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コミスジの解説（ページ上の写真）

翅に三本の白い線があるように見えるミスジチョウの
一種です。国環研内の明るい林の中などでよく見られ
ます。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル適性 Ａ

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本
方針における「印刷」に係る判断の基準に従
い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料
「Aランク」のみを用いて作製しています。

キュウリグサの解説（ページ下の写真）

葉を揉むとキュウリの香りがするのでキュウリグサ。
春先に、直径が２ミリほどのほんとうに小さな花を咲かせ
ます。麦の栽培とともに大陸から日本に入ってきたと考え
られています。

表紙（写真）の解説
クスノキ越しに研究本館を望む
研究所の玄関口としての多くの来訪者をお迎えする場所です。
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《編集方針》
　本報告書は、国立研究開発法人国立環境研
究所が作成する環境報告書として、環境配慮
活動の概要を取りまとめ、所外の方々に分か
りやすく情報開示をするとともに、自らも今
後の取組の更なる向上に役立てることを目的
にしています。
・対象読者は、環境に関心・知識をお持ちの国

民の方々及び所内の職員を想定しています。
・環境配慮の項目ごとに、図表や写真等を用い

つつ取組結果や取組内容を紹介するととも
に、今後に向けた取組概要も記載しています。

・職員の“顔”及び“声”をコラム等の形で掲載
することで、現場の声や、現状分析の試みな
ど、研究所ならではの情報を広く紹介します。

・資源の節約のため、報告書の入手希望者に
は、国環研ホームページからダウンロードし
ていただくことを基本としています。また、
本文に関連する各種データのうち、参考とな
るものはホームページ上に掲載しています。
本報告書とあわせて、ご参照いただければ幸
いです。

《対象組織》
　茨城県つくば市にある本所内を報告及びデー
タ集計の対象範囲としています。所外の実験施
設等については、「13　所外の実験施設等」に
概要を記載しています（32〜33ページを参照）。

《対象期間》
　平成 26 年度（平成 26 年４月〜平成 27 年
３月）の活動を中心に、一部に過去の活動、将
来の予定などについても記載しています。

《対象分野》
　本所内における環境面及び社会面の活動（社
会への貢献、研究成果の発信など）を対象とし
ています。

《参考にしたガイドライン》
　環境省「環境報告ガイドライン（2012 年版）」
　環境省「環境報告書の記載事項等の手引き（第
3版）」

《環境省「環境報告ガイドライン（2012 年版）」と本書「環境報告書 2015」の対応表》
環境報告ガイドライン（2012 年版） 環境報告書 2015

章 項目 対応章 ページ
第４章　環境報告の基本的事項 １．報告にあたっての基本的要件 （表紙裏）

（裏表紙）
（編集方針）等

（表紙裏）
（裏表紙）

P1
２．経営責任者の緒言   1　読者の皆様へ P.2
３．環境報告の概要   2　国立環境研究所について

  3　国環研の環境配慮の枠組みと計画的取組
  4　環境負荷に関する全体像
  5　データから見た環境負荷の実態

P.4 〜 5
P.6 〜 9

P10
P.11 〜 12

４．マテリアルバランス   4　環境負荷に関する全体像 P.10
第５章　「環境マネジメント等の環境配慮経営

に関する状況」を表す情報・指標
１．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等 （１）環境配慮の方針   3　国環研の環境配慮の枠組みと計画的取組 P.6 〜 9

（２）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等   2　国立環境研究所について P5
２．組織体制及びガバナンスの状況 （１）環境配慮経営の組織体制等   3　国環研の環境配慮の枠組みと計画的取組 P8

（２）環境リスクマネジメント体制 － －
（３）環境に関する規制等の遵守状況 10　環境汚染の防止のために P.24 〜 25

３．ステークホルダーへの対応の状況 （１）ステークホルダーへの対応 12　社会的取組の状況 P.28 〜 31
（２）環境に関する社会貢献活動等 12　社会的取組の状況 P.28 〜 31

４．バリューチェーンにおける環境配慮等の
取組状況

（１）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等   7　循環型社会形成のために P.17
（２）グリーン購入・調達   7　循環型社会形成のために P.17
（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 12　社会的取組の状況 P.30 〜 31
（４）環境関連の新技術・研究開発 （12　社会的取組の状況） （P.30 〜 31）
（５）環境に配慮した輸送 － －
（６）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 － －
（７）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル   7　循環型社会形成のために P.16 〜 19

第６章　「事業活動に伴う環境負荷及び環境配
慮等の取組に関する状況」を表す情
報・指標 

１．資源・エネルギーの投入状況 （１）総エネルギー投入量及びその低減対策   6　地球温暖化防止のために P.13 〜 15
（２）総物質投入量及びその低減対策   7　循環型社会形成のために P.16 〜 19
（３）水資源投入量及びその低減対策   8　水使用量削減のために P.21

２．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内）   7　循環型社会形成のために P.16 〜 19
３．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況 （１）総製品生産量又は総商品販売量等 － －

（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策   6　地球温暖化防止のために P.13 〜 15
（３）総排水量及びその低減対策   8　水使用量削減のために P.21
（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 10　環境汚染の防止のために P.24 〜 25
（５）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策   9　化学物質等による環境リスク低減のために P.22 〜 23
（６）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策   7　循環型社会形成のために P.16 〜 19
（７）有害物質等の漏出量及びその防止対策   9　化学物質等による環境リスク低減のために P.22 〜 23

４．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 11　生物多様性の保全のために P.27
第７章　｢ 環境配慮経営の経済・社会的側面

に関する状況 ｣ を表す情報・指標 
１．環境配慮経営の経済的側面に関する状況 － －
２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 12　社会的取組の状況 P.28 〜 31

第８章　その他の記載事項等 － －
（注）環境報告書 2015 の対応章及び対応ページの欄には、環境報告ガイドライン（2012 年版）の項目に対応する主な章及びページを記載しています（他の章及びページに一部掲載されている場合

もあります）。
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国立環境研究所（以下「国環研」）がお届け
する「環境報告書」も、今号で第 10 号の節目
を迎えました。初号 (2006) より、国環研ホー
ムページや各種イベントなどの機会を通じて、
所外の様々な方面の皆様にご覧いただき、厚く
御礼申し上げます。

私たち国環研は、環境配慮に関する自らの取
組状況とその成果を取りまとめ、所外の皆様に
情報提供することを目的として毎年この「環境
報告書」を作成し、公表しています。本報告書
では、所内外から頂戴したご意見等も踏まえつ
つ、事実をできるだけ分かりやすくお示しする
とともに、コラムなどを通して所内の研究者が
環境配慮や環境問題についてどのように考え、
活動しているかについてもお伝えしています。 

国環研では、平成 23 年度から 27 年度まで
の 5 年間の研究・各種活動の基本方針を定め
た「第 3 期中期計画」に基づき、基礎研究か
ら課題対応型研究まで一体的かつ機動的な研究
活動を展開しています。また、東日本大震災へ
の対応として、震災直後から災害環境問題の解
決に向け、研究所を挙げて調査研究に取り組ん
できました。さらに、平成 25 年 3 月には中期
計画を変更し、災害と環境に関する研究を明確
に位置付け、「環境回復」、「環境創生」及び「災
害環境マネジメント」の３つの研究プログラム
として取り組んでおります。平成 28 年 4 月に
は福島県が整備を進めている環境創造センター
内に、国環研の現地研究拠点となる「福島支部」
を開設する予定です。

国環研は、この中期計画に対応した環境配慮
計画を定め、所内の環境配慮への取組を着実に
推進しています。省エネルギー・節電対策とし
ては、所内に私を本部長とする節電対策本部を
設置し、通年の電力消費量の可能な限りの抑制
や、ピーク対策として契約電力よりさらに少な
い数値を目標とする節電アクションプランを策
定し、研究業務への影響を最小限に抑えつつ、
組織を挙げて取り組みました。その結果、例え
ば夏期の電力消費量を震災前の平成 22 年度比

で約 23％抑制するなどの成果を得ることがで
きました。このほか、構内の緑地等の管理のた
めの委員会を設け、構内を地域の自然環境の一
部と位置付け、生物多様性の保全と職場環境と
しての機能・快適性・美観とのバランスを取り
つつ、維持管理を進めています。

国環研は、独立行政法人通則法の改正に伴い、
この４月から「国立研究開発法人」として新た
なスタートを切りました。環境に関する中核的
な研究機関として環境研究をリードしていく役
割、政策貢献型機関として環境行政への貢献に
資する研究を行う役割がより強く求められてい
ます。平成 27 年度は、第３期中期計画の最終
年度であり、第４期中期計画を作り上げる年で
もあります。環境問題解決のために実社会にお
いて応用・展開できる優れた研究成果を上げら
れるようこれからも高い水準の研究活動を推進
するとともに、所員一人ひとりが高い意識を持
ちながら環境配慮活動に取り組んで参ります。
読者の皆様におかれましては、忌憚のないご意
見をお寄せいただくとともに、ご支援ご協力を
何卒よろしくお願い申し上げます。

国立研究開発法人国立環境研究所　理事長

1　読者の皆様へ
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発足時の国立公害研究所
（現・国立環境研究所本館Ⅰ）

天皇皇后両陛下国立環境研究所行幸啓
（2010 年 8 月）

独立行政法人国立環境研究所設立記念式典
（2001 年 5 月 31 日）

国環研の沿革
国立環境研究所の出来事 環境関係の出来事 

光化学スモッグ深刻化

環境庁発足

国立公害研究所設立準備委員会発足

4大公害裁判判決  

ストックホルムで国連人間環境会議開催

国立公害研究所設立準備委員会報告書発表

国立公害研究所発足

ローランド博士ら、オゾン層の破壊の可能性を指摘

評議委員会発足

昭和天皇国立公害研究所行幸

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）発足

称改と」所究研境環立国「、組改的面全

地球環境研究総合推進費による研究スタート 

地球環境研究センターの新設  

ブラジル・リオデジャネイロで地球サミット開催

環境基本法公布

地球温暖化防止京都会議開催

第1回公開シンポジウム開催

省庁再編により環境省発足、研究所内に廃棄物研究部を新設

独立行政法人国立環境研究所発足、第1期中期計画（2001-2005） 

第2期中期計画による活動開始 

1970年代前半

1971（昭和46）年7月

1971（昭和46）年11月

1971～1973年

1972（昭和47）年6月

1973（昭和48）年3月

1974（昭和49）年3月

1974（昭和49）年5月

1978（昭和53）年10月

1985（昭和60）年4月

1988（昭和63）年11月

1990（平成2）年7月

1990（平成2）年7月

1990（平成2）年10月

1992（平成4）年6月

1993（平成5）年11月

1997（平成9）年12月

1998（平成10）年6月

2001（平成13）年1月

2001（平成13）年4月 

2006（平成18）年4月 

「子どもの健康と環境に関する全国調査」の
　総括的な管理運営業務スタート 

2010（平成22）年4月 

天皇皇后両陛下国立環境研究所行幸啓

第3期中期計画による活動開始

2010（平成22）年8月 

2011（平成23）年4月 

東日本大震災発生

「災害環境研究の俯瞰」策定

2011（平成23）年3月 

2012（平成24）年4月 

第3期中期計画を一部変更、災害と環境に関する研究の実施を
明確に位置づけ

2013（平成25）年3月 

福島支部準備室を設置2013（平成25）年10月 

「国立研究開発法人国立環境研究所」と改称2015（平成27）年 月 4

国環研の全景

昭和天皇国立公害研究所行幸
（1985 年 4 月）
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2　国立環境研究所について

　国環研の組織は、調査・研究を担う「研究実
施部門」、所の企画・運営・広報等の業務、環
境情報の収集・整理・提供を行う「企画・管理・

情報部門」、研究連携に係る業務を行う「研究
連携部門」から構成されています。ここでは、
平成 27 年 4 月現在の組織体制、予算、人員
構成を示します。

組織等

研究所の組織
理事長 監事

理事

役
議
審

門部報情・理管・画企門部携連究研

部
報
情
境
環

部
務
総

室
査
監

部
画
企

研究実施部門

理事
（研究担当） （企画・総務担当）

区分 平成23年度～27年度（5年間） 平成27年度

運営費交付金 ………………68,519 12,051
施設整備費補助金 ………………1,540 330
受託収入 ……………………18,057 3,611
その他の収入 ……………………147 25
計 ……………………………88,264 16,018

