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1. トップメッセージ 
 

もっとも身近な、地道な努力の必要性 
 

高エネルギー加速器研究機構は、粒子加速器を研究手段

に用いて、宇宙・素粒子・原子核・物質・生命の謎を解き

明かす加速器科学を推進し、国内外の研究者や学生に対し

て研究の場を提供しています。 

 

機構は推進する全ての研究・教育活動とそれに伴う事業

活動において、地球環境保全の大切さを認識し、持続可能

な社会の創造に全力を尽くします。特に環境との調和と環

境負荷の低減に努めるとともに、環境関連の法令や協定を

遵守します。また、省エネルギー、省資源、資源循環を推

進し、放射線や化学物質の安全管理などを徹底します。さ

らに、これらの情報を積極的に開示し、地域社会と連携した環境保全活動に取り組みます。 

 

 機構は大型加速器を中心施設とする研究機構であり、装置を稼働させるために大きな電力を使用

します。省エネ、地球温暖化対策の計画策定にあたっては、このことを正面に据えて取り組む必要

があります。このため、機構独自の環境マネジメントシステムの構築に努め、「加速器及び実験装置

に関する電力などエネルギー資源の使用による CO2 の排出の削減」に対して、〔投入エネルギー〕

対〔研究・教育等の成果〕の効率の向上、「その他の一般電力などエネルギー資源の使用による CO2

の排出の削減」に対して、数値目標を掲げています。 

 

 地球環境保全や省エネを考える時に、大きな目標の設定や施策の遂行も重要ですが、もっとも身

近な、地道な努力の必要性を痛感します。ある国の大統領が、「日本は森林と澄み切った湧水に恵ま

れた実に美しい国である」との感想の後に、「温泉でフランス産のミネラルウォータが出てきたのに

は驚いた」と述べられたそうです。こんなに水資源に恵まれている日本人が、輸送費、エネルギー

を消費してはるばるフランスから水を運んで飲んでいることに対して疑問を投げかけたのです。こ

こに環境保全対策、省エネ対策の原点があるように思われます。 

 

2007 年度の「環境報告書」をここにまとめ、エネルギー、水資源、環境保全等の取り組みを報告

します。多くのご意見、ご批判を頂きつつ、職員、共同利用研究者、大学院生、関連企業と協力し、

目標の達成に努めて参ります。 
大学共同利用機関法人 
高エネルギー加速器研究機構長 

 

 



 

2．編集方針 
2-1. 対象範囲、期間 
〔 対象範囲 〕 

大学共同利用機関法人  高エネルギー加速器研究機構 

つくばキャンパス、東海キャンパス 

 

〔 対象期間 〕 
2007 年 4 月 ～ 2008 年 3 月（平成 19 年度） 

※この期間以外はそれぞれに明記しています。 

 

2-2. 環境報告書についての考え方 
本報告書は、高エネルギー加速器研究機構が大型の粒子加速器を建設・稼動し、国内外の共同利

用者に研究の場を提供するという使命を果たす中で、地球環境保全の大切さを認識し、持続可能な

社会の創造のため、全力で取組んでいる状況について、幅広い層の方々にご理解いただけるよう作

成しました。 

環境関連の法令遵守、環境保全、環境配慮の取組みの他、労働安全管理、社会貢献活動等、社会

的取組みの状況についても記載しました。 

本報告書の作成にあたっては、環境報告ガイドライン（2007 年版）を参考にしました。 

（※ガイドラインとの対照表は P41 にあります。） 

 

2-3. 機構概要 
□ 職員数 （2007 年 4 月 1 日現在） 

合計 688 名 

教授

准教授

研究機関講師

助教

技術職員

講師

役員

事務職員等

教員

職員数 

合計 688 名 

役員 7 名 

所長・施設長 1 名 

教員 368 名 

技術職員 159 名 

事務系・施設系職員 153 名 

 

□ 総合研究大学院大学学生数（2007 年 4 月 1 日現在） 

合計 53 名 

加速器科学専攻 14 名 

物質構造科学専攻 10 名 

素粒子原子核専攻 29 名 
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□ 共同利用者の受入状況 

合計 3,380 名（244 機関）（2007 年度） 

 

 
 

 

 

 

□ 予算額（2007 年度）〔単位：百万円〕 

収入 40,855                支出 40,855 

大学 2,694 名 114 大学

高専 7 名 7 高専

大学共同利用機関 12 名 5 機関

研究機関（国内） 353 名 25 機関

研究機関（海外） 314 名 93 機関

運営費交付金 30,037

施設整備費補助金 9,353

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,239

自己収入（雑収入） 176

財務・経営センター施設費交付金 50

業務費（教育研究経費） 25,010

一般管理費 1,919

施設整備費 9,403

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 1,239

長期借入金償還金 3,284

 

□ 敷地面積（2007 年度） 

  敷地面積 建物面積 

つくばキャンパス 1,531,286 m2 185,707 m2

東海キャンパス 70,265 m2 12,890 m2

 

□ 沿 革 

昭和 30 年(1955 年) 7 月 東京大学原子核研究所設立（東京都田無町 現：西東京市） 

昭和 46 年(1971 年) 4 月 高エネルギー物理学研究所設立（茨城県大穂町 現：つくば市） 

昭和 53 年(1978 年) 4 月 東京大学理学部附属施設中間子科学実験施設設立（茨城県大穂町 現：つくば市）

平成 9 年(1997 年) 4 月 高エネルギー加速器研究機構設立（上記の 3 つの組織を改組・転換） 

平成 16 年(2004 年) 4 月 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構発足(法人化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成部署：高エネルギー加速器研究機構環境報告 2008 作成ワーキンググループ、 
環境安全管理室 

問合せ先：環境安全管理室 
  〒305-0801 
  茨城県つくば市大穂１－１ 
  TEL: 029-864-5498 
  E-mail: k-anzen@ml.post.kek.jp 
公開：  2008 年 9 月（次回公開は 2009 年 9 月の予定） 
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3．高エネルギー加速器研究機構について 
3-1. 機構の使命 

高エネルギー加速器研究機構は、粒子加速器を研究手段に用いて宇宙・素粒子・原子核・物質・

生命の謎を解き明かす加速器科学を推進し、国内外の研究者に対して研究の場を提供する大学共同

利用機関法人です。世界に開かれた国際的な研究機関であるという理念の下で、長期的な視野に立

った活動を行っています。 

 

 

 
我が国の加速器科学の総合的発展の拠点 

 

 

 

 

 外国大学・ 

研究機関  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大大学学共共同同利利用用機機関関法法人人  

高

企業研究所等 

高エエネネルルギギーー加加速速器器研研究究機機構構 

■素粒子原子核研究所 

■物質構造科学研究所 

■加速器研究施設 

■共通基盤研究施設 研究開発 

独立行政法人等 

総合研究 

大学院大学 

全国の大学・大学院 

大学共同利用 
 
大学共同利用機関法人である本機構には、

個々の大学では建設・運営が難しい大型研究施

設、大学間で共有することが有効な情報、加速

器科学分野のネットワークの中心ノードとし

ての組織が集約され、全国の大学の研究者によ

る共用を目的にしています。 
 

共同研究 
 

企業等外部機関から研究者（共同研究員）及び

研究経費を受け入れ、共同研究を行うことによ

り、優れた研究成果が生まれることを促進して

います。本機構職員の経験・技術・知識を産業

界との共同研究に活かすことにより、幅広い分

野に渡って、研究成果が企業等において活用さ

れています。
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大学院教育 
 

本機構には、総合研究大学院大学の高エネルギ

ー加速器科学研究科に属する加速器科学専攻、

物質構造科学専攻、素粒子原子核専攻が設置さ

れ、本機構で行われる研究活動を基礎に大学院

教育を展開しています。また、国公私立大学の

大学院学生を特別共同利用研究員として受け

入れ、研究指導を行っています。 

国際協力 
 

本機構は、B ファクトリ実験や長基線ニュート

リノ振動実験など、国際共同利用研究の場を提

供しており、世界各国から多くの研究者が参加

しています。また、本機構が日本側の中心機関

として取り組んでいる、高エネルギー物理学分

野での日米協力や日欧協力、中性子散乱研究の

ための日英協力などの協力研究は、国内での研

究を補う役割を果たしています。 

 

3-2. 機構について 
遠くの天体を見ようとすると、巨大な望遠鏡が必要になり

ます。これと同じように、極微の世界を調べるためには顕微

鏡の役割を果たす巨大な加速器が必要になります。加速器で

電子や陽電子、陽子などの粒子を加速して、加速した粒子同

士を衝突させたり、粒子を標的にぶつけて発生させたさまざ

まな二次粒子を用いたり、粒子の軌道を曲げるときに生じる

光を用いることにより、あらゆる階層での物質の構成要素や

その構造・機能、ひいては宇宙の起源にも迫る広範な研究を

行うことができます。 

つくばキャンパスには、電子･陽電子衝突型加速器（KEKB）、

物質構造を研究するための放射光施設用電子蓄積リング 2 

台、両加速器へ電子・陽電子を入射するための電子陽電子線

形加速器、技術開発のための試験加速器などがあります。一

方、東海キャンパスでは、大強度陽子加速器施設（J-PARC）

の建設を進めています。J-PARC

の加速器は、入射用線形加速器及

び 3GeV と 50GeV の 2 台のシン

クロトロンから構成されます。本

機構では、これらの加速器を用い

て、素粒子や原子核の研究から原

子や分子レベルでの物質の構造や

機能の研究、生命体の生命活動の

研究まで広いスケールで研究が行

われています。 
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3-3. 研究所・施設 
素粒子原子核研究所 
 高エネルギー加速器を使った素粒子及び原子核に関する実験的研究並びに、これに関する理論的

