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持続可能な社会の創生への人材育成

環境関連カリキュラムの充実

本学は理工系総合大学の旗手として、21世紀の文明を創生するために欠かすことができない、地球環境との調和を十分
理解し、地球と人類が共生するという思想を持った科学者・技術者を育成し、社会に輩出しています。

学部では
全学生に向けて、科学と技術の視点から地球環境問題を理解し、環境と安全性に関する基礎的な知識を習得するとともに
科学技術者としての倫理観を備えることを目的とした講義を、環境教育科目、文系科目及び総合科目として実施しています。
○1年次

環境教育科目「環境安全論」

○2年次

文系基礎科目「環境・社会論」

○3年次

総合科目「有害化学物質と現代社会」

○3年次

総合科目「環境計画と社会システム」

また、少人数学生に対して文系ゼミとして環境関係ゼミを開いています。このうち、
「環境安全論」については、地球と
人類との共存する21世紀型文明を創生するために求められているこれからの科学技術者に必須な環境教育を行うことを目
的とした環境教育科目となっており、必修科目への変更を検討しています。また各学科において、専門に基づいた、環境・
安全に関する講義、化学物質の取り扱い、環境保全プロセス、物質とエネルギー変換、環境アセスメント、環境計画など、
環境関係講義、演習、実験を開講しています。
例えば
○「安全の化学」

（化学科）

○「環境保全プロセス概論」（化学工学科）
（開発システム工学科）
○「地球環境科学」

（機械科学科）

○「プロセス環境管理」

（経営システム工学科）

○「環境計画演習」

（土木・環境工学科）

○「建築学実験」

（建築学科）

○「環境政策・制度論」

（国際開発工学科）

○「環境化学工学」

（生命工学科）

などです。

大学院では
全学生を対象として、地球規模の環境問題及び都市・人間環境に関わる諸事項の把握と今後の発展について、4専攻の教
員によるオムニバス方式の総合科目「環境論」を開講しています。その他、各専攻において専攻の特色をもった環境問題に
関する講義や専門家を養成する講義、ゼミを開講しています。とりわけ、必修科目として設定しているものに、環境理工学
創造専攻の「環境アセスメント」と「環境学の基礎」があります。
2009年度の環境関連科目は、
「グローバルCOE化学・環境安全教育」の214名を筆頭に57科目が開講され、1,472名
が単位取得しています。また、エネルギー関連科目は、2008年の2倍の22科目が開講され、単位取得者も702名と倍増
しました。

【環境関連分野の修士・博士課程修了者】
また、環境計画、保全・管理、環境リスク評価、環境経済・政策、エネルギー科学技術、資源の循環利用、省エネルギー
プロセスの開発、廃棄物安全化技術などの分野を研究テーマとした博士課程及び修士課程修了者を養成しています。特に、
総合理工学研究科においては、化学環境学専攻が博士8名・修士39名、環境理工学創造専攻が博士18名・修士44名、人間
環境システム専攻が博士8名・修士37名と多数の修了者を輩出しています。
さらに、その他の研究科の博士課程修了者は、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
ネジメント研究科合わせて23名、修士課程修了者は、理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科合わせて51名
となっています。2009年は、特に博士課程修了者数が倍増しました。
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「環境安全論」は
“21世紀の人類と人間社会の存続に求められる「環境安全」の価値とその創造を論じる”教科として、学部1年生全
員を対象に1999年より開講しています。人類の生存を支える自然環境のカタストロフィー的な状態へと移行しつつあ
る非可逆的な地球環境の悪化に相対して、人類と人間社会の「安全」の価値を浮き彫りにすると共に、その価値創生に
向けた知識と安全科学について、各分野の先生方によって講義されています。
たとえば、この価値に基づいて、
「安全管理」は内的な生産現場での事故防止や設備の安全管理と、外的な環境負荷
低減の活動や地球環境保全の活動との両面性を持ち、この両面でのリスクに対する評価手法を適用して管理することが
必須となってきています。
また、地球サミットにおいて国連レベルで採択されたアジェンダ21（行動計画）に基づく持続可能型社会の創生に
向けた化学物質管理や有害廃棄物管理が全世界的に進められているなど、21世紀の時代に求められる「環境安全」の
価値として、大学生に教示すべき環境教育としての内容が豊富に織り込まれた科目です。
1. 環境安全、環境リスク
2. 科学技術と社会
3. 地球化学と物質循環
4. 地球環境問題について
5. エネルギーと大気循環
6. 水・土壌からみる環境安全
7. バイオからみる環境安全