注）予算額は、中期計画に基づき毎年度、決定される。

収入
中期計画収支予算

区分 平成23年度～27年度（5年間） 平成27年度

業務経費 ……………………50,918 8,581
施設整備費 …………………1,540 330
受託経費 ……………………18,057 3,611
人件費 ………………………15,516 3,050
一般管理費 …………………2,232 445
計 ……………………………88,264 16,018

支出

（単位：百万円）

役職員構成比
274人（6人）

A

B

A　研究実施部門…  211人
（6人）

B　企画・管理・情報部門
　　　　　 ………… 58人
C　役員 ……………… 5人
D　研究連携部門 …… 0人

（　）内は外国人で内数

C D

研究職員の専門分野構成
研究職員の博士の比率 96.1％

A

B

C

D

E
G HF

A 理　学 ………38.54％
B 工　学 ………33.17％
C 農　学 ………16.59％
D 医　学 ………  5.37％
E 薬　学 ………  2.44％
F 水産学 ………  0.49％
G 経済学 ………  0.98％
H 学　術 ………  1.46％
Ｉ　法　学 ………  0.49％
Ｊ　獣医学 ………  0.49％

I J

客員研究員等の構成

A

B

C

D

A　客員研究員 …………256人 （9人）
B　契約研究員 …………151人 （30人）
C　研究生 ………………58人 （13人）
D　共同研究員 …………89人 （28人）

（　）内は外国人で内数
（但し、客員研究員、研究生、共同研究員については、

平成26年度中に受け入れた延べ人数）
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　国環研では、「環境の保全に関する調査・研究」
「環境情報の収集、整理及び提供」を業務の柱
とし、環境大臣の定めた中期目標を受けて５カ

年の中期計画を作成し事業を進めています。こ
こでは、第３期中期計画期間（平成 23 年度か
ら 27 年度までの 5 カ年）における調査・研究
等の概要を紹介します。

事業の概要

　第3期中期計画期間において、国立環境研究所は、国内外の環境研究の中核的機関として、また、政策貢献型機関とし
ての役割を果たすため、環境政策立案への貢献や技術・システムの社会実装につながる課題対応型研究、分野横断型研
究を重視しつつ、長期的展望と環境政策への貢献の双方に立脚した学際的かつ総合的で質の高い環境研究を推進します。

　環境研究の柱となる8分野を以下のとおり設定しています。これらを担う研究センターを設置し、基礎研究から課題対応型研究
まで一体的に、分野間連携を図りつつ実施します。
　＜環境研究の柱となる分野＞
　　①　地球環境研究分野 ②　資源循環・廃棄物研究分野 ③　環境リスク研究分野
　　④　地域環境研究分野 ⑤　生物・生態系環境研究分野 ⑥　環境健康研究分野
　　⑦　社会環境システム研究分野 ⑧　環境計測研究分野

第3期中期計画期間における取組

１． 環境研究の体系的推進

　中核的研究機関として国内外の環境分野の研究機関と連携して研究を推進する基盤を強化します。そのため、研究連携を戦略
的に推進するための体制を整備し、アジア地域等をはじめとした国際的な研究連携や国際約束に基づくモニタリング事業等の推進
を図ります。

4． 中核的研究機関としての連携強化

　重要な環境研究課題に対応するため、以下に示す１０の研究プログラムを設定し、所内連携及び国内外の関連研究実施機関・
研究者との連携のもとに進めます。

2． 課題対応型研究プログラムの推進

　政策対応型の研究機関として、国環研の研究成果が国内外の環境政策の立案や実施、見直し等に貢献するよう、さらなる取組
の強化を行います。
　また、環境の状況に関する情報や環境研究・環境技術に関する情報など、環境に関わる情報を収集、整理し、環境情報メディア

「環境展望台」によってインターネット等を通じて広く提供します。

5． 環境政策立案等への貢献

重点研究プログラム
（緊急かつ重点的な研究課題）

地球温暖化研究プログラム

循環型社会研究プログラム

化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム

東アジア広域環境研究プログラム

生物多様性研究プログラム

先導研究プログラム
（次世代の環境問題に先導的に取り組む研究課題）

流域圏生態系研究プログラム

環境都市システム研究プログラム

小児・次世代環境保健研究プログラム

持続可能社会転換方策研究プログラム

先端環境計測研究プログラム

　東日本大震災等の災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物等の処理処分技術・システムの確立や、放
射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価、災害後の地域環境の再生・創造等に関する調査・研究
を、研究体制を整備して総合的・一体的に推進するとともに、福島県等他の機関との連携を図りつつ実施します。

3． 災害と環境に関する研究
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　国環研は、“地球環境保全、公害の防止、自
然環境の保護及び整備その他の環境の保全に関
する調査及び研究を行うことにより、環境の保
全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に
関する知識の普及を図ることを目的”としてい
ます（「国立研究開発法人法人国立環境研究所
法」より抜粋）。その歴史は昭和 49 年の国立
公害研究所発足に遡り、これまで 40 年以上に
わたり、幅広い環境研究に学際的かつ総合的に
取り組む研究所として、様々な環境問題の解決
に努めてきました。

　国環研は、その研究活動を通じ、現在も何世
代か後も私たちが健やかに暮らせる環境を実現
することにより、広く社会に貢献することが使
命です。これは、平成 18 年 4 月に制定された
憲章（目次のページ参照）に簡潔に言い表され
ています。

国環研の沿革

国環研の基本理念

3　国環研の環境配慮の枠組みと計画的取組

国環研の環境配慮に関する基本方針

Ⅰ　基本理念
　国立環境研究所は、我が国における環境研究の中核機関として、環境保全に関する調査・研究

を推進し、その成果や環境情報を国民に広く提供することにより、良好な環境の保全と創出に寄

与する。こうした使命のもと、自らの活動における環境配慮はその具体的な実践の場であると深

く認識し、すべての活動を通じて新しい時代に即した環境づくりを目指す。

Ⅱ　行動指針
1　これからの時代にふさわしい環境の保全と創出のため、国際的な貢献を視野に入れつつ高い

水準の調査・研究を行う。

2　環境管理の規制を遵守するとともに、環境保全に関する国際的な取り決めやその精神を尊重

しながら、総合的な視点から環境管理のための計画を立案し、研究所のあらゆる活動を通じ

て実践する。

3　研究所の活動に伴う環境への負荷を予防的観点から認識・把握し、省エネルギー、省資源、

廃棄物の削減及び適正処理、化学物質の適正管理、生物多様性の保全の面から自主管理する

ことにより、環境配慮を徹底し、継続的な改善を図る。

4　以上の活動を推進する中で開発された環境管理の技術や手法は、調査・研究の成果や環境情

報とともに積極的に公開し、良好な環境の保全と創出を通じた安全で豊かな国民生活の実現

に貢献する。

国立環境研究所　環境配慮憲章

　国環研は、その設置目的及び活動内容から、
活動全般が環境の保全を目的とするものです。
しかし、その業務が環境に配慮したものとなる
には、研究成果の質とその利用方法、研究その
他の活動における手段、取組姿勢や意識を明確
に示す必要があります。そのため、事業活動に
おける環境配慮に関する理念等を示すものとし
て、“環境配慮憲章”を平成 14 年３月に制定
しました（平成 25 年 12 月一部改訂）。
　また、環境配慮憲章を踏まえ、省エネルギー
に関する基本方針、廃棄物・リサイクルに関す
る基本方針、化学物質のリスク管理、生物多様
性の保全に関する基本方針からなる“環境配慮
に関する基本方針＊ 1”を平成 19 年４月に策定
しました（平成 25 年 12 月一部改訂）。

＊ 1　環境配慮に関する基本方針は、http://www.nies.go.jp/kankyokanri/ereport/2015/sanko1.pdf を参照。
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　環境配慮に関する基本方針及び中期計画に基
づき、国環研の環境負荷の実態等を勘案し、“環
境配慮計画＊２”を策定しています。この計画で
は、環境目標並びにそれを達成するために所と
職員が実施すべき行動・活動を定めており、職

国環研の環境配慮計画

＊ 2　環境配慮計画は、http://www.nies.go.jp/kankyokanri/ereport/2015/sanko2.pdf を参照。

◇第３期中期計画（平成 23 ～ 27 年度）の目標と取組の基本方針

第３期中期計画（平成 23 年度〜 27 年度）

取組項目 中期的目標
（平成 23 〜 27 年度） 取組の基本方針

地
球
温
暖
化
対
策

二酸化炭素排出量 H13 年度比 25％以上削減
（総排出量：H13 年度 20,866t） 省エネルギーに関する基本方針を踏ま

え、研究施設・設備の管理・利用及び研
究の実施を計画的、効率的に行うととも
に、事務活動等に係る省エネ対策を全般
的に実践する注 2）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

使用電力量 ー注 1）

水
資
源
対
策

水使用量 使用量の削減を図る
実験廃水の循環利用を促進するととも
に、研究、事務活動を通じ節水に心がけ
る

循
環
型
社
会
形
成
・
廃
棄
物
対
策

廃棄物の減量化・
リユース・リサイクル 一層の発生量の削減を図る

廃棄物・リサイクルに関する基本方針を
踏まえ、廃棄物等の減量化と適正処理に
取り組むとともに、循環資源の分別回収
の徹底と再利用を推進する

グリーン購入 物品・サービスの購入・使用に
環境配慮を徹底

環境物品等の調達の推進を図るための方
針等に基づき、物品・サービスの購入に
は、出来る限り環境負荷の少ない物品等
の調達に努める

化
学
物
質
管
理
対
策

化学物質管理 化学物質管理の強化
化学物質のリスク管理に関する基本方針
を踏まえ、化学物質の適正な使用・管理
を行う

生
物
多
様
性
保
全
対
策

構内の緑地等の管理 地域の自然の一部となる生物相
の維持・再生を図る

研究所構内を地域の自然環境の一部とし
て管理し、生物多様性の保全に貢献する

通勤に伴う環境負荷対策 環境負荷削減策の奨励 移動に伴う環境負荷低減の取組を実施する

（注 1）　当面、年間を通じた使用電力量の削減を図るとともに、夏期における使用最大電力の計画的な抑制を行う。
（注 2）　災害環境研究などの新たな研究を含め、研究意欲や研究活力を維持向上させつつ、最大限の節電努力を行う。国立環境研究所節電対策本部に

おいて、研究所全体の節電に係る進行管理を行うとともに、必要に応じて節電対策の見直しを行う。

員はこれに沿って普段の業務を実施することが
求められます。
　平成 23 年度からの第３期中期計画において
は、新たな取組項目及び目標（５カ年で達成す
べきとされた目標）を定め、これに沿って取り
組むこととしています。
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　国環研では、平成 18 年度に環境マネジメン
トシステムを構築し、平成 19 年度より本所内
を対象として環境マネジメントシステムを運用
しています（運用詳細はコラム１を参照）。
　環境配慮憲章を踏まえ策定された“環境配慮
に関する基本方針”は、環境マネジメントシス
テムの運用に当たっての指針となっています。

国環研の環境マネジメントシステム

最高環境管理責任者
（理事（企画・総務担当））

統括環境管理責任者
（総務部長）

環境担当課（総務課）

理　事　長

環境管理委員会

環境管理システム専門委員会

環境管理責任者
（ユニット長）

課室環境管理者

課室員等

環境管理責任者
（ユニット長）

課室環境管理者

課室員等

環境管理監査責任者
（監査室長）構内緑地等管理小委員会

●環境マネジメントシステムの運営体制
　理事長の下に環境管理委員会＊ 3 を設置し、
環境配慮憲章や環境配慮に関する基本方針等を
定めるとともに、環境配慮の着実な実施を図
るべく、所内に図 3-1 のような体制を構築し、
環境マネジメントシステムを運営しています。

