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学長緒言

1

　近年、世界各地で気候変動による影響が深刻化しています。干ばつによる野生生物の被害や山火事、農作物

への影響、洪水による人的被害など異常気象による影響が報じられています。このような気候変動を引き起

こす要因となっている温室効果ガスに対し、各国で削減目標を掲げ対策を進めていますが、日本においても

2020 年までに 1990 年比で 25％削減という目標を新たに宣言し、温室効果ガス削減に向け世界のリーダ

シップを取っていくことが期待されています。今後、この目標を達成するため、化石燃料の代替、バイオ燃料

技術の早期確立、自然エネルギー（太陽光、風力、水力）の活用、及び省エネルギー活動の推進等が大きな課

題となり、その解決には国際的な協力と連携というグローバルな視点と社会システムそのものの見直しが重要

になると思われます。

　茨城大学では、「社会の持続的な発展に貢献」するために、｢ 教育 ｣・｢ 研究 ｣ 活動を通して、環境保全活

動を積極的に行っています。中でも気候変動による環境問題の解決につながる教育研究活動を積極的に推進す

るため、2006 年に「茨城大学地球変動適応科学研究機関 ICAS）」を設置しました。気候変動によって厳し

い影響を受けるアジア太平洋地域の「気候変動への適応」を中心に地球環境と社会の持続性（サステイナビリ

ティ）を考えるサステイナビリティ学の研究と教育を、各学部の教職員と学生が連携し活動しています。

　また、本学では地域の環境問題の解決に関しても力を入れており、地域連携推進本部が中心となり、本学教

職員が地域連携活動 ( 茨城県内及び北関東地域 ) において環境保全、地域環境形成、自治体との連携プロジェ

クト等の活動を行っています。また、茨城大学社会連携事業会の支援事業では、学生地域参加プロジェクトの

環境保全活動を支援しています。これらの活動については、本報告書中の特集記事に記載しております。

　本環境報告書は、茨城大学の 2008 年度の環境保全活動の結果をご報告しています。ぜひご一読いただき、

本学の環境保全活動や環境報告書に関して、ご要望・ご意見・ご質問がございましたら、本報告書記載の連絡

先に頂ければ幸いです。頂戴したご意見・ご要望等については、今後の改善に資するべく検討させて頂きたい

と思います。今後とも環境負荷の低減活動を推進し、更なる改善を図る所存です。

2009 年９月２５日

国立大学法人　茨城大学長
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1
大学概要 

1) 組織名 総務部
財務部
学務部
学　術　企　画　部
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部

人文学部

教育学部

事務局

学　部

経営協議会

茨

城

大

学

国
立
大
学
法
人

学
　 

長

学　長　秘　書　室

監事

教育研究評議会

社会連携事業会

理　　事

役員 会

理　　事

理　　事

理　　事

大学院

理学部
工学部

副学長（学術担当）

副学長（教育担当）

学長補佐（総務・財務担当）

（事業担当）

農学部

人文科学研究科 修士課程

教育学研究科 修士課程

博士後期課程

理工学研究科 博士前期課程

農学研究科 修士課程

連合農学研究科
特別支援教育特別専攻科
学術情報局

学内 共同教育研究施設

学内 共同利用施設

博士課程

総務企画主幹、総務課、人事課、労務課
財務課、契約課、施設課
学務課、学生生活課、入学課、留学交流課
企画課、研究協力・地域連携課、学術情報課
事務部
事務部
事務部
事務部
事務部
人文コミュニケーション学科
社会科学科
学校教育教員養成課程
養護教諭養成課程
情報文化課程
人間環境教育課程
附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校
附属幼稚園
附属教育実践総合センター
理学科
機械工学科
生体分子機能工学科
マテリアル工学科
電気電子工学科
メディア通信工学科
情報工学科

技術部
生物生産科学科
資源生物科学科
地域環境科学科

文化構造専攻
言語文化専攻
地域政策専攻
コミュニケーション学専攻
学校教育専攻
障害児教育専攻
教科教育専攻
養護教育専攻
学校臨床心理専攻
数理科学専攻
自然機能科学専攻
地球生命環境科学専攻
機械工学専攻
物質工学専攻
電気電子工学専攻
メディア通信工学専攻
情報工学専攻
都市システム工学専攻
システム工学専攻
応用粒子線科学専攻
物質科学専攻
生産科学専攻
情報・システム科学専攻
宇宙地球システム科学専攻
環境機能科学専攻
応用粒子線科学専攻
生物生産科学専攻
資源生物科学専攻
地域環境科学専攻
知的障害教育専攻
図書館
IT基盤センター
大学教育センター
入学センター
共同研究開発センター
機器分析センター
生涯学習教育研究センター
広域水圏環境科学教育研究センター
遺伝子実験施設
留学生センター
地域総合研究所
地球変動適応科学研究機関
フロンティア応用原子科学研究センター
学生就職支援センター
五浦美術文化研究所
保健管理センター
ベンチャービジネス・ラボラトリー
茨城大学インフォメーションセンター

評価室

地域連携推進本部

危機管理室

監査室

知能システム工学科
附属超塑性工学研究センター

附属フィールドサイエンス教育研究センター

都市システム工学科

茨城大学は、昭和24年（1949
年）5月31日国立学校設置法（昭和
24年法律第150号）により、旧制
の水戸高等学校・茨城師範学校・茨城
青年師範学校及び多賀工業専門学校
を包括し、文理学部、教育学部、工学
部の3学部からなる新制大学として
発足しました。

2004年4月1日に国立大学が法
人化され、現在は、学部の拡充改組に
より、5学部、5大学院、1専攻科、幼
稚園、小・中・特別支援学校、その他の
研究センターなどで構成される、総
合大学に発展しました。



3茨城大学環境報告書 2009

阿見キャンパス

水戸キャンパス

日立キャンパスンパス

水戸キャンパスャンパスャン

大学概要

2) 所在地

水戸キャンパス
事務局
保健管理センター、図書館
人文学部、教育学部、理学部
大学教育研究開発センター
機器分析センター
生涯学習教育研究センター
留学生センター
学生就職支援センター
地域総合研究所
教育学部附属教育実践総合センター

・水戸キャンパス（人文学部・教育学部・理学部）
　　〒310-8512　茨城県水戸市文京２−１−１
・日立キャンパス（工学部）
　　〒316-8511　茨城県日立市中成沢町４−１２−１
・阿見キャンパス（農学部）
　　〒300-0393　茨城県稲敷郡阿見町中央３−２１−１

日立キャンパス
工学部
共同研究開発センター
ベンチャービジネスラボラトリー
超塑性工学研究センター

阿見キャンパス
農学部
遺伝子実験施設
農学部附属農場
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大学概要

土地 建物

収入 支出

3) 土地・建物面積

4) 財政

5) 学生・職員数

学部生：7,351 名

大学院生：1,006 名

連合農学研究科：53 名

特別支援教育特別専攻科：15 名

（2008 年 5 月現在）

科目等履修生・研究生等：114 名

教育学部附属学校：1,407 名

教職員：894 名

運営費交付金

施設設備費補助金

補助金等収入

国立大学財務・経営センター施設費交付金

授業料、入学料及び入学検定料

雑収入

受託研究等収入

寄付金収入

目的積立金取崩

教育研究経費

一般管理職

施設整備費

補助金等

受託研究等経費

寄付金事業費

水戸地区

日立地区

阿見地区

その他の地区

水戸地区
日立地区

阿見地区

その他の地区

収入

14,645 百万円
支出

14,713 百万円

土地

828,824m2

建物

206,939m2
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2
環境マネジメントシステムの概要

1) 基本理念と行動方針

基本理念
茨城大学は、人材育成と学術研究を通じて高度の専門的な職業人を養成することにより、社会の持続的発展
への貢献を目指している。その為に、「地球環境問題」は優先的に取り組まなければならないグローバルな
課題と認識し、本学でのいかなる活動においても環境負荷の低減に努め、環境教育の実践と環境保全や改善
に関する研究を積極的に推進していく。

行動方針
・茨城大学は、環境に関する教育・研究の推進に努め、また、その教育・研究を生かした地域社会やその他関係
者とのコミュニケーションを積極的に展開する。
・茨城大学は、本学での教育・研究及びその他あらゆる活動に伴って生じる環境負荷の低減に努める。
・茨城大学は、教職員及び学生などの大学構成員が協力し合い環境保全体制を構築し、快適な環境が持続され
るように努力する。
・茨城大学は、本学での教育・研究及びその他あらゆる活動において、環境に関する法規、規制、条約、協定など
を遵守する。
・茨城大学は、この環境方針を本学における全ての人々に公開・認知させ、広く実践していく。
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2) 目標と実施状況

環境マネジメントシステムの概要

茨城大学は以下の環境配慮目標の下に活動を推進します。

　① 環境教育や環境に関する研究をさらに進め、地域社会との連携、人材育成を推進します。

　② 電気・ガス・水道・紙などの使用量の削減によって環境負荷を低減します。

　③ 廃棄物を削減し、適正に処分処理します。また、リサイクルを促進します。

　④ キャンパスの緑化や美化を進め、エコキャンパスづくりをめざします。

   ⑤学内に環境管理体制を構築し、上述の目標に取り組みます。

目的 目標 実施内容 実施状況

電気使用量
の低減 前年度比 1％低減

毎月の電気使用量をキャンパス毎に公表し、節電
の励行を呼びかける ◎

全学一斉休業の実施 ◎

水使用量
の低減 前年度比 1％低減

毎月の水道水使用量を、キャンパス毎に公表し、
節水の励行を呼びかける ◎

使用量を毎月確認し、漏水の早期発見に努める ◎
トイレの消音装置の導入 ◎

ガス使用量
の低減 前年度比 1％低減

毎月の都市ガス使用量を、キャンパス毎に公表し、
空調設備の適正な温度設定の励行を呼びかける ◎

紙使用量
の低減 前年度比 1％低減

機器更新時に両面プリンターの導入の促進 ◎
用紙の両面利用（コピー、プリント）の促進 ○
学内連絡などの学内 LAN 利用の促進 ◎
封筒再利用の促進 ○

廃棄物排出量
の低減

前年度比 1％低減 
廃棄物の適正処理

学内広報による紙・消耗品の再利用・完全利用の
促進 ◎

再資源可能ゴミの再資源化 ◎
環境管理体制

の確立 学内組織の見直し充実 環境管理委員会の推進、充実 △
ISO 環境マネジメントシステム導入の検討、準備 △

環境目標と実施内容

＊実施状況　◎：全学で実施　○：ほぼ実施　△：未実施・検討中
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環境マネジメントシステムの概要

3) マテリアルバランス

※（　　）内数値は前年度比。

１）総エネルギー投入量
　電　　力 121,116
　都市ガス 25,770
 Ａ 重 油    2,463
   ガソリン                  616
   合　　計            149,964 GJ
                                （−1％）

２）化学物質使用量
　（PRTR対象物質）     1,455 kg
                                 （＋29％）

３）水資源投入量
   上水道                150,325 m3

   井戸水　　　　　  　2,851 m3

   合　　計            153,176 m3

                                 （−3％）

４）総物質投入量（コピー用紙）
   A３　　　　　　　　　768
   A４　　　　　　　 11,690
   B４　　　　　　　　　458

   合　　計 　　　   　12,916 千枚
　　　　　　　　　　　  （＋4％）

１）温室効果ガス排出量
   電　　力               4,033
   都市ガス               1,430
   A 重 油　　　　　    171
   ガソリン                　  50
    合　　計              5,683 t-CO2

　　　　　　　       　（−17%）

２）総排水量
                   153,176  m3

                             　（ー 3％）

３）廃棄物など総排出量
   可燃ごみ　 357.4
   不燃ごみ   36.4

   合　　計 393.8 t
　　　　　　　       （＋1％）

【CO2換算係数】
電　　力   0.332㎏-CO2 / kWh
都市ガス       2.28㎏-CO2 / km3

A 重 油  2.71㎏-CO2 / L
ガソリン       2.32㎏-CO2 / L

【熱量係数】
電　　力 9.97GJ / MWh
都市ガス 41.1GJ / km3

A 重 油  39.1GJ / kL
ガソリン 34.6GJ / kL

INPUT OUTPUT学内活動

水戸・日立・阿見キャンパスのエネルギー・資源投入量及び本学の事業活動による環境負荷排出量を示します。

総エネルギー投入量の80％は電力で占められており、節電やエコラベル製品への代替、高効率型照明器具への

取替えなどで今後も環境負荷低減を推進します。
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4) 環境管理体制

環境マネジメントシステムの概要

経営協議会

教育研究評議会

学　　長

理　　事 理　　事 理　　事

事務局

学　部

大学院

役　員　会

総務部

財務部

学務部

学術企画部

人文学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

人文科学研究科

教育学研究科

理工学研究科

農学研究科

連合農学研究科

特別支援教育特別専攻課

学術情報局

学内共同教育研究施設

学内共同利用施設

保健管理センター

地球変動適応科学研究機関

茨 城 大 学
国 立 大 学 法 人

理　　事

施設計画運営委員会
施設環境マネジメント（環境保全、省エネルギー、
CO2 削減）全学のキャンパスマスタープランと施
設マネジメントにおいて環境保全、温室効果ガスの
削減を考慮した施設整備計画の策定を行っていま
す。

経費削減推進本部
温室効果ガスの削減に配慮し、電力・都市ガス・重
油・ガソリン・水・紙の使用量の節減運動の推進及
び廃棄物の減量 、廃棄物の再利用の推進活 動を
行っています。

( 財務部　契約課）

( 財務部　施設課）

（学術企画部研究協力・地域連携課）

地域連携推進本部
地域連携についての全学の取り組みの推進調整
機能を担っています。職員地域連携 プロジェクト
では①地域教育力②自治体との連携③地域環境
形成④産官学連携⑤学術文化 の５領域を地域連
携の重点分野と定めこれらに合致し、現実的成果
が期待できる共同研究を推進しています。

（学術企画部研究協力・地域連携課）

社会連携活事業会
自治体との連携（環境保全な どの政策課 題に
応える課題研究型プロジェクトの推進）、地域環
境形成（「茨城県霞ヶ浦環境科学センター」など
と連携した霞ヶ浦の保全・利用や環境にやさし
い農業、森林保全などのプロジェクトの推進）な
ど社会連携活動支援事業を行っています。

( 総務部　総務課）

Plan

DoCheck

Act

　下図は茨城大学における環境マネジメントの概要を示したものです。本学においてはマネジメントの基本で
あるP-D-C-Aを各々の部署が役割を分担して、マネジメントを推進しております。

