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第2章　理工系総合大学としての環境マネジメント

　地球規模で環境を保全しつつ開発と発展を進めることができる持続可能な社会を実現することは、21世
紀における人類に課せられた最大の責務であると言えます。とりわけ研究と教育及び社会貢献を目的とする
大学においては、ユネスコが提唱するESD（Education─for─Sustainable─Development）に従って環境
負荷を低減するためにたゆまぬ努力を続けることが必要です。一人ひとりを持続可能な社会づくりに参画で
きるよう教育し、社会に大きく貢献することが求められます。
　本学は、理工系総合大学としての特殊性を活かし、環境負荷に十分配慮してその低減策を立て、実行する
活動を続けています。そして先進的な環境マネジメントに取り組んでいます。

　本学における研究と教育に関する活動における環境負荷について、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。

【環境負荷低減のための活動】
活動内容 環境側面

○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

○省エネ対策を講じた照明、空調機器及び建築 ○電力、エネルギー使用量の削減

○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

【環境負荷にかかわる研究・教育活動】
活動内容 環境側面

○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活動

（2）人材育成の教育活動

（3）環境負荷の低減活動

2-2 環境マネジメントの目標と行動

　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
ダー的存在になることを目指します。

　環境問題についての基礎教育、実践活動による
教育を通じて、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。

　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。

　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。

　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。

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年度から2014年度の
5年間で、エネルギー使用起源の温室効果ガス総排出量を東京
都条例により定められた基準排出量に対して、毎年度8％削減
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、2010年度から2012年
度の3年間で、エネルギー使用起源の温室効果ガス総排出量を
横浜市条例により定められた目標原単位排出量（延べ床面積（㎡）
当たり）に対して、毎年度1％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、削減目標値を検討中です。
　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。
　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
ついては企画室が中心となり推進しています。
　また、廃棄物のリサイクルや減量化のためのPDCAサイクルの
構築は、総合安全管理センターが中心となって推進しています。

社　会
　貢　献

人材育成の
教育活動

環境意識の
高揚

環境保全技術
の研究活動

開発・実用化

環境負荷の
低減活動

目標値に基づく
PDCAサイクル

PDCA：P＝Plan（計画）

→D＝Do（実行）→

C＝Check（評価）→

A＝Act（改善）



　榎・木口研究室では、環境と健康の両面に配慮したマネ
ジメント活動の一環として毎週20分程度、環境安全に関す
るミーティングを実施しています。研究室では、各部屋ご
とに環境安全面のリーダーとなる担当者を決めていますが、
各回、担当の学生からヒヤリ・ハットの情報や安全面に関
して気づいた点を報告してもらい、対策について研究室全
体で議論を行っています。平成21年度は約30回のミーティ
ングを行い、化学薬品の安全な利用・管理方法、実験機器
の安全な利用方法、省エネルギールールなどについて議論
してきました。議論した結果は直ちに実行し、その経過を
またミーティングに持ち寄り、反省点を検討して次の実行
に反映するというマネジメントシステムを実行してきまし
た。