図 3-1　環境マネジメントシステムの運営体制

＊ 3　企画・総務担当理事を委員長とし、各ユニット（所内組織の基本単位）の長などを委員として構成。

国環研の使命、基本理念を、簡潔な表現で職員が共有できるものとして
平成18年4月に制定しました。

国環研の事業活動における環境配慮に関する理念等を示すものとして
平成14年３月に制定しました（平成25年12月一部改訂）。

環境配慮憲章に掲げる研究所の活動に伴う環境負荷の自主管理による
環境配慮を徹底する基本方針を平成19年４月に策定しました（平成２５年
１２月一部改訂）。

環境目標とそれを達成するための所と職員の環境配慮に関する具体的な
行動を示すものとして中期計画期間ごとに策定しています。

憲　　章

環境配慮憲章

環境配慮に関する基本方針

中期計画

環境配慮計画

●憲章と環境配慮の関係

国環研の環境配慮を含めた活動全般の5カ年計画で、環境大臣
の認可を受けなければいけないものです。
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●環境マネジメントシステムについて
国環研では、平成19年度から環境マネジメントシス

テムを導入しています。
環境マネジメント(環境管理 )や環境配慮、あるい

は「環境にやさしい・・・」という言葉には、個人的
には昔から何か上から目線的な印象を受けていますが、
システムとして環境配慮に関する取組項目の代表的な
ものに節電があります。
節電というと、オイルショックと東日本大震災を思い

起こします。オイルショックの時は、トイレットペーパー
などの買占め騒動の他、デパートのエスカレータの運
転中止やネオンの早期消灯、そしてテレビの深夜放送
の自粛などが行われました。東日本大震災では、原発
事故などによる計画 (輪番 )停電が印象深かったので
すが、駅などでのエスカレータ停止や電車内の蛍光灯
消灯・間引きなどの対応もとられました。また、研究
所としての当時の対応については、２０１１版の環境報
告書に掲載しております。茨城県内は被災地指定を受
けたことから計画停電の対象からは外れたものの、そ
の後策定された政府の節電実行基本方針に基づき、
研究所として独自に節電計画を策定し、電力のピーク
カット(契約電力の２０％減 )を目標として各種対策に
取り組む旨が記載されております。
こうした緊急時的な対応は、やむを得ないものと思

いますが、その後の状況が「のど元過ぎれば・・・」
的で、自分自身も含めてですがいささかの不安・不満
を感じます。深夜放送のあり方もそうですが、現在も
駅などで昼間時の照明の消灯が徹底されていない印象
です。私は今、つくばまで３路線を乗り継いで通勤して
いるのですが、煌々と無駄についている照明をよく見
かけます。
さて、国環研の環境マネジメントシステムですが、環
境配慮に関する取組項目を複数設けて実施していま
す。具体的には、業務を大きく事務系と研究系に分け、

それぞれの活動において節電の他、節水、温度管理
(クールビズ等の励行など含む)、廃棄物の分別・再
利用、紙使用量の削減、グリーン購入などに組織的・
自主的に取り組むこととしております。職員には毎年
2回、春夏期と秋冬期に取組状況を自己評価する機会
(この申告もイントラネットを利用し、紙の削減を図って
います )を設けており、その評価結果を所内の環境管
理委員会で報告しています。また、必要に応じて各課
室長やユニット長において所属職員への助言や改善な
どを行っております。
その他の取組として、平成21年度から毎年「エコ

ドライブ講習会（写真１）」を実施しています。「つくば」
は依然として車社会であり、多くの職員が通勤に利用
している現状の中で、一人ひとりがエコ通勤、エコド
ライブを心がけることはとても大切なことで、つくば市
からも協力要請があります。また、国環研では例年 7
月に「夏の大公開」と称し、施設の一般公開を実施
しており、各種研究等の取組紹介の他、環境を考える
様々な企画を用意し、多くの方々に来場いただいてい
ます。昨年は『国環研のなかの緑と生き物たち』と題
して、構内で見られる植物や昆虫などを紹介するスラ
イドショーを開催し、国環研の自然との共生を少しだけ
ですが皆様に楽しんでいただきました（写真2）。これ
らの取組も引き続き実施していきたいと思います。
最後に、国環研での環境マネジメントの自己評価の

結果は、総じて各項目の実施率
は高く、客観的にみても意識が
十分浸透していると思いますが、
“緊急事態”時の対応を忘れず、
一人ひとりが自然に取り組んで
いることが最もエコな行動とな
るよう、環境と名のつく研究所
の職員として、より一層頑張り
たいと思います。

・コラム・1

写真１　所内エコドライブ講習会の様子 写真２　「夏の大公開」でのスライドショーの様子

3　国環研の環境配慮の枠組みと計画的取組

総務部総務課
松本俊男
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4　環境負荷に関する全体像

　平成 26 年度において国環研の事業活動へ
投入されたエネルギー、物質、水資源の量と、
事業活動に伴い排出される環境負荷の状況を図
4-1 に示します。国環研では、研究活動を通じ、
多くの研究成果を世の中に発信することで、

人びとが健やかに暮らせる環境を守り育むこと
に貢献することを目指しています。これら環境
負荷をできるだけ抑えつつ、少ない投入資源か
ら少しでも多くの成果が挙げられるような努力
を今後も行っていきます。
※《対象組織》
　茨城県つくば市にある本所内を報告及びデータ集計の対象範囲とし
ています。所外実験施設及び無人実験施設は、「所外の実験施設等」に
記載しています（32 〜 33 ページを参照）。

環境負荷の全体像

■エネルギー■
電気 25,216MWh
ガス 2,319千m3

　　　など

■物質■

国環研

所 内 に お け る 活 動

化学物質（PRTR対象物質） 301kg
コピー用紙（購入） 22t
　　　　など

■上水・地下水■
上水 72千m3

地下水 58千m3

ばいじん0t

ボイラー

焼却施設

たい肥化
施設

22千m3

29千m3

再利用水
25千m3

報
告
書
・パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類

大気へ
温室効果ガス
　CO2 12,466t 注1）
　N2O 0.018t 注2）
　メタン 0.037t 
大気汚染物質
　NOx 8t 注3）
　SOx 0t 注4）
　ダイオキシン類 0.0011g-TEQ 注5）

リサイクル・廃棄物処理へ
廃棄物排出量 82t 注6）
　うち、古紙類 38t 注7）
有害物質
　ダイオキシン類 0.0029g-TEQ 注8）

排水へ
下水道放流量 123千m3

　うち、BOD 2.0t 注9）
　

68t

60t

ろ過施設

廃棄物発生量

循環資源
（69t）

可燃物
35t

生活系排水

水生生物
飼育排水

実験系廃水

118t

9t

47千m3

43千m3

58千m3

図4-1　投入資源と環境負荷の全体像（平成26年度）

圃
場
等

注1）電気に関する原単位は、東京電力の年間平均排出係数（出典：東京電力「地球と人とエネルギー TEPCO環境行動レポート2002」）を使用。
注2）ボイラー燃焼及びたい肥化に伴う発生分のみ集計。原単位は、温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2011年4月）のデータを使用。 
注3、4）ボイラー燃焼に伴う発生分のみ集計。排出口での測定濃度（平均値）に年間排出量の推計値を乗じて算出。SOxは、測定値が定量下限値未満のためゼロと仮定。
注5）廃棄物焼却に伴う発生分のみ集計。排出口での測定濃度に年間排出量の推計値を乗じて算出。“TEQ”は、“毒性等量”（Toxicity Equivalency Quantity）であることを示し、ダイオ

キシン類の濃度を異性体ごとの毒性強度を考慮して算出したもの。 
注6）一時保管量があるため、廃棄物の種類により年度内に発生した量と排出された量は一致しない。排出後の処理・利用方法については、18～19ページの情報を参照。
注7）コピー用紙以外に新聞、雑誌、カタログ類などを含む。
注8）廃水処理施設からの汚泥に含まれる量を集計。
注9）排出口での濃度（平均値）及び燃え殻を基準に平日、夜間、休日の水質を推計して算出。

脱水汚泥
4t

実験廃液
10t

廃水処理
施設

保管
施設
保管
施設0t

有機汚泥
0t

燃え殻2t
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環境負荷の実態

　ここでは、国環研の活動に伴う環境負荷がど
のような実態で、どのような特徴があるのかを
示します。

●エネルギー使用の実態
　国環研では、研究活動に必要なスーパーコン
ピュータ、試料を冷凍保存するタイムカプセル
棟の運転など、昼夜を問わず長期間連続で運転
が必要な実験装置や施設を有しています。この
ため、本所内全体で消費されるエネルギーの８
割程度が、各種実験装置等が設置されている研
究系施設＊ 4 や施設系施設＊ 4 で使用されていま
す。冷暖房やＯＡ機器などがエネルギー消費の
中心となる事務系施設＊ 4 は残りの約２割程度の
エネルギーを使用しています。

　研究活動を推進する為のエネルギーには電気、
都市ガスの２種類があります。電気は各施設の
ほか、スクリュー冷凍機、ターボ冷凍機などで使
用しています。都市ガスについては大部分が蒸
気を作るために、所内のエネルギーセンターのボ
イラーに供給され、発生した蒸気のほとんどは同
センターから各施設に熱源として供給されます。
所内では、購入した電気、都市ガスと、所内で
生成された蒸気と冷水の４種類のエネルギーが
用いられています。所内のエネルギー使用の概
略は以下の通りです（図 5-1 参照）。

スクリュー冷凍機

貫流式ボイラー

ターボ冷凍機

研究排水処理水・蒸気還水

電　気

都市ガス

上　水

25,216千kWh

23,869千kWh

1,127千kWh

220千kWh

21,647GJ

72千㎥

2,319千㎥

2,267千㎥
36,158㎥ 35,434t

52千㎥

1,838千kWh
50,284㎥
18,864㎥

施　

設　

系

電気
蒸気
冷水
上水

電気
ガス
上水

電気
ガス
蒸気
冷水
上水

事　

務　

系

2,005千kWh
921t
390GJ
14,256㎥

研　

究　

系

20,026千kWh
1,716㎥
34,513t
21,257GJ
38,880㎥

＊ 4　ここでは、研究員居室や事務室が大部分を占める研究施設（研究本館Ⅰ・Ⅱ）を「事務系施設」、エネルギーセンター及び廃棄物・廃水処理
施設を「施設系施設」、これら以外の施設を「研究系施設」と定義、分類している。

図 5-1　エネルギーフロー図（平成 26 年度）

5　データから見た環境負荷の実態
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廃棄物発生量 廃棄物排出量

図5-2　廃棄物発生量・排出量の内訳（平成26年度）

20

40

80

100

140

160(t)

120

60

0

アルミ缶  0.5t
金属くず  3.9t

空きビン  2.6t

脱水汚泥　4.1t
実験廃液

10.0t

古紙
36.5t

廃プラスチック類・
ペットボトル

12.3t

一般焼却物
（紙屑など）

23.1t

一般焼却物（敷き床）6.9t

可燃物

生ゴミ  8.8t

感染性廃棄物  0.2t

蛍光灯・電池類  0.9t

一般焼却物（その他）4.4t

循環資源

特殊焼却物  1.0t
再資源化

一般ガラス  4.2t

古紙
37.5t

金属くず  3.4t
アルミ缶・スチール缶  1.3t

機器等
（小型家電類）  1.0t

ガラスくず（実験ガラス・陶磁器屑）  2.1t

総計　約82.0t

総計　約118.3t

廃プラスチック類・
ペットボトル 

13.1t

実験ガラス・陶磁器くず  4.8t

実験廃液　3.6t
ばいじん　6.5t
燃え殻　7.6t

● 廃棄物発生・処理・リサイクルの実態
　国環研では、実験廃水を排出するための排水
処理により脱水汚泥が多く発生するとともに、
実験廃液や感染性廃棄物、ビーカー等のガラス
くずが発生しています。これらを含めた平成
26 年度の廃棄物発生量（所内で発生した廃棄
物の量）、排出量（廃棄物処理業者に処理を委
託した廃棄物の量）の内訳を図 5-2 に示します。
　廃棄物発生量について見ると、可燃物として
収集された焼却物がおよそ 35 トン、循環資源
としておよそ 69 トンが発生しているほか、実
験施設から 10 トンの実験廃液が、所内の廃水
処理施設から 4 トンの脱水汚泥が発生してい

