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表紙の説明
片平キャンパスの大学本部棟

（昭和2年に東北帝国大学理学部化学教室として建てら

れた施設を平成16年に大学本部棟として改修したもの）

● 編集方針
本報告書は、本学教職員、学生だけでなく、一般

市民の方を含む学外関係者にも本学の広範囲

にわたる環境活動の現状を理解していただくこ

とを目的に作成しました。なお、本報告書は本学

公式ホームページ

（http://www.tohoku.ac.jp/japanese/disclosure/）

にも掲載しています。

● 報告対象組織
本学主要5キャンパス（片平、川内、青葉山、星陵、

雨宮）における教育・研究活動における環境関

連事項とします（一部掲載記事に主要5キャンパ

ス以外の施設・組織の事項もあります）。

● 報告対象期間
2008年4月～ 2009年3月

● 発行年月
2009年9月（次回2010年9月発行予定）

● 関連法規およびガイドライン
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等

の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律

（環境配慮促進法）」、「環境報告書の記載事項

等」（平成17年内閣府、総務省、財務省、文部科

学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省、環境省告示第1号）、「環境報告ガイドラ

イン～持続可能な社会をめざして～（2007年版）」

● 編集
東北大学環境・安全委員会

東北大学環境マネジメント専門委員会

東北大学環境・安全推進室

〒980-8577  宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1

電話 022-217-4955

FAX 022-217-4963

E-mail anzen@bureau.tohoku.ac.jp

問い合わせ先

目 次
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総長メッセージ

～環境のリーディング・ユニバーシティに向けて～

東北大学は建学以来、「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」の理念を掲げ、

世界最高水準の研究・教育を創造してまいりました。そして、研究成果を社

会が直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、

平和で豊かな人類社会の実現に貢献しています。このような歴史は、本学に

関わる全ての人々のたゆまぬ挑戦を通して築き上げられたものです。

いま、人類社会は地球規模で克服すべき様々な複雑かつ困難な課題に直

面しています。東北大学は建学以来102年の歴史の中で継承してきた知の

蓄積と、絶えざる研究・教育の創造を通して、前途に横たわる諸課題に堂々

と立ち向かう先導力を持つ「世界リーディング・ユニバーシティ」になる決意

をしています。私は先に、総長任期中に取り組もうとしている重点課題を『井

上プラン2007』として取りまとめました。その中では、東北大学が「知の創造体」として、挑戦の精神をエネルギー

に世界トップレベルの知を「創造」し、その知の活用によって人類社会に対する貢献を果たしていくこと、人類社

会の重要課題である地球環境問題、エネルギー問題、食糧問題、生命・福祉などを解決する「革新」を求めて、融

合領域分野における研究に積極的に挑戦していくことを目標に掲げています。

東北大学は、従来から研究・教育の両面において環境問題を課題に取り上げ、力を入れてきました。大気汚染

の主要原因物質である硫黄酸化物を排ガス中から除去する石灰石－石膏法排煙脱硫技術の開発、都市廃棄物

資源の活用に着目した都市鉱山概念の提唱、国際Argo計画への中心的な参加、環境保全センターにおける有害

実験廃液の原点処理（自前処理）の推進、文理融合型の環境科学研究科の新設、などがその例です。また、キャ

ンパスにおけるエネルギー利用の効率化を図るために、エネルギー効率の高い建物の導入や既存の教育研究

施設の省エネルギー化を進めてまいりました。そして昨年度からは、二酸化炭素排出原単位の年率2%削減を数

値目標として掲げて、キャンパスからの温室効果ガスの排出の削減にも取り組んでいます。東北大学のキャンパ

スで排出される温室効果ガスは、ほとんどが電気および重油・ガスなどのエネルギー消費に由来するものですの

で、引き続きエネルギー使用の効率化と削減を図ることで、その達成を目指します。本学におけるこうした取り組

みは、教育機関の立場からも環境調和型の社会を構築していく上で極めて大切であると考えております。

東北大学の環境報告書は2006年から発行されており、今年度も「東北大学環境報告書2009」を刊行する運び

となりました。本報告書を通じて本学の研究・教育への取り組み、特に環境問題への取り組みの現状について、

ご理解をいただけましたら幸いです。

2009年9月

東北大学総長　井上  明久
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1） 学　校　名：　国立大学法人東北大学

2） 創　　　立：　1907年（明治40年）6月　東北帝国大学

3） 本部所在地：　仙台市青葉区片平二丁目1-1

4） 総　　　長：　井　上　明　久

5） 構 成 員 数：　学生（学部、大学院、附属学校） 17,883人

　 　　　　　　　教　　　　　員 2,846人

　 　　　　　　　職　　　　　員 2,900人

学生総数  （2009年5月1日現在）
     内　留学生数  研究生
       特別聴講学生
 区分 学生定員 在籍者 

国費 私費 計
 特別研究学生

       科目等履修生
       日本語研修コース
 学部学生 9,844 10,967 (2,675) 53 74 127 334
 大学院学生（修士・前期・専門職） 3,920 4,224 (943) 65 301 366 

195
 大学院学生（後期・博士） 2,785 2,657 (676) 171 286 457 
 計 16,549 17,848 (4,294) 289 661 950 529
 附属学校 40 35 (21) － － － －
 研究所 0 － － － － 37
 その他 0 － － － － 29
 合計 16,589 17,883 (4,315) 289 661 950 595

学部  （2009年5月1日現在）
 

学部名 総定員
  在籍者

   総数 女子 留学生
 文学部 840 971 (535) [15]
 教育学部 280 309 (171) [5]
 法学部 640 698 (189) [3]
 経済学部 1,080 1,176 (250) [16]
 理学部 1,296 1,450 (213) [9]
 医学部 1,218 1,280 (516) [6]
 歯学部 330 332 (114) [0]
 薬学部 320 350 (100) [3]
 工学部 3,240 3,719 (346) [69]
 農学部 600 682 (241) [1]
 計 9,844 10,967 (2,675) [127]

（　）の数は女子で内数
私費留学生については、政府派遣留学生を含む

（　）の数は女子で内数、［　］の数は留学生で内数

大学院  （2009年5月1日現在）

附属学校  （2009年5月1日現在）

     修士・前期 後期・博士
 研究科等名 

総定員
  在籍者  

総定員
  在籍者

   総数 女子 留学生  総数 女子 留学生
 文学研究科 178 167 (76) [24] 135 219 (76) [25]
 教育学研究科 86 89 (53) [15] 56 92 (56) [12]
 法学研究科 ※1 400 306 (53) [3] 60 34 (13) [4]
 経済学研究科 ※2 180 197 (71) [72] 60 76 (24) [26]
 理学研究科 524 535 (82) [16] 390 252 (34) [29]
 医学系研究科 164 189 (91) [9] 582 580 (178) [48]
 歯学研究科 12 22 (15) [2] 188 146 (45) [5]
 薬学研究科 114 172 (50) [4] 78 60 (9) [6]
 工学研究科 1,272 1,395 (120) [79] 565 607 (54) [168]
 農学研究科 206 254 (91) [13] 129 99 (26) [13]
 国際文化研究科 96 87 (59) [46] 114 102 (63) [34]
 情報科学研究科 260 300 (41) [44] 156 132 (28) [35]
 生命科学研究科 212 212 (80) [7] 141 94 (29) [12]
 環境科学研究科 130 205 (46) [20] 96 114 (30) [34]
 医工学研究科 62 62 (7) [1] 20 32 (3) [5]
 教育情報学教育部 24 32 (8) [11] 15 18 (8) [1]
 計 3,920 4,224 (943) [366] 2,785 2,657 (676) [457]
（　）の数は女子で内数、［　］の数は留学生で内数　　※1：法科大学院、公共政策大学院、研究大学院含む　※2：会計大学院含む

 学校名 定員 入学者 在籍者
 歯学部附属歯科技工士学校 20×２学年 17(11) 35(21)

学部大学院生

総数17,848人

学部（男子）

8,292人

学部（女子）

2,675人

大学院修士･前期･専門職（男子）

3,281人

大学院修士・前期･専門職（女子）

943人

大学院後期･博士（男子）

1,981人

大学院後期・博士（女子）

676人

（　）の数は女子で内数
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Ⅰ総論 2.  東北大学の使命と目指す姿（教育・研究活動の概要）

3

東北大学は、1907年（明治40年）に創設された「東北帝国大学（東北帝國大學）」を前身とし、「研究第一主義」

と「門戸開放」を掲げる国立大学法人であり、1994年から大学院理学研究科を皮切りに順次各研究科の重点

化を完了、独立研究科の設置を進めるなど、発展を続けています。2004年に国立大学法人となり、以下の「東

北大学の使命」および「東北大学が目指す大学の姿」を2005年12月27日付けで決意表明しました。

東北大学の使命（Mission Statement）

　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造

する。また、研究の成果を社会が直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、平和で公

正な人類社会の実現に貢献する。

東北大学が目指す大学の姿（Towards Tohoku University 2016）

　東北大学は、その使命を果すため、今後 10 年間で、次のような大学になることを目指す。

〈世界最高水準の総合研究拠点の確立〉

・ 自然科学、人文科学、社会科学にわたる、幅広い分野において、世界をリードする研究成果を恒常的に創造する。

・知識の加速度的集積と知識基盤型社会の要請に応えるために、たえず最適の研究組織の編成を図る。

・ 国内外の主要研究機関との研究ネットワーク連携を整備するとともに、世界的総合研究拠点としての声望・評

価を確立する。

〈社会の発展と新たな知の創造を担う指導的人材の養成〉

・教員は、最先端の研究に従事しながら、その成果を教育に反映させる。

・ すべての授業を「世界最高水準の教育拠点」にふさわしい内容と方法で提供する。

・新たな知の創造に必要な基礎知識と社会の指導者としての責任意識を涵養する教育を実施する。

・ 高度の国際性、専門知識、応用能力を備えた高度専門職業人を養成する教育プログラムと組織を整備・発展

させる。

〈世界と地域への貢献〉

・ 研究成果を社会に普及させ、指導的人材を社会に送り出すことによって、人類社会および地域社会の発展に

寄与する。

・ 資質と意欲があれば、誰もが、国籍・人種・性別・年齢・宗教・社会階層等に関わりなく、平等に、学生・職員と

して受け入れられる機会を与える。

・ 「実学尊重」の伝統を踏まえて、産学連携を推進し、サイエンスパークを整備する。

・ 市民を対象とした教育や、専門知識を活用する相談サービス等の提供を、質・量ともに飛躍的に充実させる。

・ キャンパスを市民との共生の場として開放するとともに、大学所蔵の図書・学術資料・施設等の知的資源・財

産の社会的有効活用を図る。

〈世界最高水準の研究・教育拠点にふさわしい文化・環境・経営体制の整備〉

・世界最高水準の研究・教育を活性化するような学内の文化を保持・発展させる。

・キャンパスの景観の美的統一と自然環境との調和を図り、知的創造活動にふさわしい雰囲気を醸出する。

・ 世界最高水準の研究・教育活動を柔軟かつ機動的に展開するのに必要な施設、人的・物的・財政的基盤および

経営体制を整える。
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4

この「井上プラン2007」は、2007年3月に、人類社会の発展への貢献という揺るぎない姿勢をもって、「世
界リーディング・ユニバーシティ」への道程として私の任期中に取り組もうとしている重点的な課題につい
て、教育、研究、社会貢献、キャンパス環境、組織・経営という5つの柱ごとにそのアクションプランをとりま
とめたものです。
その公表から2年。この間のプランへの取組により本学は着実に進化を果しています。一例を挙げると、
教育面においては、海外インターンシップ制度の積極的導入を含めて、東北大学独自の新たな教養教育カ
リキュラムの構築とそのための実施体制の整備が進んでいます。
研究面においては、卓越した知識と創造的総合知を備えた、21世紀の学術をリードする研究者を育成す

る「国際高等研究教育機構」を創設しました。世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラムとして
国際高等原子分子材料研究拠点構想が採択され、「原子分子材料科学高等研究機構」を発足させました。
グローバルCOEプログラムにも2007年度の5件に加え、2008年度に7件が採択されました。
さらに、APRU、T.I.M.E.への加盟等を通じた国際的プレゼンスの向上、産学連携事業等を通じた新実業
の創出の先導、世界に開かれた国際水準キャンパスの整備、国際競争力を支える人事システムの構築、東
北大学基金の創設など、オリジナリティに溢れた取組を進めています。このような取組は、本学ならではの
ことと誇りを感じており、本学の教職員、学生、そして同窓生が相互に切磋琢磨をして一体となってその力
を発揮していることの表れと自負しています。
人類社会の様々な課題に挑戦する「世界リーディング・ユニバーシティ」になるという目標は、一朝一夕

に実現できるものではありません。大学を取り巻く環境が絶えず激しく変化する中で躍進していくには、プ
ランを不断に点検し、新たな視点を盛り込んで更なる飛躍へ結びつけていかなければなりません。このプ
ランの実現に向けた過程では、大学内外の意見をいただくことも重要です。
そこで、大学を取り巻く環境の変化や大学内外からのご指摘をしっかり受け止めてこれからの進むべき
道程を環境に適合したものに改訂し、2009年度アクションプランとして進化させます。
“2009年” ― 大学を取り巻く環境の変化とスピードがますます加速する時代の中で、社会から知の拠点

として人類社会への貢献を委託されている私たちは、堅忍不抜な努力と真摯な研鑽によって絶えず新た
な研究・教育を創造し、今まで以上にスピーディに行動・変革を起こす必要があります。
私たち東北大学は、教職員、学生、同窓生はもとより、地域社会、国際社会など多くの皆様との関わりの中

で活動を行っています。これからの東北大学が果たすべき使命及び活動を皆様にご理解いただくととも
に、多くの方々と共に果敢に挑戦を続けていく
ことにより、社会から信頼、尊敬、そして愛情を
受けられる大学として人類社会の発展に貢献
できるものと私は信じます。「井上プラン2007」
を発表したときに表明した東北大学が10年内
に総合評価で「世界トップ30位以内」に入る「世
界リーディング・ユニバーシティ」を目指してい
く決意をあらためて確認し、「井上プラン2007 
― 東北大学アクションプラン2009年度改訂版」
をここに公表いたします。

2009年3月
東北大学総長　井上　明久

井上プラン  2007
（東北大学アクションプラン 2009 年度改訂版）

※本学ホームページにも掲載されています

（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/president/open/plan/plan2009.pdf）
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3.  大学運営における環境パフォーマンスⅠ総論

5

本学では、大学運営における環境関連の管理事項を環境パフォーマンスと考えます。大学運営における

環境パフォーマンスとその関連要素の関係を図Ⅰ-1に示します。

社会に公開された研究成果は社会の財産として持続可能な社会の構築に貢献しますが、本学あるいは本

学関係者が、環境報告書をはじめ、広報誌、公開講座、オープンキャンパス、サイエンスカフェ等によっ

て市民に働きかけ、啓発活動を行うことも環境活動の一つです。大学関係者は地方自治体、国の環境行政

に対する支援活動を行い、また個人として市民活動に参加します。大学の施設を公開し、学外関係者に活

用していただくことも環境活動の一つになります。ここでは、このような本学あるいは本学関係者の学外

関係者への環境に関連した働きかけを環境コミュニケーションとして考えます。環境コミュニケーション

の推進は環境パフォーマンスの向上における重要な要素です。

教　　員

職　　員

教　　育

研　　究

学　　生

教育・研究施設

教育・研究資材
（教材、資材）

社会的要求

環境負荷

研究成果

環境人材
（環境マインドを備えた人材）

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

リソース 活　動 環境パフォーマンス

持
続
可
能
な
社
会

環境報告書

広報誌

公開講座・市民講座等

シンポジウム、講演会

オープンキャンパス

サイエンスカフェ

行政支援

市民活動

施設公開

● 図Ⅰ-1  大学運営における環境パフォーマンスとその関連要素
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4.  環境理念および環境方針Ⅰ総論

6

本学は、環境パフォーマンスの向上を目指した活動を推進するに当たり、下記の環境理念および環境方針

を制定しています。その具体的実施のために環境マネジメント体制を定め、また具体的環境目標および環境

活動計画を策定しています。

環　境　理　念

　東北大学は、地球環境保全が人類共通の最重要課題の一つであると認識し、近未来社会の模範となることを

目指して、教育・研究活動のあらゆる面で、総長を最高責任者とした環境配慮活動を実践する。

環　境　方　針

（1）環境マインドを備えた人材の育成および関連研究の推進

人類の福祉および地球環境保全に貢献できる創造性豊かな人材を育成し、またこれに関わる研究活動を行

います。

（2）教育・研究活動における環境負荷の削減

教育・研究活動における省エネルギー・省資源、教育・研究活動において発生する廃棄物に対して、その削減

および発生原点処理原則の堅持および再資源化に取り組みます。

（3）キャンパスの自然環境保全と改善

本学の教育・研究施設が存在するキャンパスの環境および景観の維持・向上に努め、また仙台市の環境、防

災計画における役割を認識し、その責任を積極的に果たします。

（4）法規制、協定の順守

環境関連の法規制、協定等を順守し、行動します。

（5）環境関連情報の公開とコミュニケーションの推進

環境理念、環境方針、環境目標、環境活動計画およびその実績等の環境関連情報を文書やホームページ等

を通じて学内および学外に積極的に公開します。また、環境保全に関わる学外教育プログラムの実施、教育・

研究施設の公開、行政支援、市民環境活動への参加などの社会貢献活動、環境コミュニケーションを積極的に

推進します。

（6）大学運営の効率化

大学に求められる機能や環境配慮活動の維持・強化に必要な事務活動等を効率的に進め、またこれに係る

教職員および学生の健康管理の徹底を図ります。

（7）環境保全型青葉山新キャンパス計画の推進

環境負荷の削減、自然環境の保全に留意した世界最高水準の教育・研究拠点作りを全学を挙げて推進します。

2006年9月8日

東北大学環境・安全委員会

東北大学環境保全専門委員会※

※ 2008 年 10 月から環境マネジメント専門委員会に名称変更
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5.  環境マネジメントに関する基本的考え方Ⅰ総論

7

大学における環境マネジメントとは、大学がその社会的使命を認識し、到達すべき姿に向かって大学運営

を進めるに当たっての環境側面に関する方針管理をいい、これは環境パフォーマンス（p.5参照）の向上を目

指した管理活動として捉えることができます。本学における環境マネジメント体制を図Ⅰ-2に示します。

総　　　　長

環境・安全委員会

環境報告書評価委員会

生命倫理・
環境安全担当副学長

環境マネジメント専門部会 環境報告書
作成専門部会

■本部事務機構
■生命科学研究科
■金属材料研究所
■流体科学研究所
■電気通信研究所
■多元物質科学研究所
■法科大学院
■公共政策大学院
■（東北大学生活協同組合）
（　）は協力機関

片平キャンパス

■文学研究科・文学部
■教育学研究科・教育学部
■法学研究科・法学部
■経済学研究科・経済学部
■国際文化研究科
■東北アジア研究センター
■附属図書館（本館）
■全学教育

川内キャンパス

■理学研究科・理学部
■薬学研究科・薬学部
■工学研究科・工学部
■情報科学研究科
■環境科学研究科
■医工学研究科
■未来科学技術共同研究
センター

■サイクロトロン・ラジオ
アイソトープセンター

■学際科学国際高等研究
センター

■サイバーサイエンスセ
ンター

■環境保全センター
■附属図書館（工学分館）
■附属図書館（北青葉山
分館）

青葉山キャンパス

■病院
■医学系研究科・医学部
■歯学研究科・歯学部
■加齢医学研究所
■附属図書館（医学分館）

星陵キャンパス

■農学研究科・農学部
■附属図書館（農学分館）

雨宮キャンパス

環境パフォーマンス向上活動の実施

環境マネジメント・
専門委員会

環境・安全推進室

  （2009年4月1日現在）

● 図Ⅰ-2  本学における環境マネジメント体制
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5.  環境マネジメントに関する基本的考え方

8

大学全体の環境マネジメントは、学内全部局の代表者が構成委員となる環境・安全委員会が所掌し、本

委員会が大学総体としての環境配慮に関する方針、活動計画の決定、活動成果の評価等を行います。一方、

教育・研究の場における環境負荷の直接的削減に向けた方針管理は、環境マネジメント専門委員会が中心

となって活動を進めます。各研究科等は、環境・安全委員会及び環境マネジメント専門委員会が決定した

全学としての環境目標等の達成に向かって、独自の体制の下、環境パフォーマンス向上活動を推進します。

● 表Ⅰ-1  環境マネジメント体制における各委員会の所掌概要（2009年4月1日現在）

No. 委員会等名称 所掌事項概要

1 環境・安全委員会

①環境保全に関する事項

②労働安全衛生法その他関係法令に基づく実験室等の安全に関する事項

③健康管理および衛生管理に関する事項

④省エネルギー・省資源に関する事項

⑤その他環境および安全衛生に関する重要事項

2 環境マネジメント専門委員会

①環境保全にかかる施策の企画・立案および基本方針に関する事項

② 廃棄物による大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および悪臭ならびに騒音、振動の調査及び防止

対策に関する事項

③大学構成員に対する教育に関する事項

④環境保全センターに関する重要事項

⑤エネルギー使用の合理化、その他エネルギー管理に関する事項

2a 環境マネジメント専門部会 ・環境マネジメントに関する事項

2b 環境報告書作成専門部会 ・環境報告書の作成に関する事項

3 環境報告書評価委員会 ・環境報告書の第三者評価の実施に関する事項
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2005 ～ 2008年度の環境目標及び活動計画とその実施状況を表Ⅰ-2に示します。環境負荷削減計画は、過

去の環境負荷に関する調査結果［①総エネルギー使用量、②総物質投入量、③水資源投入量、④温室効果ガ

ス等の大気への排出量、⑤総排水量⑥廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量、⑦化学物質の排出量、移動量］

（結果はⅡ．各論参照）をもとに決定しましたが、その中でも温室効果ガスの排出量については新たに、「東
北大学における温室効果ガス排出削減等のための実施計画」を2008年度に策定し、2008年度から2012年度の
間で、二酸化炭素（CO2）排出量を原単位で毎年度2％削減することを目標とし、実施しています（p.10参照）。
昨年度実施した例として、各部局の研究室1室毎に夏季（7～ 9月）・冬季（12 ～ 2月）の各3ヶ月間、照明