全学の環境マネジメント活動の総括をおこなっています。学術担当理事は地域連携本

部を、総務・財務担当理事は施設計画運営委員会経費節減推進本部を統括しています。
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理学部・理学科地球環境科学コース　4 年　岡本　高幸

茨城県における地域振興を目指した地質情報活用
　　プロジェクト～ジオパーク設立を目指して～

特集1

 プロジェクトの実施計画概要
(1) プロジェクトの背景と目標

　2008 年 10 月、国土交通省に観光庁が設立されることに代表されるように、現在、日本において「観

光立国」化を目指した具体的活動が始まっている。その中で「ジオパーク」は世界遺産に並ぶものとして注

目を浴びている。これは科学的に重要な地質遺産を資源とした自然公園であるが、その地域の文化、教育、

観光などの振興をとおして地域社会の活性化を目指している点で、いわゆる自然公園とは異なっている。現

在、複数の自治体が名乗りを上げているが、今後一層の盛り上がりを見せることは確実である。

　地質情報は日本中どこにでも存在する。したがって、従来一般的な観光資源を持っていなかった地域でも

地質情報を核にして観光開発を行うことが可能である。一方、従来すでに観光資源のあった地域において

も、ジオツアーなどを通して、それを豊かな自然とリンクすることにより総合的な観光開発ができる。本プ

ロジェクトは、従来観光に利用されてこなかった地質情報を観光情報化することで地質学を生かした地域の

活性化支援をめざす。さらに、地質情報を介して茨城の成り立ちを知ってもらい、地域の方々の教養教育や

防災意識向上に役立ててもらうとともに地質情報の重要性と有用性を広く認識してもらうことも目標とす

る。

(2) 計画と連携の方法

　2008 年度は、2007 年度作成した筑波山・霞ケ浦周辺地域に引き続き、新たに千波湖周辺地域・平磯

周辺地域・袋田周辺地域・五浦周辺地域の 4 箇所において地質観光まっぷを作成する。地質観光まっぷの

作成に当たっては、メンバーが独自に情報を収集するほか、ミュージアムパーク茨城県自然博物館、茨城県

霞ケ浦環境科学センター、大子町教育委員会ほか各町村教育委員会等からも情報の提供と協力を依頼する。

収集した地質情報は観光情報化し、地質観光まっぷを作成する。対象は一般の観光客や地域住民とし、内容

が難解すぎずかつ豊富な情報を盛り込めるようにする。紙面に載せきれない情報はユビキタス技術を利用し

携帯電話で読めるようにする。完成した地質観光まっぷは各地域の観光拠点各所に配布を依頼、一般観光客

の方々に利用していただく。また、宣伝用ポスターを作成し県内外に宣伝する。

　2008 年度の新しい試みとして、地質観光まっぷを用いたジオツアーを行う。10 月に袋田周辺地域、

11 月に筑波山を予定。このツアーへの参加者は一般からの募集を予定している。それぞれ駅或いはバス停

集合とし、歩いて 1 日程度のツアーとする。

(3) 期待される成果
　このプロジェクトにより作成した地質観光
情報は、地域住民の防災意識向上や生涯学習
のほか、観光客誘致による地域活性化も期待
できる。また，茨城ジオパーク設立の礎にな
るものと期待できる。
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 プロジェクトの成果報告
　本プロジェクトの 2008 年度の活動の柱は、１）地質観光まっぷの製作・配布、２）ジオツアーの企画・

実施、３）ウェブサイトによる情報発信である。

　まず１）では、文献調査、現地調査を独自に行い、それにより得た地質情報から、地域の地質の見所を紹

介するパンフレットとして「地質観光まっぷ」を製作した。2008 年度は「水戸・千波湖」、「袋田の滝」、

「五浦海岸」、「平磯海岸」の 4 地域で新たに製作した。また、2007 年度作成した地質観光まっぷ「筑

波山」、「霞ケ浦」について、情報を更新、改訂した。これら６つの地質観光まっぷについて、市や町、企

業・団体等より後援を頂き、配布に協力して頂いた。

　次に２）では、2008 年度の新たな活動である「ジオツアー」を千波湖、袋田の滝で行った。これは、

一般の方々を対象とし、本プロジェクトメンバーが地質の見所を案内するものである。

　さらに３）では、ウェブサイトを立ち上げ、プロジェクトの活動報告、地質観光情報の提供、さらに地質

観光まっぷをダウンロードできるようにした。

　

　特筆すべき成果としては、次の 3 点が挙げられ

る。

1、地質観光まっぷを新たに 4 箇所で作成した。

茨城県内には地質学的に魅力的な場所が多数存在す

る。地質観光まっぷの作成はそれら魅力的なサイト

を観光活用する上で重要であり、ジオパーク設立の

礎として重要である。

2、地質観光まっぷの製作・配布のみでは得られに

くかった一般の声を、ジオツアーを行ったことで、

直接得ることができた。参加者は新聞、チラシ、

ウェブサイトにより広く募集し、参加して頂いた多

くの方々からは、「楽しかった」、「さらに興味を

持った」、「機会があればまた参加したい」といっ

た声を頂いた。

3、地球惑星科学関連学会 2008 年合同大会、日本地質学会第 115 年学術大会（秋田大会）、水戸市環

境フェスタ、サイエンスアゴラ 2008 といった各

イベントにおいて、プロジェクトの活動を発表し、

広くアピールすることができた。特に地質学会では

活動が高く評価され、優秀ポスター賞を頂いた。サ

イエンスアゴラではブース展示中多くの方が訪れ、

様々な意見を得られたのみならず、地質標本館やつ

くばエキスポセンターとの連携のきっかけとなっ

た。

　2008 年度の活動により、「地質観光まっぷ」

を製作し、茨城の魅力を「地質」という新たな視点

から見るためのツールを増やすことができた。さら

にジオツアーや各イベントへの参加を通して、多く

の方々と直接交流できたことで、一般の方々には

「地質」の魅力を感じてもらうことができ、プロジェクトとしては、今後の発展に向け、多くの参考になる

意見を頂くことができた。
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[ 連携先 ]

対象地域：茨城県内各地域（水戸千波湖周辺地域・ひたちなか平磯周辺地域・大子袋田周辺地域・北茨城五浦周辺地域・筑波山～霞ケ浦周辺地域）

連携先：グリーンふるさと振興機構、水戸市、水戸市教育委員会、水戸市商工会、水戸市観光協会、ひたちなか市、ひたちなか市教育委員会、

ひたちなか市商工会、ひたちなか市観光協会、ひたちなか海浜鉄道、大子町、大子町教育委員会、大子町商工会、大子町観光協会、北茨城市、

北茨城市教育委員会、北茨城市商工会、北茨城市観光協会、つくばグランドホテル、筑波温泉ホテル、つくば山ホテル青木屋、つくばエキスポ

センター、関東鉄道、産業技術総合研究所 地質標本館、かすみがうら市郷土資料館、土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広場、（株）ジーエス

アイ、（株）サイボックステクノロジー

[ 参加者 ]

春日　菜季（理学部・理学科　地球環境科学コース ４年）

細井　　淳（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

神　　直也（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

滝本　春南（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

小畑　大樹（理学部・理学科　学際理学コース ３年）

図子田香織（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

綿引麻衣子（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

松島　秀寛（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

小山　剛平（理学部・理学科　地球環境科学コース ３年）

椎名　高裕（理学部・理学科　地球環境科学コース ２年）

花川　和宏（理学部・理学科　地球環境科学コース ２年）

伊藤　太久（理工学研究科・　地球生命環境科学専攻 M1）

及川　敦美（理工学研究科・　地球生命環境科学専攻 M1）

松原　典孝（理工学研究科・　宇宙地球システム科学専攻 D3）
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 プロジェクトの実施計画概要
(1) 内容

　水戸周辺の夜空の明るさ調査及び、等級マップの作成、天体観測スポットの提案

(2) 計画

　水戸市内及びその周辺の夜空の明るさは何等級程度であるかを調べ、それによって等級マップを作成し、

どの程度の等級なら、どの星が見える（天の川が見える）等の情報を盛り込んだ地図を作って、水戸市及び

その周辺に発信していく。さらに数回の天体観望会を行い、地域住民に街中でも見える星を紹介していく。

また、周囲が開けて、夜空も明るくない条件の良い所を、測光を通し探し、「天体観測スポット」として　

提案する。

　

　社会の都市化によって、現在各地で街路灯、

広告の為の照明、自動販売機、サーチライト等

が増え、地上の明るさが明るくなるとともに、

上方に漏れる光によって、夜空の明るさが明る

くなっている。この事を光害といい、今までに、

運転に障害が出る、植物の発育に問題が現れる

等の報告がなされている。また天体観測を行っ

ている上でも、夜空が明るくなる事により、見

える星の数が減ったという事を経験上からも感

じざるを得なくなっている。国立天文台が中心

となり、1980 年代から「全国星空継続観測＝

スターウォッチングネットワーク＝」にて、夜

空の明るさの継続的な調査が行われてきている

が、それは各地域で観測したデータを中央に提

供して、統計的なデータを取っている形である。

我々はそれに加え、光害を防止する為には、地

域としっかりと密着し、連携を図らなければと

いう考えから、さらに密な明るさ調査及び、地

域と連携した明るさ調査を行い、そして地域に

情報を発信していきたいと考えた。光害という

問題があるということを知ってもらうことから

始め、観望会を通して天体に興味を持っていた

だき、もっと見たいという気持ちや原因を知り

たいという気持ちを掻き立てて、光害防止への

第一歩となればと思う。

理学部・理学科　地球環境科学コース　2 年　檜木　梨花子

特集2

光害（ひかりがい）対策プロジェクト
～暗い夜空を求めて～



13茨城大学環境報告書 2009

[ 連携先 ]

水戸第二高等学校の岡村典夫先生、茨城県高文連天文・科学部会加盟高等学校の生徒

 プロジェクトの成果
   光害（ひかりがい）の原因は人間の活動によ

る過剰な照明光が原因である。生態系や、交通、

エネルギー等に影響を与え、今後さらに深刻に

なっていくと思われるこの問題について、多く

の人に知ってもらい、考えて頂きたい。その為

に客観的なデータを示し、一般的に光害につい

ての議論を行える様に、水戸市内の夜空の明る

さの分布について測定した。多くの地点を簡単

に測定出来るというメリットから、スカイ・ク

オリティ・メーター（SQM）を主に用い、ま

たデジタル一眼レフカメラも、SQM の客観性

の検討の為に併用し測定した。水戸駅が 16.0

等級と一番明るく、そこを中心としてほぼ同心円状に夜空が暗くなっていた。一番暗い場所でも 19.6 等級

と、他の地域と比べると光害の影響を全域に受けていた。

　水戸のほぼ全域141ヵ所を測定することによって段階的な等級マップが製作出来、それを基に、どこで星

が見やすい等の情報を盛り込んだ地図「夜空の明るさマップ」を製作、水戸の小・中・高等学校、図書館に

配布した。また測定を通して、夜空が暗く、交通の便が良い等、良い条件を備えた場所を探し、水戸周辺の

従来の天体観測スポットともに紹介した「星見スポット冊子」を製作、配布した。

　広報の為に、2 回（企画 3 回中 1 回は雨天中止）水戸駅にて天体観望会を行い、市民や水戸に足を運ん

だ人々に対して、街中でも見える一等星の星、木星、金星、月を紹介した。11 月には雨天ながらも駅で光

害の広報、12 月にはキャンドルナイトに乗じ、観望会、光害についての広報、アンケートを実施した。駅

ビルの光に阻害されながらも、多くの人に望遠鏡を覗いて頂き、様々な感想や光害についての意見を聞くこ

とが出来た。また光害意識調査アンケートを、観望会でだけでなく、茨城大学生、教員、高文連天文・科学

部加盟高校の生徒にも回答して頂き、約 300

人分のデータを得た。データを得たのみでな

く、アンケートの記述欄に「光害という問題

がある事を初めて知った」という方が多く、

光害の普及にもなった。

   今回は、初めての調査という事もあり、問

題点も浮上した。しかし測定のノウハウの確

立、問題点の改善追及を行い、茨城県高文連・

天文・科学部に所属している高校の地学部等

と来年は測定を一緒に出来る土台を確立した。

これは、水戸市のみでなく、茨城県全域の調

査やさらに密な調査、及び地域と連携した情

報発信、対策を行う為に重要な成果である。

[ 参加者 ]

椎名　高裕（理学部・理学科　地球環境科学コース ２年）

山上　晃央（理学部・理学科　地球環境科学コース ２年）

小西　貴博（人文学部・社会科学科 ２年）

野口　浩志（人文学部・社会科学科 ２年） 

SOON KANG LOW（理学部・理学科　物理学コース １年）

久保田智穂（理学部・理学科　物理学コース １年）

秋田　和成（理学部・理学科　物理学コース １年）

西村沙知子（理学部・理学科　地球環境科学コース ２年）

小畑　大樹（理学部・理学科　学際理学コース ３年）
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人文学部・人文コミュニケーション学科　２年　神立　由希

特集3
海辺の子供たちへのジュニア教育プロジェクト

 プロジェクトの実施計画概要
（１）プロジェクトの概要

　自然との関係性が希薄な現代において、「水」と接する機会は非常に限られています。海辺に位置する大

洗町もその例外ではなく、「水」との付き合い方も知らずに大人になってしまう人も珍しくないと聞いてい

ます。子供のころから地域の貴重な資源である海とつながり、海との付き合い方を知り、海とたわむれるこ

とで地域環境とのつながりを体感することは、子供たちが成人後も大洗、そして大洗の海との精神的つなが

りを持ち続けることに有効だと考えます。

　ジュニア教育プロジェクトは、大洗町を中心とした地域の子供たちにライフセービングの知識を普及させ、

夏の海水浴場遊泳期間中や、日々の生活の中での水辺の事故ゼロを目指す活動です。この活動は、単に事故

発生時の対応を教えるというよりは、海との付き合い方を子供たちが理解・学習することで、事故の予防と

いう側面も持っています。

　連携先である大洗サーフライフセービングクラブの活動は、全国初の「バリアフリービーチ」として、近

年では「ユニバーサルビーチ」の先行例として全国から注目されています。“年齢、性別、身体の障害の有

無に関係なく、誰もが楽しく安全に楽しむことができるビーチ”を目指して活動し、活動の拠点である大洗

サンビーチは関東最大級の安全な海水浴場として、非常に高く評価されています。昨年（平成 19 年）には、

「バリアフリー化推進功労者」として内閣府特命担当大臣表彰奨励賞を受賞したクラブです。

　私たち茨城大学ＳＬＳＣは、子供たちがライフセービングの知識を獲得することに加え、人の命の重さ、

人命救助の大切さ、自然の中で遊ぶことの楽しさ、自然の偉大さを感じてほしいと考えています。

（２）連携の方法・内容

　このプロジェクトをするにあたり、私たちはまず大洗サーフライフセービングクラブの活動に参加し、夏

の遊泳期間中にパトロール活動を行います。町の研修施設に泊まりこみ、朝 5 時起床の毎日が続きます。そ

のパトロール活動の中で、大洗町観光課の方に協力してもらい、大洗町の小、中学校（大洗小、南中、大洗

一中など）にライフセービング体験学習の呼びかけをします。体験学習に参加してくれた子供たちには、実

際にライフセーバーの体験をさせたり、海の知識を

教えたりして、水辺の事故防止を呼びかけます。こ

のプロジェクトに参加する者は皆、ライフセーバー

として資格をもっているので、正しい知識を教える

ことが出来、かつ子供たちの安全面にも配慮した体

験学習を行うことが出来ます。

　また、この活動を通して、大洗サンビーチを広く

人々に知ってもらい、大洗町の観光スポットの活性

化にも役立てたら、と考えています。
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 プロジェクトの成果報告
(1) プロジェクトの概要

