又、彼らが計画に
取組み、新しい活動を仕事に取入れられるような
権限を与えることも必要である。

このような職員レベルの関与に見合う計画（つま
り、認証制度、諮問委員会、タスクフォース、運
営グループなど）を運営するためにサステイナビ
リティオフィスを設置するとよい。

教員の関与
サステイナビリティ構想は学部の研究関心事に沿
うものであり、研究分野を補うような提案ができ
ることが重要である。とても熱心で指導に専念し
ている教授群、そして教員、研究員のグループに
関与してもらうことはかなり困難であるから、彼
らの興味をひくには適切な機会がなければ難しい。

参加者の貴重な時間と専門知識を活用できるキャ
ンパスリーダーからなる運営委員会の設置は、学
生以外のキャンパス人口の参加を呼びかける計画
に有益である。
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障害と解決策

職員と学生の関与に関する質問

✔　研究・実験室の環境においてサステイナビリ
ティの優先度を高くするには？
学際的研究チームに実験室の廃棄物削減と省エネ
の可能性を調べてもらい、彼らの研究の環境負荷
の削減方法について討論する。安全委員会などの
ように実験室の運営に関わっている既存のグルー
プと連携する。

✔　研究環境内の既存の優先事項とどう競争する
か？
実験室内のグリーン活動や EHS/WHS との関連
について調査する学際的研究チームを立ち上げる。
注：�EHS:�Environment�Health�and�Safety�Policy（環境・

労働安全衛生策）/WHS:�Workplace�Health�and�Safety�
Policy�（職場における安全衛生策）

✔　行動を変えることは個人にとってはとるに足
らずまた不便と考えられがちだが、それにどう対
応すべきか？
人々の努力を褒め、公表する、そして成功やプロ
ジェクトの影響について評価し奨励する。サステ
イナビリティ構想のリーダーは、目に見える支援
を提供する。

✔　学生や職員の関与や連携を促すには？
有償のインターンシップ制度を利用して学生の参
加を奨励する、オンライン連携用ツールを活用す
る、参加者が週何時間の作業を望まれているか明
確に列挙する、有効であった活動を公に評価し賞
を授与する。学生に地域あるいは全国のサステイ
ナビリティ会議やプログラムに同僚と参加する機
会を与える。

✔　職員にサステイナブル活動は彼らの職務の基
本的な部分であり、責任範囲であることをわから
せるには？
啓発運動、教育、訓練を行い、その一方で新規職
員の業務の一環としてサステイナビリティ問題を
明確にする。部署のリーダーがそういうメッセー
ジを職員に伝えるよう注意する。
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事例１9　国立シンガポール大学レジ袋課税制度

国立シンガポール大学
［実施難易度３］

国立シンガポール大学における地球侵害反対学生
運動（SAVE）は、金銭的な動機付けを利用して、
行動の変化をおこすことに大変成功している。レ
ジ袋課税や再利用可能なお弁当箱やコップを使う
人々への払戻金は、廃棄物削減を目指す最近の
計画である。SAVE はレジ袋削減への幅広い支
持（87%の学生）を示した学生調査に後押しされ、
10シンガポールセントのレジ袋課税制度を開始し
た。

大学の事務部（小売や食堂の運営部署、環境サス
テイナビリティ管轄部署など）と連携し、 2つの
キャンパスに設置されている 5つの食堂、 2～ 3
の書店と小売店でレジ袋課税を導入。

税金は業者の利益にはならず、コミュニティガー
デンの整備や食品廃棄物の堆肥作りなど学生が考
案する環境プロジェクトのサステイナビリティ資
金になる。2009年から実施されシンガポールにお
ける唯一のレジ袋規制である。

税金制度はシンガポール大学の総合的概念の実施
にあたり有効である：サステイナブル活動への一
般的なサポート精神はあるが、これまでの行動や
習慣を修正しようという気持ちは不足している。
SAVE の副理事長ウン・ウェイ・センは“10セ
ントは小さな障壁かもしれないが、人々にそのレ
ジ袋本当に必要か？と考えさせる力がある”とコ
メントした。

税金はサステイナブルな行動への気持ちを起こ

させ；人々が消費への態度や習慣を変えるための、
小さいが最後の一押しとなる。
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事例２0　サステイナビリティ・サービス・コープ