（昼休み、不在時の消灯）・空調（適切な温度設定、夏28度・冬19度）の取組を実施したところ、2008年8月・

9月の主要5キャンパスのエネルギー使用量が前年度比マイナス5.7%削減されました。年間使用量でも、2007

年度より0.2％減少しましたが、省エネルギーに関しては、まだまだ改善の余地があると考えられ、温暖化防止

の点で大学が果たす責任は大きく、引き続き積極的に取り組む必要があります。

● 表Ⅰ-2  環境目標および環境活動計画（2005～2008年度）と実施状況

環境方針 環境目標 環境活動計画
2008年度
実施状況

今後の活動
関連
掲載頁

（1）教育・研
究活動におけ
る環境負荷の
削減

CO2排出量の削減
・設備計画における省エネルギー計画書の作成
・温室効果ガス排出削減等のための実施計画を策定

○ 　 　11,　
14-15

電力の建物１m2当たり使用量
を前年度比１％以上、2012
年度までに2007年度比５％
以上削減

・省エネルギー行動指針の徹底 ○ ・部局管理の徹底

11-12・エネルギー管理体制の強化
　（教職員及び学生の省エネ意識の醸成）

○

紙類購入量の削減 ・連絡資料の作成・配布方法の見直し ○ 　 11,13,17
上水使用量を前年度比１％以
上、2012年度までに2007
年度比５％以上削減

・節水型装置、器具の導入促進 ○ 　 11, 
13-15・地下水利用の促進　 ○ 　

廃棄物の削減とリサイクルの
　推進

・分別徹底による古紙回収率の拡大 ○ ・プラスチック系
　廃棄物の
　リサイクル

11, 
17-20

・研究機器廃棄物の資源リサイクル ×
・廃液処理方法改善による環境保全センター発生汚泥の削減 ×

エコ製品の購入促進
・「グリーン購入率」100％の推進 △ 　

21-22
・省エネ機器・設備の優先的購入 ○ 　

（2）環境マイ
ンドを備えた
人材の育成及
び関連研究の
推進

大学・大学院における環境教
育の推進

・環境関連教育プログラムの充実・推進 ○ 　
28-35

・オープンキャンパス等による人材確保 ○ 　

環境関連研究の推進
・外部資金の効率的獲得 ○ 　

36-43
・社会的ニーズの抽出と対応 ○ 　

（3）キャンパ
スの自然環境
保全と改善

環境及び景観の維持・向上
・学内緑化推進計画の策定と実施 × 　

26
・キャンパス内貴重資源の保護 ○ 　

地元自治体の環境・防災計画
上の役割分担

・宮城県、仙台市との連携強化 ○ 　 52-54, 
56・市民環境活動への積極的参加支援 ○ 　

（4）法規制、
協定の順守

労働安全衛生法への対応 ・施設の安全管理と作業環境測定 ○ 　 22-24

化学物質の順法管理の徹底
・全学統一マニュアル及び危険物質総合管理システムの運用 ○ 　

19, 25
・PCBの安全保管と処理計画策定 ○ 　

実験廃棄物の順法処理の完遂
・原点処理と完全最終処分の確認 ○ 　

18, 26
・キャンパス排水の水質自主検査管理 ○ 　

（5）環境関連
情報公開と
コミュニケー
ションの推進

地域社会への積極的情報発信
と啓発

・環境報告書の発行と活用 ○ ・関係者への周知
44-47

・公開講座、サイエンスカフェ等の充実 ○ 　

施設公開の推進
・植物園、図書館、総合学術博物館、史料館等の公開推進 ○ 　

48-49
・オープンキャンパスの推進 ○ 　

行政、市民活動への参加
・地方自治体への協力 ○ 　 52-54,

56・学生等のボランティア活動への参加 ○ 　

（6）大学運営
の効率化

管理事務の効率化と信頼性
向上

・作業効率等の日常管理と適正化 ○ 　
25・「危険物質総合管理システム」の導入による化学物質の

　一元管理の推進
○ 　

施設の安全管理と利用率向上
・施設マネジメントの推進 ○ 　

－－
・防災・避難システムの構築及び訓練 ○ 　

教職員・学生の健康管理

・健康診断受診率向上 ○ 　

－－
・禁煙活動の推進 ○ 　
・緊急時連絡網の整備 ○ 　
・AED（自動体外式除細動器）の設置と普及 ○ ・取り扱い講習会の継続

（7）環境調和
型青葉山新キ
ャンパスの推
進

緑地保全 ・環境影響評価 ○ 　

27
CO2の総発生量の削減 ・総合エネルギー利用計画 ○ 　
総排水量の削減 ・中水利用等総合水利用計画 ○ 　
廃棄物処理の最適化
（経済性及び信頼性の確保）

・廃棄物処理システムの最適化計画 ○ 　

実施状況……○：全学で実施、△：概ね実施、×：未実施
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東北大学における温室効果ガス排出削減等のための実施計画（抜粋）

地球温暖化は、現在及び未来の人類にとって大きな問題であり、地球温暖化問題の解決に向けた取

組は、持続可能な社会の構築のため不可欠となっている。

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号　以下「地球温暖化対策推進法」という。）

においては、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、すべての者が自主的且

つ積極的に地球温暖化を防止するという課題に取り組むことにより、地球温暖化対策の推進を図るこ

とが求められている。

平成17年2月の地球温暖化防止に関する「京都議定書」の発効を受けて、政府は、平成17年4月に「京

都議定書目標達成計画」（閣議決定）を策定した。この中で、我が国は、京都議定書の温室効果ガス6％

削減の約束を確実に達成するため、必要な取組を推進することとし、そのためには国、地方公共団体、

事業者、国民が参加・連携して対策に取り組むことが必要であることが示されている。

また、地球温暖化対策推進法及び目標達成計画に基づき「政府がその事務及び事業に関し温室効果

ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」（平成19年3月30日閣議決定）が策定

されている。さらに、平成20年3月には、「京都議定書目標達成計画」（閣議決定）が全面改定された。

このような、地球温暖化対策に関する政府の取組及び国際情勢を踏まえ、東北大学は温室効果ガス

排出抑制、持続的社会の実現等に関して科学技術的・社会技術的研究を実施し、また、そのための人

材育成や啓発活動を学内で幅広く行なっている。さらに、本計画に示すように研究教育活動に伴って

生じる温室効果ガス排出抑制のための取り組みを率先して行なうものとする。

【本学の重点的取り組み】
1）本学は青葉山に一部キャンパスの移転を計画しているが、新キャンパス地区では省エネルギー

効果の高い研究教育施設の設置を進める。

2）既存研究教育施設のエネルギー効率診断を行い、最適な省エネ化を図る。

3）川渡地区の森林による温室効果ガス吸収能力を有効に利用する。

4）教職員、学生への啓発を図り、日常業務・教育時の不要な温室効果ガス排出を削減する。

※　排出原単位：CO2 排出量÷建物延面積（t－ CO2/m2）

平成20年6月24日

削減目標：平成20年度から平成24年度まで、二酸化炭素排出量を
　　　　　原単位で毎年度2％削減する。
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大学の教育・研究活動においては，エネルギーや資材など様々な資源が使用されます．また，活動に伴っ

て二酸化炭素やゴミなどの廃棄物が発生します。これらは環境負荷として捉えることができるため，施設の効

率化や環境負荷の小さな機器や資材を調達すること、すなわちグリーン購入への配慮が必要となります。また、

このような教育・研究に伴う環境負荷の削減を進めるに当たっては、法令に則るとともに施設の環境・安全に

注意を払い、さらに構成員の健康・安全が維持されなければなりません。教育・研究活動における環境負荷

に関するこのような基本的考えを図Ⅱ-1に示し、以下、本学の環境負荷の状況について報告します。

● 図Ⅱ-1  教育・研究活動における環境負荷とその関連要素

•エネルギー
•水
•化学物質
•紙類、その他資源

投入資源

グリーン購入

健康・安全管理 法　令　順　守 キャンパス、施設の
整備・維持管理

適正管理 リサイクル 適正処理

排出物

•温室効果ガス
•排水
•廃棄物

● 図Ⅱ-2  東北大学のマテリアルフロー

エネルギー投入量

 総発熱量 1,085,869 GJ
  電力 172,390,256 kWh
  都市ガス 8,308,448 Nm3

  Ａ重油 1,507,070 R
  液化石油ガス 340,538 kg
  灯油 113,123 R
  ガソリン 59,612 R
  軽油 8,924 R

水投入量
 上水量 821,606 m3

 地下水 276,016 m3

温室効果ガス排出量
 二酸化炭素（CO2） 106,722 t-CO2

排水量
 下水道 1,097,622 m3

リサイクル資源排出量
 古紙 1,303 t
 ぺットボトル、缶、びん 249 t

実験廃液処理量
 有機・生物系 96,482 R
 無機系 14,421 R

総建物面積： 842,337  m2

総　人　数： 23,629 人
※2008年5月1日

廃棄物排出量

 事業系一般廃棄物 3,965 t
 特別管理産業廃棄物 
 　実験廃液処理汚泥 15 t
 　感染性医療廃棄物 356 t
 その他産業廃棄物 
 　廃油 17 t
 　厨房汚泥 226 m3

資源投入量
 コピー用紙 220 t
 グリーン購入 82 品目
 図書、雑誌 21,583 冊

化学物質投入量

 クロロホルム 8.0 t
 ジクロロメタン 3.4 t
 アセトニトリル 1.4 t
 トルエン 1.3 t
 ホルムアルデヒド 1.0 t
 キシレン 0.9 t

内　

訳

1.1 環境負荷に関する状況

本学の主要五キャンパスにおける2008年度のマテリアルフローの総計は図Ⅱ -2のとおりです。主なもの

では、2007年度に比較して総エネルギー投入量は0.2％減少したものの、温室効果ガス排出量は6.2％増加

しました。これは、消費したエネルギーの57％を占める電力に関して、二酸化炭素の排出係数（単位発電

量に対する二酸化炭素の排出量）が大きくなったことが原因です。水投入量、コピー用紙使用量はそれぞ

れ1.3および21.7％減少しました。事業系一般廃棄物の排出量は2.1％減少し、古紙、ペットボトル、缶など

のリサイクル資源の回収量は4.7％増加しました。
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● 図Ⅱ-3  エネルギー使用量の推移（燃料別）

1.1.1 エネルギーおよび資源

本学は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づくエネルギー管理指定事業場です。

片平、川内、青葉山、星陵、雨宮の各キャンパスにエネルギー管理責任者を置き、省エネルギー推進委員

会のもとに中長期計画や管理標準を作成し、また「東北大学エネルギー管理に関する要項」や「省エネルギー

行動指針」を策定してエアコン、照明器具、事務用機器等の管理状況を点検する等、使用エネルギーの削

減に努めています。

なお、エネルギーコストと二酸化炭素の排出削減のため、空調設備，照明器具の省エネルギー化，冷暖

房温度の適正管理、トイレや通路への人感センサーの設置も多数の施設で実施されています。

本学は2008年度に教育・研究活動でエネルギーとして電力、灯油、A 重油、都市ガス、液化石油ガス、ガソリ

ンおよび軽油を使用しました（表Ⅱ-1参照）。2008年度における大学全体の総エネルギー使用量（発熱量換算

値）は、約1,086,000GJで昨年度（1,088,000GJ）より0.2％減少しました。総エネルギー使用料が減少したのは、

2003年度以降５年ぶりとなります。床面積1m2当たり（建物の延べ面積で割った値）のエネルギー使用量推

移を見ると、2008年度は1289.1MJ/m2で、昨年度（1310.9MJ/m2）より1.7％減少しており、さらに、構成員1人

あたりのエネルギー使用量は45.9GJで、昨年度（46.8GJ）より1.9％減少しています。上で述べた省エネルギー

に対する本学の取り組みが効果を現したと評価することができます。

1） 総エネルギー使用量

● 表Ⅱ-1  エネルギーの種類別使用量（2008年度）

使用エネルギーの種類別では、電力の使用が最も多く、全体の約57％を占め、以下都市ガス35％、A重油5％

という順でした。エネルギー種類別の使用量推移を見ると、電力は2007年度と比較して2.4％の増加、一方

都市ガスは1.5％減少し、Ａ重油も11.7％減少しました。

種　類 使用量
発熱量換算使用量

（参考）単位発熱量
（GJ） 使用量比率（％） 床面積1ｍ2 当たり（MJ/ｍ2）

電　　力 172,390,256 kWh 620,605 57.15 736.8 3.6 MJ/kWh

都市ガス 8,308,448 Nm3 382,687 35.24 454.3 46.06 MJ/Nm3

Ａ 重 油 1,507,070 R 58,926 5.43 70.0 39.1 MJ/R

液化石油ガス 340,538 kg 17,095 1.58 20.3 50.2 MJ/kg

灯　　油 113,123 R 4,152 0.38 4.9 36.7 MJ/R

ガソリン 59,612 R 2,063 0.19 2.4 34.6 MJ/R

軽　　油 8,924 R 341 0.03 0.4 38.2 MJ/R

合　　計 1,085,869 100　　 1289.1
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 ● 図Ⅱ-4  エネルギー使用量推移（キャンパス別）
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本学が教育・研究活動や事務運営等に伴って使用する物質の

うち燃料および水を除くと、残りの主要部分を紙類が占めます。

ここではコピー用紙に関する集計結果に関して述べます。

2004年度からのコピー用紙購入量の推移を見ると（図Ⅱ -5

参照）、この4年間は減少傾向にあります。特に、2007年度か

ら2008年度では、21.7％購入量が減少しました。1人当たりの

使用量は、2007年度の12.1kg に対して、2008年度は9.3kg で

した。

紙類の購入量削減のために取り組んでいる主な活動は、電子

メールおよびウェブの活用促進、両面印刷や裏紙使用、縮小コ

ピーの実施、ネットを利用した回覧形式の励行、図書の重複購

入管理等で、これらは全学的に日常化しています。また学内ネッ

トワークやメールを活用して通達文書、会議議事録等の印刷物

配布を取り止める活動は着実に進行しています。一方で、教育・研究活動において大量の資料、成果物等

が外注印刷されています。今後、これら外注印刷物の数量把握とその適正化に取り組む必要があると考え

られます。

図書購入量は、2008年度、大学全体で21, 583冊でした。2006年度から比較すると20％以上減少しており、

学術雑誌の紙媒体から電子ジャーナルへの切替が着実に進んでいることが主な原因であると考えられます。

2） 総物質投入量

購　

入　

量

一
人
当
た
り
購
入
量

0 0

15

10

5

300

200

100

（kg/人）（t）

2003 2004 2005 2006 2007 2008（年度）

● 図Ⅱ-5  コピー用紙購入量の推移

本学では、上水のほかに農学研究科・農学部における圃場への散水用等に地下水を使用しています。

2008年度には、約821千m3、床面積1m2 当たり0.85m3/m2 の上水を大学全体で使用しました。

年度別使用量の推移を見ると、上水は減少する傾向にあります。地下水の使用量は、2006年度に休止し

ていた井戸を稼動させて有効利用を図ったため2005年度（176千m3）に

比較して27％増加し、その後2008年度まで増加の傾向にあります。2008

年度の使用料は約252千m3（全水資源投入量の25％）になりました。

水使用量削減のために学内で実施している活動は、節水装置の置（人

感センサー、流量調整等）、ポスターおよびラベルによる啓発、使用量掲示、

冷却水循環使用、水道メーター記録による漏水チェック、女性トイレの

擬音装置の設置、水撒き清掃の最小限化等です。

3） 水資源投入量

水資源投入量

合計1,097,622m3

地下水

276,016m3

(25%)

上水

821,606m3

(75%)

● 図Ⅱ-6  水資源投入量内訳
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● 表Ⅱ-2  エネルギーの種類別二酸化炭素 (CO2) 排出量（2008年度）

＊事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン　平成15年7月環境省地球環境局

 
種　類 使用量

 CO2 排出量 （参考）

   （ｔ -CO2) 床面積1m2当たり（kg-CO2/m2） 単位発熱量 排出係数

 電　　力 172,390,256 kWh 81,540.6 96.80  0.4730kg－CO2/kWh

 都市ガス 8,308,448 Nm3 19,631.8 23.31 41.1MJ/Nm3 0.0513kg－CO2/MJ

 A 重油 1,507,070 r 4,083.6 4.85 39.1MJ/r 0.0693kg－CO2/MJ

 液化石油ガス 340,538 kg 1,022.3 1.21 50.2MJ/kg 0.0598kg－CO2/MJ

 灯　　油 113,123 r 281.5 0.33 36.7MJ/r 0.0678kg－CO2/MJ

 ガソリン 59,612 r 138.4 0.16 34.6MJ/r 0.0671kg－CO2/MJ

 軽　　油 8,924 r 23.4 0.03 38.2MJ/r 0.0687kg－CO2/MJ

 合計 106,721.6 126.69
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● 図Ⅱ-7  上水（左）および地下水（右）使用量の推移

1.1.2 温暖化防止（温室効果ガスの排出）

本学では、2008年度に「東北大学における温室効果ガス排出削減等のための実施計画」を策定し、そ

の中で、2012年度まで、二酸化炭素排出量を原単位で毎年度2％削減する事を目標としています。また、

エネルギー効率の高い施設の建設や機器の導入、教職員、学生の省エネを進めています。

本学が排出する温室効果ガスのほとんどすべてが二酸化炭素（CO2）であることより、ここでは使用エ

ネルギーを CO2 排出量に換算した値のみを報告します。

エネルギー消費に起因する温室効果ガスの2008年度における排出量は、大学全体で約106,722t-CO2、1人

当たり約4.51t-CO2で、2007年度に比べて6.2％ほど増加しました。床面積1m2 当たりでは、126.7kg-CO2/

m2 となり、原単位では2007年度に比べて4.7％の増加となりました。ただし、これは東北電力㈱の2008

年度排出係数（0.473kg-CO2 /kWh）が2007年度（0.441kg- CO2 /kWh）に比較して約6.8％増加したこと

が大きな理由として考えられます。1.1.1の1）で述べたように、総エネルギー使用量はわずかですが減少

しています。仮に、2007年度と同じ排出係数を用いて原単位の排出量を計算すると、120.2kg-CO2/m2と

なり、0.74％の減少となります。

温室効果ガスの排出量は電気事業者の排出係数によって影響されますが、その削減はエネルギー消費

量の削減によってもたらされるものであり、省エネルギー型機器への変更、照明器具の適正点灯、研究

設備機器の使用方法改善等は今後も積極的に推進していく必要があります。
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● 図Ⅱ-9  二酸化炭素（CO2）排出量の推移

二酸化炭素（CO2）排出量

合計106,722t-CO2

電力 75%

都市ガス19%

A重油 4% その他 2%

● 図Ⅱ-8  温室効果ガス排出量内訳

1.1.3 総排水量

2008年度の総排水量は1,097千m3、床面積

1m2 当たりの排水量は1.30m3/m2 でした。年

度別の推移を見ると、総排水量および床面

積1m2 当たりの排水量がいずれも減少してい

ます。空調設備をガスヒートポンプ方式に

切り替えたことによって冷却水使用量が減

少したことと、節水型の衛生機器が増加し

たことが要因であると考えられます。

学内には、厨房で大量の水を使用する東

北大学生活協同組合（以下、東北大学生協）

があります。その厨房排水は仙台市公共下

水道に放流されますが、グリーストラップ

にオゾン分解装置を設置し、また廃油吸着

マットを常備するなど、油漏洩防止対策を講じています。
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● 図Ⅱ-10  総排水量の推移

1.1.4 交通輸送関連

本学には仙台市内に5つの主要キャンパスがあり、通勤、通学は

公共交通機関の利用を基本としますが、教職員の相当数が自家用

車を、また学生の多くがバイクを利用しています。通勤、通学のほ

か、キャンパス間の人の往来、資材輸送、事務連絡等が大きな環

境負荷を発生させています。この交通や輸送に関連した環境負荷

（「交通輸送関連環境負荷」という）を、安全性と迅速性を確保した

上でいかに削減するかは本学にとって重要な課題です。

公用車使用に起因するガソリンの消費量から算出した2008年度

における二酸化炭素（CO2）排出量は138.4t-CO2でした（表Ⅱ-2）。

年度別の推移を見ると、二酸化炭素（CO2）排出量は減少傾向にあり

2008年度は2003年度と比較して18.4％減少しました。これは、総合

的経費削減という点から公用車数を減らす等の措置を講じたためで

す。なお、2008年度の公用車の保有数は87台で、2007年度よりも

4台減少し、内訳はガソリン車73台、ハイブリッド車14台でした。
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● 図Ⅱ-11   ガソリン消費に起因した
二酸化炭素（CO2）排出量
の推移
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大学院環境科学研究科における 2008 年度のCO2 排出量削減成果
本学大学院環境科学研究科では2008年8月より、

温暖化ガス排出量削減ＷＧを組織し、CO2 排出量の

削減に取り組んできました。本WGは総長裁量経費

の支援を受けながら、（a）CO2 排出源に関する調査、

基礎データ収集、（b）教職員、学生への情報の提供・

啓発活動、（c）研究室での CO2 排出量削減実験等を

行ってきました。その結果、8ヶ月間の削減活動にも

かかわらず、2008年度の環境科学研究科本館から

の CO2 排出量を約7.8%（2007年度比。約42t-CO2 ）

削減することに成功しました（図Ⅱ-12）。特に、冷暖

房用の都市ガス起因の CO2 排出量については、不

要時の運転を極力行わないことにより、20%以上の

削減を実現しました。（図Ⅱ-13）

環境科学研究科での CO2 排出量削減行動は「教

育・研究活動に影響を与えないこと」を第一の目標

に実施しています。このため、１研究室の協力を得て、

通常の教育・研究活動を行いながら削減可能なCO2 

排出量について実験を行いました。その結果、①昼

間を中心に活動を行う、②太陽光による採光を極力

利用する、③使用しないＰＣの電源を落とす等の行

動によりCO2 排出量を約50%削減できることも明ら

かにしました（図Ⅱ-14）。

今後、本研究科では「CO2 排出量の見える化」、「エ

アコンの集中管理」、「通勤・通学に起因するCO2 排

出量削減」「教職員・学生への情報提供」等を行い

ながら、教育・研究時の CO2 排出量削減を目指して

いく予定です。
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● 図Ⅱ-12 環境科学研究科本館からのCO2排出量
　 2008年8月に開始した CO2排出量削減行動により、
　 排出量を約7.8%削減できました。
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● 図Ⅱ-13 ガス使用（冷暖房）に起因するCO2排出量
　　　　　（2007年度比）の月変化。
　 特に秋季における不要な冷暖房を行わないことにより、
　 CO2排出量を大幅に削減できました。
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● 図Ⅱ-14 環境科学研究科で実施したCO2排出量削減
　　　　　　実験の結果。
　 教育・研究に支障がない範囲で照明、計算機の電源を
　 落とすことにより、常時通電（8:00～ 22:00）に比して
　 約50%CO2排出量を削減することができました。
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1.2 廃棄物管理

