
帝京大学（学校法人帝京大学）

板橋キャンパス（東京都板橋区）

名所キャンパス 新

シミュレーション室。写真では、医学部の教員が薬学部の学生に一次救命処置を指導
している。医療系３学部が同一キャンパスで学ぶ利点の１つ

薬学部多目的実習室（模擬薬局と調剤室）。適切に調剤するだけでなく薬局の現場でど
のように動けばよいのか、までを学ぶことのできる環境が用意されている

板橋キャンパスには、医学部・薬学部・医療技術学部の３学部が置かれている。左の高い建物は医学部附属病院で、その手前が大学本部棟。右の建物が大学
棟本館で、両建物の間はコミュニティストリートとして、コンビニエンスストアや飲食店などがあり、地域住民も利用することができる。附属病院・大学本
部棟は石神井川に面し、川沿いの桜並木を歩きながら見るアースカラーの建物は、落ち着きのある景観をつくる（※）

医学総合図書館。書架や閲覧コーナーのほか、録画されている授業
を視聴するためのPCコーナーもある。正面の絵は銅版画家山本容
子氏による作品
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八王子キャンパス（東京都八王子市）

メディアライブラリーセンター・メディアラウンジ。全面ガラス張り
の多目的スペース

帝京大学総合博物館。地域とのかかわりを重要視しながら展示内容が
考えられている。写真は帝京大学の歴史を展示するコーナーで、床一
面の多摩地域の空撮写真のコーナーは見ているだけで時間を忘れる

アクティブ・ラーニング教室。一人一台のタブレットPCやホワイトボー
ド、可動式のデスクなど、多様な学習形態に対応することを考えてつ
くられた。学生の能動的な学習活動を支援する

ACT Two。情報学習室やグループ学習室（写真右奥）などで構成され、「調べる、書く、
発表する、考える、創造する」といった学生の主体的な学習をサポートする。ACT One
はメディアライブラリーセンター（MELIC）２階にある

アカデミックラウンジ。主体的な学びの場として設置されたが、日常的に学生が集まり、
語らうこともできる。壁面はホワイトボードになっているので、思ったことを書きな
がら議論を交わすこともできる。プロジェクタが設置されており、プレゼンテーショ
ンの場にもなる多目的な空間（※）

八王子キャンパスを南側から見る。中央にSORATIO SQUARE、右隣で２期（低層部）工事が進められている
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平成28年、帝京大学は創立50周年を迎えた。これまでの半世紀を振り返りながら、
次の時代に向けてめざしていること、そしてそのための環境づくりについて、理事長・
学長の冲永佳史氏にお話を伺った。

まず大学を「おもしろく」
Interview

学校法人帝京大学 理事長・帝京大学 学長
冲永 佳史 氏

創立50周年を迎えて

　本学は昭和41（1966）年、日本
がより成長していくために真に必要
な人材の輩出を目的に創立されまし
た。当初は文学部と経済学部の２学
部、200名ほどの学生数でしたが、
平成元（1989）年の理工学部設置
をもって、ほとんどの専門領域を網
羅する総合大学になりました。この
間、本学は３つの教育指針として
「実学」「国際性」「開放性」を大切
にしてきました。
　「実学」について申し上げますと、
本学は教育機関としての原点である
帝京商業学校のころから「国が富む
ために国民が獲得する技術とは何
か」、と社会のニーズを考えながら
教育体制を組んできました。当時か
ら授業も、実際の店舗や銀行でどの
ような決済業務が行われているかな
ど具体的にシミュレーションしなが
ら進めていく、斬新な教育システム
を組んできた歴史があり、今でも、
実践を通した論理的な思考の獲得を
めざしています。
　次の「国際性」ですが、日本の成
長は、加工貿易により工業技術が牽
引してきましたが、一方で海外との
交流をしっかり取組み、海外の英知
を学んできた歴史でもあります。医
学部は本学にとって特徴的な学部の
１つですが、昭和46（1971）年に

開設後、本学の国際化の魁として、
医療技術向上のためにドイツの大学
と提携して教育レベル・研究レベル
の向上を図ってきました。異なる地
域に各々育まれた知識や文化を分け
隔てなく理解し、自己の発展に活か
すことにより、身を以て体験してき
た海外との交流とその大切さ、「な
ぜやるのか」のエッセンスをこれか
らの世代に伝えることができればと
思っています。
　そして３つめの「開放性」ですが、
総合大学は、社会の縮図を大学の中
に包含しており、社会を豊かにして
いくための有機的な連携の種子を生
み出しやすい環境ともいえるでしょ
う。自己の殻にとどまることなくそ
の連携を生成する中で「おもしろい」
活動が展開されていく、あるいは社
会が豊かになるための力が生まれて
くることは間違いなく、それがひい
ては社会貢献につながります。これ
は昨今よくいわれることですが、本
学においてこの根本は昔も今も変わ
りません。必要な知識や技術を偏る
ことなく幅広く学ぶことを謳う「開