ます。可燃物の中では、一般焼却物の紙屑など
が大きな割合を占めています。また、循環資源
の中では、古紙、廃プラスチック類・ペットボ
トルなどが多くなっています。
　廃棄物排出量について見ると、古紙が最も多
く、続いて、廃プラスチック類・ペットボトル
が多くなっています。また、脱水汚泥は焼却炉
で処理し、熱回収を行って温水を作っています。
なお、廃棄物処理業者に処理を委託したこれら
の廃棄物は基本的に何らかの形で再資源化され
ていますが、不純物など、一部最終処分される
ものもあります。

注）一時保管量があるため、廃棄物の種類により、年度内に発生した量と排出された量は一致しない。

5　データから見た環境負荷の実態
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6　地球温暖化防止のために

●取組結果
　国環研では、第３期中期計画期間（平成 23
〜 27 年度：以下同様）において、地球温暖化
対策の中期的目標として、二酸化炭素排出量
を平成 13 年度比 25％以上削減することとし、
対策の推進に努めています。その結果、平成
26 年度の二酸化炭素排出量は、平成 13 年度比・
総排出量で 35% の減少となり中期的目標を達
成しています。
　なお、環境省が公表している平成 26 年度排
出係数を用いた場合では、10.1% の削減とな
ります。

　過去３年間の二酸化炭素排出量の推移を図
6-1 に示します。二酸化炭素排出量が平成 26
年度において平成 13 年度に比較して引き続き
低いレベルで推移したことがわかります。

省エネルギーの推進

二酸化炭素
排出量の
削減

35％削減
（総排出量13,599ｔ）

中期的目標（平成23～27年度）取組項目 平成26年度実績

H13年度比25％以上削減
（総排出量：

H13年度20,866t）

図6-1　二酸化炭素排出量の推移

25,000
（t）

（基準年）

20,000

15,000

10,000

5,000

0 0％

20％

40％

60％

80％

100％

120％

CO2排出量合計（t）　　　　　　　対平成13年度比

20,866

13,727

100.0％

65.8％

平成13年度 平成24年度 平成25年度

13,599

65.2％
13,960

66.9％

平成26年度

10％

30％

50％

70％

90％

110％

図6-2　エネルギー使用量（単位面積当たり）の推移
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20％

40％
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100％
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単位面積当たり（MJ/m2）　　　　　対平成12年度比

7,384.2

4,511.8

100.0
％

61.1
％

平成12年度 平成26年度平成24年度 平成25年度

4,473.6

60.1
％

4,649.0

63.0
％

10％

30％

50％

70％

90％

110％

5,256.9

71.2
％

平成20年度

図6-3　エネルギー使用量（総量）の推移（参考）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

600,000
（GJ）

電気（GJ）　　　　　　　ガス（GJ）

平成12年度 平成26年度平成24年度 平成25年度

106,152

172,805

259,571

108,859

268,171

104,361

258,474274,013

500,000

あげて節電対策を実施しました。その結果、夏期の
電力消費量は平成 22 年度に比較して23％削減さ
れました。
　過去 3 年間のエネルギー使用量に関する推移
を図 6-2 と図 6-3 に示します。単位面積当たり、
総量ともに、平成 26 年度において平成 12 年
度に比較して引き続き低いレベルで推移したこ
とがわかります。

　また、省エネルギー対策については、当面、夏期（7
〜 9 月）の使用最大電力の計画的な削減を行うこ
とを中期的目標に定めています。平成 26 年度は、
電力消費量そのものを通年を視野に入れつつできる
限り抑制すること、ピーク期間・時間帯（7 〜 9 月
の平日9 〜 20 時）における使用最大電力が契約
電力 5,000kWを超えないという目標を掲げ、組織を

●具体的な取組の内容
　国環研では、環境配慮に関する基本方針のう
ち、省エネルギーに関する基本方針に基づき、
省エネルギーに取り組んできました。
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図 6-4　太陽光発電設備による平成 26 年度月別発電量及び日照量

太陽光発電設備（研究本館Ⅰ）
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フロン排出対策

●夏期の節電への取組内容
　夏期の節電対応と研究機能の両立について
は、理事長を本部長とする節電対策本部におい
て、通年の電力消費量をできる限り抑制するこ
と、ピーク対策として 5,000kW を超えないこ
とを目標として、大型施設の計画的停止等を実
施するアクションプランを策定し、研究業務へ
の影響を極力抑えつつ組織をあげて強力に取り
組みました。スーパーコンピュータ等の研究施
設の運転停止については利用者の意向や研究計
画にも配慮し、夏期以外の時期にシフトが可能
な機器についてのみ実施するとともに、運転停
止期間については電力の使用状況を踏まえて柔
軟に対処しました。恒温・恒湿室の温度・湿度
条件の見直しについては、昨年度の実施状況も
踏まえ、研究業務への影響を最小限に抑える範
囲において実施しました。研究者の節電意識の
高まりによる継続的な節電効果が確認されたほ
か、使用電力の見える化、低電力消費機器の導
入、昼間運転から夜間運転への切り替えによる
実験の継続等の様々な取組・工夫を行いました。
その結果、電力消費量は震災前の平成 22 年度
を基準として約 23％、ピーク電力は約 24％抑
制することができました。また、夏期の節電期
間終了後においても、使用機器の削減など節電
への取組を続け、一定の節電効果が継続的に確
認されています（なお、ここでの kW の表記は
1 時間を単位とした、平均使用電力の値を表し
ています）。

　国環研では温室効果ガスの排出による地球
温暖化を防止するため、フルオロカーボン

（HCFC、HFC など。以降、フロン類）の排出
管理を行っております。平成 26 年度はフロン
類の充填を 25kg 行いました。
　国環研に設置されている空気調和機（施設課
管理分）には、HCFC：1,740 ｔ及び HFC：
23,707 ｔを合わせた計 25,447 ｔの温室効果
ガス（CO2 換算）が充填されているので、今後
も適正な管理を行っていきます。

　具体的には、研究計画との調整を図りつつ、
大型実験施設を計画的に運転停止するとともに、
エネルギー管理の細かな対応等に取り組みまし
た。また、夏期冷房の室温設定を 28℃、冬期暖
房の室温設定を 19℃に維持することを目標とし
て空調の運転管理を行うとともに、環境省が推
奨している、“クールビズ”、“ウォームビズ”を
励行しました。また、蛍光灯の間引きや網戸整
備による窓あけ冷房停止の奨励や植物による日
よけ対策を施すなど節電に取り組みました。
　また、太陽光発電設置については、これま
で順次整備をすすめ、全体で約 450kW とな
り、これは、つくば構内の契約電力量の約１割
程度になっています。なお、所内の太陽光発電
設備による平成 26 年度の発電量は合計約 50
万 kWh でした。各月の発電量及び日照量は図
6-4 に示します。
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6　地球温暖化防止のために

● 企画部の業務と環境配慮
企画部は事務系、研究系スタッフの両方で構成さ

れている組織ですが、事務的なデスクワークや打合
せ・会議等が日々の業務の中心です。このため、節
電や紙使用量の削減といったいわゆるオフィス系の
環境配慮を心がけています。その中で特に難しさを
感じているのは紙使用量の削減です。会議をペー
パーレスで行うとなると、モバイルＰＣの台数が限
られているほか、視認性に難がある、高齢者にはつ
らい、かえって会議が長引くといった声もあり、毎
月の幹部会など一部ではペーパーレスを導入してい
るものの、なかなか一般化には至っていません。様々
な打合せ・会議等をセットする会議資料の作成者の
立場になることも多いため、少なくとも両面印刷や
資料自体のスリム化といったことは徹底しようと努
力しています。
こうした業務に伴う環境負荷削減だけでなく、業

務を通じた環境負荷の削減についても取組事例を紹
介しましょう。
企画部では、毎年度、研究者からの提案公募をも

とに所内審査を経て研究機器などの導入・更新を行
う研究基盤整備制度を運用しています。できる限り
省エネ型のものにしていくため、応募の際には省エ
ネ性能や置換前後のエネルギー削減量に関しても記
載してもらうことにしています。その中で、２５年
度は、例年のボトムアップ型の整備に加え、トップ
ダウン型での省エネ投資も行いました。所内には試
料保存用の冷凍庫・冷蔵庫が約３００台ありますが、
耐用年数を大幅に超えたものも多く、中には冷媒に
フロン類を使用した消費電力の大きな機器もありま
した。これを集中的に更新して、省エネと脱フロン
を図ろうとしたものです。２６年度までの２年間で、
－３０℃クラスの冷凍庫、－８０℃クラスの超低温
冷凍庫を合わせて７５台（全体の１／４）、最新型

のものに更新しました。国環研は、もともと夏だけ
でなく通年で多い、昼夜に限らず多いという電力の
消費特性をもっていました。これは、時間や季節に
よらないベース電力消費として、実験室全体を一定
温度に保つ恒温室や、冷凍庫等のように常時稼働さ
せることが必要な設備機器があるためで、その節電
が課題になっていました。恒温室については、東日
本大震災後の節電対策として、温度設定の見直しや
共同利用化といったソフト面での取組を進め、その
効果は現在も維持されています。今回の冷凍庫等の
機器そのものの更新によって、さらにベース電力消
費の低減が期待されるところです。
また、広報業務も企画部の仕事です。たとえば、

研究所施設の一般公開を毎年行い、多くの来場者を
お迎えしています。つくば市は車中心の街ですが、
できる限り自家用車利用を抑制するために、産業技
術総合研究所と共同で無料循環バスを運行する、自
転車や公共交通機関の利用を呼びかけて徒歩や自転
車で来場された方には記念品を差し上げる、といっ
たことも行っています。
国環研の職員は、当然ですが環境意識が高く、ど

うすれば環境負荷の少ない持続的な社会を実現でき
るか、どう働きかけるかを考えながら日々の業務を
行っていますが、時に立場を変えて自らが実践する
立場から見ると、様々な現実的な難しさに気づかさ
れることがあります。そうした
気づきを研究にフィードバック
していけば、さらに現実感のあ
る対策の提案にもつながってい
くように思います。これは、環
境研究を担う研究所ならではの
環境マネジメントの活かし方な
のかもしれません。

・コラム・2

　今後とも、二酸化炭素排出量及び使用電力量
の削減に向け、研究施設・設備の省エネルギー
化やその計画的・効率的な管理・利用、太陽光
発電設備の適切な運用等を着実に実施するとと
もに、環境マネジメントシステムの円滑な運用
等を通じて所員の意識及び実践レベルの維持向

今後に向けて

企画部
滝村朗

上を図りつつ、研究・事務活動等に係る省エネ
ルギー対策を継続的に実施いたします。また、
通勤に伴う環境負荷の削減についても自主的な
取組を引き続き進めます。
　特に夏期については、使用最大電力の計画的
な抑制を図るべく、各種節電対策を実施いたし
ます。
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7　循環型社会形成のために

●取組結果
　国環研では、第３期中期計画期間において、
廃棄物対策として、廃棄物の適正管理を進める
とともに、廃棄物の発生抑制（リデュース）、
再使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）
を通じて廃棄物の一層の発生量の削減を図るこ
ととしており、廃棄物の発生抑制等に努めまし
た。過去３年間の廃棄物発生量の推移を図 7-1
に示します。
　なお、この集計は、国環研の研究及び事務活
動から直接発生するものに限定し、所内の廃棄
物処理施設から発生する廃棄物については含め
ていません。平成 26 年度では、上記集計量の
他に、所内の廃棄物処理施設（廃水処理施設）
から約 4t の脱水汚泥が発生しました。

◆発生抑制
　廃棄物の発生抑制のため、実験系廃棄物及び
その他の事務系廃棄物の削減に取り組みまし
た。また、用紙の削減を図るため、PDF 等の
電子媒体を活用したペーパーレス会議の実施、
両面コピー、集約印刷、裏紙利用、資料の簡素
化などの取組みを全職員に呼びかけ、コピー用
紙の削減等を着実に実施しました。

◆再使用
　発生抑制の一環として、廃棄物となる製品等
の再使用にも取り組みました。例えば、古くな
りパフォーマンスが落ちた PC について、パー
ツを最新のものに交換することで、再使用を行
いました。イントラネットを利用し、不要になっ
た事務用品、OA 機器などを紹介し、他の部署
で引き取ることで再使用を図るなど資源の有効
活用を行っています。また、納入業者の協力の
もと、プリンターやラベルプリンター等の使用
済みカートリッジを循環資源として再利用する
よう取り組んでいます。

