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（要旨）
　内外の大学に先駆けて、帝京大学へ「エコビジネスリーダー養成コース（エココースと
略称）」を提唱し、2010 年 4 月に帝京大学短期大学において実現した。このコースの 10 科
目の教育と研究を八王子キャンパスにおいて具現化し、内外へ発信して大学キャンパス
の模範としたい。具体的な提案は以下の通り。1. CSR （Corporate Social Responsibility）と
いう企業の社会的責任活動に呼応して、八王子キャンパスを CSR 大学（Campus Social 

Responsibility キャンパスの社会的責任）として「環境的責任」と「社会的責任」を果たせ
る人材の育成と実践の場とする。2.「最適化スマートアグリの開発と実証」及び「八王子
キャンパスのトータルエコ化の試み」として「室内空気清浄化」「水道水の活性化」「校舎
内の温度と湿度の最適化」「照明の抜本的改善」「エネルギー経費の大幅低減へのチャレンジ」
を提案する。3. 「環境教育」を軸に置き共生方法を探求する。エココース等で「環境」につ
いてインプットすると共にアウトプットとして実践のための学生参画型授業を確立する。
帝京大学付属小中学校の児童、生徒たちに学生が主体的に教えることで環境教育の循環を
生み出していく。次いで近隣住民と共に地域環境を考え共に活動する場を生み出し、環境
教育を根幹とした大学の地域との共生を目指す。

（キーワード）
CSR（企業の社会的責任）、CSV（共有価値の創造）、エコビジネスリーダー養成コース、
帝京八王子キャンパス、エコ実践教育、地域共生、ワークショップ型授業

序文

　最近スマートグリッドやスマートフォンなど“スマート”に期待が集まっている。そこで、
FD 活動を発展させて「スマートキャンパス」を目指したい。具体的には、帝京大学八王子
キャンパスにおいて初めて誕生した「エコビジネスリーダー養成コース（以下、エココー
スと略す）」の教育実績と、担当教員のこれまでの研究及び実践にもとづく「エコキャンパ
ス構想」を大石（2 章）、鈴木（1 章）、佐藤（3 章）が執筆し、エココースから提案したい。
この構想の実現には、帝京大学八王子キャンパスのエココース担当教員と教職員・エココー
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ス履修生と学生・近隣の住民らの積極的な参加が望まれる。

1.　八王子キャンパスにおけるＣＳＲの実践

1.1.　ＣＳＲ発展の歴史とその背景を考える—企業及び国家の社会的責任

　経済活動のグローバル化に伴い企業の責任も経済面のみならず、多方面の責任がますま
す増大している。
　米政策研究所「Institute for Policy Studies」による『The Rise of Corporate Global Power』1） 

という報告がある。1999 年という少し古
いデータではあるが、世界中の国はＧＤ
Ｐ、企業は売上で、国と企業をあわせた
経済力の上位 100 位をランキングしたも
のである。
　その結果、驚くべきことにトップ 100

の内訳は企業が 51、国が 49。もはや企
業の力は国をしのぐレベルに達している
といえる。（表 1：Top Economies （1999））
これらの情報からも、利益追求（経済面）
だけが重視されがちであったこれまでの
企業の姿勢に対し、その影響力の大きさ
を自覚し、「社会」「環境」までも配慮し
た責任ある行動をとるべきではないかと
いう社会からの要請が高まってきた。こ
れが 1990 年代以降、CSR が注目を集め
るようになった経緯の一つである。

1.2.　日本におけるＣＳＲの推移 

　我が国は、戦後から高度経済成長期前までは、経済復興が最優先であり、廃棄物の不法
投棄や垂れ流しなど環境問題への対応が弱く、手が回らなかったといってよいであろう。
　そして、高度経済成長の時代は、企業への投資が最大化し、「大量生産・大量消費・大量
廃棄」の時代となった。その結果 60 ～ 70 年代には 4 大公害病を代表とする産業型公害が
多発し大きな社会問題となった。
　2000 年代に入り、企業活動のグローバル化が進み、環境問題や人権問題など企業不祥事
への行動批判が高まり、企業に「経済」「環境」そして「社会」のバランス経営が求められ
るようになってきた。企業を取り巻くステークホルダーも広がり、社会から信頼される企
業に投資される（SRI：社会的責任投資）時代になってきている。（図 1：日本の CSR への

表 1　Top Economies(1999) ＊一部抜粋

順位 国 /企業 GDP/ 売上高：億＄

1 米国 8,708

2 日本 4,395

3 ドイツ 2,081

4 フランス 1,410

〜

23 ＧＭ 176

24 デンマーク 174

25 ウォルマート 166

26 エクソンモービル 163

27 フォード 162

28 ダイムラークライスラー 159

29 ポーランド 154

30 ノルウェー 145

31 インドネシア 140

〜

37 三井物産 118

38 三菱商事 117

39 トヨタ自動車 115

40 ＧＥ 111

41 伊藤忠 109

42 ポルトガル 107

＊ 『The Rise of Corporate Global Power』より加筆修正し
て引用
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推移）

