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東京工業大学の基本理念
　独創的・先端的科学・技術を中心とする学術研究を推進すると同時に、大学院・学部並びに附置研究所にお
いて、創造性豊かで国際感覚を併せもつ人間性豊かな科学者、技術者および各界のリーダーとなりうる人材の
育成を行い、産学の連携協力をも得て、我が国のみならず世界の科学、産業の発達に貢献するとともに、世界
に広く門戸を開いて関係者の知恵を集め、世界平和の維持、地球環境の保全等、人類と地球の前途に係わる諸
問題の解決に積極的役割を果たす。

東京工業大学環境方針

1．基本理念
　世界最高の理工系総合大学を目指す本学は、環境問題を地域社会のみならず、すべての人類、生命の存亡に
係わる地球規模の重要な課題であると強く認識し、未来世代とともに地球環境を共有するため、持続型社会の
創生に貢献し、研究教育機関としての使命役割を果たす。

2．基本方針
　本学は、「未来世代とともに地球環境を共有する」という基本理念に基づき、地球と人類が共存する21世紀
型文明を創生するために、以下の方針のもと、環境に関する諸問題に対処する。

（1）研究活動
　　持続型社会の創生に資する科学技術研究をより一層促進する。

（2）人材育成
　─　持続型社会の創生に向けて、環境に対する意識が高く豊富な知識を有し、各界のリーダーとなりうる人材
を育成する。

（3）社会貢献
　　（1）及び（2）に掲げる研究活動、人材育成を通じ、我が国のみならず世界に貢献する。

（4）環境負荷の低減
　　自らが及ぼす環境への負荷を最小限に留めるため、環境目標とこれに基づいた計画を策定し、実行する。

（5）環境マネジメントシステム
　─　世界をリードする理工系総合大学にふさわしい、より先進的な環境マネジメントシステムを構築し、効果
的運用を行うとともに、継続的改善に努める。

（6）環境意識の高揚
　─　すべての役職員及び学生に環境教育・啓発活動を実施し、大学構成員全員の環境方針等に対する理解と環
境に関する意識の高揚を図る。

2006年1月13日　東京工業大学長

第1章　環境配慮活動に向けて

1−1 環境方針
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1−2 東京工業大学の概要

研究教育組織

理工学研究科
理工学研究科（理学系）
理工学研究科（工学系）
　附属像情報工学研究施設

生命理工学研究科
総合理工学研究科
情報理工学研究科
社会理工学研究科
イノベーション
マネジメント研究科

資源化学研究所
附属資源循環研究施設
精密工学研究所
附属マイクロシステム研究センター
附属セキュアデバイス研究センター
応用セラミックス研究所
附属セキュアマテリアル研究センター
原子炉工学研究所

学内共同研究教育施設等
保健管理センター
教育工学開発センター
学術国際情報センター
極低温物性研究センター
教育環境創造研究センター
火山流体研究センター
留学生センター
炭素循環エネルギー研究センター
量子ナノエレクトロニクス研究センター
外国語研究教育センター
フロンティア研究センター
バイオ研究基盤支援総合センター
共通施設
百年記念館
国際交流会館
地球史資料館
建築物理研究センター
創造研究棟
ほか2５センター

