
11

第2章　理工系大学としての環境マネジメント

2－1 環境側面の特定

　大学における環境負荷は、生産・販売といった企業における経済活動に伴うものと異なり、研究・教育活動に伴

うものです。そして、このような活動に伴う環境へのマイナス面(環境負荷)を小さくすることに、積極的に取り組

んでいます。さらに、大学は研究・教育活動による環境へのプラス面で大きく貢献できることから、この側面をしっ

かりと捉えることが重要だと考えます。

　本学は理工系大学として、プラス面とマイナス面の両方の環境側面において先進的な環境マネジメントに取り組

んでいます。

　本学における種々の活動に関する環境側面（プラス面とマイナス面）のうち、環境への影響が大きく、かつ、自

らが管理すべきものを下記のように特定しています。

環境に有益な影響を与える環境側面
活動内容 環境側面（プラス面）

○　環境・エネルギーに関する学部・大学院教育 ○　環境保全に資する人材の育成

○　環境負荷低減に寄与する調査・研究 ○　環境負荷低減技術の開発

○　環境負荷低減に寄与する国際学術活動 ○　地球規模の環境保全

○　大学の知・理を活かしたプラスの環境側面での社会活動
　　（講演会、出版、委員会等）

○　 未来世代とともに地球環境を共有するための環境意識の普
及啓発

○　環境保全に関する委員会活動や政策提言等 ○　我が国の持続可能な社会の創生への支援

○　キャンパス周辺の清掃活動 ○　地球環境の向上

○　キャンパスの緑化及び緑地維持
○　ヒートアイランド現象の緩和

○　緑の保全

○　排水の循環利用 ○　水資源の有効利用

環境に負荷を与える環境側面
活動内容 環境側面(マイナス面)

○　実験設備、電気機器、電灯、空調などの使用 ○　エネルギー (電気、ガス等)の使用

○　化学物質等を用いる実験・研究 ○　環境中への化学物質の移行
　　パフォーマンス指標
　　

▲ 　

大気中への排出量
　　

▲ 　

排水中の化学物質流出量
　　

▲ 　

実験室内への化学物質揮散量
　　

▲ 　

不用化学物質処理量
　　

▲ 　

廃棄物への化学物質移動量
　　

▲ 　

廃液処理量
　　

▲ 　

ドラフトスクラバー水の化学分析
　　　　など

○　実験、講義及び学内の各種消費活動 ○　廃棄物の発生

○　講義、管理事務等での紙の使用 ○　紙の消費

○　実験、食堂・トイレ・洗面所の利用 ○　水道水の消費
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2－2 環境マネジメントの目標と行動

（1）環境保全技術の研究機関として（環境へのプラス面）
　世界最高の理工系大学を目指すにあたり、環境に対する諸問題解決に向け、研究成果を社会へ発信することにより、
地球環境の保全に対し、リーダー的存在となることを目指します。（目標） 

　国内及び地球規模の環境保全に資するため、研究活動による環境保全技術の開発や実用化に取り組んでいます。また、
環境保全に関わる学会活動や環境政策への関与、国際会議活動など、大学の知・理を活かした社会貢献を行っています。
（P20-24）

（2）人材育成の教育機関として（環境へのプラス面）
　環境問題についての基礎教育、実践活動による教育の場である教育機関として、環境負荷の低減に取り組むことの
できる環境意識レベルの高い人材を育成し、社会に輩出します。（目標）

　次世代へとつづく地球環境問題の解決に向け、自らの専門分野の研究において、環境側面も常に配慮することができる産
業界のリーダーとなりうる人材を育成し、国際社会に貢献するため、実践的環境教育を行っています。（P25-28）

（3）環境負荷の低減に取り組む事業所として（環境へのマイナス面）
　企業に比べ広大な敷地の中で、多種多様の活動を行っており、それら活動による環境負荷を最小限に留め、環境負
荷の低減、大学内外の環境の保全、維持向上に努めるとともに、環境改善のための啓発活動を積極的に展開し、地域
社会に貢献します。（目標）