イェール大学
［実施難易度３］

イェール大学のサステイナビリティ・サービス・
コープは変化の認識と評価により体系的な取組み
を行なっている。2011年以来、コープはサステ
イナビリティオフィスの教育＆促進担当マネー
ジャーの下に置かれており、 4つのチームからな
る：
　 1.　�エネルギー部隊（学生 5名）
　 2.　�材料管理チーム（ 5名）
　 3.　�グリーンイベントコンサルタント（ 5名）
　 4.　�大学コーディネーター（12名）

それぞれのチームは大学院生に管理、支援されて
いる。

2013～2016年イェール・サステイナビリティ戦略
計画は、その手引書、サステイナビリティ活動計
画と共に、他の組織と連携して 4つのチームが実
施する目標と構想を示すものであり、学生主導の
より団結した取組みの構成になっている。

エネルギー部隊は現在イェールエネルギーマネ
ジャーが開発したプロジェクトに関与している。
第一期（既に終了）はエネルギー監査を行い他の
建物と比較しながら建物エネルギー利用の基準設
定に関わった。第二期では学生が微妙に異なる行
動とエネルギー利用の分析に携わった。

不在時のエネルギー利用（夜間、週末など）に焦
点を絞り、エネルギー部隊は節約可能な機会を求
めてエネルギー調査を行い、コンセント負荷や個
人のエネルギー使用の情報を収集した。

他のチームは堆肥作りやその他の廃棄物転用計画、
グリーンイベント相談会などと、並行してプロ
ジェクトを進めている。イェール・サステイナビ
リティ・サービス・コープは大学の目標に体系的
に取組んでおり、豊富な知識により生産的な変化
をもたらすことのできる指導官に権限を与えられ
ている。
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事例２１　職員のサステイナビリティトレーニング

カリフォルニア大学バークレー校
［実施難易度３］

楽しく、そして効果的に職員の関与を促すには、
キャンパスサステイナビリティの目的達成の方法
について正式なトレーニングを提供する必要があ
る。「ワークブライト・グリーン」と呼ばれる職
員のサステイナビリティトレーニングはこれまで
に60人以上のバークレー校職員が参加している。
このトレーニングは職員が職場や家庭でサステイ
ナビリティを改善するための正しい判断をし、オ
フィスにグリーンプロジェクトを持ち帰り、そし
て他のキャンパスサステイナビリティ支援者と協
働するための手段となる。トレーニングは情報を
広めるために必要であり、人と直接介するトレー
ニングはサステイナビリティ社会との連携を深め
る機会となる。
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職員はキャンパスサステイナビリティの目標
を学び、数々のキャンパス特有の競争力を発
見する、例えば：

ゴミの削減
　�削減、再利用、リサイクル、堆肥化
の方法

エネルギー効率、省エネルギー、節電
　職場で最高の実践モデル

資金
　�グリーンキャンパス構想のために
職員に補助金や資金を提供

よりグリーンなキャンパス整備

グリーン購買
　職場でサステイナブルな購買を実施

節水
　�キャンパス内での使用を削減する方
法を見つける

学生主導のサステイナビリティ構想
　�グリーンな活動のための協働作業の
方法を探す

キャンパス内交通手段の選択
　環境によりやさしい選択
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詳細について

ケンブリッジ大学とオックスフォード大学ではグ
リーン・インパクトという環境認定制度を運営し
ている。これはより環境に優れた取組みを実践に
取入れるよう各部署に促し、支援し、認定する制
度である。業務表に規定された多様な環境基準を
満たすことで銅賞、銀賞、金賞が与えられる。

この制度はプロジェクトアシスタントとして訓練
された学生達が参加しており、環境管理技能、環
境コミュニケーション、グループ活動、タイム管
理などを網羅している。学生達は部署の監査も行
い、貴重な経験もしている。

役立つヒント

＞　�サステイナビリティオフィスの設置（もし
まだ設置されていなければ）

＞　�サステイナビリティの目標への意識啓発の
ため‘サステイナビリティを祝う週’のよ
うなイベントを学生や職員に開催させる

＞　�新入職員にサステイナビリティ構想につい
て説明し、職員学生対象に環境意識トレー
ニングを必須訓練として開催する

＞　�サステイナビリティ構想への参加に対して
目に見えるような方法で報いる

＞　�グリーン構想に関する優秀事例を検討する
ため施設マネージャーとコミュニケーショ
ンネットワークを構築する
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＞＞　大学機関は新鮮な知識と事例に基づく指導によりサステイナブル社会の触媒となりうる