理学部
工学部
生命理工学部

東京工業大学 研究教育組織
大学院研究科、学部、研究所、附属高校 等

東京工業大学 研究教育組織
大学院研究科、学部、研究所 等

大学院 学部 附置研究所 学内共同
研究教育施設等 統合研究院

Global Edge Institute

プロダクティブリーダー
養成機構

監事

内部監査室

コンプライアンス
室

清水 康敬

大倉 一郎
理事・副学長（企画）

牟田 博光
理事・副学長（経営）

齋藤 彬夫
理事・副学長（教育）

伊澤 達夫
理事・副学長（研究）

吉川 晃
事務局長

鈴木 基之

学長室

学長選考会議

役員会

伊賀 健一

学長

教育研究評議会

部局長等会議

経営協議会

企画室

広報センター

社会連携センター

国際室

経営戦略室

財務管理室

評価室

大学マネジメントセンター

教育推進室

研究戦略室

産学連携推進本部

総合安全管理センター

情報基盤統括室

● 研究教育や管理運営などの企画･立案･連絡調整･
情報収集

入試室

技術部

男女共同参画推進センター

創立130周年事業統括本部

附属科学技術高等学校

附属図書館
すずかけ台分館

● 情報化に関する戦略の策定、推進及び実施
● 情報基盤等の整備に係る業務の統括

● 総合安全管理に係る全学的事項の企画･立案･
教育訓練など、安全衛生管理の統括

● 知的財産の創出･保護･管理･活用の推進
● 産業界との研究協力の推進

● 研究戦略の企画･立案･調整･情報収集
● 研究の効果的かつ円滑な推進

● 教育に関する理念･将来構想の提言
● 教育の効果的かつ円滑な推進

● 財務戦略の策定･資産管理計画の取りまとめ
● 学内の予算及び決算の統括

● 研究教育や管理運営などの自己点検及び評価に
関する企画･立案及び実施、第三者評価等への対応

● 経営戦略に関する総合的な企画立案･情報収集

● 社会連携活動の推進

● 運営戦略に関わる事業の推進

● 学内外への広報活動

● 国際連携･国際教育に関わる戦略の策定･推進
● 国際水準の教育･研究環境の整備に対処

● 総務部　 ● 財務部　 ● 国際部　 ● 学務部　 ● 研究情報部　 
● 施設運営部　 ● すずかけ台地区事務部　● 大岡山第一事務区　 
● 大岡山第二事務区　 ● 田町地区事務区　● 事務支援センター

事務局

戦略的運営
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研究教育組織

理工学研究科
理工学研究科（理学系）
理工学研究科（工学系）
　附属像情報工学研究施設

生命理工学研究科
総合理工学研究科
情報理工学研究科
社会理工学研究科
イノベーション
マネジメント研究科

資源化学研究所
附属資源循環研究施設
精密工学研究所
附属マイクロシステム研究センター
附属セキュアデバイス研究センター
応用セラミックス研究所
附属セキュアマテリアル研究センター
原子炉工学研究所

学内共同研究教育施設等
保健管理センター
教育工学開発センター
学術国際情報センター
極低温物性研究センター
教育環境創造研究センター
火山流体研究センター
留学生センター
炭素循環エネルギー研究センター
量子ナノエレクトロニクス研究センター
外国語研究教育センター
フロンティア研究センター
バイオ研究基盤支援総合センター
共通施設
百年記念館
国際交流会館
地球史資料館
建築物理研究センター
創造研究棟
ほか2５センター

