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　本学は「環境方針」のなかで，環境に関する教育研究のみならず，人類社会の持続的な発展に寄与す
るため，環境に対して責任ある行動をとるとともに，地域の環境問題の解決に貢献することを宣言して
おります。その一環として，国立大学法人化以来，本学は年度計画のなかで各学部に多数の省エネルギー
指導員を配置し，また，CO₂削減チーム・マイナス６％運動への参加，冷房温度28℃，夏季のノーネクタイ・
ノー上着の励行，夏季一斉休暇の実施など，省エネ・省資源に積極的に取り組み，その成果は年々向上
してきました。さらに，学内の禁煙，附属病院・医学部内の全面禁煙を実施するなど，環境衛生にも力
をいれているところであります。
　 18年度には共通教育のなかに「教養コア科目」として「人間と環境」と題する６科目の授業が開講
されました。また，文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」として「瀬戸内の山〜海〜
人がつながる環境教育」が採択され，持続可能な社会づくりを担うことができる環境教育指導者の育成
を目指して活動が始まりました。これを機に教職員・学生はじめ一般市民が，地球環境を守ることの重
要さを再認識し，環境を守る活動がより一層広がることを期待しております。
　本学は，その代表的研究機関である沿岸環境科学研究センター（CMES）が21世紀COEに引き続き，
環境分野のグローバルCOEに認定されたように，「環境学」の教育・研究に特筆すべき実績と伝統をも
つ大学であります。愛媛大学憲章でも，教育の指針の一項に「本学は，地域・環境・生命に関連する教
育に力を注ぎ，地域の現場から課題を発見し解決策を見出す能力を育成する」とし，さらに，研究の指
針の一項にも「本学は，地域にある総合大学として，もてる知的・人的資源を生かし，地域・環境・生
命を主題とする学術研究を重点的に推進する」と謳っております。学内にはCMESを中心に環境に関連
する研究者の連携組織「環境学ネットワーク」が形成され，本学の環境研究をリードする役割を果たし
ています。
　地球環境の悪化はもはや地球上の生物にとって限りなく限界に近づいております。生物の生存に必須
の土・水・空気を自然の状態に復することはもはや不可能ですが，私たちが自然への負荷を軽減して行
けば，これ以上の破壊を食い止めることは可能です。ここに人類共通の課題と目標があります。私たち
の環境への配慮行動はささやかでありますが，人類共通の課題へいささかでも貢献する道に通じるもの
と自覚しているところであります。
　本学は，２回目の環境報告書を公表するにあたり，地球環境問題を教育研究の主題の一つとして重点
的に取り組むとともに，大学および大学人自身が地球市民の一員として，環境に配慮した自覚的行動を
とることを，ここに，改めて宣言したいと思います。

学長のメッセージ

国立大学法人　愛媛大学長



愛媛大学環境方針

基 本 理 念
　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題
のもとでの学術研究を重点的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境
問題にかかわる教育や研究に積極的に取り組みます。また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄
与するため，環境について責任ある行動を取るとともに，地域の環境問題の解決に貢献します。この決
意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。

基 本 方 針
　１．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
　２．環境を主題とする学術研究を推進します。
　３．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
　４．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
　５．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防

と継続的な環境改善を行います。
　６．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。

愛媛大学環境マネジメント体制

法文学部（法文学研究科）

教育学部（教育学研究科）等

理学部（理工学研究科）

医学部（医学研究科）・附属病院

工学部（理工学研究科）

農学部（農学研究科）
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番号 達成目標
（21年度までに）

平成18年度
目標 点　検　評　価

１ 学生に対する環境
教育の充実

環境関連の教育
の継続

◦授業における環境教育
　　共通教育及び専門教育のカリキュラムで，環境関連授

業科目（約90科目で約3,500人が受講）を開講し，環境問
題について学生各々が環境を考える動機付けとしている。

◦愛媛大学環境ESD指導者の養成
　　愛媛大学環境ESD指導者を養成するためのカリキュラ

ム「瀬戸内の山〜里〜海〜人がつながる環境教育―大学
と地域との相互学びあい型環境教育指導者養成カリキュ
ラムの展開―」が，平成18年度文部科学省現代的教育ニー
ズ取組支援プログラム（現代GP）採択され，18年後学期
から指導者養成カリキュラムを開講し，65人が受講して
いる。