第九章

サステイナブル社会との触媒としての大学

大学は革新の最前線にあり、学術研究や教育は健康、豊かさ、繁栄に直接貢献している。安定し、尊敬
される組織として大学は、よりサステイナブルな将来に向けて、特有かつ影響力のある役目を果たして
いる。卓越性、革新、教育という基本的使命をもつ大学は、社会や経済の将来の指導者を教育し、より
サステイナブルな将来を実現させる責任がある。

そのために、多くの大学はキャンパス内でリアルタイムにサステイナビリティ策をテストするという方
法を用いて、応用研究・教育を育てるプロジェクトを開発してきた。この方法は‘生きた研究室’と呼
ばれ、又‘教室としてのキャンパス’として利用されている。‘生きた研究室’のプロジェクトは、学
生や教員に理論を実行に変えるチャンスを与え、同時に、多くの題材や多岐にわたる教育体験に深く関
わることも可能にする。

大学は社会の縮図といえる。キャンパスの運営、教育、研究そして組織運営にあたり、キャンパス自体
をサステイナビリティの概念を求める研究室とみなすことにより、大学はより広い社会に対してもサス
テイナビリティの模範を示すことができる。

サステイナビリティの指導とは、組織内部・外部にサステイナビリティの文化を育てるために、共通の
目的を定め、建設的な変化を生じさせ、能力を高め、人々に力を与え、前例に導かれながら変化をおこ
し、革新と創造性を活用することである。サステイナビリティの領域でリーダーシップをとる大学はエ
ネルギー効率の対策だけ行っているわけではなく、他にも多くのことを実行している―時には不可解で
曖昧な概念を実体のあるものにし、サステイナビリティを幅広い議論の一部としてとりあげる。積極的
でより洗練された議論、計画、そして最終的には行動が、競合する政策や優先事項に押しつぶされるこ
となく、社会が求める将来を形成させるのである。
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＞＞　サステイナビリティの指導力とは知識の交
流を可能にする事であり、それにより人々はその
指導力の潜在性を理解することが出来る

課題と機会

‘生きた研究室’を実施する上で懸念することは、
大学が期待に沿えるかどうか、意図したことを成
し遂げ目標を達成できるかどうかということであ
る。サステイナビリティ分野で指導者になる機会
は大きいが、問題も同じように大きい。大学はそ
の研究をサステイナビリティに繁栄させられるで
あろうか？大学の柔軟性のない構造のもと、習慣
を変えることが可能だろうか？大学は政治的・財
務的制約の中で経営陣の協力を得ることができる
だろうか？

変化の代行人となる機会
大学は自己完結的な存在ではないし、そうなる
ことも出来ない；地域の中で機能し、その社会の
リーダーとしての役割を果たす。サステイナビリ
ティを大学の教育、研究、そして運営に組込むこ
とで、大学はしばしば変化の代行人となる。

大学がサステイナビリティへの変化の代行人とな
る基本的な方法の一つは、全ての学問分野の学生
にサステイナビリティの概念の根拠となるものを
伝えることである。それにより、卒業後、システ
ムに関する幅広い知識を持つ市民となり、サステ
イナビリティがいかに自分達の選択した分野にお
いて適用されるのか、そして彼らの行動が回りに
どう影響するのか、早い時点で心の準備ができる
のである。大学で得た知識と経験により、学生は
大学院でも日常生活においても建設的な変化をも
たらすことができる。

サステイナビリティの考え方を実践することは職
員の習慣にも影響する。組織文化はサステイナビ

リティへの移行に非常に重要な役割を果たす。な
ぜなら、職員の組織についての考え方、感じ方が
彼らの行動を決めるからである。例えば、組織の
一員であることを強く意識している者は集合的
（サステイナビリティ）な目標達成を目指し、組
織が求めるような行動をとることが多い。