1.3.　ＣＳＲからＣＳＶへ

　CSR という言葉がまだ定着
していないにもかかわらず、最
近「CSR から CSV」と言われ
始めている。ここでこれについ
て少し述べておこう。
　マイケル・ポーターは、著
書「共通価値の戦略」の中で、
CSV（Creating Shared Value）と
は、「企業独自の資源や専門性
を活用し、社会的価値を創出す
ることで経済的価値を生み出すこと。」2）と述べている。
　CSR の価値は、「善行」が中心であり、任意あるいは外圧によって行動を起こすことが多い。
また企業の利益とは別物であった。
　それに対し、CSV の価値は、コストと比較した「経済的価値」と「社会的価値」である。
またその活動は競争上不可欠なものとなってきている。更に企業の利益最大化のために不
可欠な活動として位置づけられている。要するに本業を通じた・本業に密着した「社会的
価値」の創造や「社会的課題」への対応活動が重要ということである。

1.4.　大学としてのＣＳＲ的価値とその実践

1.4.1　大学にも社会的責任がある
　前述のようにビジネスの世界では、環境保全活動は当り前であり、数年前からは「グリー
ン調達」「環境経営」から「CSR 調達」「CSR 経営」へと環境対応も含めた社会的責任が求
められてきている。3）

　例えば、東京大学では、「サスティナビリティキャンパスプロジェクト」として、CO2 排
出量削減、エネルギー使用量削減を主体とした全学活動を行っている。また同様な活動を
行っている大学が年々増えている。4）

　国際標準化機構からも 2010 年 11 月 ISO26000SR ガイドライン 5）が発行された。従前か
ら言われてきた「企業の社会的責任」の「企業」の部分がカットされ SR ガイドラインとなっ
ている。これは大学や官公庁などすべての組織に社会的責任があるということを意味する
ものである。

高度経済成長期
（1960 ～70 年代）

現在～今後
（グローバルシチズン）

経済重視＆守りの環境対策 経済・環境・社会のバランス

「大量生産・大量消費・大量廃
棄」の時代。４大公害病など環

境問題が多発。

全ての組織には、地球規模の環
境保全の責務が求められる

少子高齢化時代、企業不祥事への批
判、急速なグローバル化

CSRからCSV（共有価値の創出）

経済的課題と社会的課題の解決
共有価値＝経済的価値＋社会的価値

経済 経済

環境 環境 社会
社会

事業継続性

社会公平性

公正取引

倫理

グリーン調達

生物多様性 情報セキュリティ

図1　日本のCSRへの推移
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1.4.2.　SR トップ大学（環境的責任と社会的責任）を目指す
　それでは帝京大学は、どうすればよいかである。帝京大学は、環境責任のみならず
社会的責任にも拡大するまさに CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任
⇒ Campus Social Responsibility：キャンパスの社会的責任）大学として、先端的環境・社会
センターを目指すことであろう。
　そのための主な施策は、
①現在の「エコビジネスリーダー養成コース」を質量共に充実させ「環境的責任」と「社
会的責任」に関する総合センター化することである。
　その際に重要なことは、国の新たな施策・方向性と密接に関係する将来性のある学科と
することである。

⇒　内閣府がＨ 22 年から進めている 3 分野の段位制度 （介護人材、環境・エネルギー
人材、農林漁業の六次産業化プロデューサー）に沿った授業を増やす。当初は、現行
学科の中で補完・追加して行く。また文部科学省が H25 年度から強化している「成長
分野等における中核的専門人材プロジェクト事業」にも注目すべきである。
⇒「エコビジネス」から「ソーシャルビジネス及びサステナビリティ」へと範囲を拡
大する。環境、介護、福祉、農林漁業六次産業化などに対応した科目と、講師陣の確保。
またリスクマネジメント関連も重要な分野である。

②そして今回の提案である「Social Responsibility センター（SR センター）（仮称）」（以降、
SR センターと呼ぶ）で 3 現（現場・現物・現実）を中心に学生のみならず教職員も環境的
責任と社会的責任を体得する。

1.4.3.　CSR 中核主題をベースにした帝京大学の主要施策
　ここ 3 ～ 5 年の間に大学として実施・確立すべき主な施策を ISO26000 の 7 つの中核主題
をベースに考えたい。この確立のためにも「SR センター」が具体的活動機能として重要な
役割を持つ。
　①環境
　　　・地域・地球環境汚染の予防
　　　・持続可能な資源の利用
　　　・キャンパス周辺地域の環境保護、生物多様性の保全・回復
　②消費者に関する課題
　　　・ソーシャルメディア利用に関する行動基準の策定
　　　・学生、教職員の情報保護
　③コミュニティ参画及び開発
　　　・学生を中心とした地域コミュニティへの積極的参画と継続
　　　・帝京大学グループとしての CSR 教育・文化の創出
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　④人権
　　　・人種、宗教、国籍、身体上などの理由による差別を許さない風土の醸成
　　　・国内外の経済的、社会的、文化的権利の理解
　⑤労働慣行
　　　・キャパス内外での災害・事故の防止
　⑥公正な事業慣行
　　　・大学としての行動規範・基準の制定とコンプライアンス強化
　⑦組織統治
　　　・帝京大学グループの行動指針の策定
　　　・大学におけるリスクマネジメントの理解と方針の策定
　　　・災害時における大学運営に係る方針の策定

1.4.4.　「SR センター」の短期施策
　「SR センター」では、上記「7 つの中核主題」の具体的施策として以下の行動を当面（3

年程度）の目標として展開する。
　＜ソフト面＞
　ソフト面として、大学の全ての組織、学生・教職員が社会的責任を果たすことが重要で
ある。

⇒　学生のうちから、地域企業や NPO などの地域社会との接点を持ち、自分と社会と
の関わり、そして将来計画を描けるようにする。
⇒　社会貢献活動など学生が積極的に活動できる場と機会を与える。