研究を行なっています。実験的研究としてはビーム衝突型加速器、大強度陽子加速器が作る多様な

ビームを用いた物理学研究の他、実験装置や手法の開発及び周辺技術の開発研究も進めています。

これらの実験装置は大電力を必要とする物が少なくありませんので、環境資源の負荷に対しても十

分な配慮をしながら研究を進めています。例えば、衝突型加速器用測定器の大容積高磁場を発生さ

せるソレノイド電磁石のために超伝導ソレノイド電磁石を開発し、電力消費を可能な限り低減させ

て運転を行っています。また、現在、東海キャンパスに建設中の J-PARC には、担当者が知恵を出

し、つくばキャンパスにある資産を出来る限り再使用することで環境への配慮に取り組んでいます。 

 

物質構造科学研究所 
電子加速器から発生する放射光、陽子加速器が

生み出す中性子やミュオンなどの粒子を利用し、

原子レベルから高分子、生体分子レベルにいたる

幅広いスケールの物質構造と機能、ダイナミクス

を総合的に研究しています。また、ビーム生成、

利用技術などの開発研究を通して、幅広い物質科

学の発展に貢献しています。 

中性子、ミュオンは、ともに放射光や電子顕微

鏡に比較して軽元素への感度が高く、また磁場感

度があることが大きな特徴であり、双方を使いこ

なすことにより、環境、エネルギー分野でのイノベーションが期待されます。また、次期放射光源

として ERL（Energy Recovery Linac；エネルギー回収型線形加速器）の開発を進めています。ERL

は、線形加速器（リニアック；Linac）をベースとし、その高品質の電子ビームを一度だけ周回させ

ることにより、コヒーレント性や短パルス性を有する高輝度な放射光を発生することができ、さら

に、一周して戻ってきた電子のエネルギーを回収し、そのエネルギーを次に加速する電子へ与える

ことができます。 
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加速器研究施設 
 粒子加速器に関する研究開発を行うとともに、大学共同利用機関として既設加速器施設の運転維

持業務、新しい加速器の設計や建設などを担っています。つくばキャンパスには既存の大型加速器

施設として、大電流の電子・陽電子ビームの衝突実験を行う B ファクトリー加速器（KEKB）と、

その電子、陽電子を生成し入射するための電子・陽電子線形加速器があります。新しい加速器とし

ては東海キャンパスに、日本原子力研究開発機構と共同で大強度陽子加速器施設（J-PARC）を建

設中です。さらにつくばキャンパスには、高エネルギー物理の将来計画として、「リニアコライダー」

の加速器技術を開発している先端加速器試験装置

（ATF）があります。そこではリニアコライダー計

画に必要な基盤技術の確立を目指して、加速器の設

計および要素技術の開発を推進しています。その他、

生体物質・原子分子研究用の静電シンクロトロンや

加速器技術応用のような特色ある加速器技術の開発

も行っています。 
 

共通基盤研究施設 
 大型加速器を用いた多様な研究計画の円滑な遂行のために、4 つのセンター（放射線科学センタ

ー、計算科学センター、超伝導低温工学センター、機械工学センター）が高度な技術支援を行って

います。そのために必要な放射線防護、環境保全、コンピュータ、超伝導・低温技術、精密加工技

術等に関する基盤的研究を行うとともに、先端的な関連分野の開発研究を行っています。また、こ

れらに関連する高い基盤技術を用いて放射線・環境安全管理、コンピュータやネットワークの管理

運用 、液体ヘリウム等の供給、機械工作などの支援業務を行っています。 
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J-PARC 
J-PARC は本機構と日本原子力研究開発機構の共同プロジェクトとして 2001 年度から建設を開

始しました。加速器は 181MeV 入射リニアック、3GeV 速い繰り返しのシンクロトロン（RCS）お

よび 50GeV シンクロトロン（MR）から構成されます。RCS は 25Hz で運転され、大部分のビーム

は物質・生命科学実験施設（MLF）へ供給されますが、MR へはその周期の 3.6 秒毎に 4 パルス分

のビームが供給されます。MR は 2

本の取り出しラインをもち、それぞ

れハドロンおよびニュートリノ実験

へ供されます。2007 年度中に建設は

ほぼ 90%が完了し、リニアックと

RSC が試験運転を開始しました。

2008 年 5 月からは MR と MLF が試

験運転に入り、2008 年 12 月からは

ハドロン・ビームラインが、2009

年 4 月からはニュートリノ・ビーム

ラインが試験運転を開始する予定で

す。 
 

3-4. 省エネに対する機構の考え方 
 本機構は大型加速器を中心施設とする研究機構であり、装置を稼動させるために大きな電力を使

用します。つくばキャンパスの電子･陽電子衝突型加速器（KEKB）が蓄積するビーム電流は電子が

1.4A、陽電子は 2A で、これを支えるための超伝導及び常伝導高周波加速装置と電磁石には 40MW 

を超える電力が必要になります。また、現在建設中の J-PARC 50GeV シンクロトロンは、2008 年

度からの試験運転を経て、本格運転を予定しており、この実験施設を用いた新たな実験・研究プロ

ジェクトにおいても膨大な電力を消費する予定です。機構におけるエネルギー利用の大部分はこれ

ら大型加速器、実験機器及び大型コンピュータ等を稼動させるための電力であり、省エネ、地球温

暖化対策の計画の策定にあたっては、このことを正面に据えて取組む必要があります。 

本機構においては、節電だけでなく同じ電力消費でより多くの実験成果を引き出すための努力も

大切であると考え、様々な開発と改善を実践してきました。毎月の消費電力は、運転開始以来、蓄

積電流の増加につれて電力はゆっくりと増加しています。一方、得られた実験事象は目覚ましい上

昇を続けております。さらに将来型加速器の開発においては、電磁石や高周波加速装置とも徹底し

た超伝導化を目指した開発研究を行っています。 

2008 年 3 月に策定された「機構における地球温暖化対策のための計画書」では、加速器及び実

験装置に関する電力などエネルギー資源の使用による CO2 の排出の削減に対して、〔投入エネルギ

ー〕対〔研究、教育等の成果〕の効率の向上を目標として掲げています。さらに、オフィス、食堂、

共同利用研究者等宿泊施設、外国人研究員宿泊施設で使用される一般電力における取組みも重要と

考え、数値目標を設定して削減に努めることとしています。 
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4．環境経営の概要 
4-1. 環境方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギー加速器研究機構 
環境方針 

 

基本理念 

高エネルギー加速器研究機構は、研究・教育活動及びそれに伴うすべての事

業活動において、地球環境の保全を認識し、環境との調和と環境負荷の低減に

努めます。 

以上を念頭に置きつつ、研究・教育活動を積極的に推進するとともに、地球環

境を維持・承継しつつ持続的発展が可能な社会の構築を目指します。 

 

基本方針 

１． 省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、放射線及び化学物質管理の徹底等

を通じて、環境保全と環境負荷の低減に努めます。 

２． 環境関連法規、条例、協定及び自主基準を遵守します。 

３． 環境配慮に関する情報公開を適切に行うとともに、地域社会の一員として

地域の環境保全に貢献します。 

４． 環境マネジメントシステムを確立し、継続的な改善を進めます。 

５． 環境保全の目的及び目標を設定し、教職員の環境意識を向上させ、共同利

用研究者、大学院生、外部関連組織の関係者と協力してこれらの達成に努め

ます。 
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4-2. 環境管理体制 
本機構では、2006 年度より段階的に環境マネジメントシステムの構築を進めています。2006 年

度は機構における環境推進体制の整備、環境配慮の方針の策定、エネルギー削減目標の設定等の重

要事項を協議する場として、環境推進会議が設置されました。その後、環境推進会議は環境への負

荷の低減等環境の保全及び、温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、環

境・地球温暖化対策推進会議に改組されました。2007 年度には、環境安全管理室が機構の環境管理

に関する実務を行う組織として機構長の下に位置付けられました。 

2007 年 11 月に、環境・地球温暖化対策推進会議の下に地球温暖化対策連絡会が置かれ、地球温

暖化対策のための計画書の作成が行われました。計画書では、以下の推進体制のもと、「加速器及び

実験装置に関する電力などエネルギー資源の使用による CO2の排出の削減に対して〔投入エネルギ

ー〕対〔研究、教育等の成果〕の効率の向上」、「その他の一般電力などエネルギー資源の使用によ

る CO2の排出の削減に対して、数値目標（2012 年度までに 2006 年度比 5%削減）を設定」の目標

を掲げました。 

る CO2の排出の削減に対して〔投入エネルギ

ー〕対〔研究、教育等の成果〕の効率の向上」、「その他の一般電力などエネルギー資源の使用によ

る CO2の排出の削減に対して、数値目標（2012 年度までに 2006 年度比 5%削減）を設定」の目標

を掲げました。 

  

  

  
機構長

環境・地球温暖化対策推進会議 エネルギー利用計画委員会

環境安全管理室

（ 担当理事 ） 地球温暖化対策連絡会 省エネルギー連絡会

アクションプランの作成 
 
温室効果ガスの排出量の削減については、2005 年 2 月に発効した「京都議定書」の約束期限の 2012

年が目前に迫り、国を挙げての取り組みが求められています。 
機構では、地球温暖化対策に関して機構長と理事とで組織される環境推進会議を拡大して、環境・

地球温暖化対策推進会議に改めました。これまでの環境推進体制の整備、環境配慮の方針の策定など

の任務に、さらに地球温暖化対策に関連した事項を追加し、この新たな推進会議の下に連絡会を設置

して「高エネルギー加速器研究機構における地球温暖化対策のための計画書」を作成しました。 
エネルギー利用のすべてを対象に、例外なく温室効果ガスの削減に取り組むという方針で、加速器及

