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海外調査  欧州の環境教育と研究 

 

期間   平成 17 年（2005 年）3 月 12 日（土）～3月 21 日（日） 

 

訪問先 １. School of Environmental Sciences, University of East Anglia 

（イースト・アングリア大学環境科学研究科、イギリス、ノーリッジ） 

    ２. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems    

    （フラウンホーファー・太陽エネルギーシステム研究所、ドイツ、 

フライブルグ） 

３. Fraunhofer Institute for Chemical Technology 

（フラウンホーファー化学技術研究所、ドイツ、カールスルーエ） 

      ４. University of Karlsruhe 

（カールスルーエ大学、ドイツ、カールスルーエ） 

      ５. Faculty of Forest and Environmental Sciences, Albert-Ludwigs 

University Freiburg, Germany 

（フライブルク大学 森林及び環境科学部、ドイツ、フライブルグ） 

 

日程  3 月 12 日（土） 仙台－成田（列車）               成田泊 

3 月 13 日（日） 成田－アムステルダム－ノーリッジ（航空機）ノーリッジ泊 

    3 月 14 日（月）9:30 ‐ 17:15 イースト・アングリア大学訪問 ノーリッジ泊 

3 月 15 日（火） ノーリッジ－アムステルダム－フランクフルト（航空機） 

        フランクフルト－フライブルグ（列車）  フライブルグ泊 

3 月 16 日（水）10:00 ‐ 11:00 エコホテル見学 

13:00 ‐ 15:00  フラウンホーファーISE 訪問 フライブルグ泊 

3 月 17 日（木）9:30 ‐ 13:30 フラウンホーファーICT 訪問 

         14:00 ‐ 17:00  カールスルーエ大学訪問   カールスルーエ泊 

3 月 18 日（金） 9:30 ‐ 17:00 フライブルク大学訪問    カールスルーエ泊 

3 月 19 日（土）カールスルーエ－フランクフルト（列車） フランクフルト泊 

3 月 20 日（日）フランクフルト－アムステルダム－成田（航空機）    機中泊 

3 月 21 日（月）成田－仙台（列車） 

 

訪問者  谷口尚司（環境科学研究科教授、循環材料プロセス学分野、 

平成 15 年度、16 年度教務委員長） 

     佐竹正夫（環境科学研究科教授、国際経済環境研究分野、 

平成 15 年度、16 年度教務副委員長）    

井奥洪二（環境科学研究科助教授、環境調和素材学分野） 

村田 功（環境科学研究科助教授、太陽地球計測学分野） 

村岡利光（工学研究科研究協力室長、現人事部人事課長補佐） 
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はじめに 
 
 一週間前には寒波が到来して、イギリスもドイツも大変寒かったそうであるが、さい

わい私たちが訪問した週は、春の訪れを予感させるような暖かい日が続いた。3 月 12 日

（土）に仙台を立ち成田に一泊して、3 月 13 日（日）の朝、KL862 便に乗りアムステル

ダムに向かった。この海外調査は、教務委員会の検討事項である「環境教育のあり方」

の一環として企画されたもので、環境の教育研究で世界の最先端にある大学と研究所を

訪問して、環境の教育と研究がどのように行われているかを調査することを目的として

いる。 
 訪問先の選定や訪問先への連絡、旅行日程の調整など、旅行に伴う実務のほとんどす

べては、教務委員長の谷口教授が行った。イギリスのイースト・アングリア大学（ＵＥ

Ａ）は、平成 15、16 年度の教務委員会のワーキング・グループ（国内外の環境教育の

調査、ＷＧ長橋田俊之教授）が取り上げた大学であったが、橋田教授の紹介により本研

究科フェローである Philip Meredith 教授（ロンドン大学、ＵＣＬ）からＵＥＡの環境科

学科長の Chris Vincent 教授の紹介を受けた。フラウンホーファー化学技術研究所は、山

崎仲道教授に紹介された。これ以外の大学と研究所はすべてＷｅｂのホームページを通

じて、メールで連絡をして、訪問が実現したものであった。 
 とはいえ、訪問先との連絡は必ずしも順調にいったわけではない。メールを出しても

すぐに返事が貰えないところが多かった。出発する一週間前にやっと連絡が入ったとこ

ろもあるが、他方でこちらの訪問の申し出が出発の数日前になる場合もあった。カール

スルーエ大学がそうである。大学のＨＰ管理者にメールを出したら、すぐに国際室から

連絡するとの返事があったが、出発前には返事はなかった。カールスルーエ大学が受け

入れてくれることを知ったのは訪問予定の前日、ホテルにメッセージが入ったことによ

ってであった。 
出発前の準備はこのようにヤキモキさせるものがあったが、訪問先の対応はすばらし

いものであった。どこも周到に準備され、予定表にしたがって次々に説明を受けた。午

前から午後にかかる場合には、昼食も用意されていた。しかも、親切であった。訪問先

の大学及び研究所の担当者の方々に厚く御礼を申し上げたい。     
以下、訪問の順序に従って報告を記すが、最後にフライブルグで宿泊した環境配慮型

のホテルである Hotel Victoria の様子を付加する。各訪問先の執筆者の氏名は、文末に記

している。（佐竹正夫） 
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[1] The School of Environmental Sciences, Faculty of Science, University of East Anglia
（イースト・アングリア大学環境科学研究科） 

                                            

訪問日： 2005 年 3 月 14 日（月） 
時間：   9:30 – 17:15 
応対者： Prof. Chris Vincent, Head of the School,  

Prof. of Physical Oceanography and Meteorology  
        Dr. Robin Haynes, Reader in Environmental Sciences  
        Dr. Alan Bond, Senior Lecturer in Environmental Management  
        Prof. Kerry Tuner, CSERGE Director 
        Dr. Keith Tobey, Energy Science Director, CRed 
    Prof. Peter Brimblecombe, Professor of Atmospheric Chemistry 
住所： Norwich, England NR4 7TJ UK 
Web. http://www.uea.ac.uk/env/ 
 
これらの人々以外に 学内の WeatherQuest Ltd で
天気予報士として有名な Jim Bacon 所長から説明

を受けたり、地図を利用した学部の実習授業を覗

いたりした。昼休みには小会議室で昼食（サンド

イッチ、コーヒー）をご馳走になりながら、そこ

に呼ばれた修士課程に在学中の日本人学生 3 名と

懇談した。また、Faculty of Science の Dean であ

る Andrew Thomson 教授にも紹介を受けた。 
村岡、村田、谷口、Bacon 所長、一人おいて佐竹、井奥 

 
１．はじめに 
 最初の訪問先であるイースト・アングリア大学（以下ＵＥＡと呼ぶ）の環境科学研究

科（以下ＥＮＶと呼ぶ）は自然科学と社会科学とが融合した研究と教育を早い時期（1967
年に設立）から行っていると聞いていたが、期待に違わず優れた研究と教育を行ってい

ると感じた。科長（Head of School）のヴィンセント教授から、終日、懇切丁寧に対応し

て貰った。あらかじめ渡されたスケジュールにしたがって学内の施設や実験室を訪問し

て見学をし、セミナー室でスタッフによる学部及び大学院教育、社会科学の位置づけや

評価と予算などについて説明を聞き質疑応答を行った。 
 
２．大学の概要  
ＵＥＡは、ロンドンから北東へ 200km ほど行ったノーリッジ市(Norwich)にある大学で、

1963 年に設立された。学生数は全部で約 13000 人、そのうち大学院生は約 3300 人であ

る。留学生は 100 カ国以上の国から 1500 人ほど来ている。教職員は全部で 2100 名、う
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ちフルタイムが 1500 人である。アカデミックスタッフは 467 名、研究員は 352 名を数

える。四つの学部(ファカルティ)があり、２３の学科（Department）を擁している。ファ

カルティには理学、人文、芸術、専門職（教育、医学、法など）がある。大学のモット

ーは、「違うことをやれ Do Different」で、学際的な研究と教育に特徴がある。 
 

３．環境科学研究科の概要 
 ＥＮＶは、生物（Biological Sciences）、化学・薬学（Chemical and Pharmacy）、数学

（Mathematics）、開発学（Development Studies）と並んで、理学部（Faculty of Sciences）
の中にある。1967 年に設立され、学部と大学院を有し、スタッフは約 60 名（教育だけ