① 大学としての環境マネジメントシステムを教職員と学生が一体となって構築し、改善し
て行く。PDCA の継続実施が重要である。

② 地域企業との協業でのソーシャルビジネス・社会貢献活動の実施。学生も企画に参加し、
開発・製造・販売・サービスも協業する。

③  NPO ／ NGO、社会企業家などとの接点を持つ。特に中小企業経営者（ベンチャー企業
経営者）を招聘し講義をしてもらう。大学生まれのベンチャー企業創設や将来の創業者
を増やす。中小を含む企業の CSR 活動を理解し、関与度を増すことで感性が高く、社会
変化への対応能力を持った学生を社会へ輩出できる。

④ 海外からの留学生をメンバー（あるいはゲスト）として活動に加え、彼らの祖国の実情・
課題を知り、具体的な社会貢献の場にできないか検討・実施する。　

⑤ 研修の場として、附属の小学校や幼稚園などを活用する。環境ゲームなどの開発とそれ
を使っての幼児教育の実施。その成果物の製品化を目指す。

⑥ キャンパス周辺の森林保護・生物多様性保全・回復活動。
⑦ 地域住民と「おうち」（地域社会・家庭）の環境問題解決と社会貢献活動を一緒に行う。
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⑧ 企業の環境報告書（CSR 報告書、サスティナビリティレポートなど）への学生及び、大
学による第三者評価の実施。

　＜ハード面＞
　ハード面では、大学自体を環境配慮型キャンパスにする。
⑨このキャンパスを防災拠点とする。
　 震災時、キャンパスが近隣住民の避難場所と位置づけ、能力を発揮できる体制と設備を

完備する。それに必要なハード（非常食、生活用品等）ソフト（応急処置、メンタルケ
ア等）の条件を検討し、完備する。

⑩大学が地域発電所となる。
　 全ての蛍光灯を省エネ型・LED に交換し、CO2 の排出を削減し「省エネ」をすすめる。

また太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などを積極的に設置する。「創エネ」の推進
と「再生エネルギー特措法」や「Ｊクレジット（Ｈ 25 年 4 月から開始）」を活用し「売電」
し投資コストの削減を図る。

1.5.　結び

　以上の活動を教職員と学生が共に行い、また学生が自ら考え・行動し継続できる機能組
織を形成することが必要不可欠である。
そして大学や個々人が環境的責任や社会的責任に関して、世の中にどのように貢献できる
かを学内の様々な機会や組織を通じ協働・共有することが重要である。
　次に、第 1 章にて CSR の実践を提案した八王子キャンパスにおいて、具体例として新し
い水耕栽培の提案ならびにエネルギー低減を含むトータルエコ化の試みを述べる。

2.　最適化スマートアグリの開発と八王子キャンパスのトータルエコ化

2.1.　最適化水耕栽培法小型実証プラントの設置と生産物の学内食堂への提供

　学生たちや次代を担う若い世代の健康増進のために、かねてより筆者等はスマートアグ
リ（賢い新農法）を目標にして、栽培全条件を最適化する新しい水耕栽培法の開発を進め
てきている。その要点は、植物の生育に必要な空気・水・光・温度湿度・養液の条件を最
適化し、さらに新しい試みである交流磁場を付加した「最適化スマートアグリ」の小型実
証プラントを試作し、キャンパス内に設置して教職員と学生の有志とで健康増進野菜等の
栽培実習を実施する。収穫物は学内食堂等にて試食用に供給し、アンケート調査にて評価
を受ける。成功すれば、キャンパス近隣の町内会等と連携して規模の拡大をはかる。あわ
せて大学と地域社会との共生に活かす。さらに拡張すれば、TPP 加盟で不安な日本農業こ
とに都市近郊農家の活路を開く「スマートアグリ」の一環として位置づけさせたい。
　以下に、この新しい試みの概要を示す。なお、この開発は磁界の専門家の赤松里志氏 6）

らと進めている共同開発である。
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　「最適化スマートアグリ」の新規性を以下に掲げる。
◇ 空気：通常の空気ではなく、植物の光合成の原料となる CO2 の含有率を増やして、植物

の生育に最適な濃度を突き止めて、栽培植物に最適な濃度にて供給する。
◇ 水：通常の水ではなく、特殊なセラミックを用いる「新活水器」にて活性化した高エネ

ルギーの水を栽培植物へ供給する。さらに水耕栽培の急所である有害バクテリアの侵入
と繁殖を阻止する。また極めて重要なのが水温の最適化であり、養液を溶かした水の状
態とその温度の最適化をはかる。

◇ 光：通常の太陽光や照明光には植物の生育等を抑制する波長も含まれている。そこで、
栽培植物の生育と開花結実などに最適な波長を探求し、太陽光から抑制波長をカットす
るフィルターを通過させる。または最適な波長を含む LED や紫外線蛍光ランプを選定し
て照射する。これらの試みは筆者の長年にわたる「高分子材料の劣化に及ぼす紫外線波
長の研究」（大石不二夫（2009））に基づいている。

◇ 温度・湿度：栽培設備内の温度・湿度は栽培植物に最適な条件を探究して、できる限り
経済的な手段にてコントロールする。灯油の燃焼による温度上昇法は、燃焼ガス中の
CO2 の生成は光合成には有利となるが、SOx・NOx などは植物にとって有害ガスとなる。
寒冷時期の温度コントロールには、地下 100 ｍ以内の掘削による地中熱の活用も図りた
い。