び実験装置を除くその他の一般電力などのエネルギー資源の使用による CO2の排出の削減に対して、

数値目標（2012 年度までに 2006 年度比で 5％削減）を設定しました。この目標を達成するため、2008
年度から 5 ヵ年間の「地球温暖化対策のためのアクションプラン」を作成しましたが、機構で排出す

る温室効果ガスのほとんどがエネルギー資源（電力と都市ガス）の使用に起因する CO2ですから、省

エネルギー対策が極めて重要な温暖化対策となります。そこで、機構の省エネルギー対策を進めてい

くために、エネルギー使用の抑制について①実効性、②実現可能性、③合理性、④具体性、⑤継続性、

⑥発展性のある方策を「省エネルギー対策アクションプラン」として定めました。 
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4-3. 環境目標・環境計画 
環境に対する基本方針に基づき環境目標を設定し、年度ごとにそれを達成するための行動計画を

作成して、具体的な活動を実践しています。以下に、それぞれの環境目標に対する行動計画を示し

ます。 

環境方針 環境目標 行動計画

年度計画終了時に検証、年度末に次年度行動計画を策定

省エネルギー等の教育啓発（ポスター、節電シール、省エネシールを貼付）

年度計画の周知徹底（ホームページに掲載など）

光熱水の使用量を各種会議やホームページで公表

CO2排出量を公表

加速器及び実験装置に関する電力などエネルギー資源の使用によるCO2の排出の削

減に対して、[投入エネルギー]対[研究、教育等の成果]の効率の向上

省エネルギーにつながる実験装置開発の促進

電磁石、電源その他の機器の再利用、放射線遮蔽用鉄材料などの実験用材料や機
器の有効利用の促進

将来型加速器の電磁石、加速装置等の超伝導化

低公害車の導入

自動車の効率的利用
 ・公用車等の効率的利用
 ・業務連絡バス利用の促進

用紙類の使用量の削減
 ・会議用資料や事務手続の一層の簡素化
 ・両面印刷・両面コピー、集約印刷・集約コピーの徹底
 ・不要となった用紙裏面を可能な限り再利用
 ・使用済み封筒の再使用

再生紙などの再生品の活用、リサイクル可能な製品の使用

自動販売機設置の見直し
 ・設置実態の把握
 ・エネルギー消費の少ない機種に変更

温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入

水の有効利用

冷暖房の適正な温度管理

樹木の剪定した枝や落葉等の再利用の促進

計量器の設置

省エネルギー対策アクションプラン

リサイクルの促進

資源の有効利用のため廃品回収を徹底する

廃棄物の減量
 ・シュレッダーの使用を個人情報の文書に限定
 ・トナーカートリッジの回収と再利用

環境配慮に関する研修への積極的な参加の促進

ホームページ、電子メール等による環境配慮に関する情報の提供

省エネルギー対策に関するアイディアの募集

情報の発信

職員に対する研修等

環
境
保
全
と
環
境
負
荷
の
低
減

省エネルギー対策の推進

実験機器の省エネルギー、資
源の有効活用の推進

物品及び役務の調達・使用に
あたっての配慮

建築物の建築、管理等にあ
たっての配慮

その他抑制等への配慮
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環境方針 環境目標 行動計画

PCB廃棄物の適正保管 適切な保管と届出、処分の計画

アスベストへの適切な対応 飛散防止措置、除去作業

適正な放射線管理 法規制への適正な対応と測定値の公表

排水の排出基準の遵守 定期的な水質検査の実施と報告

ホームページ、パンフレット等による情報の発信

環境報告書を公表

地域社会と連携した取組みの
推進

茅葺き屋根保存会への積極的な協力

環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

の
確
立

環境管理体制の構築 省エネルギー推進組織とその実施体制の構築

情
報
公
開
と
地
域

社
会
と
の
連
携

機構の環境への取組みにつ
いての情報発信

法
令
及
び
自
主

基
準
の
遵
守
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4-4. 主要な指標等の一覧 

 〔 機構運営の概況 〕 
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 職員数の推移 予算額の推移 

 〔 環境パフォーマンス 〕                            

 (t-CO2)(TJ) 
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 CO2排出量の推移 総エネルギー投入量の推移 
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4-5. マテリアルバランス 

 

ＩＩＮＮＰＰＵＵＴＴ  

電気使用量 383 GWh 
都市ガス使用量 263 万 N m3 
石油燃料使用量 24 kL 
水使用量 356 千 m3 
紙購入量 30,807 kg 
化学薬品購入量 10,033 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ＯＯＵＵＴＴＰＰＵＵＴＴ  

下水使用量 129 千 m3 
一般廃棄物 108,800 kg 
産業廃棄物 262,361 kg 
実験系廃棄物 12,856 kg 
PRTR 対象物質排出量 36 kg 

 

 

リサイクル（紙、金属等）

350,760 kg 

石油
840GJ

電気
3,684,401GJ

都市ガス
118,403GJ

総エネルギー投入量：3,803,644 GJ 

CO2排出量 

218,787 t- CO2 

電力の CO2排出係数は環境省令デフォルト値 0.555 t-CO2/千 kWh を使用しています。
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4-6. 環境関連法規制遵守の状況 
本機構では法令で定められている基準を遵守することはもちろん、機構の活動が環境に与える影

響を 小限にするよう努めています。2007 年度は環境関連法規による指導、勧告、命令、処分はあ

りませんでした。  

 

〔 放射線管理 〕 
本機構において研究の基盤となる加速器からは運転中に放射線が発生し、強い放射線に曝された

機器は、微量の放射能を帯びます。放射線（中性子・ガンマ線）が外部へ漏れるのを防ぐために、

加速器はコンクリートや鉄などの厚いシールド（遮へい体）で囲まれた室中に設置されています。

また、空気や水の中にも放射性物質が生成されることがあるため、外部に漏れることのないように、

遮へい体内の空気や水も厳重に測定、管理しています。 

機構内には放射線を監視するための放射線モニターが設置されており、加速器運転中に一時的に

でも放射線のレベル超過を検出すると、加速器を自動停止させる仕組み（インターロック）が採用

されています。現在、48 台のインターロック用の放射線モニターが設置されています。機構内には

これらを含めて 200 台以上の放射線モニターが放射線レベルの測定監視を連続して行っており、測

定場所も居住区域や敷地境界まで広範囲にわたっています。測定データは集中監視され、少しでも

線量の高い箇所が見つかるとその原因の調査がなされます。 

本機構では、敷地境界の放射線線量は年間 50 マイクロシーベルト以下を基準に管理を行ってい

ます。この値は自然放射線から受ける放射線線量の約 10 分の 1 という低いものですが、実際には

さらにその 10 分の 1 程度の線量に抑えています。 

加速器室内にある微量の放射能を持つ機器は、誤って持ち出さないように出入口にある測定器で

ガンマ線・ベータ線を測定します。大型の施設の 12 箇所の出入口では、測定しないと扉が開かな

いようになっています。不要になった廃棄物は、極微量の放射能を含むものでも取り扱いは厳重に

管理されます。保管している放射性廃棄物の量は 200L ドラム缶で 1400 本であり、一部は減容等の

作業後、専用容器に入れ処理業者に処理を委託しています。再利用可能な物品については将来の使

用に備え、放射線管理区域の専用の場所で保管管理しています。 

  放射線管理に関する詳細は、毎年機構が発行する「放射線管理報告」に記載し、公表しています。 

加速器室出入口の放射線測定器 屋外の放射線モニター 
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〔 排水管理 〕  
つくばキャンパスで発生する排水は、 終的に 3 ヶ所の汚水排水槽に集められ、公共下水道に排

出されます。排出時の水質は条例で定める排出基準を満たす必要があり、定期的に水質検査を行う

義務があります。本機構は、広い敷地に多数の実験施設が分散しており、更に排水管が生活排水系

と実験廃水系とに区分けされていないことから、きめ

細かい排水管理を行うために、3 ヵ所の公共下水道接

点の他、主要な建物ごとに 12 ヶ所の監視点を設けて

定期的に採水し、水質が排出基準に適合しているかど

うか監視しています。月 1 回の頻度で、条例で定めら

れた全項目について、水質検査を行っています。すべ

ての検査項目に関して、排水の水質が基準値を超える

ことはありませんでした。 

放射線管理区域内で発生する廃水については、全て

機構内 2 ヶ所に設置された RI 廃水処理施設において

処理され、放射能濃度及び水質がそれぞれ基準値を満たしていることを確認したうえで下水道に放

流しています。また、研究活動で発生する無機系の実験廃液、その洗浄廃水については、機構内の

実験廃液処理施設において無害化処理を行った後、下水道に放流しています。 

汚水槽からの採水 

排水の管理に関する詳細は、「化学安全管理報告」に記載しています。 

 

〔 PCB 廃棄物の保管状況 〕  
  1989 年以前に製造された変圧器やコンデンサ、安定器などの電気機器の一部には、絶縁油中に有

害な化学物質の PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含むものがあります。PCB を含む電気機器類に関

