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第５章　環境マネジメント

５－１　大学諸活動の環境的プラス面・マイナス面
　環境保全に配慮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，人類に課せられた最大の
責務であり，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された
2016年から2030年までの国際目標SDGs（持続可能な開発目標）でもあります。そこで大学における環境負荷は，研
究・教育活動に伴うものであることから，本学では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も重要だと考えています。
　本学における種々の活動に関する環境側面（プラス面およびマイナス面）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以下のように特定して環境マネジメントに取り組んでいます。

【環境側面および関連する活動内容】
環境に有益な影響を与える環境側面

環境側面（プラス面） 関連する活動内容
環境保全に資する人材の育成および社会
への輩出

環境・エネルギーおよびその負荷低減に関する教育，
環境関連講習会等の開催

環境負荷低減技術の開発 環境負荷低減に寄与する調査・研究（環境エネルギー技術等）
地球規模の環境保全 環境負荷低減に寄与する国際学術活動

社会一般への啓発・発信
大学の知・理を活かした地球環境を共有するための社会活動，
講演会の開催，出版，公共の委員会等 

ヒートアイランド現象の緩和・緑の保全 キャンパスの緑化および緑地維持のための整備，キャンパスの清掃活動
水資源の有効利用 排水の循環利用

環境に負荷を与える環境側面

環境側面（マイナス面） 関連する活動内容

エネルギー（電気・ガス等）の使用
空調機および照明等の高効率機器・システムへの移行（LED照明等）
実験設備，電気機器類等の節電や計画使用，省エネパトロール，
太陽電池による発電システムの導入

環境中への化学物質の移行
　大気中への排出
　排水中への流出
　化学系廃棄物の発生・処理・搬出

化学物質等を用いる研究および教育
局所排気設備の管理，化学物質管理
排水の水質検査
廃液処理・廃試薬処理

資源の消費 化学実験のスモールスケール化，節水，紙から電子媒体への移行

一般廃棄物の発生・処理・搬出
学内での日常生活による廃棄物の排出抑制
廃棄物のリサイクル（3R活動），水のリサイクル（中水化）



20

環境マネジメント第 5章

５－２　省エネルギーとCO2対策の取組

　実験系の研究が多い本学では，大岡山，すずかけ台および田町キャンパスにおいて，一般家庭約20,000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，数値目標を掲げて省エ
ネルギー対策に取り組んでいます。

省エネルギー推進部門の活動
　本学の省エネルギー推進のために，2010年10月に前身の「省エネルギー推進室」が設置されましたが，さらなる省
エネルギー推進を目的とするため2017年4月に，キャンパスマネジメント本部省エネルギー推進部門として新たに設置
され，省エネルギーの推進に関する諸施策の企画・立案，実施および情報収集等を行っています。
　また，現在本学が受けている法令等の主なものは，国の省エネ法，東京都の条例，横浜市の条例があり，中長期的な取り
組みとして消費エネルギー（電気・ガス）を削減していく必要があり，さらなる省エネルギーを推進するため，2018年度
に本学として省エネルギー推進行動計画を策定しました。本学の消費エネルギーの使用実態としては，その95%以上を電気
に依存しており，省エネルギー推進部門では，主に電気使用量の削減に関するマネジメント活動を積極的に行っています。

クールビズ・ウォームビズの実施
　電力使用の多い時期は，ポスター等による節電の呼びかけを積極的に行いました。

高効率機器およびシステムの積極的な導入
　環境配慮型低炭素キャンパスの実現を目標としている本学では，LED照明や高効率空調機への更新を年度ごとに計画
を立て行っています。またエネルギーマネジメントの観点から，より一層の省エネ効果を高めるために空調集中管理シ
ステムや電力集中検針システム等を導入，学内のエネルギー使用量の見える化も行い，教職員・学生の省エネ意識向上
に努めています。また太陽光発電システム，燃料電池などの再生可能エネルギーの導入を2010年より行ってきました。