指導者は職員や学生に環境に対する責任のある行
動を促し、全学生にサステイナビリティ教育を必
修させる。それにより幅広い社会にサステイナビ
リティ運営の成功事例を示すことになる。更に、
サステイナビリティ指導者が知識の交流を促進す
ることで人々は自分達も指導者になりうると自覚
することができる。高等教育の分野でサステイナ
ビリティに‘企業秘密’は一切存在しない。目的、
方法、成功例、そして失敗例など公表することに
より、大学は他の組織や社会が同じように野心的
な目標を定めるよう奮起させ、全世界における重
要性について対話を進めているのである。

特定の組織の内外で積極的、かつ意識的にサステ
イナビリティの指導力を発揮する利点は多くある。
高効率の資源利用や低排気量に加えて、サステイ
ナビリティ構想は高い評価とその利点、低いリス
ク性、そして運営コスト削減を可能にし、同時に
立派なグリーン資格認定をもつ学生や職員を動員
することができるかもしれない。これらの利点を
実現するための戦略や過程に関する情報を共有す
ることにより、大学は具体的かつ社会や環境に非
常に貴重な方法でその革新性、卓越性、指導性を
証明することができる。
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学際的連携
サステイナビリティ問題に関する学際的連携は増
加しつつあり、職員や学生の当事者意識や責任感
の増加につながっている。同時に、大学における
幅広いサステイナビリティ文化を形成している。
学生は学問から得た知識を応用する機会を得て、
将来のキャリアに役立つ実践の経験と技能を修得
することができる。

教育と研究のなかで、教員はキャンパスで自身の
研究のアイディアを実践・テストする機会に恵ま
れる。又教育課程に連携プロジェクトを取入れる
教員もあり、それを通じて学生は創造的で活力に
満ちた学習をすることができる。

このような学際的連携プロジェクトは産業界との
直接な連携も可能にし、取得した知識の適用性を
検証するだけでなく、大学のために収益をもたら
すことも可能である。

資金と研究
財務・人的な資源の制約は大学の内部・外部のサ
ステイナビリティ活動を制限する。経営陣からの
強い協力は政治的・財務的制約をさけるために必
要である。

キャンパスにおける学術研究は大学にとって必
ずしも利用可能な結果をもたらすわけではない。
‘生きた研究室’プロジェクトに参加する学生の
中には、特にプロジェクトコスト管理や法的制約
に関して、プロジェクト・マネジメントの経験に
欠ける者もいる。計画と施設管理の間に密な関係
をつくれば、研究にも役立つ。研究を始める前に、
研究プロポーザルと概要に同意し、リスクマネジ
メントを完了しておく事が大切である。

＞＞　‘生きた研究室’は学生に学問で得た知識
を応用する機会を与え、将来のキャリアに役立つ
実践の経験と技能を修得させることができる。

生きた研究室の構造
多くの組織体が直面している最大の問題は、その
組織の需要と構造に合う‘生きた研究室’を作る
ことにある。大学の‘生きた研究室’は、大学の
内部構造と共に、何が大学の職員や学生にとって
最適かということに大きく依存している。キャン
パス内の関連する研究活動を全て連携・融合する
政策をとる大学もあれば、単に研究のためにキャ
ンパスの場を提供しプロジェクトを独立に組織さ
せる大学もある。

高等教育分野において、‘生きた研究室’で実践
されたプロジェクトは規模、領域ともに大きく異
なる。‘生きた研究室’のプロジェクトはエネル
ギー監査や生物多様性の研究のように小規模なも
のから、新築建物の新しい技術の試験運転やその
効果評価のように大規模なものまである。‘生き
た研究室’としてキャンパスを運営する利点は、
大学やその構成員にとっては明確だが、‘生きた
研究室’を構築する過程はあまり明確にはされて
いない。
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長期にわたる変化：
　 1.　�サステイナビリティを全ての学問領域における教育・研究に統合させる
　 2.　�キャンパスで行なわれる研究をキャンパスサステイナビリティの革新的な活動に組入れる
　 3.　�サステイナビリティに関するガイドライン、政策、手続き、そして全大学共通の報告書を作成する
　 4.　�投資、サプライチェーンなど幅広い分野にサステイナビリティ基準を導入する
　 5.　�産業界の優秀事例による基準を参考に結果を計測、評価基準、モニター、報告、意見交換を行なう
　 6.　�他業種の関係者と共同でワークショップや会議を主催し幅広い社会に影響を及ぼす