◇ 養液と pH：肥料に相当する養分を含む液体を水に添加する必要がある。また養液とその
pH も最適化する。その養液を栽培植物に合わせて成分・濃度・液温・供給時期を選択し
て、その最適化を計る。

◇ 有害微生物の除去：水耕栽培は土を使わないが、有害微生物の繁殖を防ぐ必要がある。
そこでこれまで連携してきたベンチャー企業（株）理究 7）が開発している「木材端材原

光（最適化）

葉

水

二酸化炭素

光合成へ

変動磁場

水・養液へ

温度

水（最適化）

根毛

根

・酸素

養液（最適化）
細根菌

図 2.1　「最適化水耕栽培法」の原理
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料の新機能ペレット」（特許準備中）を栽培植物の根元に置くことにより、有害微生物の
繁殖を防止して生育を促進する。

◇ 根の保持体：土に代わる植物の根の保持体の材種として天然の鉱物等が用いられている。
それらの比較評価と新保持体の探索などから最適化をはかる。上記の「新機能ペレット」
も有望であろう。

◇ 『交流磁場』：独創的な試みとして、植物の生育、開花、結実などに交流磁場を応用する
研究を赤松里志氏と続け、特許を申請済みであるが、これを水耕栽培へ応用する。我々
の新しい試みの原理を図 2-1 に示す。

2.2.　八王子キャンパスのトータルエコ化の試み　

　我が国では世界に先駆けて、急激な経済成長の弊害として、水俣病やイタイイタイ病な
ど「公害病」の莫大な付けを払わされてきた。今日地球温暖化による異常気象などが頻発
しているおり、地球環境問題に対する関心が高まってきている。すでに 100 年前と比べて、
地球全体の気温が 0.74 ℃上昇したといわれている。2013 年 9 月の先進国の政府機関 IPCC（国
連、気候変動に関する政府間パネル）の第 5 次報告書では、約 80 年後の今世紀末には、平
均気温が 4.8 ℃上昇すると予測されている。6 ℃上昇すると、人類のほとんどは地球上に住
めなくなるそうである。筆者は講義の中でナショナルジオグラフィック社制作の DVD「＋
6 ℃」を紹介している。大学は研究と教育の場であるが、環境問題など人類共通の課題に
対しては、利害に制約される産業界とは違って、果敢なチャレンジをしてこそ価値が認め
られる。そこで環境問題に挑戦する八王子キャンパスで実現可能なトータルエコ化の試み
を提案したい。

2.2.1　PM2.5 などを防止できる「空気清浄化」
　筆者の学生時代には「飲み水」を買うなど想像もできなかったが、これからは「吸う空気」
も無料ではなくなるかもしれない。ことに最近中国にて深刻な公害とされている PM2.5（直
径 2.5 ミクロン以下の有害な超微粒子）が、一年中アジア大陸から日本列島へ向かって成
層圏を吹く偏西風に乗って飛散し、最近では千葉県にまで達している。これは肺の内部へ
侵入して肺疾患を引き起こすことから重大視されている。その対策は通常の「空気清浄機」
では粒子が微細で取りにくいため、「PM2.5 用空気清浄機」が求められる。そこでわれわれ
は「吸着作用を併用する新空気清浄機」を提案する。半導体の製造工場などへ適用される
装置を応用して八王子キャンパスの室内にセットして、学生と教職員の循環器を守りたい。

2.2.2　「水道水の活性化」
　健康にとって空気に次いで「水」は最も大切なものである。そこで筆者らが共同研究中
の「活水器」をキャンパス内の水道管の入り口にねじ止めで設置して、キャンパス内の全
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水道蛇口から出る水を活性化したい。ここで活性化とは、水道水を特殊なセラミック材料
を通過させることによって、水のクラスター（水分子の固まり）を細かくして比熱を下げ、
波動効果なども付加する。　　　　　

2.2.3　校舎内の温度と湿度の最適化
　環境の人体に対する影響が著しいのが「温度と湿度」である。温室効果ガスを原因とす
る地球温暖化により異常気象が頻発している今日、キャンパスの建物内とくに教室内の温
度と湿度のコントロールは重要である。そこで、環境にやさしく、経済的な「地中熱利用
による温度と湿度の最適化」を提案する。「地中熱」とは、地下のマグマを利用する「地熱
方式」ではなく、せいぜい地面から 100 メートル以内の浅い地下の水温が一年中およそ 18 

℃であることを利用して「暖冷房」「給湯」「温水プール」「融雪」などを環境に優しく実現
するのが「地中熱利用」（図 2-2 参照）である。地中へ数十メートルまでボーリングして地
下水を汲み上げ、ヒートポンプを利用して発電を行うこともできるが、この一定温度の水
を室内へ配管して循環させることにより、室内の温度を制御する。電気式温度調節装置は
補完的に利用する。キャンパス内に温水プールを作ることにも利用できる。また現在は湿
度の制御を行っていないが、健康上は湿度の制御も望ましい。とくに冬季の過剰暖房によ
る湿度の極端な低下は、風邪やインフルエンザの流行へとつながる。そこで冬季は加湿器
による湿度アップをはかり、梅雨期などの多湿期間には、冷房ではなく除湿機を作動させ
る。いずれにしても、夏期は冷やしすぎ、冬季は過剰暖房による自律神経のバランス異常
は、学生たちや教職員の健康を害している。地中熱利用の自然な温度調節と湿度コントロー
ルにより、環境の保全と健康の確保を計りたい。地中熱利用は筆者も参加している NPO 地