本学において発生する廃棄物とその処理方法の概要を表Ⅱ- 3に示します。金属、ガラス、古紙は分別回収

して資源としてリサイクルし、可燃性および不燃性の一般廃棄物（事業系一般廃棄物）は市民生活における一

般ごみと同様に処理されています。

廃棄物等の排出量削減のため、いずれの部局においても分別を徹底してリサイクルを進め、また物品納入

業者には簡易包装、梱包材の引き取り、通い箱の使用を依頼しています。缶つぶし器具による廃棄物の減容、ミッ

クスペーパーの分別回収等の取り組みも行われています。

● 表Ⅱ-3  廃棄物の分類とその処理概要

 No. 分類 具体例 処理

  
金　属　類

 スチール缶、アルミ缶等 ●資源回収

 
1
  金属屑（鉄、銅、アルミニウム、鉛、真ちゅう） ●資源回収

  ガラス類 清涼飲料水空きびん、試薬びん（洗浄後） ●資源回収

  ペットボトル 清涼飲料水用廃ペットボトル ●資源回収

   新聞紙 ●資源回収

 
2 古　　　紙

 雑誌類：雑誌、新聞広告、カタログ、紙袋、封筒、ファイル等 ●資源回収

   OA用紙類：OA用紙、コピー用紙等 ●資源回収

   段ボール類：段ボール、菓子箱等 ●資源回収

   自燃性有機廃液、廃油、有機ハロゲン系廃液、現像液、 
●学内処理

 3 実験廃液等 生物性廃液、水銀廃液、シアン系廃液、ふっ素・りん酸系廃液、

   一般無機廃液、液体廃試薬 
（一部外部委託）

 4 有害物含有固体廃棄物 固体廃試薬、有害物付着ティッシュ ●外部委託

 5 産業廃棄物 汚泥（東北大学生協）、廃油（東北大学生協） ●外部委託

 
6 事業系一般廃棄物（可燃性）

 厨芥、廃プラスチック、樹木剪定廃棄物、 ●外部委託・焼却処理

   非感染性医療系廃棄物、ティッシュ （仙台市許可業者）

 
7 事業系一般廃棄物（不燃性） 廃コンクリート、レンガ

 ●外部委託・埋立処分

    （産業廃棄物処理許可業者）

 8 粗大ごみ 事務机、椅子、書棚、ロッカー ●個別対応（外部委託）

 9 特別管理産業廃棄物 感染性医療系産業廃棄物、環境保全センター廃液処理汚泥 ●個別対応（外部委託）

 10 特別管理一般廃棄物 感染性医療系一般廃棄物 ●個別対応（外部委託）

1.2.1 事業系一般廃棄物

2007年度から排出量を重量単位で報告することになりました。一般廃棄物として排出される主だったものは、

紙くずのほか、包装用資材、ティッシュペーパー、即席めん容器、菓子袋等です。排出量は2003年度から減

少の傾向にあり、2008年度では2007年度と比較して2.1％減少しています。これは紙類やビン・缶・ペットボト

ルなどの資源リサイクルが進んでいるためであると考えられます。

● 表Ⅱ-4  事業系一般廃棄物（可燃性）の排出量

キャンパス
排出量

2003 2004 2005 2006 2007 2008

片　平 2,863m3 2,490m3 2,524m3 2,691m3 524t 578t

川内・青葉山 8,324m3 8,288m3 7,763m3 8,423m3 1,397t 1,940t

星　陵 12,062m3 9,650m3 7,665m3 7,842m3 2,057t 1,335t

雨　宮 763m3 518m3 599m3 618m3 74t 68t

計 24,012m3 20,946m3 18,551m3 19,574m3 4,052t 3,965t

［参考］ 産業廃棄物の容積から重量への換算係数（参考値）
 廃プラスチック 0.35、紙くず 0.30、木くず 0.55、繊維くず 0.12
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環境保全センターにおける実験廃液の処理時に発生する汚泥

は特別管理産業廃棄物となり、その処理は学外の専門業者に依

頼しています。2003 ～ 2008年度に環境保全センターにおいて

発生した汚泥の量を図Ⅱ-15に示します。実験廃棄物削減のた

めには、分別収集、実験規模のスケールダウン、実験廃液処理

法の改善等に積極的に取り組んでいく必要があります。
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● 図Ⅱ-15   環境保全センターにおける
汚泥（特別管理産業廃棄物）
発生量の推移

● 表Ⅱ-5  廃液処理量

廃液区分 廃液種類
廃液年間処理量（ℓ/年）

2003 2004 2005 2006 2007 2008

有機・生物系

自燃性廃液 56,525 49,951 54,359 50,388 47,652 48,336

廃油 3,857 3,572 5,168 5,149 3,230 3,363

ハロゲン系廃液 8,018 4,465 57（21,394） （13,623） （14,991） （19,095）

難燃廃液 23,412 28,158 34,656 38,304 39,406 43,928

現像液 3,572 3,192 4,351 3,819 3,762 3,686

生物系廃液 10,792 11,286 20,216 14,497 15,694 16,264

無機系

水銀廃液 1,767 114 114 969 1,140 817

シアン系廃液 418 266 893 0 （1,273） （399）

ふっ素・りん酸廃液 2,888 3,781 3,724 4,218 4,085 3,800

一般無機廃液 9,671 9,120 9,709 9,899 10,963 10,203

合計（ℓ/年） 120,920 113,905 154,641 140,866 142,196 149,891

※（　　）は外注量

1.2.2 産業廃棄物

本学においては、「自分の出した廃棄物は自らが責任をもって処理する（原点処理）」との基本的考え方

のもとに、1979年に全学共同利用施設として環境保全センターを設立しました。本センターに廃液処理プ

ラントを設置し、以来、本プラントによる処理は非効率であると考えられる一部の実験廃棄物および本プ

ラントでは処理できない特殊実験廃棄物は外部に処理を依頼するものの、原則として自前で廃液処理を行っ

ています。

実験廃液は有機・生物系廃液と無機系廃液に大別されます．有機・生物系廃液は高温（850℃）の燃焼炉

の中で分解され，燃焼ガスは洗浄後大気へ放出されます。燃焼ガス中の有害成分およびスラッジは無機系

廃液と共に処理され（重金属の除去、固形成分の除去、pH調整等）、下水排除基準を満足する処理済液が

公共下水道に排出されます。2003 ～ 2008年度の処理実績（有機・生物系および無機系廃液の処理量）を

表Ⅱ-5に示します。

1） 実験廃棄物
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2008年度に医療活動に伴って排出された医療系廃棄物（感染性、非感染性）の量は439t で、2007年度と

比較して10％ほど増加しています。内訳は感染性廃棄物が約81％、非感染性廃棄物が19％となっています。

医療系廃棄物のうち感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として学外の専門業者にその処理を依頼してい

ます。

2） 医療系廃棄物

PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により特別管理産業廃棄物とし

て保管し、また毎年度6月30日までに前年度における保管および処分の状況を知事（仙台市の場合は市長）

に届け出ることが義務付けられています。本学が保管している PCB 廃棄物は、変圧器40台、コンデンサ類

71台、安定器14,890台、ウェス等70kg、PCB 油944kg、汚染土壌8t です。これらの PCB 廃棄物は、法律によっ

て定められた方法により、隔壁で仕切られた場所に専用容器に格納して適切に保管されています。

日本環境安全事業（株）北海道事業所（室蘭市）の PCB 処理施設が2008年4月から本格操業を開始してい

ます。本学では処理のための PCB 機器早期登録を2006年3月に済ませており、現在受入を待っている状況

です。

3） PCB含有廃棄物

排
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● 図Ⅱ-16  医療系廃棄物（感染性、非感染性）の排出量の推移

● 図Ⅱ-17  PCB汚染物保管状況（青葉山キャンパス）
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その他の産業廃棄物（「特別管理産業廃棄物」以外の

産業廃棄物）として、2008年度には東北大学生協より植

物性廃油17t および厨房関係汚泥226t が発生しました。

植物性廃油は、処理業者によって家畜（牛等）飼料とし

てリサイクルされました。

廃油の発生量は減少傾向にあるものの、厨房関係汚泥

は年々増加する傾向にあります。

4） その他の産業廃棄物

これまで述べてきましたように、本学では教育・研究活動に伴って多くの産業廃棄物を排出しています。

産業廃棄物の処理を外部に依頼する場合、依頼人は、廃棄物処理法の定めに従って産業廃棄物管理票（マ

ニフェスト）を交付・管理し、毎年６月30日（第一回目は2008年）までに前年度の交付状況を知事（仙台

市の場合は市長）に提出すること、また、実地調査等によって廃棄物が遅滞なく適正に処理できる状態に

あること等を確認しなければなりません（「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」（1990））。こ

れに則り、本学では処理事業所の実地調査確認を実施するとともに、産業廃棄物の適正な処理に努めてい

ます。

5） 学外委託処理
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（年度）
● 図Ⅱ-18   廃油と厨房関係汚泥

（東北大学生協データ）

1.2.3 資源リサイクル

2008年度における学内の古紙回収量の合計は1,308t で、2003年度以降毎年度増加しています。その約半

分は雑誌、カタログ、新聞折込広告等のその他紙類でした。紙類のごみ処理にも費用が発生しますので、

積極的な古紙回収は経費の節減にもつながっています。

今後、さらにこのような資源回収、廃棄物削減を進めるために、年度ごと、部局ごと、また回収区分（OA 

用紙、新聞紙、…）ごとに回収量を解析評価

することが必要であると考えられます。紙類廃

棄物削減の主な具体的活動は、両面印刷、ミッ

クスペーパーの回収・リサイクル化、梱包用

段ボールの持ち帰り返却、梱包材の抑制（通

い箱、可燃緩衝材の利用）、使用済み封筒の使

い回し等が挙げられます。

機密文書は、情報管理と資源化の両面を満

足できるように専門業者に処理を依頼するシ

ステムが多くの部局で運用されています。

1） 古紙
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● 図Ⅱ-19  古紙回収量の推移
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本学キャンパス内で発生した清涼飲料水用等の空のペットボトル、缶（スチール、アルミニウム）およびびんは、

販売元（東北大学生協）に返却されます。キャンパス内にはペットボトル、缶、びんの分別ボックスが設置され、

東北大学生協がその回収を進めています。2008

年度におけるペットボトル、缶、びんの学内回収

量の合計は249tで、1人当たり約10.5kg/年でした。

　ペットボトル、缶、びんの主なリサイクル活動と

して、分別廃棄（専用回収ボックスの設置、掲示

等による）、つぶし機による廃棄物減容、びんの

販売機設置業者への回収返却等が実施されてい

ます。

2） ペットボトル、缶、びん

缶
びん

ペットボトル

合計249.0t 缶

134.1t
(53.9%)びん

43.3t
(17.4%)

ペットボトル

71.6t
(28.7%)

ペットボトル

71.6t
(28.7%)

ペットボトル

71.6t
(28.7%)

● 図Ⅱ-20  ペットボトル、缶、びんの排出量

1.3 資材調達

1.3.1 グリーン購入

本学では、環境負荷の削減を図るため、環境配慮型商品の利用を進めています。「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）」を順守し、グリーン購入・調達の基本方針を定め、毎年、

品目ごとに調達目標を設定・公表しています。2008年度における主な品目のグリーン購入実績を表Ⅱ‐6に示し

ます。グリーン購入率100％が達成されていない分野が存在する理由は、グリーン基準品が必要な性能・機能

を満足せず、グリーン基準品以外のものを購入しなければならなかったためです。

● 表Ⅱ-6  グリーン購入実績（2008年度）

分　　　野 品　　　目 単位
2007年度 2008年度

購入量 購入率（％） 購入量 購入率（％）

紙　　　類  コピー用紙 ｔ 266 92 216 80 

文　具　類  シャープペンシル 本 2,089 73 2,495 93 

機　器　類  椅　子 脚 2,551 98 2,673 99 

O A 機 器

 購　入 台 3,691 93 4,457 93 

 新規リース 台 168 100 168 99 

 継続リース 台 766 99 589 97 

照　　　明
 器　具 台 206 95 454 98 

 蛍光管 本 10,636 99 12,836 95 

自　動　車  ハイブリッド自動車 台 0 －－ 0 －－

インテリア類  カーテン 枚 127 99 46 87 

作 業 手 袋 　 組 2,216 100 5,792 94 

その他繊維製品  集会用テント 台 1 100 0 －－

役　　　務  印　刷 件 1,359 99 2,868 99 
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1.3.2 サプライチェーンマネジメント

本学では、教育・研究活動における環境負荷の削減を図るため、本学と取引のある事業者に積極的に環

境配慮活動をお願いしています。

各部局では、物品納入業者に、当該納入物品がグリーン購入法適合商品であることの確認や、梱包材で

ある段ボールの回収等を依頼しています。本学における特徴的なサプライチェーンマネジメント関連の実

施事項（取引業者への依頼事項）として下記のような例が挙げられます。

●   特別管理産業廃棄物の処理を依頼された業者は、本学関係者が当該処理施設を訪問し、処理方法を確

認するために行う作業に協力する。
●   一般廃棄物収集処理業者は、ごみの分別収集に努め（一括収集の禁止）、缶・びん等のリサイクルを図る。
●   紙類のリサイクル業者は、一般の紙類のみならず、シュレッダー処理したものも資源化を図る。
●   来訪者は、アイドリングストップを励行する。
●   物品納入業者は『通い箱』等を用い、物流梱包材の削減を図る。

1.4 環境パフォーマンスの向上と健康・安全管理

1.4.1 環境関連法規の順守

大学が教育・研究活動を行うに当たっては、絶えず環境負荷をできる限り小さくするように心がけなけ

ればなりませんが、その基本は法規の順守です。環境関連法規としては、環境汚染物質等の排出濃度の規

制だけでなく、省エネルギー、地球温暖化防止、廃棄物の削減・リサイクル等への取り組み、公害を発生

させる設備等の届出、責任者や有資格者の選任と届出等に関する規定があります。本学が教育・研究活動

を行うに当たって重要と考えられる環境関連法規を表Ⅱ-7に示します。

2008年度、残念なことに法律に抵触する事例が二件ありましたが、適切な処理および報告、再発防止策

の策定を行いました．以下にその概要を示します。

＜事例１＞　関連する法規：  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

R I 排水設備の排水管から排水が漏れだしていることが判明した。原因は経年劣化により排水管の継

ぎ目にわずかな隙間が生じたためであることが分かった。周囲の土壌を採取し放射能の測定を行った

ところ、基準放射能濃度以下であり、人体および環境への影響は無いものと判断された。排水管の補

修が行われ、汚染の疑いのある周囲の土壌も全て回収、保管した。再発防止策として、当該部局にお

いて、排水管を土中に埋めず、U字溝等の中に設置し、常に目視により状態を確認できるようにした。

また、排水管の状態を定期的に検査し、記録を残すこととした．これらの事象は全て文部科学省に報

告した。

＜事例２＞　関連する法規：  麻薬および向精神薬取締法
麻薬研究施設において購入した麻薬（ケタミン）を麻薬研究者が他の研究施設に持ち出して研究を

行った。さらに、麻薬研究施設の廃止および麻薬研究者の異動に伴い、当該麻薬を搬出したにもかか

わらず、必用な届け出を行っていなかった。宮城県薬務課からの違反の指摘を受け、始末書を提出、

当該麻薬の使用をただちに停止した。再発防止策として、麻薬を用いた研究における法の遵守を徹底

するよう全学に改めて通知するとともに、全学の麻薬研究者名簿を作成し、研究者の異動や施設の統

廃合に伴う届け出漏れの防止を図ることとした。
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● 表Ⅱ-7  教育・研究における重要な環境関連法規

環境一般、自然保護、その他〉

●環境基本法

●環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）

●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）

●国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）

●建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）

●放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

●動物の愛護および管理に関する法律

●宮城県公害防止条例

●仙台市環境基本条例

〈エネルギーに関する法律〉

●エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

●新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

●地球温暖化対策の推進に関する法律

〈公害等に関する法律〉

●特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）

●大気汚染防止法

●水質汚濁防止法

●下水道法

●仙台市下水道条例

●ダイオキシン類対策特別措置法

●土壌汚染対策法

●悪臭防止法

●振動規制法

●騒音規制法

〈化学物質に関する法律〉

●化学物質の審査および製造等の規制に関する法律（化審法）

●特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

●毒物および劇物取締法

●麻薬および向精神薬取締法

●労働安全衛生法

●作業環境測定法

●高圧ガス保安法

●消防法

●仙台市火災予防条例

●農薬取締法

●肥料取締法

●化学兵器の禁止および特定化学物質の規制等に関する法律

〈廃棄物に関する法律〉

●循環型社会形成推進基本法

●廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）

●特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

●資源の有効な利用の促進に関する法律（改正リサイクル法）

●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）

●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法（食品リサイクル法）

●特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確認に関する法律

●ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

●使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）
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1.4.2  PRTR法への対応

PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）に対応するため
には、対象化学物質の購入、使用量だけでなく、廃棄量も把握して報告する義務があります。本学では，
学内の全化学物質について、納入から廃棄までの流れを総合的に管理する「危険物質総合管理システム」
が導入されており，化学薬品等の購入、使用、保管量の把握はもとより、実験廃液や高圧ガスの管理にも
適用されています（図Ⅱ-21参照）。
PRTR 法第一種指定化学物質のうち、2008年度において全学の購入量が多かった化学物質12種類につい

て、購入量（＝取扱量）を表Ⅱ-8に示します。全学の取扱量が1t 以上で、仙台市への報告義務が生じた
PRTR 法第一種指定化学物質は、クロロホルム、ジクロロメタン、アセトニトリル、トルエンおよびホルム
アルデヒドで、その取扱量はいずれも2007年度から増加しています。

● 表Ⅱ-8  PRTR法第一種指定化学物質の購入量

物質名
購入量（㎏ /年）

政令番号 CAS番号
2007年度 2008年度

クロロホルム 6,129.96 8,000.81 95 67-66-3

ジクロロメタン (別名塩化メチレン ) 1,804.37 3,443.70 145 75-09-2

アセトニトリル 1,176.65 1,448.58 12 75-05-8

トルエン 1,404.34 1,395.87 227 108-88-3

ホルムアルデヒド 915.94 1,059.86 310 50-00-0

キシレン 1,669.80 959.09 63 1330-20-7

ふっ化水素及びその水溶性塩 728.64 420.13 283 －－

エチレングリコール 87.31 174.68 43 107-21-1

Ｎ , Ｎ - ジメチルホルムアミド 158.29 149.07 172 68-12-2

ベンゼン 253.43 147.11 299 71-43-2

カドミウム及びその化合物 4.46 115 60 －－

四塩化炭素 21.30 118 112 56-23-5
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危険物質総合管理システムの概要

システムの基本機能
（1）保安関連法令規制の対象薬品の保管および使用場所、量の学科・研究室単位での把握

（2）高圧ガスの保管および使用場所、量の学科・研究室単位での把握

（3）薬品および高圧ガスの使用履歴の把握

（4）消防法で規制される危険物指定数量の常時把握

（5）PRTR 法で年度ごとに報告が義務付けられている排出量の計算出力

（6）使用薬品のMSDS（製品安全データシート）の出力

（7）環境保全センターで処理する廃液の内容物管理・チェック・依頼業務

● 図Ⅱ-21  本学危険物質総合管理システム構成図
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1.4.3 キャンパスの環境・安全管理

本学は、土地2,210万 m2 （うち仙台市内325万 m2 ）、建物98万 m2 （うち仙台市内95万 m2 ）を所有し、

キャンパスを市民の憩いの場として開放するとともに、キャンパス景観の美的統一と自然環境との調和を図

り、知的創造活動にふさわしい雰囲気を醸出することを目指してい

ます。

杜の都仙台における緑化保全に本学の果たす役割は極めて大き

なものがあります。仙台市民によって選定された「わがまち緑の名

所100選」の中に植物園、片平キャンパスおよび川内キャンパスが

含まれていることはこれを物語っています。なお、仙台市では、仙

台の個性といえる「杜の都」の伝統に地球環境への配慮という新た

な視点を加え、市民･事業者･行政の協働により、これからの100年

で新しい ｢ 杜の都 ｣を創造していこうとする取り組み「百年の杜づく

り」を推進しています。

1） キャンパスの緑化保全

本学の仙台市内の各キャンパスで発生する排水はすべて仙台市公共下水道に放流され、仙台市浄化セン

ターで処理されています。実験廃液は無害化処理されたものが下水道に放流され、仙台市下水道排除基準

が順守されるシステムになっています。下水道への放流水の水質は仙台市によって定期的に立ち入り検査

されています。本学においては、1997年7月から環境保全センターが自主的にキャンパス内の36か所から

毎月1回採水し、下水道への放流が規制されている全項目を分析し、結果を関連部局および仙台市建設局下

水道課に報告しています。2008年度における採水は436件でした。

一方、青葉山キャンパスに降り注いだ雨水の大部分は集水され、また一部は地下浸透した後に湧き水と

して沢に流れ込み、最終的には広瀬川に流入しています。環境保全センターでは、青葉山キャンパスの10

か所の地点で環境水（湧き水、沢水等）を採取し、水質分析を行っていますが（本学環境報告書2007, p.33

参照）、1999年に測定を開始して以来、これまでに異常値は確認されていません。なお、この環境水の水質

モニタリングは、下水配管の破損、漏洩を早期に発見する手段としても役立っています。

2） キャンパス排水の水質管理

● 図Ⅱ-22   わがまち緑の名所100選に
 　選ばれた東北大学植物園
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2008年10月に整備を開始した青葉山新キャンパスは、環境調和型キャンパスの実現を目指し「生態系の

保全と回復」等を基本方針に掲げて、特に市条例で保護されている特別環境保全区域を含む既存樹林帯の

保全・再生を最優先事項として計画しています。具体的には、比較的平坦な旧ゴルフ場のフェアウエイを

中心に開発エリアを設定することで造成や樹木の移植・伐採を最小限に留める計画とし、敷地面積81ha の

うち約39ha を開発エリアとし、残りの約42ha は樹林帯と草地として存置するなど、敷地全体で約62％の

緑地保全を図る計画としています。また、沢筋を活かした水みちの整備や、三居沢や竜の口沢からの樹林

帯への補植、更には既存青葉山キャンパスの象徴であるケヤキ並木を継承する形で新キャンパス中央のキャ

ンパスモールにケヤキ並木を整備するとともに、各構内道路に街路樹を配植することなどによって、旧ゴ

ルフ場造成で分断された水と緑のネットワークの再生を図る計画としています。なお、やむを得ず伐採と

なった樹木等については、工事の仮設用材やチップ化するなどして資源の再利用を図ることとしており、

また、工事と並行して工事中における環境への影響についても測定調査等を行うなど、自然環境に配慮し

たキャンパス整備の推進を図っているところです。

本整備事業に関する情報はホームページ（http://campus.bureau.tohoku.ac.jp/tu_top.html）で公開して

います。

3） 青葉山新キャンパス整備計画

● 図Ⅱ-23  緑地保全・開発エリア計画図 ● 図Ⅱ-24  水と緑のネットワーク図

● 図Ⅱ-25  青葉山新キャンパスマスタープラン2006
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大学が果たす主要な環境責任は環境マインドを備えた人材（環境人材）の育成と環境関連研究成果の