放性」という柱によって、大学にお
ける教育活動、研究活動、社会貢献
活動等を通して、応用や新たな連携
を生み本学は成長させていただきま
した。
　私がめざす本学の姿ですが、本学
が社会の縮図の１つであるならば、
まず本学が「おもしろい」と評価さ
れなければ、学生が社会をおもしろ
くすることはできないと思っていま
す。ですから、みなさんからみて
「おもしろいね」と思われる大学に
したいと考えています。それは教育
活動・研究活動もそうですし、そこ
に携わる学生、教員も常におもしろ
く、興味深い活動をする、それぞれ
の立場で頑張っていく大学にしたい
ですね。

キャンパスリニューアルについて

　教育の仕組みはもちろんですが、
社会環境が変化していく中で、新し
いものを取入れたり、本学から新し
いことを発信していく機能を強化し
たりすることは、我々の課題です。
この課題を達成するために、さまざ
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まな用途に利用できる柔軟性があ
り、管理のしやすい、新しい設備を
適切なコストで更新しながら同時に
既存施設の活用も図ることのできる
施設管理体制をつくることは重要で
す。さらにアクティブ・ラーニング
などを通して派生する、有機的な専
門領域同士の交流をハードウェアの
面でもサポートしていくことは、こ
れからの本学における教育研究のレ
ベルアップのために避けて通れませ
ん。キャンパスのリニューアルを進
めるにあたってまず考えたことです。
　また、学校は地域のシンボル的要
素を持っていますから、地域に溶け
込む施設とすることを全キャンパ
ス・全グループ校で意識しています。
板橋キャンパスは公開空地を広くと
り、病院棟と大学棟の間にコミュニ
ティストリートを設けました。地域
の方々もよく利用されておられます
が、開放することで、地域との有機
的なつながりを大学が持ち、地域の
安全や住みやすさに貢献できます。
大学と地域の双方の努力によって地
域の安全や安心を構築していくこと
ができれば、地域全体が豊かにな
る、その活力になることをイメージ
しました。また、日本は災害も多い
ので、災害時の避難場所としても提
供できます。多面的にみて、大学施
設が地域に有効活用されるというコ
ンセプトを入れ込まなければいけな
い、と認識しながら進めてきました。
　八王子キャンパスも、新設の
SORATIO SQUARE（ソラティオス
クエア）には、地域の方にも来てい
ただける博物館を設置しました。こ
の博物館は、多摩の歴史や風土を中
心にした展示スペースをまずおい
て、次に本学関連の展示物、そして
企画展示など、地域の歴史を軸にし
て、「本学が有機的に動く」ことを

コンセプトとした博物館です。
　先進的であるとともに、社会の変
化に対応できる建物にする。現代の
教育ニーズを受け止めると同時に、
本学がめざす大学の姿を表す建物づ
くりを意識しています。

時代に応える教育の実践

　大学教育については、高大接続改
革を意識しつつも、一方で本学は、
帝京商業学校のころから実学教育を
通して意外なほどにアクティブな学
びを用意してきました。本学の基本
的なコンセプトとして「実学」を意
識した教育を忘れてはいけないと思
っていますし、アクティブ・ラーニン
グが注目される今の時代こそ、改め
て、本学が表榜する教育理念や教育
指針を想起し、さらに再定義を図る
試みが必要であると思っています。
　そこで、大学教育のあり方やその
手法の研究、FD活動を展開する高
等教育開発センターを設けました。
アクティブ・ラーニングの実践は、
まず関心の高い教員にそのコンセプ
トや評価手法などを伝えて、順次各
専門領域の授業に導入しているとこ
ろです。私はゼミ活動をアクティ
ブ・ラーニングの究極の形だと思っ
ていますが、今の学生には、そこに
至るまでに知識の獲得やその活用方
法の獲得など様々なトレーニングが
必要です。それができればゼミの中
身も濃くなりますから、そのトレー
ニングを実現していくことが、現在
の高等教育機関に求められていると
考えています。
　ソフトの面では高等教育開発セン
ターですが、ハードの面では、
SORATIO SQUAREに多くのアクテ
ィブ・ラーニング教室を設けました。
これらの教室群の中心には、「アカ
デミックラウンジ」があります。壁

一面をホワイドボード仕様として、
気軽にかつ多様に使えるよう可動式
の椅子などもおきました。その場で
板書しながらの議論もできますし、
プロジェクターによって壁に投影し
ての発表もできます。また、アクテ
ィブ・ラーニングをITツールを利用
して実施できる部屋「ACT Two」を
設けました。ここでは情報処理室と
は異なり、有機的な議論を進めなが
らIT機器を使える部屋としました。