のスタッフが 2 名いる）。契約（3 年間）による研究員が 145 人。支援スタッフが 50 名

弱。学部学生は一学年 130 人。ＰｈＤ学生は 120 人（うち留学生は 50 人）。教育質評価

（teaching quality assessment）において優秀（excellent）の評価を受けている。教員一人

当たりの学生数が７人と少ない（ＵＫ平均は 14 人）。研究組織としても英国政府の評価

機関から 最高の５*を得ており、環境では英国のトップ３に入ると評価されている。

研究費は年間 1500 万ポンドで、研究評議会や政府

或いは産業界から得ている。研究組織として、気

候研究ユニット、地球環境への社会経済研究セン

ター、気候変化に対するティンダール研究所、環

境リスクセンター、リスクと決定の経済行動分析

センター（以上の 5 つの研究組織は、2003 年にズ

ッカーマン環境研究所のもとに入った。）この他、

海洋・大気化学研究所、生態学・進化および保全

センターがある。 
 
４．学部教育 
（１）コース 
在学が 3 年と 4 年のプログラムがあり、専攻としては現在のところ四つの専攻がある。

3 年と 4 年の違いは、後者の場合は外国に 1 年間留学するか又は産業で 1 年間研修する

ことが加わることである。プログラム、専攻ごとに 2003／2004 年の学生数の内訳は下

表のようになる。 
        3 年プログラム               4 年プログラム 

北米  欧州 オーストラレーシア    産業     合計 

環境科学          165           34     14         15              13         241 

環境地球科学           29            6       0          0               2         37

地球物理学             12            2       1          0               1         16

気象学及び海洋学       12            5       0          2               2         21 

 合計        218           47      15         17             18        315 
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これらのコース以外に、環境地理及び国際開発（Environmental Geography and 
International Development）が始まり、生物学科と共同の「生態学」などがある。しかし、

全体の 77%の学生は「環境科学」専攻に所属しているので、以下は主に環境科学のケー

スを見ることにする。 
（２）授業 
授業は講義（基礎と選択科目）によるだけでなく、野外調査や演習がありその比率は

30%にも上る。最終学年になると個別のテーマを研究する。次に環境科学コースの授業

科目と学生の研究分野と論文題目を記載する。自然科学と社会科学の科目が開講されて

おり、学生の研究テーマも自然科学的なものと社会科学的なものと両方あることが分か

る。4 年プログラムを選択する学生は、ＵＥＡでの 3 年間に加えて、1 年間の留学又は

産業での研修を行うのである。留学先は北米、オーストラレーシア、欧州の交換協定を

締結している大学で、欧州を除いて、ＵＥＡの

授業料は半額免除、外国の大学は全学免除とな

る。欧州の場合には授業料は免除である。産業

としては、ノーリッジユニオン、環境省、ダー

ウィン生態医学センター、ウエザークエスト、

天気予報、東イングランドエネルギーグループ

などがある。また、低学年の授業では、単なる

基礎科目だけでなく論文の読み方やディベー

トなど研究方法のスキルアップを目指す授業

も数多くあったのが印象的だった。                    地図を用い

環境科学コースの授

た演習 
業科目 

              選択   

h）、  地球表面過程 

   

ク                                            

  2－4

学プロジェクト            生態学、 地球 

ギー 

      

1 年生  基礎科目     

環境科学入門                地球（solid eart

環境科学のための統計学             大気と海洋、    環境化学 

環境科学のためのコンピュータ入門        環境生物、    環境と社会 

環境研究デザイン               基礎化学、   基礎環境物理 

数学、                   数学（中級）、  地図（Mapping）

エッセイ  

フィールドワー

年生 

    環境科

    研究技術                  社会科学、 エネル

    地球環境変動                ウェットアンドウィンディ 

                          環境化学及び土壌      
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（３）野外活動（フィールドワーク） 
 教育の中で野外活動が重視されている。全 1 年生は Devon で 1 週間の野外活動を義務

付けられるが、2,3 年になると専門分野に応じた野外活動を英国全土で、また社会科学

の場合は東アフリカに行く。 
（４）卒業後の進路 
卒業後の学生の進路は、過去 15 年間の調査では、就職（58%）、大学院へ進学（20%）、

失業中（8%）、求職中（5%）となっている。就職した学生のうち 75%が環境に関連した

職業についており、残りは一般的な職業である。 
 環境科学コース学生の研究分野と論文題目 
研究分野  自然災害、エネルギー、汚染、環境管理、気候、大気と海洋、地球、 

環境経済、健康と環境、生態学 

 論文題目  Magma mixing: a trigger of the Minoan eruption,  

Rainfall induced volcanic activity at Montserrat 

          An Investigation into the melting rates of icebergs 

          Mid holocene palaeoclimatic reconstruction in South America 

          Forest clearance by Agriculturalists in the Congo 

          Habitat preferences of bats foraging along rivers 

          Understanding of Sea-Level Rise in Vulnerable Communities 

          Determinants of risk perception of planned waste incineration facility 
 

５．大学院教育 
（１）大学院プログラム 

2003／2004 年には２２２人の大学院生が在籍している。その中の 1／3 が留学生であ

る。大学院には、教育（Taught）プログラムと研究プログラムがあり、教育プログラム

には次のコースがある。 
  ＭＳｃ： 1 年間（パートタイム 2 年間）の講義主体（2/3）のプログラム 

環境科学におけるＭＲｅｓ：より高度な技術の習得を教育するプログラム 
ディプロマ（環境科学） 

他方、研究プログラムには、次がある。 
ＰｈＤ  3 年間（パートタイムは 6 年間） 
ＭＰｈｉｌ 2 年間（パートタイムは 4 年間） 

 2003/2004 年に教育プログラムに所属している学生は 65 名（約 30%）で、研究プログ

ラムは 157 名である。 
（２）入学条件  
学部（4 年間）のよい成績（2(i)かそれ以上）が基本的に要求される。仕事の経験、個

人調書、推薦状、成績表なども考慮される。 
（３）教育プログラム（9 月から翌年 8 月までの 46 週。2/3 は講義） 
ＭＳｃのプログラムには、 
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環境科学（Environmental Sciences） 
気候変動（Climate Change） 
大気科学（Atmospheric Sciences） 
環境影響評価、会計管理システム（Environmental Impact Assessment, Auditing and 

Management Systems） 
がある。1 年間で、180 単位を取得しなければならず、このうち 100 単位が講義、残り

の 80 単位が論文に充てられる。講義は必修が 50 単位、選択必修が 50 単位。授業科目

の例と研究分野は以下の通りである。 
例 ＭＳｃ「環境科学」の授業科目 

廃棄物管理（10 単位）／ＧＩＳ（地理情報システム）の実際的な利用法（20 単位） 

研究のための統計（10 単位） ／ リスク評価と管理（20 単位） 

ＥＩＡ（環境影響評価）入門（10 単位） ／ 環境影響評価（10 単位） 

環境経済学入門（20 単位） ／ 生態経済学（20 単位） 

気候システム（20 単位） ／ 地球温暖化Ｉ（基礎科学）（10 単位） 

地球温暖化ＩＩ（政策）（10 単位） ／ 地下水汚染とモデル化（10 単位） 

地球物理モデル（20 単位） ／ 水及び水文門地質学（20 単位） 

水及び水文地質学ＩＩ（20 単位） ／ 気象及び気候学（10 単位） 

研究手法（10 単位） ／ 論文（80 単位） 
（４）研究プログラム 
 研究プログラムを受ける学生は、最初はＭＰｈｉｌに入学し 1 年後にＰｈＤにうつる。

最初の年には、下記のような研究技法の訓練を受ける。 
チームワーク、刊行物から情報を得る方法、プロジェクト管理、科学論文の書き方、口頭

発表の仕方、ポスターの準備、ウェブサイトの準備指導、論文の発表の仕方、自己主張 

各学生には、指導教員(supervisor)がつき、個人的な指導を受ける。さらに二人のそれ以

上の指導教員がつくことがある。彼らは特別な技術の手伝いを行う。指導者と学生は少

なくとも 1 セメスターに一度は会わなければならない。（3 週間おきに指導教員と学生は

それぞれ進捗状況の報告を行わなければならない） 
 研究指導できる分野 

農業開発政策、水生態学、環境リスク評価、大気化学、流域分析、海岸・河口過程、 

土地汚染、生態学、エコシステムと田園管理、エネルギー研究と政策、環境経済学 、 

環境影響評価、環境管理と政策、環境微生物学、環境汚染、地質学、地形学、地球物理、

地球化学、健康と疫学、人文地理、水文学及び水文地質学、風景生態学、海洋天然水化

学、海洋生態学・環境汚染、気候学気象学、物理海洋学、汚染、Quaternary Studies, リ

サイクルと廃棄物管理、遠隔地センシングとＧＩＳ、資源・農業森林経済学、危険と危

険管理、農村・都市計画、堆積学、土壌メカニックス、土壌科学、持続可能な成長、構

造地質学と沈殿、火山学 
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（５）教育評価 
 最近の高等教育基金審議会（Higher Education Funding Council for England, HEFCE）に

よる教育評価では、最高の Excellent を獲得している。（ＵＥＡの多くの学科は excellent 
である。） Vincent 科長にその理由を聞いたところ、よい研究者が教育していることが最

大のポイントだとのことだった。Haynes 教授も「よい研究者はたいていの場合よい教育

者になれる」と言っており、最先端のすばらしい研究にふれる機会があることがかなり

重要と考えているようだった。また、昼食時に話した日本人学生も「教育に不熱心な教

員はいない」と言っており、学生側も積極的に参加する点が日本との大きな違いだと話

していた。 

左：Vincent 科長、右：Bond 博士         Haynes 博士 

 
６．研究 
 現在 196 人の常勤スタッフと研究員を擁し、35 人の客員研究員がおり、153 人のＰｈ

Ｄ学生を抱えている。八つの研究施設と二つの企業、そして Club という名称の社会的

なプログラムを四つ立ち上げている。2003 年に五つの研究センターはズッカーマン研究

所として統合された。 
（１）ズッカーマン研究所（Zuckerman Institute for Connective Environmental Research） 
気候研究ユニット(Climate Research Unit, CRU)：1972 年に設立。20 人のスタッフ。気候

