
8

第2章　理工系総合大学としての環境マネジメント

　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。

　本学は理工系総合大学として、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

2-1 環境側面の特定
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（1）環境保全技術の研究機関として（環境へのプラス面）
　世界最高の理工系総合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。

（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。

（3）環境負荷の低減に取組む事業所として（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
　大岡山キャンパスにおいては、2010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。   
　すずかけ台キャンパスにおいては、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。   
　田町キャンパスにおいては、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。
　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=Act（改善）

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

2-2 環境マネジメントの目標と行動
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　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EMS(環境マネジメントシステ

ム)とSHMS(安全衛生マネジメントシステム)とを一体化したPDCAサイクル(継続性・発展性を包含)とすることが望

まれます。

　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の低減策として，「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、労働安全衛生法改訂により、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付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、推進しましたが、学生の実験時の事故が多発したために、学長より「学生の基本的安全教育・安全

対策の徹底について」の声明文が発せられ、全研究室に対し、安全衛生マネジメントシステムを実施し、危険防止の徹底に

努めるよう通達されました。

〈安全衛生マネジメントの第一歩（4S）の実行例〉
　2009年1月5日，大学院生命理工学研究科・生体分子機能工学専攻・小林雄一研究室が，安全衛生活動において並々な

らぬ努力をし，実験・研究環境の見違えるような改善を行った功績を讃え，伊澤総合安全管理センター長より表彰状及び金

一封が贈呈されました。

伊澤総合安全管理センター長と表彰された小林雄一研究室の学生諸君

2-3 環境と健康の両面を配慮したマネジメント活動
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　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

年度には、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。────

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。

推奨キャラクター
りさいくるん

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

2-5 化学物質による環境負荷低減のマネジメント活動

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〜

　本学の化学物質の排出量・移動量（入口から出口まで）は、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



12

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

化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）排水の水質分析
　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、BOD、全リン、全窒素などの全規制項目について水質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、ヘキサン、トルエン等の有機溶媒14成分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、シアン化合物、水銀、鉛等、有
害成分の分析を行っています。

（5）スクラバー水の水質分析
　ドラフト排ガス除外装置のスクラバー水の処理は、クロロホルム、トルエン等の揮発性有機化合物（VOC）、アセトニト
リル等のPRTR法対象成分、水銀等の有害金属等の水質規制項目分析結果から処理方法を検討し処理しています。

本学の化学物質の排出量・移動量の管理システム
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「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1回）には必ず担当職員が立ち会い、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チェックを行い、研究室への適切な指導と啓発活動を行っています。

アスベスト対応について
　本学の建物の吹き付けアスベストにつきましては、1994年までに確認及び処理を終了しておりますが、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月より建物及び実験器具等に含有されているアスベストについて再度、
徹底して使用実態調査を実施しております。2008年2月からはそれまで調査対象ではなかったアクチノライト、アンソフィ
ライト、トレモライトの調査依頼にも対応しています。しかしこれらアスベスト分析は、いくつかの問題点を抱えており、
以下に主なものを示します。

　アクチノライトはやや鉄分の多いトレモライトのことをいい、通常のX
線回折分析では区別がつかないことから、本学では分散染色分析法であ
る電子顕微鏡を用いて識別しております。
　さらに現況ではトレモライト・アンソフィライト・アクチノライトの
標準試料が入手できないため、2008年度はトレモライト・アンソフィ
ライトの分散染色分析法による定性分析とアスベスト対応X線回折装置に
よる分析結果を（社）日本作業環境測定協会のX線粉末回折データを用いて
定量する方法で行いました。

　このように分析技術は高レベルを保持しているにも係わらず、標準物質が入手できない現状に苦慮しております。
　また、バーミキュライト（ひる石）は本学の建物には多く使用されておりますが、JIS法（A 1481）に従い処理しても
クリソタイルやトレモライトなどと回折線が重なり、判別が困難であることから分散染色分析法による定性分析を実施して
おります。

高圧ガスのコンピューター管理を運用開始しました！
　研究・教育活動の推進と適切な環境安全管理のために、高圧
ガスの安全な保管・使用方法について検討を重ねてきました
が、ようやく化学物質管理（TITech chemRS）の一環として
TITechGによる高圧ガスの管理場所や数量の把握等、高圧ガス
管理に関する必要事項を適時見ることが出来るようになりました。
　これにより、事故その他の緊急事態が発生し、119番へ通報
した場合、事故等発生箇所の高圧ガス保管情報を現地消防署員
へ即、提出できる体制が整いました。これらのデータは施設マッ
プにビジュアル化して、建物ごとに保管・使用量の減量化にも
役立てています。

現在分析している
アスベストの種類 浸液 標準

試料
定性
分析

定量
分析

クリソタイル あり あり ○ ○

アモサイト あり あり ○ ○

クロシドライト あり あり ○ ○

トレモライト
アクチノライト あり なし ○ △

アンソフィライト あり なし ○ △

すずかけ台キャンパス
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　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。

〈2008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、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の改正等に対応し、効果的かつ効率的なCO2排
出の抑制等を図るため、エネルギー管理体制の見直しを行い、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。