校風を感じとることができる
キャンパスに

　ところで学内の教職員や学生はも
ちろん、学外の方が本学を訪れて最
初に受ける印象は、キャンパス空間
でありこれら建物空間からです。で
すから、建物に学風が感じられるこ
とは重要で、居は気を移すともいい
ますから、そこで活動している人の
想いなどを積重ねて独自の気を獲得
しなければなりません。そのため、
ファシリティマネジメント（FM）
を建物の維持や管理など狭義に捉え
るのではなく、建物に雰囲気を持た
せる、大学であれば校風を感じるこ
とができるところまで広く捉えるべ
きではないか、と思うのです。
　つまり、FMは空間に魂を入込む
取組であり、運営する側と使う側が
有機的に連携していくことが必要で
ある、と考えています。当然に管理
しやすいことなど原則とするべきこ
とはありますが、それだけではなく、
環境的に優しいこと、地域に開放さ
れること、使う人たちが居心地のよ
さを感じることなど、それぞれの立
場にとって「いいね」と感じてもらう、
さらに「この大学はこういう校風を
持っているんだ」と感じられるよう
に仕立てていくことを、FMによって
成し得たいと思っています。
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帝京大学の50年

　昭和41（1966）年、帝京大学は東
京都八王子市に開学した。創立者は
医師であり、帝京商工高等学校（現
帝京大学高等学校）校長でもあった
冲永荘一氏（故人）である。冲永氏
は新しく大学をつくるにあたり、優
れた教授陣と優れた施設設備によっ
て、学生を入学時の学力によらず
「社会の要請に応えられる立派な人
間に育て上げる」ことをめざした。
１期生は文学部と経済学部の学生お
よそ200名でスタートし、その後専
門領域を増やして、現在は10学部30
学科におよそ２万３千人の学生が学
ぶ総合大学となった。600を超える
国内の私立大学のうち、医学部を持
つ総合大学は限られており、それだ
けでも特色ある大学といえるが、設
置者である学校法人帝京大学は、幼
稚園から大学院までを通した一貫教

育体制を敷いている総合学園として
も発展している。帝京大学グループ
としてみれば、３大学、３短期大
学、10高等学校、５中学校、２小学
校、８幼稚園に海外キャンパスや専
門学校も持つ、国内有数規模の教育
機関といえる。
　帝京大学の教育理念は「自分流（自
分のなすべきこと、興味あることを
見つけだし、自分の生まれ持った個
性を最大限生かすべく知識や技術を
習得し、それを自分の力として行動
する。そしてその結果については自
分自身が責任を持つこと）」である。
そして理念を実現するための教育指
針として、「実学（実践を通して論
理的な思考を身につける）」「国際性
（異文化理解の学習・体験をする）」
「開放性（必要な知識・技術を偏る
ことなく幅広く学ぶ）」の３点をあ
げている。

時代の先端をゆく教育環境を求め続ける
帝京大学板橋キャンパス・八王子キャンパス（学校法人帝京大学：東京都）

帝京大学のキャンパスリニューアルが進められている。同大は５つのキャンパスを擁するが、その中から今回は、医療系３学
部の集まる都市型の板橋キャンパスとメインキャンパスである八王子キャンパスの概要や、運用上の工夫について紹介する。

次代への決意と環境づくり

　平成28（2016）年、帝京大学は
50周年という節目の年を迎え、新
たなメッセージ「歴史をしのぐ未来
へ」を発信した。これは、先人の築
き上げてきた50年を賞賛するとと
もに、変化のスピードが加速してい
る現代、歴史（人が人から学ぶこと）
を未来に活かす（挑戦する）決意を
示したものである。挑戦の裏では
様々にもがき苦しむ、葛藤がある。
しかしそれを乗り越えたときに人は
おもしろみを感じる。そうして世の
中が動けば、社会そのものがおもし
ろくなる。帝京大学は、そんな一人
ひとりの挑戦をサポートする存在と
なって、大学全体に活気を生み、社
会にインパクトを与える。こうして
社会から「おもしろい大学」と評価
されることをめざしている。その例
として、JAXA（宇宙航空研究開発

名所キャンパス 新

板橋キャンパス（※） 八王子キャンパス（※）

12 2016.11



　帝京大学では現在、その活動拠点
となるキャンパスの整備を進めてい
る。キャンパスは医療系の学部が集
められた都市型の板橋キャンパス
（東京都板橋区）、メインキャンパス
である八王子キャンパス（東京都八