■　本学の環境目標について
　大岡山団地においては、2009年度にエネルギー使用起源の温室効果ガス総排出量を16,550tにすることを目標とし
ています。  
　すずかけ台団地においては、2008年度にエネルギー使用起源の温室効果ガス総排出量の原単位排出量（延べ床面積（㎡）
当たり）を3%以上削減することを目標としています。  
　田町団地においては、目標未設定です。 

　本学において特に環境負荷の大きい化学物質とエネルギー消費を対象に2項目（①化学物質による環境負荷の低減、②省
エネルギー管理システムとCO2対策）を重点管理項目と位置づけ、環境マネジメントとして取り組んでいます。（P13-19） 
　これらのマイナス面への環境マネジメントでの取り組みのうち、化学物質については総合安全管理センター、省エネルギー
については企画室を中心に進めています。
　廃棄物のリサイクルや減量化のためのPDCA（注）サイクルの構築は、今後総合安全管理センターが中心となって進めます。
（注）PDCA : P=Plan（計画）→D=Do（実行）→C=Check（評価）→A=Action（見直し）

生産・販売の経済活動
(企業)

研究・教育の学術活動
(大学)

経済活動に伴う環境への
マイナス面への取組
(企業の環境報告書)

研究・教育活動による環境
へのプラス面への取組
(大学の環境報告書)

マイナス面 プラス面

企業としてのプラス面
への取組もある

大学としてのマイナス面
への取組もある

大学の研究・教育活動の環境へのプラス面大学の研究・教育活動の環境へのプラス面
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2－3 環境と健康の両面を配慮したマネジメント活動
　化学物質の使用に伴う環境と健康に関わるリスク評価に基づくマネジメントシステムを構築するために、「東京工業大学

における化学物質等の管理及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止に関する規則」（2004年4月）を制定しました。

この規則の運用として、継続性のある体系的な大学にあるべき環境マネジメントシステムの構築を進めています。

　大学は毎年度、学生が卒業・入学するため、新入生が加わっても適正に安全管理が動作する仕組みが求められてい
ます。そのためにはPDCAサイクルを教育現場及び大学全体に定着させる必要があり、さらに環境マネジメントシス
テム（EMS）と安全衛生マネジメントシステム（SHMS）とを一体化させたPDCAサイクル（継続性・発展性を包含）
とすることが望まれています。

　2004年度の国立大学法人化に伴い、研究・教育現場でのリスク低減策として、「労働安全衛生マネジメントシステム」

を試行的に導入し、2005年度は各分野からモデル研究室を選定し、2006年度は、労働安全衛生法改正により、リスクア

セスメントに基づく労働環境安全管理手法の導入が義務づけられたことを受け、これまで進めてきたマネジメントシステム

を部局単位まで拡張し、3研究室については、部局全体を、1建物については、建物全体をモデル作業場として選定し、そ

のほかに各分野からモデル研究室を選定しました。2007年度は、2006年度と同様に安全衛生活動を実施しました。

総合理工学研究科では……
　化学物質リスクアセスメントを推進している総合理工学研究科では、研究科内で安全管理室を中心に化学物質の自主管理

体制を整えてきており、2007年度は、6月に教職員から学生までを対象として作業環境測定や局所排気装置の自主点検に

関する独自の講習会を開いて周知徹底を図り、各研究室の現状にあった環境・安全・衛生マネジメントシステムの構築を目

指して、小さなPDCAサイクルを回し始めています。

局所排気装置を使用する研究室では…… 理工学研究科　有機・高分子物質専攻　高田研究室

　化学物質が発散する実験室には適切な局所排気装置を設けることが環境管理の重要な手法であり、その性能を確保するた

めに定期自主検査を行ってきましたが、屋上に設置された排ガス除害装置についても定期的にメンテナンスを行い、大気中

に有害物が拡散することなく環境保全の向上を図ることができました。

■　排ガス除外装置メンテナンス内容
　○　湿式排ガス処理装置:高圧洗浄にて内壁、充填物、ノズル等を洗浄

　○　フィルターの洗浄

　○　乾式排ガス処理装置:フィルターの洗浄

　○　排ガス除害装置等の排風機:ベルト交換、オイル補充

■　メンテナンス効果
　1. 囲い式フード（ドラフト）開口面における制御風速の確保

　2. 消費電力の削減効果

　3. 屋上における騒音の減少効果

高圧洗浄機 高圧洗浄前

高圧洗浄後

フィルターの高圧洗浄作業
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2－4 生活系廃棄物による環境負荷低減のマネジメント活動
　大学の事業活動で発生する廃棄物の減量化を図ると同時に、3R活動を推進し、環境負荷の低減に努めています。2007