環境安全論の授業風景

8. 有機高分子材料と環境安全
9. 原子力と環境安全
10. 環境認識の方法
11. 地球生態学と持続可能な発展
12. 環境情報、PRTR法、PL法
13. 環境安全に関する類トピックス
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附属科学技術高等学校における環境教育

本校では、ゴミの分別、冷暖房の設定温度、
「チーム・マイナス6%」のポスター掲示など、学校生活の中で個々の生徒が
取り組むことができることを中心に意識付けを行っています。
また、1学年次に学習する科目「人と技術」では、
「環境と人間」をテーマに科学技術と自然環境の関係を理解し、科学的
な視点で環境を捉える姿勢を育成することを目的に授業を展開しています。さらに、田町駅東口地区地域冷暖房（DHC東京）
の見学などを通して、二酸化炭素の削減やエネルギーの有効利用につい
ても学ばせています。

「人と技術」授業コンセプト
「持続可能な社会（sustainable society）」は、自然環境と科学
技術が両立した社会であり、これからの科学技術は、環境に配慮す
ることが必要不可欠です。化学・ロボット・都市・エネルギー・ネッ
化学実験は、小さなスケールで行い、廃液処理もできる
だけ生徒自身の手で適正に行えるように指導しています。
また、自宅の水道水を生徒に持参させ、原子吸光分析に
よって水分析も行っています。
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トワークなど、どの分野に進んでも共通の課題は環境であり、その
解決のために、環境を科学的視点で捉えることの重要性について理
解するよう指導しています。
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講習会・講演会等

「環境安全衛生講習会及び化学物質管理講習会」
本学では、環境安全衛生及び廃棄物処理に関する基本的考え
方、廃棄物の分別・搬出方法等を把握することにより、環境安全
衛生に関する意識の高揚を促進すること等を目的として、毎年本
講習会を開催しています。
2009年は、受講対象者を実験系研究室とし、太陽日酸（株）
今村氏による「高圧ガスの取扱い」等実践に即したプログラムで
開催し、質疑応答では活発な意見交換がなされました。
大岡山・すずかけ台キャンパスで2009年4月21、27、
30、5月1日の4日間開催されました。

環境安全衛生講習会
・環境安全衛生マネジメントについて
・高圧ガスの取扱いについて
・本学の安全管理体制について

参加者数

970名

化学物質管理講習会

「環境月間特別講演会」

・TITech ChemRSとTITechGについて
・実験系廃棄物の取扱いについて
・安全衛生関係規則と作業環境測定について

本学では、毎年環境月間（6月）に外部から講師をお迎えして、
いろいろな観点から環境問題について考える講演会を開催して
います。
2009年度は、6月22日（月）大岡山キャンパスにおいて環
境資源と再生と総合利用に関する研究等でご活躍されている東
京大学環境安全センターの山本和夫先生により「アジアの水を救
う科学技術」と題しご講演いただきました。
対 象 者

教職員及び学生・近隣住民の方々

参加人数

104名

「第2回関東・甲信越地区大学安全衛生研究会」
国立大学法人化によって労働安全衛生法が適用になったこと
による様々な分野の諸問題について検討を行うため、関東･甲信
越地区の国立大学の安全衛生管理担当者（教員・職員）で安全衛
生研究会を結成しました。第2回目となった2009年度は、本学
の主催で、2010年1月20日（水）百年記念館3Fフェライト会
議室にて開催し、各大学が抱える環境安全教育、薬品管理システ
ム、作業環境測定、事故分析、高圧ガス管理、健康管理などの諸
問題について意見・情報交換等を行い、有意義な場となりました。
参加人数