王子市）、地域に学びを還元する地
域密着型の宇都宮キャンパス（栃木
県宇都宮市）、地域医療に貢献する
福岡キャンパス（福岡県大牟田市）、
公開講座や委託訓練講座などが行わ
れる霞ヶ関キャンパス（東京都千代
田区）の５か所であり、福岡キャン
パスは全面移転、霞ヶ関キャンパス
は新規開設、板橋・八王子・宇都宮
は既存キャンパスのリニューアルを
行っている。その根底には、学ぶ環
境も、先端の環境を提供するだけで
なく、時代にあわせて柔軟に変化さ
せていくという考えがある（左表参
照）。

　さらには、施設整備をつくるとき
だけと考えず、最大限効果的に活用
するためのマネジメントに取組んで
いる。環境整備の視点からは、これ
も社会にインパクトを与える「おもし
ろい」試みといえるだろう。16ペー
ジからは、帝京大学が実践している
施設運営の手法について紹介したい。

機構）の打上げるH-ⅡAロケットに
相乗りした学生製作の人工衛星、食
品企業によって商品化、店頭販売さ
れるに至った長年の真菌研究、そし
て、大学日本一の座にあり続けるラ
グビー部などがあげられる。

平成16（2004）年 医療技術学部設置：板橋

平成17（2005）年

医療技術学部に看護学科・診療放射線学
科設置：板橋 医療技術学部棟（現1号館）竣工：板橋

福岡医療技術学部に理学療法学科・作業
療法学科設置：福岡
帝京大学小学校開校

平成18（2006）年

医療技術学部に臨床検査学科設置：板橋
経済学部に観光経営学科設置：八王子

メディアライブラリーセンター（MELIC）竣工：
八王子

薬学部を６年制に改組：相模湖

平成19（2007）年
外国語学部設置：八王子

帝京大学可児中高新校舎竣工

平成20（2008）年
医療技術学部柔道整復学科設置：宇都宮

人工芝グラウンド「TECOフィールド」・新駐輪
場竣工、新部室４棟竣工：帝京大学可児中高

平成21（2009）年
医学部附属病院新棟竣工：板橋
大学本部新棟竣工：板橋

平成22（2010）年
理工学部に航空宇宙工学科設置：宇都宮

豊郷台接骨院竣工：宇都宮
学寮新館竣工：帝京大学可児中高

平成23（2011）年
経済学部に地域経済学科設置：宇都宮 地域経済学科新棟竣工：宇都宮

豊郷台柔道館竣工：宇都宮

平成24（2012）年

教育学部設置：八王子
新学部棟本館竣工：板橋
薬学部相模湖キャンパスより移転：板橋
総合武道館竣工：八王子

福岡医療技術学部に看護学科・診療放射
線学科設置：福岡 新キャンパス竣工：福岡

キャンパス設置：霞ヶ関
硬式野球部寮竣工：相模湖
帝京大学小学校校舎竣工

帝京大学可児小学校開校 帝京大学可児小学校校舎竣工

平成27（2015）年
SORATIO SQUARE１期竣工：八王子
新園舎へ移転：帝京幼稚園

平成28（2016）年 陸上競技場竣工：八王子

宇都宮キャンパス（※） 福岡キャンパス（※）

板橋キャンパス正面に大きく掲げられた50周年
のメッセージ

近年の帝京大学の動きと施設整備の経緯（帝京大学HPなどから作成）
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　昭和46（1971）年に八王子や板
橋にある学校の再編・移転により板
橋キャンパスに用地を確保し、医学
部と附属病院が設置された。近年、
薬学部を相模湖キャンパスより移転
して新しい大学棟本館を整備すると
ともに、大学本部棟や附属病院も含
めて主要施設を全面的に建て替え
た。薬学部の移転によって医学部・
医療技術学部と医療系３学部が同じ
キャンパスに集まることとなり、医
療現場で複数のメディカルスタッフ
が専門性を発揮して一人の患者を診
る「チーム医療」を実感しながら学
ぶことができるようになった。自分
が選んだ専門領域においてするべき
こと、できることを理解するだけで
なく、他学部・他学科のする・でき
る領域を理解することが、患者第一

●板橋キャンパス

の現代の医療現場では一人ひとりの
医療人に求められているからだ。実
際に訪問した日も、薬学部の学生
が、一次救命処置の実習を医学部の
教員による指導のもとで学んでいる
授業をみることができた。
　施設は、より専門性の高い各研究
室は７階より上に、６階までの各教
室はエントランスからの６層吹抜け
空間を中央に配置されている。全て
の教室で授業を録画できるよう設備
を整え、医学総合図書館などで視聴
できるシステムを構築している。
　また、キャンパスに塀を設けない
ことで街の一部に同化させ、大学棟
と附属病院棟の間は誰でも通ること
のできるコミュニティストリートと
している。