施設改修事業における環境負荷低減対策の試行

「環境負荷低減（温室効果ガス削減（省エネルギー））と研究・教育環境向上の両立を目指して」
　本学のすずかけ台キャンパスの環境負荷低減について、最大の障害は内外共コンクリート打放しという省エネルギー対策
が施されていない施設が、多数存在するということです。端的に言えば、冬季には地球全体を冷やし、夏季には逆の状況で、
環境負荷低減に寄与していないということです。この問題と、研究・教育環境の向上を両立させる解決策を考えた結果、極
めて荒い熱環境モデルを使用した計算結果ですが、50％程度の省エネルギーが可能な方法を試行しました。現在、使用電
気量について、類似使用室とも計測を行っており、その結果について期待しているところです。また、教員からは白いサッ
シが奇麗で感じが良くなった、防音効果が向上し部屋が静かになった気がするという感想があがっています。

工事概要）　 場所：すずかけ台キャンパス資源化学研究所2階第2会議室（床面積：51㎡）
　　　　　　　窓：樹脂製サッシを室内側に増設
　　　　　ガラス：Low－Eガラス（遮熱・高断熱複層ガラス）
　　　　　　　　　（UVカット対応＝教員の知の財産である書籍を守ることも可能。）
　　　　外壁内側：現場発泡断熱材（厚さ30mm）＋石膏ボード12mm塗装

2−6 省エネルギーとCO2対策のマネジメント活動

2−7 キャンパス整備における環境マネジメント

エネルギー管理体制
学長

統括管理者

技術管理者

エネルギー管理企画推進者

エネルギー管理員 ※

エネルギー管理統括者
（省エネ法による）

※ 大岡山団地及び
　 すずかけ台団地

施設運営部
省エネ推進班

省エネ推進WG

企  画  室

都条例による 省エネ法による

（事業所）

省エネルギー推進員

省エネルギー副推進員

省エネルギー居室推進員
（グループ長等）

事務局・附属図書館
省エネルギー推進員（部局長等）

省エネルギー副推進員（専攻長等）

省エネルギー居室推進員

各大学院・各学部
省エネルギー推進員

省エネルギー副推進員

省エネルギー居室推進員

附属研究所・センター
省エネルギー推進員

省エネルギー副推進員

省エネルギー居室推進員

学内共同研究教育施設等
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東工大蔵前会館（Tokyo	Tech	Front）

「CO2削減を探る新しいエネルギーシステムの試行」
　東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front 以下 TTFという）は、地域に開かれた場所を形成し、教職員や学生、同窓生、地
域や一般社会の交流の場として、また、学術国際交流の推進を目的として、大岡山駅前に建設されました。
　TTFは、A館とB館に分かれており、A館は4階建てで、B館は3階建てで
あり、両建物を挟む形でメインエントランスが設けられています。（敷地面
積：3,368㎡、鉄骨構造　地上4階建て、建築面積：4,076㎡）全面ガラス
張りのため、開放的で明るい印象の建物です。A館（1階ギャラリー、2階アー
トメディアルーム、3階130年事業事務室、会議室、4階蔵前工業会事務室、
談話室等）B館（1階〜 3階）各南面からは、百年記念館や本館を間近に望め、
天気の良い日には、南西方向（東急大井町線の延長線上方向）に富士山が見
え、風光明媚な建物となりました。また、この建物は、新しいエネルギーシ
ステムを設置しており、省エネと再生可能エネルギー導入による二酸化炭素

（CO2）の大幅削減のあり方を探る試みに取組むことを考慮して、3年計画で
実証実験を行うシステムを導入しています。
　この実証新エネルギーシステムは、燃料電池や太陽電池、水素や電力の貯
蔵技術も組合わせた複合設備であり、今までに無い電力、熱、水素の生成や
利用を統合化し、最適化しようとの（全国的にも）初めての試みの建物で、
建物全体のエネルギー効率を大幅に改善することを目指し、国内・外からも
注目されている新エネルギーシステムです。

放置自転車対策の推進
　本学は、キャンパス内で利用する全ての自転車に対し、「利用登録」を義務付けています。これは、学内及び学外において、
交通安全ルールを遵守するとともに、非常事態が発生した場合の緊急車両の入構や避難時の動線の妨げとなり、また、キャン
パス内の美観をそこなう迷惑駐輪及び放置自転車を作らないことを目的としています。
　環境整備のために、指定駐輪場以外の迷惑駐輪や放置自転車について、定期的に構
内パトロールを行い、警告後撤去・処分していますが、現状は、指定駐輪場以外の建
物出入り口付近に迷惑駐輪及び放置しているケースが多く、整備費用等が膨らみ問題
となっています。
　2008年は、迷惑駐輪及び放置自転車対策として、駐輪場の整備・増設や指定駐輪
場のマップの配布時等に、自転車での入構を極力避けるよう協力要請を行いました。
　また、卒業時期の2009年3月26日（木）には、大岡山及びすすかけ台両キャンパスにおいて卒業時等に不用となった自
転車の無料回収を行うなど放置自転車を作らないよう活動しました。

大岡山キャンパス自転車・駐輪場マップ

駐輪場以外に放置されている場合、
　　　撤去・登録抹消することがあります。
自転車を放置しないためにも，駐輪場に停
めた後は，
　できるだけ歩くことを心がけてください。
※�　登録が取消されていた場合は、取消し後
1年間は、利用ができなくなります。
自転車を撤去したときは、撤去費用を自転車
の所有者に請求します。