年度は、生活系廃棄物の英語版を作成し、総合安全管理センターホームページに掲載いたしました。    

3R活動
　○　リデュース （Reduce） ～ごみになるものをへらすこと～

　○　リユース （Reuse）　 ～使い終わったものを捨てないで再び使うこと～

　○　リサイクル （Recycle） ～もう一度資源として活かして使うこと～

The table of garbage classification
4 / 1 / 2 0 0 6 � �

raw garbage 
wastepaper,� � � � � �  wood clip, � � � � �  cloths

(These three kinds of garbage could be put into the same bag.) 
flammable

Put the garbage into the designated bag and write the name of the laboratory clearly on 
the bag when removing.

plastic,� � � � �  polystyrene, � � � � aluminum foil 
[has been used for 
the food package] 

(These three kinds of garbage could be put into the same bag.) 

glass, pottery (put 
into the thick
bag.)

non-flammable

Put the garbage into the designated bag and write the name of the laboratory clearly on 
the bag when removing.

� � drink can, � � � PET bottle, � � � � glass bottle 
(without crushing)

recycle 1 
(bottles, cans) 

Empty and wash the bottles, and take off caps when removing.

recycle 2 
(used paper) 
(correspond to 
department)

cardboard,  copy paper,  magazine,  newspaper,   container
wrapping

paper
(Bind them with a rope and remove to the used paper depot.) 

shredder
wastepaper
(put into the
plastic bag and 
write the name
of the 
laboratory on 
the bag when 
removing.)

recycle 3 
 (individually 

collected)
(correspond to 
department)

fluorescent lamp, dry cell, mercury cell and button cell (collected different from dry
cell), cable (wiring parts), metal (spray cans must be punctured), one-barrel can and
candy can, brick and refractories

Returned
(correspond to 
department)

mechanic devices (with the fixture number),� small devices (without fixture number)

collected by the 
makers cartridge [ink cartridge, toner cartridge] 

(It can not be collected in the university. Please ask the maker to collect.)

[Reagent bottles to
industrial waste B]

The shredder wastepaper and the container wrapping paper are collected to recycle as used
paper instead of flammable garbage. 
The container wrapping paper that marked with “paper� � ” will only be collected. Please bind 
it with a rope and remove. The shredder waste paper should be put into the plastic bag which is 
described clearly as “Used Paper” and removed the same way as flammable garbage. 

New items of Used Paper.

Until now, the color of bags changes according to the category of garbage. But the bags which 
are designated by the department will be used soon.
During the trial period, the bags now being used will not be minded, but the name of the 
department and the laboratory must be written on the bags. And the complete change to the
designated bags starts from October 1st this year in prospect. 

The garbage bags change.

3R is very important to decrease the garbage. What is 3R? 3R is reduce, reuse and recycle. For
the environment of our earth, let’s take part into 3R activity to decrease garbage and save the
resources.
� Reduce ~ decrease the one which may become garbage.
ъ Stationery should be used carefully to the end. 
ъ Try the best to repair the one that starts breaking and continue to use it. 
ъ Stop purchasing the one without necessity.
� Reuse ~ Don’t throw the one away when finishing using and try to use it again.
ъ Let’s use both sides of copy paper.
ъ Let’s consider to use the container as another one when it is finished being used if possible.
� Recycle ~ Make the best to use the one again as a resource. 
ъ Let’s collect the resources by the classification.
ъ Try to purchase and use recycle articles. 

Let’s take part into 3R activity.