大学棟本館、エントランスからの６層吹抜け空間

視能矯正学科実習室（大学棟１号館）

地域在宅看護実習室

アリーナ

①

②

③

⑤

④

キャンパスマップ（※）
１．大学本部・入試センター
２．医学部附属病院
３．�大学棟本館
４．大学棟１号館
５．大学棟２号館
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キャンパスマップ（※）
１．本館
２．�メディアライブラリーセンター
　　　　（MELIC：大学図書館）
３〜 10．大学教室棟
11．�短期大学棟
12．�蔦友館（大学食堂・アリーナ）
13 〜 21．大学体育施設
22・23．研究施設
24．帝京大学幼稚園
25．帝京大学小学校
26．SORATIO　SQUARE

　帝京大学創立の地であり、短期大
学や小学校・幼稚園などもキャンパ
ス内に整備されている。空手道・柔
道・剣道の施設を一体整備した帝京
大学総合武道館、75万冊の蔵書と
ICT学習環境を組み合わせたメディ
アライブラリーセンター（MELIC）、
人工芝の多目的グラウンド（第一グ
ラウンド）などの整備を進める中、
昨 年 秋 よ り 新 校 舎SORATIO 
SQUARE（１期）での学びが始ま
った。現在、平成29（2017）年秋の
完成をめざして２期工事が進められ
ている。
　地下２階地上22階建のSORATIO 
SQUAREは、丘陵地にある八王子キ
ャンパスの東端に建てられたことも
あって周囲からはより高く映り、八
王子キャンパスのみならず、新しい
帝京大学のシンボルの１つとなった。
これからの大学での学びが必要とす
るICT環境や学生が自ら学ぶための
スペースなどを整えながら計画され
ており、日常的に集まっての活用、
人を集めての発表の場ともなるアカ
デミックラウンジ、ICT機器を使っ
たり、グループで話し合ったりする
場所を用意したACT Twoなどが整
備されている。情報システムの専門
家と教育学部の教員が話し合ってつ

●八王子キャンパス

アクティブ・ラーニング教室。教員用のタブレッ
トPCには、机間指導をモニタリングするシステ
ムも組み込まれている

SORATIO SQUAREエントランスホール

17号館の大教室（キャンパスマップ⑩）総合武道館（キャンパスマップ⑳）

くりこんだアクティブ・ラーニング
教室の設備は最先端をゆく。また、
エレベータを降りてから各教室に向
かうまでのオープンスペースをはじ
め各所にラウンジも設けられている。

①②
③④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩
⑪ ⑫⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21

22

23

24

26

25
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　限りある資産を効果的にかつ最大限活用するため、そして大学として社
会の使命に応えていくため、帝京大学はファシリティマネジメントの概念
を導入して新しい教育環境を運用している。試行期間を経て、今年度から
は全キャンパスでその取組が始まっている。注目するべき点は、全員参加
の取組として、大学の職員だけでなく教員や附属病院の職員も参加してい
ること。大規模な組織でどのように進めてきたのか、成果は既に現れてい
るのか、キーマンとなる２人、本部事務長の船坂則夫氏と特任アドバイザ
ーの和泉隆氏にお話を伺った。

帝京大学が取組むファシリティマネジメント
全教職員で「いい大学」をつくる

Interview

学校法人帝京大学　
特任アドバイザー
和泉 隆 氏　

学校法人帝京大学　
本部事務長　
船坂 則夫 氏

FM導入の背景と経緯について

船坂　先代の総長の一番の夢は新し
い大学をつくることでした。本学は
教育指針に「実学」「国際性」「開放
性」をあげていますが、これには既
存の大学に対する疑問があったため
です。たとえば、よくいわれますが
大学の閉鎖性、これによって研究に
制約が生じることなど、疑問を持っ
ていました。そのため、新しい大学
をつくる。そしてそれは「いい大学」
でなければならないと考えていまし
た。
　「いい大学」とはどういう大学か。
教員、職員、そして施設設備、これ
らが充実した大学が「いい大学」で
す。そして、「いい大学」をつくる
ことで既存の大学に追いついていこ
うとスタートしました。
　この度のキャンパスリニューアル
は、平成11（1999）年５月の理事
会でキャンパスリニューアル計画が
決定したことから始まります。素晴
らしいキャンパスにしようと、まず
は２号基本金を積み立てる資金計画
からスタートしました。そしてその