障害と解決策

サステイナブル社会の媒体とし
ての大学に関する質問

✔　資金不足に対応するには？
大学にとって節約につながるプロジェクトを計画
する。節約の中から自分達の計画への還元率を調
整する。プロジェクトのために資金提供者と提携
する。可能であれば、政府の補助金を申請する。

✔　組織からのサポートがないときは？
仲間に声をかけて計画を前進させてくれる職員、
学生、教員に参加してもらい諮問グループを立ち
上げる。

✔　学生から現実的でないプロジェクトのアイ
ディアがあった時、どう対応する？
全てのプロジェクトを学内の指導官にモニターし
てもらう。そして、アイディアへの取組み、必要
なノウハウの提供、学内調整などをしてもらう。

✔　研究が必ず利用可能な結果をもたらすように
するには？
良いデータに基づき、きちんと調査されたプロ
ジェクトから始める。プロジェクトの結果につい
て同意し、研究プロポーザルが大学に具体的な成
果をもたらすものであることが大切である。

✔　学生や学生グループから多くの参加をしても
らうには？
有償のインターン制度や、コンペ、賞金などの奨
励金を提供し、特定分野の認定訓練を検討する。
ソーシャルメディアを活用し、建設的で楽しい
メッセージを使う。仲間同士で学ぶために学生大
使を雇用する。

✔　職員や調整業務の不足に対応するには？
‘生きる研究室’に調整役の職員を雇用する。そ
れができない場合は、部署内の運営グループをつ
くり調整業務にあたる。

✔　プロジェクトに対する教員のサポートが欠如
しているときは？
‘生きた研究室’のモデルとして最適なプロジェ
クトを探し、その専門領域の教員とプロジェクト
アイディアの提案をもとに話し合う。‘生きた研
究室’のモデル効果が分かる確かな事例があれば、
それを他の教員の関与を促すために活用する。

✔　説明責任感と当事者意識の欠如はサステイナ
ビリティ構想への関与を妨げるが、それに打ち勝
つには？
サステイナビリティを組織の政策、手順、実践に
組込み、管理計画、評価基準、報告体制を作成す
る。サステイナビリティが組織文化の要素になる
ようにコミュニティの参加を促す。
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事例２２　‘生きた研究室’計画の作成

ケンブリッジ大学
［実施難易度５］

ケンブリッジ大学におけるサステイナビリティを
目指す‘生きた研究室’の目標は、実社会の環境
問題を大学敷地で試験・研究し、同時に、大学に
通う学生の教育経験を向上しながら、大学の環境
パフォーマンスを向上することである。‘生きた
研究室’は大学の運営問題の生きた解決策を探す
ため多様な学門の背景をもつ学生の関与を求める
ものである。教員にとっては大学敷地における研
究の提案や指導の場とも、又大学の環境活動を向
上させる運営管理とも考えられる。

表彰制度は大学の革新を促進する。職員や学生に
自分達の仕事やアイディアを認識する力を与える。
‘生きた研究室’から生まれる研究は大学に恩恵
をもたらす。何故なら、‘生きた研究室’は取組
むべき環境問題の理解を深め、可能な解決案を提
供するからである。
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事例２3　サステイナビリティ・リーダーシップ

ケンブリッジ大学
［実施難易度５］

ビジネス＆サステイナビリティ計画の発足より20
年間、ケンブリッジ大学のサステイナビリティ・
リーダーシップ計画（CPSL）は世界規模の難題
に取組むため、ビジネスと政治社会の中で戦略的
な指導力を育成することに注力してきた。

組織の使命は、それぞれの社会、環境、経済の背
景の中で指導者としての理解を深めることであ
り、組織や社会全体に利益をもたらすように対応
するよう支援することである。従ってケンブリッ
ジ・サステイナビィティ・リーダーシップ協会
（CISL）は、大学の使命である国際的に優秀な基
準による教育と生涯教育の視野と戦略を促進する
という大学の使命に明らかに沿ったものである。

ビジネス業界は政府や幅広い社会との連携により
大胆で効果的な指導力を発揮する。そして私達が
取組む最も重大な社会・環境危機に対処する方法
を提供している。CISL は上層部経営陣とともに、
個々のリーダーシップ戦略と組織の意思決定事項
を公表し、又、よりサステイナブルな経済・政治
システムを求め、構築するためにケンブリッジ大
学特有の資源を得て活動している。