変動とその影響に関する研究を 30 年間リードしてきた。地球温暖化

に用いられる地球の平均気温の記録や気候変動のモデルを開発。

www.cru.uea.ac.uk 
地球環境に関する社会経済研究センター(Centre for Social and Economic Research on the 

Global Environment, CSERGE)：地球環境変動（気候変動とその影響、

生物多様性の消失、環境変化に対応する制度的な適応）の原因と結果

と 意 味 を 研 究 す る 学 際 的 な 研 究 を 行 っ て い る 。

www.uea.ac.uk/env/cserge 
気候変動に関するティンダール・センターの本部(Tyndall Centre for Climate Change 

Research)：2000 年に設立。英国の三つの研究評議会と政府の貿易産業
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省から資金提供を受けている。科学者、経済学者、エンジニア、社会

学者が協力して気候変動に対する維持可能な対応を開発している。研

究者だけでなく産業界や政策担当者、メディアや一般の人々も開かれ

ている。 
環境リスクセンター（Centre for Environmental Risk, CER）：1986 年に設立。環境と健康

リスクの評価、管理及び社会的な影響を学際的に調査することが目的。

科学的な危険評価と危険政策及びコミュニケーションや人々の認識、

免疫学、地理的なん情報システムの開発などの面でＵｋの研究をリー

ドしてきた。  
危険と決定に関する行動分析センター（Centre for Behavioral Analysis of Risk and Decision, 

CBARD）： 2001 年に設立。環境、健康及び安全に関する人間の選好

と決定に関する研究を行う。 
（２）他の研究所 
生態学・進化及び保全センター（Centre for Ecology, Evolution and Conservation, CEEC）：

生態学学科と共同で運営されており、20 名以上のファカルティと 70
名の研究員とＰｈＤ学生から構成される。学部（生態学）、ＭＳｃ（応

用生態学と保全）、ディプロマ（保全とプロジェクト管理）と大学院

教育を行っている。 
地球海洋及び大気化学研究所（Laboratory for Global Marine and Atmospheric Chemistry, 

LGMAC）： 
環境評価と管理の学際研究（Interdisciplinary Research in Environmental Assessment and 

Management） 
（３）企業 
ウエザークエスト（WeatherQuest）：2001 年にノーリッジ天気センター気象事務所の閉鎖

に伴って設立。大学は間接的に出資を行い本部は環境学科の中にある。

地域の天気予報や気象情報を顧客に提供するのが業務である。顧客に

は農家や企業或いはＢＢＣなどの放送局がある。学生に職業の場を提

供するとともに学科から研究上の知見を貰うとともに研究のための

データを提供して、相互に便益を得ている。スタッフは Jim Bacon 以

下わずか 3-4 人で、気象データと予報のための地域気象モデルは UK 
Met. Office(イギリス気象局)のものを使用している。顧客からの契約収

入で黒字であり、利益の一部は学部に還元されている。 
リニュウアブル・イースト（Renewables East） 
（４）社会的活動 
地域炭素削減計画（CRed－Community Carbon Reduction Programme）：2050 年までに CO2

を60%削減する政府の計画に基づいて地域でこれを実現するために策

定された。本部を学科に置き(スタッフはサポートスタッフを含めて 8
人)、地域の 1000 以上の組織（企業、学校、役所など）と個人が参加
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している。各主体がそれぞれの仕方でＣＯ2 削減を行うと同時にバイ

オディーゼルやヒートポンプ、太陽パネルを設置するプロジェクトを

起こしたりしている。市民への教育も行っている。 
イースト・アングリアビジネス環境クラブ（East Anglia Business Environment Club） 
環境管理システムクラブ（Environmental Management Systems Club） 
学校エネルギークラブ（Schools’ Energy Club） 
（５）研究者の専門分野 
 69 名の研究者の専門分野を社会科学と自然科学に分けると、次のような分野になる。

右の数字はそれぞれの研究を行っている研究者の数である。（ただし、1 人で複数の分野

の研究を行っている人がいるために全体の数は膨らむ。） 
 
社会科学 環境・生態経済学(Environmental and ecological economics)           7 

地理情報システム(Geographical Information Systems)            3 

医療地理+健康サービス(Medical geography+health services research) 7 

政策形成と意思決定(Policy formulation and decision making)         9 

リスク分析と認識(Risk analysis and perception)                     9 

社会及び環境の影響(Social and environmental impact)               11 

                               小計                                        46 

自然科学 大気化学(Atmospheric chemistry)                                  11 

   生物学(Biology)                                                    5 

気候(Climate)                                                     23 

     地球科学(Earth science)  地質被害(Geological hazards)            3 

    地球物理+構造地質学(Geophysics +tectonics)                         4 

  旧環境(Palaeoenvironments)                                         4 

     生態学(Ecology)                                                    6 

     地球化学(Geochemistry)                                            10 

     水文学+水文地質学(Hydrology+hydrogeology)                          2 

     気象学(Meteorology)                                                4 

     海洋学(Oceanography)                                               5 

     土壌科学(Soil science)                                             2 

小計                       79 

計                    125 

 
以上のように分類すると、全体の研究の中で社会科学の割合は、36.8%となる。社会

科学者の専門は、①経済学（伝統的な経済学と生態経済学）②人文地理学（数量地理学）

や政治学 ③免疫学、心理学、統計学（健康と環境危険に関する評価）④行動心理学（危

険管理や環境影響評価）などに分れ、一つのプロジェクトに経済学、エネルギー、社会

学の専門家が加わって討論している。 
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（６）研究費、研究成果及び評価 
 研究費は個人の研究プロジェクトへの研究費とプロジェクトへの研究費があり、資金

源はイギリスの七つの研究評議会の研究費と共同社会資本基金（Joint Infrastructure Fund, 
JIF）と科学研究投資基金（Science Research Investment Fund, SRIF）がある。前者は、自

然環境研究審議会（Natural Environment Research Council, NERC）からがもっとも多く、

これらが研究費の 40％を占める。次がＥＵからの競争的資金が 30％である。これ以外

には、産業界や慈善やロイヤルソサエティなどがある。ＪＩＦやＳＲＩＦは大型プロジ

ェクトへの研究費に当てられる。 
 個人への研究費の総額は 1999/2000 年の 189 万ポンドから 2003/2004 年の 481 万ポン

ドに増加しているが、2001 年にはズッカーマン研究所は 661 万ポンドのＪＩＦを獲得す

るなど大型のプロジェクトへの予算獲得も毎年のようにある。 
 過去 3 年間の国際的に評価の高い雑誌への発表論文数は年平均で 126 編ある。それ以

外に内外機関への報告書や著作などは 2004 年に 352 編ある。 
 このように高い研究費獲得状況と研究成果は、学科の高い評価を反映している。英国

の高等教育基金審議会が行っている 2001 年の研究評価システム（Research Assessment 
Exercise, RAE）において、環境科学科は最高の 5＊を獲得した＊。（RAE の評価段階は、

1,2,3a,3b,4,5,5*の 7 段階であり、最初の 2 段階になると研究費がもらえない。） 
 なお、Peter Brimblecombe 教授によれば、費

るそうである。つまり、各機関はそれぞれの

スタッフが教育・研究・その他の活動にどれ

だけの費用をかけているかを報告しなければ

ならない。総費用としては、直接経費、直接

的に配分されるもの、経常経費（estates costs）、
間接費用（Central support services, e.g. Finance, 
Personnel）がある。ただし、これまでの研究

審議会から得ていた資金は、full economic cost 
の 80%と設定されるために資金が減ることは

ない。（佐竹正夫）          右か

 

用算定の方式が Full Cost Principle に変わ

ら Tobey 博士、Vincent 科長、Turner 教授 

 2001 年のＲＡＥの環境分野で、ＵＥＡと同じように 5＊を獲得したのは、University of 

 
参考資料〕 

度教務委員会ワーキンググループ（国内外の関連教育機関における教育

te Brochure. 

k/env 

＊

Reading だけである。参照：http://www.hero.ac.uk/rae/Results/ 

〔

平成 15、16 年

の現状）の資料 
ENV, Undergradua
ENV, Report 2005. 
http://www.uea.ac.u

 
  
10   

 
 

 



[2] Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 
(Fraunhofer ISE：フラウンホファー太陽エネルギーシステム研究所) 

 
 