　このプロジェクトは大洗町と大洗サーフライフセービングクラブと連携し、大洗近隣地域の子供たちを中

心にライフセービング普及のためのジュニア教育を行うというものです。このジュニア教育の目的は、

１．子供たちの身の回りでの水辺の事故をなくす

２．ライフセービングの知識を得て、命の大切さ、人命救助の大変さを感じてもらう

３．関東最大級の海水浴場（大洗サンビーチ）の PR

以上の目的をもって今回このプロジェクトに取り組ませていただきました。

　大洗サーフライフセービングクラブでは、以前から「教育事業」としてジュニア教育を行ってきましたが、

監視活動に影響を与える為、教育事業にレスキューボードなどを使うことができず、ボディーボードやカヤッ

クなど遊具中心の‘海を親しむ’ことを目的とした教育しか出来ませんでした。しかし今回、レスキュー機

材を導入できたことで、教育の幅を広げることができました。

(2) プロジェクト計画

　2008 年に大洗町そして大洗の観光施設から要請があったのは以下の 10 項目です。

・アイアンキッズＪＬＳ教室　32 名                        ・ＪＷＷＣＬＳ教室　10 名

・釈迦小ライフセービングプログラム　22 名　         ・祝町・夏海小ライフセービングプログラム  73 名

・磯浜小ライフセービングプログラム　55 名            ・大貫小ライフセービングプログラム　13 名

・ＪＬＳ教室（初級）13 名                                    ・ＪＬＳ教室（中級）9 名

・祝町・夏海小ライフセービングプログラム  75 名    ・元気っ子　雨天中止

大洗サーフライフセービングクラブで行っていた教育事業を、私たち茨城大学 SLSC はライフセービング普

及のためのジュニア教育プロジェクトと変え、ライフセーバーのいる監視塔を見学する、レスキュー機材に

触れて人命救助の方法を知ってもらうことを中心と

したプログラムを組みました。

(3) プロジェクト結果

　このプロジェクトのメリットは、レスキュー機材

を導入したことにより、本格的なレスキュー体験の

実施、子供たちを沖（足の届かないところ）まで安

全に泳がせる、という幅広い教育が出来るように

なったという点と、子供たちがライフセーバーをよ

り身近に感じることで、より地域と密着したパト

ロールが出来るようになったという点です。

[ 連携先 ]

大洗町、大洗サーフライフセービングクラブ

 [ 参加者 ]

岡村　賢太 ( 理学部・理学科　2 年 )

齋藤　貴文 ( 理学部・理学科　2 年 )

上江洲智政 ( 工学部・機械工学科　3 年）

久保庭秀和 ( 教育学部・情報文化課程　3 年）

林　　尚志 （人文学部・社会化学科　3 年）

笛木　啓太 （人文学部・社会化学科　3 年）

八木　圭子 ( 教育学部・養護教論養成課程　3 年）

渡辺　法広 （教育学部・国語専修　4 年）

風間　　悠 ( 教育学部・養護教論養成課程　1 年）

溝越　彩乃 ( 教育学部・学校教育教員養成課程   1 年 )

末松みどり ( 工学部・生体分子機能工学科   1 年）

秋川知恵子 ( 教育学部・学校教育教員養成課程   1 年 )

玉城伸之介 ( 教育学部・学校教育教員養成課程   1 年 )

伊藤　拓哉 ( 工学部・知能システム工学科   1 年）
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特集4

 プロジェクトの実施計画概要
　トキワカサってなに？　まだまだ使えるのに放置されたり忘れ物にされて処分されてしまう

そんなビニール傘たちを回収し、ちょっとオシャレにデザインして再び水戸の街に無料レンタル傘として貸

し出すプロジェクトです。

  トキワカサはトキワカサ提携店のカフェや本屋さんに置いても

らう予定で誰でも気軽にしかも無料で借りることができ、いき

なり雨が降って困った際に手軽に使うことができます。そして

もし雨がやんだら提携店に返してくれればＯＫです。そしてそ

のトキワカサを提携店に返すことによって（返却は提携店全店

にて可能）さらに、水戸周辺で使えるクーポン券（５０円相当）

をプレゼントします。

　本来なら捨てられるはずだったビニール傘たち。そんな傘た

ちを水戸にいるみんなでもう一度、大切に使いつづけることに

よってごみ問題をひとつ解決しみんなで同じものを共有するという意識を高める。

《内容》

・電車やバスなどで置き忘れられたビニール傘の回収・修繕　　・デザインをプリント

・市内の店舗・施設にトキワカサの設置　　・各種イベントへの参加、雨天時の傘の無料レンタルを実施　

・スタッフ・提携店・提携施設・スポンサーの募集　　・破損した傘を分解してリサイクル　

・ビニール傘を長く大事に使ってもらえるように、デザインやポプリという形で付加価値を与える　

《計画》

      ６月 夏至のキャンドルナイトに参加 　　　　     　  11 月 学園祭に協力

      ７月 スタッフ・提携店・スポンサー募集、傘集め　     12 月 冬至のキャンドルナイトに協力 

      ８月 スタッフ・提携店・スポンサー募集、傘集め     　  1 月  梅まつりに向けて準備 

      ９月 トキワカサ試験運用                           　　　   　 2 月  梅まつりに協力 

   10 月 トキワカサ広告を掲載して運用                             3 月  梅まつり・夜梅まつりに協力

《期待される成果等》

・ビニール傘のリサイクルによる地球温暖化の緩和、

　資源の節約

・ＥＣＯな活動が、個人個人の利益につながることを

　認識してもらえる

・水戸の商店街の活性化     

・水戸の交通網の活性化

・大学生の ECO な取り組み＝大学のイメージアップ

・偕楽園のイメージアップ＝茨城県のイメージアップ

Ｔｏｋｉ和傘プロジェクト

理学部・理学科生物科学コース　３年　井坂　勇方
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[ 連携先 ]

水戸青年会議所、みと青年会、水戸市植物公園、ツクバエクスプレス、ＪＲ水戸駅、鉄道会社、バス会社、水戸の商店街、茨城大学、常磐大学、

梅祭り、夜梅祭り、キャンドルナイト、等各種イベント

 [ 参加者 ]

石澤美由紀 ( 社会人 )

及川　恵理 ( 人部学部・社会科学科  2 年 )

安島　　崇 ( 常磐大学  3 年 )

松本　昌人 ( 社会人 )

松井　辰弥 ( 常磐大学 3 年 )

菅野　雄也 ( 人部学部・社会科学科  4 年 )

堀江真由美 ( 人部学部・社会科学科  2 年 )

橋本　瑞樹(教育学部・学校教員養成課程音楽教育コース音楽専修1年)

宮道　光平 ( 理学部・理学科地球環境コース 1 年 )

 プロジェクトの成果報告
　７月：水戸駅、駅長と副駅長との話し合いにより、トキワカサ設置スペースの確保、雨天時以外の保管

　　　　スペースの確保。

　　　　常磐大学トキワカサ設置・保管スペース・運営スタッフ確保のため交渉、ボラセンというサーク

　　　　ルの紹介を受ける、現在そこのサークルメンバーとともに活動中。

　８月：工房ゆきわりそうに梅型香り付ポプリの作製を依頼。

　9 月：トキワカサ、キャンドルナイトキャンペーン用デザイン作り。

 10 月：某鉄道会社様と交渉の末、置き忘れのビニール傘２００本を譲り受ける。   

 11 月：キャンペーン開始、駅前にてトキワカサのチラシ１００枚配布。

　　　　トキワカサロゴデザイン作り。　トキワカサ梅型香り付ポプリ試作品完成。

 12 月：キャロル＆キャンドル　イベントキャンペーン用傘５本テスト作製。

　　　　駅前イベントにてトキワカサのチラシ４００枚配布。  トキワカサンタキャンドルプレゼント。   

        　会場にて１８００枚のチラシと２００個キャンドルを配布。

  　　　クラフトブースとしてニコネットつくばさんと協力し、「わたしにできること」を出展。

       　 来場者数２０００人以上のイベントのキャンペーン活動。

　１月：水戸観光協会に交渉、トキワカサ設置・保管スペースの確保、夜梅祭りの参加。 

　　　　水戸市植物公園へ、トキワカサ設置・貸し出し・管理の要請。

 2.3 月 : 梅祭り、夜梅祭りで傘の貸出。

　　　　2009 年の梅祭りは天候不順が続き、開催中には雪に見舞われることもあった。

　梅の香り付きポプリを人形型にしたおかげで、小さい子供が積

極的に利用してくれた。利用客は梅祭りに来る客層のせいか年配

者が多かったように思われる。若者が梅祭りに参加しているのが

珍しいようで，多くの方からご声援をいただいた。

　Toki 和傘の貸出許可をもらうため、渉外活動を継続的に行った

結果、水戸駅のイベント時や紫陽花祭りなどでも貸出をして欲し

いとの要望を受けた。

　現段階では、リユースという目的を達成するための良い回収方

法が確立しておらず、街中など広域エリアでの貸出は難しいと考える。

　無料で貸出を行い、ビニール傘をばら撒くのでは逆に資源の無駄遣いに繋がってしまう。地域住民の意

識の向上とともに事業を進めていく必要性を感じた。

　今後は、植物公園や歴史館、ジャスコやロックシティ、千波町や渡里町などある程度区切られたエリア

での貸出を行い、さらに広域で行える方法を模索していきたい。

　また、壊れたビニール傘のリサイクル方法もできていないので、その点も解決していきたい。

　傘は雨が降れば必需品で、それを貸し出すことは確実にニーズがあります。天候に左右されるため不安

定なニーズではあるが、街に浸透させられればなくてはならない存在になるでしょう。街作りに近い内容

なので時間はかかるが、確実に成果を積み上げていきたいと思います。

法が確立しておらず、街中など広域エリアでの貸出は難しいと考える。

落合　勇太 ( 理学部・自然機能科学科  3 年）

豊田　優介 ( 理工学研究科・自然機能科学専攻  M1）

星野　彩子 ( 農学部・資源生物科学科  2 年）

加澤 　亮一 ( 理学部・理学科生物科学コース  2 年）

高山　　俊（工学部・メディア通信工学科  2 年）

須藤 　陽介 ( 社会人 )

菊地　　涼 ( 常磐大学  3 年 )

小寺　章司 ( 理学部・理学科科学コース  1 年 )

萩原湖珠恵 ( 人部学部・社会科学科  2 年 )
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3

理学部　地球環境科学コース・学際理学コース　北　研究室

環境配慮のための研究活動・環境教育

1) 環境配慮のための研究活動

 大気環境変動の解明を目指して

　我々の研究室では、ますます社会的にも重要性が増

している大気環境の変動を理解するため、様々な活動

を行っています。報道などでは、気候変動とその要因

としての二酸化炭素だけがクローズアップされていま

すが、その影響は比較的よくわかっていますので、さ

らに未知の領域を目指しています。

　主な対象は、対流圏オゾンと黒色炭素エアロゾルで

す。地表付近の対流圏では、成層圏オゾン層と異なっ

て、排気ガス他に含まれる窒素酸化物などで汚染され

た空気中の化学反応でオゾンが作られます。オゾンは、

酸化作用により人の健康や農作物など植物生育に悪影

響を及ぼし、また強い温室効果で気候変動の一因となります。光化学スモッグの主成分もオゾンです。日本では、

公害が激しかった 1970 年代以降オゾンは減少していたのですが、1980 年代後半より再び増加傾向に転じ、

日本全国で環境基準が達成できない状況が続き、また都市域以外でも光化学スモッグが発生し健康被害も散発し

ています。この要因として、経済発展により日本の風上のアジア大陸でオゾンが増加していることが挙げられて

いますが、国際的対応のためにも研究を進めより明確な科学的根拠を得る必要があります。

　エアロゾルは日傘効果などにより地球を冷却すると考えられていますが、「すす」のような黒色炭素エアロゾ

ルは、太陽光を吸収して周囲大気を加熱し気候に有意な影響を与えます。黒色炭素エアロゾルもアジア大陸での

急増による影響が懸念されています。我々は、日本のみならず中国や東南アジアに行ってオゾンや汚染物質の観

測を行ったり、また写真のように航空機を用いて、黄海～東シナ海～日本海

上空で、大陸から輸送されてくる汚染空気を捉え、その環境影響を調べたり

しています。学生の皆さんも、大気環境には非常に興味を持っており、毎年

多くの学生が観測などの研究活動に積極的に参加しています。

　我々の研究室の特徴の一つは、新しい大気環境計測技術の導入、特にこれ

までないものなら自分たちで作ってしまおうという新技術の開発です。茨城

県霞ケ浦研究センターや県下の企業と協力して、対流圏オゾンの増加に関し

最重要な窒素酸化物を正確に測定するため、光分解コンバーターを開発し、

特許申請、製品化しました。また、新しい活動の目玉は、宇宙からの大気環

境計測です。JAXA や情報通信研究機構との協力で、この 9 月に国際宇宙

ステーションに搭載されるサブミリ波サウンダ SMILES により成層圏オゾ

ンなどを宇宙ステーションから観測するプロジェクトのサイエンスチームに

参加しています。さらに将来、アジア地域の大気汚染状況を、気象衛星ひま

わりが雲を観測するように、時々刻々監視する静止大気環境衛星の実現を目

指して活動しています。

2009 年 3 ～ 4 月に行われた日韓共同航空機観測に学生と参加

茨城県の日立南部大気監視局に、開発

した光分解コンバーターを設置、長期

フィールド試験を実施
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理学部、農学部、広域水圏環境科学教育センター及び