提供を通しての社会貢献です。本学では伝統的な「門戸開放」の理念に基づき、国の内外から優れた資

質と意欲を持った人材を広く受け入れ、時代の要請に応える教育組織、教育プログラムのもとに、海外

機関との交流を図りながら教育に当たり、2008年度は卒業生2,441名（うち大学院進学1,395名）を輩出

しました。

● 図Ⅱ-26  環境人材の育成推進方策

・独立研究科
　・生命科学研究科
　・環境科学研究科
・JABEE認定
・インターネットスクール
・大学評価

教育組織・推進策

・ヒューマン・セキュリティ連携国際教育プログラム
・高度環境政策・技術マネジメント人材養成ユニット
・大学院合同講義
・各種環境関連講義

教育プログラム

・AO入試
・公開講座
・出前授業
・オープンキャンパス
・サイエンスカフェ

人材確保

・国際交流
・留学生受入れ
・海外研修
・非常勤講師の招聘
・インターンシップ

学外連携

環境人材の育成

2.1 教育プログラム

多様化する社会的ニーズに応えるため、教育プログラムの内容充実、教育･学習方法の改善等に積極的に

取り組んでいます。学生が所属学科・専攻を超えて学内あるいは学外専門家の講義を広く受講でき、必要に

応じて実社会でのインターンシップを経験できるような教育システム・プログラムを採用しており、また

IT（Information Technology）を活用した効率的な仕組みも準備しており、講義の内容を表すシラバスにつ

いては、ほぼオンライン化され、学生がどこからでも閲覧できる環境を提供しています。

2.1.1 学位の授与

2003年に設置された環境科学研究科では、総合大学（院）である本学の「知」を結集し、持続可能な発

展を支える社会文化と循環型社会の基盤となる社会構造の基盤を確立するため、文系、理系という伝統的

区分を融合した総合科学として新たな枠組みの環境科学を構築し、多様な領域の効果的接近と新たな学問

領域を創出することにより、環境問題の解明と解決に関わる幅広い知識と理解力を有しつつ深い専門性を

持ち、国際社会においても活躍できる人材を養成することを教育の目標としています。

博士前期課程においては、文理一体教育により環境関連の研究を遂行する上で必要な幅広い基礎学力を

習得し、研究課題を独自の発想により展開させ、論文としてまとめて学会等にて発表する能力を備えると

ともに、高い視点に立って環境問題を捉える俯瞰的な視野と、専門分野における研究や技術・教育指導の

ための基本的能力を備えた人材、環境政策・地域開発を立案するための素養を備えた人材を育てることを

教育目標としています。

博士後期課程においては、幅広い観点からの社会的要請を視野に入れ研究課題を開拓し、独自の発想か
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らその課題を展開させ、国際水準の論文をまとめて国際会議にて発表する能力を有するとともに、研究経

験をもとに関連の環境分野においても主体的に研究を遂行あるいは環境政策や地域開発を提言できるだけ

でなく、将来とも自己啓発をしながらリーダーとして広い視野を持って国際的視点から研究あるいは環境

政策を指導できる人材の育成を教育目標としています。

これまで「環境科学」分野で授与した学位は、博士前期課程313名、博士後期課程58名、論文博士4名に達し、

2008年度の博士前期課程および博士後期課程（課程博士）はそれぞれ94名および23名でした。

2.1.2 高度環境政策・技術マネジメント人材養成ユニット

環境的・社会的・経済的にバランスよく、持続可能な成長を実現させるためには、高度環境政策や技術マ

ネジメントに関する広範なサステナブル分野の知識を身につけ、広い視野や高い視点に立って、物事の本質

を見抜き、問題設定を行うことで、その最適なソリューションを導き出す実践力を身につけた人材が求めら

れています。本学大学院環境科学研究科では、その豊富な環境科学・環境技術の英知とノウハウを活用し、

世界屈指の講師を招聘する「高度環境政策・

技術マネジメント人材養成ユニット（科学

技術振興調整費新興分野人材養成プログ

ラム）」を2005年10月に開講し、経営戦略

の策定、環境政策・施策の立案などに関し、

俯瞰的視野を有し、指導的な役割を果たす

即実践型環境人材養成を行ってきました。

本ユニットでは eラーニングと年間5回

（約10時間）程度の集中講義により時間的、

空間的制約を排除した上で必要な知識を習

得し、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニ

ング）／ VPP（バーチャル・パイロット・

プロジェクト）により実践的ソリューショ

ン提案スキルを習得するのが特色です。

OJT のテーマのひとつである「直流電源を

活用した宮城県マイクログリッド構想」では、議論によって新たなアイディアを生み出すことができ、環境

省エコハウスプロジェクト（環境省地球温暖化対策技術開発事業「微弱エネルギー蓄電型エコハウスに関す

る省エネ技術開発プロジェクト」（2008年度～ 2010年度））の開始につながりました。

さらに修了生が行った VPPは、その成果をプロジェクトパートナーに提示し共有すると同時に、社会資本

のひとつとして一般公開する目的で、本年度よりVPPリーフレットを作成し配布を開始しました。

対象は博士前期課程（定員6名）および博士後期課程（定員3名）であり、少数精鋭の主に社会人を中心と

したコースであります。2007年9月には2年間の厳しいトレーニングを経て、博士前期課程1期生9名、2008

年3月には博士前期課程2期生8名、2009年3月には博士前期課程3期生7名、博士後期課程1名が修了しました。

その中で高度な実践力を有する環境プログラムオフィサー（環境 PO）として2007年度は２名、2008年度は

３名を認定しました。現在は、主に社会人の博士前期課程21名、博士課程10名が在籍し、トレーニングを受

けています。

● 表Ⅱ-9  環境科学分野における学位授与者数（課程博士）の推移

● 図Ⅱ-27  多様な人材育成ユニット

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 総　計

博士課程 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

環境科学 3 2 51 1 58 11 36 7 71 14 94 23 313 58
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2.1.3 大学院ヒューマン・セキュリティ連携国際教育プログラム

東北大学の４つの大学院、農学研究科、医学系研究

科、国際文化研究科、および環境科学研究科は、ヒュー

マン・セキュリティを実現する国際社会の建設に知的側

面から貢献することを目標に、2005年4月（平成17年度）

から、「ヒューマン・セキュリティ連携国際教育プログ

ラム」実施しております。

「ヒューマン・セキュリティ（人間の安全保障）」と

は、疫病、貧困、環境、紛争など人間の安全に対する

脅威への取り組みを重視する概念であり、新しい国際

社会を理解する考え方として注目されています。特に、

文化の多様性や経済の不均等発展が特徴であるアジア

の国々では、貧困、災害、劣悪な環境衛生と栄養障害、社会不安など、またHIV ／ AIDS や SARS のような国

際感染症、環境汚染、食の汚染、さらにはテロ行為などが国境を越えて人々の暮らしと安全を脅かしています。

本プログラムは、人間諸個人が自由でかつ安全・安心な生活を享受できるような国際社会の構築に知的側面

から貢献し、さらに国際社会や地域社会のレベルで人間諸個人の安全保障を実現するために政策立案や実社

会の分野で活躍できる専門家・リーダーを育成することを目的としております。　本プログラムの対象者は、こ

の国際教育プログラムは、

 「ヒューマン・セキュリティと食糧・農業」

 「ヒューマン・セキュリティと環境」

 「ヒューマン・セキュリティと健康」

 「ヒューマン・セキュリティと社会」

の４つの関連プログラムから構成され、各関連プログラムを担当する４つの研究科が連携し、組織横断的

なプログラムの体制を整備しています。

プログラム履修終了時の学位は、プログラム履修終了時の学位は、所属するプログラムの履修コースを担当

する研究科から授与されます。各研究科で取得可能な学位は次の通りです。

「ヒューマンセキュリティ」
連携国際教育プログラム

《環境》
環境科学研究科

《社会》
国際文化研究科

《食糧・農業》
農学研究科

《健康》
医学系研究科

東北大学大学院4研究科の連携

2008年度は、博士の修了生が2名、入学者4名という実績となり、現在の在籍者は9名となっています。

これまでの延入学者数と国籍は、2005年博士前期課程2名（日本、ウズベキスタン）、2006年博士前期課程

2名（日本、コロンビア）、2006年博士後期課程1名（イラン）、2007年博士後期課程1名（ウズベキスタン）、

2008年博士前期課程3名（中国、オーストラリア、インドネシア）、2008年博士後期課程1名（コロンビア）で、

博士前期課程7名（日本2名、ウズベキスタン1名、コロンビア1名、中国1名、オーストラリア1名、インドネシ

ア1名）、博士後期課程3名（イラン、ウズベキスタン、コロンビア）の合計10名です。

● 図Ⅱ-28  本プログラムでの研究科連携図

● 表Ⅱ-10  プログラムと担当研究科、授与学位

プログラム
学位の種類

博士前期課程 博士後期課程

ヒューマン・セキュリティと食糧・農業 修士（農学） 博士（農学）

ヒューマン・セキュリティと環境
修士（環境科学）

修士（学術）

博士（環境科学）

修士（学術）

ヒューマン・セキュリティと健康 修士（医科学） ――

ヒューマン・セキュリティと社会
修士（国際文化）

修士（学術）

博士（国際文化）

修士（学術）
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● 図Ⅱ-29  ブラウィジャヤ大学とのリンケージプログラム

ブラウィジャヤ大学・経営学部
Master of Public Administration

（MPA）・プログラム

環境科学研究科
「ヒューマン・セキュリティ」コース

＊授業・学位論文等はすべて英語講義

〈修士論文・学位審査〉

1． 環境科学研究科（ヒューマンセキュリティ・コース）での審査→修士（環境科学 or 学術）
2． ブラウィジャヤ大学：ブラウィジャヤ大学での論文審査→学位授与

1年次（第1、2セメスター） 2年次（第3、4セメスター）

転入学

学籍異動

〈学生の入学・研究指導・学位審査等における連携〉

本プログラムでは、インドネシアで日本からの開発援助によって実施されている「高等人材開発事業」と連

携教育を実施しております。同時に、農学研究科と環境科学研究科の「ヒューマン・セキュリティ」プログラムは、

博士前期課程のダブル・デグリー・プログラムも2007年10月から開始しております。インドネシアからの学生

は、両研究科合わせて4名までとし、1年次はインドネシア（ブラウィジャヤ大学の公共政策大学院）で履修し、

2年次に環境科学研究科または農学研究科に転入学し、本学の規程（両研究科の規程）に従って、しかるべき

単位の修得と修士論文の口頭試問に合格したあと、修士の学位を取得することになります。環境科学研究科の

プログラムでは修士（環境科学）または修士（学術）が、農学研究科のプログラムでは修士（農学）が授与

されます。
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2.1.5 特徴ある環境関連教育プログラム

本学においては、表Ⅱ-11に示すものをはじめとして多くの特徴ある環境関連教育プログラムが実施されてい

ます。

上述のヒューマン・セキュリティーの一貫として「エネルギー・セキュリティー」に関する教育プログラムが

環境科学研究科において2008年度から開始されました。その活動中心は石油資源開発株式会社による寄付講

座ですが、世界的なエネルギー需要の増大と地球温暖化等の地球規模の環境問題を、工学および社会科学

の観点から俯瞰して、日本を含むアジアのエネルギーと社会との関わり、環境調和型の新たな社会構築のあり

かたについて、また地球環境と調和した社会の持続的な発展のための化石エネルギーおよび再生可能エネル

2.1.4 環境フロンティア国際プログラム

文部科学省・大学院教育改革支援プログラム「環境

フロンティア国際プログラム」が2007年10月からス

タートしました。社会の要請に応えるべく、環境問題

に関する国際的かつ俯瞰的な視野を持つ人文社会系の

人材を養成しています。特に、環境問題の深刻化に

拍車をかけているアジア諸国の著しい経済発展および

経済システムを理解し制御できる人材の育成は急務で

す。このため、経済学研究科と連携してプログラムを

実施しています。これまでの入学者と国籍は、次のと

おりです。2007年10月は、環境科学研究科博士前期課

程1名（中国）、経済学研究科博士前期課程4名（日本3名、

中国1名）、2008年4月は、環境科学研究科博士前期課

程3名（日本2名、モンゴル国1名）、経済学研究科博士

前期課程1名（日本）の合計8名（うち1名は経済学研

究科から環境科学研究科に転科）です。環境科学研究

科からは環境科学あるいは学術の学位を、経済学研究

科からは経済学の学位を授与されます。

このプログラムの最も特徴的な講義科目は「海外エ

コ・プラクティス」です。海外の大学等関係機関で1

か月以上の研修を行います。現在、研修先を調整して

おり、タイ、インドネシア、インド、中国等のアジア

諸国に派遣する予定です。

文理の枠にとらわれない発想力、文理を融合した知識と経験、緊急問題に即応し、国際環境経済学、国

際環境法、環境影響評価、リスクマネジメント、排出権取引などの高度な知識を身につけ、将来環境問題

の解決に寄与し、実践的な分野で活躍できる人材「環境フロンティア」を養成していると自負しております。

「環境フロンティア国際プログラム」では2008年の第1回国際ワークショップを2009年1月29日に環境科

学研究科大講義室で開催しました。

第1回ワークショップではアジアにおける環境問題の実態やその経済発展との関連性をテーマに取り上げ

ました。セッション1 では中国の環境問題とその取り組みにつき、西アジアでは国際河川を巡る環境問題

の具体的な報告を受けました。セッション2ではインドの大気汚染問題と国際連合による農業資源調査から

の環境問題の報告を受けました。このように、ワークショップでは質疑応答や議論を通じて現地の環境問

題の実態の理解を深め、またそれらの知見を共有することができました。また、報告はすべて e‐ラーニ

ング用教材としてビデオ収録を行い、将来の有効活用できるような資料としました。

● 図Ⅱ-30  環境フロンティア国際プログラムの概要
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ギーの生産技術に関する教育と研究を行うため、工学および社会科学分野を融合させ、日本とアジアのエネ

ルギーの安全保障に関する学際的な教育と研究を行うことを目的として設置されました。その目的の遂行のた

め、この寄付講座は環境科学研究科の海外拠点（サテライトキャンパス）としてのインドネシア共和国 バンド

ン工科大学（ITB）キャンパス内に設置されております。具体的なプログラムの中身は、大学院教育と研究を同

時に行うもので、日本と同じカリキュラムで海外に展開する大学院プログラムを国立大学法人が実施すること

は本邦初の試みであります。サテライトキャンパスには、教員が常駐して業務を行うためのオフィス・セミナー

室のほか、試験研究を行うための実験室も開設され、ITB の協力のもと、エネルギー資源の有効利用に関す

る研究開発体制が構築されています。2008年度後期より、博士前期課程2名、後期課程1名の大学院生が入学し、

最初の授業が10月からスタートしました。仙台本校から6名の教授、准教授が相次いで ITB に赴き、集中形式

での講義が実施されるとともに、サテライト常駐教員による講義科目、さらには、ITB からの客員講師による講

義科目も開講されています。また、仙台本校より移設した特殊装置による試験研究も始まっており、インドネシ

アにおけるエネルギー物質有効利用のための技術開発研究の成果が期待されています。

「基礎ゼミ」は、文部科学省の2006年度「特色ある大学教育支援プログラム（通称：特色 GP）」に採択さ

れたもので、学部横断的な広い視野の養成に資するものです。全学部・研究科、研究所、研究センター、大

学病院に所属する教員のほか、名誉教授など毎年200名を超える教員がそれぞれ一定数のクラスを担当する全

学的支援体制の下で運営されており、約150のテーマが提供されています。15名平均の学部横断型クラスでは

実験をはじめとした多様な授業内容が展開され、学生は課題の調査、研究、発表、討論のプロセスを経て、

これまでの詰め込み型「受験学習」から、自発的な「大学での学び」を体得する機会を得ることになっており

ます。環境に関するテーマもその中で数多く設定されておりますので、1年次から環境に関して、自らの考えを

まとめるような学習をしている学生も少なくありません。

工学部の「創造工学研修」は2003年度の特色 GPの主要プログラムですが、直接環境教育を行うテーマに

加え、社会との接点を考えることで自ずと環境に関する知識を修得できるテーマが実施されております。基礎ゼ

ミと比較すると、さらに自らの手足と頭を使ったプログラムになっており、結果よりむしろ過程を重視し、学生

の自主性の育成を支援するものです。

「生態学合同講義」は、生命科学研究科、農学研究科、工学研究科および環境科学研究科の合同で実施され、

これら4研究科に所属する大学院博士前期課程の学生はいずれの講義も受講することができます。学生は他研

究科の教授が担当する講義に触れ、幅広い知識を修得できるのが特徴です。

2008年度に実施した生態学合同講義のプログラムを表Ⅱ-12に示します。なお、この生態学合同講義は、年

間にわたる本学独自の大学院レベル部局横断型の全学的教育として、生態や環境をキーワードにした広範な

視野を醸成した優れた授業実践として認識され、2006年度に総長教育賞を受賞しています。

● 図Ⅱ-31  エネルギー・セキュリティー寄付講座の発足記念式典
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● 表Ⅱ-12  生態学合同講義プログラム

課題番号 課　　題 講　師　名

一　　般

1 大気環境の科学 青木　周司（理学研究科・大気海洋センター）

2 富栄養化の生態学 西村　　修（工学研究科・土木工学）

3 地球環境と作物生産 國分　牧衛（農学研究科・資源生物科学）

4 海洋における動物の生態 南　　卓志（農学研究科・資源生物科学）

5 生物群集の食物網と栄養動態 占部城太郎（生命科学研究科・生態）

6 知性と感性の実験心理学的研究 行場　次朗（文学研究科・人間科学）

7 地球環境変化と生物多様性 中静　　透（生命科学研究科・生態）

各論（生態系・適応・進化・人類・文化）

8 コンポストの微生物群集 中井　　裕（農学研究科・資源生物科学）

9 土水界面の生態学 菊池　永祐（東北アジア研究センター）

10 水産生物における遺伝資源の保全と持続的利用 中嶋　正道（農学研究科・生物産業創成科学）

11 環境微生物の遺伝情報のダイナミズム 津田　雅孝（生命科学研究科・生態）

12 イネの環境適応と分化 佐藤　雅志（生命科学研究科・生態）

13 ヒートアイランドと都市緑化と風の道 持田　　灯（工学研究科・都市・建築学）

14 光（紫外線と可視光）環境と植物 日出間　純（生命科学研究科・生態）

15 口腔環境とプラークバイオフィルムの病原性 高橋　信博（歯学研究科・口腔生物学）

16 環境汚染物質の ecotoxicology －環境ホルモンおよびメチル水銀を中心に－ 佐藤　　洋（医学系研究科・医科学）

17 中小スケールの気候環境 境田　清隆（環境科学研究科・環境科学）

18 人間行動の進化 河田　雅圭（生命科学研究科・生態）

19 磯焼けと海中林の生態学 谷口　和也（農学研究科・資源生物科学）

20 懸濁物食性底生動物の食物供給機構 佐々木浩一（農学研究科・資源生物科学）

21 岩礁海底に生きる植食動物の生態学 吾妻　行雄（農学研究科・資源生物科学）

22 海の巨大渦とプランクトン 遠藤　宣成（農学研究科・応用生命科学）

23 植物の生態と温度適応 草野　友延（生命科学研究科・分子生命科学）

24 東北大学の環境マネジメント 吉岡　敏明（環境科学研究科・環境科学）

25 生物の機能を利用した土壌・地下水汚染の修復 井上　千弘（環境科学研究科・環境科学）

26 環境共生型化石エネルギー論：クリーン・コール・テクノロジー 大塚　康夫（多元物質科学研究所）

27 生殖細胞形成における高温障害について 東谷　篤志（生命科学研究科・生態）

28 高等植物の受粉反応と遺伝的多様性を生む自家不和合性機構 渡辺　正夫（生命科学研究科・生態）

29 環境汚染物質の微生物分解 永田　裕二（生命科学研究科・生態）

30 ブナ林における種多様性の維持機構 清和　研二（農学研究科・資源生物科学）

31 植物の環境応答機構 藤井　伸治（生命科学研究科・生態）

32 共生細菌の環境適応のメカニズム 三井　久幸（生命科学研究科・生態）

33 農村の風景と伝統芸能の評価に関する哲学的考察とその実際 長谷部　正（農学研究科・資源生物科学）

34 陸上植物の葉の光合成特性の多様性 彦坂　幸毅（生命科学研究科・生態）

35 日本人の樹木資源利用史 －考古植物学的アプローチ－ 鈴木　三男（生命科学研究科・生態）

36 窒素循環と微生物 南澤　　究（生命科学研究科・生態）
＊講師名（大学院研究科・専攻）　生態：生態システム生命科学、大気海洋センター：大気海洋変動観測研究センター

● 表Ⅱ-11  特徴ある環境関連教育プログラム（例）

NO 講義名称 開講研究科等 内容等
受講者数（人）
2008年度

1 エネルギー・
セキュリティー 環境科学研究科

仙台キャンパスとインドネシア共和国 バンドン工科大学（ITB）のサテライトキャンパス
との国際連携プログラム。
世界的なエネルギー需要の増大と地球温暖化等の地球規模の環境問題に関して、工学およ
び社会科学分野を融合させ、日本とアジアのエネルギーの安全保障に関する学際的な教育
と研究を行うことを目的として設置。
2008年からスタート。

３

2 基礎ゼミ 全学部
全学部、附置研究所からも、150を超えるテーマが設定され、個々の課題に沿って、調査
したり、解析したり、討論したりすることで、問題解決能力、コミュニケーション能力を
育成している。

2,534

3 創造工学研修 工学部
工学部の各学科ならびに協力講座（研究所）から100程度テーマを設定し、学生の希望を
考慮して配属を決め、3ヶ月程度の期間、研究室の雰囲気を感じながら、研究の方法論を
修得する。

773

4 生態学合同講義

環境科学研究科
工学研究科
生命科学研究科
農学研究科

4月から11月までに開講される講義36コマのうちから、受講生の関心に応じて10コマの
講義を選択・受講する。講義は生態学および環境科学に関する人文・社会・自然分野から
の広範な内容である。
―平成17年度までは、本研究科の必修科目であったが、平成18年度からは選択必修となっ
た (環境科学研究科 )
―大気、陸上（森林、農耕地、陸水）、海洋の生態学、生物多様性、元素循環、生物生産、
環境汚染、環境修復、体内微生物の生態学、人間行動と環境との関係、風景評価などの課
題を取り上げる（農学研究科）。