省エネルギー巡視の実施
　LED照明，高効率空調機への更新，再生可能エネルギーの導入で
CO2削減の一定の効果は得られましたが，今後電気料金の値上げや
法律に基づくCO2削減義務がさらに厳しく課せられる事が予想され
ています。その状況を踏まえ，さらなる省エネルギーを推進するた
め，単位面積当たりの電力使用量が大きい建物について，研究室内
の省エネルギー巡視を行い，室温の適正管理やフィルター清掃実施，
実験設備の運用適正化等の運用改善依頼を行っています。また省エ
ネルギー居室推進員の意識向上のため，省エネ自己点検シートに記
入依頼を行い，省エネルギー推進に努めています。

クールビズの実施（5月1日～10月31日）

冷房時の室内温度28℃目安および軽装での執務の協力
をお願いしています。

ウォームビズの実施（12月1日～3月31日）

暖房時の室内温度
20℃目安および
動きやすく暖かい
服装の励行を呼び
かけています。

地球温暖化防止及び光熱水費(H29年度は約１４億円)の削減のため、
教職員は軽装(ノーネクタイ・ノージャケット・ポロシャツ等)で執務を行い

積極的な省エネに取り組みましょう。

東工大は５月１日より
軽装スタート

実施期間：平成30年5/1～10/31

東京工業大学省エネルギー推進部門 http://www.sisetu.titech.ac.jp/news/syouene/ene.html

COOL BIZ

東工大
冬の節電＆省エネ
対策実施中

寒いと感じたら
温度を上げず、
まず身の回りの
工夫から！

地球環境保護・光熱水費の削減のため、ムダ
な電気の削減にご協力をお願いします。

冬も

冬の暖房時
室温は20℃
目安に！

20℃

省エネルギー推進部門

早めの帰宅は
節電＆省エネに
大きく貢献

実施期間:
’18.12.1～’19.3/31

換気は適度に…
換気で
冷たい空気が
入ってくる

暖房

エネルギー
ロス

東京工業大学
節電・省エネマニュアル

Tech

For a global environment and our university
省エネルギー推進部門 2018

ＣＯ₂削減に向けて
確実な取り組み！

省エネルギーの推進を図るため節電・
省エネマニュアルを作成しました。

クールビズにおける「室温28℃」およびウォームビズにおける「室温20℃」とは，設定温度ではなく，あくまでも目
安で立地や状況，体調を考慮しながら無理のない範囲で室温管理をお願いするものです。

省エネルギー巡視の様子
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附属図書館では，資源の有効活用を目的に保存期間
の過ぎた本を無償でお譲りするリユース本コーナーを
設置しています。

東京工業大学生活協同組合では，トナー
の回収によるリサイクルを推進しています。

５－３　一般廃棄物による環境負荷低減の取組
　本学では，事業活動で発生する廃棄物の減量化，およびリサイクル可能なものの再資源化を促進するために，継続し
て以下の取り組みを行っています。

■　 生活系廃棄物の正しい搬出方法を理解してもらう
ために，毎年「生活系eラーニング」の受講を義
務付けています。さらに，受講後の理解度確認テ
ストの合格者に廃棄物の搬出時に必要となる認定
番号を交付するシステムとしています。

■　 イラスト入りの生活系廃棄物分別表（日本語版・
英語版）を作成してホームページに掲載・周知し
ています。（右上図参照）

■　 会議の資料を順次，電子化し，ペーパーレス化を
促進しています。

■　3R活動を推進しています。

　本学では，購入物品等についても環境負荷の低減に資する事を鑑み，国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき「環境物品等の調達の推進を図るための方
針」を策定し，環境物品等の調達を推進しています。グリーン購入法で定められた特定調達品目
21分野276品目は主に紙類・文房具類・什器類等であり，公共工事については，事業の目的や
用途，地域の調達可能な数量が限られている中で，より適切なものとなるように配慮しています。
　その他の物品については，できるかぎり環境負荷の小さい物品等の調達に努めることとし，グ
リーン購入法適合品が存在しない場合でも，価格や品質に加えて，再利用率や適性廃棄を考慮に
入れた物品を選択するなど環境に配慮しています。