訪問日：2005 年 3 月 16 日（水） 
時 間：13：00－15：00 
対応者：Karin Schneider M. A.,  

Head of Press and Public Relations 
E-mail:karin.schneider@ise.fraunhofer.de 

        Dr. Volker Wittwer,  
Deputy Director 
Department Head, Department of Thermal 

and Optical Systems 
住 所：Heidenhofstrasse 2, 

79110 Freiburg, Germany 
 http//www.ise.fraunhofer.de 

Phone：+49-761-4588-5147 
Fax.：+49-761-4588-9342 
 
 
１．はじめに 

Fraunhofer-Institut（フラウンホファー研究所）全体の概要については、Fraunhofer ICT の
項にあるので省略。 
 
２．Fraunhofer ISE 

Fraunhofer ISE は、1981 年に設立されたヨーロ

ッパ最大の太陽エネルギー研究所である。スタッ

フの総数は 170 名で、そのうち研究者は 113 名、

技術者が 30 名である。年間の研究資金は約 340
億円で、その 33%は企業から、27%は政府から、

14%は EU からで、ベーシックな研究費は 18%で

ある。 
Schneider 氏と Wittwer 博士   

３．研究について 
研究所の組織としては Electrical Energy Systems, Energy Technology, Solar Cells - 

Materials and Technology, Thermal and Optical Systems の 4 つの部局があるが、以下の 5 つ

のテーマに沿った研究が行われている。また、このほかにこの 5 つのどれにも当てはま

らない新しい技術を開発している部門や、新製品の性能試験などを行う部門などもある。 
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１）Buildings and Technical Building Services 
建物のコンセプトから各要素技術まで、省エネでかつ快適な建物を研究している。

ここでは単にソーラーパネルや断熱素材の使用に留まらず、採光や換気・蓄熱など、

自然エネルギーを可能な限り利用して電力や熱の消費を押さえたうえでソーラーパ

るシステムなどを紹介された。通常のビルで排出さ

に使われているそうで、古いビルでは 200 kWh/m2/year以上、

ここで研究している

パッシブ 程度で済む。この研究所の建物自体がそ

の成果を ビルより 40%少ないエネルギーで済む

）Solar Cells 
単結晶・多結晶のシリコンソーラーセルの性能向上の他、

ル（実物を見たが簡単に反るので曲面にも張り付け可能！）

達成したとのことであっ

た。また、有機ソーラーセルについては後日フ

共同開発中の実物を見学し

-Grid Power Supplies 
ソーラーセ を組み合わせたシステムやそれに用

開発を行っている。系統電力の得られない山間部などの利用を考え

ネルやヒートポンプを組み合わせ

れるCO2の 40%は冷暖房

新しいビルで 75 kWh/m2/year 以上のエネルギーを必要とするが、

ソーラーハウスなら 20 kWh/m2/year
ふんだんに盛り込んであったが、他の

ということであった。 

２

厚さ 50μm 以下という薄

や色素ソー膜ソーラーセ

ラーセル、有機ソーラーセルの開発や製作技術向上を行っている。多結晶ソーラーセ

ルで 20.3%の効率を

ライブルグ大学で

たのでそちらの報告も参照されたい。所内見学

時にタンデムセルモジュールという、太陽光を

レンズで集光し高効率の小型セルで発電する

ユニットを見せてもらったが、これは高価なソ

ーラーセルの効率的な利用法として興味深か

った。 
３）Off

ルの他に風力発電や燃料電池など

いるバッテリーの

ており、実際にモロッコで飲料水ポンプシステムを運用したり、アルゼンチンでソー

ラー住宅を試したりしている。また、こういった地域での飲料水確保のためのソーラ

ー水浄化システムの開発も重視しているようだった。 
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４）Grid-Connected Renewable Power Generation 
ここでは、系統電力とのやりとりのためのインバータや電気回路の開発やシステム

の

５

 
４

はないが、200 人以上の学生が大学等から来て研究やインタ

ーンシップを行っている。PhD は 50 人。また、研究スタッフもドイツ中のさまざまな

大学で教えている。実際に３の２）で触れたように、有機ソーラーセルの開発ではフラ

イブルグ大との共同開発の例を見ることができた。また、屋上で見学したソーラーパネ

ルのテストなどでは学生が作業をしていた。 
 
５．おわりに 

2001 年に建てられた研究所のビル自体が研究

成果をフルに生かした見本のようになっており、

非常に興味深かった。所内の見学でもそれを現

らうため、非常にわかりやすか

った

け

ラ

廊

や

た

は

マネージメントの最適化、またシステムのモニタリングや制御の技術向上を行って

いる。 
）Hydrogen Technology 
燃料電池や水素発生装置の開発を行っている。実際に 200 W クラスの小型燃料電池

を開発してテレビカメラに搭載したり、-40℃～-100℃でも使用可能な燃料電池を開発

したりしている。 

．教育について 
研究所なので教育機関で

場で説明しても

。例えば、入り口ホールは３階まで吹き抜

になっていてその屋根はソーラーパネルとガ

ス張りで採光と発電をしていたり、各部屋や

下の壁の天井付近はやはりガラス張りで採光

換気ができるようになっていたりし、訪問し

日は晴天だったこともあり日中は照明や暖房

不要のようであった。（村田功） 
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[3
究所) 

訪

時 ：30－13：30 
irth, Director Environmental Engineering (Umweltengineering) 

] Fraunhofer-Institut fur Chemische Technologie  
(Fraunhofer ICT：フラウンホファー化学技術研

 
問日：2005 年 3 月 17 日（木） 
 間：9

応対者：Prof. Dr. Thomas H
E-mail; thomas.hirth@ict.fraunhofer.de, http//www.ict.fraunhofer.de 

      Dr. Ulrich Fehrenbacher, Diplom-Chemiker 
      Jorg M. Woid
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  asky, Diplom-Ing. 
       Rainer Schweppe, Diplom-Chemiker（以上 4 名、所属は環境工学） 

rrisius (TheoPrax 財団) 
住

of. Dr. Thomas Hirth（左から二人目） 

（１）はじめに 
Fraunhofer-Institut（フラウンホファー研究所）は、1949 年に設立された欧州でも有数

の応用研究機関である。約 10,000 人の所員を抱え、基礎研究を主体とするマックスプラ

ンク研究所と対を成す研究所といわれている。ドイツ国内外に研究所等を構え、58 の研

究所を有する。産業界や政府のための研究に従事する科学者および技術者が環境関連や

IT 関連など多様な分野での研究に従事している。Fraunhofer-Institut 全体では、世界の実

用的特許数約 500 件で世界第 21 位（2003 年、日本最高は本田技研の 22 位）に位置して

いる。 
 

 
  Martina Pa
 所：Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7  D-76327 Pfinztal (Berghausen) 

Phone：+49-721-4640-130 or -0 
Fax.：+49-721-4640-237 or -111 
 

  Fraunhofer ICT 正面玄関にて      Pr
 

 

１．研究所の概要 



（２）Fraunhofer ICT 
58 の研究所のひとつである Fraunhofer ICT（フラウンホファー化学技術研究所）は、

Karlsruhe 駅からタクシーで約 20 分（大型タクシー約€25）の距離にある世界屈指の研究

の研究資金約 50 億円、11 万 m2 の敷地を有する。 
r. Thomas Hirth をはじめ数名の研究者は、国際会議等のため何

仲

道 教授（水熱）と交友関係にあり、私に対しても論文等で知っていると言われた。 
ティックに配置されており、丁寧に

影は、すべて禁止された。限られた訪問時間で

備していた

き、食 した。 

Fraunhofer ICT には、研究開発に関する 5 部局がある。 
①Energetic Materials（エネルギーをもつ材料）： 

軍および民間用の推進技術、爆発物、銃の展開と評価に重点を置いている。高機能、

低感度、弱点を持つなどといった性質をいかにして生産品に付与するかを目的とし、

化学合成、化学分析、生産品の利用、そして環境にやさしい処分までを検討している。 
②Energetic Systems（エネルギーをもつシステム）： 

軍および民間用のために、エネルギーと反応性をもつ物質に関与し、好適な実験室、

パイロットプラント、野外実験エリア、理論モデルを利用できる。ロケット推進、銃

推進、爆発、自動車の安全のためのシステムなどを検討している。 
③Applied Electrochemistry（応用電気化学）： 

バッテリー、燃料電池、センサー、触媒の開発を民間および軍用に行っている。高

どの開発と応用を現在のテーマとして検討している。バッテリーをはじめとする代表

的な展示品の説明を受けた。 
g（高分子工学）： 

等を分散したプラスチック基複合材料、プラスチックの成形工学、製

製、水熱法によるリグニンの抽出、抽出物からの環境にやさしいプラスチック

開発等の説明を受け、実験スペースを見学することができた。 

所である。従業員 350 名以上、年間

対応してくれた Prof. D
度も来日しているとのことであった。東北大学では、新井邦夫 教授（超臨界）、山崎

研究所内の案内では、応対する研究者がシステマ

説明がなされた。しかし、研究所内の撮

あったため、所内で昼食（ドイツ風サンドイッチ、ケーキ、コーヒー）を準

だ 事を取りながら質疑応答を繰り返

 
２．研究／教育の概要 

（１）研究について 

分子リチウム電池、高分子電解質膜、化学物質を ppt レベルまで検知するセンサーな

④Polymer Engineerin
ガラス長繊維

造および改質への電磁波やプラズマ工学の応用、インテグレートプロセスの開発など

を行っている。FRP、多孔質高強度ポリプロピレン等の製造について説明を受け、実

験スペースを見学することができた。 
⑤Environmental Engineering（環境工学）： 

超臨界溶媒を用いたリサイクル技術、環境調和素材の合成、新しいプロセスの開発、

一般および農業廃棄物の資源化に取り組んでいる。セラミックスの低エネルギー低コ

スト作

の
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（２）教育について 
Fraunhofer ICT は、研究機関であるため、教育を直接的に行う部局はない。しかし、