The inquiry and contact 
General Safety Management Center 
OokayamaъTamachi district environmental preservation center 
Extension: 3292 
URL: http://www.gsmc.titech.ac.jp/

toner cartridgeink cartridge

2－5 化学物質による環境負荷低減のマネジメント活動
化学物質の排出量・移動量の管理システムと環境マネジメント
　本学は大岡山、すずかけ台、田町の3つのキャンパスを擁しており、多くの研究室において多種多様な化学薬品を使用し

ています。これらの環境中への排出量、廃棄物への移動量を正確に把握するため、環境分析と廃棄物の化学分析を実施して

います。

　これらの化学分析データは、学内LANにより各研究室ごとに登録・管理する化学物質管理システム「TITech ChemRS（東

京工業大学化学物質管理支援システム）」のデータとリンクさせることにより、各研究室における化学物質保管量の確認に

役立てています。

　このTITech ChemRSには、大岡山キャンパス（田町キャンパス含む）で233研究室、すずかけ台キャンパスで170研

究室が参加し、全化学薬品を容器ごとに東工大管理用バーコードをつけて登録し、研究室ごとに薬品管理を行っています。

　総合安全管理センターの環境保全室においては、学内全体の化学物質について種別ごとに使用量等を把握し、これらデー

タをPRTR報告（*注）や、環境マネジメント、その他学内における化学物質管理の基礎データとして利用しています。

本学の化学物質の排出量・移動量(入口から出口まで)適正に把握され、環境マネジメントに活かされています。

*注)PRTR報告:有害性のある多種多様な化学物質が、本学から環境中に排出され、また、廃棄物に含まれ大学外に運び出されたデータの報告

The table of garbage classification
4 / 1 / 2 0 0 6 � �

raw garbage 
wastepaper,� � � � � �  wood clip, � � � � �  cloths

(These three kinds of garbage could be put into the same bag.) 
flammable

Put the garbage into the designated bag and write the name of the laboratory clearly on 
the bag when removing.

plastic,� � � � �  polystyrene, � � � � aluminum foil 
[has been used for 
the food package] 

(These three kinds of garbage could be put into the same bag.) 

glass, pottery (put 
into the thick
bag.)

non-flammable

Put the garbage into the designated bag and write the name of the laboratory clearly on 
the bag when removing.

� � drink can, � � � PET bottle, � � � � glass bottle 
(without crushing)

recycle 1 
(bottles, cans) 

Empty and wash the bottles, and take off caps when removing.

recycle 2 
(used paper) 
(correspond to 
department)

cardboard,  copy paper,  magazine,  newspaper,   container
wrapping

paper
(Bind them with a rope and remove to the used paper depot.) 

shredder
wastepaper
(put into the
plastic bag and 
write the name
of the 
laboratory on 
the bag when 
removing.)

recycle 3 
 (individually 

collected)
(correspond to 
department)

fluorescent lamp, dry cell, mercury cell and button cell (collected different from dry
cell), cable (wiring parts), metal (spray cans must be punctured), one-barrel can and
candy can, brick and refractories

Returned
(correspond to 
department)

mechanic devices (with the fixture number),� small devices (without fixture number)

collected by the 
makers cartridge [ink cartridge, toner cartridge] 

(It can not be collected in the university. Please ask the maker to collect.)

[Reagent bottles to
industrial waste B]

The shredder wastepaper and the container wrapping paper are collected to recycle as used
paper instead of flammable garbage. 
The container wrapping paper that marked with “paper� � ” will only be collected. Please bind 
it with a rope and remove. The shredder waste paper should be put into the plastic bag which is 
described clearly as “Used Paper” and removed the same way as flammable garbage. 

New items of Used Paper.

Until now, the color of bags changes according to the category of garbage. But the bags which 
are designated by the department will be used soon.
During the trial period, the bags now being used will not be minded, but the name of the 
department and the laboratory must be written on the bags. And the complete change to the
designated bags starts from October 1st this year in prospect. 

The garbage bags change.