グリーン購入の推進

燃やすごみ・燃やさないごみ・
ペットボトル・ビン・カンなど

各研究室，事務室等でのごみ・
リサイクル品 分別の様子

リサイクル倉庫への搬出
段ボール類 雑誌類

シュレッダー屑

コピー用紙

紙包装紙・菓子箱 他

紙類

コピー紙

雑誌

段ボール類

その他の紙

本学の生活系廃棄物の流れ

事業系廃棄物
（生活系廃棄物）

居住地の指定清掃工場 最終処分
再利用・埋め立て

産業廃棄物

再生・再利用（舗装材など）

中間処理施設 最終処分
破砕・埋め立て

資源再利用施設 資源化物
・プラスチックペ
レット，回収金属，
ガラス原料

・再生紙　など

産業廃棄物
収集運搬車

事業系
一般廃棄物

焼却工場

リサイクル品等の分別例（生活系廃棄物の一覧表より抜粋）
（
び
ん・缶
類
）

リ
サ
イ
ク
ル
品

（
古
紙
）

リ
サ
イ
ク
ル
品

回
収
場
所・回
収
方
法
等
は
、部
局
ご
と
に
定
め
て
い
ま
す

つぶさない

乾電池とは別にして回収

スプレー缶は
穴を開けてから

飲料缶

蛍光管
金属片

段ボール 紙容器包雑誌類 新聞紙コピー用紙

乾電池
充電式電池

水銀電池
ボタン電池

ケーブル
（配線部品）

シュレッダー屑

一斗缶・菓子缶等 瓦礫・耐火材

ビン ペットボトル

つぶさない

試薬ビンは
産廃Bへ

認定証番号等を
記入したビニー
ル袋に入れて出
す

これらはふたをはずして内容物を空にしてください。

これらは、まとめてひもでしばり、古紙回収倉庫へ出してください。

特
定
回
収
品
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５－４　化学物質による環境負荷低減の取組

東工大における化学物質の流れの特色
　本学は理工系総合大学であり，所属するおよそ700の研究室が，多種多様な最先端の研究を行っています。このうち，
化学物質を保有している研究室はおよそ500，取扱う化学物質の種類や使用方法は多種多様な一方で，その取扱量の多く
は少量であるのが特徴です。また，最先端の研究を行っているがゆえに，使用する化学物質の種類や量は常に大きく変化
しています。このため，大学全体として環境負荷低減に向けた具体的な数値目標を立てることが難しくなっています。
　化学物質の流れは，①購入，②保管・使用，③廃液・廃試薬として回収，が一般的です（下図参照）。そこで，個々の
研究室の化学物質の流れを把握したうえで，大学全体の化学物質の流れの傾向から対策を立てて環境負荷低減に取り組
んでいます。

東工大の化学物質管理のしくみ
　本学では，多種多様な化学物質の流れを把握する
ために，化学物質管理支援システムを運用し，研究
室に全ての化学物質のシステムへの登録を義務付け
ています。具体的には，化学物質の在庫管理等を行
う「IASO R6 システム」，および実験廃液・廃棄物
の種類・量を管理する「実験廃液・廃棄物処理申請
システム」です（右図参照）。また，高圧ガスは，
高圧ガス在庫管理支援システム「IASO G2 システ
ム」を導入し，建物ごとの高圧ガスボンベの管理を
行っています。
　各研究室は，これらのシステムを活用すること
で，化学物質や高圧ガスボンベの在庫管理を適正に
効率よく行うことができます。さらに大学全体で
は，これらのシステムを活用して化学物質の使用量
や廃液回収量をリアルタイムに監視し，環境負荷低
減に向けたマネジメント活動に役立てています。
　例えば，特に使用量の多い有機溶剤等について四
半期ごとの集計を行っています。これにより特に環
境への排出の多い研究室を特定し，環境負荷低減策
の注意喚起をするほか，キャンパスごとの化学物質
の使用量，排出量を集計して，PRTR報告等行政へ
の報告にも活用しています。（6-4 化学物質管理
31頁参照）