TheoPrax 財団および財団による教育プロジェクトの中心が Fraunhofer ICT に置かれてい

る。この財団により、1996 年以来、高校までの学校、大学、企業間のネットワーク化が

進

３

、ドイツに分があるように感じた。

イツ社会における Fraunhofer 研究所の存在意義を強く感じた。 
国の科学技術の層の厚さに、あらためて驚かされた。例えば、

。Fraunhofer 研究所と Max-Planck 研究所の研究者数を合わせると、

約 所の研究者人口の約 7 倍（人

化・理科離れが叫ばれる中、我が国の

将来

 
４

は東北大学として、パートナーシ

ップ

の

められ、理論的な知識、組織的な作業、問題解決能力や創造性を育てる教育がなされ

ている。ドイツ国内のみならず、国外へもプロジェクトの範囲は拡大している。 
 
．印象に残ったこと、感想など 

研究のレベルの高さ、応用展開を具体的に実現していること、研究所員の紳士的な態

度に感銘を受けた。環境工学の研究においては、おそらく日本の研究と互角のレベルの

高さと思うが、社会において具体化している程度は

ド

また、ドイツ連邦共和

科学技術者人口である

22,000 人である。この数値は、我が国の産業技術総合研究

口比率で比べると 10 倍以上）に相当する。少子

を不安に思う。 

．結語 

Fraunhofer ICT は、環境科学研究科として、あるい

を結びたい研究所である。若手研究者や大学院生の派遣を戦略的に行うための制度

確立を期待する。（井奥洪二） 
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[4] University of Karlsruhe（カールスルーエ大学） 

 

    Institute of Aquatic Environmental Engineering のスタッフと学生 

１

してくれた。 
 

のうち留学生は約 20%
3600 人。ＰｈＤは大体 4~5 年かかる。教

0 人で、教授は 271 名。予算は 2
億

数学（Mathematics） 

物理学（Physics） 

建築（Architecture） 

化学・生命科学（Chemistry and Life Science） 

人文・社会学（Humanities and Sociology） 

土木工学・地球環境科学（Civil Engineering-, Geo- and Environmental Sciences） 

機械工学（Mechanical Engineering） 

化学工学（Chemical Engineering） 

電気工学・情報科学 Electric Engineering and Information Science 

コンピュータ・サイエンス（Computer Science） 

経済経営工学（Economics and Business Engineering） 
 
２．工業生産研究所（ Institute for Industrial Production IIP）と独仏環境研究所

（French-German Institute for Environmental Research, DFIU）の環境研究への共同プロジェ

クトの紹介（Dr. Ute Karl） 
ＩＩＰは 1982 年、 ＤＦＩＵは 1991 年に設立された。前者は、工業生産に関する研

訪問日： 3 月 17 日（木） 
時間：  14:00 – 17:00 
応対者  Mr. Achim Niessen, Director of International Office 
          Dr. Ute Karl, French－German Institute for Environmental Research 
 

 
．大学の概要 

 「はじめに」でも記したが、カールスルーエ大学はほとんど飛込みで訪問をしたよう

な形であったが、International Office の Director の Nissen 氏は大学概要の説明から、構

内の案内、そして水圏環境研究所への紹介まで最後まで親切に対応

カールスルーエ大学はパリのエコール・ポリテクニクをモデルにして１８２５年に創

設された。土木と建築が中心のドイツではもっとも古い工科大学であるが、現在は総合

大学である。この大学はヘルツやハーバーのような偉大な科学者やベンツなどの技術者

を輩出していることでも知られている。現在、学部は１１＊、100 以上の研究所がある。

学生は 17,000 人。そ

の

職員は 500
４０００万ユーロであり、そのうちの 1/3

は外の資金である。 
＊ 学部には次がある。 
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究を行っている。（例えば、生産方法、汚染除去、環境配慮型生産方法、エネルギー、

的資源管理など）。他方、ＤＦＩＵは、フランスとの共同の研究所で、環境政策や環

国際組織との共同研究などが任務である。廃棄物管理、環

染削減戦略などを研究。 
は産業、工学、化学、土木、

、政府や企業

ている。研究

容としては、エネルギー・システム、建築

、技術評価とリスク管理、

E

から、研究所では、社会工学、

タ科学の研究者達が

育の目指す方向と

る 排水の処理と廃棄、

棄 （４）土壌の保全、が課題である。 
20 名の研究者と 10 名の研究技術

員が配置されている。研究室見学では、次のような試験が行われていた。 
１

小さなセラミックスボール（多孔質だが水の

作する方法を開発しており、その材料は建材と

２ る水膜への酸素供給と好気性バク

素溶解の数値シミュレー

ションを行っていた。 

人

境問題への科学情報の提供、

境統合型の生産計画、汚

ＤＦＩＵの研究員のカール氏によれば、このプロジェクト

コンピュータ・サイエンスなどの技術者（含むＰｈＤ学生）を 40 名雇い

或いはＥＵやＯＥＣＤなどからの委託を受けて、環境に関する研究を行っ

内

産業の廃棄物管理

汚染削減とエネルギーフロー、環境統合型の

生産管理などがある。共同プロジェクトでは、

環境問題は、物質・技術・経済を含み、環境

政策＝化学物質政策＋技術政策であり、解決

は物質・エネルギー収支が必要である。具体

的なプロジェクトには、廃棄物から自由な鉄

鋼生産や建物破壊に伴う環境負荷、或いは欧

州の二酸化炭素の排出権取引などがある。

（佐竹正夫）              

 
３．水圏環境工学研究所（Institute of Aquatic 
水圏環境工学に関する問題の複雑さは増加

っている。この観点

   左から Niessen 氏、Karl 博士 

nvironmental Engineering） 
しており、多角的なアプローチが必要とな

化学工学、機械工学、化学、生物学、

一緒に研究を行っている。 
して、地表水、地下水、土壌の保全をあげ

（２）スラッジ（固体の廃棄物）の処理と廃

地球環境学、コンピュー

水圏環境工学の研究と教

ことができる。（１）

、（３）水の汚染の制御、

水資源研究部門には 3 つのセクションがあり、合計

．POROSUR の製造試験：有機物の混ざったスラッジを球形ペレット化し、1100℃で

焼結することによって、水よりも比重の

浸透しない低密度ブロック材料）を製

して利用されている。 

．回転円板浸漬法による水浄化試験：円板に付着す

テリアによる水浄化との関係を調べるために小型実験と酸

３．土壌粒子による環境負荷物質の吸着試験：粒子を充填したカラムに汚染水を流し、

汚染成分の吸着除去プロセスを調べていた。（井奥洪二、谷口尚司） 
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[5

時

lty of Forest and Environmental Sciences 
者 
科）） 

f Physical Geography 
f Physical Geography 

科）） 
logy 
プロセス研究センター） 
 for Materials Process Research 

hone: +49-761-203-3625 

 

で

と

い

ト

部の下の３研究所（学科）と１センターを１日で 

願

ご 部の低学年が対象の補習プロ

ご

] Faculty of Forest and Environmental Sciences,  
Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany 

（フライブルク大学 森林及び環境科学部） 

 

訪問日：2005 年 3 月 18 日（金） 
 間：9:30-17:00 

対応者： 
①Institute for Soil Science（土壌学研究所（学科）） 

Prof. Dr. Ernst Hildebrand, Dean of the Facu
Mr.Maik Scheurer, e-Learning system の開発

②Institute for Geography（地理学研究所（学

   Prof. Dr. Rudiger Glaser, Head of Department o
    Dr. Helmut Saurer, Lecturer of Department o
  Mr. Hilke Stumpel, MSc Student 
③Institute for Hydrology（水文学研究所（学

   Dr.Jens Lange, Lecturer of Institute of Hydro
④Center for Materials Process Research（材料

   Dr. Michael Fiederle, Group Leader of Center
住所：Bertoldstrasse 17, D-79085 Freiburg, Germany 
P
Fax. : +49-761-203-3618 

１．はじめに 
 Freiburg 大学は 1457 年に設立された州立大学 
あり、15 の学部（Faculty）に約 24,000 名の学 

生と、2,800 名の教職員が所属している。大学の 
施設は Freiburg の市街に散在しており、大学の街 
呼ばれる訳がよく分かる。環境関係の教育･研 

究は森林及び環境科学部が中心となって行ってお 
り、「黒い森」の裾野にある大学の特色が現れて 
る。学部長の Hildebrand 教授にはインターネッ 
を通じて見学をお願いしただけであったが、学 

要領よく見られるようによく工夫されたスケジュールを

いした環境教育に関する情報として、インターネット

紹介していただいた。学

ツールとして今後の発展が大いに期待できると思われた

す時間が思いの他短かったために、予算や評価などの

 
  

  
 
 

 

グラムであったが、新しい教育

いて十分聞くこ

大学の街 フライブルク 

提供していただいた。事前にお

を利用した e-Learning を中心に

。また、Hildebrand 学部長と過

全般的項目につ
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とができなかった。帰国後に Institute for Physical Geography のホームページを覗くと、