しては、「PCB 廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、適切な保管と届出が求め

られています。本機構では、2008 年 3 月末現在、下記に示す PCB 含有電気機器類計 136 台を保有

しています。 

  該当機器のうち、高濃度（50%以上）の PCB を含有する廃止済みの機器 58 台は、PCB 廃棄物処

理基本計画に基づき、平成 27 年 3 月までに処理される予定です。処理されるまでは、機構内の PCB

廃棄物専用保管庫で厳重に保管すると共に、保管状況を毎年茨城県に報告しています。また、低濃

度（0.5 mg/kg 以上）の PCB を含有する機器（廃止済み機器：64 台、使用中機器：14 台）につい

ても、法に則った管理を行っています。  PCB 廃棄物の保管状況 
 

分類 台数 総重量(kg)

高圧コンデンサ 58 9,188

高圧コンデンサ 10 264
高圧変圧器 10 12,320

直流高電圧発生装置 2 3,000
照明用安定器 42 108

高圧変圧器 14 19,095

合計 136 43,975

(2008年3月末現在)

  高濃度PCBを含有する廃止済み機器

  低濃度PCBを含有する廃止済み機器

  低濃度PCBを含有する使用中機器

PCB 廃棄物専用保管庫 
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4-7. 環境会計 

本機構では、環境保全活動の取組みに対する費用対効果を把握するために、「環境会計」情報の

集計に取り組んでいますが、完全な情報収集には至っておりません。現在、把握・集計しているデ

ータは下記の通りです。 

 

〔 環境保全効果 〕 
 環境保全効果とは、環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害の回復又

はこれらに資する取組による効果を物量単位で測定したものです。主な環境パフォーマンス指標に

ついて、環境保全効果を以下にまとめます。 

 
環境パフォーマンス指標(単位) 2006年度 2007年度

エネルギー使用量（GJ） 4,146,411 3,803,644 -342,767 -8%

電力使用量（千kwh） 416,647 383,314 -33,333 -8%

都市ガス使用量（千m
3
） 3,191 2,631 -560 -18%

水資源使用量（千m
3
） 367,071 356,235 -10,836 -3%

温室効果ガス排出量（ｔ-CO2） 238,554 218,787 -19,767 -8%

一般廃棄物排出量（t） 117 109 -8 -7%

※　エネルギー使用量は、実験のモード・実験時間により大きく変動します。

前年度比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔 環境保全コスト 〕 
 環境保全コストは、環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害の回復又

はこれらに資する取組のための投資額及び費用額を貨幣単位で測定したものです。2007 年度に行っ

た取組の中で把握している分について以下にまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007年度実績

コストの分類 取組内容 投資額(千円)
コスト削減期待額

（千円／年）

地球環境保全コスト 冷温水発生機の更新 26,985 2,250

〃 ルームエアコンの更新　 4,948 95

〃 パッケージ型エアコン更新 41,854 1,253

〃 タイマー運転による換気量の調整 60 40

〃 照明器具の取替（高効率化：Hf蛍光灯) 9,669 319

〃 変圧器の高効率化 1,791 51

〃 窓ガラスの断熱（ペアガラス、断熱フィルム） 7,862 174

〃 外部建具の断熱塗装 291 2

93,460 4,184合計
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5．トピックス 
5-1. キツツキ大作戦 
キツツキがクチバシで木の幹をたたいているのを見たことがありせん

か。「タラララ ラーッ」。幹をたたく音を聞いたことがありませんか。松

くい虫被害は、マツノマダラカミキリの成虫が運ぶマツノザイセンチュ

ウが松類に寄生して発生します。アカゲラなどのキツツキは、マツノマ

ダラカミキリの天敵です。鳥を保護しながら、その生態を利用すること

によって害虫駆除剤などの薬剤使用をできるだけ避けようというのが、

このキツツキ大作戦です。 
1970 年代から、松くい虫による松枯れ被害が全国的に拡がりました。

つくばキャンパスにおいても年間 200～300 本の被害が発生し、伐採さ

れてきました。予防策としては、空中からの薬剤散布や樹幹注入による

駆除などがありますが、健康への影響やコスト等の面から現在は実施していません。そこで、天敵

を利用した松くい虫対策に期待が寄せられています。現

在、キツツキ類の林内誘致と保護を目的として、つくば

キャンパス内に 50 個ほどの巣箱が設置されています。

この巣箱は、キツツキ専用の寝床という意味で「ベッド

ボックス」と呼ばれています。一般の巣箱と違って、底

板がなく、他の野鳥が利用して汚すことはありません。

また、万一、ヘビやネズミなどの外的から襲われても、

すぐに逃げることができます。 
 

 

 

機構内に残された自然 
 

2007 年春、機構内で「キンラン」を見つけま

した。周辺を探しましたがこの１本だけでした。

2008 年春にも、また同じ場所で「キンラン」が

見つかりました。やはり１本だけでした。道路際

のため柵をつけておきました。また来年も会える

ことを楽しみにしています。 
 
「キンラン」：山や丘陵の林の中に生える地上性

のランで、高さ 30～70cm の茎の先端に 4 月から 6 月にかけて直径 1cm 程度の明るく鮮

やかな黄色の花を総状につける。花は全開せず、半開き状態のままである。雑木林の木

漏れ日に照らされて輝くさまは金蘭の名に相応しい。元々、日本ではありふれた和ラン

の一種であったが、1990 年代ころから急激に数を減らし、1997 年に絶滅危惧Ⅱ類（VU）

（環境省レッドリスト）として掲載された。 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
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5-2. 環境に関する研究の推進 
物質構造科学研究所では、大型の加速器施設でつくられる放射光や中性子、ミュオンなどのビー

ムを利用したさまざまな物質の研究が行われています。加速器を利用した先端的な分析手法を用い

た研究の一部を紹介します。 
 

燃料電池自動車の実現へ向けて 
－ 燃料電池触媒のリアルタイム解析 － 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現代社会に不可欠な自動車は、地球温暖化の

原因である二酸化炭素や大気汚染の原因であ

る窒素酸化物など、環境に大きな負荷を与える

ガスを排出します。この問題を解決するため

に、環境にやさしく、エネルギー効率の高い燃

料電池自動車に関する技術開発が求められて

います。燃料電池の電極には反応を効率よく進

めるために白金微粒子触媒が用いられていま

すが、電池のオン・オフを繰り返すことによっ

て白金が電解質層に溶出することで電池の起

電力低下を引き起こします。この問題を解決す

ることは、燃料電池自動車を実現するために重

要です。 
物質構造科学研究所では、物質の局所構造や

電子状態をミリ秒までの時間スケールで選択

的に観測できる方法として、時間分解 XAFS 法

の開発を行っています。この手法を燃料電池の

白金触媒に適用し、電池がオンまたはオフした

直後から白金の状態が変化する様子を直接観測

しました。その結果、通常の駆動電圧では、電

池をオフにしたときには白金と酸素の結合が形

成されるのと白金が正に帯電していくのがほぼ

同じ速度で進行し、オンにしたときには白金上

の電荷が放出されるよりも前に白金と酸素の結

合が開裂されることが分かりました。通常より

高い電位での駆動を行った後オフにしたときに

は、白金原子同士の結合が減少し、白金と酸素

の結合が増加する現象が観測され、酸素原子が

白金微粒子の内部層にまで潜り込むことが分か

りました。 
実際の燃料電池では、局所的に高い電位状態

が加わることにより、その部位で酸素原子の潜

り込みが起こる可能性があります。このような

反応は、白金の溶出、すなわち触媒の劣化につ

ながると考えられます。 

関連情報： http://www.kek.jp/newskek/2007/marapr/fuelcell.html 
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安全・軽量・コンパクトな水素の容器の実用化へ向けて 
－ 水素吸蔵物質中の「水素結合」：水素吸放出のボトルネック － 

 
 
 

物質構造科学研究所では、水素吸蔵物質の

中で水素がどのような状態にあるかを様々な

手法で研究しており、水素エネルギーによる

循環型社会の実現のための基礎研究に貢献し

ています。例えば、 近明らかになった現象

の一つとして水素吸蔵物質中で起こる水素結

合の発見があります。 
 水素化アルミニウムナトリウム（NaAlH4）

は水素吸蔵物質として近年盛んに研究されて

いる軽元素水素化物の一つです。理論上で

大 5.6％という高い重量比で、かつ摂氏

50~100 度の温度で水素を吸収放出し、材料と

しても安価で大量に手に入れることができま

す。さらに、数％の割合でチタンやジルコニ

ウム等の金属を添加することで、それまでネ

ックになっていた水素の吸収放出の速度が劇

的に改善されることが 1990 年代後半に明ら

かになって以来、「安全・軽量・コンパクトな

水素の容器」として実用化が期待されてきま

した。しかしながら、長年の研究にも関わら

ず、添加された金属が水素の吸収や放出を大

きく促進する微視的なメカニズムはほとんど

分っていませんでした。物構研の研究グルー

プは、水素（陽子）の軽い放射性同位体であ

るミュオン（ミュー粒子、µ+）をこの物質に

注入し、放射性同位体の高感度な特性を生か

して水素化アルミニウムナトリウム中での水

素の状態を調べることを試みました。その結

果、注入したミュー粒子が室温以下で水素化

アルミニウムイオンとミュオンとの水素結合

による複合体[(AlH4)－ -µ+- (AlH4)－]を形成して

いることが明瞭に観測され（下図）、さらにチ

タンを添加した試料では、ミュオンの状態が

この複合体から解放されて格子間位置で拡散

運動をしている状態へと移動するために必要

な活性化エネルギーがチタン無添加の試料に

比べて約３分の１まで大きく減少しているこ

とも明らかにしました。この実験では、注入

したミュオンはこの物質が初期の脱水素過程

にある状態での水素の挙動をそのまま反映し

ているものと考えられることから、従来謎だ

った水素の吸放出の律速過程が今回発見され

た水素結合の形成にあることを示したものと

いえるでしょう。また、ミュオンはこのよう

な水素の状態評価に有用な手法として今後の

活用が期待されます。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

関連情報： http://www.kek.jp/newskek/2008/janfeb/NaAlH4.html 
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環境に優しい自動車の開発へ向けて 
－ 排ガス触媒の働きを探る － 