　また，化学物質の学外への流出が無いか定期的に
大学内の下水等の環境分析を行い，監視しています。
　このようなシステムを利用した化学物質管理は，
学生や教員の入れ替わりが激しい流動的な組織であ
る大学の各々の研究室に，自主的な化学物質管理を
如何に徹底させるかが重要です。そのため，教職員
および学生に対して，毎年4月から5月に大岡山地区，
すずかけ台地区にて，化学物質管理に関する講習会
を実施し，本学の化学物質の排出量・移動量の管理
システム等環境負荷低減の取り組みの理解増進に努
めています。

化学物質の使用量 排出量（廃液回収量）差異が特に大きい研究室について
具体的な確認事項・注意のポイント等を案内（一部抜粋）
※システムへの正しい入力，環境への排出防止など

【赤マーキングについての一例】

※1,2の数値が大幅にマイナス
※回収率∞（使用量未入力）は，
回収率欄を青（塗りつぶし）で表示

ジクロロメタン
No. ID 差異（kg） 回収率

1

2

3

4

OXX

OXY

OXZ

NXX

-127.85
-101.18
-39.25
-39.09

140％
135％

∞
136％

「使用量」－「排出量」が大幅にマイナスとなっている研究室（－50kg以下）
・理論的には矛盾しており，以下の可能性が考えられます。

・廃液の成分は，正しく申請登録を行うこと

・適切に空瓶登録処理を行うこと

・購入した薬品は必ず登録を行うこと

廃棄物・廃液回収システムの登録が適切にされていない

※事実と大幅に異なる廃液成分の申請で廃液回収が行われた場合，廃液処理時
に事故になる可能性があります。

※正しい薬品登録，空瓶登録がされていないと，IASO上での在庫管理や指定
　数量計算が正しくできません。

IASO上で薬品登録を行っていない薬品を使用

IASO上で使用した薬品の空瓶処理がなされていない。又は，事実に即した空瓶
登録がされていない （購入後未使用の薬品を，すぐに空瓶登録するなど）

①

②

③

①購入

入庫 保管場所
使用量等

廃液量（成分ごと，
トータル量）

登
録

登
録

登
録

②保管・使用 ③廃液・廃試薬として回収

本学の化学物質の流れと管理のしくみ

後片付け
各研究室

大学全体

実験実験準備

化学物質管理支援システム
（IASO R6）

各化学物質の
在庫量・保管場所の管理
使用量・廃棄量の把握

保有量・使用量の把握 廃液回収量の把握 環境への排出の監視

実験廃液・廃棄物処理
申請システム 

薬品ビンごとに ID で管理 廃液タンクごとに ID で管理

各化学物質の
廃液回収量の把握

化学物質管理支援
システム 

・各研究室の化学物質の使用量，廃液回収量等を集計
　　→化学物質ごとの大学内での移動量の把握
　　→PRTR 報告等化学物質関連報告のデータとして利用
・各化学物質（各種法規制物質，PRTR 法対象化学物質等）の動きを管理・ 
　監視

実験廃液・廃棄物処理
申請システム 

下水等の環境分析
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「化学物質等」の在庫管理システム（IASO R6 システム）による使用量管理
　本学では，早くから東京工業大学独自の化学
物質管理支援システム，TITech ChemRSを導
入し（2001年），研究室の自主管理による化学
物質管理を実施してきました。2014年9月に
汎用型のIASO R6へとシステムを移行し，現在
では，およそ500研究室が利用しています。
　研究室はこのシステムを利用して，全ての化
学物質を薬品ビン単位でID登録し，保有する化
学物質（種類，量，保管場所，使用量など）の
在庫管理をしています。この情報を活用して，
毒物の使用量管理や危険物の指定数量倍数管理
等を行っています。
　本システムの薬品情報データベース（薬品マスタ―）には，メーカー提供およびユーザー提供の薬品データ，併せて
72万件が登録されており，このうち6万件の薬品が在庫として登録されています。1年に使用される薬品の総数は，およ
そ3〜4万件で，このシステムを利用してPRTR対象の化学物質の使用量集計等を行っています。