理学部
工学部
生命理工学部

東京工業大学 研究教育組織
大学院研究科、学部、研究所、附属高校 等

東京工業大学 研究教育組織
大学院研究科、学部、研究所 等

大学院 学部 附置研究所 学内共同
研究教育施設等 統合研究院

Global Edge Institute

プロダクティブリーダー
養成機構

監事

内部監査室

コンプライアンス
室

清水 康敬

大倉 一郎
理事・副学長（企画）

牟田 博光
理事・副学長（経営）

齋藤 彬夫
理事・副学長（教育）

伊澤 達夫
理事・副学長（研究）

吉川 晃
事務局長

鈴木 基之

学長室

学長選考会議

役員会

伊賀 健一

学長

教育研究評議会

部局長等会議

経営協議会

企画室

広報センター

社会連携センター

国際室

経営戦略室

財務管理室

評価室

大学マネジメントセンター

教育推進室

研究戦略室

産学連携推進本部

総合安全管理センター

情報基盤統括室

● 研究教育や管理運営などの企画･立案･連絡調整･
情報収集

入試室

技術部

男女共同参画推進センター

創立130周年事業統括本部

附属科学技術高等学校

附属図書館
すずかけ台分館

● 情報化に関する戦略の策定、推進及び実施
● 情報基盤等の整備に係る業務の統括

● 総合安全管理に係る全学的事項の企画･立案･
教育訓練など、安全衛生管理の統括

● 知的財産の創出･保護･管理･活用の推進
● 産業界との研究協力の推進

● 研究戦略の企画･立案･調整･情報収集
● 研究の効果的かつ円滑な推進

● 教育に関する理念･将来構想の提言
● 教育の効果的かつ円滑な推進

● 財務戦略の策定･資産管理計画の取りまとめ
● 学内の予算及び決算の統括

● 研究教育や管理運営などの自己点検及び評価に
関する企画･立案及び実施、第三者評価等への対応

● 経営戦略に関する総合的な企画立案･情報収集

● 社会連携活動の推進

● 運営戦略に関わる事業の推進

● 学内外への広報活動

● 国際連携･国際教育に関わる戦略の策定･推進
● 国際水準の教育･研究環境の整備に対処

● 総務部　 ● 財務部　 ● 国際部　 ● 学務部　 ● 研究情報部　 
● 施設運営部　 ● すずかけ台地区事務部　● 大岡山第一事務区　 
● 大岡山第二事務区　 ● 田町地区事務区　● 事務支援センター

事務局

戦略的運営

大岡山キャンパス
東京都目黒区大岡山2丁目12番1号 　244,646㎡

すずかけ台キャンパス
神奈川県横浜市緑区長津田町4259番 　225,423㎡

田町キャンパス
東京都港区芝浦3丁目3番6号　 　23,160㎡

【教職員等・学生数】 学　　生

合計
区　分 役員

教員 その他職員

合計

大学院 大学 附属高等学校

教授 准教
授 講師 助教 教務

職員 教諭
実習
助手・
養護
教諭

小計 事務
職員

技術
職員

その
他 小計

博士
後期
課程

修士
課程 学部 本科 専攻

科

学長、理事・副学長、監事 7 0 0 7 
理工学研究科（理学系）・理学部 49 38 58 3 148 0 148 584 1,456 864 7,394 
理工学研究科（工学系）・工学部 109 107 114 1 331 0 331 3,379 
生命理工学研究科・生命理工学部 23 19 3 37 3 85 0 85 145 298 668 
総合理工学研究科 51 43 3 38 3 138 1 1 139 508 1,070 1,578 
情報理工学研究科 29 22 4 20 75 0 75 110 282 392 
社会理工学研究科 29 23 1 22 75 0 75 173 265 438 
イノベーションマネジメント研究科 8 2 10 0 10 46 ※ 77 123 
資源化学研究所 12 13 1 21 47 0 47 
精密工学研究所 12 17 20 49 0 49 
応用セラミックス研究所 11 15 9 35 0 35 
原子炉工学研究所 8 11 15 34 0 34 
学内共同研究教育施設等 39 28 4 10 2 83 2 2 85 
附属科学技術高等学校 44 8 52 0 52 588 57 645 
統合研究院 6 1 7 0 7 
事務局 0 449 5 454 454 
技術部 0 86 86 86 

合計 7 386 339 16 364 12 44 8 1,169 449 87 7 543 1,719 1,566 3,448 4,911 588 57 10,570 
※専門職学位課程の人数