3R is very important to decrease the garbage. What is 3R? 3R is reduce, reuse and recycle. For
the environment of our earth, let’s take part into 3R activity to decrease garbage and save the
resources.
� Reduce ~ decrease the one which may become garbage.
ъ Stationery should be used carefully to the end. 
ъ Try the best to repair the one that starts breaking and continue to use it. 
ъ Stop purchasing the one without necessity.
� Reuse ~ Don’t throw the one away when finishing using and try to use it again.
ъ Let’s use both sides of copy paper.
ъ Let’s consider to use the container as another one when it is finished being used if possible.
� Recycle ~ Make the best to use the one again as a resource. 
ъ Let’s collect the resources by the classification.
ъ Try to purchase and use recycle articles. 

Let’s take part into 3R activity.

The inquiry and contact 
General Safety Management Center 
OokayamaъTamachi district environmental preservation center 
Extension: 3292 
URL: http://www.gsmc.titech.ac.jp/

toner cartridgeink cartridge

推奨キャラクター
りさいくるん

資源リサイクルに対する
意識を高めるため、推奨
キャラクターを掲示して
います。
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不用試薬 廃液 実験系固形廃棄物不用試薬 廃液 実験系固形廃棄物

化学物質の購入

東京工業大学
化学物質管理支援システム
(TITech ChemRS)

（大気）

（下水道）

化学物質環境排出監視

排ガスの分析

排水の分析

＜実験系廃棄物＞

不用試薬 廃液 実験系固形廃棄物

実験系廃液・廃棄物処理申請システム

化学物質廃棄物移動監視

収集・処理・搬出

不明試薬等の分析
廃液の成分分析

推奨キャラクター
けみかるん

科学物質管理についての
意識を高めるため、推奨
キャラクターを掲示して
います。

本学の化学物質管理システムにおける化学分析

（1）廃液の成分分析
　各研究室より回収した廃液は、安全かつ適切な処理が確保されるよう、学外に搬出される前に、各廃液ポリタンク
より廃液をサンプリングし、水銀及びシアン含有分析を行っています。また、実験廃液・廃棄物処理申請システムに
おいて、廃液中の化学物質の量が正確に申告されているか監視を行い、申告量の精度向上を図るため、クロロホルム
やジクロロメタンなど廃液の主要13成分について成分分析を行っています。

（2）排水の成分分析
　環境保全室では、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにおいて、下水道法・水質汚濁防止法に基づき毎月1回
定期的に排水をサンプリングし、分析を行っています。

（3）排ガスの成分分析
　ドラフト排気口において年1～2回、有機溶媒等の濃度測定調査を実施し、大気への化学物質排出実態を把握しています。

（4）不明試薬等の成分分析
　実験等で内容不明となったサンプル・試薬等については、適切な処理・処分を行うための成分分析を行っています。

（5）スクラバー水の成分分析
　ドラフト排ガス除外装置のスクラバー水の処理は、分析の結果から処理方法を検討し処理しています。

（6）アスベストの含有分析
　建材及び実験で使用する断熱材のアスベスト含有分析は、位相差分散顕微鏡、Ｘ線回折装置を用いて定性分析を行い、
含有が確認されたものについては、更に基底標準吸収補正を用いたＸ線回折分析法により0.1wt％まで正確に定量分
析をしています。

本学の化学物質の排出量・移動量の管理システム



Environmental Report 2008

16

「実験系廃棄物」の管理システムと環境マネジメント
　本学の化学実験に伴う廃棄物(廃液、廃試薬、化学物質の付着したろ紙や手袋など)は、収集時に有害化学物質や危険物の

混入・運搬時の事故などのリスクが高い廃棄物であることから、これらを「実験系廃棄物」と定義し、事務など実験以外で

発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物とは明確に分別管理し、環境負荷の低減及び本学内外の環境の健全な維持向上に努

めています。

「実験系廃棄物」の廃棄は、学内LANによる廃棄物管理システムにより一元管理され、各研究室よりWeb上で処理申請
できる「実験廃液・廃棄物処理申請システム」が導入されています。

1.  申請された廃棄物の種類、重量及び廃棄物に含まれる主な化学物質の含有量については、さらに環境保全室での廃
棄物の化学分析データと突き合わせ、外部委託する廃液等の「実験系廃棄物」の内容物の明細を正確に処理委託者
に伝達するための「廃棄物データシート」（WDS：Waste Data Sheet）として利用しています。