「実験系廃棄物」の管理システム（実験廃液・廃棄物処理申請システム）による廃棄物排出量の管理
　本学では，化学実験に伴って発生す
る廃棄物（実験系廃棄物）を，事務処
理などで発生する廃棄物（生活系廃棄
物）とは明確に分けて回収処理してい
ます（右図参照）。これは，化学実験
などで発生する廃棄物は，有害化学物
質や危険物の混入・運搬時の事故，搬
出・回収，処理過程の法律違反や環境
汚染，作業員の事故につながるリスク
が高いためです。研究室が安全かつ
適正に実験系廃棄物を分別・搬出で
きるように，「実験系廃棄物適正管理
のための手引き」を配布しています。
　研究室はこの手引きに基づいて，廃
棄物の種類や廃液タンクの分類ごと
に廃棄物管理を行っています。右図
は，実験廃液を廃液タンクに貯留，処
理依頼するまでの流れを示していま
す。研究室は，廃液タンクごとにバー
コードのIDタグを付与し，タンク中
の廃液の成分・量は貯留記録用紙に
より管理しています。廃液を処理依
頼する場合には，貯留記録の集計から
得られた廃液の成分・量の情報をシステムに登録して廃液処理申請を行います。研究室は，申請受理された後，指定さ
れた回収場所・時間に廃液タンクを搬出します。システムに申請登録された廃液・廃棄物のデータは，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）の作成に利用しています。さらに，実験系廃棄物の回収時（1ヶ月に1回）には必ず担当職員が立ち合い，
申請内容と廃棄する化学物質との整合性の確認と不適切な実験系廃棄物の混入チェックを行い，研究室へ適切な指導と
啓発活動を行っています。

IASO　R6システムによる在庫管理の例

重量管理の場合

使用毎に入力

※ IASOバーコードIDにより
　 ビン単位で管理

発注メモ
作成

①IASOバーコード
　シールシートに印刷

②IASOバーコードシール
　の貼付け（ID付与）

③IASOへ登録
　（IASOバーコードに
　薬品名・保管場所を
　登録）

薬品ビン
の入庫
入力

薬品ビン
の開封
入力

薬品ビン
空ビン
入力

発注・薬品入庫から空ビンまで

IASOシステムへの薬品ビン登録手順

薬品ビンの
持出
入力

薬品ビンの
返却
入力

バーコード
タグ

貯留記録用紙
（内容物の管理）

※廃液の成分・
量を記録・集計

申請

廃液区分別の廃液タンクを
バーコードタグで管理

確認受理後
廃液処理へ

実験廃液・廃棄物処理申請システムによる廃液処理の流れ
２．廃液タンクごとに

廃液成分と量を登録

実験系廃棄物と生活系廃棄物の
分別の考え方

実験系廃棄物の分類チャート
（一部抜粋 ）

実験系廃棄物適正管理のための手引き（抜粋）

３．廃液タンクを
回収場所に
搬出
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実験系廃水（実験流し）の管理
　本学の実験流しは水質汚濁防止法（水濁法）の特定施設にあたることから，実験流しに
は化学物質を流さない管理体制をとっています。具体的には，化学物質，およびその二次
洗浄水までを廃液として回収・外部委託処理をしています（右図参照）。

排水（生活排水・実験系廃水）・実験廃液等の分析による監視
　本学では，大気や下水への有害物質の排出を監視するために，下記に示すように排水の
環境分析や廃液の分析等を行っています。分析の結果，環境負荷の要因となる可能性のあ
る事象が判明した際には，即座に警告や注意喚起を行う体制で環境への有害物質の排出防
止に努めています。