区　分 教員 研究員 講師 教育研究
支援員 事務員 技術員 研究支援

推進員 補佐員 合計 総計

非常勤職員 185 191 199 73 56 11 17 666 1,398 13,687 

2009年8月1日現在

2008年5月1日現在
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1−3 環境配慮の取組体制

1−4 環境配慮の目標、計画、実績等に関する総括

1）トップマネジメント	▶	学長

環境方針の表明
環境方針に基づく環境配慮の取組に必要不可欠な学内資源を投入

2）環境管理責任者	▶	総合安全管理センター長、企画室長

環境管理、環境配慮の取組のための責任者
EMS（環境マネジメントシステム）の確立、実施、維持、改善

3）推進組織	▶	総合安全管理センター、企画室、各地区安全衛生委員会

大学全体のEMSの構築作業、環境目標の設定、環境計画の作成作業
環境側面の調査、環境影響評価、その他推進に必要な業務

4）推進事務局	▶	施設運営部及び関係部署

環境配慮の取組を円滑に進めるための事務処理担当

5）実施・運用部門	▶	各部局（各部局等の安全衛生委員会等を含む）

環境配慮の取組の実施、運用

6）環境内部監査グループ	▶	環境教育を専門とする教員からなる「環境内部監査グループ」

環境管理状況、環境配慮の取組内容、環境保全実績等の内部監査

（1） 研究活動、人材育成、社会貢献　【東京工業大学環境方針の基本方針1, 2, 3】
○エコロジカルで持続可能な社会の創生に資する科学技術研究
　地域社会および地球規模の環境保全の科学技術研究の推進

○持続可能な社会の創生への人材育成(環境教育による人材輩出)
　修士および博士課程での環境関連研究と環境教育関連カリキュラムの充実

○社会貢献
　環境保全に関わる学会活動や環境政策への関与、国際的活動など、大学の知・理を活かした社会貢献

（2） 環境負荷の低減　【東京工業大学環境方針の基本方針4】
○本学において環境負荷の大きい化学物質とエネルギーを対象とした適正管理
　・「環境リスク低減」の視点から化学物質の管理および環境中への排出量や廃棄物に含まれて移動する量の適正な把

握、実験系廃棄物の適正管理
　・資源(水、紙)・エネルギー (電気、ガス等)の効率的使用と低減、グリーン購入の推進

（3） 環境マネジメントシステム　【東京工業大学環境方針の基本方針5】
○理工系総合大学としての先進的な環境マネジメント
　・環境側面の特定と集計データ化
　・環境マネジメントと安全衛生マネジメントとを統合したマネジメントの試行

（4） 環境意識の向上　【東京工業大学環境方針の基本方針6】
○役職員および学生への環境教育・啓発活動の推進
　・ 講習会及び講演会の開催
　・廃棄物の分別
　・リサイクルの徹底
　・全学構成者による省エネルギーを推進するため、選出された学生を「省エネサポーター」に登録
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1−5 研究・教育活動と環境負荷の全体像
　本学は、研究・教育が主な活動となりますが、それに伴い多くのエネルギーとさまざまな物資を消費しています。エネル

ギーは主に電力、ガスとなります。また、主な物資は水、紙、化学物質です。これは、最先端の研究活動及び教育（人材育成）

活動のための消費によるものです。

　本学の活動に伴う環境負荷の全体像は下図のように表されます。

研究教育活動と環境負荷の全体像

（注1）排出口での実測濃度の年間平均値に、排水年間総量を乗じて算出
（注2） 古紙として再資源化する場合、購入した紙以外に、学外から持ち込

まれる紙・雑誌類が大半を占める

水

購入電力 

化学物質
（PRTR物質：28.7t ）

79,299千kWh 

都市ガス 
585.4千㎥

軽油 
3.3kl

上水道
427千㎥

排ガス処理 

排 水 
再利用 
167千㎥

騒音・振動 

重油 
0.75kl

ガソリン 
2.8kl

古紙
再資源化量
438.11ｔ
（注2）

環境研究による新技術開発
環境教育による人材輩出
環境研究教育による社会貢献

エネルギー 

物　　質 

紙
（共同購入：56.8t

共同購入以外：未集計）

大気排出物

BOD ：26,044.2kg
窒素 ： 6,641.2kg
リン ： 662.3kg

NO× ：0.564t
SO× ：0.037t 
ばいじん ：0.018t

＜汚染物質排出量＞

＜下水道への総排水量＞
319千㎥

水域排出物

＜廃棄物排出量＞
一般廃棄物：342.97t
産業廃棄物：516.87t

廃棄物

＜温室効果ガス排出量＞
 32,216t－CO2

購入電力
 30,611t－CO2

化石燃料
 1,364t－CO2

上・下水道
 241t－CO2

＜汚染物質排出量＞

研究教育 
活　動 

（注1）