図 2.2　地中熱利用のメリット
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中熱利用促進協会 8）から指導が受けられる。

2.2.4　照明の抜本的改善策
　高度技術時代の今日ではあるが、照明には改善の余地が多く残されている。たとえば、
見たいところの照度が大切なのに、照明具からの光は光源の全周へ拡がるため、肝心な受
光面には光源のエネルギーの数百分の一しか届いていない。スクリーンを用いて映写する
講義が増えた今日、教室の照明は一部の視聴覚教室を除く他の教室では、映写のため室内
の照明を一部消すと、学生の机上が暗くなり、メモが取りにくい。やむなく教室の後方を
点灯しているが、明るくなってスクリーンが見えにくい。そこで学生の机の表面を照らす
LED 照明を内蔵する学習机の開発を提案したい。さらに照明の改善のため以下の提案を行
う。

（1）灯具の裏面へ光反射フィルムを貼る
　現在の蛍光灯具のランプの裏面の光反射率は低く、裏面へ照射された光の利用率は低い。
そこで、筆者等が基礎研究に協力して開発された「超微細発泡光反射版 MCPET（古河電気
工業㈱製）」9）を「照明用反射フィルム」として灯具のランプ裏面へ貼り付けることを提案
する。図 2.3 に示すように、ランプ本数が同じなら明るさが約 60％アップし、ランプ本数
を減らせば照明の電気代を約 40％節減可能となる。灯具を交換せずに現在 3 本の蛍光灯ラ
ンプを 2 本に減らすことも実現している。もし灯具の交換が可能ならば、さらに照明効率
を高めることができる。

（2）蛍光灯の外付け節電具の取り付け
　蛍光灯の出力を交流の実効値を利用して、照度を落とさずに節電する外付け節電具をあ
るベンチャー企業が開発し、これにより数十％の電気量の節減が実現した。これを取り入
れれば、多額の初期投資が必要な LED 化を行わなくても、照明経費の節減がはかれる。

（3）蛍光灯から LED への転換

蛍光灯

※光天井は天地が逆になります。

トラフ型
　　照明器具

従来の施工法

明るさ60％アップ

 ランプムラ解消

省エネ 40％
 照度維持

MCPET 

MCPET 

図 2.3　反射フィルムの貼り方と明るさ効果（蛍光灯同数）と省エネ効果（2本減）
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　初期投資が許されるなら、蛍光灯から LED 照明へ転換することが、電気量の節減とラン
プ交換費用の低減など照明経費の節減となろう。また建築中のタワービルをはじめ校舎の
新築や増築の際には、天窓の大幅な導入により、自然光の活用が望まれる。ことに後述す
る「キャンパス内エネルギー自給化」を目指すには、光ファイバーを活用した「全室への
太陽光の配光」を提案したい。

2.2.5　エネルギー経費の大幅低減へのチャレンジ
　筆者は十数年前から「太陽熱発電」に関する NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発
機構）10）の評価委員をつとめ、当時から太陽エネルギーの活用に関心を持っていた。最近
地球環境の保全と原発の代替として自然エネルギーの活用、特に太陽光発電が盛んである。
八王子キャンパスは地形的に高度に恵まれ、日射量も多く、利用されていない斜面も広い
ためソーラー発電に適している。そこで災害時はもとより、平常時にもキャンパスでのエ
ネルギー経費の大幅な低減にチャレンジしたい。

（1）ソーラーパネルの国際コンテストの開催
　八王子キャンパスの斜面を利用して、内外のソーラーパネルの発電効率やコストパフォー
マンス、耐久性の評価（筆者の専門分野）のフィールドコンテストを開催する。その発電
量は売電する。このコンテストは永続させるが、有望な方式のものを選んで実用施工して、
平常時には売電し、災害時などにキャンパス内の非常用電源として使用する。売電するこ
とにより、電力経費の低減を計る。

（2）ソーラー発電のノイズフィルターの設置
　筆者が協力しているベンチャー企業「イー・スピリット（株）」11）が新しい発想による
ノイズフィルターを発明した。これを採用した相模原市と連携した「相模湖メガソーラー
発電所」12）（筆者も視察）にて現在実証テスト中であるが、数十％発電量が向上している。
この後付け装置を、（1）のソーラーパネルへ設置した場合としない場合とで発電量を比較し、
効果を再確認して採用したい。

（3）「太陽光追尾型ソーラーパネル」採用による発電効率の向上
　空地の限られているキャンパス内でのソーラーパネルの設置には、多段構造か、「太陽光
追尾型パネル」の採用がふさわしい。筆者が協力してきた「Gritex 方式」13）は、ロボット
の制御技術を応用した簡易装置により表 2-1 に示すように屋根固定型と比べて有利である。

（4）「水平回転式小型風車による発電」
　八王子キャンパスは高所にあり風に恵まれている。そこで風力発電が有利である。しかし、
大型の三枚羽式水平回転式風車は、建設費が高く、基礎も大がかりで低周波振動や低音騒
音も問題化している。そこで弱い風でも回転しやすい「水平回転式小型風車」をキャンパ
ス内に数十台設置するほうが有利である。さらにエコ教育の一環として学生への教材も兼
ねて運用する。発電量は売電して、エネルギー経費の低減に協力する。各種タイプのコン
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テストを実施するのもよい。