資金で、工事は板橋キャンパス、八
王子キャンパスの順に行い、現在は
医学部附属溝口病院の改築も行って
います。これだけでもかなりの金額
を投資していますが、長期的にみる
と、ランニングコストの方がはるか
に大きいのです。50年スパンでみる
と、実は、ランニングコストは建設
費の８倍くらいかかるといわれてい
ます。
　そうすると、イニシャルコストを
抑えるには限界がありますので、建
設時だけでなく長期間の活用も含め
たトータルで、面積単位としてコス
トを考えなければいけなくなりま
す。学校は固定資産が大きいので、
その維持費の額は経営に大きな影響
を与えます。数年前と比べて減価償
却負担も1.5倍に増えています。こ
うして、設備維持管理の絶対的な必
要性を感じ、出会った方法がファシ
リティマネジメント（FM）です。
最初のスタートは、狭義の取組でし
たが、それは現実的だったと思って
います。
　新校舎ができた。そうすると、つ
くったものをいかに大事にかつ有効
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に使うかを考えますが、これが狭義
のFMの考え方を必然的に広げてい
ったと思うのです。学校や病院であ
れば教育・研究・診療のために、い
かにうまく使うか。そのためには、
ニーズ・クオリティ・コスト、これ
らを把握する必要があります。使う
人のニーズを汲み取ってクオリティ
を確保するにはコストがかかるの
で、３つに共通する部分を追求して
いく。これがFMの視点の１つと私
なりに解釈しました。これまでも施
設の運営のために会計や施設など、
それぞれの意見を聞いてきました
が、FMではバランストスコアカー
ド（BSC）でマネジメントする方法
を導入しました。この方法は、顧客
（ニーズ）や財務（コスト）、業務プ
ロセス（クオリティ）といった視点
から学内の各部署がするべきことを
明らかにしていきますが、私はこれ

を見たときに、我々が追求するニー
ズ・クオリティ・コストの交叉する

部分にもう１つ、方向性（ベクトル）
が必要になると気づきました。そこ
で学習と成長の視点を加え、ニー
ズ・クオリティ・コスト・ベクトル
の取組みをまとめてきました（表
１）。
　全員で共有するためにつくったの
がFMハンドブックで、これがまさ
に４つの視点でBSCを定めた管理手
法です（表２）。また、最近の大学
は自己点検・自己評価や第三者評価
が義務化され、法改正の対象となる
程に重要となってきましたが、そこ
に出てくるアクションプランなどを
BSCと結びつけることもできるので
はないかと考えました。そのため、
さらにKPIの考え方も導入し、それ
ぞれ目標を定めて、アクションプラ
ンを実行しています。
　ただし、初めから全体でやるには
本学は規模が大きいと考え、板橋キ
ャンパスから始めました。それが平

表１　FM導入戦略マップ。最上段の「ビジョン」達成のために２段目の「戦略（ミッション）」を財務・顧客・
業務プロセス・学習と成長の４つの「視点」で振り分ける。注目は一番右の「担当」と下の「とりまとめ」。
例えば、一番左の戦略はファシリティコストに関わる内容が縦に４つの視点に振り分けられているが、
このうち財務専門部会が直接業務として携わるのは財務の視点に記されている内容のみで、他の視点に
よる取組は他の専門部会の取組を取りまとめることが業務になる。つまり、それぞれの専門部会がすべ
てのミッションに関わるので、全員参加のFMとなる。
　取りまとめた内容は上部組織のFM運営委員会など（表３参照）で分析し、達成度など結果は共有する。
それによって役割が明確になり業務の重複化を防ぐ。さらに達成度は１人ひとりのモチベーション向上
につながる。加えて、改訂版ではここに大学の中長期経営計画のアクションプランを関連付けることで、
FMが大学運営とどう関わるのかをより明確にするという

表２　BSCの一例（ミッション：ファシリティコストの最適化とコアコンピタンスへの集中）。表１の一
番左にあった戦略について、戦略目標やアクションプラン、KPIオーナー（担当部署）などを一覧に取り
まとめたもの。イメージしやすくコストに関するミッションを選んだが、顧客の視点は総務課、学習と
成長の視点は人事課が担当する。アクションプランは、まったく新しいことというよりもこれまでの業
務や少し見方・やり方を変えるものも含まれているが、「なぜやるのか」「結果どうなるのか」を理解し
てもらわなければ、仕事が増えるだけと誤解されかねない
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成24（2012）年度で、今年度から
キャンパスや病院など各キャンパス
への水平展開を始めました（表３）。
FMは大きな設備投資をしていく上
ではどうしても通らざるをえないこ
とでしたし、我々が「いい大学」を
つくろうとする中ではどうしても必
要なことでした。
　めざす「いい大学」を教員・職員・
施設設備の充実と申しましたが、教
員についてはFD、職員については
SD、設備についてはFMではないか
と取組んでいます。理事長はこれを
さらに一歩進めて、情報やITの占め
る部分が大きくなりつつある現在、
ITガバナンスについても同様に強化
することを考えています。

全体の取組とするために

船坂　教職員に理解を求めるのは非
常に大変でした。私たちは「施設管
理だけではなく、日々の、全員の業
務改善が伴わなければこの施設は生
かしきれない」と、考えて説明しま
すが、最初はやはり「忙しい」と、
なかなか納得してもらえません。