64
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2.1.6 体験型環境学習

大学から排出されるゴミは、「事業者ゴミ」でありますが、「一般ゴミ」とは別に「資源ゴミ」として、古紙（OA

用紙、新聞・雑誌、段ボール）、ビン・缶、PET ボトルについては、回収ボックスを設けて分別回収を行っ

ております。

さらに、工学部化学・バイオ学科では、10年以上前から「環境保全意識を高める上で、身の回りの清掃

が重要！」との認識で、講義室脇に備え付けられたボックスにペットボトル、缶およびビン類を回収し、

毎週2年次学生が当番制で東北大学生協に運搬するというシステムを実施しています。これは、学部の環境

教育の一環でもあり、所定の日時に教員が学生の分別回収作業を指導し、出席状況を把握することで、卒

業評価にも点数として反映させています。

この他にも、大学生協とも連携し、ボタン電池やプリンターのカートリッジの回収も実践しております。

1） 資源リサイクル

青葉山キャンパスの工学研究科全体の排水は一つにまとめられ、仙台市下水道に放流されています。その水

質は毎月1回自主検査されていますが、これとは別に、5つある系ごとに学生が当番制で毎月1回、関係する研究

棟マンホールより実験排水をサンプリングし、その水質分析を環境保全センターが実施し、報告しています。これ

により、学生が排水に対する問題意識を持ち、また各系の水質の特徴を把握し、異常時の原因を迅速に究明でき

るようになっています。この活動も10年以上実施しています。

2） 実験排水サンプリング
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3.1 環境関連研究分野

環境分野は、わが国の第2期科学技術基本計画において研究重点分野の一つと位置付けられ、また第3期

科学技術基本計画においても重点推進4分野の一つに選ばれて、今後優先的に資源配分されるという方針が

決定されています。第2期科学技術基本計画では、環境分野の推進戦略として地球温暖化研究、ごみゼロ型・

資源循環型技術研究、自然共生型流域圏・都市再生技術研究、化学物質リスク総合管理技術研究、地球規

模水循環変動研究の5つが重点課題に指定されました。

しかし、環境問題は、これら5つの重点課題に限定されるものではありません。「本学の使命」に謳われ

ている、「平和で公正な人類社会を実現すること」が究極的な環境問題への取り組みの目的であるといえま

す。このためには、大気、水、土壌を汚染させず、廃棄物発生を抑えるというだけではなく、資源・エネルギー

を有効に利用すること、各種リスクを低減し、火災、水害、地震等の災害を防止する等安全・安心を確保

すること、さらに人為的な資源浪費、すなわち環境破壊である紛争を回避することも重要な事項となります。

環境関連研究分野は図Ⅱ-32に記載したように極めて広範囲にわたります。

3.2 環境関連研究テーマ

環境負荷の小さい持続可能な社会を構築するためにはエネルギー、資源、材料、化学、情報・通信はも

とより、建築、都市計画、防災、地震予知、医療、食糧生産、廃棄物処理等、極めて広範囲にわたる環境

関連分野の知識、技術を必要とします。本学は、これらほとんどすべての分野において研究に取り組み、

またいずれの研究分野でも輝かしい伝統を持っております。本学の研究者が2008年度に取り組んだ環境関

連研究テーマを表Ⅱ-13に示します。また、本学が誇る歴史的な環境関連研究の成果および近年得られたト

ピック的な研究成果について、その一端を紹介します。

● 図Ⅱ-32  環境関連研究分野

環境関連研究分野

地球環境問題 低環境負荷システム 資源循環

環境政策 環境負荷低減技術 環境浄化・再生

地球温暖化 環境経済 都市計画 資源・リサイクル 廃棄物処理

森林保護 環境政策
防　災

新プロセス・技術 土壌環境浄化

生態系 環境哲学
運輸・交通

農業・生物生産 水環境浄化

環境リスク 環境管理システム

資源開発

エネルギー
材料開発 大気環境浄化

公衆衛生 燃料・燃焼 計測技術 騒音等公害防止
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● 表Ⅱ-13  環境関連研究テーマ（例）

分　野 研 究 テ ー マ 所　属 研究者

地球温暖化

地球温暖化防止の経済制度の研究 経済学研究科 秋田次郎
地球温暖化抑制政策の長期シュミレーション 経済学研究科 林山泰久
地球温暖化における海洋の役割の研究 理学研究科 花輪公雄
気候の数十年変動の研究 理学研究科 花輪公雄
農業活動のライフサイクルアセスメント：カーボンフットプリントとバイオマス生産 農学研究科 齋藤雅典、田島亮介
フライアッシュを用いた非焼成煉瓦製造のCDM化構想 国際文化研究科 ディニル・プシュパラール
全球空間応用一般均衡モデル（SCGE）の開発 情報科学研究科 安藤朝夫

植物の高温による生殖障害克服に向けた研究 生命科学研究科 東谷篤志、
渡辺正夫

地球温暖化による水資源への影響評価 環境科学研究科 風間聡
CO2地中貯留層からの漏洩修復技術 流体科学研究所 伊藤高敏

秋田スギの年輪気候学的解析による古気候復元
学術資源研究
公開センター
（植物園）

大山幹成

環境リスク

放射線、紫外線のゲノムへの影響の解析 医学系研究科 小野輝也、池畑広伸
網膜色素上皮細胞におけるカドミウム蓄積とヘム分解撹乱 医学系研究科 柴原茂樹
内分泌かく乱物質と子宮体がん発生リスクに関する症例対照研究 医学系研究科 八重樫伸生

胎児期環境汚染物質ばく露の生後の成長への影響 医学系研究科 佐藤洋、仲井邦彦、
黒川修行

生体の環境適応・応答の分子機構 医学系研究科 山本雅之
定着性二枚貝のエストロゲンシグナリング関連遺伝子による海洋環境の生物モニタリング 農学研究科 尾定誠
アリル炭化水素受容体を介した魚類卵巣、胚の環境汚染応答機構の解明 農学研究科 鈴木徹
太陽紫外線によるイネの生育傷害評価に関する基礎研究 生命科学研究科 日出間純
環境変異原によるゲノム不安定性誘発機構の研究 生命科学研究科 山本和生
水理氾濫モデルを用いた水系感染症患者数の季節変動解析 環境科学研究科 風間聡
フェルガナ渓谷の環境リスクとヒューマンセキュリティ 環境科学研究科 木村喜博
ナノ粒子・カーボンナノクラスター体内挙動とその可視化の開発 環境科学研究科 佐藤義倫

生態系

生物間相互作用に基づく種多様性維持メカニズムの解明 農学研究科 清和研二
冬期湛水・有機栽培水田の農業生態系保全機能 農学研究科 伊藤豊彰
沿岸岩礁生態系における海中林と植食動物の種間相互作用の解明 農学研究科 吾妻行雄
青葉山の昆虫の多様性と、その多様性に対する温暖化や松枯れ、都市化の影響研究 農学研究科 昆野安彦
希少野生動植物保護推進 農学研究科 佐藤英明
黄色植物共通の青色光受容体オーレオクロムの発見と構造・機能の解明 生命科学研究科 片岡博尚
干潟底生動物の生物多様性保全に関する研究 生命科学研究科 鈴木孝男
熱帯海草藻場における堆積物撹乱の影響評価に関する研究 生命科学研究科 鈴木孝男
“未来の生態系”天然二酸化炭素噴出地を利用した植物の高二酸化炭素適応の研究 生命科学研究科 彦坂幸毅
微細藻類の毒素と水環境の化学 環境科学研究科 彼谷邦光

島嶼部における帰化植物相の危険性評価
学術資源研究
公開センター
（植物園）

米倉浩司

青葉山の長期生態系観測研究
学術資源研究
公開センター
（植物園）

鈴木三男

黄海及び有明海における大規模干拓堤防建設に伴う環境変化と底生生物群集の応答の
モニタリング

学術資源研究
公開センター

（総合学術博物館）
佐藤眞一

森林保護

スギ人工林の混交林化と持続的生産技術の開発 農学研究科 清和研二
遺伝的多様性の評価技術を用いた自然再生の遺伝的ガイドラインに関する研究 農学研究科 陶山佳久
熱帯林の生物多様性保全に関する研究 生命科学研究科 中静透
持続的森林利用に関する研究 生命科学研究科 中静透
東アフリカ農村における森林資源管理に関する研究 環境科学研究科 上田元

エネルギー

亜酸化銅太陽電池の高性能化に関する研究 工学研究科 祖山均
超低消費電力反射型液晶ディスプレイ 工学研究科 内田龍男、石鍋隆宏
SRモータを用いた電気自動車の開発 工学研究科 一ノ倉理、後藤博樹

小型風力発電用高性能発電機の開発 工学研究科 一ノ倉理、中村健二、
後藤博樹

風力発電用系統電圧安定化装置に関する研究 工学研究科 中村健二
不要電磁波の波源位置推定法に関する研究 工学研究科 澤谷邦男、陳強
石炭ガス化複合発電における噴流式石炭ガス化炉を対象としたシミュレータの開発 工学研究科 松下洋介

マルチレベルコンビ計算化学手法による燃料電池の理論設計 未来科学技術共同
研究センター 宮本明

マルチレベルコンビ計算化学手法による二次電池の理論設計 工学研究科 高羽洋充
マルチレベルコンビ計算化学手法による太陽電池の理論設計 工学研究科 遠藤明
マルチレベルコンビ計算化学手法による水素吸蔵合金の理論設計 工学研究科 畠山望
マルチレベルコンビ計算化学手法による高効率熱伝変換材料の理論設計 工学研究科 坪井秀行
高効率燃料電池電極触媒の研究開発 工学研究科 和田山智正
火力発電所の燃焼方式によるフライアッシュの活性度の依存性に関する研究 国際文化研究科 ディニル・プシュパラール
エネルギーミニマム・環境親和型機器開発を支援する革新的数値計算手法の開発 情報科学研究科 山本悟、佐野健太郎
ジオリアクターによる水素製造および二酸化炭素の物質転換 環境科学研究科 土屋範芳
環境適合型次世代地熱利用技術の開発 環境科学研究科 新妻弘明
EIMY（Energy In My Yard）に関する研究 環境科学研究科 新妻弘明
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● 表Ⅱ-13  環境関連研究テーマ（例） （つづき）

分　野 研 究 テ ー マ 所　属 研究者

エネルギー
（つづき）

フラクチャー型油ガス田貯留層モデリングのための深部地圧計測に関する研究 環境科学研究科 坂口清敏
アブレシブウォータージェットを用いた天然ガス井鋼管のパーフォレーションに関する研究 環境科学研究科 木崎彰久
エコハウスプロジェクト 環境科学研究科 田路和幸
地熱エネルギー先進利用のための地殻内流路構造評価に関する研究 流体科学研究所 伊藤高敏
蒸気タービン翼列の多目的最適化 流体科学研究所 大林茂、鄭信圭
能動的地熱抽出法の研究 流体科学研究所 林一夫
原子力発電における配管リスク融合マネージメント 流体科学研究所 石本淳
燃焼促進のための省電力オゾンジェットに関する研究 流体科学研究所 西山秀哉、高奈秀匡
燃料電池触媒表面上での気体分子解離吸着現象に関する分子論的研究 流体科学研究所 徳増崇
個体高分子膜内部のプロトン輸送特性の分子論的解析 流体科学研究所 徳増崇
超燃焼に関する研究 流体科学研究所 丸田薫、中村寿
極低温スラッシュ流体を利用した電気・水素複合エネルギーシステムの開発研究 流体科学研究所 大平勝秀
省エネルギーデバイス、新エネルギーの開発 電気通信研究所 庭野道夫

携帯燃料電池用メタノール改質触媒とマイクロリアクター開発 多元物質科学
研究所 村松淳司

固体酸化物燃料電池（SOFC）の高効率化のための材料および電極反応過程の基礎科学的
研究並び機械的安定性に関する研究

多元物質科学
研究所 水崎純一郎

リチウムイオン二次電池の全固体化技術の開発 多元物質科学
研究所 河村純一

燃料電池用プロトン伝導体の伝導機構解明 多元物質科学
研究所 河村純一

高温高圧水中でのバイオマスの可溶化・エタノール合成 多元物質科学
研究所 阿尻雅文

未利用炭素資源の高効率低温ガス化法の開発 多元物質科学
研究所 大塚康夫

二酸化炭素削減に向けた鉄鋼プロセスの最適化 多元物質科学
研究所 有山達郎

溶液錯体化学法による高効率水分解光触媒の開発 多元物質科学
研究所 垣花眞人

複合無機化学的手法による白色 LED用蛍光体の開発 多元物質科学
研究所 垣花眞人

燃料電池構成要素の研究開発  －ハイブリッドセパレータの研究開発－ 学際科学国際
高等研究センター 伊藤隆

環境適合溶媒を用いたバイオマスの可溶化・エタノール合成及び新規バイオマス・化学プロ
セスの開発 WPI 阿尻雅文、南公隆

ナトリウム融液を利用した新しい熱電エネルギー変換素材作製法の開拓 多元物質科学
研究所 山根久典

高効率蛍光発光体開発に向けた多元系窒化物の結晶化学的研究 多元物質科学
研究所 山根久典

摩擦制御による省エネルギー（GNPの1～2%の経済効果）のためのナノトライボロジー
計測

多元物質科学
研究所 栗原和枝

低環境負荷窒化物・酸化物半導体材料・光デバイス開発 多元物質科学
研究所 秩父重英

燃料・燃焼

重油・水エマルジョンの噴霧燃焼特性の解明 工学研究科 三浦隆利
劣質炭使用下での理想的な塊成物の構造設計 工学研究科 青木秀之

イオン交換樹脂を触媒とした新規なバイオディーゼル燃料製造技術の開発 工学研究科 米本年邦、
北川尚美

高温・高圧下の乱流燃焼機構に関する研究 流体科学研究所 小林秀昭、大上泰寛
極低温ポンプ高効率化のためのキャビテーション現象に関する研究 流体科学研究所 大平勝秀

スーパークリーン輸送用燃料の合成触媒の創製 多元物質科学
研究所 大塚康夫

資源・
リサイクル

コンポスト化の促進を指向した耐熱性プロテアーゼの探索と解析 工学研究科 中山亨
耐熱性酸性プロテアーゼ　kumamolisin-As の構造と機能 工学研究科 中山亨
高効率バイオマス糖化技術に向けた人工セルラーゼの開発 工学研究科 熊谷泉、梅津光央准
希土類含有廃棄物のリサイクル 工学研究科 竹田修
水産廃棄物と河口域ヨシを使った機能性コンポスト製造のための基礎研究 農学研究科 尾定誠
ポリシリカ鉄凝集剤浄水ケーキを利用した水田からの温室効果ガス発生抑制技術 農学研究科 伊藤豊彰
浄水場発生土の農業用途における利用 農学研究科 南條正巳
アジアにおける自動車リサイクル制度の比較分析と廃棄物トレーサービリティシステムの構築 国際文化研究科 劉庭秀
廃プラスチックのリサイクルシステムの評価と有効利用に関する研究 国際文化研究科 劉庭秀
リサイクルと国際貿易 国際文化研究科 大東一郎
リサイクルと貿易 環境科学研究科 佐竹正夫
環境調和型開発システムに関する研究 環境科学研究科 高橋弘
触媒熱分解法による廃プラスチックの化学原燃料化 環境科学研究科 吉岡敏明
塩素系プラスチック製品の置換型脱塩素によるアップグレードリサイクルと有価金属回収 環境科学研究科 吉岡敏明
超高圧高温水を用いたバイオマスから有用物質への変換反応に関する研究 環境科学研究科 スミス･リチャード
生分解性多孔体を利用したリサイクル肥料の開発 環境科学研究科 細矢憲
強磁場を利用した製鋼スラグの再資源化技術開発 環境科学研究科 長坂徹也
鉄鋼資源循環に関わる随伴物質フロー解析 環境科学研究科 長坂徹也
鉄鋼資源循環における不純物混入を考慮した LCA 環境科学研究科 松八重一代
金属スクラップ素材の高度循環利用のための高速分析法の開発 金属材料研究所 我妻和明

環境調和型精錬プロセスの構築に向けた基盤研究 多元物質科学
研究所 北村信也
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● 表Ⅱ-13  環境関連研究テーマ（例） （つづき）

分　野 研 究 テ ー マ 所　属 研究者

資源・
リサイクル
（つづき）

ベースメタルスラグの組織・組成制御による新しい無機材料の創製 多元物質科学
研究所 北村信也

貴金属含有ダストからの金属回収プロセス 多元物質科学
研究所 中村崇

バイオマスの構造制御による鉄鉱石還元への機能的活用 多元物質科学
研究所 有山達郎

廃棄物処理

水熱反応を用いた有機廃棄物の資源化，無害化プロセスの開発 環境科学研究科 木下睦
移動磁場を応用した金属廃棄物の分離 環境科学研究科 谷口尚司
廃棄物ポリマーの熱分解と燃焼過程に関する研究 流体科学研究所 小林秀昭
元素添加による汚泥減量化技術の開発 環境科学研究科 高橋英志
断層を含む不均一岩体の広域応力場評価に関する研究 環境科学研究科 松木浩二
傾斜計データを用いた地下水の流動評価に関する研究 環境科学研究科 松木浩二
地下岩盤き裂の透水特性に関する研究 環境科学研究科 坂口清敏
PCBの高度分解処理 工学研究科 佐藤讓

大気環境浄化

中国山西省におけるCDMプロジェクトの制度設計 経済学研究科 大村泉

マルチレベルコンビ計算化学手法による環境触媒の理論設計 未来科学技術共同
研究センター 宮本明

マルチレベルコンビ計算化学手法による長寿命環境触媒の理論設計 未来科学技術共同
研究センター 鈴木愛

水蒸気プラズマ流の反応流動制御による殺菌 流体科学研究所 佐藤岳彦
アミン溶液界面近傍での二酸化炭素吸収と濃度場の不安定性 流体科学研究所 小宮敦樹

水環境浄化

ペプチド分子を用いた重金属回収技術の開発 工学研究科 梅津光央
酸化チタン /活性炭複合粒子存在下における超音波有機物分解・超音波殺菌 工学研究科 米本年邦、久保正樹
層間有機修飾無機化合物を用いた水系の新規汚染防御技術 環境科学研究科 亀田知人
分子鋳型による選択的吸着剤の開発 環境科学研究科 久保拓也
水中プラズマ流による水の特性制御 流体科学研究所 佐藤岳彦
ナノ・マイクロ微細気泡による水質浄化手法の開発 流体科学研究所 吉岡修哉
放電による高活性空気マイクロバブルを用いた水質改善 流体科学研究所 西山秀哉

底質中POPs（残留性有機汚染物質）のソノケミカル分解プロセスの高効率化 多元物質科学
研究所 葛西栄輝

高次な環境浄化機能を有する酸化チタンナノチューブの高性能化 多元物質科学
研究所 田中俊一郎

防錆性を有する無機･有機ハイブリッド皮膜のナノ構造探索 多元物質科学
研究所 田中俊一郎

土壌環境浄化
地圏環境インフォマティクスのシステム開発と全国展開 環境科学研究科 土屋範芳
水中ウォータージェットを用いた有機汚染物質の無害化に関する研究 環境科学研究科 木崎彰久
地下水・土壌汚染の修復 環境科学研究科 井上千弘

農業・生物
生産技術

天然ゴム高生産型パラゴムノキの開発 工学研究科 高橋征司
ポリイソプレノイドを介した植物の環境適応機構の解明と耐性植物の作出 工学研究科 高橋征司

乾燥および塩ストレス応答機構の解明と耐性植物の開発 工学研究科 魚住信之、佐藤陽子、
浜本晋

セルラーゼを用いた食糧／バイオ燃料共用イネの開発研究 農学研究科 伊藤幸博
暑熱ストレス下における環境適応型「肉用鶏」の適応プロセスの解明 農学研究科 豊水正昭
植物共生菌類（菌根菌）によるリン資源の有効利用 農学研究科 齋藤雅典
持続的農業生産環境構築に貢献し得るイネ窒素情報伝達機構の研究 農学研究科 早川俊彦
省エネ・長寿命な発光ダイオードを用いた園芸作物の開花制御技術の開発 農学研究科 金山喜則
食料安全保障および環境保全に貢献する植物資源の開発 農学研究科 金山喜則
イネ穂孕期での温度ストレス応答遺伝子の網羅的解析と耐性品種作出 生命科学研究科 渡辺正夫
熱帯アジアにおける新興作物の急激な拡大による農業生態系の遺伝子汚染 生命科学研究科 佐藤雅志
イオンビーム照射による突然変異誘発技術を用いた水田生態系における塩害耐性イネの作出 生命科学研究科 佐藤雅志

量子ビームによる突然変異体誘発率の向上に目指した基礎基盤研究 生命科学研究科 日出間純、
寺西美佳

新プロセス・
技術

環境負荷を低減した表面改質技術の開発 工学研究科 祖山均

ハイスループット型試験管内タンパク質大量発現系の開発 工学研究科 魚住信之、佐藤陽子、
浜本晋

蛍光発光で汚染物質をモニターするトランスジェニックフィッシュの作製 農学研究科 鈴木徹
キラルイオン液体 - 超臨界CO2による光学異性体の連続分離プロセスの開発 環境科学研究科 スミス･リチャード
電磁力利用による傾斜機能材料の簡易製造プロセスの開発 環境科学研究科 谷口尚司

過冷却液体域を利用したニアネットシェイプ加工技術の開発 金属材料研究所
/WPI 井上明久

マイクロスラッシュジェット利用型アッシングレスウエハー洗浄システムの開発 流体科学研究所 石本淳
環境共生型新ガスケミストリー（代替フロン）による超高精度半導体ナノ加工技術の研究 流体科学研究所 寒川誠二
無損傷ナノ構造作製プロセスによる太陽電池の開発 流体科学研究所 寒川誠二

炭酸ガス排出量削減のための製鉄用複合塊成原料の開発 多元物質科学
研究所 葛西栄輝

材料開発

マルチレベルコンビ計算化学手法による水環境浄化材料の理論設計 工学研究科 高羽洋充
低コスト環境調和型ナノ材料合成技術の開発 工学研究科 林大和
有害物質フリー材料開発 工学研究科 石田清仁
水素貯蔵材料におけるM-e-H 間相互作用のNMR 分光解析 工学研究科 高村仁、前川英己
酸素分離膜による水素製造システムの開発 工学研究科 高村仁
骨代替材料を目指したナノカーボンバイオマテリアルの開発とそのリスク評価 環境科学研究科 佐藤義倫
ナノ粒子 - 多孔体ハイブリッド吸着媒体の開発 環境科学研究科 彼谷邦光
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● 表Ⅱ-13  環境関連研究テーマ（例） （つづき）