2.2.6　学生へのエコ実践教育
　エココースの科目履修生は、以上のプロジェクトへ希望する日時にいつでも参加できる
ようにして、「エコインターンシップⅠ・Ⅱ」の単位取得を可能とする。またこれらの実習
を参加する学生の就活へ活かせるように、エココースの担当教員が指導する。

2.3　結び

　以上盛りだくさん提案したが、これらの多くの開発や応用は、筆者が共同研究者たちと
すでに着手しており、荒唐無稽の絵空事ではない。それらを基盤にして、帝京大学八王子キャ
ンパスの「エコビジネスリーダー養成コース」の教員をはじめ教員有志、職員有志、履修

（1）屋根固定型の経済性

（2）GTX 追尾型の経済性

売電料金（円 /kwh）

パネル発電量（KW ／枚）

パネル枚数

定格発電量（Kw）

年間予想発電量（KwH）

年間発電料金（円）

設置費用（円）

償却期間（年）

15 年利益

38

0.25

16

4

5,106

\194,015

\2,000,000

10.3

\910,219

売電料金（円 /kwh）

パネル発電量（KW ／枚）

パネル枚数

定格発電量（Kw）

年間予想発電量（KwH）*

年間発電料金（円）

設置費用（円）

償却期間（年）

15 年利益

*固定型の約 1.7 倍

15 年利益＝1年間発電料金×15 年－設置費

GTX 追尾型の 15 年利益と屋根固定型の 15 年利益の比
　　　＝\2,447,373÷\910,219＝2.7 倍

38

0.25

16

4

8,680

\329,825

\2,500,000

7.6

\2,447,373

表 2.1　太陽光発電—屋根固定型と GTX 追尾型との経済性比較
（南向き 30°の最適条件の場合）
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学生ら学生有志、近隣住民有志らが参画して、これらの提案を実現させる。かくして、帝
京大学の八王子キャンパスを「帝京大学八王子エコキャンパス」として、世界中へ発信し
たい。あわせてエネルギー経費の大幅な節減と地球環境の保全にも寄与してゆきたい。
　次に、これまでの八王子キャンパスにおけるエコビジネス教育の実践例を含めて、FD 活
動の紹介と地域 ESD への効果について述べる。

3.　大学を核とした Knowledge Sharing がもたらす FD と地域 ESD への効果

3.1.　学びとはなにか

　本章において、Faculty Development（以下、FD と略す）を検討する上で、まず定義を明
確にしておく。文部科学省では「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的
な取組」14）と定義されている。
　帝京大学は建学の精神として「実学」を提唱している。実学とは実になる＝身についた
学問と考えられる。
　では、身に付いた学問とは何か。
　学問を学ぶ際、必要なのはインプットとアウトプットである。インプット段階として先
行研究や理論を学び、後にアウトプットをすることで学びの定着を計ることが求められる
が、往々にして大学の教育体系はインプットの場が主をしめ、それらを応用してアウトプッ
トするステージはゼミや卒論などの限られた場しか用意されていない。自らの中に取り込
んだ学びを加工し、相手に伝えることで、深化と定着が起こる。この過程を学生参画型の
授業を通して実現することによって学問ははじめて「実学」になる。
　効果的な学びを生み出すためには、「人と人の間にこそ真の学びは発生する」という考え
が大事である。
　このプロセスにより FD はもとより、アウトプットを地域に広げることで、「智の集積地」
である大学の持つ知識の、地域への還元・共有「Knowledge Sharing」を実践できる。この
サイクルは「持続可能な開発のための教育：Education for Sustainable Development（以下、
ESD と略す）」の要素を生み出していく。
　すなわち「Knowledge Sharing」を学生参画型授業によって実践することが、地域の ESD

効果を生み、学生に対する教育効果を上げる FD にもつながってくるのである。

3.2.　効果的な学びの場を生み出すには

3.2.1.　スキーム
　ここからは具体的に Knowledge Sharing の手法を検討していく。
　例として「エコビジネスリーダー養成コース（以下、エココースと略す）」の延長線上の
プログラムとして考える。
　エココースでは環境問題を軸として様々な側面から学びを深めていく。経済効果、リサ
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イクルなどの技術、法律、CSR、エコ検定等の資格取得、ビジネスモデル把握、これら学
んだものを実際の場で体験するインターンシップ等、環境関連の事象を包括的に学ぶこと
が可能となっており、横断的知識を持った人材を育成することができると考えられる。
　しかしこの中で唯一含まれていない部分が「学びを表現」するステージである。上記は
インプット主体のものであり、先述した「学び」を形作る両輪の内、片側のみとなってし
まっている。もちろん授業内で発言やプレゼン等を行う場はあり、ひとつの授業として学
びの両輪は成立している。重要なのはこれらを総括的にインプットしたあとで、アウトプッ
トする場を用意する必要があるということである。この総括の場を作ることでエココース
としての「実学」を身につけることが出来るのである。
■　表現方法
　人と人の間に学びは存在するという観点から、一方的な表現、つまり文章や講演のケー
スは除外する。Knowledge Sharing の視点から知識の共有を推進するため、環境をテーマと
したイベント、もしくはワークショップとして参加者と共に体験や検討する場が好ましい。
この企画を学生が主体となって立案し、運営していく。
■　期間
　少なくとも半期（15 コマ程度）は必要になると考えられる。企画の立案から準備・実施
までを考えるとアウトプットの場は半期で 1 度。学びの効果をさらに上げるなら通年のプ
ログラムにし、2 度は機会を設けたい。通年にすることで 1 度目の企画実施後にあがった
反省点や改善点を 2 度目の企画に活かすことができる。
■　手法
　企画を考える際は会議形式ではなく、意見組み立てに適したワークショップ形式（以下、
WS と略す）で行う。
　この根拠として、学内で試験的にあるテーマを検討する WS を設けた際、学生から「こ
のように意見を言い合い、ひとつのことを考えていく場が少ない。もっとやって欲しい。」
という意見があった。学びを深めるツールとしても、お互いの意見を聞き合う場としても
この方法を用いていきたい。
■　対象
　対象は付属小学校に通う児童を想定している。小学生に伝えるには、わかりやすく表現
する必要がある。伝えたい事象を表面的ではなく深く学び、理解していることが求められる。
この点からも学生たちのさらなる自主学習の場をつくることができる。
■　発展
　2 度目は舞台を地域に広げる。地域を舞台とすることでフィールドが広がるとともに、
対象に大人も含まれるため、さらに幅広い知識が必要になる。地域の課題点を洗い出し、
それに対する解決策を検討する。地域の人々とともに学生が主体となって考える場を生み
出せれば地域との ESD の実現にもつながる。
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　簡単なタイムスケジュールは下記の通り。