◦環境保全及び安全衛生の観点からの環境教育
　　学生・教職員を対象とした避難（防災）訓練の実施。
　　各学部及び共通教育で，実験等に際し，環境保全・安

全のためのガイダンスを実施。
◦講演会などを通した環境教育
　　学生・教職員を対象とした啓蒙活動の一環とした講演

会等を８回実施した。

２ 環境関連の研究
の推進

環境関連の研究
の継続

１．環境研究に関わる基盤整備
　◎「愛媛大学環境学ネットワーク」の活動　　
　◦環境学ネットワークホームページの立ち上げ
　◦愛媛大学地球環境フォーラムを開催（参加260人）
　◦教育研究特別経費に「瀬戸内海長期変動研究プロジェ

クト」を沿岸環境科学研究センターとネットワークと
の事業として申請，採択された。（19年度から実施）

　◎生物環境試料バンク（es-BANK）の整備
　◦約10万検体の試料を整備，データベース化し，インター

ネット上に公開バンク試料の受入・提供を軸に，海外
20機関・国内57機関との共同研究を実施

　◦バンク試料の活用を目指したワークショップ「鯨の漂
着個体及び保存資料からわかること」を開催

２．環境研究への取り組み
　◎21世紀COEプログラム「沿岸環境科学研究拠点」の形成
　◦「化学汚染」と「環境変動」の先端研究を展開，世界的

な研究業績をあげる。
　◦国際シンポジウム「化学汚染と環境変動に関する若手

研究者の先端研究」を開催
　◎グローバルCOEプログラムに「化学物質の環境科学教

育研究拠点」を申請
　◎愛媛県環境衛生研究所との連携融合事業「地域の先端

技術・施設を活用した化学汚染の実体解明及びリスク
評価に関する連携融合型研究」を実施（沿岸環境科学
研究センター）

　◎研究開発支援経費（学長裁量経費）による環境をテー
マとした研究への支援

　◎科学研究費補助金，人・自然・地球共生プロジェクト，
地球環境総合推進費等の公的な競争的資金獲得による

「環境」に関する研究の推進 
　◎受託研究，共同研究，研究助成金等による「環境」に

関する研究の推進

愛媛大学環境目標と実施計画



番号 達成目標
（21年度までに）

平成18年度
目標 点　検　評　価

３ 環境関連の講演会
の充実

環境関連の
講演会の継続

　大学主催・共催等により，フォーラム等を3回開催した。
　その他一般の方も含めて現代GP（文部科学省　現代的教
育ニーズ取組支援プログラム採択事業「瀬戸内の山〜里〜
海〜人がつながる環境教育」）によるシンポジウムを開催し
た。

４ グリーン購入の
推進

国立大学法人愛
媛大学における

「環境物品等の調
達の推進を図る
ための方針」に
よるグリーン購
入達成率100%

　達成率は98.2%であり，昨年度より0.1ポイント上昇。今
年度から教員発注を制度化したことに伴い，グリーン購入
法に基づく物品購入について啓蒙を行った。

５ ペーパーレス化
の推進

紙使用量
１%以上の削減

　両面コピー等の推進を行ったことにより，PPC用紙購入
量（面積換算相当で6.01%減）で目標を達成した。

６

廃棄物の減量化

廃棄物
１%以上の削減

　再生利用にまわした廃棄物は，34%増加。焼却，最終処
分は，14.3%減。両方合計すると0.52%減であった。

７ ごみ分別の徹底 　外部委託を含めて分別そのものは徹底されている。

８

エネルギー消費
量（原油換算値）
を平成17年度基
準４年間で４%
以上の削減 

エネルギー使用
量（原油換算値）
で前年度比１% 
以上の削減

　空調機の一部省エネルギー機器への更新，暖房20℃冷房
28℃への啓蒙，省エネルギー指導員の活動等により目標以
上3.38%減の達成が出来た。

９ 学生主体の環境
活動への支援

学生による
活動母体の組織
化への準備

◦毎年開催される学生祭は，学生で組織する「学生祭実行
委員会」が，環境に優しい学生祭とすることを提案・実
行している。このような学生主体の活動を大学として支
援している。