◆再生利用
　再生利用のため、分別回収を徹底するとともに、
循環資源として回収した廃棄物については、リサ
イクル専門の業者に全量を処理委託して再生利用
に努めました。また、平成 17 年 12 月より、所
内食堂等の生ゴミを従来の焼却処分から、たい肥
化処理を行うこととしました。

生ごみ処理機

廃棄物対策

10,122

79,960

38,504

平成25年度

200,000

150,000

100,000

50,000

0

(kg)

平成16年度

16,519

82,678

80,600

平成24年度

10,806

69,948

37,390

図7-1　廃棄物発生量の推移

可燃物 循環資源 実験廃液

平成26年度

10,026

68,880

35,409

●具体的な取組の内容
　国環研では、環境配慮に関する基本方針のう
ち、廃棄物・リサイクルに関する基本方針に基づ
き、資源循環・廃棄物対策に取り組んできました。
　発生抑制、再使用及び再生利用に関する具体
的な取組内容は以下のとおりです。
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◆適正処理・処分
　実験系廃棄物（廃液を含む）については、可
燃物は所内焼却処分を行うとともに、所外に排
出する廃棄物は外部業者へ処理を委託し、マニ
フェストを確認することなどで適正な処理・処
分に努めました。処理の委託にあたっては、可
能な限り再生利用を図りました（廃棄物の処理
フローについては図 7-2 を参照）。なお、平成
19 年度から電子マニフェストの導入を開始し
ました。

◆ PCB 廃棄物の保管
　特別管理産業廃棄物の一つである PCB（ポ
リ塩化ビフェニル）廃棄物については、PCB
特措法＊ 5 に基づき、PCB が漏えいしないよう
に専用の保管庫において適正に管理していま
す。平成 26 年度において、国環研が保管する
PCB 廃棄物の種類と量は表 7-1 のとおりです。
これらは、国の PCB 処理事業の処理計画に沿っ
て、計画的に処理を進めていく予定です。

◆その他
　国環研が主催・参加する公開イベント等では、
使い捨てビニール袋等の使用を減らすため、エ
コバッグを来所者に配布し、その利用を呼びか
けています。

種　類 数　量

　トランス 31 台

　コンデンサ 2 台

　安定器 41 個

　PCB を含む油 39.9 kg

　金属系 PCB 汚染物 0.2 kg

　非金属系 PCB 汚染物 2.2 kg

　PCB を含む廃水 8.7 kg

　複合 PCB 汚染物 205.4 kg

　その他汚染物（動物屠体等） 61.1 kg

注）上表の他、PCB を含む研究用標準試薬を 42.2 kg 保管。

表 7-1　主な PCB 廃棄物の保管状況（平成 27 年 3 月現在）

＊ 5　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の略称。詳細については、環境省 HP を参照。
(http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/index.html)

＊ 6　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の略称。詳細については、環境省 HP を参照。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html)

＊ 7　環境物品等の調達の推進を図るための方針は、http://www.nies.go.jp/kankyokanri/ereport/2015/sanko3.pdf を参照。
＊ 8　実績の詳細は、http://www.nies.go.jp/kankyokanri/ereport/2015/sanko4.pdf を参照。

●取組結果及び取組内容
　国環研では、物品及びサービスの購入・使用
に当たって環境配慮を徹底することとしていま
す。このため、グリーン購入法＊ 6 に基づき、毎
年度“環境物品等の調達の推進を図るための方
針＊ 7”を定め、環境に配慮した物品とサービス
の調達を行っています。平成 26 年度は、全て
の調達分野でのグリーン調達目標を 100％＊ 8

としてグリーン購入の推進に取り組みました。
　また、納入事業者や役務の提供事業者等に対
して、事業者自身の環境配慮（グリーン購入や
環境管理等）を働きかけることについては、発
注仕様書等において明記することにより行って
います。

グリーン購入の推進
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再利用による循環資源発生量の削減を継続的に
行います。廃棄物対策は、各所員の努力・協力
による部分が大きいことから、環境マネジメン
トシステムの運用等を通じて取組の促進や改善
に努めます。

　今後とも、廃棄物発生量の削減と適正処理を
着実に実施するとともに、“大量排出－大量リ
サイクル”にならないよう、分別回収の徹底や

図 7-2　廃棄物・廃水の処理フロー

今後に向けて
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7　循環型社会形成のために
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●モノの寿命と廃棄物発生抑制
人の命に限りがあるように、みなさんが生活の

中で使っている自動車や家電製品などの「モノ」

もいつか寿命を迎えて廃棄物となります。モノの

寿命、すなわち社会においてどの程度の期間使用

されるかは、廃棄物の発生量を決定づける一つの

重要な要因です。また、社会におけるモノの実際

の寿命は、故障などの物理的な要因だけでなく、

新製品や上位機種への買い替えなどの消費者行動

にも影響を受けます。そこで、資源循環・廃棄物

研究センターでは、廃棄物発生量の推計や廃棄

物発生抑制に向けた消費者行動の理解の一環とし

て、モノ（製品）の寿命についての研究を行って

います。

具体的には、製品の実寿命がどのように変わっ

てきているか、国によってどのように異なってい

るかを知るために、製品寿命を推定するための方

法開発や製品寿命データの収集・推定、データベー

ス作成などを行ってきています。例として、私た

ちが提案した製品寿命の推定方法を用いて推定し

た世界各国における乗用車の平均寿命の推移を図

1に示します。これらの値は各国内での中古車の

利用期間も含んだトータルの製品寿命です。乗用

車の平均寿命は国によって大きく異なっており、

日本はドイツや韓国と並んで世界の中でも乗用車

の寿命が短い国の 1つとなっています。また、日

本を含む多くの国では乗用車の平均寿命が長く

なってきており、世界で乗用車の長期使用化が進

んでいること様子が見て取れます。これらの結果

は、製品の保有・使用に関する消費者行動は国に

よって大きく異なること、先進国においても変化

してきていることを示唆しています。

保有製品の長期使用は新しい製品への買い替え

を抑制することから、廃棄物となる製品の量を減

らす方向（リデュース）に寄与します。したがって、

近年の乗用車の長期使用化傾向は廃棄物の発生抑

制という観点からはよい傾向と考えられます。た

だし、私たちが行った分析によれば、製品寿命が

長くなっていても、過去十数年における製品購入

量（買い替えや追加購入によるもの）が増えてい

ると、全体としては廃製品の発生量が増加するこ

とがわかっています。保有製品の長期使用そのも

のは確実に廃製品発生量の削減に寄与するのです

が、過去の製品購入量が増加している場合には廃

棄物発生のもととなる製品の量自体が増えている

ため、長期使用による廃棄物削減効果を打ち消し

てしまうのです。

環境に配慮した製品の買い替えは省エネなど他

の視点も含めて総合的に判断

することが必要ですが、廃棄

物発生抑制の観点からは、製

品購入に関する現在の行動が

現在だけでなく将来の廃棄物

発生量にもつながっているこ

とも覚えておいて頂ければと

思います。

・コラム・3

7　循環型社会形成のために

資源循環・廃棄物研究センター
小口正弘

図 1　 世界 20 か国の乗用車の平均寿命（推定値、
国名は上から 2009 年における平均寿命が長
い順に表記）

出典： Oguchi and Fuse (2015) Regional and 
longitudinal estimation of product lifespan 
distribution: A case study for automobiles 
and a s impl i f ied est imat ion method, 
Environmental Science and Technology, 49, 
1738-1743 の図を翻訳
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8　水使用量削減のために

●具体的な取組の内容
　平成 12 年 12 月に一般実験廃水の再利用施
設を整備し、平成 13 年度以降順調に稼働して
いることや、節水に関して職員の意識を向上さ
せる取組の実施等により年々効果が見られるよ
うになりました。再利用水は、ボイラーの給水、
冷却塔の補給水及び動・植物実験棟の加湿用水
などに利用され、これにより年間 25 千 m3 の
上水使用量を節約しています。
　なお、国環研では、水生生物の飼育や植物を
使う実験に地下水を利用しており、平成 26 年
度の地下水使用量は 58 千 m3 でした。

●取組結果
　国環研では、第３期中期計画期間において、
実験廃水の循環利用の促進や研究・事務活動を
通じた節水等を行うことにより、水使用量の削
減を図ることとしており、対策の推進に努めま
した。過去３年間の上水使用量の推移を図 8-1
に示します。

水使用量の削減

1.07

1.00

図8-1　上水使用量（単位面積当たり）の推移

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0

単位面積当たり（m3/m2）（m3/m2）

2.44

平成12年度 平成26年度平成24年度

1.04

平成25年度

1.00

0.89

一般実験廃水処理施設再利用水処理施設

　今後とも、実験廃水の再利用や節水等を実施
し、地下水の使用も含めた水使用量全体の削減
に取り組みます。

今後に向けて

井水ろ過装置
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●取組の概要
　国環研では、環境保全上問題とされた、ある
いは問題となることが懸念される化学物質を幅
広く研究対象としているため、取り扱う化学物
質の種類は非常に多岐にわたり、多い場合では
2500 種類以上の化学物質を保有している研究
室もあります。環境研究において必要な化学物
質を取り扱うことは避けられませんので、所内
の取組としては、環境リスクを考える上で、化
学物質をいかに安全に取り扱い、管理するかが
重要です。そのため、化学物質のリスク管理
について示した環境配慮に関する基本方針に則
り、化学物質等管理規程を制定し、研究者が有
害な化学物質、特に毒物・劇物を管理する際の
ルールを定め、運用しています。また、この基
本方針に基づき薬品の使用、管理の実態を把握
すべく所内ネットワークを用いた化学物質等管
理システムの運用・管理を行っています。

●化学物質の管理状況
　国環研では、取り扱う化学物質の種類は多岐
にわたっていますが、その多くは 1 種類当た
り数十グラム以下の保有量であり、使用量も少
量です。その排出等の実態を明らかにするた
め、PRTR 法＊ 9 対象物質については、各研究
者からの届け出に基づき把握し、年間使用量が
10kg を超える物質について、これまで自主的
に公表をしてきました（注：PRTR 法では、ダ
イオキシン類を除き、年間 1t 以上の取扱量を
有する物質のみ事業者に届出義務があります）。
　ダイオキシン等の特に厳重な管理が必要な化
学物質を扱う場合には、負圧に設定され立ち入
り情報が管理された化学物質管理区域で実験を
行っています。

9　化学物質等による環境リスク低減のために

表 9-1　PRTR 対象化学物質の使用量と移動・排出量化学物質等の適正管理
化学物質（群）名 使用量 排出量 移動量

（kg）
大気 廃棄物 下水道

（kg） （kg） （kg）

N,N-ジメチルホルムアミド 13 0.00 13.10 0.00 

アセトニトリル 60 1.62 58.05 0.01 

クロロホルム 11 3.00 7.54 0.00 

ジクロロメタン 26 3.33 22.80 0.00 

トルエン 50 0.00 49.81 0.00 

ノルマル - ヘキサン 79 9.44 69.78 0.00 

ホルムアルデヒド 29 0.03 28.21 0.00 

大気 廃棄物 下水道

（mg-TEQ）（mg-TEQ）（mg-TEQ）

ダイオキシン類 ー 1.10 2.79 0.00001 

　化学物質等の管理については、引き続き体制
の整備を進め化学物質等管理システムの運用を
図っていく予定です。

＊ 9　  「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」の略称。詳細については、環境省 HP を参照。
(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/index.html)

＊ 10　 SDS 制度とは、PRTR 法に基づき、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに
関する情報（SDS：Safety Data Sheet）の提供を義務付ける制度。

●環境標準試料等を提供する際の配慮
　国環研では、国内外の化学物質モニタリング
の精度管理に貢献するため、環境研究や分析の
実施機関に対し、環境標準物質および分析用標
準物質を作製し、一部有償で提供しています。
これまで作製した標準物質は SDS 制度＊ 10 の
対象外の物質ですが、必要に応じて SDS 制度
の対象とならない旨の証明を付けて提供してい
ます。