具体例として
◦実験装置の冷却水を止め忘れた件が報告された。
　→研究室全体に注意喚起をした。
◦ 流しのそばにボンベキャリアが設置されており、その危

険性が指摘された。
　→安全な場所に移動した。
◦ 洗瓶の扱いによっては、アセトンなどの内容物が外にこ

ぼれる危険性が指摘された。
　→ ドラフト内に保管すること、またリーク弁を必ず立て

ることを徹底させることにした。
◦ 薬品庫に入る際の人数について議論を行い、2人以上で

作業を行うこととした。

　以上のように、研究室で安全に関する情報を公開・共有し、
対応策を考えることによって重大な災害や事故の発生を未
然に防止するとともに、研究室レベルでの環境保全・省エ
ネルギー問題の意識を高めています。今後も継続的に取り
組んでいきたいと思います。
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　本学では2004年の法人化の際、労働安全衛生法に基づいて学内規則「安全衛生管理規則」を制定し、同時に東京
都労働安全衛生マネジメントモデル推進事業の事業場として指定を受け、都の労働基準監督署の指導の下に本学の実
験作業現場にマネジメントシステムを導入し実施しました。その後、年を追うごとにマネジメントシステムを実施す
る研究室及び部局を拡大させ、2009年には遂に全学において実施する態勢に至りました。
　また、PRTR法に基づいて学内規則「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、安全管理と環境への配慮を進める体制を整備して現在に至っています。─
　大学は、毎年学生が卒業・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、PDCAサイクルを教育現場及び研究室を含む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サイクルとして継続性と発
展性を持たせることが重要です。
　このように環境と安全及び健康に配慮したマネジメント活動がこれからの大学では極めて重要となり、本学におい
ても全学的に取り組みを進めています。

環境安全ミーティング風景

2-3 環境と健康の両面を配慮したマネジメント活動

〈大学院理工学研究科（理学系）化学専攻　榎・木口研究室の安全衛生マネジメント活動〉
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　2006年度に学長名で、東京工業大学安全衛生方針、基本理念、基本方針、行動指針が示され、大学として労働安

全衛生マネジメントシステムが導入されました。2006年度に資源化学研究所がモデル作業場に選定されたことを受

けて、システムの理解と習得を部局安全衛生委員会として推進を図ってきました。その活動概要を紹介します。

〈資源化学研究所の安全衛生マネジメント活動〉

　資源化学研究所は、｢資源の化学的利用に関する学理及び

その応用の研究｣を設置理念とした、14部門、1施設で構

成された化学の総合研究所であり、すずかけ台キャンパス

内に設置されています。

　資源化学研究所の安全管理体制は、研究所長を委員長と

した安全衛生委員会を設け、所としての活動を統括し、専

任の安全衛生支援者を配置して運営を行い、各研究室は、

教授、准教授が安全衛生管理者として管理運営を行ってい

ます。

　労働安全衛生法等の法令の遵守に加え、自主的な安全衛

生活動の取組として、労働安全衛生マネジメントシステム

を導入しPlan-Do-Check-Actのサイクルを廻し、安全な

研究環境の構築を目指しています。

　このマネジメントシステムの推進を図るため、所内専用

ホームページに掲載の安全衛生ページのリニューアルを行

い、安全衛生ルール、資料、学内リンク等の情報の共有化

と迅速化、事故・災害発生時の対応情報の提供、報告書作

成と報告の流れを簡便化し、報告書を公開しています。

　同様にヒヤリハット体験報告書も作成し、報告手続きを

簡便化し、公開して事故の発生防止に役立てています。

　リスクアセスメント活動は、各研究室で実験等の危険有

害な要因を把握して評価を行い、リスクの高い実験等に必

要な対策を実施し、災害発生の防止に努めています。

　研究室で教員の出張時や夜間・休日時など指導教員が不

在の時にも実験が行われる現実を考慮して、所内では「指

導者不在時実験のリスクアセスメント」を各研究室で実施

し、リスクの高い実験等に対策を立て、禁止、条件付等の

ランク付をして制限を行い、毎年見直しを実施しています。

　また、危険性の高い試薬や毒性が強く反応性の高い化学

物質を取り扱う研究室が多いので、本学の化学物質管理支

援システムであるTITech ChemRSにより、各研究室で化

学物質のMSDS等の情報を活用すると共に、受入から使用、

廃棄まで定量的な管理をしています。さらに衛生管理者、

安全衛生支援者に各研究室の管理化学物質についての閲覧

権を付与し、所としても必要時には状況確認ができる体制

を整えています。使用量の多い消防法の危険物4類は、屋

外危険物貯蔵庫にて保管を行い、建物内においても各研究

室の研究分野に応じた少量危険物取扱所を13室設置し管理

運営しています。

　この他に、現在実施している主な活動は次のとおりです。

　◦実験室と居住空間の分離

　◦防災マップの更新と活用

　◦安全衛生講習会の開催による情報提供

　◦ドラフトの整備と自主管理の推進

　◦作業環境測定の自主測定と改善

　◦緊急連絡網の整備

　◦安全パトロールの実施

　災害ゼロから危険ゼロに向けて、自主的な安全衛生活動

の取組で、リスクの少ない実験方法や設備改善を進めてい

ます。安全衛生委員会を中心に、現在の活動を継続しなが

ら新たな活動を目指しています。

【耐震工事が終了した資源化学研究所】

【安全衛生講習会】
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　本学では、事業活動で発生する廃棄物の減量化を推進するため、分別を徹底し、古紙等リサイクル可能なものを再