茨城県霞ヶ浦環境科学センターによる地域連携プロジェクト

環境配慮のための研究活動・環境教育

 霞ヶ浦流域環境再生のための総合的な地域生態系機能改善の研究

　霞ヶ浦流域は大都市近郊型の農業地帯として、またベッドタウンとして開発が進んできた経緯があります。その

結果、霞ヶ浦は水資源として利用されると同時に、様々な排水を受け入れる湖沼となり環境の悪化、特に水質汚濁

が進行しました。本事業の目的は、茨城大学のこれまでの研究の連携・統合化を図り、新たな観点からの再展開に

よって、霞ヶ浦における流域・湖沼環境再生の道筋を提示することです。新展開の基軸は、湖を取り巻く生態系の

多面的機能の再生であり、４つの機能（物質循環、食料生産、環境調節、社会・文化形成）を総合的に活用して、

汚濁負荷の削減、自浄能力の強化、地域資源としての流域・湖沼環境の健全化を図ることです。具体的に目指す成

果は、（１）流域農業地帯からの栄養塩類流出制御技術の開発、（２）水質及び生物モニタリングシステムの確立、

（３）物質循環シミュレーションモデルの開発、（４）以上のプラットフォームとしての霞ヶ浦流域生態系情報デー

タベースの構築です。これらは、研究ネットワーク及び地域社会との連携の強化に役立つと共に、生態系機能を理

解した環境マネージメントを担う人材の養成に対しても有効になると考えています。

霞ヶ浦へ流入する河川の水質サンプリングの様子
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環境配慮のための研究活動・環境教育

農学部　生物生産科学科　新田　洋司　教授

 バイオ燃料作物（スィートソルガム）の開発・栽培に関する研究

　まだ、十分に利用開発が進んでいないスィートソルガムを栽培し、遊休

地や耕作放棄地を利活用するとともに、バイオ燃料を生産するシステムの

開発を行っています。

　スィートソルガムはイネ科のソルガム種の一種で、茎に多量の糖を蓄積

しています。栽培期間は 4 ～ 5 カ月と短く、寒冷地や良好でない土壌でも

栽培が可能です。スィートソルガムを収穫し、茎から搾り取った搾汁液は

糖度が高く（約 15％）、1 個体から約 90 ｇの糖を採取することができ

ます。この糖を発酵させることでアルコール生産が可能となるため、現在有

望なバイオ燃料作物として注目されています。

　本研究室では、作物学、植物栄養学、土壌学など多面的な観点から、耕作放棄地等での栽培至適システムを

開発するとともに、アルコール発酵生産に最適な搾汁液の調製方法と発酵条件を開発しています。研究試算結

果では 1ha の畑からおよそ 5 トンのエタノールが製造可能となることが分かりました。

スィートソルガム
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 大塚池探検隊
教育学部　人間環境教育課程 ( 知識経営 )　郡司　春元　准教授

　水戸市西部にある大塚池公園にて、地域の子ども・家族向け環境教育活動を月に一度行っています。教育学部の

学生が中心になっている茨城大学ネイチャーゲーム研究会が企画・運営し、教員も顧問として助言しています。子

どもたちや保護者も参加しての水質調査を活動の柱として、公園の自然に親しむ活動や渡り鳥について学習する活

動などを行ってきました。冬は公民館を借りて、pH（酸性、アルカリ性の程度）について学ぶ実験教室も活動の

プログラムに取り入れました。今後は更に上流・下流に目を向けた地域活動への広がりが期待されます。

教育学部　学校教育養成課程（理科教育）　清木　徹　教授

　2007 年度より水戸市千波湖の水質改善のための環境調査を水戸市役所環境課と連携して実施しています。

2008 年度は湖内３地点の水質調査（濁度、全有機炭素、全窒素、形態別無機窒素、全リン、リン酸リン、クロ

ロフィル -a、プランクトン種同定）と河川からの流入水の汚濁負荷量、湖沼からの流出水の排出量調査を毎月１

回測定し、湖内の炭素、窒素、リン等の物質収支を把握しました。なお、これら以外に、千波湖の富栄養化によ

る有機汚濁量であるプランクトンの一次生産速度についても季節ごとに年４回測定を実施しました。

　市役所は COD 等の環境基準項目の測定を実施し、これらのデータは相互で共有し、今後の汚濁対策策定のた

めの基礎資料として活用します。

 水戸市千波湖の水質改善のための環境調査

環境配慮のための研究活動・環境教育

大塚池公園で水質調査をする子どもたち

千波湖での水質調査の様子
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 教育学部理科講座の取組
　「地学実験 A」の一環として、６月 13 日から 15

日、那須・茶臼岳に巡検を行いました。主に１年生

を対象にした巡検で、40 名の参加者がありました。

大自然の中、専門的な科学的説明を受けた受講生は、

フィールド研究の魅力を身をもって味わうことがで

きました。

 ICAS 取組
　2007 年６月から始まった新聞連載「茨城大学発、

持続可能な世界へ」（茨城新聞、火曜）は 2008 年度

も継続され、休刊日を除いて第 38 回から第 86 回ま

で欠かすことなく 49 回を掲載しました。大学が新聞

社と連携して進める事業として注目を集めています。

HP アドレス：

h t t p : / / w w w . i b a r a k i - n p . c o . j p / s e r i e s /

daigakuhatu/menu.htm

　５年生（全３クラス）は「ひびきの時間」（総合学

習、週２時間）すべてを、那珂川をフィールドにした

活動「那珂川チャレンジ 2008!」に充てました。子

どもの見方・考え方・感じ方を豊かにし、活動を通し

て得られた自信を生かして新たな課題に挑戦していく

ことを目標として行われました。

NHK 高校地学にも出演する伊藤孝准教授

サケの稚魚を放流

 教育学部附属小学校の取組

「茨城大学発、持続可能な世界へ」掲載記事の例

環境配慮のための研究活動・環境教育
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2) 環境教育

環境配慮のための研究活動・環境教育

　現在、茨城大学では環境教育や環境保全に関する研究・開発が盛んに行われいます。特に、環境に関す

る授業は多く、たくさんの学生が受講しています。各学部・大学院の関連科目を紹介します。

《人文学部》
科目 担当教員 ねらい 年次

食料・農業経済論Ⅰ 河野　直践 
環境問題等が重視されるようになるなかで、農的な視点を獲得することによっ
て、自然と共生する経済・社会・ライフスタイルを考える力を獲得する。  

3 年次

食料・農業経済論Ⅱ 河野　直践 
農業・農村がかかえるさまざまな問題を具体的に理解して、農業・農村の振興
方策を考える力を得る。

3 年次

環境政策論 原口　弥生
戦前期から現在までの国内の環境政策の動向について歴史的に概観し、環境政
策形成における行政・企業・市民セクターの時代ごとの役割の変化について考
察し、具体的な環境政策の現状や課題について検討する。

3 年次

環境社会学 原口　弥生  
なぜ、今「地球環境問題の時代」と言われるのか。戦後の各時代を象徴する環
境問題（水俣病、廃棄物、地球環境問題）を取り上げ、過去の教訓そして現在
の位置を確認する。

2 年次

福祉環境概論 渋谷　敦司 
戦後の高度経済成長を通じて地域社会の構造がどのように変化したのかを、国
家、地域、家族、企業、社会運動のからみあいの中で概観し、福祉問題、環境
問題が形成される地域社会的背景を検討する。  

2 年次

人文地理学 IV 小原　規宏 
農業地域区分や農耕の起源と伝播など農業・農村地理学における伝統的なテー
マを理解した後、農業の工業化や農業・農村政策の意義など現代の農業・農村
の実態とそれを地理学からアプローチする方策を探る。  

3 年次

国際協力論 三輪　徳子
主要な開発問題の現状と国際協力の役割について概観したうえで、国際協力が
実際にどのように行われているのか、より効果的な国際協力の実施に向けての
課題は何かについて学ぶ。

2 年次

平和学 蓮井誠一郎
平和学の基礎的な理論の立場から、現代世界における平和、環境、開発につい
ての諸問題の構造を理解し、その克服法について学ぶ。

2 年次

地域社会論 帶刀　　治
地域社会と住民の生活・意識・活動などに関する社会学的研究の成果と課題に
ついて学習する。「地域社会」の定義の考察から、地球温暖化といった問題と
近隣住区での CO2 削減活動が深い関連をもつことなどの理解を得る。

2 年次

地域産業振興論 齋藤　典生 

農林漁業振興に果たす協同組合の役割と、原子力施設の立地問題を例にとっ
て、地域産業と環境問題の関係を論じる。後半では、いわゆる“まちづくり三
法”の仕組みと都市のあり方、賑わい再生に向けた住民の取り組み等を明らか
にする。  

3 年次

基礎演習 I  髙井美智明 
環境問題を企業経営から捉える際の視点を示し、製造業のみならず金融業・
サービス業においても環境を配慮した経営が可能であることを具体的に考察
し、企業の環境リスクコミュニケーションの現在を理解する。  

2 年次

社会と政治 蓮井誠一郎    
日本と世界はどれくらい「平和」なのでしょうか？平和の意味、テロや貧困、
環境問題などの原因について、平和学の視点から探っていきます。

1 年次

社会と経済 斎藤　典生
地球環境問題、そして京都議定書について整理し、日本政府、企業、地方自治
体等の考え方や対応策を検討する。環境問題と密接に関連する森林の機能、日
本の林業の現状と課題といった視点からテーマに迫っていく。

1 年次



24 茨城大学環境報告書 2009

《教育学部》

環境配慮のための研究活動・環境教育

科目 担当教員 ねらい 年次

社会と経済 河野　直践

（１）産業化・グローバル化とは異質な、時給を重視しようとする食や農の論
理、( ２）自由競争・利潤原理の一方に存在する、人びとの有機的な協同活動
の論理、（３）地域経済や地域の農林業と環境や倫理の関係、について考察す
る。

1 年次

社会と人間 帯刀　　治

社会変動の主要トレンド、グローバリゼーション、情報技術革命、少子高齢・
定住人口減少⇔交流人口拡大、自然環境保全、分権型社会創造などについて学
習し、現代社会の構造的特質について考え、そうした現代社会に私たちはどう
対処したらよいかについて考察する。

1 年次

社会と人間 原口　弥生
社会学的視点から環境問題の背景やその要因について探り、政策論や運動論の
観点から解決策について検討する。

1 年次

社会と人間 村中　知子
人間の生活における人口と環境の密接な関わりあいを統計や事例を通して学
ぶ。人口、環境、人間生活というテーマに関わる問題を、社会と個人の双方か
ら、またそれらの要因を相互に関係づけて考察する。

1 年次

科目 担当教員 ねらい 年次

環境科学への数学 曽我日出夫
環境問題を扱う上で必要となる数理処理について具体例とともに解説する。微
積分による数理モデル論および確率論の導入教育でもある。 

1 年次

環境と社会  賀来　健輔  環境問題と人間との関係性を理解することに努める。   1 年次 

環境科学総論 
曽我日出夫
　　　　他 

環境問題には、どのようなタイプのものがあるかを概説し、理解していくには
どのようなことを勉強する必要があるかを解説する 

1 年次 

環境生物学  山根　爽一 
生態系の構造と機能などを学び、最後に、これらの知識を指標生物、生物濃縮
などの観点から環境問題と関連づけて考える。 

1 年次 

環境計測法 曽我日出夫
環境問題を扱う上で必要となるさまざまな計測について、その方法や原理を解
説する。また、計測における誤差についても基本事項を説明する。

2 年次

環境教育論 郡司　晴元
環境教育の基礎を学ぶのと並行して現在普及しているパッケージドプログラム
を実際に体験する。終盤は様々な場面での環境教育実践を取材・紹介し考察を
深める。

2 年次

住環境計画学 乾　　康代
住環境の計画を歴史的に振り返り、現在の居住地の特質や住環境の課題を概観
し、居住地見学や事例研究で住環境計画のあり方を学ぶ。

2 年次 

衣生活論   吉田　紘子
被服を着ることによって生存できる環境が広がったことについても理解を深め
る。環境問題や衣料障害など衣生活上の問題についても考察する。  

2 年次 

環境化学  松川　　覚 
エネルギー問題・身近な人工化学物質についてはもちろん、水環境汚染、地球
温暖化、酸性雨といったいくつかの環境問題のメカニズム等についても化学の
観点から簡潔に他人にも説明可能となるようにする。 

2 年次 

環境政策論  賀来　健輔 
環境基本法を始めとして、主要な環境法や環境政策の政策立案・決定・執行過
程などを学習し、日本においてどおして強力な環境政策が行えないのか、その
困難性の要因等を考える。  

2 年次 

現代社会の構図  賀来　健輔 
デモクラシーとは何かということを念頭に置きながら、現代生起している最新
の政治的課題（女性の社会・政治進出、環境問題と政治、インターネットと政
治、政治参加、NPO・NGO と政治等々）を取り上げる。   

2 年次 

水環境論  清木　　徹 
水環境汚染のメカニズムや保全対策の仕組み（法規制制度、環境行政機構、環
境や排水の基準等）、処理方法、環境分析等の説明を通じて、我が国の水環境
問題の実態や、問題点、その保全対策について学ぶ。 

2 年次 

生活の中の環境問題 
曽我日出夫
　　　　他 

環境 ( 汚染 ) 問題について具体的に解説したり、その解決策などを共に考えて
いく。全体として、日常生活に深く関係していることを題材として、環境 ( 汚
染 ) 問題を考える。  

2 年次 
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環境配慮のための研究活動・環境教育

《理学部》

科目 担当教員 ねらい 年次

地球環境論  清木　　徹 

地球環境問題は温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少等、一見それ
ぞれ異なる事象の問題が独立して存在しているよう見えるが、本質は一つであ
る。本講義では、これら個々の問題事象の発生原因や仕組、問題点、対策等に
ついて説明すると同時に、地球環境問題の根本的原因についても考え、今後日
本がこれらの事象に対して、どのような貢献が出来るのかを学習する。  

2 年次 

衛生学  瀧澤　利行 

本講義では、健康生活の条件となる生活上および環境上の諸条件について広く
理解し、人間生活と環境の望ましい相互関係について知り、その維持のしかた
を考え、実際の環境管理のための方法的原則を学ぶ。特に、人間の生活圏であ
る気圏、水圏、土壌、光線、温熱条件、音と振動、電離放射線などの影響の程
度を知るとともに、これらを人為的に調節する方法を学習する。  