FM委員会のトップに理事長が就き、
毎年理事長方針の中にもFMの必要
性を示しています。それでも、全員
を対象とするために裾野が広く、な
かなか浸透しませんでした。板橋キ
ャンパスから始めたのは、本部・病
院・大学の３つがあり、それぞれの
要素を持っているということもあっ
たためです。
　最近ようやく、各所から説明に来
てもらいたい。職員だけではなく教
授会でも説明してもらいたい等の動
きが出てきました。最近は勉強会を
やるので説明に来てほしいと依頼が
くるようになり、特に病院は活発に
実施しています。このように狭義の
FMからスタートしましたが、だん
だん広がってきています。
和泉　基本的な考え方は、PDCAを
回しながら世の中の流れに沿って改
善、深化していくことですから、単
なる施設管理ではなく、このキャン
パスをみなさんと一緒になって素晴
らしい環境にしていく方法ですとい
うことを説明しました。大学の使命
は人材を送り出すことで、これは一

部署でできることではありません。
キャンパスのあらゆるインフラ（ヒ
ト・モノ・カネ・情報）を駆使しな
ければならないことで、部署を横断
して１つの目標に向かって誰が何を
するかを分担し、目標達成に向けて
動くことが大切だと思っています。
　よい方法は、ベストプラクティス
を自分たちに合わせて取込むことだ
と思っています。そのためには、「こ
の病院のこういうところは素晴らし
い」「この大学でこういうことをや
っている」などそれらに携わってい
る人に本学まで来てもらい、講演し
てもらって、よいところを取入れて
きました。
船坂　学習と成長の部会が企画し
て、大学見学も行いました。大学だ
けでなく企業にも行きました。勉強
会は今も続けています。最先端のお
話を聞く機会なので理事長も出席
し、最初に挨拶をしています。それ
も、良い方向につながっているのだ
ろうと思っています。

新しい展開に向けて

和泉　狭義のFMの最初はファシリ
ティコスト、余分なコストをいかに
削減するかですが、現在その最たる
ものがエネルギーの削減で、本丸中
の本丸です。そこで、本学は東京都
のトップレベル事業所の認定取得に
チャレンジしています。国の省エネ
法以外にもCO2削減を条例化してい
る地方公共団体はありますが、その
中でも東京都はたいへん厳しい総量
の削減を求めています。本学は最新
の省エネ設備に更新しているため、
ここからさらに下げることは難しい
のですが、そうしたところに対して
優れた設備を適切に運用していれば表３　帝京大学のFM推進体制

FM 委員会
統 括 委 員 長：理事長
統括副委員長：常務理事
委　　　　員：事務局長
　　　　　　　本部事務長、各キャンパス・病院事務長、
　　　　　　　本部施設課調査役
　　　　　　　他、本部職員
オブザーバー

各キャンパス等　FM 委員会
帝京大学（板橋・八王子・宇都宮・福岡・霞ヶ関）、
帝京大学医学部附属溝口病院、帝京大学ちば総合医療センター、
帝京大学可児小中高等学校、帝京大学中高等学校、
介護老人保健施設

専門部会

FM 運営委員会
委　  員　  長：本部事務長
副   委   員   長：本部施設課調査役
委　　　　員：本部総務課長、本部会計課長、
　　　　　　　本部人事課長、本部広報課長
　　　　　　　他、本部職員など
オブザーバー

財務専門部会

サービス専門部会

維持管理・省エネ専門部会

学習と成長専門部会
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削減率を緩和する制度も東京都は設
けています。それがトップレベル事
業所と呼ばれるものです。
　認定基準は細部に及ぶもので、こ
の取組によって本学のエネルギー使
用は昨年と比べて下がりました。エ
ネルギーの可視化も今までやってい
ませんでしたが、取組んでいる中で
累計が下がっているとわかりまし
た。エネルギーコストは上がるばか
りでしたので、下がったのは今回が
初めてです。そしてこれらのデータ
は共有します。ミッションは部署ご
とにあって、省エネも担当部署はあ
りますが、取組は全体で行っている
ので、その成果も共有するのです。
船坂　取組んでみて、FMはいろい
ろな形で進めるためにおもしろいも
のだと感じています。エネルギーの
話に関連すれば、遊休資産の活用も
兼ねて太陽光発電も実験的に始めま
した。エネルギーの意識改革はもち
ろんですが、研究にも使えると思っ