私たちの訪問が写真入りでトップページに掲載されており、大変驚いた。 
 
．教育の概要（森林及び環境科学部等） 

.uni-freiburg.de/fakuni/fakultaet_en.php#top
２

（http://www.msc-forest-environment ） 
カリキュラム 

of Forest and Environmental Sciences の下には下記の研究所（Institute:学科に相

当

① S tany 
a rest and Environmental Policy、⑥Forest 

raphy、⑨Hydrology、⑩Landscape 
⑫Forest Growth。 

 

 

 学部長の Prof. Hildebrand の研究室   嬉しい歓迎の CRT 画面（Physical Geology） 

ム職員、５５０人の学部学生、６０人

だが、授業料は取られない。 
のカリキュラムは、５単位、３週間の

は合計１２５時間の講義、演習、指

メスターには１０単位、６週間のイン

位の修士研究が用意されている。修

ュラム表を示したが、１３の必修モジ

なお、すべての教育コースは英語で

いたが、徴兵制度とあいまって修了

切り替える大学が多い。 

（１）学部の構成と

 Faculty 
）がある（太字が見学先）。 

oil Science and Forest Nutrition、②Forest Utilization and Work Science、③Forest Bo
nd Tree Physiology、④Forest Economics、⑤Fo

Zoology、⑦Cultural Geography、⑧Physical Geog
Management、Meteorology、⑪Silviculture with Vegetation Science 、

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 本学部は２６人の教授陣、１３５人のフルタイ

のマスターコース学生などからなる。ドイツ共通

本年の冬学期から始まる新しいマスターコース

モジュールで構成されており、個々のモジュールに

導などが含まれ、必修と選択がある。また第２セ

ターンシップが含まれ、第４セメスターには３０単

了要件単位数は１２０単位である。表１にカリキ

ュールと１０の選択モジュールが用意されている。

行われる。なお、これまでは Diploma 制度によって

に年数がかかることから、最近マスターコース制に
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表１．マスターコースのカリキュラム（2005/06 winter semester） 表１．マスターコースのカリキュラム（2005/06 winter semester） 
4th Research and Master Thesis 30 ECTS*  
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semester 
3 rd Internship  Ecosystems Elect
semester risks  (special 

topics)  
Eco-informatics 4 

(special 

ive 3 Monitoring / Elective 

topics)  

Forest res. 
& wood 
production

2 nd 
semester 

Soil ecology 
& mgmt 

Biodiversity: 
ecolog

Population Elective 2  Case Internship 
y & & ecology study 2  

evaluation mgmt  
t Global 

change  

Forests & 

change  

Elective 1 Tree structure Satistics Case study 

CTS: European Credit Transfer System, **GIS: Geographic Information Systems 

1 s
semester environmental climate & function & GIS**  1  

 * E

ドクターコースのカリキュラムでは International PhD Program(IPP): “Forestry in 
ransition”を開講している。本プログラムでは、２名の指導教員の指導の下で博士研究

実施するとともに、研究のスキルを磨くためのセミナーやワークショップ（research 
esign; presentation techniques, scientific writing, publishing, communication skills, time 
anagement, didactics, language courses）、社会・文化プログラムなどを受講する。期間は

常３年である。 
 
２）e-Learning システム 

e-Learning System を開発・運用している。 

あ

開発され

た”WEBGEO”が、７５のモジュール構成で利用されている（全世界に無料公開、ただし

ドイツ語）。 
 本システムは、Flexibility, Interactivity, Demand on Data Transfer のいずれにおいても、

他のシステム(CD など)に勝っている。１課題はおよそ２０の画面で構成され、課題の修

了まで２～３時間を要する。開発には時間と費用がかかり、モジュール当たり６週間、

 
 
T
を

d
m
通

 

（

 Freiburg 大学では、インターネットを利用し 
た

このシステムは、学生の自習用に開発された 
もので、インタラクティブ（相互作用性）で 
るところに顕著な特徴がある。開発費がか 

さむために、現在は基礎的な科目のみに限定 
して公開している。Forest Economics では 
1998 年にマスターコースで試行を始めた。現 
在は自主制作した学部向けの２０のモジュ 
ールが６つの研究分野（Soil Science, Botany,    e-Learning の実演（Physical Geography） 

Tree Physiology, Zoology, Biometry, Silviculture） 
で公開されている。一方 Physical Geography ではドイツの８大学で
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１万ユーロ 供が難

。 
テムの評価は、２００１年からアンケートと統計調査によって継続的に実施

いる 果  

アンケート結果：  
０名 、 った な

使えな で勉強する気がし ハードが遅

い、などであった。システムに適した利用形態としては、自習の補助

程度必要であり、基礎的で大勢がアクセスするような科目でないと提

しい

 このシス

されて

 
。その主な結 は以下の通りである。

３５

インター

の利用者の内

ネットを

７０%が肯定

い、(2)スク

的であり、

リーンの前

利用しなか 者の主

ない、(3)
理由は、(1)

験準 ２番目 代替は最も少なかった。

統計調査結

０

名）、１．５時間（３００名）、３時間（１００名）であった。利用者と非利用者とで、

、効果があったとみることもできるだろう。 
似のシステムはわが国にも多くあり、帰国後にそれらを比較したが、特徴的な差異

情は分からないが、大学として e-Learning に取り組んだ例

ること、遠隔地からも利用できること、

と、などにおいて優れた教育方法と考え

ることや、大学の動向を注視することが

) 
の博物館の３階にあり、番地を頼りにオ

会いできた Hildebrand 学部長ご自身に研究

の

だいた。いかにもドイツの学者らしい

(CO2)、NO、NOx といったガス成分が深さ方向に拡散していくが、その濃

3+

 
果： 

が最も多く、試

備が 、講義の

 １回の接続についての学習継続時間は、３０分以内（１７００名）、１時間（５０

試験合格率に差がなかったことは注目される。 
 
試験合格率に差がなかったことについては担当者も首をひねっていたが、利用を自由

選択させたことが原因ではなかろうか。つまり、e-Learning を必要とする、それほど優

秀ではない学生の試験成績が、e-Learning を必要としない優秀な学生の試験成績と同じ

になったと考えると

類

は見出せなかった。日本の実

はあまり無いのかもしれない。動画を駆使でき

時間に制約が無いこと、何度でも繰り返せるこ

られる。現在のＩＳＴＵのシステムとも比較す

必要だろう。 
 
４．見学内容と研究の概要 
（１）土壌学研究所(Institute of Soil Science
 本研究所は Freiburg の街の中央にある。街中

フィスを見つけ出すのに苦労した。やっとお

概要の説明と研究施設の説明をしていただいた。まず、教授室でそれぞれの自己紹介

後、先生から研究所の研究内容をお話ししていた

先生で、いきなり研究内容の紹介を始められたのには少々面食らった。スタッフ２５名、

ポスドク２名、PhD５名、技官４名の陣容。ここでは、森林を育む土壌の研究をしてい

る。土壌には

度分布からガスの浸透速度（フラックス）が推定できる。酸性雨によって土壌から溶け

出す Al イオンは、樹木の毛根にダメージを与えることが知られているが、酸性化した

土壌で Al 濃度が飽和濃度の 95%に達しても、樹木は成長することが謎とされてきた。

 
  
22   

 
 

 



これについて教授のグループでは、直径 2mm 以上の粗い土粒の役割から説明しようと

している。すなわち、土粒に食い込んだ細菌が重要な役割を果たしていることを明らか

たが、室内には新しい装置と古い装

が混在していた。金曜の午前中であったが、実験室に学生は全く見当たらなかった。

の説明を受けた。本研究所のシステムを制作したMr.Maik 
Sc
 
（

 

も街中の古い建物内にあっ 

の

G
み物の置かれた円卓に着く。初めに Stumpel 

君

３人目が Prof.Glaser） 

界

たのに、研究室には多くの学生が残っていて、にこやかに挨拶してくれ

。街中のレストランで昼食を済ませ、街を歩いて２０分ほど先の次の見学先に案内さ

にした。その他、森林の侵食が、森林内に敷設された道路に沿った土壌流出から始まる

ことなどを報告している。いくつかの実験室を回っ

置

つぎにセミナー室で e-Learning
heurer から概要を説明された。 

２）地理学研究所（Institute for Geography） 
Scheurer 氏に連れられて、次の訪問先に向 

かう。地理研究所

た。学科長の Glaser 教授、Saurer 講師、学生 
Stumpel 君に応接室で会い、名刺交換する。 

laser 教授から歓迎の辞をいただき、お菓子と 
飲

から Global Environment Monitoring の研究内 
容を聞く。扱うデータは Remote Sensing Data と 
Socioeconomic Data の２種である。研究エリア 
はインド、中東、中国、北アメリカなど、全世  研究室にて（右から