2.  実験系廃棄物の回収時(1～2ヶ月に一回)には必ず担当職員が立会い、申請内容と廃棄する化学物質との確認と不
適切な実験系廃棄物の混入のチェックを行い、研究室への適切な指導と啓蒙活動を行っています。

■　本学における化学物質情報トレーサビリティ管理システム構築の目標

　昨年に引き続き、本学から発生する廃棄物に含まれる化学物質の安全管理に関する情報をWSDS（Waste Safety Data 

Sheet）によって管理し、MSDS（*注）→PRTR→WSDSと一貫した化学物質情報のトレーサビリティ管理を可能とするシ

ステムの構築に取り組みました。今年度は本学の研究教育活動で発生した廃棄化学物質等の廃棄方法の大幅な見直しを行い、

搬出元の研究室での無害化処理や自前処理を行える物質については指導を行う等、より環境負荷の少ない処理方法について

検討しました。

*注）MSDS：化学物質等安全データシート

環境負荷の発生 環境負荷減少

事業系一般廃棄物
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アスベスト対応について
　建物のアスベストについては、1987年に文部省(当時)からの依頼により、吹き付けアスベストの実態調査を行い、

1994年までに「吹き付けアスベスト」の確認及び処理を終了しましたが、アスベストによる健康被害が社会問題化したこ

とから、2005年7月、文部科学省より「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」の依頼がありました。

　これに基づき本学では、全ての建物を対象に使用実態を調査し、アスベスト(クリソタイル、アモサイト及びクロシドライ

トのいずれか)の含有が確認された「吹き付けアスベスト等」のうち、露出状態にあるものについては除去を完了しましたが、

最近、建築物の吹き付け材からトレモライト等が検出されたことから、2008年2月、文部科学省より6種類のアスベスト

について分析調査を徹底する旨の通知が発せられたため、これまで本学では調査対象としていなかったアクチノライト、ア

ンソフィライト及びトレモライトについて、2008年度中を目途に再調査を行うこととしました。

PCB対応について
　本学では2002年におけるPCBの保管量・使用量を取りまとめ、PCB特別措置法に基づく「PCB廃棄物処理基本計画」に

より、日本環境安全事業㈱の2015年までの処分計画に参画しておりますが、2006年に起こった処理施設での漏出事故によ

り、長期運転停止されたことから、処理予定が大幅に遅れています。2007年に、新たに明らかとなった微量PCB混入電気

機器も含めて、研究室、実験室に存在するものについても再度、保管量・使用量を調査し、紛失・漏洩の危険性も考慮して適

正な保管庫に入れました。また、蛍光灯の安定器を取り外し保管庫に収納しました。その際、作業者の安全管理には細心の注

意を払い、個人暴露防止を図りつつ実施しました。適正なPCB分解処理は世界共通の課題であり、PCBの存在は環境中に大

きなリスクをもたらすことを認識し、疑わしきものや微量PCB混入電気機器についても適正保管するようにしております。

環境安全配慮型有機廃液処理について
　本学では、週に1回、大岡山地区、すずかけ台地区から交互に平均250本の有機廃液が搬出され、それらの廃液はすべて

成分分析を行うために大岡山地区の危険物倉庫に集約されています。貯留記録用紙に記入された成分内容と相違ないかどう

かの検証を行った後に有機廃液はドラム缶に詰め替えて学外搬出していますが、この作業・保管時における環境・健康安全

のリスク低減策として、排気設備が整った危険物倉庫を要望してきました。2006年秋に新設された危険物倉庫には、局所

排気装置に大型の囲い式フードを取り付けることで作業時の健康安全面のリスク低減を確保し、除害装置の活性炭塔、スク

ラバー水の管理を定期的に行うことで2007年度は環境中へのVOCの放出量を低減することが出来ました。また、学外搬出

するドラム缶には分析データを反映した廃棄物安全データシート（WSDS）を付けて、収集運搬及び処理時の安全に配慮し

た委託を行っています。

局所排気装置の
大型囲い式フード

搬出用
ドラム缶

空になったポリタンク

分析結果待ち廃液
廃液運搬・処理における安全性向上のための対応
［GHS付きWSDS］
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2－6 省エネルギーとCO2対策のマネジメント活動
　実験系の研究が多い本学では、大岡山、すずかけ台及び田町キャンパスにおいて、一般家庭約1万7千世帯分に相当する