ています。
　振り返ればスタートは簡単なとこ
ろからでした。整理整頓や設備関係
の図面管理（データ化）など、でき
るところからやろうと。せっかく新
しいものができたのだから綺麗に使
い続けよう。故障しても、すぐ対応
できるように見える化しておこう。
小さな、細かいところから始めまし
た。
　理事長が好む言葉に「愚直に」が
ありますが、まさにこれだと思って
いて、取組む、できる、新しい問題
が出る、これを愚直に繰り返してい
くことです。今は、PDCAといいま
すが、そういうことではないでしょ
うか。やっと、わかってもらえ始め
てきたというところです。
和泉　これからは今取組んでいるこ
との改善を始めますがこれが重要
で、これまでの社会はつくったら
「いいね」として検証をしないでき
た。しかしこれからは、「それが本

当にいいのか」と検証をしながら、
建物が良くないとなれば直す、活用
に誤りがあれば適切に活用する、人
が少なければ配置する、など、ファ
シリティを最適なものにしいていく
改善が必要だと思います。
　全員で取り組む上ではFMという
とどうしても施設改善と捉えられが
ちなので、FsM（フリンジサービス
マネジメント）に進化させようと思
っています。フリンジサービスと
は、コアサービス（教育・研究）を
支援する周辺サービスで、質の高い
キャンパスライフのために教職員全
員で取組み、提供します。このFsM

の質の向上が、教育・研究の質の向
上に大いに寄与すると思います。ま
た、中長期経営計画のアクションプ
ランを活動に組入れることができる
と考えました。大学では中長期経営
計画とそれに伴うアクションプラン
をつくりますが、全てが全員の目に
触れることは少なく、目に触れても
自分のかかわるところである場合が
多いです。しかし、複数の部署がか
かわるアクションプランをこの手法
に組入れることで、全員協力のもと
推進ができると考えました。そこで
FMハンドブックも改訂して、目標
設定に中長期経営計画の内容を組入
れようと考えています。
船坂　最終的なものがどこになるの
かはまだまだこれからだと思いま
す。ここまで来れば安心だというこ
とはなく、PDCAでスパイラルアッ
プしていく、その仕組をつくるとい
うことがFMなのかもしれません。
くじけないようにやるということが
秘訣だと思います。

※トップレベル事業所認定取得に向けた取組に
ついては、日を改めてお伝えしたい

表４　FMの進め方。中央でサイクルを形成している取組が、PDCAの具体的内容。この取組は、上段を
行うために下段も並行して行わなければ改善がなされないことを示している。帝京大学ではこれらを表
３にみる全員参加の体制で行っているのが特長。こうして組織が所有するすべてのインフラ（ヒト・モノ・
カネ・情報）を活用するマネジメントは、CIRM（Campus Infrastructure Resource Management）と呼ば
れてFMの進化系といわれている（本来CはCorporateだが、大学なのでCampusとしている）
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大 学 概 要
（平成28年５月現在）

理事長・学長：冲永佳史
開　　校：昭和41（1966）年
大学ホームページ：https://www.teikyo-u.ac.jp/
電　　話：03-3964-1211（代表）
学部学科数：10学部30学科
学 生 数：22,727名（学部学生のみ）

キャンパス：板橋（56,088㎡‒103,428㎡）
　　　　　　八王子（291,484㎡‒89,034㎡）
　　　　　　宇都宮（285,538㎡‒36,039㎡）
　　　　　　福岡（86,160㎡‒27,348㎡）
　　　　　　霞ヶ関（1,540㎡）
　　　　　　※（　）内は校地面積‒校舎面積、霞ヶ関キャンパスは床面積

板橋キャンパス概要

八王子キャンパス概要

所 在 地：東京都板橋区加賀２丁目11-１
校地面積：  56,088㎡
校舎面積：103,428㎡（このうち大学棟本館約94,000㎡）
構造規模：SRC造一部S造　地下２階地上10階（大学棟本館）
設置学部：３学部７学科
交　　通：JR埼京線「十条」駅下車徒歩約10分
　　　　　 もしくはJR京浜東北線「王子」駅下車 国際興業

バス「帝京大学病院」停留所下車

所 在 地：東京都八王子市大塚359

校地面積： 291,484㎡
校舎面積：   89,034㎡（このうちSORATIO SQUARE（１期）約67,000㎡）
構造規模：RC造地下２階地上22階（SORATIO SQUARE（１期））
設置学部：６学部12学科（大学のみ）

参考（医学部附属病院）
構造規模：RC造一部S造　地下２階地上19階
延床面積：約111,000㎡
病室・病床数：430室・1,154床

交　　通： 京王線「聖蹟桜ヶ丘」「高幡不動」
　　　　　京王相模原線「京王多摩センター」
　　　　　 小田急多摩線「小田急多摩センター」の各駅よりバス「帝京大学構内」停

留所下車
　　　　　多摩モノレール「大塚・帝京大学」駅下車　徒歩約15分

P８～ P20までの（※）写真、P14～ P19までの資料：帝京大学提供
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