◦愛媛大学生活協同組合の学生生協委員による，学内のゴ
ミ削減活動に大学も協力支援している。

◦学生ボランティア団体が企画する環境問題に関する講演・
イベント・研究発表等に大学も協力・支援している。



　21世紀の最重要課題の一つが「環境」というのは何よりも明らかです。そのなかでも「化学汚染」と

「環境変動」による生物資源の質や量の低下は，食糧問題を一層深刻にさせ人類の生存を脅かす第一級

の環境問題です。そのなかで愛媛大学は，海洋環境問題に1960年代より先見性をもって挑戦してきてお

り，優れた研究成果を挙げると共に，多くの人材を輩出してきました。このような実績を踏まえ，愛媛

大学に設立されたのが，本21世紀COEプログラムの中核となる沿岸環境科学研究センター（CMES）です。

CMESは，愛媛大学の各学部を母体として発展してきた海洋の化学汚染の研究，沿岸海洋物理学の研究，

内海の低次生態系や底生生物の研究，海底堆積物の研究等に関する分野を統合する目的で設立されまし

た。CMESは，個別に発展してきた海洋研究を学際的に深めるためにとくに沿岸域に焦点を絞り，機動

的に研究を展開している世界でもユニークな研究組織です。本21世紀COEプログラムは，愛媛大学が世

界に誇れる沿岸環境科学の重点テーマ「化学汚染」と「環境変動」をさらに深化・多様化し，この分野

の世界的教育研究拠点の形成をCMESを中心に目指したものです。本拠点では，21世紀COEプログラム

の期間内（平成14 〜18年度）に，

　コアプロジェクト１：内分泌攪乱物質等有害化学物質の環境動態と生態影響の解明

　コアプロジェクト２：地球環境変動による沿岸域生態系変動機構の解明と将来予測

の二つをコアプロジェクトとして研究と教育を展開してきました。

21世紀COEプログラム「沿岸環境科学研究拠点形成」

沿岸環境科学研究センター
特集特集



研究での新たな分野の創成と，学術的知見等

　研究では，生物環境試料バンクおよび各種のモニタリングシステムなどの研究基盤を有効に活用し，

先端研究および国際共同研究を多数展開しました。文部科学省の概算要求経費を得て平成17年11月にバ

ンク施設の学内設置を現実のものとし，世界的研究拠点として本格稼働を開始するとともに，試料の受

入と提供を通して国内外の77の研究機関と共同研究を展開してきました。これらの研究基盤により得ら

れた実績は，海の環境科学研究だけでなく，陸域や遠隔地の環境研究へと多様化してきています。

　コアプロジェクト１で得られた重要な学術的知見と成果は，es-BANKの試料を活用して有害物質によ

る環境汚染の実態を地域規模・地球規模で明らかにしたこと，その汚染の過去を復元し将来を予察した

こと，途上国に由来する化学汚染の発生源をつきとめたこと，バイカルアザラシやアホウドリなど希少

生物のDNA/RNAを抽出し化学物質にさらすことによって発現量が変動する遺伝子のクローニング（抽

出と大量増殖）に成功したこと，化学物質に対する感受性評価のためのアッセイ系を確立したこと，な

どがあげられます。これらの成果は国際シンポジウム等で大きな関心を集め他の研究者の論文に多数引

用されました。また，新規有害物質についてアジア地域の汚染実態とその経年変動を明らかにした研究

は，「アースウオッチャー」および「タイムカプセル」としてのバンク資産の威力を真に発揮できた成

果として特筆できるものです。これはバンク試料を活用した新たな学問体系を世界に提示できたモデル

ともいえます。

　また，コアプロジェクト２では，各種のモニタリングデータの解析や堆積物中の魚鱗，珪藻殻，有孔

虫殻等の解析によって，気候変動が瀬戸内海のような閉鎖性海域の栄養塩環境や生態系にまで大きな影

響を及ぼすことを明らかにしてきました。更に，その基本的なメカニズムを解明するなど，沿岸環境科

学の発展に大きく寄与する先駆的な知見を得ることができました。また，コアプロジェクト１と２を融

合させて「安定同位体による生態系構造の解析と有害物質の生物濃縮機構の解明」および「東シナ海に

おける有害物質の動態解析モデルの開発」に関する学際的な環境科学研究を進め，高度な研究分野を開

拓することができたといえます。

目的の達成状況
　COEでの多様な学際化・国際化教育の実施は，若手研究員（博士課程学生と博士号を持つ若手研究者）

の多数の論文発表実績（405件）および国内外の学会での受賞（24件）として結実しました。更に，若

手研究員の多くが大学教員（19名）や国公立研究機関の専任研究員（５名）として採用されたことも人

材育成の大きな成果といえます。

　また，有害物質による地球汚染の実態解明と生態影響の研究，海洋の流動，生態系構造，堆積物の解

析による環境変動の研究は2,047編の学術論文・学会発表等としてまとまり公表されました。拠点リーダー

の田辺信介教授が平成17年11月に国際的な大賞であるSETAC（北米環境毒性学化学学会） Founders 

Award を受賞したことや，10名の事業推進担当者がCOE関連研究で学会賞等を受賞したことは，本拠

点が国内外で高く評価されていることを示しています。さらに，最近のISI論文引用度指数ランキング（生