3 年次 

汚染化学論  清木　　徹 
大気汚染、騒音、悪臭、産業廃棄物やゴミ等、我が国の現在の環境問題につい
て説明する。

3 年次 

環境特別演習 I 
山根　爽一

　　　　他
環境問題をとらえるために必要な知識、考え方、手法などを学ぶとともに、「持
続可能な社会」についての理解を深める。

3 年次 

環境分析実験  清木　　徹 

技術的観点から環境問題を取り扱う場合は、環境データがすべての基本となる
ため、環境の分析や解析は避けて通れない。本実験では、環境調査を行う上で、
最低限必要となる環境汚染物質について実際に分析を行い、分析の技術や知識
を修得する。  

3 年次 

環境教育演習 郡司　晴元
環境教育実践のための基本的な技術と考え方を実習を通して学習する。終盤は
グループに分かれて、環境教育実践を計画し相互に実践する。

3 年次 

環境特別演習 II 
山根　爽一

　　　　他

卒業研究を行う上で必要な環境科学についての知識、考え方、手法を学ぶ。文
献や実地調査を基に、対象とする環境問題に関わるテーマについての理解を深
める。  

4 年次 

科目 担当教員 ねらい 年次

生物の分類 小島　純一
生物の分類、分類と進化の関係等を主に取り扱うが、人間生活の影響により失
われゆく生物資源等についても取り扱う。

1 年次 2 年次
以上全学共通

地球と生命の進化
岡田　　誠 
安藤　寿男

地球史的環境変遷と生命の進化が中心テーマであるが、増え続ける二酸化炭素
など、人類の活動が自然環境に与える負荷についても取り扱う。

1 年次 2 年次
以上全学共通

地球の環境と物質 田切美智雄
地球と地球環境を理解するための地学要因と、それらの組み合わせで地球の現
象や環境変動を理解させる。環境についての時事問題も取り上げる。

1 年次 2 年次
以上全学共通

水辺の生物学 中里　亮治
水辺にすむ多様な生物群集について学び、人間活動が水辺の生物とそれらをと
りまく環境に及ぼす影響について考察する。

1 年次 2 年次
以上全学共通

環境と人間
本田　尚正 
北　　和之

物理環境、生物環境の変遷と人間活動による変化について学び、地球環境問題
の現状について考える。

1 年次以上全
学共通

基礎化学実験Ⅰ
神子島博隆 
森　　聖治
　　　　他

安全な化学実験を行うための基本を学ぶことを重視する。 1 年次

基礎地球惑星科学Ⅰ
宮下　　芳
　　　　他

太陽と地球環境の関わり、大気現象と気候変動、地殻活動と地震等地球環境科
学の基礎を学ぶ。

1 年次

基礎地球惑星科学Ⅱ 天野　一男 自然災害や環境問題を自然科学的に理解するための地球科学的常識を学ぶ。 1 年次

生物学通論Ⅱ
小島　純一 
堀　　良通

多様性生物学の基礎的科目であるが、生態学的観点から地球環境の問題も論じ
る。

1 年次

地質環境科学実習 高松武次郎 地質・水環境汚染に関わる問題を現場調査や室内観察実験を通して理解させる。
汚染物質の分析法についても学ぶ。

2 年次

一般化学実験／基礎化
学実験Ⅱ

川田　勇三
　　　　他

実験に関する基礎知識として、安全確保、廃棄物処理法、関連法規などについ
ても学ぶ。

2 年次
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環境配慮のための研究活動・環境教育

科目 担当教員 ねらい 年次

生物学基礎実験Ⅰ
石見　幸男

　　　　　他　
生物実験を安全に遂行出来る基礎技術・知識・判断力を涵養する。 2 年次

大気環境の科学Ⅰ 北　　和之
大気環境、特に気象に関連し、大気の温度構造と温室効果、気温減率、大気大
循環等基本概念の定量的理解を目指す。

2 年次

地球環境科学入門Ⅰ
宮下　　芳
　　　　他

オゾンと大気環境、気候変動とエアロゾル、プレートテクトニクス・地震・地
震による揺れと災害なども学ぶ。

2 年次

地球環境科学入門Ⅱ
天野　一男
　　　　他

火山噴火と災害、自然災害、人的環境改変、自然環境の持続的開発、科学者・
技術者の倫理なども学ぶ。

2 年次

地質環境学概論 高松武次郎 地質環境と人間活動の相互作用全般を扱う。 2 年次

太陽地球環境学実験
北　　和之
　　　　他

大気現象のコンピュータシミュレーション、オゾン等の大気組成観測を行う。 3 年次

地質環境科学研究
Ⅰ B、Ⅱ

高松武次郎
土壌、地質、地下水などで起こっている汚染などの環境問題について、調査報
告や研究論文を通し幅広く学ぶ。

3 年次

植物生態学実験
堀　　良通 
山村　靖夫

環境条件（土壌の水分量、pH、栄養塩類、光量等）の測定を通して、生態学
の実験法を学び、理解を深める。

3 年次

陸水環境科学実習 中里　亮治
富栄養湖である北浦を調査フィールドにして実習を行い、陸域環境科学、特に
湖沼に関わる環境科学の基礎を学ぶ。

3 年次

陸水生物学 中里　亮治
湖の富栄養化などの生物環境問題について事例を示して説明し、湖沼の生物群
衆と環境要因との関わりを学ぶ。

3 年次

環境リスク
マネジメント論

本田　尚正
化学物質および自然開発を題材として環境リスク管理について学ぶとともに、
持続的な開発と環境保全のあり方を考察する。

3 年次

古海洋学 岡田　　誠 人類の活動の海洋環境への影響などを考察する。 3 年次

生態学野外実習 山村　靖夫 植生への温度・湿度・地中温度・光環境の影響などを調べる。 3 年次

大気環境の科学Ⅱ 北　　和之
大気環境変動をもたらすオゾン、温室効果気体などの大気物質の濃度を決定す
る諸過程、オゾンホール、広域大気汚染、酸性雨、などについて講義する。

3 年次

保全生物学
森野　　浩 
堀　　良通

生態系の機能と環境保全の関係を理解し、環境保全の方途を学ぶ。 3 年次

分子解析 泉岡　　明
化学実験心得、毒物・劇物の取扱いと管理、環境・安全対策等についても多く
の時間を割いて教育する。

4 年次

《理学部》大学院理工学研究科　地球生命環境科学専攻における環境関連科目
科目 担当教員 ねらい 年次

環境化学 大橋弘三郎
化学物質の循環・移動が人に及ぼす影響を、無機化学や分析化学の視点から理
解する。

1、2 年次

立体制御特講 神子島博隆

現代の有機合成化学では、グリーンケミストリーあるいは環境調和の観点か
ら、高原子効率かつ高選択的な反応の開発が要求されている。本講義では選択
的反応の中でも特に立体選択的な反応に着目し、立体制御を行う上で基礎とな
る事項を学ぶ。

1,2 年次
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科目 担当教員 ねらい 年次

機械製作基礎 前川　克廣

自動車のエンジン、時計、コンピュータなど、機械（一定のメカニズムにした
がって動く人工物）にはメカ（しくみ、機構、機能、知能）とかたち（構造、
材料、加工・組立て）が必要である。このような機械の製作には、狭い意味で
の機械加工（材料を伸ばしたり、つぶしたり、溶かしたり、削ったり、くっ付
けたり）と、広い意味での生産工学の知識が必要であり、両者について学習す
る。

1 年次 
（機械）

熱力学 I 金野　　満

熱力学的系及び熱力学的平衡を理解した後、エネルギー保存法則を熱と仕事と
の関係に着目して整理し、物質交換のない閉じた系ならびに定常的に物質交換
のある開いた系に適用する。次に理想気体の状態変化を例に、温度、圧力、内
部エネルギー等の状態量について古典熱力学ならびに分子運動論的立場から理
解を深める。

1 年次 
（機械） 

生物入門 小野　高明

生命科学、バイオテクノロジー分野は学際的分野であり、旧来の生物学に分子
的、情報学的側面を加えた新しい生物学と、物理、化学、数学等を含めた広範
な学習が必要とされる。本講義では、主に高校で生物を履修していない学生を
対象に、専門科目の履修に必要な現代生物学の基礎を学ぶ。

1 年次 
（生体）

応用地質学 天野　一男

講義は「基礎編」と「応用編」の２部で構成されている。基礎編では土木技術
者や環境工学技術者に必要な地質学の基礎を解説する。応用編は、土木、自然
災害、環境への地質学の応用について解説する。講義全体を通して、地球の歴
史的な背景を理解した上で技術を考える大切さを伝えたい。

1 年次 
（都市）

都市システム工学序論
横山　功一 

学科関係教員

本授業では、都市システム工学科とは何か？従来の土木工学や建築学との違い
は何か？どのような技術者になるのか？そのために何を身につけるのか？と
いったことを明確にする。また、個別分野の技術の歴史，課題、方法論などを
紹介し、各分野の学習および進路のガイダンスとする。

1 年次 
（都市）

環境工学【機械】 田中　伸厚

化石燃料、原子力などのエネルギーと地球温暖化、オゾン層破壊などの環境問
題について解説する。特に、その基礎となる原理や理論の理解を目的とする。
主なテーマとして、温室効果、大気力学、二酸化炭素の循環、原子力エネルギー
の原理、放射線と放射能などをとりあげ、将来の地球環境を考えるために必要
な素材を提供する。

2 年次 
（機械）

流体力学 I 稲垣　照美

流体力学は、機械工学の専門基礎知識の根幹をなす４力学（流体力学・熱力学・
材料力学・機械力学）の一つである。ここでは、１年次で修得した数学や物理
学の知識を踏まえて、液体や気体の流動特性やそれらの力学的な取り扱いを学
び、エネルギー・流体機械設計だけではなく、将来のエネルギーや地球環境問
題を考えて行く上で重要な流体力学の基礎的知識を修得する。

2 年次 
（機械）

熱力学 II 梶谷　修一
熱力学諸量間の関係、実在ガスや蒸気の性質、ガスサイクル、気液２相サイク
ル、空気調和等熱力学の工業的応用について学ぶ。

2 年次 
（機械）

機器分析化学 五十嵐淑郎

生体分子機能工学において、超微量成分の測定法や生体機能の解析技術など
が、バイオサイエンス・環境・医療の諸問題の解決に大きな役割を果たしてい
ます。その基礎となるのが機器分析化学です。本講義では、化学的視点から重
要かつ一般的な機器分析法を選択し、その原理・装置・応用例を中心に、機器
分析の基礎を解説します。

2 年次 
（生体）

上下水道工学 藤田　昌史

水は人の生活に無くてはならないものである。本講義では、水道の供給がどの
ようになされているのか、下水の処理はどのように行われているのか解説を行
う。また、関連する事項として、水環境と廃棄物を取り上げ、その問題点と解
決策等について解説する。

2 年次 
（都市）

地球環境工学 三村　信男

環境工学は、持続可能な社会を作る上で不可欠の知識を学ぶ科目で、そのため
には地球規模と地域、両方の環境問題に対して深い認識と解決の展望を持つ必
要があります。この科目では、温暖化に焦点をあてて地球環境問題の原因、メ
カニズム、対策などを示します。次に、日本の公害や環境問題の歴史をふまえ
て、水質汚濁、大気汚染、騒音などの問題の原因と対策を示します。最後に、
環境保全のための制度と方策について講義します。

2 年次 
（都市）

《工学部》

環境配慮のための研究活動・環境教育
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科目 担当教員 ねらい 年次

都市設備及び住居環境 沼尾　達弥

本講では、先ず、我々が日常生活す室内環境を取り上げ、人間にとって快適な
空間とは何かを考えるとともに、生理的快適性に対する主要要因の基本的な知
識やその評価方法を知り、快適空間実現するための手法について講義します。
更に、防災の観点から都市空間における避難や移動設備についても講義しま
す。

2 年次 
（都市）

リモートセンシング・
環境計測法

小栁　武和 
桑原　祐史

この授業では、空中写真とリモートセンシングの基礎的なハンドリングができ
るようになること、騒音・景観に関する基礎的な計測概念の理解と調査計画が
行えるよう、必要な基礎知識や手法について教えます。また、ここで学んだ技
術と、他の技術との融合によってどのような計測システムが社会で利用もしく
は求められているのか、技術の現状と課題について教えます。

2 年次 
（都市）

エコマテリアル 友田　　陽
工業材料の原料となる資源の状況、世界の生産状況、地球環境負荷評価方法、
生産・使用における安全性について概観し、新材料開発と循環性社会における
理想的なマテリアルフローについて考える。

3 年次 
（マテリアル）

環境工学 市村　　稔

われわれの生活や活動は極めて多くの材料によって支えられている。人と地球
に優しい新材料の開発が必要とされているが、なぜ、環境を意識した工学が必
要であるかが必ずしも具体的に捕らえにくい面がある。マテリアル工学科にお
ける専門選択科目として、材料学の分野と視点を保ちながら、エネルギー生活
環境問題を考えていく。

3 年次 
（マテリアル）

流体力学演習
稲垣　照美 
加藤　榮二

機械工学の根幹となる専門知識の一つである流体力学について、流体の流れの
特性及び流体力学の基礎を学び、エネルギー・流体機械設計だけではなく、将
来のエネルギーや地球環境問題を考えて行く上で重要な基礎的知識を修得す
る。

3 年次 
（機械）

熱力学演習 金野　　満

１、２年次に学んだ熱力学Ⅰと熱力学Ⅱの授業内容に沿った演習を行う。各授
業時間の最初に時間を取って復習のための講義を行い、その後演習を行う。演
習は能力別に２クラスに分けて行う。宿題としてレポートを毎回科し、演習の
効果を確認するため小テストを３回行う。この小テストの結果でクラス換えを
行う。

3 年次 
（機械） 

伝熱工学 神永　文人

流動が無い場合の伝熱現象である熱伝導について最初に講義する。次に流れが
ある場合の伝熱について説明する。伝熱現象と流れとの関係を解説し、強制的
な流動がある場合の伝熱面からの熱移動と、浮力で駆動される流れが存在する
場合の熱移動について説明する。また、最後に放射に関してその基礎的な伝熱
メカニズムを説明する。

3 年次 
（機械） 

熱機関工学 梶谷　修一
熱機関のサイクル、燃焼、排気特性などの基本的理論を理解するとともに、実
際の機構について学ぶ。サイクルの熱力学的考察を行い、熱機関の基本的構造、
排気浄化に関する機構を理解する。