東工大の排水（実験系廃水・生活排水）と処理施設
　本学の実験系廃水は，二次洗浄水までを廃液として回
収し，大岡山キャンパスでは，三次洗浄水以降は実験系
廃水として実験流しから下水をとおり，生活排水と合流
して敷地外に流れて行きます。
　一方，すずかけ台キャンパスでは，処理施設で浄化さ
れて中水としてトイレの水等に再利用されたのち，生活
排水として敷地外に流れていきます。また，余った中水
は，公共用水域（東京湾へとつながる河川）に放流して
いることから，横浜市条例により河川放流前の中水をリ
アルタイムに測定するための全窒素・全りん／化学的酸
素要求量（COD）自動測定装置を導入し監視しています。

PCB（ポリ塩化ビフェニル）の管理
　2001年に「PCB廃棄物適正処理推進特別措置法」が制定され，PCB廃棄物の保管状況等について毎年度，行政に届出
するとともに，期限までに適正に処理することが義務付けられました。また，PCB処理促進のテレビCMも放送されるよ
うになりました。
　2018年度の処理実績は高濃度PCB（安定器等）が
2,310kg，低濃度PCB混入機器については2,830kg
でした。これにより田町キャンパスはPCBの処理が
完了しました。文部科学省からの要請もあり2018
年度は学内一斉調査を複数回行った結果，新たに実
験装置由来等のPCB機器が発見されました。実験装
置の内部にも廃棄時の解体によって発見される場合
があるので要注意です。2019年度は高濃度PCB機
器について全地区での処分完了を予定しています。

■生活排水・実験系廃水の成分分析
　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大岡山キャンパスで45
箇所，すずかけ台キャンパスで28箇所において毎月1回定期的に排水をサンプリングし，BOD，全リン，全窒素等
の全規制32項目について水質分析を行っています。

■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，水銀およ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等廃液の主要11成分について成分分析を行っています。

化学物質を
流しちゃダメ‼

東工大の流しは特定施設

洗浄する前に
ウエスで拭き取り、
分類 へ

一次・二次洗浄水
は、分類 かｈ へ

一次・二次洗浄水は必要最小限に※

例： 容器で ～ が目安

どろどろ、べたべた は

洗浄 は

実験廃水処理施設

全窒素・全りん/COD 
自動測定装置 

河川へ

中水 余剰分 

トイレ洗浄水に
利用後下水へ

実験
廃水

実験系廃水の処理の流れ（すずかけ台キャンパス）

高濃度PCBおよび実験用トランス（低濃度PCB）搬出の様子
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５－５　キャンパス整備における環境配慮の取組

「大岡山南実験棟４実験室の天井照明器具をLED型器具へ変更時の省エネ効果」
　大岡山キャンパスにある大岡山南実験棟4の高天井実験室の照明器具において，天井直付水銀灯型の利用を停止し，
LED型器具を壁取付する工事を行いました。電力使用量の試算を行ったところ，削減電力量9,156kWh/年，約5分の1
に低減できる見込みです。水銀灯では点灯まで及び消灯後に再点灯まで時間がかかっていたのが即時点灯可能となり，
また点滅範囲を細分化することにより，省エネのほかに実験室の運用面も改善されました。

「外灯照明の灯具を水銀灯からLED型へ変更時の省エネ効果」
　大岡山キャンパス構内外灯照明15箇所の灯具を水銀灯型からLED型に更新する工事を行いました。年間の電力使用量
の試算を行ったところ，削減電力量17,700kWh/年，約4分の1に低減できる見込みです。また定格寿命12,000時間が
40,000時間となり，省エネのほか従来約3年ごとに行っていた球交換が約10年間は不要となり運用面も改善されました。

「すずかけ台中央広場パーゴラ整備」
　すずかけ台キャンパス中央部のウッドデッキが敷かれた中央広場にパーゴラとプランター一体型のベンチを設置し，
パーゴラには，つた等を絡ませて日陰等を作る棚として計画しました。
　すずかけ台特有の豊かな自然環境のもと，学生・教職員が研究等の合間にリフレッシュする憩いの場として，また，
学生同士の語らいの場として生まれ変わりました。

更新前（天井直付水銀灯型）

更新前（水銀灯型）

施工前

更新後（壁付LED型）

更新後（LED型）

施工後