エネルギーが消費されており、非生産系の事業所としてはCO2排出量が大きいため、数値目標を掲げ省エネルギー対策に取

り組んでいます。

2007年度の主な取組
　多様な研究分野ごとに実情を踏まえ、エネルギー消費によるCO2の排出量削減余地を最大限発見し、トップダウン
による政策手段のもと、効果的かつ効率的なCO2排出の抑制等を図るため、企画立案組織である「企画室」の下に、「省
エネ推進班」を設置し、自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法等の様々な省エネ活動を展開し、研究・
教育活動におけるCO2対策を講じています。

学 長

エネルギー管理のながれ

エネルギー管理員

各 専 攻

推進責任者（担当教員）

推進員（省エネサポーター）

企 画 室

省エネ推進班

推奨キャラクター
ドクターマメック&豆電球マメ太郎

資源リサイクルに対する意識を高めるため、
推奨キャラクターを提示しています。
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2－7 キャンパス整備における環境マネジメント

施設改修事業における環境負荷低減に対する方針等
■　緑が丘1号館レトロフィット

　本学緑が丘1号館は「東京工業大学緑が丘1号館レトロフィット」として、2007年度グッドデザイン金賞を受賞しました。

この賞は、グッドデザイン賞全受賞対象の中でも、独創性、造形的な完成度、将来へ向けた提案性などで総合的に高い評価

を得た作品に対して与えられるものです。

　本建物は1967年に完成した鉄筋コンクリート造、地上5階地下1階建で、主に大学院理工学研究科建築学専攻及び土木

工学専攻が利用していますが、旧耐震基準による設計であることから、耐震診断を行い、耐震性が著しく低いことが判明し

たため、2005年に耐震補強を主とした内外の改修工事を実施しました。

　この工事では、機能面において建物の耐震性を高めるとともに、外壁改修及び屋上防水の改修により頻繁に生じていた漏

水を解消し、便所の増設、リフレッシュルームの新設等により、研究・実験環境の向上にも寄与しています。また、環境面

においては、制震ブレースの外面に日射コントロールのための不燃再生木部材とガラスを複合したルーバーを設置していま

す。この半開放型ダブルスキンは、高温多湿な日本での「夏を旨としたファサード」を目指して開発されたものであり、夏

期は南中日射を遮断し、冬期は逆に反射させ日射を室内へ導入することで空調負荷を低減し、省エネ効果を発揮する設計で

あり、これらの改修により建物の長寿命化を図っています。

■　自然との調和を重視したキャンパスづくり

　2006年12月に大岡山及びすずかけ台キャンパスの将来計画を策定しました。その中基

本理念のひとつに自然環境の保全・活用を掲げ、キャンパスの環境整備を進めています。

　○　大岡山キャンパス
　本学のシンボルである本館を望む桜並木には、16本の桜の老木があります。この老木
の根が傷まないよう保護するために、2006年に環境整備を行いました。毎年3月末頃
から4月初旬の約一週間、この桜並木を開放して桜花鑑賞を実施しており、地域の桜の
名所となっております。 　

　○　すずかけ台キャンパス
　学生会館を中心とした教職員の憩いの場として整備した中央広場（調整池周辺）の一
部として、2007年度に加藤山に散策路を整備しました。加藤山に、多様な生態系が維
持できるように適切な管理をし保全していましたが、生態系を壊さないように最大限配
慮し、散策路を整備することで教職員のリフレッシュの場として、また自然保護活動実
践の場としての里山として蘇りました。

大岡山キャンパス桜並木

ファサード詳細1 ファサード詳細2

改修前外観

新設されたリフレッシュコーナー

すずかけ台キャンパス加藤山散策路

改修後外観