 
 
 

造変化するかを詳細に調べました。その結果、

触媒に酸素が取り込まれると助触媒中のセリ

ウムは高速に酸化されるのに対し、隣接して

存在するジルコニウムの周りの変化は遅れて

進行することが分かりました。 
 セリウムとジルコニウムで酸素の吸蔵・放

出の速さが大きく異なるのは予想を覆す不思

議な現象ですが、その過程は極めて迅速で、

排ガスの組成変化に敏感に反応して酸素の出

入りを行うことが可能であることが示されま

した。この結果は、今後の自動車排ガス触媒

の高性能化や新たな触媒材料の開発につなが

る有力な情報です。 

 ガソリン自動車の排ガス中には、炭化水素

や一酸化炭素、窒素酸化物などの有害物質が

含まれるため、排ガス装置には三元触媒によ

り有害物質を同時に無害化する仕組みが組み

込まれています。この無害化の仕組みを効率

的に働くようにするために酸素の吸蔵と放出

を担う助触媒が添加され、自動車の走行に伴

って刻々と変化する排ガスの組成に追従し

て、有害物質の酸化還元反応で消費・放出さ

れる酸素量を制御しています。 
助触媒の一つであるセリア−ジルコニア固

溶体を時間分解波長分散型 XAFS 法により観

察し、セリウムとジルコニウムが酸化還元に

よってどのように電子移動し、どのように構

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

関連情報： http://www.kek.jp/newskek/2008/janfeb/catalyst.html 
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5-3. J-PARC建設における環境配慮 
J-PARC は本機構と日本原子力研究開発機構が共

同で進めているプロジェクトとして、2001 年度から

建設を開始しました。建設にあたっては、環境にあ

たえる影響が 小限になるよう配慮しました。 
 

〔 緑地 〕 
 J-PARC が建設されるサイト、特に 50GeV シンク

ロトロン（MR）、物質・生命科学実験施設（MLF）、
ハドロンおよびニュートリノ施設が含まれるエリア

は、地域住民の方が昔から大切に育成してきた松を

主体とする保安林区域でした。建設開始に当たって

は住民の方々との話し合いを十分に行い、建設中の

樹木伐採を 小限にとどめること、建設後の緑地復

元を可能な限り行い 終的な緑地率を 75%以上に

することとしました。現在では、工事も終わり、MR

全周にわたる盛土や、MLF ビームラインの盛土には

全て元々あったものと同じ種類の松が植林され、ま

た地域に特有の秋グミを主体とする種子の吹き付け

がなされ、その施工の順番によく育っています。数

年後には立派な松林と地元固有の植物が繁茂すると

思われます。 

J-PARC 加速器レイアウト 

MR 土盛り（2007/4/12 撮影） 
 

〔 地下水 〕 
 建設地の地盤は表層土が砂層、その下が地下水を豊富に含む砂礫層、そして泥岩を主体とする複

雑な地形の基盤部からなります。地下トンネル建設は、工事区域をシートパイルで山留めし、ディ

ープウェルによって地下水位を下げて掘削するという方法で行いました。地下水の汲み上げ量は

大で 1 日 2 万トンに達することがありました。隣接する地域の住民の方々には工事状況を絶えず報

告し、また境界線上においては日量 250 トンの地下水の復水を長期間行いました。その結果、工事

の 盛期に地域の一部で井戸の水位低下が見られたものの、深刻なものには至りませんでした。そ

の後 2007 年度末には地下工事の終了とともに地下水位は回復しつつあり、井戸への影響の懸念は

全く無くなりました。 
 

〔 野鳥 〕 
 ハドロン施設隣地の松林には初夏にオオタカの営巣が見られることがありました。その際には、

工事に伴う騒音で子育てを妨害しないようフェンスを設けたり、その近くにおける重機の稼動を一

時休止するなどの措置をとりました。また松林の一角に野鳥のためのバードバスエリアを設けまし

た。これらの措置は日本野鳥の会からも高い評価を得ています。 
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6．環境への取組み 
6-1. 総エネルギー投入量 

2007 年度は 383 GWh の電力、 263 万 Nm3の都市ガス、 24 kL のガソリンの使用がありまし

た。これらのエネルギー投入量を熱量に換算すると 3,803,644 GJ であり、前年度比 －8%となり

ました。 

都市ガス 軽油

つくば 3,590,921 GJ 118,403 GJ 649 GJ 59 GJ

東海 93,480 GJ ― 132 GJ ―

合計 3,684,401 GJ 118,403 GJ 781 GJ 59 GJ

都市ガス 軽油

熱量換算係数 450 GJ/万Nm3 38.2 GJ/kL

電力 ガソリン

電力

9.97（9.28）
※

 GJ/MWh 34.6 GJ/kL

ガソリン

 

 ※（ ）内は夜間電力の換算係数 

 

総エネルギー投入量の約 97%は電力が占めており、更にそのほとんどが高エネルギー加速器の運

転に消費されます。2005 年度に PS 加速器が廃止となったため、翌年には電力使用量が急激に減少

しました。2007 年度からは東海キャンパスでの電力使用が徐々に増え始めましたが、つくばキャン

パスにおいて加速器運転時間が減少したため電力使用は減少となりました。また、都市ガスについ

ても同様に減少しています。 
ガソリンの使用量は、2007 年度は東海キャンパスにおける公用車利用のため、全体の使用量が増

加しました。なお、つくばキャンパスと東海キャンパスを往復する業務連絡バスの燃料は、請負者

の負担であるため、考慮していません。 
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低減対策 
〔 加速器、実験装置に関連 〕 

本機構においては、大規模の実験装置や大型コンピュータ等を稼動して研究を遂行するために、

膨大な電力を消費します。機構の環境配慮の取り組みの中で、特に加速器および大型実験装置に使

用する電力を有効利用することが極めて重要であり、消費電力を低減するだけでなく、同じ消費電

力でより多くの実験成果を引き出し、投入エネルギーに対する研究、教育成果の効率の向上を目標

に努力しています。 
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1. 省エネルギー 
① 電磁石、高周波加速装置の超伝導化 

機構では、消費電力を大幅に低減する方法である電気抵抗をゼロにする超伝導技術を利用した

大規模な超伝導機器が稼動しています。またエネルギーフロンティアの加速器として、加速装置

や収束電磁石をすべて超伝導化したシステムの基礎研究を行っています。 
● 粒子と反粒子の性質の違いを明らかにする Belle 実験で、衝突型加速器用測定器の大容積高

磁場を発生させるソレノイド電磁石に超伝導ソレノイド電磁石が使われています（素粒子原子

核研究所）。 
  ● KEKB 加速器に超伝導加速空洞のクラブ空洞が導入されました（加速器研究施設）。 

● 現在の第三世代放射光マシンよりはるかに高性能の加速器として、超伝導加速空洞を採用し、

ビームを効率的に加速するとともに、ビーム電力をも回収してエネルギー効率を飛躍的に改善

する「エネルギー回収型線形加速器（ERL)」の開発を進めています（物質構造科学研究所・

放射光実験施設、加速器研究施設）。 
 

② 安定な運転（故障率の低減） 
   大型施設では一箇所でも故障すると実験が停止しますが、回復までの間、故障機器以外の多

くの機器はアイドリング運転となるため、電力の利用効率が低下します。加速器・実験施設の

稼働率を上げることは、実験成果の効率が向上するだけではなく、省エネにも寄与します（加

速器研究施設）。 
 

左図は KEK 電子・陽電子リニアックの

運転時間と稼働率の推移をまとめたも

のですが、加速器の老朽化と戦いなが

ら、ここ数年間は 97%以上の稼働率を

維持しています。 
 
 
 

 
 

③ 効率的な電力利用計画 

   エネルギー利用計画委員会、及び省エネルギー連絡会が連携・協力して、研究成果を犠牲に

することなく電力使用量が 小になるように年間の効率的な電力使用計画を策定し、さらに電

力ピーク調整連絡会の下で電力需要のピーク時の需要が調整されます。 

電力使用計画の策定にあったては、加速器の運転等で電源及び電磁石などの機器から放出さ

れる熱を冷却する冷却塔（クーリングタワー）の効率が低下する夏季の 7、8 月はビーム運転

を長期停止すること、9 月もできるだけ控えること、それ以外の期間はできるだけ長期安定運

転を図ることを方針としています。 
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2 台の放射光リングと KEKB 加速器は入射器（リニアック）を共有しています。物質構造科

学研究所の放射光利用計画と素粒子原子核研究所の Belle 実験のスケジュールは常に効率が

大になるよう両者の保守期間等を調整しています。 

   

④ その他 

・ シリーズレギュレータ電源からスイッチングレギュレータ電源への置換え 

・ 省スペースと省消費電力を考慮した計算機システムの導入 

・ 大型制御計算機の小型計算機への置換え 

・ 大型計算機の利用率に対応して電源を投入する計算サーバの調整 

・ 加速器停止期間中のトンネル内温度の高めの設定（24℃から 27℃に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green500 
 

Green500 とは、世界スーパーコンピュータの電力効率の良さを競うランキングのことで

す。純粋な演算能力を競うランキングに TOP500 がありますが、Green500 は、単位電力当

りに処理する演算回数を基準としてランク付けされます。 
本機構で運用中のスーパーコンピュータ IBM eServer Blue Gene Solution の 3 システムは