62名
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在学生からのメッセージ

大学院理工学研究科 化学専攻

玉浦 裕

研究室

石川 陽介

エネルギー問題、地球温暖化問題への関心は日々高まっており、解決
策としてクリーンなエネルギー源の開発が期待されています。
本学でも多くの研究室が多角的なアプローチによってこの難問にチャ
レンジしています。
その中には太陽電池、バイオ燃料、燃料電池など、既に実用化されて
いるものの他に人工光合成、高速増殖炉など、実用化されていないもの
も研究されています。
私が所属している、玉浦研究室では、
「地球規模の太陽エネルギー開
発をトータルに研究する」
というアプローチで、
日々研究を行っています。
具体的には、右図で示されるような「太陽熱と水から水素」を作るこ
とができる「二段階水分解反応」と呼ばれる反応の研究を行っています。
この反応が実用化されると、天然ガスからの水素製造法と比較し、格段
に地球環境負荷が減ることが強みです。また、太陽熱を水素という製品
に変換することになるので、太陽が豊富な地域において、新たな産業を
起こすポテンシャルを持っている点も見逃せません。
そこで、私の研究は実用化を見据え、反応炉の開発指針を示すことで
す。反応炉の集光太陽熱の化学エネルギー変換過程は複雑であるので、
コンピューターシミュレーションを用いて最適な炉を設計しています。
まずは炉の熱分布をシミュレーションしました。熱が水素に変換され
る効率は、熱伝導率という数字が重要なファクターになることがわかり
ました。これが高すぎても低すぎても、効率が下がってしまうのです。
シミュレーションソフトは現在は熱だけですが、修士論文では化学反
応の実験データをパラメータに加え、最適な炉を設計する予定です。
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2段階水分解反応工程図
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卒業生からのメッセージ
財団法人 土木研究センター
常務理事なぎさ総合研究室長

宇多 高明

1967年4月 東京工業大学6類入学
1971年3月 東京工業大学土木工学科卒業
1973年3月 東京工業大学理工学研究科土木工学専攻修士課程修了

海岸技術者は誰のために生きてきたか？
1973年に東京工業大学（修士）を卒業後、建設省土木研

沿岸漂砂の方向は常に波の遮蔽域の外側から内側へと向か

究所に入り、一貫して海岸研究を続けてきました。当初の10

うために、一度遮蔽域に運び込まれた砂は遮蔽域から抜け出

年間は、科学研究上のbreakthroughができれば問題が解決で

すことができません。波の遮蔽域内の航路堆積土砂は航路障

きると信じて研究に没頭し、次の10年は、何が問題解決の障

害となるので、海洋汚染防止法の改正（2007年）が行われ

害なのかを諸国行脚で全国の海岸を見て歩きました。それら

る以前には、浚渫土砂は沖合処分（土砂の沖捨て）され、国

の事例を整理した結果から、既に科学的知見は十分得られて

土から永遠に消えることになってしまいました。

いるにもかかわらず、わが国の制度、仕組みが実状に合って

波による砂移動は、人の定めた管理境界線と全く関係なし

いないことが問題解決の障壁となっていることに気づいたの

に、境界線を越えて隣接海岸から波の遮蔽域内へと砂が移動

です。従来、これらの課題は法律上あるいは政治的な議論で

するので、隣接海岸では砂量の欠損が起こり、そこでは離岸

あって技術者が議論すべきテーマではないと考えられてきま

堤や消波ブロックが設置され海岸の人工化が進んでしまいま

した。しかし海岸技術者にとっての真の目的は海岸の劣化を

した。このような海岸問題の根本的解決のためには、約50年

防ぐことにあり、問題解決のためにはこれらの議論を避ける

前に制定された各種の法律を激変した国土環境の実態に合わ

ことはできないとの考えに至りました。

せるように修正を加える必要があるにもかかわらず、放置さ

わが国の海岸線付近の土地の管理区域は海岸保全区域（海
岸法）、漁港区域（漁港漁場整備法）、港湾区域（港湾法）に、

れてきたのが実状です。
筆者は海岸技術者としてこのような実状を広く国民一般

さらに陸域は保安林区域（森林法）に区分されます。これら

に 知 っ て い た だ き、 ま た 諸 外 国 に 対 し 我 が 国 の 轍 を 踏 ま

の区域は、各々の根拠法に従って管理されており、国土にあ

ず、将来を考える上での糧となるような情報を提供していき

る線を引き、相隣り合う管理区域の境界と定めています。い

たいと願っております。最近、これらのことを“Japan’s

まこの境界付近で波の作用によって起こる砂移動を重ね合わ

Beach Erosion- Reality and Future Measures”, World

せてみます。一般に、外海・外洋に面した海岸では、波によっ

Scientific, p. 417, 2010に取りまとめましたので、興味の

て砂移動が起こり、砂浜が欠けたり、堆積したりする限界を

ある方はぜひお読みいただけたらと思います。

定める水深はほぼ10mです。ところがそこに長大な
防波堤が伸ばされると、防波堤による波の遮蔽域の外
側（波の荒い場所）から、波の遮蔽域（防波堤背後の
波の静かな場所）への漂砂が起こります。
この結果、波の遮蔽域の外では砂が削り取られて侵
食が進み、遮蔽域内では砂の堆積が起ります（図-1
参照）。

図-1  波の遮蔽域周辺での堆積と侵食
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