※年ごとの使用量は一定ではなく、各年の研究内容に応じて変化します。

200

150

100

50

0

使用量（kg）

図9-1　使用量の多いPRTR対象化学物質の年ごとの推移
アセトニトリル ノルマルーヘキサン ホルムアルデヒドトルエン

H24年度 H26年度H25年度

今後に向けて
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●持続可能な未来を支える化学物質の影響評価：
　in vitro（インビトロ）毒性試験の活用
化学物質規制には、2020 年までに化学物質の著

しい悪影響を最小化するという目標が設定され、先進
国では、様々な対応が進められています。「人道的動
物実験の原則」、すなわち動物愛護の考え方から、動
物実験をin vitro 試験（試験管内で細胞や組織を用
いた試験）に代替し、多数の化学物質の影響を把握
しようとする研究が本格化してすでに10年が経とうと
しています。
私は、この 10 年間、人の健康影響評価に役立て

るために、人由来の細胞を用いた in vitro 毒性試験
に取り組んでいます。実験の目的や細胞の種類にも
よりますが、おもに手のひらサイズのプラスチックプ
レートを用いています。このプレートには、8 x 12 列
の計 96 個の小さな穴（部屋）があり、その部屋そ
れぞれに、おおよそ千から一万個の細胞を同じ条件
で培養しています。それぞれの部屋に別々の化学物
質を入れていくと一度に 96 種類の化学物質の影響
（コントロールを含む）が、手の平サイズの世界でわ
かることになります。例えばマウスを使ってダイオキシ
ンの影響を調べようとする場合に、肝臓の検査値が
異常を示すのに必要なダイオキシン量は、1匹あたり
400ngです。ところがマウス肝臓の培養細胞を使う
と、一部屋あたり0.4ng のダイオキシンで影響が検
出可能です。すなわち、評価に用いるダイオキシン
の量を1000 分の 1にダウンサイジングできるので
す。このような in vitro 毒性試験は、環境にやさし
い化学物質の影響評価実験の一つであり、また持続
可能な未来を支える技術の一つともいえます。
まだ毒性のわかっていない新しい化学物質、プラス
チック可塑剤やディーゼル排気などの多種類の化学物
質が混合されている物質の健
康影響を迅速に評価するため
には、経済性、実験にかかる
時間など様々な制約がある動
物実験よりin vitro 毒性試験
が有用である場合があります。
また、海外では毒性を予測す
るための新しい手法の開発研
究が活発化しており、その結
果を化学物質規制の施策に取
り込んで基準値設定に適用し
ようという動きもあります。更
には、最近、外的環境から取

り込まれた物質が健康への悪影響を引き起こした場合
の体の応答メカニズム、すなわち「毒性発現経路」
のかく乱を指標にして、毒性を予測する新しい試みが、
「21 世紀の毒性試験」として提唱されています。そ
れは、まずヒト由来細胞を使った in vitro 試験で毒性
発現経路を解明し、次に取り込まれた物質量と体の反
応関係を求めて計算により影響量を推定し、最後にど
うしても必要ならば in vivo 試験（動物実験）による
影響の検証を行うことにより、ヒトでの毒性メカニズム
を予想しようとするものです。この新しい方式によっ
て健康リスクを迅速に評価し、より良い予測を提供す
る事が期待できます。2014 年には、OECD（経済
協力開発機構）、EPA（米国環境保護庁）、米国エ
ネルギー省、EU合同研究センターなどの化学規制に
係る欧米先進国の関係機関が集まって、おおよそ100
に近い「毒性発現経路」が提示されました。しかし、
まだ情報が少なく、今後も臓器毒性、生殖・発生毒性
についてヒトの生物学に基づいたさまざまな毒性メカ
ニズムを提示する必要があります。また、同様なパラ
ダイムシフトは、生態毒性評価の分野でも進んでいま
す。その新方式の事例として、ナノマテリアルなどの
新素材については、積極的に in vitro 試験での評価
が行われています。この新素材は、人体との親和性
が高いことが利用価値を高めている反面、危険性も増
加させる可能性を持っています。
国環研で働く私たちには、事

業所として研究所として、化学
物質などの管理の在り方を率先
して社会に示すことを責務とし、
高いサービスを提供しながら環
境負荷の少ない研究活動ができ
るかが常に問われています。

・コラム・4

写真：顕微鏡で観察したヒトの神経細胞　左が明視野で撮影した白黒画像、右が同じ
細胞群の蛍光色素による画像です。青が細胞核、赤が神経突起、緑がドーパミ
ンニューロンです。
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　国環研では、大気汚染、水質汚濁等を生じる
可能性のある施設を保有しています。これらに
ついては、法律や条例等に基づき、十分な環境
対策を講じ、適正に運転管理するとともに、定
期的な監視測定により、近隣の市民の方の生活
環境に影響を及ぼさないことに留意しています。

●大気汚染の防止
　国環研では、6 台のボイラー（大気汚染防止
法に基づく規制の対象）を稼働させています。
主に空調用の蒸気をつくるためのもので、大気
汚染防止対策として、硫黄酸化物の発生を抑え
るため硫黄分を含まない液化天然ガスを燃料に
用いることなどに努めています。排ガスは、年
に 2 回、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）、
ばいじんの濃度を測定し、法で定められた規制
値を満たしていることを確認しています。平成
26 年度の測定結果は表 10-1 に示します。
　また、所内で生じた廃棄物のうち、可燃物を
焼却処理するための所内施設として、紙くず
や一部の実験系廃棄物の焼却を行う一般固体焼
却設備、有害物質を含む実験系廃棄物等（動物

実験で生じた動物屠体等）の焼却を行う特殊固
体焼却設備があります（ダイオキシン類対策特
別措置法に基づく規制の対象です）。これらは、
十分な排ガス処理装置を備えるとともに、燃焼
管理を適切に行うことで、ダイオキシン類等の
大気汚染物質の発生抑制に努めています。排ガ
スは、年に 2 回（ダイオキシン類は 1 回）測
測定し、定められた基準値を満たしていること
を確認しています。平成 26 年度の測定結果は
表 10-2 に示します。

環境汚染の低減対策

NOx濃度［ppm］ SOx排出量［m3N/h］ばいじん濃度［g/m3N］

炉筒煙管ボイラー 2台
貫流ボイラー　　 4台

＜24 0.18 0.003

130

稼働年月

平成  5年10月
平成20年11月

燃焼能力
［m3/h］

623
144

燃料の種類

液化天然ガス

－ 0.1規制値

注 1 ）ボイラーは､それぞれ同型の､炉筒煙管ボイラーが2台､貫流ボイラーが4台設置され､主に貫流ボイラーが稼動
注 2 ）煙突は共通で1本設置
注３）測定値は､夏（８月：上段）及び冬（２月：下段）の値をそれぞれ掲載
注４）NOx､ばいじん濃度は酸素5％換算値で記載
注５）規制値は､茨城県条例の値を記載

37 0.17 0.002

表 10-1　施設概要と排ガス測定結果

NOx濃度
［ppm］

処理能力
［kg/h］稼働年月

平成14年
3月

160

平成14年
3月

35

SOx排出量
［m3N/h］

ばいじん
濃度

［g/m3N］

塩化水素
濃度

［mg/m3N］

ダイオキシン
類濃度

［ng-TEQ/m3N］

鉛濃度
［mg/m3N］

カドミウム
濃度

［mg/m3N］

クロム濃度
［mg/m3N］

ヒ素濃度
［mg/m3N］

水銀濃度
［mg/m3N］

一般固体
焼却設備

130 ＜0.05 ＜0.002 ＜6 0.59
－ － － － －

53 ＜0.06 ＜0.002 ＜10

特殊固体
焼却設備

規制値

56 ＜0.05 ＜0.002 ＜8 0.11

67 ＜0.07 0.001 ＜7 －

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

0.01

注1）測定値は、夏（6月：上段）及び冬（12月：下段）の値をそれぞれ掲載
注２）NOx、ばいじん濃度、塩化水素濃度は酸素12%換算値で記載
注３）規制値は、ダイオキシン類のみ。他は自主管理値として、大気汚染防止法施行規則（一部茨城県条例）の値を参考に記載

＜0.01

＜0.01

（12.2）（250）　　 （0.15） （700） 5 （－） （－） （－） （－）（－）

－

表 10-2　施設概要と排ガス測定結果

10　環境汚染の防止のために

一般固体焼却設備用排ガス処理装置
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低濃度に有害物質を含む廃水を対象）と特殊実
験廃水処理施設（土壌汚染や動物毒性に関する
実験を行う特定の実験室から生じる廃水を対象）
の 2 系統で行い、処理後の排水は、毎月 1 回、

（ただし、ダイオキシン類はそれぞれ年に 1 回）、
有害物質の濃度を測定し、定められた規制値を
満たしていることを確認しています。平成 26
年度の測定結果は表 10-3 に示します。

●騒音の防止
　騒音規制法の届け出対象となる施設として、
送風機及び排風機が計 26 台所内にあります。こ
れらは、全て鉄筋コンクリートの内部に設置す
ることで、周辺への騒音伝搬を防止しています。

pH BOD 浮遊物
質量

ノルマル
ヘキサン
抽出物質

ホウ素
及び
化合物

亜鉛及
びその
化合物

鉄及び
その
化合物

マンガン
及びその
化合物

全窒素

一般実験廃水
処理施設

7.5

7.3

7.6

7.3

5～9

処理能力
［m3/day］

300

100

　

稼働年

昭和58年

昭和58年

　

＜1

＜1

＜1

＜1

600

フッ素
及びその
化合物

3.9

1.3

5.0

1.7

（15）

0.2

＜0.1

0.4

0.2

8

＜0.02

＜0.02

0.24

＜0.02

10

0.03

＜0.02

＜0.02

＜0.02

5

＜0.1

＜0.1

＜0.1

＜0.1

10

＜0.01

＜0.01

＜0.01

＜0.01

1

＜1

＜1

＜1

＜1

5

＜1

＜1

＜1

＜1

600

0.00044

0.00045

10

特殊実験廃水
処理施設

規制値

0.72

＜0.03

（2）

全燐

注1）単位は、pH（水素イオン濃度）、ダイオキシン類を除きmg/ℓ
注2）測定値は、年間の測定値のうち、最大値（上段）及び最小値（下段）のみを掲載。ただし、次に掲げる物質（下水道法及び研究機関に示された

茨城県の土木部長通知（H6.4）に係る基準が示されている物質）については、定量下限値以下にあるため省略。
フェノール類、クロム及び化合物、カドミウム及び化合物、シアン化合物、有機リン化合物、鉛及び化合物、六価クロム化合物、ヒ素及び化合物、水銀及び化
合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチ
レン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及
び化合物、銅及びその化合物

注3）全窒素、全燐に係るものは自主管理値として、茨城県条例の値を参考に記載
注4）排水測定は毎月実施

ダイオキシン類
［pg-TEQ/　］

0.71

0.13

表 10-3　施設概要と排水測定結果

●水質汚濁の防止
　国環研では、生活系の排水に加え、研究に伴
い生じる有害物質を含む実験系廃水が生じます。
実験系廃水は、重金属等有害物質を含む可能性
があるため、所内の廃水処理施設において下水
道法などで定められた基準を満たすレベル以下
に適正に処理したのち下水道へ排出しています。
廃水処理は、一般実験廃水処理施設（実験器具
類の 4 回目以降の洗浄水や動物の飼育排水など

一般実験廃水処理施設 特殊実験廃水処理施設

●振動防止、悪臭防止
　振動規制法、悪臭防止法の対象となる施設は
ありません。

●法令の遵守状況
　平成 26 年度において、公害の防止に関する
諸規制について法令違反はありません。
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・コラム・5

●グリーンカーテンを使った環境に優しい暑さ対策
国立環境研究所地球環境研究センターでは、植

物による緑のカーテンを栽培する事で、節電をし
ながら夏の暑さ対策を行うための「グリーンカー
テンプロジェクト」を推進しています。2011 年の
東日本大震災後、節電を目的とした有志の活動と
して始まり、現在まで続けられています。
グリーンカーテンには、物理的に日射を遮るこ