3 年次 
（機械） 

センサ工学 嶋田　　智

センサを理解するための半導体物理や電子回路など基礎知識の復習を行い、演
算増幅器やＤＳＰによるアナログ、デジタル信号処理、車内ＬＡＮや移動体通
信の概要を学び、自動車への応用例としてエンジン制御や安全走行におけるセ
ンサの必要機能と実構造を理解する。またＩＴＳのセンシング技術やＭＥＭＳ
を利用したセンサデバイス技術を学ぶ。

3 年次 
（知能Ａ）

エネルギー工学 鈴木　政善
エネルギーとは何か、各種エネルギー変換、電気エネルギーへの変換、各種発
電方式、電気エネルギーの貯蔵、エクセルギー、再生可能エネルギー、新エネ
ルギー、省エネルギーと環境などについて学習する。

3 年次 
（電気）

プラズマ工学 佐藤　直幸

気体を十分に加熱すると、気体分子は電離し電子と正イオンとに分かれ、マク
ロに見ると電気的に中性の電離気体、いわゆるプラズマとなる。プラズマは、
電位をもつため中性気体とは質的に異なる性質を示す。この講義では、まずプ
ラズマの時空間における特徴的な性質について解説した後、種々のプラズマ発
生法とプラズマ制御法、および、プラズマの最も進んだ工学的応用となるプラ
ズマプロセス、環境改善技術などに触れる。

3 年次 
（電気）

建設施工
武田　光雄 
高津　知司 
山元　　弘

入札契約制度やコスト縮減などの現状、基礎的な施工法からトンネル工やダム
工事などの特殊な施工法、工程管理・情報化施工を説明する。ついで、機械化
施工について、建設機械の歴史、原理、施工能力、機械管理、安全対策や環境
対策、さらに機械化施工の将来のあり方等について講義する。

3 年次 
（都市）

河川 ･ 水循環工学 白川　直樹

川と社会の関わりについて、自然と人間の両面から理解を深めます。地形・生
物・水循環といった川の自然の特徴やふるまいを知り、その解析方法を学びま
す。そして人間がその川をどのように制御し、社会活動の基盤となしえている
かを、計画論と構造物の両面から解説します。

3 年次
（都市）

環境配慮のための研究活動・環境教育
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《工学部》大学院理工学研究科　前期課程

科目 担当教員 ねらい 年次

海岸工学
三村　信男 
横木　裕宗

海岸環境の解析・設計に必要な、波浪・流れ場の解析手法、構造物に作用する
外力評価方法、地形変化予測モデルなどを学修する。また、海岸環境の解析や
計画設計手法を通じて、よりよい海岸・沿岸域の将来像の実現方法を提案でき
るようになることを目的とする。

3 年次 
（都市）

基礎・環境地盤工学 小峯　秀雄

社会基盤設備を支える基礎地盤設計および基礎形式の選定・設計ができるよう、
必要な基礎知識や設計法について教授します。基礎設計に必要な地盤・基礎工
の支持力機構、地盤改良技術を教授すると共に、近年問題となっている基礎地
盤の環境問題（地盤・地下水汚染）に関する課題と対策工について教授します。
教育の成果については、試験で確認します。

3 年次 
（都市）

生態学 藤田　昌史
生態系と都市システムの共存のための基礎知識（生物学、化学生態学、応用生
態工学）を説明する。

3 年次 
（都市）

土木行政

小峯　秀雄 
沼尾　達弥 
横山　功一 
田坂　幹雄

社会基盤整備は市民生活に密接に関係し、その経済性、自然・社会環境への影
響評価・効率的実施が重要になる。1. 公共事業の実施に係わる行政の役割、仕
組み [ 横山担当 ]、2. 建築基準法と関連法規特に、建築物が群として存在する
場合の法的規制 [ 沼尾担当 ]、3. 建設会社におけるマネジメント [ 田坂非常勤
講師担当 ]、4. 環境問題と土木事業の狭間にある光と陰 [ 小峯担当 ]

4 年次 
（都市）

科目 担当教員 ねらい 年次

環境シミュレーション
工学特論

田中　伸厚

コンピュータの進歩とともに数値シミュレーションは、自然科学をベースとす
る科学技術だけでなく様々な分野へその対象を広げつつある。本講義では、ま
ず、シミュレーションがどのような分野でどのように使われているかという現
状、特に、環境分野でのトピックスについて解説する。その後、シミュレーショ
ンの基礎となる数計算手法の解説を行う。

1 年次

輸送現象特論 稲垣　照美

流体力学は、機械工学の専門基礎知識の根幹をなす４力学（流体力学・熱力学・
材料力学・機械力学）の一つである。ここでは、学部で修得した流体力学の知
識を踏まえて、輸送現象、流れの可視化や数値流体力学などさらに発展的な流
体力学の取り扱いを学ぶ。エネルギー・流体機械設計だけではなく、将来のエ
ネルギーや地球環境問題を考えて行く上で重要な流体力学の発展的な知識を修
得する。

1 年次

エネルギー工学特論 松村　邦仁

エネルギー工学分野に関連する最先端の情勢を講義し、種々の環境問題やエネ
ルギー政策に関するトピックスを紹介する。その際、適宜関連する最先端の学
術論文を購読して読解力を養うと共に、理解した内容を説明するプレゼンテー
ション能力を養う。また、質疑応答によって理解度を深めるコミュニケーショ
ン能力を養う。

1 年次

電気・機械エネルギー
変換工学特論

栗原　和美

電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換する AC モータ ( 交流電動機 ) と
その制御法について学ぶ。電気エネルギー消費の大半は産業用の電動機である
と報告されている。ここではまず基本的な AC モータの構造、動作原理、電動
機特性とその評価方法等を学ぶ。次に、最近の高出力・高効率電動機として永
久磁石を利用した電動機を理解し、最後に、AC モータの代表的な制御法とし
て、誘導電動機、同期電動機のベクトル制御法を理解する。

1 年次

パルス電磁エネルギー
工学特論

柳平　丈志

電磁エネルギーを時間的、空間的に圧縮すると、他の方法では達成し得ない高
パワー密度が得られる。この技術の応用は、高強度光源や核融合をはじめとし
て、材料、環境保全などの分野へも拡大している。本講義では、エネルギー圧
縮、パルス成形、パルス伝送、大電力・高速スイッチングの理論と最新の応用
について学ぶ。

1 年次

環境工学特論 三村　信男
環境工学の基礎理論の 1 つである拡散理論の理論的理解と解析能力、基礎理論
の具体的問題への適用力、さらに現実の環境問題を例にとって課題探求能力と
環境観を養うことを目的とする。

1 年次

環境配慮のための研究活動・環境教育
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《工学部》大学院理工学研究科　後期課程

科目 担当教員 ねらい 年次

沿岸環境形成工学特論 横木　裕宗

代表的な海の波の理論を紹介し、浅海域における波浪変形に関する説明を行
う。それらの波浪変形から導かれる海浜流に関する説明を行い、漂砂量公式、
海浜地形変化予測モデルなどの紹介も行う。また、不規則波の解析法について
も説明する。

1 年次

建築デザイン学特論 寺内美紀子

ランドスケープアーキテクチャーの最新デザインに着目し、国内外の優れた作
品を施設計画のみならず環境計画まで含めた幅広い視点から解読する能力を養
うとともに、設計図面の作成を通して、課題探求能力、設計能力、プレゼンテー
ション能力を養うことをねらいとします。日立市内の公共空間を利用して、ラ
ンドスケープアーキテクチャーとしての再活性化計画を提案します。

1 年次

防災地盤工学特論 安原　一哉

学部における「土の力学Ⅰ・Ⅱ」の知識を基礎にして、地盤災害のメカニズム
の解明、予測、対応策・適応策に関する知識と技術を習得する。併せて、地球
環境変動と地盤災害の関連性についても議論する．また、併せて従来の”防災”
という視点に代わって、”減災”という視点から地盤災害を考えることの重要
性も重視する。

1 年次

環境地盤工学特論 小峯　秀雄

本講義では、「土の物理化学」に主眼を置いた環境地盤工学に関する実験方法
や結果の解釈およびこれらの工学的応用について教授する。これに加え、受講
者各人が修士論文研究を計画する上で必要不可欠な情報収集能力を養うため、
著名な学術論文集から各自で文献を選択し内容に関する輪講を行う。

1 年次

原子力基礎特論 深堀　智生
原子力工学の基礎について原理と考え方を説明する。原子核エネルギー解放の
原理を中心に解説し、それが原子炉の構造や原子炉固有の安全性にどう反映し
ているかなどについて考える力を得ることを目的とする。

1 年次

科目 担当教員 ねらい 年次

環境数値シミュレー
ション工学特論

田中　伸厚

コンピュータの進歩とともに数値シミュレーションは、自然科学をベースとす
る科学技術だけでなく様々な分野へその対象を広げつつある。本講義では、ま
ず、シミュレーションがどのような分野でどのように使われているかという現
状、特に、環境分野でのトピックスについて解説する。その後、シミュレーショ
ンの基礎となる数計算手法の解説を行う。

1 年次

燃料工学特論 金野　　満

本特論では燃料工学分野の最新研究についてゼミ形式で学ぶ、その中で、石油
資源の枯渇と新型燃料、燃焼特性と燃焼器への応用技術、地球環境保護に貢献
できる燃料技術を理解するとともにその課題を明らかにする。また自らの工学
知識の燃料工学分野への応用を検討する。

1 年次

地圏環境システム工学
特論

安原　一哉
地球環境の変動に伴う地盤災害の（１）メカニズム、（２）予測法、（３）対
応策・適応策について講義する。

1 年次

沿岸環境システム工学
特論

横木　裕宗

沿岸環境システムを概観し、それらを構成している要素のうち、受講者の研究
分野に応じたものを選び、深く学ぶ。基礎的な理論から実務レベルの応用例ま
でをトレースし、新たに得られた知見を加えてその分野の研究の進展に資す
る。

1 年次

気候変動対応工学特論 三村　信男

温暖化・気候変動の影響評価と対応策について講義と討論を行う。気候変動の
将来予測、気候変動及び海面上昇の影響、緩和策（温室効果ガスの削減）と適
応策、先進国と途上国との違いや国際的な対策枠組みについて講義する。その
中で、適切なテーマを選んで課題を整理し、議論を行う。

1 年次

金属材料物性特論 市村　　稔

工業材料の柱として金属系材料の物性を明らかにすることで、金属系工業材料
の特徴とその有用性を理解し、その実用性について確認することを目的とす
る。さらにまた、金属系工業材料の物性を利用して、環境機能科学分野への金
属工学の実用的な応用の可能性を探る。特に、金属・合金の材料特性に及ぼす
ミクロ組織の制御とそのコントロールについて検討する。

1 年次

環境配慮のための研究活動・環境教育
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科目 担当教員 ねらい 年次

地域環境工学概論  関係教員 
地域の環境について計測・分析し、適切に働きかけることによってその再生・
保全を行っていくためには、地域環境工学に関する基礎的な知見を獲得してお
くことが望まれます。

１年次 

緑環境システム科学
概論 

関係教員  農業・環境に関する最新の話題を各教員がトピックス的な解説を行う。 １年次 

食糧問題の展望
中川　　弘
　　　　他

21 世紀の地球人類社会の最大の課題は食糧問題であると言われる。食糧問題
の構造と展望について、社会科学及び自然科学の多面的な角度から解明し解説
する。

1 年次以上全
学共通

生命系経済学   伊丹　一浩 経済と生命系とのかかわりについて、環境問題の歴史や現状を解説する。  

1 年次 
( 数理・自然 )
2 年次以上
全学共通

国際農業論 中川　光弘
世界農業を規定している諸要因の動向を振り返ってみることを通じて、21 世
紀の世界の農業・農村の展開方向を学習する。  

２年次  

生命系経済学  伊丹　一浩  経済と生命系とのかかわりについて、環境問題の歴史や現状を解説する。 ２年次 

フードシステム学 立川　雅司
農業生産から食品の加工・流通をへて最終消費に至る流れ全体をとらえる視点
をフードシステムと呼びます。

２年次 

環境科学概論  黒田　久雄 
情報の攪乱に対応できる環境の見方、捉え方を修得して、地球および地域レベ
ルでの環境問題について学んでいきます。  

２年次 

リモートセンシング  三富　　創 
リモートセンシングは農林業・土地利用・防災・資源・海域環境など非常に広
範囲な分野で応用されている。21 世紀の環境問題にも不可欠なリモートセン
シングを紹介する。  

２年次 

農環境政策学  中島　紀一 
農業と環境の相互関係の構造について「環境負荷、環境浄化、環境形成」とい
う視点から概説する。

２年次 

環境・政策系科目
農業と環境

中曽根英雄
太田　寛行

農業と環境は相互関係にある。したがって、農業を展開する上で農業が環境に
与える影響について理解する必要がある。そのことを認識できる基礎的な知識
を身につける。

2 年次以上
 ( 農学部開講 )

農環境政策学 中島　紀一
講義では、現代のフードシステムをめぐる政治・経済・社会現象を理解するた
めの基本的な概念・考え方を学び

2 年次以上
( 農学部開講 )

農環境システム学 田附　明夫
農環境を理解する上で必要な植物科学の基礎や環境科学及び情報技術の利用に
ついて概説する。

３年次

環境再生工学 黒田　久雄 
環境保全から一歩進み、積極的な環境保全としての環境再生についての取り組
み方を学ぶ。特に資源、エネルギー、生態系を中心に、人類にとってトータル
で考えた善後策、修復工法などを講義する。

３年次

資源リサイクル工学
概論  

小林　　久 現在社会の資源利用・資源リサイクルの実態および新たな方向を紹介する。 ３年次

熱帯環境化学  吉田　正夫  環境変化と人間活動との関係を考える。熱帯地域の環境変化が地球規模の環境
変化に及ぼしている影響について考察する。   ３年次 

水質環境学  黒田　久雄 
水は、地球生命体が生存する上で最も重要な必須物質である。霞ヶ浦の富栄養
化などの問題がどのように起きるのか、またその解決策をどのように考えるか
を学び、自然の仕組みについて概観します。  

３年次 

環境毒性化学  太田　寛行 
環境化学の基礎から始めて、大気、陸地、海の環境を化学的に理解する。「炭
素循環と地球温暖化」や「残留性有機汚染物質」については、微生物生態学や
毒性学の視点からの視点を加えて解説する。  

３年次 

《農学部》

環境配慮のための研究活動・環境教育
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《農学部》大学院農学研究科　
科目 担当教員 ねらい 年次