分　野 研 究 テ ー マ 所　属 研究者

材料開発
（つづき）

ハイブリッド型チアカリックスアレーン類の創製と機能開発 環境科学研究科 服部徹太郎
環境・生命と調和する素材の創製 環境科学研究科 井奥洪二
環境負荷低減を支える材料研究 環境科学研究科 丸山公一
自然のすごさを賢く活かすネイチャーテクノロジーのコンセプト開発と材料開発 環境科学研究科 石田秀輝
微粒子表面改質ならびに機能化技術などの基礎技術と材料の開発 環境科学研究科 B. ジャヤデワン
非鉛圧電素子の理論設計開発 金属材料研究所 川添良幸
インジウム代替材料の理論設計開発 金属材料研究所 川添良幸
レアメタルを含まない軟磁性バルク金属ガラスの開発 金属材料研究所 牧野彰宏
超低損失 Fe基軟磁性ナノ結晶材料の開発 金属材料研究所 牧野彰宏
準結晶粒子分散高比強度・高耐熱強度Al 基合金粉末冶金材の開発 金属材料研究所 木村久道
ナノ層状組織を持つ高強度・高導電率Cu-Zr 基合金の開発 金属材料研究所 木村久道
引張延性を室温で示す金属ガラス 金属材料研究所 横山嘉彦
金属ガラスの自動作成装置開発 金属材料研究所 横山嘉彦

省エネルギー性に優れた金属ガラス軟磁性・高耐食性・高比強度材料の開発 金属材料研究所
/WPI 井上明久

軽元素水素貯蔵材料の開発 金属材料研究所 折茂慎一
エネルギー変換材料および省エネルギー材料技術の開発 金属材料研究所 折茂慎一
エネルギーコストを半減できる高歩留まり高品質太陽電池用Si バルク多結晶の成長技術の
研究開発 金属材料研究所 中嶋一雄

Si 融液からの液相エピタキシー法を用いた高品質Si 薄膜結晶の成長と高効率太陽電池への
応用 金属材料研究所 中嶋一雄

酸化亜鉛 LED（白熱球の1/8、蛍光灯の1/2の消費電力で照明可能な固体光源）の開発 金属材料研究所
/WPI 川崎雅司

エネルギー変換材料および省エネルギー材料技術の開発 金属材料研究所 我妻和明
高効率太陽電池に必要なシリコン原料の開発 金属材料研究所 宇田聡
CO2削減に向けた自動車用燃焼圧センサー材料の開発 金属材料研究所 宇田聡

非鉛圧電アクチエーター用ペロブスカイト型酸化物ナノ粒子合成 多元物質科学
研究所 村松淳司

可視光応答性光触媒の合成と環境浄化機能評価 多元物質科学
研究所 佐藤次雄

ソルボサーマル反応による鉛フリー圧電セラミックスの合成 多元物質科学
研究所 佐藤次雄

次世代省エネ照明を可能とする紫外発光素子用窒化物単結晶基板の開発 多元物質科学
研究所 福山博之

環境調和型・自然共生型生体高分子を不斉反応場とする超分子不斉光化学反応の創成 多元物質科学
研究所 和田健彦

自然に優しい生体内情報対応型遺伝子治療用人工核酸の創製 多元物質科学
研究所 和田健彦

環境適合溶媒（水・二酸化炭素）を用いた機能性材料の合成、加工プロセス 多元物質科学
研究所 阿尻雅文

ナノ粒子系ハイブリッド太陽電池・FuelCell 触媒・高性能触媒のための環境適合溶媒（水・
二酸化炭素）を用いたハイブリッドナノ粒子・自己組織化体合成 WPI 阿尻雅文、高見誠一、

北條大介

計測技術

ALOSを用いた全球沿岸海域防災・環境技術開発 理学研究科 川村宏
環境浄化 , 環境負荷の計測評価に関わるセンサとその周辺技術 工学研究科 安部隆
新しい化学分析モチーフとその環境系・生態系物質計測への展開 環境科学研究科 星野仁
社会安全性確保を志向した土壌中の超微量重金属イオンの簡易迅速化学計測法の開発 環境科学研究科 壹岐伸彦
環境中フミン物質の動態解析法の開発 環境科学研究科 高橋透
環境バイオセンサの開発 環境科学研究科 末永智一
計測融合シミュレーションによる先端計測技術の開発 流体科学研究所 早瀬敏幸

電場解析による高温はんだ代替･導電性接着剤の導電機構の解明 多元物質科学
研究所 進藤大輔

磁場解析によるSm-Fe-Mn-N 永久磁石の保磁力機構の解明 多元物質科学
研究所 進藤大輔

ガスセンサの新規動作機構の創案と実用化 多元物質科学
研究所 水崎純一郎

ワイヤレスパッシブセンサー WPI 江刺正喜
ガスモニタ用赤外線センサーアレイ WPI 江刺正喜

環境技術材料の表面評価ならびに表面処理評価のための表面力測定による固─液界面計測 多元物質科学
研究所 栗原和枝

材料の高機能化による環境負荷低減をめざす高度ものづくり支援  ─超高温熱物性計測シス
テムの開発

多元物質科学
研究所 福山博之

都市計画
国土・地域政策の立案や実施の基礎となる理論的枠組みの構築 情報科学研究科 福本潤也
街路イメージ形成メカニズムの要因分析 情報科学研究科 平野勝也
局地循環によるヒートアイランド緩和効果の研究 環境科学研究科 境田清隆

防災
災害対策法制のあり方に関する研究 法学研究科 稲葉馨
防災型土地利用計画の策定過程とリスク・コニュニケーション 経済学研究科 増田聡
レスキューロボット・レスキューシステムの研究 情報科学研究科 田所諭

運輸・交通
交通ネットワーク流の動的な制御・管理手法 情報科学研究科 赤松隆
環境適応型高性能小型航空機研究開発 流体科学研究所 大林茂、鄭信圭
高効率高速輸送システム「エアロトレイン」の研究開発 流体科学研究所 小濱泰昭

環境政策
里山保全の現代的意義 法学研究科 生田長人
発展途上国における経済発展と環境保全の両立可能性 国際文化研究科 大東一郎
宮城県廃棄物産業連関表の構築と産業間リンクへの応用 環境科学研究科 松八重一代
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分　野 研 究 テ ー マ 所　属 研究者

環境経済

開発途上国における農林水産資源の持続性に関する経済分析 農学研究科 川島滋和

地球温暖化と農業多様性：東南アジア地域における畑作物生産と貧困削除 農学研究科 米倉等、冬木勝仁、
川島滋和

WTOにおける環境と貿易に関する紛争解決手続きの経済分析 環境科学研究科 佐竹正夫

環境哲学
21世紀に求められるライフスタイルと価値観「環境親和学」 流体科学研究所 小濱泰昭
古代中国の文明観 環境科学研究科 浅野裕一

騒音等
公害防止 流体騒音発生機構の解明と制御 流体科学研究所 井上督

リサイクル
処理

臭素系難燃剤含有プラスチックを利用した金属含有汚泥処理 多元物質科学
研究所 中村崇

間伐材の粉砕によるバイオエタノール製造の効率化 多元物質科学
研究所 齋藤文良

レアメタルの非加熱還元回収 多元物質科学
研究所 齋藤文良

非鉄製錬プロセスで排出される有害元素の固定 多元物質科学
研究所 鈴木茂

環境浄化 環境浄化光触媒の開発 環境科学研究科 田路和幸
臨床環境医学 電磁場の生物・医学的影響 理学研究科 本堂毅
化学物質
リスク 環境汚染物質の毒性発現機構 薬学研究科 永沼章

低環境負荷
システム 放牧が肥育豚の健康性、生産性、肉質、食味並びに草地の土壌動物相、植生に及ぼす影響 農学研究科 佐藤衆介

低環境負荷
システム 肉用牛放牧による遊休桑園の活用 農学研究科 小倉振一郎

地域環境保全 Cd汚染土壌の洗浄による水稲のCd吸収低減 農学研究科 南條正巳
農業技術 内蒙古の砂漠化に関する地理学的研究 環境科学研究科 境田清隆

イノベーション
研究

エアコン・冷蔵庫を事例としたエコイノベーションにおける補完的な技術の創出メカニズム
に関する研究 環境科学研究科 古川柳蔵

● 表Ⅱ-13  環境関連研究テーマ（例） （つづき）

3.2.1 東北大学環境関連研究者データベース

平成20年11月より、環境科学研究科を拠点とし、工学、理学、農学の4研究科が連携して、これまで調

査してきた本学の環境研究者のリストをさらに充実させ、これに基づいて専門のサイエンスライターが学

内環境研究者へのヒアリングを行い、誰にも理解できる研究概要データベース「環境ウェブラリ」（http://

kankyo.webrary.jp/）を構築中です。これは、学内外の自由なアクセスを可能にするとともに、環境問題の様々

な項目に関する情報をデータベースから抽出できるようにし、本学の環境研究の充実度と研究レベルを広

く示すと同時に、自治体や産業界、一般社会への貢献を目的としています。

＊WPI：原子分子材料科学高等研究機構

● 図Ⅱ-33  「環境ウェブラリ」ホームページ
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住宅分野における温暖化防止のための研究
大学院工学研究科 都市・建築学専攻 サステナブル空間構成学講座　サステナブル環境構成学分野

教授　吉野  博

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第4次評価報告書、第3作業部会レポートは温暖化防止の方策につい

てまとめたものである。そのレポートでは分野別の削減可能性が示されており（図Ⅱ-34）、建築分野にけるポテンシャ
ルが最も大きいことを明らかにしている。レポートの6章は、建築分野に関する温暖化対策について扱われており、

筆者は6章の執筆者の一人として参加する機会を得た。6章の内容は、建築分野におけるCO2排出量の世界的な動

向と将来予測、各種の技術的な対策とその付随的効果、導入する際の制約条件、政策的な温暖化対策などである。

技術的な対策として特別に新規なものはみられないが、既存技術の普及によって大幅な削減が期待されるとしてい

る。また、わが国独自の政策として建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）やトップランナー方式、クールビ

ズ対策などが盛り込まれている。

研究室では、温暖化防止に関連して、住宅におけるエネルギー消費と室内環境の調査、省エネルギー対策手法

の効果、パッシブソーラーシステムなどの太陽熱利用技術の性能評価法などの研究を実施している。

我が国における住宅一軒あたりの年間エネルギー消費量は、先進諸国に比べると約2分の1と少ない（図Ⅱ-35）。
その理由は、暖房用エネルギーが極めて小さいことである。暖房用だけを比べれば、日本は欧米の5分の1から3分

の1である。これは、暖房する空間が居間・食堂などに限られており、使用時間も朝食時と団欒時を中心として短

時間だからである。因みに北海道の住宅におけるエネルギー消費量は欧米並みとなっている。

このような状況の中では、既設住宅の断熱化を進めた場合に、必ずしも暖房エネルギー消費量が減少するわけ

ではなく、断熱して住宅全体を暖房するようになると、逆に増加してしまうというケースも見られる。しかしながら、

断熱を施すことにより、室内における環境は改善され、トイレ・浴室が寒くて脳卒中で倒れるような状況は無くなる。

このことは健康の観点から重要なことであり、温暖化対策の付随的効果といえる。

また、住宅におけるエネルギー消費の用途を詳細に測定した結果に基づいて、対策の効果を検討した。それによ

ると給湯や家電製品の使い方などのライフスタイルの変更や効率のよい機器の買い替えなど、可能な範囲で節約型

に変えると、ある程度の断熱が施された住宅では、断熱をさらに増やすことよりも、ライフスタイルを変更させる

方が、省エネルギーに繋がることを明らかにした（図Ⅱ-36）。
住宅分野における温暖化防止のためには、正しい情報を住まい手に伝えることが第一に重要である。

環境関連研究トピック
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● 図Ⅱ-34  CO2排出量削減ポテンシャル（IPCCレポート）
出典： T. Barker, I. Bashmakov, L. Bernstein, J.E. Bogner, P.R. Bosch, R. Dave, O.R. Davidson, B.S. Fisher, S. 

Gupta, K. Halsnæs, G.J. Heij, S. Kahn Ribeiro, S. Kobayashi, M.D. Levine, D.L. Martino, O. Masera, B. Metz, 

L.A. Meyer, G.-J. Nabuurs, A. Najam, N. Nakicenovic, H.-H. Rogner, J. Roy, J. Sathaye, R. Schock, P. Shukla, 

R.E.H. Sims, P. Smith, D.A. Tirpak, D. Ürge-Vorsatz, D. Zhou, 2007: IPCC, 2007: Summary for Policymakers. 

In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
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平成 20年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞研究部門「ナノカプセル素材に関する研究」

環境科学研究科の田路和幸教授は、ナノカプセル構造を生かした機能材料の開発を推進してきた。また、ナノ

カプセルを構成する結晶粒子および原子配列の完全性を追及することにより、素材の持つ機能が飛躍的に向上す

ることを示した。その成果の一つが、カプセル型CdS光触媒を用いて有害廃棄物である硫化水素を太陽光を用い

て、世界最高の効率で分解し、有害物質の処理と新エネルギーの水素製造を同時に行うことを可能にしたことであ

る。本方法は、汚泥から発生する硫化水素の新しい処理方法、さらに宇宙科学振興機構が主催するレーザーSSPS

プロジェクトの地上での最有力エネルギー貯蔵法として採用された。もう一つの大きな成果は、完全な原子配列を

有した単層カーボンナノチューブの製造方法と独創的なその原子配列の完全性の評価方法を世界に先駆けて確立し

た。この研究により、理論予測された単層カーボンナノチューブの特性の発現が可能となり、市販されている単層カー

ボンナノチューブ素材では達成できない、超高電気導電性材料や熱伝導性材料などの電子デバイス分野への応用が

期待され、特に、自然エネルギー利用に向けてのリチウムイオン電池やスパーキャパシターの負極材料として注目を

浴びている。このように、田路和幸教授は、ナノカプセル素材という新しい分野を開拓したことにより、上記を受

賞した。

環境関連研究成果

● 図Ⅱ-37   カプセル型CdS光触媒の
高分解能透過電子顕微鏡
写真

● 図Ⅱ-38   高純度精製された単層カーボンナノチューブの透過電子顕微鏡
写真
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● 図Ⅱ-35   住宅エネルギー消費量の国際比較
 （2001年、オーストラリアのみ1999年）
出典：岩船由美子、横尾美雪、中上英俊、會田光男「世界各国における
家庭用エネルギー消費関する調査（第1報　欧米編）」、第22回エネ
ルギーシステム・経済・環境コンファレンス、2006年1月、並びに、
住環境計画研究所：家庭用エネルギー統計年報、2002年版
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● 図Ⅱ-36  ライフスタイルの変更などによるエネルギー消費の
 削減効果
出典：千葉智成、吉野博、長谷川兼一、三田村輝章：
低負荷型ライフスタイルの省エネ効果に関する調査研究
その2　東北戸建02を対象とした検討、日本建築学会大会学術講演
梗概集、D-Ⅱ分冊、pp.297-298, 2004年
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4.1 環境報告書

2004年6月に制定されました「環境配慮促進法」の施行により、本学にも環境報告書の作成・公表が義

務付けられました。これを受け、本学は 2006年9月に「東北大学環境報告書2005年度版」を作成し、また

同時にホームページ上にも公表しました。この報告書は、学内関係者が環境問題への取り組みの重要性を

再認識し、また学外関係者が本学の環境問題への取り組みの考え方ならびにその現状を理解する上で大変

に参考になりました。

この報告書2005年度版は、第10回環境コミュニケーション大賞（主催：環境省、（財）地球・人間環境フォー

ラム）の環境報告書部門において優秀賞（環境配慮促進法特定事業者賞）5点のうちの1つに選ばれました。

「東北大学環境報告書2007」および「東北大学環境報告書2008」の作成では、本学の環境マネジメント

体制に関する記述を充実させ、また環境省『環境報告ガイドライン～持続可能な社会をめざして～（2007

年版）』と報告書記載項目の対照表を掲載しました。その後、本学の環境マネジメント体制として既設の環

境保全専門委員会内に環境マネジメント専門部会と環境報告書作成専門部会を設置しました。さらに、報

告書を評価するための環境報告書評価委員会を新設しました。これにより、学内の環境保全の取り組みを一

層高い視点から客観的に評価して、将来の発展を目指すことにし、その概念を「東北大学環境報告書2009」

に結実させました。

本学あるいは本学関係者による学外関係者や関係機関への「環境」に関連した働きかけを、広く「環境

コミュニケーション」と考えています。具体例としましては、環境報告書の作成と公表をはじめ、広報誌、

公開講座、オープンキャンパスおよびサイエンスカフェ等により一般市民に働きかけることで啓発活動を

行うことが含まれています。

また、大学関係者は、地方自治体や国の環境行政に対する支援活動を活発に行っていますが、これらの

活動も個人レベルでの市民活動に参加しているコミュニケーションの一部と考えています。また、大学の

環境に関連する施設を学外に公開することも本学の社会的責任の一つであり、本学の施設を環境活動に積

極的に利用して頂きたいと考えています。ここでは、本学における「環境コミュニケーション」の一端を

紹介します。
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4.2 広報誌

ホームページ専用の情報発信手段として「ウェブマガジン」を発行しています。「Staff Activity ／理の解明 

－ことわりの解明－」、「Column ／コラム」、「Student Activity ／若い力と創造」および「Interview ／イン

タビュー」の4部構成で、最先端学術分野への取り組みのほか、学生の活動成果についても最新情報を提供

しています。

一方、一般市民の方々や一般企業に本学をもっと知っていただくことをねらいに、季刊広報誌「まなび

の杜」が発行されています。最先端の研究紹介や大学教育の潮流、地域と大学をはじめ、キャンパスや施

設のガイドなど、バラエティ豊かな読み物をふんだんに盛り込んでおり、知的探検を楽しむ一助として、

さらに本学をのぞく窓にもなっています。2008年度に発行されました第45号では、ディニル　プシュパラー

ル准教授（国際文化研究科）により地球環境の現況を把握するためのエコロジカル・フットプリントの世

界が紹介され、第47号では吉岡敏明教授（環境科学研究科）によりプラスチックのリサイクルという大き

な問題について、判り易く説明がされています。

なお、これらの情報は下記ホームページからも閲覧が可能です。

「ウェブマガジン」http://www.tohoku.ac.jp/japanese/webmagazine/index.htm

「まなびの杜」http://web.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/

● 表Ⅱ-14  2008年度「まなびの杜」掲載記事（抜粋）

● 図Ⅱ-39   「まなびの杜」第47号に掲載
　　　　　　された「特集：プラスチックのリサイクル」

No. 記　　事　　名 執　筆　者

43 地域と大学：金属系生体材料産業の創出（岩手県釜石市での取り組み） 金属材料研究所　千葉　昌彦　教授

45 特集：エコロジカル・フットプリントの世界（地球環境の現況を把握するために） 国際文化研究科　ディニル  プシュパラール　准教授

47
地域と大学：サッカーボールに新しい機能を求めて（原子内包フラーレンの大量合成と
高純度化）

多元物質科学研究所　秋山　公男　准教授

47 特集：プラスチックのリサイクル 環境科学研究科　吉岡　敏明　教授

廃プラ総排出量
994 万 t

再生利用 213 万 t
（21％）

固形燃料 60 万 t
（6％）

熱利用焼却 132 万 t
（13％）

単純焼却 147 万 t
（15％）

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル

出発原料

ペットフィルム
PET-Ag

銀回収
Ag

H2O（水蒸気）

H2, CO, CO2

CaCO3

Ca (OH)2 CaO

TPA TP-Ca

PET加水分解
380℃ TP-Ca熱分解

540℃

TP-Ca形成

ベンゼン転換

埋　立 124 万 t
（13％）

PETフィルムのベンゼン転換と銀回収プロセスの概要

本における廃プラスチックの流れ（2007年）

廃棄物発電 289 万 t
（29％）

油化/ガス化/高炉/コークス炉原料
29万t（3％）
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● 表Ⅱ-15  環境に関する公開講座実施状況（2008年度）

区　分 実施部局 講座の名称 回数 受講者数（人）

部局主催

工学研究科

原子力安全セミナー等 12 70

実態論ベースの安全学に向けて 15 87

建築構造における荷重・応答・損傷制御 4 68

先進材料システムの加工プロセスと評価 8 8

先端工学セミナー「極限表面制御半導体プロセス工学」 22 506

先端工学セミナー「極限知能デバイスシステム工学」 22 154

軽水炉高経年化対応セミナー 15 660

法学研究科
夏季市民向け公共政策セミナー
「地球温暖化の危機への日本と世界の取り組み」

1 4

医学系研究科
健やかな毎日を地域で生きるために 4 120

口のしくみとその働き 4 172

農学研究科 私たちの健康に欠かせない安全な食資源 5 355

環境科学研究科 環境と化学 4 132

金属材料研究所 地球にやさしいエネルギーとエコ材料 ～太陽電池から水素まで～ 1 84

流体科学研究所 流れを科学する 5 230

学都仙台サテライト
キャンパス

金属材料研究所 材料と社会 2 46

加齢医学研究所 人間は機械である―人工臓器の基礎と臨床 1 36

公開講座 工学研究科

東北大学軽水炉高経年化対応セミナー 1 44

建築構造の荷重･応答・損傷制御 1 17

実体論ベースの安全学に向けて 1 6

リカレント公開講座 環境科学研究科

地球環境システム学 1 5

環境資源化学 1 10

環境調和材料プロセス学 1 16

公開講演会 総合学術博物館 「日中朝韓が取りまく 大活火山　白頭山」 1 45

自然災害研究協議会 理学研究科 2008年岩手・宮城内陸シンポジウム 1 80

文部科学省・京都大学 理学研究科 第45回自然災害科学総合　シンポジウム 1 60
東北大学大学院
工学研究科

理学研究科 第7回東北大学災害制御研究センター公開講座 1 60

東北大学 理学研究科 東北大学災害防止対策講習会 1 40

仙台市 農学研究科 森林アドバイザー養成講座 1 50
サイエンススクール
（出前授業）

貝ヶ森小学校
環境科学研究科

廃泥土のリサイクル体験 －浄水発生土から園芸用の土を作る－ 1 26

東北大学仙台セミナー 広報課 /産学連携課
第3回東北大学仙台セミナー
そらからの贈りもの ～宇宙航空の最先端を知る～

1 800

計 139 3,991

4.3 公開講座、市民講座等

地域にお住まいの住民の皆さんに最先端の話題を分かりやすく解説することを目的に、2008年度も様々

な公開講座や市民講座が実施されました。環境に関係する講座のみを抜粋して、表Ⅱ-15に示しました。こ

の中での部局主体の取り組みとしましては、工学研究科、環境科学研究科および法学研究科で多数回の公

開講座が実施されました。また、その他の講座としては、「学都仙台サテライトキャンパス」「公開講座」

および「リカレント公開講座」などの形で、環境科学に関する講座が実施されました。とくに、2008年度

に発生し多くの被害をもたらしました岩手・宮城内陸地震（2008年6月14日）から丸一年が経過したこと

を受けて、地震環境と災害に関します公開講座が多数開催されました。また、サイエンススクールとして

仙台市内の小学校への出前授業を行い、土壌環境や優れた土壌作りなどの体験実習を早期に実施すること

の大切さを、担当部局（環境科学研究科）も子供たちと共に学ぶことになりました。
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4.4 シンポジウム、講演会