とで温度上昇を防ぐ事に加え、蒸散によってグリー
ンカーテン自体の温度上昇を抑止し、さらに、景
観の改善によって心理的に涼しくするという効果
があります。それによってエアコンなど空調機器
の使用頻度や設定温度を抑え、節電につなげるこ
とができます。
本センターでグリーンカーテンに用いる植物と

しては、ゴーヤ、パッションフルーツが主で、他
にはメロンなどがあります。5月中旬から下旬にか
けて、地球温暖化棟エントランス付近に、ネット
とつる植物を植えたプランターを設置し、グリー
ンカーテンを栽培します。
ゴーヤは別名ツルレイシ、ニガウリとも呼ばれ、

グリーンカーテンの王様と称される、ウリ科の一
年草です。毎年 4月下旬から 5月上旬に種をまき、
ポットで苗を栽培して、グリーンカーテンに用い
ます。葉の広がりは見た目にも涼しげで、夏場の
成長もよく、料理に利用できる果実もたくさん収
穫できます。

パッションフルーツは、深緑で艶のある、厚い
葉を茂らせる南国の多年草です。種だけではなく、
挿し木でも増やすことができます。5月から 10月
にかけて白い花弁（中心は紫色）の花をつけ、受
粉後約 50日で、完熟した果実が収穫できます。果
実の外皮はとても硬く、中には黒いつぶつぶの種
と、それを覆うオレンジ色の果肉が入っています。
味は酸味があり、独特の香りも特徴的です。こう
いった食べられる果実の収穫があることも、グリー
ンカーテンの楽しみの一つです。
これまで国環研の春の一般公開（4月）では、

グリーンカーテンに用いるパッションフルーツの
苗を、来場者の方々にお配りしてきました。また、
夏の一般公開（7月）では、実際に葉が広がった、
大面積のグリーンカーテンをご覧になることがで
きます。例年多くの来場者の方からグリーンカー
テンに関するご質問を受けるので、皆様のグリー
ンカーテンに対する関心の高さがうかがえます。
地球温暖化を食い止めるためには、一人一人の

節電意識がとても重要になってきます。地球にや
さしい夏の暑さ対策として、地球環境研究センター
では、これからもグリーンカーテンプロジェクト
を実施し、その普及に努めていきたいと考えてい
ます。

写真２　パッションフルーツの花写真 1　2014 年 7 月下旬のグリーンカーテンの様子

地球環境研究センター
寺本宗正
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11　生物多様性の保全のために

国環研の環境配慮憲章が 2013 年度に一部改
訂されたことは昨年の環境報告書でご紹介しました。
この改訂では、研究所が環境に配慮して自主管理
するべきポイントに生物多様性の保全が書き加えら
れました。構内の緑も地域の自然と考え、生き物た
ちの生活の場であることにも配慮しようというもので
す。憲章の改訂とあわせて、構内緑地等管理小委
員会が設置されました。この体制が実際に機能し構
内で豊かな自然を維持していけるのか、これからが本
番だと昨年の報告書に書きました。ではその本番は
どうだったのか、昨年一年を振り返ってみます。

昨年度は古くなった排水配管の交換工事や、実
験廃水配管の地上化の工事があり、構内のあちこ
ちで地面が掘り起こされました。事前に、工事にと
もなう植栽木の移植や除去の計画について施設課
および担当業者と緑地等管理小委員会の担当者
との相談も行われたことは、環境配慮憲章の改訂
が生かされた前進だと言えるでしょう。一方、林床
の地面の撹乱についてはとくに考慮されませんでし
た。一見するといわゆる雑草におおわれた地面のよ
うですが、実は市街地や都市公園では見られない
植物もいろいろ生えています（写真１）。そうした植
物への配慮は検討されませんでした。林床の植物
の、生物多様性の保全という観点からの価値が知
られていないことが問題だったと言えるでしょう。まず
は構内の植物や生き物を知るための所内の広報活
動が必要かもしれません。

また、国環研構内の緑地は、基本的に殺虫剤・
除草剤などの薬剤は使わずに管理しているのです
が、一部で薬剤散布が行われてしまったケースがあ
りました。部署間や委託業者とのあいだでの情報
共有が不十分であったことが直接の原因でしたが、
今後は緑地管理の考え方が所内で十分に共有され
るよう努力する必要があります。

構内の池では、魚を除去して水草が生える池を
目指しています。一昨年度は移植したガガブタが花
を咲かせて目を楽しませてくれたのですが、その後、
外来生物であるアメリカザリガニが猛烈に増えてし
まい swました（写真２）。このザリガニが水草の葉
をハサミで切ってしまうため（写真３）、花はおろか、
葉の一枚も広げることができませんでした。そこで、
ザリガニを駆除するために一時的に池の水を抜きま
した。けれども、ザリガニは池の底にたまった泥の
中で少々の乾燥には耐えられるらしく、はたしてどう
なるか、今後の様子を見守っているところです。自
然の中の生き物の管理は、なかなか思うようにはい
きません。

昨年度は食堂前の植栽の植え替えが行われまし
た。この場所は常緑針葉樹のスギやヒノキが密に
植えられて、とても暗くなっていました。まざって生え
ているアカマツが松枯れで枯れたことや、配管の工
事のために部分的に掘り返す必要があったこともあ
り、昨年度は常緑樹を伐採し、かわって落葉樹を
中心にした明るい植栽としました。外来の樹種や園
芸品種は控えめにしつつ、職員が日常的に目にする
ところなので庭園的な雰囲気も考えて樹種が選定さ
れました。季節の花が楽しめることも考えられていま
す。まだ植えられたばかりですが、これからどのよう
な庭に育っていくのかが楽しみです。

緑地管理の課題がいくつか

これからの楽しみ

写真１　明るい林の中で咲いているウツボグサ

写真２　池はアメリカザリガニだらけに

写真３　アメリカザリガニに葉を切られた水草のガガブタ
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12　社会的取組の状況

社会への貢献活動

　国環研の研究活動やその成果を積極的に普及
することにより、広く社会に貢献できるよう努
めています。

●見学等の受け入れ
　国環研は、各方面からの要望を受け、研究施
設の見学等の受け入れを行っています。平成
26 年度の見学等は国内（学校・学生、企業、
官公庁等）63 件、958 人、海外（政府機関、
研究者等）24 件、204 人でした。学校や企業
などには環境教育の一助として利用いただくと
ともに、国環研に対する理解を深めてもらう観
点から、できる限り対応しています。

●教育プログラムなどへの参加
　環境研究・環境保全に関する以下の教育プロ
グラム、イベント等に参加しました。
・エコライフ・フェア2014（平成26年6月）
・つくば環境スタイルサポーターズの集い（6月）
・サイエンスキャンプ2014（7月）
・つくばちびっ子博士（7月）
・うしくみらいエコフェスタ（10月）
・つくば科学フェスティバル2014（11月）
・SATテクノロジー・ショーケース2015（平成27年１月）

●環境政策立案等への貢献
　国環研では、地球温暖化、環境リスク、生物
多様性、PM2.5 等様々な分野で審議会、検討会、

委員会等の政策検討の場に参画し国環研の研究
成果や知見を提示することにより、積極的に環
境政策への貢献をしています。また、環境の状
況等に関する情報、環境研究・環境技術等に関
する情報を収集・整理し、国や地方における環
境政策立案等にも役立つよう提供しています。
　特に東日本大震災に関しては、環境被害、環
境中に放出された放射性物質による環境汚染、
その汚染が生物や人の健康に与える影響、汚染
の除去のための技術や汚染廃棄物の処理技術、
被災地域の環境再生・創造、将来の災害に備え
た環境面からの対応など、災害と環境に関する
研究を幅広く推進しています。その研究成果は、
環境省の政策立案の科学的基盤となるとともに、
技術指針やマニュアル等として現場の環境対策
にも活用されています。

●地域への貢献
　平成 26 年度は、茨城県における各種検討会
などに 15 件、のべ 18 名、茨城県内の市町村
における、各種検討会などに 9 件、のべ 10 名

サイエンスキャンプの様子

SAT テクノロジー・ショーケースの様子

つくば科学フェスティバルの様子
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の国環研研究者が参加し、茨城県内の環境行政
に貢献を果たし、地域の住みやすい環境作りへ
協力しています。

●国際的環境保全活動への貢献
　UNEP（国連環境計画）、IPCC（気候変動に
関する政府間パネル）、OECD（経済協力開発
機構）等の国際機関の活動や国際プログラムに
積極的に参画するとともに、国連気候変動枠組
条約締約国会議のオブザーバーとしてサイドイ
ベントやブース展示等を実施するなど研究成果
を世界に発信しています。また、GIO（温室効
果ガスインベントリオフィス）を設置して、日
本国の温室効果ガス排出・吸収目録（GHGs イ
ンベントリ）報告書を作成しています。ほかに
もアジア地域における陸上生態系の温室効果
ガスのフラックス観測ネットワーク（AsiaFlux
ネットワーク）に参加し、事務局的機能も担っ
ています。さらに、北東アジア地域の環境保全
に関する国際共同研究推進のため、韓国の国立
環境科学院及び中国の環境科学研究院と日韓中
三カ国環境研究機関長会合（TPM）を毎年開
催しています。

　研究成果を、一般の方にわかりやすく提供する
ため、シンポジウムなどを通じて成果の発信に努
めています。
●公開シンポジウム
　国立環境研究所公開シンポジウム 2014「低炭
素社会に向けて〜温室効果ガス削減の取り組み
と私たちの未来〜」を、東京（平成 26 年 6 月 
13 日（金）於メルパルクホール）及び奈良（平
成 26 年 6 月 27 日（金）於奈良県新公会堂　
能楽ホール）において開催し、それぞれ 690 名、
411 名の参加をいただきました。同シンポジウム
では、地球規模の環境問題を解決すべく国環研
において実施した観測・調査・研究を通じて得ら
れた経験や知見について 5 つの講演、21テーマ
のポスター発表を行いました。＊11　来場者からは、

＊ 11　講演の模様や、ポスター発表の資料は、右記 URL で閲覧可能。(http://www.nies.go.jp/event/sympo/2014/index.html)

コミュニケーション

公開シンポジウムの様子

「非常にわかりやすく説明して頂いた」「大変良い
内容であり、今後も続けて下さい」等の感想をい
ただきました。

●一般公開
　国環研では毎年 2 回、つくば本所内での一
般公開を実施しています。平成 26 年度の一般
公開は、4 月 19 日（土）及び 7 月 19 日（土）
に実施し、それぞれ 519 名及び 4,144 名の来
場者がありました。

●マスコミへの対応
　テレビや新聞等のマスメディアを通じて研
究活動の発信を積極的に行いました。その結
果、国環研の研究が紹介された新聞報道は年間
246 件、テレビに取り上げられた件数は 104
件にのぼりました。

一般公開（夏の大公開）の様子
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国立環境研究所 検 索

　国環研では、環境の保全に役立つさまざまな
研究成果を社会に提供してきました。これら研
究成果は、年次報告書、各種報告書、ニュース
レター、研究情報誌「環境儀」等として、ホー
ムページから公開しています。ここでは、主な
出版物について紹介します。詳しくは、http://
www.nies.go.jp/kanko/index.html をご覧くだ
さい。

●国立環境研究所年報
　各年度の活動概況、研究成果の概要、業務概
要、研究施設・設備の状況、成果発表一覧、各
種資料等を掲載（毎年度出版）

●国立環境研究所研究プロジェクト報告
　研究プロジェクトの目的、意義及び得られた
成果を中心に、図表を付して掲載

●国立環境研究所研究報告・業務報告
　様々な研究成果報告やデータ集、マニュアル
等を掲載（不定期）

●ホームページ
　国立環境研究所ホームページから、国環研や
研究に関する情報を発信しています。
　http://www.nies.go.jp に是非アクセスして
ください。

研究成果の発信 ●国立環境研究所ニュース
　各号毎の特集テーマに沿って、最新の研究内
容や成果、環境問題にかかわる概念や用語など
をわかりやすく紹介するほか、行事紹介、新刊
紹介を掲載（偶数月出版）

●環境儀
　国環研が実施している研究の中から、重要で
興味ある成果の得られた研究を選び、専門家で
ない方でも分かりやすく読めるようにリライト
した研究情報誌（概ね年 4 回出版）