に及ぶ。研究対象は土地の荒廃と巨大都市化、水資源の欠乏とマネジメント、大気汚

染などである。 
 つぎに Saurer 氏からは学科における e-Learning の実施状況を聞かせていただいた。大

学院教育への適用は、経費の問題で実現できないでいるとのことであった。その後、２

組に分かれ、パソコンを前にして、学生さんに e-Learning の実演をしてもらった。１２

時３０分を過ぎ

た

れた。 
 
（３）水文学研究所（Institute for Hydrology） 
 この研究所は、戦後仏軍が使った建物に、 
大学本部と同居している。北側に窓のない造 
りで、午前中に訪れた研究所よりも新しく見 
える。展示物のある広いロビーからセミナー 
室に入り、Lange 講師と会う。この研究所 
(IHF)は 1997 年に設立し、学部の Diploma  
Study を担当している。近々、Diploma コー 
スが無くなって、マスターコースができるそ 
うだ。学生数は２５名／年、全部で１４０名    実験室にて（Dr.Lange と） 
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ほど居る。スタッフは PhD を含めて１５～２０名。この研究所では主に陸水の循環を研

究している。循環状況を調査するために用いるトレーサには、同位元素（O18）、蛍光物

質、バクテリア、染料などがある。循環水は著しく希釈されるので、µg/m3 オーダーの

分析が必要であり、実験室には最新式の分析装置が完備されていた。また調査地に持参

するためのポータブル計測セットが長靴と一緒に何組かあり、環境学の研究室の特徴が

表れていた。研究では、トレーサ濃度の追跡から得られたデータを元に、循環モデルの

改良が行われている。 
 
（４）材料プロセス研究センター（Center for Materials Process Research） 

身長 2m はあろうかと思われ

の説明を受ける。このセンター (FMF: 
年に設立した、２～３年で研究者が入れ

ス部隊を除いて固定したメンバーは居

macy, Earth Science, Applied Science の４

とする外部研究機関とも密接な関係を築

ユーロに加え、約４百万ユーロがＥＵ、

界：３５％、州：２５％）。１９９１年

えている。 

を設備しているが、このような装置があるのは大学ではここだけとの

ductor 部門の実験室を訪れた。ここ

は Fraunhofer ISE 研究所から来た MSc の

     Fiederle 博士の説明 

burg 大

 センターは水文学研究所の近くの新しいビル内にあった。

る Fiederle 氏からセンターの概要について

Freiburuger Materialforschungs Zentrum)は、1987
替わるプロジェクト型の研究施設で、技術サービ

ない。このセンターは、Physics, Chemistry&Pher
学部と連携しており、Fraunhofer 研究所を初め

いている。２００３年の研究費は政府からの百万

産業界、州から来ている（EU 等：４０％、産業

に比べると産業界からの研究費が５倍以上に増

 研究対象は Biomedical、Electroactive、Polymeric、Inorganic、Cluster&Ultra Thin Materials
と多岐に亘っている。見学では、最初に熱硬化ポリマーの射出成形を紹介された。圧力

30~50bar の成形機

説明を受けた。つぎに電子顕微鏡室に案内された。Environment Scanning Electron 
Microscope という特殊な操作型電顕で、通常の電顕が高真空を必要とするのに対して、

ESEM は大気圧下で観察できるのが大きな

特徴である。これを用いて、ポリマーによ

る人工皮膚の研究が行われていた。最後に、

Semicon
で

学生が、有機光電池素子を開発していた。

ドナーとして P3HT、アクセプターとして

PCBM を組み合せ、溶融状態での適度な攪

拌によって微細混合組織を作る。光発電の

効率は３～４％だが、理論的には６％は行

くだろうとのことだった。        

 
４．その他 
（１）交流協定締結の可能性 
ドイツでも少子化と法人化の波を受けて、大学は競争時代に入っている。Frei
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学は森林学の分野で、フランス、ハンガリー、ウクライナ、米国、コスタリカ、ブラジ

ル、チリと既に交流している。水文学や地理学も含めた環境科学部全体としてならば、

我々の研究科と交流協定を締結できるであろう。協定の可能性を Glaser 地理学科長に聞

いたところ、その可能性は十分あるとの返事をいただいた。Freiburug はフランスおよび

スイスと隣接する古い歴史をもつ美しい都市で、環境先進都市としてきわめて著名であ

り、協定締結に至れば、我々の研究科にとって大変有益と思われる。 
 

（２）ドイツの大学制度（http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/mg97/mg33.html） 
すればどこの

ことである。本課程も専門

ベルからして日本の修士以上に相当するで

度とのこと。ドイツの男子には 10 ヶ月以

経験をもつ。 
らいつつ教授のもとで研究することが博士

ェクトで給料をもらっているかが明らかに

る。学術論文 4,5 報は通常であるが、特に

定による。（谷口尚司） 

 

 高校生は卒業まで 13 年間の教育を受け、統一大学入学資格試験に合格

大学でも入れる。大学個々の入試はない。入学する学生は高校までで７年の英語教育を

受けており、英語による講義を受けられる基礎ができている。東西統一後は特に工学系

の人気がなく、また若年人口の減少もあり生徒募集に苦労しているようである。ただし

情報学部は応募者が多く、新たなコース開設もおこなわれている。工学系の修業年限は

5 年である。基礎課程が４セメスター、本課程が６セメスターあるので、学位 Diplom
を得るのに最低５年はかかる。日本のように教養科目はなく最初から工学系専門科目を

履修する。ひとつの講義は週 3 時間の講義と２時間の演習からなる。１セメスターに 6,7
科目選択しなくてはならないので、かなりいそがしそうである。２年の基礎課程修了が

関門となっている。この課程後は大学を移ることも可能との

の講義が続き、第７セメスター（４年生）は半年間のインターンシップ研修に出ること

が特色である。ここで一つのレポートを仕上げる。 
８，９セメスターは再度大学で講義を受ける。この間、講義－演習－実験の連携を保

った講義がおこなわれる。最終の１０セメスターは各研究室に所属して Diplom を取得

するための卒業研究にあたる。Diplom は発表と質疑 Defense で判定される。大学卒業の

学位 Diplom はみたところその提出論文のレ

あろう。入学者のうち学位を得るのは７割程

上の兵役があり、多くは Diplom 卒業後に軍隊

コースとしての博士課程はなく、給料をも

の学位への道である。この学生はどのプロジ

なっている。博士の学位は取得に 3～5 年かか

学位の基準はなく、教授陣による審査会の判

 
 
 
 

 
 

全ての日程を終了して 
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[6] エコホテル (Hotel Victria, Freiburg) 見学記 
 

訪問日：2005 年 3 月 16 日（水） 
時 間：10：00－11：00 
対応者：Bertram Spath, Hotel owner 

E-mail; info@victoria.bestwestern.de,  
http//www.victoria.bestwestern.de 

 

的に自然エネルギーの利用

な

１）電力 
まず案内された屋上には太陽電池パネル

一面に並んでいた。総出力は 7.6 kW で、

間 7,000 kWh の電力を供給できる。これに

り宿泊室で使用する電力の 1/4 (部屋数は

3 室なので 16 室分くらい)が賄えるという。

ネルの寿命は 25 年だが、設置には政府の

補 が取れるとのこと。

住 所：Eisenbahnstrasse 54, Freiburg, Germany,  
79098  

Phone: +49-761-207-340 
Fax: +49-761-207-34-444  
 
１．はじめに 
 フライブルグは市をあげて環境問題に取り組ん

でいることで有名だが、エコホテルと呼ばれるホ

テルがあると聞き、フライブルグでの宿泊先にこ

こを選んだ。今回の旅行中もっとも豪華な（宿泊

費も）ホテルではあったが、オーナー自らが案内

してくれるホテル内の見学ツアーがあるというこ

とで、これに申し込み説明を受けた。 

２．Hotel Victria 
1875 年創業の伝統あるホテルで、Best Western Hotels に属し、駅から 500 m 程度の市

街地にある。現在のオーナーのシュペート氏は 20 年ほど前からこのホテルを経営して

いるが、最初はレストランのテーブルクロスを使い捨てのものから再利用できるものに

換えるなど小さいところから取り組み始め、5 年前から本格

どを始めた。これらにより、Environmental Award 2000, 同 2004, Green Hotelier (1995 -)
など、多くの賞を受賞している。 
 
３．エコホテルとしての取り組み 

が

年

よ

6
パ

助もあるので 11 年で元
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また、30 km ほど離れた場所にある風力発電施設から電力を購入している。こちらは

年間 100,000 kWh で、これらでホテルで使用する電力(年間 210,000 kWh)の半分を賄っ

押さえる工夫もしていて、例えば各部屋のミニバーはファジ

力の少ないものに交換しており、照明類の交換でも

80%の省

２）熱 
しているとのことで、地下にあるボイ

ラを見せていただいた。年間百トン以上使用するペレットは近くの「黒い森」地域か

より、50,000 リットルの油を節約できる。また、屋上には太陽

温水器（総面積 30 m2）も設置され、晴れた日にはこれでシ

ャワー等の温水を全て賄えるという。これらにより、年間 450,000 kWh というホテル

を供給している。 

ている。 
もちろん、消費電力を

ー制御により従来より 30%消費電

電力化ができたという。 

  2002 年から 300 kW のペレットボイラを使用

ら供給される。これに

電池パネルの他に太陽熱

で使用する熱

  熱に関しても使用量を減らす工夫はしており、

り替えられるようになっていたが、ノーマルやジ

するモードがあった。また、バスタブも形状を工

少ない水量で済むようになったという。窓も建物

ただし、通りに面した前面の窓は景観の問題から

断熱窓にはできていないとのことであった。 

例えばシャワーの噴水口は水流を切

ェット以外にエコという弱い水流に

夫したものに交換し、従来より 30%
の裏側部分は断熱窓に交換している。

か、まだ許可が出ないので現状では
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３

 