2008 年 6 月の発表では、33、33、26 位で、導入後 2 年になりますが、いまだに省電力型の

スパコンと言えます。 

本機構においては、計算機の運用においても、計算機利用の波に応じてジョブキューを絞

って、使用しないサーバーの電源を落とす、保守、緊急時以外照明を 小限にする、高効率

の空調機に更新する等の省エネ対策を実施しています。 
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2. エネルギーの有効利用  
① KEKB 加速器の性能（ルミノシティ）の向上 

すでに設計値の 1.7 倍以上の性能を実現していますが、連続入射方式の実用化による高電流

値の保持、ビーム不安定現象の解明と原因の克服、超精密なビームモニターと制御、運転パラ

メータの多次元 適化手法など加速器物理および加速器工学の実践によって性能増強を図りま

した。また新たにクラブ空洞を導入してさらなる増強を図っております（加速器研究施設）。 

 KEKB の消費電力と積分ルミノシティの推移 
（2007 年前半はクラブ空洞の試験のため、一時的にルミノシティは落ちましたが、後半以降回復しています。） 

 

② Belle 測定器の性能向上 

データ取得に伴う測定器不感時間を低減し、データ取得を継続しながら同時に加速器にビー

ムを注入する手法を確立しました（素粒子原子核研究所、加速器研究施設）。 
 

③ 共同利用の推進 
  機構の施設を利用した共同利用として 

・ B ファクトリーでの共同利用実験 

・ 放射光、中性子、ミュオン、陽電子を用いた、原子レベルから高分子、生体分子レベルに

いたる幅広いスケールの物質構造と機能、ダイナミクスに関する共同利用実験 
・ スーパーコンピュータを用いた加速器科学に関連した大型シミュレーション研究 
等を実施して、国内外から多数の共同利用研究者を受け入れました。 
 

2007 年度共同利用研究者受入状況 

 
陽子加速器

（PS）

 Bファクトリー
加速器
（KEKB）

 中性子科学
研究施設

ミュオン科学
研究施設

放射光科学
研究施設

（PF）

大型シミュレー
ション研究

 短寿命核分離
実験装置

 合計

 国内大学関係 281 113 49 23 2,192 45 10 2,713
 国内研究機関 53 0 4 4 257 34 1 353
 海外機関 72 136 0 1 95 10 0 314
 合計 406 249 53 28 2,544 89 11 3,380  
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〔 加速器、実験装置以外で 〕 
1. ユーティリティ 
 加速器を運転し実験を行うためには、実験トンネルの温

度を一定に保つための空調や加速器を冷却する冷却水設備

が必要です。これらの実験支援設備をユーティリティと呼

び、ここで消費されるエネルギーは、全消費量の約 25 パ

ーセントにも達します。冷凍機、冷却塔、ポンプ、空調機

など主な機器の運転について「管理標準」を定め、エネル

ギーの使用の合理化に努めています。 
ユーティリティは実験休止中も精度の維持や保守点検の

ため運転を停止できませんが、温度湿度条件の緩和や循環

ポンプの部分停止などを研究者と設備運転者が協議しながら節電の方法を試行しています。 

エネルギーの使用割合

70%

25%
5%

実験設備
ユーティリティ
一般需要

 

2. 建設工事 
機構では、建物の新築・改修工事に際してできるかぎり、環境に負担をかけない建物を目指して

設計や工事を行っています。2007 年度行った 2 号館改修工事では、高効率のエアコン・照明器具

への取替、ペアガラスの採用などを積極的に行いました。 
 

改修工事を終えた 2 号館 
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6-2. 総物質投入量 
〔 紙使用量 〕 

研究・教育活動や事務等に使用される印刷用紙の使用量は、2007 年度は 30.8t でした。一人あた

りの年間使用量は 44.8kg、A4 用紙換算で約 10,000 枚になります。本機構では、各種申請書、通知

書の電子化、両面印刷の徹底などにより、紙使用量の削減に努めています。 
また、会議のペーパーレス化をすすめており、資料を事前にノート PC にダウンロードしてもら

うことにより、紙使用量の削減を行っています。2007 年度は主要な会議において、延べ 143 回の

ペーパーレス会議を行い、A４判 293,369 枚の紙使用量の削減を行いました。これにより、紙代、

コピー代約 195 万円の経費が削減できました。 

会議名称 開催回数 削減ページ数

教育研究評議会 3 21,080

役員会 11 7,200

各研究所等運営会議 16 36,780

所長会議 14 11,160

主幹会議 11 79,200

連絡運営会議 11 38,800

法人化推進委員会 7 5,396

その他 70 93,753

計 143 293,369

主要会議のペーパーレス化による紙削減量

紙使用量の推移
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〔 化学物質 〕 
2007 年度は 202 種類、10,033 kg の化学薬品等が入手されました。そのうち、毒物・劇物に該当

する薬品は 3,334kg でした。量の多いものとしては、廃水処理や純水製造装置で使用される薬品や、

絶縁油、大型の金属表面処理装

置で使用される酸で、一般的な

実験研究用に入手されたものは

1,328kg でした。 

物質名
入手量

(kg)
物質名

入手量
(kg)

アクリルアミド 1.2 塩化第二鉄 555.0

アセトニトリル 7.8 n-ヘキサン 48.9

エチレングリコール 19.8

クロロホルム 2.2

N,N-ジメチルホルムアミド 1.5

ヒドロキノン 3.6

フッ化水素酸 63.4

PRTR対象化学物質及びPRTR追加候補物質の入手量

PRTR対象物質 PRTR追加候補物質

2007 年度の PRTR 対象化学

物質及び PRTR 追加候補物質

（第一種指定化学物質に追加さ

れることが検討されている物

質）の入手量は右表の通りです。 
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6-3. 水資源投入量 
機構では市水（上水）のほかに、つくばキャン

パスで井水（地下水）、東海キャンパスで工水（工

業用水）も使用しています。2007 年度のつくばキ

ャンパスでは、市水 257,000 m3と井水 81,000 m3

を、また東海キャンパスでは、市水 11,000 m3、

工水 8,000 m3を使用しました。井水と工水は、実

験装置の冷却水を冷やすためのクーリングタワー

や、実験施設の空調設備のクーリングタワーの循

環水などに使用していますが、井水はトイレの洗

浄水や消防用水にも使用しています。 
 

低減対策 
〔 クーリングタワー補給水 〕 

水冷式クーリングタワーでは、水を蒸発させる

ことで気化熱を利用して、水温を下げ、再び冷却

水として利用するため、蒸発した水を補給する必要があります。つくばキャンパスでは、加速器の

運転や実験を支援する施設の規模が大きいため、この補給水が全使用量のおよそ 35%にもなります。

したがって、機構の省資源への取り組みのなかで、クーリングタワーの循環水を減らすことがきわ

めて重要であることを意識し、クーリングタワーの更新や新設時には、補給水を必要としない空冷

式を可能な限り採用するようにしています。また、循環水への水処理剤の添加やストレーナの清掃

など、きめ細かい保守作業によって循環水の交換頻度を少なくして補給水量の低減に努めています。 

水使用量の推移
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〔 計量器の設置 〕 

計量器は、節水に取り組むために必要な使用量の実態を明らかにしてくれます。また漏水のチェ

ック機能も有しています。機構では、計量器が設置されていない古い建物に、市水用と井水用を順

次設置する計画を、2005 年度から実施し、2005 年度 3 棟、2006 年度 17 棟、2007 年度 5 棟の建

物に設置しました。来年度も引き続き設置を計画しています。 

 

 

建物ごとに設置が進む計量器 
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6-4. 河川・大気への環境負荷 
本機構の排水は 3 ヶ所の汚水排水槽から公共下水道に排出され、直接河川へ排出されることはあ

りません。2007 年度、つくばキャンパスからは 119,000 m3の排水が公共下水道に排出されました。 
公共下水道に排出水と一緒に排出される環境汚染物質を減らすために、排水貯留槽を設置した化

学実験室（7 棟の建物に設置しています）以外で有害物質を取り扱うことを禁止し、貯留槽の排水

を構内の実験廃液処理施設で有害物質を除害処理して排出しています。また構内の排水経路に 12
ヶ所の排水監視点を設け、定期的に水質を検査し、汚染物質の排出を監視しています。 
監視で対策の必要が明らかとなっているのが食堂からの排水です。昼食後の食器等の洗浄が増え

る午後 1 時から 2 時の間に排出される排水が、高い濃度の動植物油脂類と有機汚染物質を含有して

います。厨房からの排水の受槽に設置されているオイルトラップの定期的な清掃や、食器類の紙な

どによる拭き取り等の浄化対策をこれまで以上に徹底して行い、排出量の低減に努めます。 
本機構では、冷水の製造のために冷温水発生機を使用していますが、燃料に都市ガスを用いるた

め、大気汚染物質の窒素酸化物が排出されます。つくばキャンパス PF エネルギーセンターの冷温

水発生機 4 台、真空温水発生機 2 台について、10 月と 3 月に測定を行った結果について以下に示

します。測定結果は排出基準値 150 ppm 以下で問題ありませんでした。 
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6-5. 温室効果ガスの排出量 
地球温暖化が進行すると、海面上昇による水害、農産物生産量の減少、伝染病の伝染範囲の拡大、

生息環境の変化による一部野生生物の絶滅等、深刻な影響が生じるおそれがあります。 
温室効果ガスとして、京都議定書において二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオ

ロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の 6 物質が定められています。 
本機構から排出される温室効果ガスはほとんどが電力の使用による、エネルギー起源 CO2で、非