態・環境学分野）が世界８位，国内１位に格付けされたことは，本拠点が世界第一級であることを最も

客観的に示しているといえるでしょう。

世界的な研究教育拠点の形成が学内外に与えた影響

　es-BANK等を活用した拠点化はユニークなものとして国内外の研究者から高く評価され，国際シン



ポジウム等で関連課題の基調講演や招待講演を多数依頼されました（最近３年間で43回）。また，国際

学術誌に愛媛大学es-BANKの紹介が招待論文として掲載され，その存在と成果を世界の研究機関に広

く知らせる事ができました。更に，COE期間中に出版した書籍「Bioindicators of POPs−Monitoring in 

Developing Countries」は，国連環境計画（UNEP）や途上国研究者から高い評価を受け，国内外に大

きな影響を及ぼす事ができました。こうした成果により愛媛大学のなかでもその研究教育活動が理解・

評価され，CMES教員の増員やスーパーサイエンス特別コースの設置など特別な支援を受けています。

　学長のリーダーシップのもと，COEは愛媛大学の将来構想と併せて計画・実施され地方大学としては

他に例のないといえるほどの成果をあげる事ができました。更に，COEによって整備，育成してきた貴

重な研究教育基盤である「若手研究者育成プログラム」，「生物環境試料バンク・各種のモニタリングシ

ステム」，「アジア環境研究者ネットワーク」，「海外学術交流研究機関ネットワーク」を一層充実させて

活用し，化学汚染と環境変動に関わる学際的環境科学の知の拠点を愛媛大学に作るべく「化学物質の環

境科学教育研究拠点」としてグローバルCOEに応募しました。高い競争率の中採択され，平成19年度か

ら23年度まで５年間引き続きCOEプログラムを実施することとなりました。



環境会計の実績と取り組み

　愛媛大学で，環境負荷低減のために取り組んだ代表的な活動（温室効果ガス削減，廃棄物の低減）に
ついて記載しております。

　本学の総エネルギー投入量（インプット）及び温室効果ガス排出量（アウトプット）に占める割合の
大部分が電力使用によるものであり，電力量の使用抑制が最大の課題です。
   そのため，省エネタイプの空調更新に補助金制度を導入することなどを含め，節電に対し一層努力し
ております。
   なお，本年度については，次のような具体策を実行しました。

①省エネルギー指導員を増員（年度途中において80名，総員199名）し，きめ細やかな節電等。
  ※省エネルギー指導員とは，本学独自の制度であり，各部局等の長により任命された教職員・学生等が省

エネに関する実施細目に従い，定められた範囲（全員で全建物を包括している。）を巡視し，適切なエ
ネルギー使用に努める等の省エネの啓蒙指導等する制度です。

②講義室空調の一部集中管理導入及び省エネタイプ空調への一部更新。
③使用電力量（料）等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知，啓発。
④夏期一斉休暇を採用。
⑤クールビズ・ウォームビズの徹底。
⑥節電インセンティブ経費の配分。
⑦節電等環境保全ポスターの更新。
　これらの結果，使用電力量の削減に伴う温室効果ガス排出量が3.38％削減となった。

　愛媛大学では，松山市，東温市が定めているゴミ分別に従った分別を徹底することにより，コスト削
減を図ると共に，リサイクル，再生利用の推進を行っています。
　①両面コピーの推進。
　②紙ゴミ分別を徹底し，トイレットペーパーへ交換。
　③愛媛大学生協では，テイクアウト弁当容器，自動販売機の紙カップのリサイクルの実施。
　④総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化。
　⑤会議資料としての紙媒体の削減。
　これらの結果，PPC用紙の使用量は面積換算相当で6.01％の削減となった。また，廃棄物の再生利用
は33.97％の増加となり，焼却及び最終処分は14.30％の削減となった。
    医療用廃棄物は，焼却設備休止に伴い外部への処理件数が増えたため全体として69.56％の増加となった。
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環境教育にかかわる実績と取り組み

講演会などを通した環境教育
◦「第５回愛媛大学地球環境フォーラム」を開催
　平成17年度から，地域のみなさんと一緒に地球
環境問題を考えることを目的とした「愛媛大学地
球環境フォーラム」を開催しています。平成18年
12月７日㈭に第５回講演会が開催されました（表
７）。

学生の自主的な取り組みを通じた環境教育 
◦定期的な環境整備作業
　法文学部の学生などが大学敷地の境界線を流れ
る河川の清掃作業を定期的に行っています。工学
部では，平成18年８月に「一斉環境整備作業」を
実施し，学生377名を含む総勢454名が参加して構
内の除草・清掃などを行いました。農学部では，
４月に60名あまりの有志が集まり，樽味キャンパ
ス周辺の用水路の泥や雑草を除去するなどの清掃
作業を行いました。また，農学部の学生ボランティ
アグループは，農学部内の清掃などの環境整備に
関する活動を，自主的に行っています。 