2008年度には、各部局、東北大学生協の主催、学際科学国際高等研究センターの主催や、あるいは（独）物質・

材料研究機構に協力するかたちで、シンポジウムや講演会が多数開催されました。テーマとしては、地球

温暖化をはじめとする地球環境問題、持続可能な社会のための産業のあり方等の広く大きな環境問題から、

自治体レベルでも問題になっている土壌汚染対策やごみ有料化やレジ袋削減対策など多岐にわたりました。

また、それぞれのシンポジウムでは、内容的に専門的でかなり高度な討議がなされていることが特徴でした。

とくに、東北大学生協主催の「仙台市のごみ分別と有料化」では、仙台市長が有料化の理解を訴え、ごみ

分別への協力を含む詳しい講演が実現し、約1,200名もの市民が出席しました。さらに、環境委員会と川内

購買店が主催した「レジ袋有料化」の講演では、約2,500名の市民が出席され、関心の高さが主催者側とし

ても確認することができました。

● 表Ⅱ-16  シンポジウムおよび講演会の実施状況（2008年度）

実施部局 講演テーマ 講演概要 来訪者数（人）

理学研究科
東海・東東海・南海地震の連動性評価研究
シンポジウム

200

農学研究科
ポリシリカ鉄凝集剤浄水ケーキを利用した
水田からの温室効果ガス発生抑制技術

ポリシリカ鉄凝集剤浄水ケーキに含まれる鉄、ケイ酸および有機
物が、水稲の生育に有効であるとともに、水田から発生するメタ
ンガスを低減する作用があることに着目した水田圃場試験の説明
と現地見学

40

農学研究科 安全・安心な食卓は健全な飼い方から 放牧システム、家畜の健康 100

情報科学研究科 安全安心のためのリスク管理と緊急対応
災害問題とロボットの現状に関する理解を深めるとともに、今後
の新たな展開に向けた議論を行う。

80

生命科学研究科
環境激変への生態系適応に向けた教育研究
東北大学　生態適応グローバルCOE
キックオフシンポジウム

生態適応GCOEに参加している事業担当者から、これからスター
トする生態系適応に向けた教育研究についての講演。

180

生命科学研究科
設立記念シンポジウム
生態適応GCOE『環境機関コンソーシアム』
「気候変動と生態適応」

生態適応GCOEにおける『環境機関コンソーシアム」設立に際
して、「気候変動と生態適応」について最新の知見を研究者から
の講演。

130

環境科学研究科 自然の恵みをエネルギーに

自然や家庭の中にある小さなエネルギーを今ある技術を組み合わ
せて回収・利用できないか？というテーマで、微弱エネルギーの
回収・利用に関わる新しい可能性や問題点を様々な角度から議論
した。また、エコハウスプロジェクトの取り組みについて紹介し、
討論を行った。

100

環境科学研究科 排煙脱硫・脱硝に関する基礎技術セミナー

経済発展の著しい中国では、国家的な事業の一つとして排煙処理
装置の導入が積極的に進められている。我が国における大気汚染
物質の排出規制の制定経緯、排煙脱硫・脱硝の基礎技術、火力発
電所における排煙処理対策の原状について、その実務担当経験者
が裏話を交えて講演を行い、討論を行った。

60

環境科学研究科
「1キロワットの世界　あなたはどこまで
知っている？」

第6回環境技術シンポジウムとして開催し、普段使っている電化
製品がどれくらいのエネルギーを消費しているのか？また、生活
の中に溢れる小さなエネルギーといった知識をふまえて、生活に
密着した視点からエネルギー問題を討論した。

90

金属材料研究所

太陽光発電に関する最近の状況と展望 　 69

地球温暖化の科学と現状 　 52
環境・エネルギーの視点からのチタン合金
研究について

エコトピアチタン合金の研究・開発に向けて 60

太陽電池用材料の高品質化に向けた
結晶成長学的アプローチ

　 107

学際科学国際高等
研究センター

半導体材料と光電気化学反応
－持続可能な社会へ向けて－

光エネルギー変換技術に関する環境形成の討論 40

東北大生協
「仙台市のごみ分別と有料化」
（報告者　仙台市長）

約1,200

東北大生協
食をめぐる環境変化と生協の対応について
（講師：冬木　農学部准教授）

食糧（自給）問題と環境、生協とのかかわり 約100

環境委員会＋
川内購買店

「レジ袋の使用削減」の呼びかけと実践
レジ袋の３R：①セルフ・サービス中止。②レジ袋のリユースと
③エコバッグ持参の推進呼びかけ→④成果：平日「約500枚（人）
/日」使用が、「50枚 /日」へ激減

約2,500
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● 図Ⅱ-40  オープンキャンパスの開催風景（2008年度　農学部のオープンキャンパス例）

4.5 オープンキャンパス

オープンキャンパスは、本学で行われている教育や研究活動を分かりやすく紹介する催しで、受験生に

とっては自分の将来の進路を模索するための良い機会となっています。2008年度は7月30日～ 31日に、本

学の片平、川内、青葉山、星陵および雨宮の5キャンパスを会場で開催されました。2007年からは約9,000

人も参加者が増え、全部局では総計で41,448人の参加者を得るまでに成長しました。出席者の大部分は、

高等学校の1、2年生ですが、中には中学生の参加もあり、注目されました。国立大学の主催するオープンキャ

ンパスにおいて、東北大学の参加者数は日本一であり、私立大学を含めても五本の指に入る大きな企画と

なっています。2日間に渡り、仙台市内には大型バスで429台が来仙し、東北各地だけでなく、遠くは関東

や新潟からも来ていただいています。

2008年度の環境関連の企画としましては、東北大学附属図書館では「江戸の遊び～けっこう楽しいエコ

レジャー～」の企画展を開催したり、国際文化研究科の大学院生による環境関連の修士論文の構想を発表

したりおよび環境科学研究科の環境関連テーマの発表などが、とくに注目されました。

写真：中動物の展示コーナー（左）、研究室卒業生（企業）からの機能性ヨーグルトの説明と試食（中）
　　　酪農乳酸菌のグラム染色と顕微鏡観察（右）

● 表Ⅱ-17  2008年度オープンキャンパスの概要と環境関連テーマ（例）

実施部局 内　　　　容 来訪者数（人）

文学部
中講義棟（文教大講義室、文大講義室）において、教員8名による公開講義を行った。併せて、各研究室を開放
し、研究室訪問を実施した。

4,961

教育学部
教職員および約20名の在学生に受付や会場案内・誘導、準備・説明に協力を得て、模擬授業、施設見学、懇談会、
学部紹介パネル写真展等を実施した。

3,985

法学部

法学部教員による学部概要やカリキュラムの特色の案内、「法律の解釈と運用―法学部で学ぶこと―」といった
テーマでの模擬講義を行った。平成16年4月に設置された専門職大学院である法科大学院・公共政策大学院の
説明を実施した。在学生18名が来訪者からの講義やゼミ、サークル活動などの個別質問に答える懇談会等を実施
した。

3,069

経済学部
教職員および在学生による、学部案内、模擬講義。公認会計士による職業説明。地域イノベーション研究センター
案内。並びに、在学生・留学生との懇談会を行った。

3,577

理学部
7学科で約300名の教職員と学部・大学院学生の協力を得て、研究室公開、体験授業、公開実験ツアー、教員・
学生との懇談会、キャンパスツアー等の企画が各学科ごとに行われた。また、大学院に関する入試および研究
内容等についての説明等も専攻ごとに行われた。

4,370

医学部

医学部案内ツアー、模擬講義コーナー、実験実演コーナー、心肺蘇生法体験コーナー、学生と語ろうコーナー、
ビデオ上映、教科書展示、パネル展示、体験型模擬授業が教職員および院生・学生の協力で実施された。
【環境関連テーマ】
2008年度より、医学科・保健学科合同で企画運営を行い、参加者に喜んでもらえる企画内容を盛り込んだ。
案内ツアーでは、キャンパス内の施設を見学し日頃の教育、研究活動が披露された。

3,937

歯学部
教職員および6名の学部生・大学院生に受付や会場案内・誘導に協力を得て体験授業、施設見学、入試相談等を
実施した。

383

薬学部

学部紹介、研究室・植物園見学、体験授業、研究紹介が教職員および院生・学生の協力で実施された。
【環境関連テーマ】
生命薬学専攻の研究紹介において、有害金属による人体汚染の実情を実感して頂くために、参加者の毛髪中の
メチル水銀濃度の測定を行った。

3,035

工学部

延べ800名の教職員および大学院生等に、受付や会場案内・誘導・公開実験体験コーナーの準備・説明に協力
を得て模擬授業、入試相談コーナー等を実施した。・　小学生（5、6年生）を対象に創造工学センター（発明工房）
で「ものづくり」体験を通じた科学の楽しさ、面白さ実感してもらうような、「こども科学キャンパス」を実施した。
【環境関連テーマ】
工学部では、全学に先駆け、1972年から「学科公開」を始めており、1999年度から全学的に「オープンキャ
ンパス」として、高校生等に参加を呼びかけ、2008年度で8回目を迎えている。

6,119
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実施部局 内　　　　容 来訪者数（人）

農学部

教職員および院生・学生の協力を得て、農学部概要紹介と模擬講義及び研究ポスター展示、研究発表を教職員
等の協力を得て実施した、また小動物を放しての動物とのふれあいは、高校生を主体とした参加者に例年好評
を博した。
【環境関連テーマ】
パネル展示では、いくつかの分野で環境問題を取り上げている。栽培植物環境科学分野においては、｢環境や生
き物にやさしい農業目指して ｣というテーマで、水圏生態学分野においては、地球環境を左右するプランクト
ンの役割を解説し、地域計画分野においては、「環境と経済の両立」という研究テーマで環境問題に取り組んだ。
環境問題のテーマでは、「山の間伐採と里の畜産廃棄物で海の磯焼けを救う」という模擬講義を行った。

1,597

国際文化研究科

マルチメディア教育研究棟6階大ホールおよびロビーにて、博士前期2年の課程の学生が修士論文の構想につい
て発表した。また、各講座の教員・大学院生が入学希望者に概要を紹介し、入学希望者の質問に答え、一部の
講座については、研究内容についてパネル展示を実施した。
【環境関連テーマ】
博士前期2年の大学院生が修士論文の構想について発表 ：  ①廃棄物とリサイクルに関する経済分析、②ポスト
工業化期における中小都市の再生とその持続性－岩手県中南部の事例を中心に－、③プラスチック製容器包装
リサイクルの実態分析－仙台市を事例に－、④大都市の宅地開発における住民参加プロセスに関する研究－タ
イ王国バンコク都を事例に－、⑤河川技術についての研究－水制工の過去・現在・未来－、⑥中国のモータリゼー
ションに関する研究

44

情報科学研究科
教職員および76名の大学院生等に、受付や会場案内・誘導、公開実験・体験コーナーの準備・説明に協力を得
て研究科の紹介、入試相談コーナー等を実施した。

489

生命科学研究科 入試説明会及びオープンラボが教職員および院生・学生の協力で実施された。 96

環境科学研究科

研究科紹介、研究紹介、公開講座、展示、実演・体験コーナー等が教職員および院生・学生の協力で実施された。
【環境関連テーマ】
研究紹介展示テーマ・地域の持続的な低酸素社会の実現に向けて・地域環境を科学する・環境に優しい建設機
械とその仕事・地圏構成物質と地殻エネルギー・地球に優しい環境修復技術の開発　など　体験コーナー・再
生可能エネルギー体験・ウォータージェットの噴射・切削実演・二酸化炭素固定　など

1,155

医工学研究科
青葉山キャンパス・工学部・工学研究科管理棟1階エントランスホールで 研究内容のパネル展示を行うとともに、
1階研究室で、「センサで点字を読もう」「レーザーでお絵かきしよう」などの体験コーナーが教職員および院生・
学生の協力で実施された。

705

電気通信研究所

当研究所の各研究分野・研究部・施設による公開実験・研究資料展示・工作教室及びNHK・NICTの招待展示
が教職員および院生・学生の協力で実施された。また、その中でスタンプラリーを実施し、研究所内工場で製
作した景品等を配布した。
【環境関連テーマ】
環境には特に関連はなし・電気通信研究所では、1998年度より、研究所の一般公開を行い、電気通信研究分
野の研究内容、成果等を市民に公開している。

698

附属図書館

図書館職員による館内ツアーや、附属図書館の古典蔵書「狩野文庫」を用いた『江戸の遊び』展等を実施した。
【環境関連テーマ】
『江戸の遊び』展のサブタイトルを「けっこう楽しいエコレジャー」とした。これは江戸時代の娯楽文化に関す
る資料をエコ（環境）をテーマに構成し、" 遊び " という親しみやすい切り口から楽しく・分かり易く古典資料
を展示することによって、現代の生活と環境との関わりに思いを巡らせられるよう意図したテーマである。（医
学分館と同じ）

3,664

学術資源研究公開
センター（植物園）

高校生に植物園の無料開放を行った。 37

サイバーサイエンス
研究内容のポスター展示、スーパーコンピュータの見学が教職員および院生・学生の協力で実施された。
また、約20名の大学院生によるネットワークおよびスーパーコンピュータに関する最新の研究開発の状況等に
ついて、デモンストレーションを交えた実験を行った。

203

● 表Ⅱ-17  2008年度オープンキャンパスの概要と環境関連テーマ（例）  （つづき）
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4.6 サイエンスカフェ

サイエンスカフェとは、「サイエンスってむずかしい」、「質問したいことがあるけれども誰に聞いたらよ

いか分からない」、そう思っている人たちと科学者が、コーヒーカップ（実際には缶コーヒーや缶ジュース

ですが）を片手にサイエンスについて専門家からの判り易い説明講話、簡単な実験なども体験していただき、

質疑のセクションでは、講演した教員や担当ファシリテーター（その研究室の4年生、大学院生が担当する

ことが多い）と気軽に話し合うことにより、一般の人たちにサイエンスの楽しさを知って頂こうとする連

載の全学企画です。

「せんだいメディアテーク」1階のオープンスクエア／カフェを会場に、毎月1回のペースで平日の18:00

～ 19:45に開催されています。2008年度の環境関連の話題としては、第37回に超臨界で地球をクリーニング、

第40回に全国あるいは全世界の池や湖で発生しているアオコによる毒素問題と将来対策、そして第32回に

はネイチャー・テクノロジーが開催されました。

● 図Ⅱ-41  2008年度のサイエンスカフェの風景

● 表Ⅱ-18  サイエンスカフェの開催状況

回 開催年月日 カ　フ　ェ　題　目 講　　　　師

33 2008年4月25日 カーボンナノチューブの科学にようこそ 齋藤　理一郎（理学研究科・教授）

34 2008年5月23日 量子暗号・量子情報処理 林　正人（情報科学研究科・准教授）

35 2008年6月20日 レスキューロボット最前線 田所　諭（情報科学研究科・教授）

36 2008年7月25日 手作り小型衛星SPRITE-SATで宇宙雷の謎に迫る 高橋　幸弘（理学研究科・講師）

37 2008年8月22日 超臨界で地球をクリーニング 猪股　宏（工学研究科・教授）

38 2008年9月26日 海洋生物毒を探る 山下　まり（農学研究科・教授）

40 2008年11月21日 池や湖で毒素ができていることを知っていた？ 彼谷　邦光（環境科学研究科・教授）

42 2008年12月12日 複葉翼でサイレント超音波機を作る 大林　茂（流体科学研究科・教授）

43 2009年1月30日 音が出てくる、ダンス細胞がある不思議な私たちの耳！ 和田　仁（工学研究科・教授）

44 2009年2月27日 触感を科学する 田中　真美（医工学研究科・教授）

45 2009年3月27日 自然のすごさを賢く活かす！ネイチャー・テクノロジー 石田　秀輝（環境科学研究科・教授）

写真：サイエンスカフェでの講演（左）と講演後に実施された各テーブル毎の簡単な実験（右）
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4.7 東北大学創立100周年記念事業企画

この放映企画は、東北大学の創立100周年を記念してスタートした企画です。本学の創立100年以降の新

しい世紀へ向けて、本学の最新情報を世界に発信することを目的として開始されました。実際には、学内

の教員組織から毎週一名ずつを選び、インタビューによる事前撮影を行い、それを地上波（KHB 東日本放送） 

と衛星波（BSAsahi、CNNj）で放映し、その後ウェブ上でも動画を配信しています。内容は、人々の生活

に将来役立つ可能性の高い実用的なメリットのある研究やノーベル賞クラスの研究、グローバル COE、トッ

プ30研究拠点関連の研究成果の発信です。放映後のウェブヒット数は急増し、これまでのアクセス数は281

万ヒットを超え、海外31カ国と地域からアクセスが続いています。環境に関しても多岐にわたる内容が紹

介されました。2008年度には、環境問題を多数回に渡り放映し、とくにシリーズ環境では連続して環境科

学の研究者に出演した頂きました。

4.7.1 「東北大学の新世紀」の番組放映

● 表Ⅱ-19  東北大学・東日本放送共同企画番組「東北大学の新世紀」環境関連題目

放映月日 放　映　題　目 講　　　師

2008年 4 月14日 太陽光エネルギーで汚泥から水素！ 田路　和幸（環境科学研究科・教授）

2008年 4 月21日 手のひらサイズのスーパーコンピュータ !? 寒川　誠二（流体科学研究科・教授）

2008年 4 月28日 会話するコンピュータ !? 中島　康治（電気通信研究所・教授）

2008年 5 月19日 人工衛星を作っています 高橋　幸弘（理学研究科・講師）

2008年 6 月23日 太陽エネルギーをキャッチ！ 中嶋　一雄（金属材料研究所・教授）

2008年 9 月 1 日 シリーズ環境（１）環境と調和する農業 中井　　裕（農学研究科・教授）

2008年 9 月 8 日 シリーズ環境（２）環境にやさしい窒化物半導体 松岡　隆志（金属材料研究所・教授）

2008年 9 月15日 シリーズ環境（３）炎を調べ操る 小林　秀昭（経済学研究科・教授）

2008年 9 月22日 シリーズ環境（４）経済学からみる環境 杉山　泰久（工学研究科・教授）

2008年11月 3 日 シリーズ生きる ５　海を知り水害を防ぐ 真野　　明（工学研究科・教授）

2009年 1 月 5 日 地球の内部を探る！ 大谷　栄治（理学研究科・教授）

2009年 3 月 2 日 宇宙からナノまで　極めるプラズマ 畠山　力三（工学研究科・教授）

2009年 3 月16日 学びの環境　新時代 中島　　平（教育情報学研究部・准教授）
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● 表Ⅱ-20  本学関係者が参画した環境関連の行政機関委員会の一覧

4.8 行政支援

多くの本学関係者がそれぞれの専門的立場から、国、地方自治体等、各種行政機関の環境関連政策審議等

への支援を行っています。

委　員　会　名 主催企画団体 役　　割

食品安全委員会化学物質・汚染物質専門調査会 内閣府食品安全委員会事務局 専門委員

中央環境審議会 環境省 委員

微小粒子状物質健康影響評価検討会 環境省 委員

小児環境保健疫学調査に関する検討会 環境省 検討委員

平成20年度化学物質内分泌かく乱作用に関する検討会 環境省 委員

総合研究開発推進会議 環境省 検討員

保健環境センター評価委員会 環境省 委員

参集・総合研究開発推進会議分科会 環境省 検討員

東北地方環境事務所研修会 環境省 講師

地球温暖化影響・適応研究委員会 環境省 委員

東北地方環境事務所 環境省 検討員（座長）

総合資源エネルギー調査会 国土交通省 委員

リバーカウンセラー 国土交通省 リバーカウンセラー

リバードクター 国土交通省 リバードクター

湖沼の底質環境に関する検討会 国土交通省 委員

阿武隈川総合土砂管理検討会 国土交通省 委員

名取川水系河川整備学識者懇談会 国土交通省 委員

北上川河口周辺調査委員会 国土交通省 委員

藤塚地区環境検討委員会 国土交通省 委員

土地の有効利用のための土壌汚染情報に関する勉強会 国土交通省 副座長

最上川水系流域委員会 国土交通省 委員

東北地域低炭素･資源循環社会システム導入検討委員会 経済産業省 委員

公共交通支援センター 厚生労働省 アドバイザー

東北森林管理局　保護林モニタリング調査検討会 農林水産省 委員

環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP合同分科会DIVERSITAS小委員会 日本学術会議 委員

環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP合同分科会GLP小委員会 日本学術会議 委員

環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP合同分科会 iLEAPS小委員会 日本学術会議 委員

環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP合同分科会 iLEAPS小委員会 日本学術会議 委員

青森市廃棄物処理施設の設置許可に係る生活環境保全等に関する専門家 青森県青森市 専門家

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県 委員

宮城県環境審議会 宮城県 委員

宮城県自然環境保全審議会 宮城県 委員

宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進審議会 宮城県 委員

東北環境パートナーシップオフィス（EPO東北）運営評議員会 宮城県 評議員（会長）

南三陸道路環境影響調査検討会 宮城県 専門委員

仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会 宮城県 委員

宮城県グリーン購入促進委員会 宮城県 委員

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場生活環境影響調査評価委員会 宮城県 委員

自然環境保全審議会 宮城県 専門員

一般国道108号花渕山バイパス環境対策検討委員会 宮城県 委員

宮城県環境生活部　荒沢県自然環境保全地域候補地学術調査検討会 宮城県 委員

埋設農薬適正管理検討会 宮城県 委員

蒲生干潟自然再生協議会　自然再生施設検討部会 宮城県 委員

宮城県自然環境保全審議会 宮城県 委員

宮城県女川原子力発電所環境調査測定技術会 宮城県 委員

ダメだっちゃ温暖化宮城県県民会議 宮城県 委員

宮城県希少野生動植物保護対策検討会 宮城県 構成員

仙台松島道路Ⅵ期事業事後調査検討会 宮城県道路公社 委員

バイオマスタウン構想策定検討会 宮城県大崎市 委員

宮城県レッドデータブック改訂海岸動物分科会委員 宮城県 委員

蒲生干潟自然再生協議会自然再生施設検討部会 宮城県 委員

宮城県３Ｒ新技術研究開発支援事業計画評価委員 宮城県 評価委員

女川原子力発電所環境調査測定技術会 宮城県 委員

福島県都市計画審議会環境影響評価専門小委員会 福島県 委員
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● 表Ⅱ-20  本学関係者が参画した環境関連の行政機関委員会の一覧  （つづき）