応用生態学 関係教員
資源生物としての植物・動物と環境、および同種・異種生物間の相互作用、さ
らに地球物質代謝の分析と、バイオマスエネルギーの可能性などについて先端
的、応用的な研究を紹介しつつ解説する。

１年次

生物資源環境学 関係教員
生物資源とそれを取り巻く非生物的環境要因の解析および生物資源の利用と人
間社会との関わりを理解させる。

１年次

環境情報・政策学 関係教員 農業生産に関わる環境情報や、それから立案される農業政策について学ぶ。 １年次

栽培学特論 新田　洋司
生理・生態に関する基礎的知見をふまえた上で高収量・高品質生産のための理
論と技術について学ぶ。

１年次

施設園芸学特論 原　　弘道
施設園芸技術の基礎となる植物の物質生産システムと土壌環境との関わりを理
解する。

１年次

植物病害防除学特論 中島　雅己
環境負荷の軽減化を念頭においた新しい病害防除技術に関する最新のトピック
について解説する。

１年次

環境土壌・肥料学特論 久保田正亜
日本の農用地における土壌汚染の原因、農作物への影響など、現状を把握させ、
汚染防止等への理解を深める。

１年次

熱帯環境化学特論 吉田 　正夫
自然環境変化を、リモートセンシング技術を用いてグローバルにとらえ、土壌
学、化学・物理的分析データを重ね合わせて環境変化の規模と時間的変動を解
析して自然環境変化の修復についての化学的・物理的アプローチを解説する。

１年次

環境毒性化学特論 太田　寛行
①化学物質の環境動態と化学物質と生物との相互作用を理解する 
②関連する専門英語を習得・理解する。

１年次

土壌環境工学特論 軽部重太郎
土の物理・工学的な性質、土の中で起こる物理的現象、および農業・環境にお
ける土の機能についての理解を深める。

１年次

水環境再生工学Ⅱ 黒田　久雄
水環境再生のために物質循環と生態系との関わりに関する文献を中心にゼミ
ナール形式で発表・討論を通して理解を深めていきます。

１年次

地域資源管理学 小林　　久
持続可能な人間環境を構築する上で必要となる地域資源および環境資源の活
用・開発・保全上の理念と視軸について理解する。

1・2 年次

持続的農業システム
管理学特論

小松崎將一
持続可能な開発のための農業技術のあり方について、技術的あるいは社会的位
置づけとそれらの課題解決に向けてどのような研究がなされているかを理解す
る。

１年次

緑環境政策学特論Ⅰ 中島 　紀一 日本における農・環境・食の相互関係について政策論視点から理解を深める。 １年次

緑環境政策学特論Ⅱ 中島　紀一
世界各国での農・環境・食の相互関係の問題状況について政策論視点からの理
解を深める。

１年次

開発計量経済学特論Ⅰ  中川　光弘  開発学の理論とその計量的評価手法の概説を中心に授業を行う。   １年次

開発計量経済学特論Ⅱ  中川　光弘 
修士論文研究での開発学の理論と計量的評価手法の実際的活用の仕方を中心に
授業を行う。  

１年次

生物資源環境学  吉田　正夫 
土壌環境、水環境、農業環境などの生物生息環境と人間環境との関わりについ
ての全体像の理解と先端的な取り組みを紹介する。  

１年次

農業化学生態学
特別講義Ⅰ 

土橋　幸司 
環境計量証明事業における分析業務の内容とそれに関する法律の説明および環
境汚染、食品の安全性等について具体的な事例について述べる。  

１年次

微生物生態学特論  成澤　才彦 
植物と共生する菌類に焦点をあて、その相互作用および植物と共生することに
より発現・増強される機能に注目し、作物生産や、環境浄化等の産業利用への
可能性を考察する。  

１年次

緑環境システム史

特論Ⅰ 
伊丹　一浩 

日本における環境問題の歴史に関するテキストを利用して、ゼミ形式で議論す
る。  

１年次

環境配慮のための研究活動・環境教育
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4

茨城大学が適用を受ける主な環境関連法規制の環境関係法令は下記のとおりです。

本学では、2008年4月1日から2009年3月31日までの間に、環境に関する訴訟や科料が科せられた事例はあ

りませんでした。

（1）取り組みおよび対応状況

環境に関する法規制については、法令、茨城県条例、関係市条例、学内規程などの順守はもとより、地域の動向を考

慮し、積極的に対応しています。

（2）主な環境関係法令

①公害関連法規制

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、土壌汚染対策法など。

②エネルギー関連法規制

エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律など。

③廃棄物関連法規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、PCB特別措置法など。

④化学物質関連法規制

PRTR法、高圧ガス保安法、毒物および劇物取締法など。

⑤放射性同位元素関連法規制

放射線障害防止法、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律など。

⑥グリーン調達関連法

グリーン購入法、環境配慮契約法など。

2007年度より施行された「環境配慮契約法」については、同法第8条第1項の規定に基づき、2008年度において

も温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を実施しました。

実施結果は以下の通りです。

ｲ�学内において、環境配慮契約法および基本方針に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮した契約を推進するよう

周知を図った。

ﾛ�環境省主催の環境配慮契約法基本方針に関する説明会に参加した。

2008年度は基本方針で環境配慮契約の具体的な方法が定められている自動車の購入において乗用車1台の総合

評価落札方式による環境配慮契約を締結しました。建築物の建築または大規模な改修にかかる設計業務について、簡

易公募型プロポーザル方式により屋内運動場、総合教育棟、学生寄宿舎改修等8件の環境配慮契約を行いました。

本学の研究室などで使用された化学物質などの廃液は排出場所ごとに回収され廃棄物として専門業者により適正

に処理されています。

環境に関する規制順守の状況

 法規制順守などの状況

 実験廃液
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茨城大学の化学物質管理は、PRTR法（「特定化学物質の環境への排出量の把握など及び管理の改善の促進に関す

る法律」）や、労働安全衛生法、消防法、毒物劇物取締法への対応、および環境マネジメントシステム構築への対応も考

慮し、化学物質管理システムを導入し、薬品のビン1本1本に管理用番号（バーコード）をつけ、各研究室で「いつ」、「誰

が」、「どこの」、「何を」、「何のために」、「どれだけ購入したか、どれだけ使ったか」を正確に記録し、管理しています。

このシステムは学内ネットワークに接続され研究室のパソコンから化学物質の入力が可能です。

（1）PRTR法届出関係

2008年度1年間水戸・日立・阿見の各キャンパスでは、PRTR法に基づく化学物質の使用量や移動量の届出量に

達する化学物質はありませんでした。

各キャンパスで使用したPRTR法特定第１種指定化学物質及び第1種指定化学物質は下記の表の通りです。

種別 政令番号 化学物質名
年間使用量（kg）

阿見 水戸 日立 合計

特
定
第
一
種

指
定
化
学
物
質

299 ベンゼン ‐ 15.088� 11.024� 26.112�
232 ニッケル化合物 0.829� - - 0.829�
60 カドミウム及びその化合物 0.285� - - 0.285�
68 クロム及び三価クロム化合物 0.110� - - 0.110�
252 砒素及びその無機化合物 0.054� - - 0.054�
294 ベリリウム及びその化合物 0.025� - - 0.025�

合計（kg） 1.304� 15.088� 11.024� 27.416�

第
一
種
指
定
化
学
物
質

145 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 13.644� 224.641� 186.687� 424.972�
95 クロロホルム 97.398� 131.700� 52.220� 281.317�
227 トルエン 0.009� 47.428� 85.000� 132.436�
12 アセトニトリル 24.360� 5.540� 3.202� 33.102�
17 N,N-ジメチルホルムアミド 0.497� 0.662� 17.700� 18.858�
310 ホルムアルデヒド 10.805� ‐ 0.550� 11.355�
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 7.043� ‐ 2.530� 9.573�
304 ほう素及びその化合物 4.573� 1.560� 1.600� 7.733�
266 フェノール 6.590� ‐ 0.500� 7.090�
112 四塩化炭素 1.592� 4.776� ‐ 6.368�
2 アクリルアミド 6.177� ‐ ‐ 6.177�
207 銅水溶性塩（錯塩を除く。） 2.650� ‐ 2.266� 4.916�
311 マンガン及びその化合物 1.588� 0.500� 0.100� 2.188�
253 ヒドラジン ‐ ‐ 1.535� 1.535�
1 亜鉛の水溶性化合物 0.780� ‐ 0.502� 1.282�
346 モリブデン及びその化合物 1.132� 0.100� ‐ 1.232�
259 ピリジン 0.049� ‐ 0.978� 1.027�
243 バリウム及びその水溶性化合物 0.975� ‐ ‐ 0.975�
43 エチレングリコール 0.891� ‐ ‐ 0.891�

308 ポリ（オキシエチレン）=オクチルフェ
ニルエーテル 0.823� ‐ ‐ 0.823�

66 グルタルアルデヒド 0.738� ‐ ‐ 0.738�
116 1,2-ジクロロエタン ‐ ‐ 0.629 0.629
25 アンチモン及びその化合物 0.580� ‐ ‐ 0.580�
64 銀及びその水溶性化合物 0.290� 0.045� 0.227� 0.562�
63 キシレン 0.018� 0.500� 0.009� 0.527�

56 ,1,2-エポキシプロパン（別名酸化プロ
ピレン） 0.269� ‐ ‐ 0.269�

環境に関する規制順守の状況

 化学物質の排出量・移動量およびその管理の状況

 PRTR 対象物質一覧
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本学の排水は、キャンパス構内で雨水排水、生活排水、実験洗浄排水の3系統に分離しています。生活排水と、実験

洗浄排水はキャンパス内の最終桝にて合流し、雨水排水は単独で都市排水路から公共水域へ排水しています。

水戸キャンパスの生活排水は、長時間ばっき方式の生活排水処理施設で浄化後、公共水域（那珂川）へ放流していま

す。実験洗浄排水は、pH監視をへて、生活排水と合流します。

日立・阿見キャンパスの実験洗浄排水はpH監視を経て、生活排水と合流し公共下水へ接続しています。各キャンパ

スでは、月1回生活排水と実験洗浄排水が合流する最終排水桝で、専門業者に依頼し、水質分析を行っています。

2008年度も、水戸キャンパスでは生活排水処理施設の維持管理に努めました。

種別 政令番号 化学物質名
年間使用量（kg）

阿見 水戸 日立 合計

第
一
種
指
定
化
学
物
質

297 ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジ
ル） ‐ 0.250� ‐ 0.250�

30

4,4'-イソプロピリデンジフェノールと
1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮
合物（別名ビスフェノールＡ型エポキシ
樹脂）（液状のものに限る。）

0.239� ‐ ‐ 0.239�

47 エチレンジアミン四酢酸 0.221� ‐ ‐ 0.221�
46 エチレンジアミン 0.120� ‐ ‐ 0.120�
244 ピクリン酸 0.102� ‐ ‐ 0.102�
7 アクリロニトリル ‐ 0.100� ‐ 0.100�
320 メタクリル酸メチル ‐ ‐ 0.094� 0.094�
104 サリチルアルデヒド ‐ 0.050� 0.030� 0.080�
178 セレン及びその化合物 0.025� 0.050� ‐ 0.075�

307
ポリ（オキシエチレン）=アルキルエー
テル（アルキル基の炭素数が12から
15までのもの及びその混合物に限る。）

0.075� ‐ ‐ 0.075�

181 チオ尿素 0.067� ‐ ‐ 0.067�

108 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩
を除く。） 0.015� 0.050� ‐ 0.065�

68 クロム及び三価クロム化合物 0.050� ‐ ‐ 0.050�

45 エチレングリコールモノメチルエーテ
ル 0.048� ‐ ‐ 0.048�

269 フタル酸ジ－ノルマル－オクチル 0.033� ‐ ‐ 0.033�
176 有機スズ化合物 ‐ ‐ 0.030� 0.030�
100 コバルト及びその化合物 ‐ ‐ 0.026� 0.026�
239 パラ－ニトロフェノール 0.026� ‐ ‐ 0.026�
113 1,4-ジオキサン 0.021� ‐ 0.005� 0.026�
16 2-アミノエタノール ‐ 0.025� ‐ 0.025�
158 2,4-ジニトロフェノール 0.025� ‐ ‐ 0.025�
205 テレフタル酸 ‐ ‐ 0.025� 0.025�

44 エチレングリコールモノエチルエーテ
ル 0.009� ‐ ‐ 0.009�

198
1,3,5,7-テ ト ラ ア ザ ト リ シ ク ロ
[3.3.1.1(3,7)]デカン（別名ヘキサメ
チレンテトラミン）

‐ ‐ 0.005� 0.005�

61 イプシロン-カプロラクタム 0.003� ‐ ‐ 0.003�
254 ヒドロキノン ‐ ‐ 0.002� 0.002�
260 ピロカテコール（別名カテコール） 0.001� ‐ ‐ 0.001�

合計(kg) 184.551� 417.976� 356.450� 958.977�

環境に関する規制順守の状況

 排水の水質対策
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本学では、暖房用重油だきボイラーが水戸キャンパスに3基（前年度比2基減）、日立キャンパスは、1基廃止しボイ

ラーはなくなりました。（今回の報告書の対象範囲外の附属小、中、養護学校、学生寮に各1基、計4基の暖房用重油だ

きボイラーが設置されています。）

これらのボイラーは、特に硫黄分の低いA重油を使用しています。ボイラーは年1回の性能検査（法定）を、また年

1回大気汚染防止法に係わる排気ガスの測定を行ない、窒素酸化物、硫黄酸化物の排出状況を確認しています。

2008年度の各ボイラーからの硫黄酸化物の総排出量は500㎥Nで、前年度ボイラーが3基削減されたため、前

年度比27％低減されました。

2008年度の各ボイラー排気ガスの測定結果は、全て基準値内であることが確認されています。

本学では、水戸キャンパス理学部ＲⅠ施設、阿見キャンパス農学部ＲⅠ施設で、放射性同位元素などを用いた教育・

研究を行なっています。上記2施設は文部科学省から放射性同位元素などの使用承認を受けています。

法に基づき、年2回放射線管理状況報告書を文部科学省へ提出しています。また、各施設は法に基づき、毎月1回、

表面汚染密度測定、空間線量当量率、空気中放射性物質濃度測定を専門業者に依頼して行っています。2008年度の

毎月の測定結果は全て基準値内であることが確認されています。

茨城大学では、PCB廃棄物を水戸・日立・阿見キャンパスで、無害化処理ができるまで、周辺汚染がないように保管

しています。

法律に基づき、毎年6月に茨城県にPCB廃棄物の保管数量について報告しています。

1997年8月に大気汚染防止法施行令の改正などが行なわれ、ダイオキシンの排出規制基準が定められました。

当時、茨城大学では、水戸・日立・阿見キャンパスに可燃ごみ用の小型焼却炉、また、阿見キャンパスでは中小動物専

用の小型焼却炉もありました。これら既設の焼却炉は、2002年度からさらに規制が強化され、焼却炉も老朽化した

ことから、2001年度に全学の焼却炉の使用を禁止、可燃ごみの処理については全て専門業者への外注処分としまし

た。その後、焼却炉を廃止しました。

また、大学キャンパス内での焼却によるダイオキシンの発生を防止するため、構内清掃時の落ち葉やごみのたき火

による焼却処分を禁止しました。

水戸 日立 阿見
安定器 3,227 1,840 50
低圧コンデンサ �1,436 62 －
高圧コンデンサ 5 9 －
PCBを含む油（微量含有） 3 15 －
ウエス（PCB汚染） 3 3 －
非金属系汚染物（採取用具） 3 0 －
非金属系汚染物（ポンプ） 3 2 －
高圧トランス 1(+1) 8 －
低圧トランス 2 1(+1) －