法文学部学生による河川清掃

表７：「第５回愛媛大学地球環境フォーラム」
　　　（愛媛大学グリーンホール）

講演題目 講　　師

地球問題とは何か 総合地球環境学研究所
所長　日高　敏隆

地球環境問題と私たち
−宇宙と地球における

循環と進化−

総合研究大学院大学
学長補佐　池内　　了

環境にかかわる法令遵守の状況

アスベストの管理
　平成17年度に吹き付けアスベスト等使用実態調
査を実施しました。
　この調査結果に基づき該当建物については，平
成18年度に除去工事を実施し完了しております。

化学物質の適正管理 

　平成18年度に，化学物質の適正管理と管理体制
について，下記の指針・規程・手引等を整備しま
した。 

国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針 
国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程 
愛媛大学化学物質管理の手引 

負圧除じん装置設置状況

薬剤散布状況



　節電対策のため，暑い部屋の中でもクーラーをつけずこの後記を書いている。このような方が多かっ
たためか，18年度は17年度比で３％以上の電気使用量が減少できた。特筆できることだと思う。来年度
も電気使用量が減少したと報告できることを祈念している。また，紙の使用量も大幅に減少したし，ご
みの分別も徹底されてきている。本当に皆様の努力に敬意を表したい。皆様には今年も更なる協力をお
願いしたい。
　報告書は読んでいただけなければ単なる紙とインクの無駄遣いで，環境報告書の理念にもとる。数値
の羅列や報告だけでは面白くなく，大学が何をやっているかの宣伝にもなるようにしたいと思い，今年
は沿岸環境科学研究センターにお願いして21世紀COEの成果の一部を記事にしていただいた。少しでも
多くの方に，この報告書に目を通していただければ本望である。来年度は大学の特色である教育・研究
や地域貢献に関する記事を短くても多く出したいと考えている。ここでも皆様の協力が必要である。依
頼があった場合は，快く引き受けていただきたい。この場を借りてお願いしておく。

平成19年８月

第 三 者 評 価

（総論）
　愛媛大学の環境報告書は，環境面からみた大学の３つの責務について，学長の環境方針をはじめ全体
として非常にバランス良く扱っていると思われます。３つの責務とは，①地域や社会へ広く送り出す人
材への環境教育，②先進的な環境技術の開発，③大学自身の環境負荷の低減です。それぞれの観点から
の評価を述べるとともに，今後の取り組みについて要望・提案を簡単に述べます。

（環境教育について）
　特集において「沿岸環境科学研究拠点形成」について詳細にふれられており，大変良い構成だと思い
ます。また，学士課程における環境教育をはじめ，学生自身による廃棄物削減活動など，非常に興味深
い取り組みも並んでいます。ただ，環境関連の講演会については概要紹介だけでなく，講演の結果，ど
のような意識改革に結びついているのか，もう少し深い紹介がなされると良いでしょう。

（環境技術開発について）
　地道ですが，全国への応用が期待される取り組みがありました。それはエアコン屋外機への散水設備
の設置です。都内をはじめ全国で，あまりの夏の暑さに小中学校へのエアコン導入が進んでいます。小
中学校だけでなくあらゆる業務用エアコンの省エネルギーが今後ますます必要です。そのために，散水
設備の設置の効果を計算上だけでなく実際にどの程度だったのか，知りたいと思います。

（環境負荷低減について）
　愛媛大学独自の省エネルギー指導員などの結果，使用電力量が減っているのは大きな成果です。また，
特殊要因がありながらも全燃料の二酸化炭素排出量も10％以上削減しているのも素晴らしいことです。
今後もこの傾向が続くよう，ESCO（エネルギー・サービス・カンパニー）事業の適用や例えば床面積
あたりのエネルギー消費量などを用いた原単位管理を導入されることを提案します。

平成19年８月

特定非営利活動法人　環境自治体会議環境政策研究所
研究員（省エネルギー普及指導員）　　　　　　　　　　増　原　直　樹

編　集　後　記

■問い合わせ先
　国立大学法人愛媛大学　施設基盤部　〒790-8577　愛媛県松山市道後樋又10番13号
　TEL 089-927-8125　FAX 089-927-9107　E-mail kankyou@stu.ehime-u.ac.jp
　また，環境報告書の完全版は下記URLでダウンロードできます。
　http://www.ehime-u.ac.jp/shokai/loc_kankyo18.html

愛媛大学副学長（環境担当）・
環境マネジメント委員会委員長　 林　　　和　男
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