エネルギー起源 CO2、CO2 以外の温室効果ガスはほとんど排出されていません。以下に、2007 年

度の温室効果ガスの排出量及び、換算係数を示します。 
 

エネルギー別二酸化炭素排出量（2007 年度） 
 

種類
CO2排出量

( t-CO2 )

 電力 383.3 GWh 0.555 t-CO2/千kWh 212,739

 都市ガス 263.1 万Nm
3 450 GJ/万Nm

3 0.0506 t-CO2/GJ 5,991

 ガソリン 22.6 kL 34.6 GJ/kL 0.0671 t-CO2/GJ 52

 軽油 1.6 kL 38.2 GJ/kL 0.0686 t-CO2/GJ 4

218,787計

使用量 単位発熱量 CO2排出係数
 
 
 
 
 
 

 
 
 

二酸化炭素の排出量は、単位発熱量、排出係数を用いて算出しました。なお、電力の CO2排出係

数は「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定めるデフォル

ト値を用いました。電気事業者別排出係数を用いた場合、CO2排出量は少なく見積もられます。 

本機構から排出される温室効果ガスはエネルギー起源の CO2であり、ほとんどが電力使用による

ものです。よって、その低減対策は電力使用量の低減対策と同様になります。 
 

CO2

CO2CO2

CH4

N2O

CO2

CO2CO2

CH4

N2O
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6-6. 化学物質の排出量、移動量 
〔 化学物質の管理状況 〕 
本機構では、化学薬品等を入手する場合、電子メールで環境安全管理室に入手願を提出し、管理

室を通して化学薬品等取扱責任者と化学薬品等取扱主任者の承認を得なければなりません。また、

それらの使用・保管は、使用場所管理責任者・保管庫等管理責任者の置かれた場所で行うことにな

っています。さらに、毒物・劇物に該当する化学薬品については、環境安全管理室が発行するバー

コードラベルを貼付し、施錠可能な専用の金属製保管庫で保管しています。所有者には使用簿によ

り常に保管量、使用量を把握してもらい、定期的に環境安全管理室へ報告することを義務付けてい

ます。 
 

 
 
 
 

〔 PRTR 法対象物質移動量 〕 
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）は、政

令で指定された物質（354 種類）を年間 1 トン（発がん性のある 12 物質については 0.5 トン）以上

取り扱う事業所で、業種や従業員数などの要件に合致するものについて、その排出量・移動量を届

け出ることを義務付けています。 
本機構において 2007 年度は、届出の対象となる量の取扱いはありませんでしたが、以下に PRTR

法対象物質のうち 1 kg 以上の取扱いがあったものについて排出・移動量を示します。 
 

廃液 下水 大気

アクリルアミド 1.22 1.22 0 0

アセトニトリル 8.6 8.6 0 0

クロロホルム 3.25 3.09 0 0.16

四塩化炭素 1.57 1.57 0 0

N,N-ジメチルホルムアミド 1.19 1.19 0 0

ヒドロキノン 4.23 4.23 0 0

フッ化水素およびその水溶性塩* 14.4 14.2 0 0.2
*
フッ素に換算

取扱量(kg)物質名
排出・移動の内訳(kg)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

〔 有害大気汚染物質の大気中への排出状況 〕 
有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物

質のことをいい、該当する可能性のある物質として 234 種類が挙げられています。そのうち、本機

構において使用量の多いものにヘキサンがあります。使用にあたっては、コールドトラップにより

極力回収していますが、2007 年度は 20.6 kg が大気中に排出されました。 
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〔 地下水汚染の監視 〕 
 研究活動や業務に使用されている有害物質の有機塩素化合物（トリクロロエチレン等 10 種類）、

シマジン（除草剤）、クロム、カドミウム、鉛が、周辺の環境を汚染していないことを、敷地境界の

7 箇所に掘削した、第一滞水層の井戸からの地下水を検査して確認しました。検査は 4 ヶ月に 1 回

の頻度で行いました。その結果、基準値を超える項目は観測されませんでした。 
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6-7. 廃棄物総排出量 
〔 一般廃棄物 〕 
 2007 年度、一般廃棄物として 97 トンの可燃物、12 トンの不燃物が排出されました。可燃物類の

量は 2006 年度に比べ 8%減少し、不燃物の量も

年々減少傾向にあります。 
 
 
 
 
 

 
一般廃棄物排出量の推移   

 2005年度 2006年度 2007年度

可燃物 104,740 105,150 97,280

不燃物 13,930 12,060 11,520

合計 118,670 117,210 108,800

（単位：kg）

 
 
 

 
 

 
〔 産業廃棄物 〕 
 2007年度に排出された産業廃棄物26万トンの90%を、プラスチックおよび木屑が占めています。

PS 実験の終了（2005 年度後半）後、木屑類、がれき類、金属類が 2006 年度に大量に排出されま

したが、2007 年度の排出量はがれき類を除き 2005 年度以前と同程度の量まで減少しました。 
 
 産業廃棄物排出量の推移  
 

2005年度 2006年度 2007年度

プラスチック 122,950 173,305 142,062

木屑 55,000 243,800 100,265

金属類 0 94,295 3,345

がれき類 0 60,700 14,690

蛍光管 1,220 1,102 1,299

蓄電池 1,600 650 700

合計 180,770 573,852 262,361

（単位：kg）
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〔 実験系廃棄物 〕 
 機構内の研究活動で発生する実験廃液類（無機系廃液）は、機構内の実験廃液処理施設において

無害化処理されます。機構内で処理することが困難な高濃度の酸廃液、有機廃液、廃油、固形廃棄

物、廃試薬類などは外部の専門業者に処理を委託しています。 

2007 年度は、機構内処理および外部処理委託により、実験系廃棄物として廃液、固形廃棄物計

13 トンを処理しました。機構で発生する実験系廃液は、高濃度の有機薬品を含んだ冷却水や廃油類

などの大型装置の運転に伴い排出される廃液および洗浄排水が大きな割合を占めることが特徴です。

実験系廃棄物については、「化学安全管理報告」に詳細に記載しています。 
 

実験系廃棄物排出量の推移  

2005年度 2006年度 2007年度

無機廃液 2,397 2,736 1,294

有機廃液 2,803 8,260 3,935

廃油 2,200 2,004 2,433

写真廃液 544 0 699

固形物ほか 3,644 3,350 4,495

合計 11,588 16,350 12,856

（単位：kg）

実験廃液処理施設  
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6-8. リサイクル 
① 古紙、金属材料のリサイクル 

コピー用紙やダンボール類の一部は、古紙として分別回収し専門業者に売却しています。古

紙の回収率を高めるよう、意識の向上に努めています。 

本機構では、使用を終了した実験装置や部品、工作加工に伴う金属材料の端材など多量の金

属製廃棄物が発生します。これらの廃棄物のうち、鉄、ステンレス、銅、真ちゅう、アルミニ

ウム、鉛として分別回収された金属類は、専門の処理業者に売却され、リサイクル利用されて

います。2007 年度は、発生した 308 トンの金属類のうち、ほとんどの 304 トンがリサイクル

されました。 

リサイクル古紙、金属くず量の推移   

 
2005年度 2006年度 2007年度

古紙 41,420 50,050 46,560

金属くず 326,469 213,302 304,200

合計 367,889 263,352 350,760

（単位：kg）

 

 

 

 

 

② 測定器、実験機器の有効利用 
 ● 45MeV 可搬式小型電子線形加速器（TA－LINAC）の開発 
   米国ユタ州の砂漠で超高エネルギー宇宙線の観測を行っている東京大学宇宙線研究所に協力

して開発した加速器で、テレスコープアレイ校正用に用いられます。この加速器の開発にあた

っては、既設加速器の改造などで不要になった機器、あるいは性能的に満足しなくなった老朽

化機器などが 大限に活用されました（加速器研究施設）。 

 ● 計測器・回路モジュールの貸出 
測定器開発室と回路室が協力し、独自に開発した先進的な計測器や回路モジュールを研究グ

ループに貸出し、また保守も行って計測器等の有効利用を図っています（素粒子原子核研究所）。 
 
 

③ 実験材料等の再利用 

  ● ヘリウムガス 
   消費電力を大幅に低減する方法として、電気抵抗をゼロにする超伝導技術があります。電気

抵抗をゼロにするには、－270℃まで冷却する必要があり、そのための冷媒としてヘリウムが

使用されます。機構では、Belle 測定器の超伝導電磁石の運転、超伝導加速空洞の運転や開発に

大量のヘリウムガスが使われていますが、回収・精製して再使用する循環再利用システムを組

込み、消費量を極力減らす努力をしています。2007 年度も、超伝導加速空洞の試験を行う STF

棟（超伝導リニアック試験施設棟）からヘリウムを回収する配管を整備しました（共通基盤研

究施設）。 
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液体ヘリウム供給量と回収率の推移  

 

● 電磁石、電磁石電源 

   2007 年 3 月末でシャットダウンしたつくばキャンパスの 12GeV 陽子シンクロトロン(PS)
で使用された電磁石、電磁石電源、放射線遮蔽体の多くが、高エネルギー電子取り出しビーム

ライン(FTB：素粒子・原子核実験に使われる測定器の性能評価や開発を支援するために開発さ

れた)や、東海キャンパスに建設が進められている J-PARC で再利用されました（素粒子原子

核研究所、J-PARC センター）。 

電磁石、電磁石電源の再利用数  

電磁石 電磁石電源 電磁石
FTBL 9

J-PARC
　・スイッチヤード 20 36 17
　・ハドロンホール 1
　・ニュートリノ 2

計 20 36 2

再利用施設
2006年度

電磁石電源
10

6

8 16

2007年度 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 放射線遮蔽体 
    トリスタン・ビーナス測定器で使われていた純鉄製磁石リターンヨーク（424 トン）と、下