CISL リーダーシップグループの下記の 3 つの事
例はその活動の本質を描いている。
　 1.　�プリンスオブウェールズ企業指導者グ

ループ
気候問題の解決に新しく長期的な政策が
緊急に必要であると考える英国、EU諸国、
その他国際的な企業のビジネスリーダーが
結集している。

　 2.　�クライメートワイズ
クライメートワイズは世界的な保険業界を
リードするグループで、気候変動リスクに
対する活動を実施している。

　 3.　�銀行環境構想
銀行環境構想（BEI）は2010年に設立され
た。環境、社会のサステイナブル経済に向
けた資金の奨励を銀行業界が集団で行なう
ことが目的である。
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詳しい情報

シードサステイナビリティはチューリッヒ校サス
テイナビリティのプロジェクト政策である；ビジ
ネス業界や社会からの研究関連の質問と大学の研
究関心事をリンクさせている。シードサステイナ
ビリティは理論を実践に移すことに興味をもつ産
業界―ビジネス、政府、その他の機関―のパート
ナーとの接点をつくる。

シードサステイナビリティチームは優れた学生や
教員を求め、計画に誰もが参加できるように指導
している。又、サステイナビリティ関連の研究を
する学生が科学的理論と実践における連動が成功
するよう促進し、又、研究、教育、そして産業界
が求め期待するものを融合している。

役立つヒント

＞　�プロジェクトのアイディアを迅速にまとめ
るには既存の知識を活用し、教員や運営担
当職員と連携する。

＞　�賞、インターンシップ、技能開発ワーク
ショップなどを提供し、学生や職員の参加
に奨励する。

＞　�財務、知識における資源を保存・共有する
ために他の部署と連結し意見交換を行なう。

＞　�既存の構想も促進し、キャンパスメディア
を使って成功を祝う。

＞　�明確な変化をもたらした学内のリーダーを
調べ、彼らが達成したことを学内の他の分
野にも当てはめる。
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＞＞　輸送は大学のカーボン排気量の大きなそして増加する部分を占めて
　　　いる

＞＞　グリーン購買は環境におけるリーダーシップを証明する機会を与え
　　　ている

＞＞　平均的に、私達は人生の約70％を屋内で過ごしている

＞＞　サステイナビリティの分野で指導力を発揮する大学はエネルギー効
　　　率の計測だけをしているわけではない

＞＞　キャンパスサステイナビリティ構想の取組みは一つだけではない。
　　　それをどのように構成するかによって大学の成功と社会の計画への
　　　関与を導くのである

＞＞　確実で、明確、そして一貫性のある主張で伝えれば信頼を築き、チ
　　　ームとネットワークを作ることができる

＞＞　指導者は熱心な人材をキャンパス内の多岐にわたるポジションに配
　　　置し、意義のある仕事の機会を提供する必要がある

＞＞　キャンパスを、よりサステイナブルな生活環境と職場にすべきとい
　　　う教訓を伝える教室と見なすべきである

＞＞　実験室の運営にかかわるエネルギーコストについて知識を提供する
　　　ことは実験室の利用者に、よりエネルギー効率の高い行動をとるモ
　　　ーティベーションを与える
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THE INTERNATIONAL ALLIANCE OF RESEARCH UNIVERSITIES（IARU）国際研究型大学連合

世界的な研究大学10校が参加するIARUは2007年に設立され、その連携活動を通じて人類が直面する難問題に取組
んでいる。IARUは気候変動に対する持続可能な解決策を追求することを重要政策の 1 つと位置づけており、キャ
ンパス内の環境負荷を削減すべく、キャンパス・サステイナビリティ・プログラムの運営などによって持続可能
性促進の先頭に立っている。サステイナビリティや気候変動に関する国際科学会議の運営も行っている。
・加盟大学10校
　東京大学，オーストラリア国立大学（ANU），シンガポール国立大学（NUS），北京大学，
　スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ），カリフォルニア大学バークレー校，ケンブリッジ大学，
　オックスフォード大学，イェール大学

＞＞　私達には今の学生のためにサステイナビリティの文化を創造し、
　　　世界のあるべき姿を提言する機会と責務がある。