（　）内数値は昨年度よりの増加分

環境に関する規制順守の状況

 ボイラー排気ガス（硫黄酸化物 SOx、窒素酸化物 NOx）対策

 放射線同位元素

 PCB 廃棄物の取扱い

 ダイオキシン対策

 PCB 廃棄物保管数量一覧表（個）
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環境コミュニケーション、社会貢献活動

ICAS の活動

5

　茨城大学は 2006 年 5 月に「地球変動適応科学研究機関

（Institute for global Change Adaptation Science：

ICAS）を設立しました。ICAS は、アジア・太平洋地域、

すなわち、大きな人口増加と経済の成長が見込まれる一方、

気候変動や自然災害の厳しい影響を受ける地球変動の現場

を対象にして、「気候変動への適応」を中心にサステイナ

ビリティ学の研究と教育を進めることを目的にしています。

　2008 年度には、茨城県内で積極的な環境活動を展開し

ている市民グループ・企業・学校・消費者団体などと連携

を図るために、「いばらき地域サステナワークショップ」

を開くとともに、海外から著名な研究者をお招きして、講演やセミナーなどを行いました。

　また、ICAS メンバーが一丸となって、サステイナビリティ学の書籍を出版しました。

三村信男・伊藤哲司・田村誠・佐藤嘉則編 (2008)

「サステイナビリティ学をつくる：持続可能な地球・

人間・社会システムを目指して」新曜社

　5 月 19 日に、水戸キャンパスの茨苑会館 2 階の集会室で、第 1 回サステナフォーラムが開催されました。

講師には、マサチューセッツ工科大学（MIT）のジェフェリー・スタインフェルド教授を迎え、世界のエネルギー

システムを改善させるための MIT の教育取り組みなどが紹介されました。

 活動報告 1

MIT のジェフェリー・スタインフェルド教授による講義の様子
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環境コミュニケーション、社会貢献活動

 活動報告 2

　7 月 9 日に水戸キャンパス理学部インタビュースタジオにて、

第 2 回サステナフォーラム「地域に根ざした環境共生社会と農業

―アメリカでの環境保全型農業の展開から考える―」が開催されま

した。本フォーラムでは、地球規模での気候変動問題に対する農

業分野からのアプローチを Upendra M. Sainju 博士（アメリカ農

務省 農業研究サービス）、村本穣司博士（カルフォルニア大学サ

ンタクルーズ校）、小松崎将一准教授（茨城大学農学部、茨城大学

ICAS）の 3 名の講演者に話題提供していただきました。

　そこでは、非再生可能な資源に依存するシステムではなく、自然

を生かしながら守る「持続的な近代化」に切り替えていく必要性を

アメリカでの環境保全型農業や有機農業の展開、茨城での取り組み

事例を通して講演されました。総合討論では、教員、学生そして一

般参加者からの質問や意見が交わされ、これからの農業の在り方に

対して幅広い議論が行われました。

 活動報告 3
　11 月 28 日にベトナム・日本国際シンポジウムが

ハノイ市のハノイ科学大学で行われました。今回のシ

ンポジウムでは日本 ･ ベトナム双方で約 120 名の研

究者と学生が参加しました。

　第 1 日目は 6 名の方の特別招待講演、およびキー ･

レクチャーと一般報告からなる 4 つのセッションで構

成され、延べ 19 件の報告が行われました。気候変動

のメカニズムと影響 ･ 被害、その緩和策や適応策、人

間 ･ 社会的な側面など、さまざまな視点から気候変動

と持続可能性についての報告と議論が展開されていき

ました。第 2 日目は大学院生を中心とした 8 件の研

究報告が行われました。

　シンポジウム終了後にフィールド ･ トリップが実施

されました。今回はハノイ市近郊のレッド ･ リバーや

田園地帯の浸水 ･ 氾濫箇所を視察しました。ハノイ周

辺の地域でも気候変動の影響が確実に迫ってきている

ことが認識されました。

　今後はシンポジウムの開催にとどまらず、研究面 ･

教育面で日本 ･ ベトナム間の交流をさらに深めること

が合意されました。

フィールド・トリップで訪れ

た浸水・氾濫箇所

シンポジウム終了後の記念撮影

三村　信男　教授

（ICAS 機関長）

講演を熱心に聞く一般市民の方々

総合討論での質疑応答
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6

2) 都市ガス使用量

1) 電力使用量
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　毎月の各キャンパス別電気使用量の開示等の取組みの結果、総使用量を 2008 年度比１％削減し、目標の前年度

比－１% を達成しました。延床面積原単位も前年度比－１% でした。今後は日立キャンパスの節電及び省エネ活動

を重点的に行います。

　空調による CO2 排出量の削減の一環として 2008 年度も 2007 年度に引き続き水戸、日立キャンパスの改修校

舎等に都市ガス個別空調設備を導入しました。この結果、CO2 排出量の大きい重油の使用量を大幅に削減すること

ができました。一方、都市ガス使用量が合計で５％増加しました。

　2009 年度も 2008 年度に引き続き、水戸、日立キャンパスの都市ガス個別空調設備の導入（予定）、個別空調

の冷・暖房温度の設定温度のチェック、クールビズ・ウォームビズの推進を行い使用量の低減を図ります。
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3) 重油使用量

環境負荷とその低減活動

【総使用量】 【延床面積単位】

4) ガソリン使用量

【総使用量】 【延床面積単位】
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　重油削減（CO2 排出量の削減）対策として重油ボイラを水戸キャンパスで 2 基廃止しました。この結果、重油の

使用量は、前年度比３８％削減となり、前年度比－1％の目標を達成しました。今後は重油暖房ボイラを順次廃止し、

CO2 排出量の削減を推進します。

　本学のキャンパス施設は茨城県内に分散しておりキャンパス間の連絡などのために業務用自動車（乗用車、マイク

ロバス等）が使用されています。

　2008 年度のガソリン使用量は２% 削減しました。アイドリングストップの励行、テレビ会議システムの利用推

進活動等により業務用自動車の有効利用を図りガソリン低減を推進します。
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５)水使用量

環境負荷とその低減活動

【総使用量】 【延床面積単位】
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　毎月の各キャンパス別上水道使用量の開示、および、水戸、日立キャンパスの一部建物の耐震強化改修による建物

の一次利用停止などにより上水道使用量は、前年度比４％削減となり、前年度比－ 1％の目標を達成しました。

　日立・阿見キャンパスの使用量が増加しているので、毎月の水道使用量チェックを行い、漏水箇所の早期発見や、

目標達成に向けて、省エネ運動と、節水器具への更新、トイレの消音装置の導入推進に努めます。

　阿見キャンパスで、トイレの洗浄水及び手洗い用に井戸水を使用していましたが、使用個所を増やしたため、井戸

水使用量は , 前年度比５６% 増で、低減目標が達成されませんでした。今後井戸水の使用について改善を行います。
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6) 総排水量

【総排出量】 【延床面積単位】

水戸

日立

阿見

7)CO2排出量

【総排出量】 【延床面積単位】

91,183

69,873

24,372

64,022

66,521

27,090

47,833

73,736

31,607

2,705

2,024

1,243

3,013

2,262

1,591

2,510

1,948

1,225

年度

排
出

量
（

t-
C

O
2
)

年度

延
床

面
積

単
位

排
出

量
（

t-
C

O
2
/

ｍ
２
)

年度

排
出

量
（

m
3
)

年度

延
床

面
積

単
位

排
出

量
（

m
3
/

ｍ
２
)

水戸

日立

阿見

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

200820072006

1.10

1.28

0.94

0.78

1.22

1.04

0.58

1.35

1.36

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

200820072006

0.033

0.037

0.048

0.036

0.042

0.061

0.031

0.036

0.048

2006 2007 2008

　総排水量は、水戸・日立キャンパスは上水道使用量で、阿見キャンパスは、上水道＋井戸水使用量です。総排水量

については、水使用量に記載した内容が反映されています。

　CO2 排出量は 17％削減しました。これは CO2 換算係数が 2007 年度値の 0.425(kg-CO2/kWh) から 2008

年度値の 0.332(kg-CO2/kWh) に減少したことが主な要因です。今後も、各キャンパスの毎月の電気・都市ガス・

水道使用量の公表、冷暖房温度のチェック等全学的な省エネ運動を続け、CO2 削減に努めていきます。

（換算係数　電力：グラフ下部、都市ガス2.28kg-CO2/km3、A重油：2.71kg-CO2/L、ガソリン：2.32kg-CO2/L）
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環境負荷とその低減活動
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8) コピー用紙使用量

環境負荷とその低減活動

【総使用量】
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９)廃棄物処理量
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　両面コピーの徹底及び、学内 LAN の掲示板利用による文書類のペーパーレス化の推進活動やコピー機の集約化に

よる台数削減を行いましたが、コピー用紙使用量は、前年比約＋４％でした。今後も使用量削減に向けて書類のペー

パーレス化や、両面コピーの徹底や必要最低限の用紙使用を推進し、使用量を削減します。

（１）可燃ごみ
　全学で紙類の分別回収（リサイクル）を行い可燃ご

み廃棄物の削減に努めましたが、前年比約 2％増加し

ました。一部建物の耐震改修工事に伴う廃棄物が多く

出たためです。全学的に資源ごみの分別を行い、可燃

ごみの廃棄量を低減します。

（２）不燃ごみ
　全学でペットボトル・空き缶 ･ 空き瓶の分別回収

や、学内 LAN の掲示板に 事務用機器等の不用品再

利用の掲示を行い、不燃ごみ廃棄物の削減に努めた

結果、前年比 13％削減しました。全学的に不燃ご

みのリサイクル・リユースを行い不燃ごみの廃棄量

を低減します。
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10) 実験廃液処理量

環境負荷とその低減活動

【総排出量】 【総排出量】
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　実験廃液は、各キャンパスで専門業者に処理を依頼しています。各キャンパスで年ごとの処理量の増減があるの

は、実験・研究内容の変化によるものです。

　無機廃液の処理量が減少しているのは、労働安全衛生法の強化により、有害化学物質の使用量の削減を推進したた

めです。

（１）有機廃液 （２）無機廃液

11) グリーン購入・調達

　茨城大学は、国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律（グリーン購入法）に基づき、年度ごと

環境物品などの調達の推進を図るための方針を定めています。

　2008 年度は、全ての分野において特定調達物品等の調達率 100％を達成することができました。今後も環境

物品の調達を推進していきます。

分　野 摘　要　
特定調達物品等の調達率 (%）

2006年 2007年 2008年

紙類 コピー用紙等 84 86 100

文具類 100 100 100

機器類 事務機器等 100 100 100

OA 機器 電子計算機等 100 100 100

家電製品 冷蔵庫・テレビ等 100 100 100

エアコンディショナー等 空調等 100 100 100

温水器等 100 100 100

照明 蛍光管等 98 99 100

作業服 100 100 100

インテリア類 カーテン等 100 100 100

作業手袋 100 100 100

消火器 100 100 100

特定調達物品の調達状況
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7 環境省ガイドラインとの比較

環境報告書の記載項目
（環境報告ガイドライン2007年版） 記載頁 記載がない場合の理由

基本的情報
経営責任者の緒言 1
報告にあたっての基本的要件 目次、46
事業の概況 2-4

環境報告の概要
6、33-36、

39-44
事業活動のマテリアルバランス 7

環境マネジメント指標
環境マネジメントの状況 5、8
環境に関する規制の遵守状況 33-36
環境会計情報 ― 教育研究の費用対効果が未検討のため
環境に配慮した投融資の状況 ― 該当なし
サプライチェーンマネジメント等の状況 33
グリーン購入・調達の状況 44
環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況 18-20
環境に配慮した輸送に関する状況 ― 該当なし
生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 19
環境コミュニケーションの状況 37、38

環境に関する社会貢献の状況
9-17、

21、22
環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 21-32

オペレーション指標
総エネルギー投入量及びその低減対策 39、40
総物資投入量及びその低減対策 43
水資源投入量及びその低減対策 41
事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 ー 該当なし
総製品生産量又は総商品販売量 ― 該当なし
温室効果ガスの排出量及びその低減対策 42
大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 36
化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 34、35
廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 43、44
総排水量及びその低減対策 35、42

環境効率指標
環境配慮と経営の関連状況 ー 該当なし

社会パフォーマンス指標

社会的取組の状況
9-17、

37、38

　茨城大学環境報告書は、環境省環境報告書ガイドライン（2007年度版）に基づき作成されました。下の表は、

ガイドラインで記載が求められている5分野25項目と、本報告書で記載した項目との対照表になっています。

７
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編集後記

　茨城大学の「環境報告書」は、今回が４年目になります。本環境報告書は、

各学部、各事務部から代表者が集まって環境報告書作成ワーキンググルー

プ（ＷＧ）を結成して作成しました。

　本報告書は、茨城大学の環境問題に真摯に取り組む活動を中心に、また、

読者の皆様方の茨城大学の環境保全活動に対する情報収集の一助になるこ

とを願って作成しました。

　本報告書の不明な点についてのお問い合わせや、忌憚のないご意見等を

いただければ幸いに思います。

　ワーキンググループのメンバーの方々にはお忙しい中、各関係部局の基

礎資料をすみやにかつ的確に収集していただきありがとうございました。

２００９年９月

環境報告書作成ワーキンググループ長

松田　智明

環境報告書 2009 作成ワーキンググループ

グループ長：松田　智明　学術担当理事

メンバー：　原口　弥生　人文学部准教授
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