Phase.1 ガイダンス 内容説明 / 目的の共有 1 ～ 2 コマ
Phase.2 事例紹介 事例からイメージを明確にする 1 コマ
Phase.3 企画立案 WS 手法を用い、企画を検討 / 対外折衝 5 ～ 6 コマ
Phase.4 シミュレーション 検討した企画を模擬実践 1 コマ
Phase.5 実践 学内 / 地域にて実践 1 コマ
Phase.6 結果分析 実施した企画を振り返り、問題点や改善点検討 2 コマ
Phase.7 全体共有 実施企画と結果分析、今後の流れを共有 1 ～ 2 コマ

3.2.2.　Knowledge Sharing が生み出す地域との関係づくり
　このプログラムを経緯として学外の地域活動家や地域団体、NPO などの方々とつながり
が持てれば、地域と連動したプログラムを実施することも出来る。大学からは学生有志が
参加し、地域からは住民や活動家が集い、ひとつの目的のために活動を行う。
　このような活動が実現し、この活動報告をエココースなどの授業内で活動家に行ってい
ただくことで、大学へのフィードバックにつながり、地域と大学の Knowledge Sharing が育
まれていく。
　個人と大学のつながりについて個人的なケースになるが、2012 年 2 月に立川で「FARET 

TUBE」15）というイベントがあった。地域のアート作品を用い、地域活性化につなげると
いう取り組みである。この企画への参加がきっかけとなり、同学生たちが主催する「わか
ものサミット」16）にもご招待いただいた。これは若者世代を対象として地域の問題点を考え、
改善方法を検討していく WS 型のイベントである。
　この経緯があり、学生の世代は変わってしまっても、わかものサミットの企画に際して、
筆者はテーマのコーディネートやアドバイス、WS 実施の際のファシリテーターとして継
続して共同で企画を行っている。
　学生主体のイベントは学生の入れ替わりによる継続が最大のネックになることが多いが、
地域の住民と学生がつながることによって企画の継続性をも維持することにもつながる。
　指示された業務をこなすだけでは真の学びを得ることはできない。規模の大小に関わら
ず、自らゼロベースで物事を考え、形にしていく過程がもっとも学びを得ることができる。
　教員の立場としては、意見がまとまるようにファシリテーションすること、学生が必要
とした際に適切な知識やアドバイスを与え企画遂行を後押しすること、期限までに実現出
来るようにフォローをすることなどに徹し、主導権を学生に委ねることが大事である。

3.3.　学生のモチベーション維持について

3.3.1.　Case Study 1 「それいけ！たまレンジャー！！」
　主体的な学びは継続したやる気や知識の深化をもたらす。この観点から具体的な事例を
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見ていくことにする。
　「体験型環境教育プロジェクト 

それいけ！たまレンジャー！！」
17）は多摩地域の小・中学生を対象
とした環境教育イベントである。
　この企画はネットワーク多摩加
盟大学 18） の学生が中心となった

「ネットワーク多摩学生委員会」が
行う。（学生主体の企画になったの
は 8 回目から。）
　この企画はほぼすべて学生の手
作りによるもので、実施場所の選
定、実施日時、イベント内容にい
たるまで学生たちが決めていく。
月 2 度のミーティングにおいて筆
者は進行役として参加するが、場
のファシリテーションに注力する。
場合によっては会議の運営も学生
に任せる。こうすることで、学生たちの「自分たちで作り上げた」という意識を高め、企
画に対する愛着・モチベーションをあげていく。
　結果、ひとつの企画が終わった直後から次の企画のアイディア出しが始まったりと好循
環を生み出している。
　ここで注目したいのは、図 3-1 に示したように、運営の主体になるメンバーと、当日運
営補助として参加するボランティアとの実施後のモチベーションの違いである。
　メンバーとして関わった学生たちは上記の通りだが、ボランティアとして参加した学生
たちは継続参加にはあまりいたらない。ここに主体的に取り組むかどうかの大きな違いが
生まれていると言えるだろう。