部屋からのゴミはメイドが分別している。 
  

りに、苦労もあるだろうがオーナーの誇りを感じた。

）ゴミ 
 ゴミは市の分別に従い何種類にも分別するが、分別法が複雑なため客には分別を要

求せず、各

やはりゴミを減らす工夫もしており、ビュッフェスタイルの朝食では個別包装の食

材は使用せず、牛乳、パン、ソーセージなど全て近郊の生産者から仕入れた物を使っ

ている。 
 
４．おわりに 

電力や熱の供給まで含めて省エネルギーを行っているホテルはドイツでも他には

ないらしく、興味深い体験であった。しかも、聞いた限りでは太陽電池パネル設置時

などに政府からの補助はあるものの、市などからの補助はないようである。また、実

際に自分たちも宿泊したが、Best Western の４つ星ホテルとしての快適性を犠牲にせ

ず省エネルギーを行っているあた

ホテルの入り口付近には、表紙に”Welcome to the most environmentally friendly 
private-hotel in the world.”と書かれた冊子が置かれてあって、ホテルの取り組みをわか

りやすく解説していた。（村田功） 
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おわりに  

 問する厳しい日程であったが、

で

 

谷口尚司 

義な視察旅行でした。研究科を代表する訪問団ですから当初は大変緊張

し

本研究科でもその方面の今後の強化が必要なので

はないかと思いました。また、協定まで漕ぎ付けるための道筋を提案していくことも

大切ではないかと思いました。先方から短期間お呼びすること（招聘費の申請機会を

利用）、合同で研究発表会を行うこと、学生交流をすることなどを具体的に始めるこ

とが必要と思います。 

研究所については、先方で行っている研究のリストを作成し、研究科の教員に配布

して、共同研究の橋渡しをすることが考えられます。ICTについては既に山崎先生と

新井先生が居られますので、お二人の先生を核にして、より幅広い連携を模索するこ

とができるでしょう。ISEについては、太陽エネルギー関係の研究では我が国は遅れ

をとっていませんから、大学内で関連する方が多く居られると思われます。本研究科

だけでなく工学研究科にも情報を流すことも必要なように思います。そのときはご協

力させていただきます。 

最後に、お世話になった訪問先の皆さんに心から感謝いたしますとともに、このよ

うな機会を与えて下さった環境科学研究科の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 
○井奥洪二 

①欧州視察の機会を与えていただき、大変感謝しています。訪問先の情報を直接得る

ことができ、環境科学に対する強い刺激を受けました。旅行期間中に、同行の方々

と腹を割った話ができたことも大きな収穫です。 

②今回の訪問先は、今後、親密な関係を作ることにメリットのある所ばかりでした。

ぜひとも、第 2 次派遣団によって、協定など強い関係を結んでいただきたく思いま

す。 

③訪問先の方々を東北大学へ招待し、我々のことを知っていただく機会を作る必要性

 
移動日を除くと、４日間の間に 3 大学と 2 研究所を訪

受け入れ先の効率的な対応のお陰で、無事に予定の日程を完了することができた。ここ

は、今回の訪問に対する私たち訪問者の個別の感想を記すことにする。 

○

非常に有意

ましたが、訪れた先はどこも大変親しく応対して下さり、肩の力を抜くことができ

ました。環境教育・研究についての考え方や方法には学ぶべき点が多く、今後も関係

を続けながら情報交換していきたいと思っております。また、ご一緒させていただき

ました皆さんとの間には、強い連帯感が生まれました。失敗もありましたが、楽しい

思い出になっております。 

視察を通して私が感じましたことを述べさせていただきます。今後交流していくた

めには研究内容に共通性が必要です。その意味では今回訪問した大学については「水

環境」が共通に見られましたので、
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を感じます。 

④時間を有効に使えたことは、高く評価できると思います。しかし、訪問先が少し多

会参加など

休む暇がありませんでした。第 2 次派遣団は、訪問時期をぜひご検討ください。 

○村

）などもきちんと教えているのを見て、日本はこのあた

 

○

受け止め方かもしれませんが、 

①

た。ただ、古い建物を大事に再利用しているせいか、実験

対応を

して頂いたように思います。また、説明時においても院生？に行わせるなど、若手

組み体制も確立されているのかなとの印象をうけました。 

を雇うとか、欠けている部分の補いが必要と考えます。それなら、事務職員

かったのではないかとも思います。 

⑤３月中旬という時期は、極めて困難な時期でした。学生指導に奮戦した直後の睡眠

不足と疲労が抜けておらず、また、年度末の各種報告書や帰国直後の学

 

田功 

①どの機関もかなりまじめに対応してくださったと感じました。自分たちのところに

飛び込みで見学が来たらあそこまでやれるかと思ってしまうくらいだったかと思

います。 

②どこも教育にかなり熱心で、UEAのカリキュラムで研究の方法論（論文の読み方、

議論の仕方、文章の書き方

りが欠けているなと思いました。 

③谷口先生の人選がよかったのでしょうが、メンバー各自の専門がそれなりに離れて

いたので、どの分野の説明にもある程度ついていけたのはよかったと思います。人

数的にも4, 5人がいいところでしょう。 

村岡利光 

事務からみて個人的な

英国にしても独国にしても、大学、研究所における 予算（財政）が、非常に厳し

い状況であるなと感じました。説明にもありましたが、設備の維持費がカットされ

稼働していないなどそのせいか、実験室内での活発な活動を行っているというよう

なシーンがあまり無かったような印象です。 

②欧州の大学、特に独国の大学が街と一体となって存在している。一見、古い個人の

家かなと思える建物が、中に入ると大学だったりと、非常に大学が街に溶け込んで

いて羨ましいく思えまし

や研究を行うには狭いのではとの印象をうけました。 

③各大学、研究所等の先生方等の対応がすばらしくとても親切かつ内容の濃い

育成の仕

以上のように、印象等しか述べられないことについて、非常に心苦しく、はっき

りしたミッションとそれを相手に対し正確に質疑応答が行える調査計画が必要と

痛感されました。人選的に、 

・英語に堪能である人  ・ある程度、仕事に精通した人 

を人選するとともに、どちらかが欠いている場合は、先生方に負担を掛けないよう

な通訳

は海外への調査は必要で無いのでは、との意見も出るかもしれませんが、今回、動
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した私見として、異文化に触れることは直ぐには効果は現れません

ます。なぜならば、先生方が既にグローバル

画の中に考慮して頂けますようお願い致します。 

に、このような機会を与えてくださいました、環境科学研究科委員会に心よ

   

○

述

ら報告を聞く機会が多かったことです。こちらが日本人とはいえ、大学の教員である

士

ま ような研究室単位で、しかも教授や助教授

などによる集団的指導体制で指導が行われていると思いました。 

今回訪問した都市はいずれも人口が20万人以下の比較的小さな規模であり

ま でした。教員の研究のみな

上

に く管理運営まで調査することは難し

の

 

の機関との交流の足がかりを作る上でも重要なことであると思います。最後になりま

厚

 
付記 
 本

http:/ html 
 なお、各研究機関やホテルで撮影した写真の掲載については、関係者から承諾を 
得て

向させて頂きま

が今後、大学行政に携わっていく中で、非常に生かされていくのではと思いますし、

特に若い事務職員は有効で有ると考え

的感覚、思考に移行しており教育研究活動のサポートを行う事務職員も、これから

益々そのような視点に立った事務処理を求められる機会が多くなって来ると思い

ます。少しでも先生方の意識に近づく為にも今後も、引き続き事務職員の随行を計

最後

り御礼を申しあげます。  

 

佐竹正夫 

 どの機関も用意周到で親切な対応をしてくれたことにまず感心しました。他の方が

べられていない点で、私の印象に残っている点としては、第一に思いのほか学生か

ためか、学生からはセミナーで発表するような緊張感が感じられました。ＵＥＡの博

課程の学生の指導はどちらかといえば、1対1の個人指導的であるように見受けられ

したが、ドイツの学生指導は日本と同じ

第二に、

したが、大学を中心にまとまっていて暮しやすそうな町

らず、学生の留学にも適した町との印象を持ちました。 

第三に、インターネットはずいぶん役に立ちましたが、ドイツは英語の頁が予想以

に少ない点に驚かされました。しかし、ドイツの学生の英語力は日本の学生を遥か

超えるものでした。第四に、教育研究だけでな

いと感じました。一つは慣れない用語に関する語学力の問題と知識不足、そして時間

制約でした。 

今後ともこのような調査を行うことは、研究科の独自性を探るうえでも、また海外

したが、今回の機会を与えて頂いた研究科長を始めとする本研究科の教職員の皆様に

く御礼を申し上げます。 

報告書は、環境科学研究科のホームページでも読むことができます。  
/www.kankyo.tohoku.ac.jp/index.

いることを記しておきます。 
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