資源化させる３Ｒ活動を積極的に行い環境負荷の低減に努めています。

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258研究室、すずかけ台キャンパスで194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。

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

TITech ChemRSによる管理

入口 保管・使用 出口

本学の化学物質の排出量・移動量は、適正に把握され環境マネジメ
ントに活かされています。

工大祭2009「
健
康
・
安
全
手
帳
」
に
掲
載

　ごみを減らすには3つのRが大切といわれています。3つのRとは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、
リサイクル（Recycle）のことです。みなさまひとりひとりが地球環境のために、資源を大切にし、ごみを減らす
よう3R活動を積極的に行いましょう。
○リデュース（Reduce）～ごみになるものをへらすこと～
・事務用品等、モノは大切に最後まで使いましょう。
・壊れかけたものは、できる限り直して使いましょう。
・必要以上にモノを購入するのはやめましょう。
○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～
・コピー用紙は、できる限り裏紙を使いましょう。
・使い終わった容器は、可能であれば工夫して別の入れ物として使いましょう。
○リサイクル（Recycle）～もう一度資源として活かして使うこと～
・資源は、分別回収を徹底しましょう。特に紙は「燃やすごみ」ではなく「古紙」として回収しましょう。
・なるべく再生品を購入し、利用しましょう。

3R活動を積極的に行いましょう

紙って全部リサイクル
できるんだって。
さあみんなで
　　 リサイクル！！
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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

＜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

 

 

排水の分析

【本学の化学物質管理システムにおける化学分析】

〈本学の化学物質の排出量・移動量の管理システム〉

（1）廃液の成分分析

（2）排水の水質分析

（3）排ガスの成分分析

（4）不明試薬等の成分分析

（5）スクラバー水の水質分析

　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。

　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。

　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。

　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。

　ドラフト排ガス除外装置のスクラバー水は、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。
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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。

フェライト化処理施設廃止について

　1975年、世界にさきがけて東京工業大学が研究・環境教育の一環として取り組んだフェライト化処理法は、金属イオン

をスピネルフェライト格子中に取り込み、難溶性の個体として分離する手法です。

　このフェライト化処理法で分離・固定化された無機廃液中の有害金属は土中に埋設後の金属溶出が無く、2次公害が生じ

ない画期的な手法であり、東京大学と京都大学等では現在も使用されています。

　しかし、省エネルギー・省資源・レアメタル回収という点で劣るフェライト化処理法は、昨今の社会要求に対する存在意

義が揺らいでいます。

　本学では、教育施設としての価値も薄れてきたと判断し、大岡山キャンパスの実

験廃液処理施設内に設置されたフェライト化処理施設を2009年度をもって廃止

し、無機廃液処理を外部委託することにしました。

重金属廃液

強磁性体
フェライト

処理水

硫酸第1鉄 蒸気

酸化

空気

65℃

ｐH

NaOH
9～10.5

磁気分離

フェライト化処理工程

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。
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2009年度の取組
　本学では、多様な研究分野の実情を踏まえて、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する
と共に、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
対応した、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。