3.3.2.　Case Study 2 「ぼくらの学び舎プロジェクト」
　筆者が立川で主催している「ぼくらの学び舎プロジェクト」20）は地域住民の持つ知識を
地域に還元することを目的として、それぞれが持つスキルを英語や理科などの科目に分類
し、地域住民が先生となる学校を作ろうという活動である。授業は小学生対象のものから
社会人を対象としたものまで様々であり、講師の必要条件は特に定めていない。
　この中で、玉川大学農学部の学生たちが講師となり、理科の科目として、小学生を対象
に実験などを通し水質汚染を分かりやすく伝え、どうすれば防げるか、個人レベルでのア

86.36％

13.64％

継続参加

一度のみ

スタンスによる定着率の違い（企画メンバー）

スタンスによる定着率の違い（当日ボランティア）

19.23％

80.77％
継続参加

一度のみ

図 3-1　スタンスによる定着率の違い 19）
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クションを考えさせるという授業を実施している。
　この活動も内容は講師に任せているが、実施に際して学生たちは主体的に集まり、より
分かりやすく、伝わりやすくするにはどうしたらいいかなど、議論を重ねているようである。
自分の興味のある専攻分野だからこそ継続して実施が出来ているのではないだろうか。
　このように学生に対する教育効果をあげるためには、いかに主体的に考えさせ、それを
形にする場を設けるか、教員による場のコーディネート力にかかってくるだろう。

3.4.　結び

　ここまで、Knowledge Sharing の考え方をベースに FD、また地域における ESD への効果
について考えてきた。要素をまとめると下記の通りになる。

　FD： 教育効果を上げる授業構成
　　　 ①　学生が主体的に考える場を設ける
 ②　①のアイディアを表現する場を設ける
　ESD： 大学の地域との共生
 ①　上記 FD ②のプランを応用し、学生が主体的に学外に情報を発信する
 ②　地域のために活動をしている個人・団体とコネクションを作り上げていく
 ③　②を用いて学内に学外の実践に基づく情報をフィードバック

　これらのプロセスを作り上げることによって、教育は学内のみで終わることはなく「地域」
という実践フィールドを得ることができる。大学で学んできた知識は実社会では使えない
などと揶揄されることもあるが、それは単に実践が足りなく、応用がきかないためである。
このプロセスを通し、知識をスキルやノウハウに昇華することができるだろう。
　また、大学の知識を地域に還元することは、地域に大学が存在する価値を上げることに
もなる。知識を媒介として地域社会に貢献できる仕組みが作れ、住民と学生・教職員との
距離が縮まる。より密接な関係が構築でき、CSR（Campus Social Responsibility）を実現し
ていけるだろう。
　この一連のサイクルをつなげていく、核になる発想が「Knowledge Sharing」なのである。

結言

　エコビジネス教育実践の構想として前述したように、ソフトウェア面から八王子キャン
パスを CSR 大学として「環境的責任」と「社会的責任」を果たせる人材の育成と実践の場
とする。また、ハードウェア面からは「最適化スマートアグリの開発と実証」および「八
王子キャンパスのトータルエコ化の試み」として「エネルギー経費の大幅低減へのチャレ
ンジ」等を提案する。そして、エコ教育の身近な実践からの提案として「環境教育」を軸
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に置き共生方法を探求し、環境教育の循環を確立する。
　以上の構想を通じて、帝京大学におけるエコ教育に関して FD 活動の深度化を実現する。

（注）
 1）米政策研究所「Institute for Policy Studies」『The Rise of Corporate Global Power』1999 年
 2）マイケルＥ・ポーター著「共通価値の戦略」、Harvard Business Review 2011 年 06 月号より
 3）鈴木和男　全国信用金庫「信用金庫」2013 年 3 月号への寄稿文 http://www.kazconsul.jp/
 4）NPO 法人エコリーグ　「エコ大学ランキング」http://ccc.eco-2000.net/eco-campus
 5）International Organization for Standardization 発行　ISO 26000 - Social responsibility
 6）赤松里志：1976 年、愛知工業大学卒業、電子磁気工業㈱入社。2011 年退職し現在、京浜化学工

業㈱技術顧問。磁気計測、磁気応用、非破壊検査の専門家。大石らと産学共同研究中
 7）代表取締役　米原隆、本社：埼玉県入間市大字仏子 1491-7
 8）NPO 地中熱利用促進協会：http：//www.geohpaj.org/
 9）古河電気工業㈱：http：//wwwfurukawaco.jp/foam/
10）NEDO：http://www.nedo.go.jp/
11）イー・スピリット㈱代表取締役　金城　徹、本社：東京都千代田区鍛冶町 1-9-15
12）相模湖山間部 4,300 パネル、1MW（約 3 千戸分）に 4 台のノイズフィルターを設置
13）GRITEX INTERNTIONAL LIMITED 代表取締役　森下惠右、本社：神奈川県平塚市平塚 2-35-8：

http://www.gritex.com
14）文部科学省 中央教育審議会 答申より抜粋
15）法政大学キャリアデザイン学部 荒川裕子先生主宰ゼミに所属する学生発案のプロジェクト
16）同上
17）公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩 主催事業
18）公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩「加盟機関一覧」https://nw-tama.jp/about/

members.php
19）2011.5 ～ 2013.3 それいけ！たまレンジャー！！参加学生 76 名追跡調査
20）デザイン事務所 Design Lab. t.s.d.c. 主催事業
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