委　員　会　名 主催企画団体 役　　割

山形県循環型産業事業評価委員会 山形県 委員

最上小国川流域環境保全協議会 山形県 委員

日本環境経営大賞表彰委員会 三重県 委員

仙台市環境影響評価　審査委員会 仙台市 委員

仙台市環境審議会 仙台市 委員

仙台市広瀬川清流保全審議会 仙台市 委員

杜の都の環境をつくる審議会 仙台市 委員

宮城県環境技術実証モデル事業運営検討会 仙台市 検討員

仙台市杜の都の環境を作る審議会 仙台市 会長

仙台市廃棄物対策審議会 仙台市 会長

地球環境基金評価専門委員会 （独）環境再生保全機構 専門委員

宇宙環境利用科学委員会 （独）宇宙航空開発研究機構 委員

太陽光発電技術委員会
新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

委員

平成20年度POPsモニタリング実務者会議 独立行政法人国立環境研究所 検討委員

次世代の太陽光発電システム第175委員会 独立行政法人日本学術振興会 委員
環境省請負業務「平成20年度大気汚染に係る粒子物質による長期曝露影響調査」における
「大気汚染に係る粒子状物質による長期曝露影響調査検討会」

財団法人
日本環境衛生センター

検討会委員

環境省請負業務「平成20年度大気汚染に係る粒子物質による長期曝露影響調査」における
「疫学ワーキンググループ検討会」

財団法人
日本環境衛生センター

検討会委員

環境省請負業務「平成20年度大気汚染に係る粒子物質による長期曝露影響調査」における
「大気環境評価ワーキンググループ検討会」

財団法人
日本環境衛生センター

検討会委員

環境省平成20年度土壌環境基準等検討調査業務検討会 社団法人土壌環境センター 検討委員（座長）

自然共生社会検討業務ヒアリング対象有識者による意見交換会 （財）自然環境研究センター 有識者

モニタリングサイト1000　推進検討会 （財）自然環境研究センター 委員

モニタリングサイト1000　陸水域調査湿原分科会 （財）自然環境研究センター 委員

河川生態学術研究会岩木川グループ研究会
（財）リバーフロント整備
センター

委員

水源地生態研究会　周辺森林生態研究グループ
（財）ダム水源地環境整備
センター

委員

生物多様性森林総合調査委員会 （財）林業科学技術振興所 専門委員

森林バイオマス評価分析システム全国・国際共同利用専門委員会 京都大学生存圏研究所 委員

環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する調査研究会生物多様性グループワーキング （社）日本環境アセスメント協会 ワーキングメンバー

環境省健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ 日本エヌ・ユー・エス株式会社 検討員
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4.9 市民活動への参加

地域住民、社会との連携を密にし、地域環境力を高めることが、持続可能な社会の構築に向けて重要で

あるとされています。多くの本学関係者が、その専門知識を活かし、地域社会の構成員として、あるいは

個人の立場で環境関連のサークルやNPOの活動に参加しています。

4.9.1 サークル活動

RNECS（ルネックス）は、2000年1月、仙台市を中心に宮城県の学生・若者が中心となって、新入生と

卒業生に生活用品のリサイクル情報を提供することを目的に発足した環境サークルです。現在は、環境問

題全般を扱い、自由な発想と開かれた議論により、環境活動をさらに活発に、多彩に、充実したものに

することを目指しています。2007年度も「定禅寺通ジャ

ズ・フェスティバル」や仙台七夕まつり等のイベントでリ

サイクルステーションを開設して、ごみ減量の活動を行い

ました。また、東北大学生協と協力して、食堂入り口に

黄色いボックスを設置し、不要になった印刷物や冊子等

を回収する活動も継続しました。また、買い物時にマイ

バッグを持参し、資源を節約しようとする「マイバッグ運

動」を展開しました。さらにオープンカフェ、スーパーの

店頭など、市内イベントでマイバックの普及活動を実施し

たり、東北大学生協にマイバッグの販売を依頼しています。

● 表Ⅱ-21  RNECSの活動等

　　　　● 図Ⅱ-42   サークル活動の様子

名　　称 内　　　容　　

環境サークルRNECS

マイバックの普及活動の実施

東北大学川内キャンパスでの資源回収

使用した教科書を回収し、無料で配る「教科書リユース市」の実施

環境に関係する会議及びボランティアへの参加

七夕祭前夜祭（花火大会）で、ゴミの回収と分別を促す「リサイクルステーション」の開設

大学祭全学実行委員会 東北大学祭で、ゴミの回収と分別を促す「リサイクルステーション」の開設
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東北大生協環境委員会「レジ袋の休日」
2008年12月8日～12日の取り組みについて

東北大生協環境委員会「レジ袋の休日」2008年12月8日～12日の取り組みについて 

レジ袋は1960年頃に、梨の販売用として現在のレジ袋に近いデザイン・材質の袋が開発されたのが起源

との説もありますが、一般的には1975年頃から関西のスーパーで使用され始め、コンビニ等を中心に全国

的に普及したと言われています。現在日本では1年間に約300億枚のレジ袋が使用されています。レジ袋は

CO2排出による地球温暖化、そして石油資源枯渇というグローバルな環境問題にも関係しています。東北

大生協の店舗では年間100万枚のレジ袋が使用されており、キャンパス内でのレジ袋削減に向けた取り組み

が求められていました。

今回実験を実施した川内店でのレジ袋使用量は、繁忙期・閑散期（新学期・夏休み）を除くと1日平均約

300 ～ 400枚で、時によっては400枚を超過していることもあり、客数比でも20％以上という状況でした。

そこで、環境委員会では、「セルフのレジ袋配布の中止、要望した利用者に対しては、無料でレジ袋を提供

する」を取り入れて実験をすることになりました。名付けて「レジ袋の休日」を実施し、平均約2％台の利用率、

枚数も50枚台という成果になりました。

＜今回の評価・感想＞

・組合員からのクレームがほとんどなく終始しました。

・意図していなかったレジ袋の有効利用方法が見受けられました。（友達複数で１枚を使う、生協以外の

レジ袋のリユースなど）

・弁当のサッカー作業が激減し（店内はセルフのレジ袋の補充作業が不可欠だった）、作業効率Upにつ

ながったようです。

・一方で、宣伝広報は店舗側からのものが若干弱く、各什器や空きスペースへも「レジ袋削減呼び掛け

POP」の仕掛けをするなど、店内全体での呼びかけ体制には課題を残しました。

＜今後の課題＞

・5日間のイベントという意識だけが刷り込まれたのではないかという不安（→５日くらいなら我慢しようと

いう誤解）

・物理的な要因と心理的な要因として「レジ袋が取りにくい状況」であったことの判断＝取りにくいから、

貰わないだけ？だったのかもしれません。また、企画実施以降のリバウンドの問題も出てきています。

今後＜イベント＞ではなく、恒常的な取り組みにすることへの抵抗感や不満はないか、その抵抗感や不

満を、解消し、主体的に「レジ削減＝CO2削減」を意識・行動するためにはどうすればよいか？が課題

です。

　その後川内店では「全面的なレジ袋の削減」に向けて取り組みをはじめています。

　レジ袋削減→資源消費（CO2）・放置ゴミの削減→作業の軽減化へ、向けての活動です。

　まずは、12月中のレジ袋・セルフサービス再開による「使用量 “リバウンド” の状況」調査をして組合

員にレジ袋の削減を訴えることからはじめて行く予定です。

　今後、この「レジ袋休日」方法を、ほかの店舗

に広げていくのが目標です。

　店舗スペースや、サッカー台の有無など個別事情

があり、今回のやりかたをすべて踏襲することは

できませんが、組合員のかたに、視覚的なモニュ

メントやデータを明示すること、声掛け等によっ

て真剣に訴えることなどで理解していただくこと

は、今回の活動で大きな自信になりました。
　　　　● 図Ⅱ-43   「レジ袋の休日」の実施状況
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4.9.2 環境NPO活動等

本学関係者（生協を含む）が参画した環境関連のNPO活動等例の一部を表Ⅱ-22に示しました。環境リスク、

リサイクル、町おこしおよび土壌汚染対策等幅広い分野で、NPO活動等に参画・支援を行っています。

● 表Ⅱ-22  本学関係者が参画した環境関連のNPO活動等

部　局 内　　　　　容 氏　　名

法学研究科
NPO法人みやぎ環境カウンセラー協会の依頼により、講演会にて「わが国の環境戦略について」と題
し講師を務めた。

苦瀬雅仁　教授

工学研究科
NPO法人環境住宅の学術顧問として、NPOが進める環境共生・自律循環型住宅の啓蒙・啓発活動と
普及に対し支援、助言、を行うとともに学術経験者として講演等も行う

吉野　博　教授

工学研究科
（超臨界溶媒工学
研究センター）

NPO法人環境会議所東北に代表理事として参加。
地域の活性化、特に民間企業に対する環境経営の支援活動を推進。 猪股　宏　教授

国際文化研究科 アジア自動車環境フォーラムに日本開催準備委員会委員長として参加 劉　庭秀　准教授

環境科学研究科

NPO法人環境エネルギー研究所代表 田路和幸　教授

NPO法人地中熱利用促進協会　顧問 新妻弘明　教授

NPO法人川崎町の資源をいかす会の川崎、仙台薪ストーブの会に参加。 新妻弘明　教授

東北土壌汚染研究会の会長および幹事長として土壌汚染に関する情報交換と地域の実状に即した調査・
修復技術の検討を中心に活動。

井上千弘　教授
須藤孝一　准教授

ものづくり生命文明機構に参加。 石田秀輝　教授

MELON（Miyagi Environmental Life Out-reach Network）の活動に評議員として参加。 谷口尚司　教授

金属材料研究所 NPO科学協力学際センター 川添良幸　教授

東北大生協環境委員会「レジ袋の休日」2008年12月8日～12日の取り組みについて

　　　　● 図Ⅱ-44   「レジ袋の休日」活動の様子
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本学では、2007年度から環境報告書評価委員会を設置し、毎年刊行される環境報告書に対して独立の立

場から評価レビューを行っております。「東北大学環境報告書2007」に対する評価レビューの完了が2008

年度にずれ込んでいたため、そのレビュー・コメントを「東北大学環境報告書2008」の作成に反映させる

ことはできませんでしたが、「東北大学環境報告書2008」に対する評価レビューは2008年度中に完了した

ため、今回の「東北大学環境報告書2009」作成に当たっては、過去２回の評価レビュー・コメントを考慮・

反映させることとしました。

過去2回のレビュー・コメントと、「東北大学環境報告書2009」への反映の骨子を以下に示します。

環境報告書に対するレビュー・コメントについて

「東北大学環境報告書 2007」に対する評価
「東北大学環境報告書2007」評価委員会

東北大学環境・安全委員会配下の環境保全専門委員会は、「東北大学環境報告書2005」に引き続いて「東

北大学環境報告書2007」を編集刊行しているが、2007年度は学内に環境保全専門委員会とは別組織の環

境報告書評価委員会を組織して、報告書に対するレビューを行った。

「東北大学環境報告書2007」は井上明久東北大学総長の巻頭メッセージにもあるように、第10回環境コ

ミュニケーション大賞優秀賞（環境配慮促進法特定事業者賞）を受賞した前年度（2005年）版報告書の延

長にあるものであり、受賞に際して指摘のあった環境マネジメントの記載を充実させたことに加えて、井上

総長が総長就任に当たって策定した「東北大学アクションプラン」の概要を盛り込んだほか、健康・安全管

理に関する記載の充実も図るなど、全般的に良くまとめられており、目的の適合性、信頼性、理解容易性、

比較容易性のいずれの観点においても、内容は高く評価できよう。本報告書の優れた内容が本学の教育・

研究にフィードバックされ、本学の一層の発展に資することを期待したい。

一方において、大学における「環境マネジメント」それ自体についても、議論の余地が残されている状況

にあることから、次年度以降の報告書作成においては、従前の固定概念に囚われことなく、「広く」かつ「深い」

内容の記載も期待したい。さらに、一部子細に渡るが、以下の点を併せて指摘しておくので参考にされたい。

1） 環境マネジメント体制（総論5）の構造が、キャンパス毎であれば、少なくともインプット/ アウトプッ

トはキャンパス毎に整然と並べ、総括として東北大学全体での評価に繋げるほうがわかりやすい。

2） 環境目標および環境活動計画の実施状況（総論6）が内容毎に評価されているが、自己評価なのか

外部評価なのかが明確でない。評価実施組織を明示すべきである。

3） 掲載データは各部局へのアンケートによって収集しているため、部局の対応の強弱によるものと考え

られるが、データ収集量に片寄りが見られる。例えば、文系研究科の環境教育・研究はほとんど記

載されておらず、農学研究科に関しても、この調査に対応したわずかな数の分野の取り組みが記載さ

れているに留まる。すなわち、大きなところで、川渡にある農学研究科附属複合フィールド教育研究

センターに関する事項の記載が漏れている。今後はデータ収集方法を再考し、本学の環境マネジメン

トに対する取り組みが、より広範囲に取りあげられることを期待する。

4） 学外連携として民間との環境科学に関する共同研究が取り上げられているが、連携協定を結んでいる

宮城県等公的機関との共同研究も積極的に取り上げる必要がある。
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「東北大学環境報告書 2008」に対する評価
東北大学環境報告書評価委員会

東北大学環境報告書評価委員会は前年度に引き続き、環境保全専門委員会刊行の「東北大学環境報告

書2008」に対するレビューを行った。

「東北大学環境報告書2008」は、過去2回［2005年度版 (2006年公表 )、2007年版］の刊行に続くものである。

表・裏表紙と総頁は変わりないが、内容的には年次進行のデータ改訂に止まらず、いくつかの変更が加え

られている。その大きな一つが地球環境問題への本学としての取り組みである。井上明久総長は巻頭メッ

セージにおいて、今後5年間にわたるキャンパスからの温室効果ガスの年率2％削減目標を紹介するなど、

より具体的な環境施策に踏み込む指針を提示しているが、その表明に沿った内容が本書で紹介されている。

さらに本書各論中の、「環境マインドを備えた人材育成」、「環境関連研究の推進」の項目は全体観が在り、

且つ、分かりやすく纏まっており、高く評価したい。

本報告書の優れた内容が、引き続き学内外の教育・研究にフィードバックされ、本学の一層の発展に資

することを期待する。

昨年度のコメントでも触れたことであるが、「環境マネジメント」の内容そのものが未だ固定概念として定

まったものになっているとは言い難い状況にある。従って、次年度以降の報告書作成においても、引き続き、

従前の方針に拘泥することなく、「広く」かつ「深い」内容の掲載を期待するが、編集にあたって以下の指

摘を参考にされたい。

5） 環境負荷に関する状況など基礎となるデータは、その信頼性を増すためにも、キャンパス毎の数字

を提示した上で、大学全体としての数値に纏める必要があろう。これは、昨年度のコメントの一部で

ある「環境マネジメント体制の構造が、キャンパス毎であれば、少なくともインプット/ アウトプットは

キャンパス毎に整然と並べ、総括として東北大学全体での評価に繋げるほうがわかりやすい。」、との

指摘と実質同一である。データの収集・積算に一層の工夫を望むところである。

6） 「2005年度版」、「2007年版」報告書では、具体的な環境目標及び活動計画の紹介と、その実施状況

評価が示されていたが、「2008年版」報告書では温室ガス排出削減のみが目標として強調され、他

の目標及び活動計画については、2007年度までの実施状況評価も2008年度の目標・計画も明確に

は記されていない。大学での環境に関わる目標・活動計画は、広く研究・教育の項目までも取り入れ、

個別に年度ごとの達成評価が実施されることが望ましい。

7） 刊行第一版である「2005年度版」から引き続き本書には、環境とは関わりのない内容をも含んだコ

ンパクトな大学紹介冊子としての編集意図が感じられるが、今後は環境事象に特化した内容に絞り込

む必要があろう。それと同時に、記載内容の精査を行ったうえで、記述に濃淡をつける等工夫して、

読む楽しさも期待するところである。

8） 次回以降の刊行版では、本コメントに対する対応についても、触れることが望ましい。
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（1）「東北大学環境報告書2007」に対する評価コメントへの対応

● 環境負荷のインプット・アウトプットを全学一つとして提示するのではなく、5つの主要キャンパス

毎に分割して提示した上で、全学の合計データとすべきであると指摘を受けて、2009年版ではキャ

ンパス毎のデータを明示しました。

● 環境活動の実施計画における実施状況評価が自己評価なのか外部評価なのか不明との指摘でありま

すが、これは自己評価です。このことは2009年版では明記しました。

● 研究・教育に関する収集データに部局毎の偏りが見られるとの指摘をいただきましたので、2009年

版では極力収集に偏りがないように努めました。

（2）「東北大学環境報告書2008」に対する評価コメントへの対応

● 環境負荷のインプット・アウトプットを全学一つとして提示するのではなく、5つの主要キャンパス

毎に分割して提示した上で、全学の合計データとすべきであると指摘を受けて、2009年版ではキャ

ンパス毎のデータを明示しました（2007年版への指摘と同じ対応を行いました）。

● 温室効果ガス排出削減のみを目標とせず広く教育・研究の項目までを取り入れた年度計画と達成度

評価の実施が望まれる、との指摘を受けましたが、全学の環境安全委員会での議論を踏まえて今度

の改善に資したいと考えます。

● 環境報告書中に環境に関わりのない内容が盛り込まれているとの指摘がありますが、当初本報告書に

大学紹介の意図を含ませた結果であったことによります。2009年版は環境事象に特化した内容で編集

しました。

「東北大学環境報告書 2009」への反映の骨子
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　以下は、環境省「環境報告ガイドライン  ～持続可能な社会をめざして～  （2007年版）」と本環境報告書記載

項目の対照表です。

環境省ガイドライン対照表

【基本的情報：BⅠ】 チェック欄 記載頁

BⅠ-1：経営責任者の緒言 ○ 1

BⅠ-2：報告にあたっての基本的要件

BⅠ-2-1：報告の対象組織・期間・分野

○ 目次

BⅠ-2-2：報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況 ○ 目次

BⅠ-3：事業の概況（経営指標を含む） ○ 2

BⅠ-4：環境報告の概要

BⅠ-4-1：主要な指標等の一覧 ○ 2

11－ 27

BⅠ-4-2： 事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括計画及び実績等の総括 ○ 9

BⅠ-5： 事業活動のマテリアルバランス（インプット、内部循環、アウトプット） ○ 11

【環境マネジメント指標：MPⅠ】 チェック欄 記載頁

MP-1：環境マネジメントの状況

MP-1-1：事業活動における環境配慮の方針 ○ 6

MP-1-2：環境マネジメントシステムの状況 ○ 7, 8

MP-2：環境に関する規制の遵守状況 ○ 22－27

MP-3：環境会計情報 × －

MP-4：環境に配慮した投融資の状況 × －

MP-5：サプライチェーンマネジメント等の状況 ○ 22

MP-6：グリーン購入・調達の状況 ○ 21

MP-7：環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況 ○ 36－43

MP-8：環境に配慮した輸送に関する状況 ○ 15

MP-9： 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 ○ 26, 27

MP-10：環境コミュニケーションの状況 ○ 44－56

MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況 ○ 44－56

MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 ○ 28－35

36－ 43

【オペレーション指標：OPⅠ】 チェック欄 記載頁

OP-1：総エネルギー投入量及びその低減対策 ○ 12

OP-2：総物質投入量及びその低減対策 ○ 13

OP-3：水資源投入量及びその低減対策 ○ 13, 14

OP-4：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 × －

OP-5：総製品生産量又は総商品販売量 × －

OP-6：温室効果ガスの排出量及びその低減対策 ○ 14，15

OP-7： 大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 ○ 17－21

24, 25

OP-8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 ○ 17－20

24, 25

OP-9： 廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 ○ 17－21

OP-10：総排水量等及びその低減対策 ○ 15

【環境効率指標：EEⅠ】 チェック欄 記載頁

環境配慮と経営との関連状況 ○ 11－27

【社会パフォーマンス指標：SPⅠ】 チェック欄 記載頁

社会的取組の状況 ○ 44－56
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ここに「東北大学環境報告書2009」をお届けします。これは、2008年度の本学における環境活動内容を

取りまとめたものです。

本学の環境報告書は本年で4回目の発行となります。この間、第1回目の報告書で第10回環境コミュニケー

ション大賞優秀賞（環境配慮促進法特定事業者賞）を受賞しました。そして、学内においては環境マネジ

メント体制の見直しも行われ、環境パフォーマンスの改善・向上等着実な環境保全活動の展開が見られま

した。

第2回目の報告書からは、法令に従い学内に立ち上げた環境報告書評価委員会による報告書に関する評価

を受けることとしております。第2回報告書に対する評価コメントを受けた時期が、第3回報告書作成時期

に遅れたため、それに反映させることができず、今回の第4回報告書では過去2回の評価コメントを総括・

考慮して作成に当たりました。

この2009年版では、本学における次なる環境保全推進の飛躍を目指して1）表紙の一新、2）環境に特化

した内容の見直しと情報の開示、3）喫緊の課題である温室効果ガスに関する情報開示、4）自己管理強化

のためのキャンパスごとの環境情報の開示・共有、5）環境マネジメント体制の見直し改善そして6）環境

報告書の質的向上のための環境報告書評価委員会による環境報告書に対するレビュー･コメント等について

紹介しました。

一方、本学の大きな使命の一つである環境関連研究テーマの開示、環境に関する公開講座、オープンキャ

ンパスのテーマ、環境関連の行政支援の内容等ステークホルダーにとって有用な情報についても従来に引

続き掲載しました。

本年も『井上プラン  2007（東北大学アクションプラン2009年度改定版）』の概要を紹介いたしました。

これらを基に、本環境報告書に取り上げた様々な項目が本学のグランドデザインの中でどのような位置付

けにあるかをご理解いただければ幸甚です。また、本学の創立100周年を祝った環境・安全に関わる「東北

大学の新世紀」の番組放映の題目も紹介しました。本環境報告書が本学をより一層理解していただくため

の一助になることを切に願っております。

編集後記
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