「施設の合理化と省エネルギー化を探るすずかけ台地区の実験廃水処理施設の更新」
　すずかけ台地区の実験系廃水は、学内の実験廃水処理施設につながっています。こ
の施設では、最大800t/日（pH 5.7 ～ 9.3、BOD 20ppm以下、COD 20ppm以下、
SS 36ppm以下）の処理が可能であり、処理された水は、トイレの洗浄水などの中水
として学内で再利用されているほか、余剰水については一部河川に放流されています。
　旧実験廃液処理施設は、1975年に竣工し約34年間稼働を続けてきましたが、老
朽化のため施設を更新し、2010年2月末より新施設での処理を開始しました。
　旧施設は、生活排水（現在、下水放流）も合わせて処理する設計であったため、設
備機器等エネルギーコストや処理の能力が現状と比べ、過大となっていました。新施
設では、合理化と省エネルギー化の徹底を図り、運転条件によりますが、旧施設より約70%減の動力での処理運転を可能にし、
敷地面積は、従来の約4分の1規模とコンパクトな施設となりました。新施設の主要な設備とその特徴は以下の通りです。

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

　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。

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）

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

　流入の水質によっては（汚濁が少ない等）、上記①、②の設備をバイパスし、後段の、ろ過、活性炭吸着処理のみの効率
化を図る運転も可能となりました。また、管理体制においては、これまでの常駐管理から遠隔監視と定期点検による運転管
理を実現させ、省力化につなげました。

①浮遊担体処理：
省スペースで管理が容易。負荷に合わせて微生物が
自然にスポンジ状の充填材に付着し処理を行う。

②高速凝集沈殿処理：
省スペースで効率的に沈殿処理を行う。

③連続活性炭吸着処理：
省スペースであり吸着効率が高く、維持管理も容易
な吸着処理を行う。
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施設改修事業における環境負荷低減対策
「うるおいの水循環」

　本学の大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにおいて、環境への負荷低減対
策として、水循環を復活する雨水浸透型の舗装改修工事を実施しました。
　これまで雨水は、側溝や排水管から河川へと一刻も速く「排除」する工法が一般
的でしたが、舗装を雨水浸透型にすることにより、地球温暖化防止、水質改善、水
害軽減、地盤沈下防止に対して効果が期待されます。
　都市部の大岡山キャンパスにおいては、地球温暖化防止対策として地下水が蒸発
する時の気化熱により、ヒートアイランド現象を緩和することが期待され、すずか
け台キャンパスにおいては、水質改善対策として地下に雨水が浸透し直接河川に雨
水が流入しないことにより、河川水の汚濁を防止することが可能となります。
　また、水害軽減対策として、降雨時の雨水の河川への集中流入を低減させること
で小雨での氾濫を防ぎ、また土壌が保水することで地盤沈下防止に役立っています。
　大岡山キャンパスでの改修工事範囲は、本館から南2号館に向けての「学内の地
域解放軸線」（東京工業大学キャンパス構想21（2006年））で実施し、木の根の
張り出しや経年劣化による路面の凹凸を解消するほか歩道と車道をフラット化する
ことにより、快適なキャンパスの具現化を計りました。
　すずかけ台キャンパスでは、すずかけ門から入口広場までの通路について実施し、
キャンパスへのエントランスが分かりにくい（東京工業大学キャンパス構想21

（2006年））状況を解消するため、舗装に明色を採用して公道と視覚的に区分しま
した。また、大学名表示がエントランス奥となっていたことから、公道面からアイ
ストップとなるよう工夫し、学外利用者等の利便性を計りました。

東工大蔵前会館（Tokyo	Tech	Front）
「太陽の恵みの新エネルギー」

　昨年度、東工大蔵前会館に太陽光発電システムを導入しましたが、より大規模な太陽電池パネルを設置（設置面積約300㎡）
し、更なるCO2削減対策を推進しました。
　太陽電池パネルには、発電変換効率が最高水準のハイブリット型（HIT型）パネルを採用しており、今後以下の環境貢献効
果が期待されています。

CO2抑制量─ ：15.5t ／年
　　（森林面積換算 ：43,500㎡／年）
　　（石油抑制量 ：7,100ℓ／年、ドラム缶36本相当）

最大発電量─ ：28,000kWh／年
　　（一般家庭：5軒分）　

改修前

改修前

大岡山キャンパス

すずかけ台キャンパス

改修後

改修後