部ミュオンフィルター（190 トン）を再加工して、J-PARC ニュートリノ施設のターゲットス

テーションの遮蔽体として再利用しました。来年度もビームダンプの遮蔽体として再利用する

予定です。また PS 実験で使用していたコンクリート製遮蔽体（約 5,000 トン）も J-PARC で

再利用しました（J-PARC センター）。 
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6-9. グリーン購入の推進 
本機構では、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）を遵守し、

環境負荷低減に資する製品・サービス（特定調達品目）などの調達を進めるとともに、毎年その実

績を関係省庁に報告しています。 

2007 年度における特定調達品目の調達状況は下表の通りです。なお、コピー用紙等の紙類は、「グ

リーン購入法特定調達品目の紙類に関する調達について（お知らせ）」（環境省総合環境政策局環境

経済課事務連絡平成 20 年 2 月 14 日）２－③に記載された準特定調達物品に該当するものです。 

分野 摘要 全調達量
特定調達品目

調達量
特定調達品目

調達率

紙類 コピー用紙等 30,349.9kg 29,722.9kg 98%
文具類 79,948個 79,948個 100%
オフィス家具類 什器等 683台 683台 100%
OA機器 電子計算機等 10,904個 10,904個 100%
家電製品 冷蔵庫等 26台 26台 100%
ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ等 ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ等 17台 17台 100%
温水器等 ガス調理器 8台 8台 100%
照明 蛍光灯等 4,818本 4,818本 100%
自動車等 8台 5台 63%
消火器 消火器 149本 149本 100%
制服・作業服 作業服 206着 206着 100%
インテリア類 カーテン等 8枚 8枚 100%
作業手袋 作業手袋 3,806組 3,806組 100%
他繊維製品 ブルーシート等 8枚 8枚 100%
役務 印刷業務等 204件 204件 100%
※各調達数量は分野ごとの品目を全て集計しています。

 

上記のうち、100%の調達目標を達成できなかった紙類ですが、特定のプリンタでの出力に支障

が生じることから基準外製品の調達が必要でした。また、自動車については、実験研究に必要な「垂

直リフト付トラック」とよばれる特別仕様車が必要でした。そのため、車種が限定され、グリーン

購入法に適合するものから選択できなかったことによるものです。 

本機構では、今後も引き続き機構内への周知徹底を図り、全ての調達において適合商品を購入す

ることに努めていきます。 
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7．社会との関わり 
7-1. 地域との交流 
〔 見学受入 〕 

つくばキャンパスでは、2005 年 9 月より常設展

示ホール「コミュニケーションプラザ」を開設し、

科学おもちゃ、放射線の測定の体験、ビデオ等によ

り、加速器の仕組みなどを分かり易く紹介していま

す。平日の公開に加え、土日・祝日も公開予約なし

で公開しています。 
それ以外の研究施設の見学については、平日、10

名以上の団体で予約を受付けています。また、年 1

回日曜日に一般公開を行い、施設の見学、多くの特

別企画を実施しています。 
つくばキャンパス一般公開（2007/9/2） 

2007 年度、コミュニケーションプラザには、3,816 名の一般見学者（個人）、及び、3,435 名の

団体見学者がありました。また、2007 年 9 月 2 日（日）に実施した一般公開には、県内、県外か

ら約 3,800 名が来場されました。 
J-PARC においても随時見学を受付けており、

2007 年度の見学・視察による述べ人数は 7,167 名で

した。また、2007 年 4 月 22 日には、日本原子力研

究開発機構東海研究開発センターの一般公開があり、

J-PARC センターでは 3GeV シンクロトロンと

50GeV シンクロトロンの 2 つの加速器トンネルの

見学ツアーを開催し、650 名の参加者がありました。 
J-PARC センター 一般公開（2007/4/22） 

 

〔 KEK コンサート 〕 
 年に数回、内外で活躍されているプロの演奏家をお招きして音楽コンサートを開催しています。

これは従来、職員や来訪研究者の文化福祉活動の一つとして行われてきたものをシリーズ化したも

ので、 2003 年度からは地域の方々との交流促進のため、KEK コンサートとして入場無料で公開し

ています。2007 年度は 5 回開催し、のべ 1,369 名（うち外部から 754 名）の来場者がありました。 
 

2007年度KEKコンサート開催状況

回数 演奏会タイトル 会場

第21回
ウーゴ・ゴールデンツヴァイグ
ピアノリサイタル

KEK研究本館
レクチャーホール

第22回
神谷　徹
ストロー＆リコーダーリサイタル

KEK研究本館
レクチャーホール

第23回
特別講演・演奏会
科学と音楽の響宴

つくばノバホール

第24回
デュオ
長岡千枝・橋本のり

KEK研究本館
レクチャーホール

第25回
デュオ
麻里子＆ディアンジェロ・シシリア

KEK研究本館
レクチャーホール
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7-2. 労働安全衛生 
安全衛生を確保するために、安全衛生推進室が中心になり、巡視点検、健康診断、講習会を開催

しています。 
巡視点検については、産業医、衛生管理者による巡視点検に加え、安全衛生点検者による自主点

検が実施され、1 ヶ月単位でとりまとめられ、安全衛生推進室に提出されます。特記事項や問題点

については、自主点検データベースに登録され、改善策、対応策が検討され、対応先に戻されます。

2007 年度は、産業医、衛生管理者による巡視点検は 59 回実施されました。自主点検報告書は毎月

100%提出され、173 の指摘事項がありました。そのうち、約 75%はすでに改善が行われました。 
健康管理については、一般定期健康診断の他に、特別定期健康診断（電離放射線）が 2 回、有機

溶剤等健康診断、特定化学物質健康診断、子宮がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診

が各 1 回実施されました。 
講習、訓練については、防災・防火訓練が機構全体で 1 回、研究所ごとの訓練が 3 回実施されま

した。その他、放射線業務従事者教育訓練、普通救命講習、学生向けの安全ガイダンス、業者向け

の安全業務連絡会が開催されました。 
 

〔 緊急時対応 〕 
火災及び災害時の危機管理体制として、危機管理担当理事を置くとともに、危機事象への対応が

必要な場合には、機構長を本部長として、理事、管理局長、管理局の部長、安全衛生推進室長、放

射線取扱主任者及び広報室長で構成する危機対応本部を設置して対処にあたることとしています。 
 

事故件数
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発火・発煙

交通

〔 事故件数 〕 
 2007 年度は、発煙・発火事故 2 件、交通事故 11

件、その他 6 件の事故がありました。全体的に件数

は 2005 年度をピークに減少傾向にありますが、交

通事故の発生件数が 2006 年度を上回ってしまいま

した。安全意識の向上と安全マニュアル、作業手順

書の整備、老朽化した機器等の更新、安全運転の徹

底を進め、事故が発生しないよう努めています。 
 

〔 普通救命講習会 〕 
 現在、つくばキャンパスには 5 箇所に AED（自動体外式

除細動装置）が設置されています。緊急時の対応を円滑に

行う目的で、AED 使用方法を含めた実習形式の普通救命講

習会を開催しました。内容としては AED の使用方法だけ

でなく、いざというときに役立つ知識や心肺蘇生法（人工

呼吸、心臓マッサージ等）を行いました。2007 年度は職員

及び機構内作業委託業務員を対象に 3 回行い、延べ 37 名

の参加者がありました 
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環境報告ガイドライン対照表 環境報告ガイドライン対照表 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

環境報告ガイドライン（2007年版）に基づく項目 記載状況 該当頁数 記載無しの理由

BI-1：経営責任者の緒言 ○ 1

BI-2-1：報告の対象組織・期間・分野 ○ 2-3

BI-2-2：報告範囲と環境負荷の捕捉状況 ○ 2-3

BI-3：事業の概況（経営指標を含む） ○ 4-8

BI-4-1：主要な指標等の一覧 ○ 13

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 ○ 11-12

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) ○ 14

MP-1-1：事業活動における環境配慮の方針 ○ 9

MP-1-2：環境マネジメントシステムの状況 ○ 10

MP-2：環境に関する規制の遵守状況 ○ 15-16

MP-3：環境会計情報 ○ 17

MP-4：環境に配慮した投融資の状況 － 該当無し

MP-5：サプライチェーンマネジメント等の状況 － 該当無し

MP-6：グリーン購入・調達の状況 ○ 38

MP-7：環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 ○ 19-21

MP-8：環境に配慮した輸送に関する状況　 － 該当無し

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 ○ 18,22

MP-10：環境コミュニケーションの状況　　 ○ 39

MP-11：環境に関する社会貢献の状況 ○ 39

MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 ○ 19-21

OP-1：総エネルギー投入量及びその低減対策 ○ 23-27

OP-2：総物質投入量及びその低減対策　　 ○ 28

OP-3：水資源投入量及びその低減対策　 ○ 29

OP-4：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 ○ 36-37

OP-5：総製品生産量又は総商品販売量 － 該当無し

OP-6：温室効果ガスの排出量及びその低減対策 ○ 31

OP-7：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 ○ 30

OP-8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 ○ 32-33

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 ○ 34-35

OP-10：総排水量及びその低減対策 ○ 30

環境配慮と経営の関連状況 － 主に製造販売業に適用

社会的取組の状況　 ○ 40

社会パフォーマンス指標：SPI

基礎的情報：BI

マネジメント・パフォーマンス指標：MPI

オペレーション指標：OPI

環境効率指標：EEI
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