《刊行物の入手方法》　残部があるものは頒布していますので、下記までお問い合わせ下さい。送料のみ、ご負担いただきます。
環境情報部情報企画室出版普及係　e-mail：pub@nies.go.jp

ウェブサイトによる情報発信

●国立環境研究所ニュース 

 
 

 
 
●環境儀 

●国立環境研究所ニュース 

 
 

 
 
●環境儀 
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12　社会的取組の状況

　また、国環研ホームページでは、様々な情報
発信を行っていますが、主に青少年・一般向け
に発信している情報を下記に紹介します。
　高校入試問題にも採用されるなど、読みやす
いよう工夫が施されています。

●環境展望台

●りすく村 Mei のひろば

●環環

●ＣＧＥＲ　ＥＣＯ倶楽部

「高校生も楽しめる研究情報誌」というコンセプトで発行する広
報誌です。ごみ問題をはじめとした資源循環・廃棄物分野の研究
のトピックスなどを紹介しています。

（http://www-cycle.nies.go.jp/magazine/index.html）

見晴らしの良い“展望台”のように、利用者の方々が様々
な環境情報に辿り着きやすいよう工夫されたサイトです。

（http://tenbou.nies.go.jp/）

化学物質や侵入生物など人の健康や生態系に影響を及ぼす
おそれのある様々な環境リスクに関する研究成果を広く一
般の方々にわかりやすく紹介するサイトです。

（http://www.nies.go.jp/risk/mei/mei001.html）

見て、読んで、試して！楽しみながら地球環境について考
えるページです。

（http://www.cger.nies.go.jp/ja/ecoclub/）
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　本報告書のデータ集計の対象範囲に含めてい
ない本所外の実験施設等については、サイト情
報として各サイトの概要とエネルギー（電力）
の消費量のほか、水環境保全再生研究ステー
ションの排水処理施設概要と排水測定結果を紹
介します。

所外実験施設等の概要

13　所外の実験施設等

　「霞ヶ浦臨湖実験施設」と「バイオ・エコエン
ジニアリング研究施設」からなる当該ステーショ
ンは、霞ヶ浦の湖畔に位置し、敷地面積約 7ha
を擁しています。「霞ヶ浦臨湖実験施設」は、霞ヶ
浦等の湖沼、その流入河川を対象とした調査の
拠点として利用されており、また、湖沼の汚濁
メカ二ズムの解明、汚濁した湖沼の再生、湖沼
生態系の保全や物質循環の解明を目的とした研
究も行われています。「バイオ・エコエンジニア
リング研究施設」では、生活排水をはじめとす
る液状廃棄物からの窒素、リン除去、汚泥減量
化、リン資源回収等可能な高度処理浄化槽等や

水環境保全再生研究ステーションA バイオマスからの資源エネルギー回収等技術の
開発等に取り組んでいます。また水生植物・土壌・
湿地等生態系機能を利用した低コスト・省エネ
型エコエンジニアリング技術を融合したバイオ
エコシステムの開発・解析・評価を開発途上国
への応用を視野に入れて取り組んでいます。

　本所の西約 3 km の位置にあり、実験的環境
変化が生態系の構成に与える影響観測など、陸
上生態系の研究を行っている無人実験施設で
す。なお、生物多様性への影響に配慮して、薬
剤などの使用はできる限り抑えるようにしてい
ます。

生態系研究フィールドⅡB

C：沖縄県波照間島

F：沖縄県辺戸岬

C：北海道落石岬

B：茨城県つくば
G：福島県南相馬

E：山梨県富士北麓

Ｄ:北海道陸別

A：茨城県霞ヶ浦
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　わが国の南端・沖縄県八重山諸島波照間島と
北東端・北海道根室半島落石岬の両地点にあ
る、温室効果ガス等を観測するための無人施設
です。CO2、CH4、N2O、O3、ハロカーボン類

（ハロゲン原子を含んだ炭素化合物）等の温室
効果ガスやその関連物質のモニタリングを行っ
ています。また、NOx、浮遊粒子状物質、黒色
炭素、ラドン、気象因子を自動観測しており、
観測データや運転状況等は国環研でモニターさ
れています。電力の使用量の削減のために落石
ステーションにおいては平成 21 年に太陽光パ
ネルの設置、平成 22 年に両ステーションでの
蛍光灯の LED 化を行っています。

　北海道足寄郡陸別町の町立「りくべつ宇宙地
球科学館（銀河の森天文台）」の一室を名古屋
大学太陽地球環境研究所と共同で借り受け、高
分解能フーリエ変換分光計を用いた地球温暖化
関連の大気微量成分のスペクトルの観測、また
全天日射計による日射の観測、帯域別紫外線計
及びブリューワー分光光度計による有害紫外線
の観測を行っています。

地球環境モニタリングステーションC

pH COD 浮遊物
質量

ノルマル
ヘキサン
抽出物質

銅及び
その

化合物

亜鉛及
びその
化合物

鉄及び
その

化合物

マンガン
及びその
化合物

全窒素

7.5

7.0

5.8～8.6

処理能力
［m3/day］

350

　

稼働年

昭和58年

　

3

2

15

フッ素
及びその
化合物

2.3

0.8 

15

＜0.1

＜0.1

0.8

0.02

＜0.02

1

0.04

＜0.02

1

＜0.01

＜0.01

1

＜0.01

＜0.01

1

＜1

＜1

3

＜1

＜1

20規制値

0.05

＜0.03

2

全燐

注 1 ）単位は、pH（水素イオン濃度）もしくはmg/ℓ
注 2 ）測定値は、年間の測定値のうち、最大値（上段）及び最小値（下段）のみを掲載。ただし、次に掲げる物質（水質汚濁防止法に基づき排水基準

を定める条例）については、定量下限値以下にあるため省略。
フェノール類、クロム及び化合物、カドミウム及び化合物、シアン化合物、有機リン化合物、鉛及び化合物、六価クロム化合物、ヒ素及び化合物、水銀及び化
合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチ
レン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及
び化合物、ホウ素及び化合物

注 3 ）全窒素、全燐に係るものは、茨城県条例の値を記載
注 4 ）排水測定は毎月実施

水環境保全再生
研究ステーション
排水処理施設

　富士北麓（山梨県富士吉田市）の緩斜面に広
がるカラマツ林に、大気－森林間の二酸化炭素
収支をはじめとする物質循環と植林の生理生態
的機能などの連続観測を行うための観測拠点を
整備し、平成 18 年 1 月から観測を開始してい
ます。アジア地域における炭素収支観測の中核
拠点としても機能し、森林生態系の炭素収支機
能の定量的評価手法の確立と、衛星リモートセ
ンシングによる地域評価を目指しています。

　沖縄本島の北端に位置する辺戸岬にあり、東
アジア地域から輸送される様々な大気汚染物質
を観測の対象とし、東アジアにおける広域大気
汚染の状況や対流圏大気質の変動を総合的に観
測する施設です。

　放射性物質の環境動態の把握等のための調査
研究を効率的に実施するために、福島県南相馬
市の理解と協力をいただき、採取した環境試料
等の選別および分析前処理等を行う現地実験室
を整備しています。

富士北麓フラックス観測サイトE

辺戸岬大気・エアロゾル観測ステーションF

【水環境保全再生研究ステーションの排水処理施設概要と排水測定結果】

【サイト別に見た平成 26 年度における電気使用量】

陸別成層圏総合観測室D

A B C D E F G

サイト名
水環境保全
再生研究

ステーション
生態系研究

フィールドⅡ

地球環境
モニタリング
ステーション

陸別成層圏
総合観測室

富士北麓
フラックス
観測サイト

辺戸岬大気・
エアロゾル観測

ステーション
福島南相馬

実験室
波照間 落石岬

電気使用量
（kWh） 1,553,970 8,984 165,909 125,272 2,464 26,509 58,734 12,800

福島南相馬実験室G
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国環研自然探索　構内のプロチスタ

生物・生態系環境研究センター
山口晴代

淡水の池では一年中、緑藻がよく見られます。国環研の池では、その中でも接合藻の
Zygnema sp.（ホシミドロ）（写真1）がしばしば大量繁殖し、肉眼で確認できるほどに
なっています。また、定数群体を形成する緑藻も多く見られます（写真2‒6）。定数群体
とは、決まった数の細胞が決まった配置をした細胞群体のことで、それぞれの細胞は分
裂して親と同じ群体を形成します。このような細胞群体の形成は、ミジンコやワムシに
食べられにくくする効果があると考えられています。

淡水の池ではユーグレナ藻（ミドリムシの仲間）の仲間もよく
見られます（写真7, 8）。ユーグレナ（eu美しい+ glena 眼点）
の名前の由来の通り、細胞内には目立つ赤い眼点（光受容に関係）
が見られます。また写真でも確認できるように、ユーグレナ藻は
光合成産物をパラミロンとよばれる結晶性の多糖（β-1,3 グルカ
ン）の形で貯蔵しています（写真矢印）。近年、このパラミロンは
食物繊維として注目されています。

クリプト藻とよばれる生物群は目立たない存在ですが、いろい
ろな水環境に普遍的に存在し、低次捕食者の餌として重要である
といわれています。国環研の池でもCryptomonas sp.（写真 9, 
10）が見られました。クリプト藻の細胞内には、エジェクトソー
ムと呼ばれる射出装置（刺激によって内部構造が飛び出す）が列
状に並んでいます（写真矢印）。この構造は共生バクテリアに起源
をもつと考えられています。

今回は、国環研の構内の池で見ることができるプロチスタ（原生生物）を紹介します。プロチスタとは、藻
類や原生動物など主に単細胞性の真核生物の総称であり、系統的にさまざまな生物が含まれます。プロチスタ
は顕微鏡でしか確認できないほど微小な生物群ですが、生態系の中で重要な役割を果たしています。

写真 1. Zygnema sp.
　　　（ホシミドロ）

写真 2. 
Pediastrum duplex

（クンショウモ）

写真 3. 
Desmodesmus sp.

（イカダモ）

写真 4. Tetrastrum sp. 写真 5. Coelastrum sp. 写真 6. 
Dictyosphaerium sp.

写真 7. Phacus sp. 写真 8. 
Lepocinclis spirogyra

写真 9. Cryptomonas sp. 写真 10. Cryptomonas sp.
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国環研自然探索　構内のプロチスタ

水圏生態系では、植物プランクトン→動物プランクトン→
魚といった生食食物連鎖だけではなく、植物プランクトンな
どに由来する有機物をバクテリアが分解、そのバクテリアを
プロチスタが捕食するといった微生物食物連鎖が重要な役割
を担っていることが知られています。国環研の池でも、バク
テリアを捕食するさまざまなプロチスタが見られました（写
真14‒16）。また真核藻類を捕食するプロチスタにもさまざ
まなものがおり、国環研の池では太陽虫の仲間が見られまし
た（写真17, 18）。このような捕食性プロチスタは水圏生態
系において重要な構成要素ですが、どんな種がどれだけいる
のかといった基礎的な情報さえ不足しており、今後の重要な
研究課題となっています。

プロチスタの中には、バクテリアや菌類と同様に吸収栄養を行っているものもいます。不等毛藻に近縁なラ
ビリンチュラ類はそのような生物群の一つであり、国環研の池ではDiplophrys sp.（写真19）が見られました。
ラビリンチュラ類は吸収した栄養分を細胞内に大きな油滴（貯蔵脂質）として蓄積しますが、これは写真でも
認識できます（写真矢印）。こうしたラビリンチュラ類の油は近年注目され、盛んに研究されています。

また国環研の池では、Paulinella chromatophoraというガ
ラスの鱗でできた殻をもつ糸状仮足アメーバがよく見られま
す（写真20）。この生物の細胞内には、青緑色の勾玉形をし
た構造が存在します。この構造は共生した藍藻に起源をもつ
構造ですが、既に宿主とは切り離せない存在となっており、
P. chromatophoraは餌を食べずに光合成をして生きています。

不等毛藻は緑藻に匹敵するほど多様性の高いグループであり、多くは黄褐色の葉緑体をもっています。その
中でもガラスの殻で細胞が覆われた珪藻類は、水圏で最も生物量が多い生産者のひとつです。国環研の池でも
いくつかの珪藻が確認できました（写真11, 12）。珪藻類は一年中見られますが、特に冬に多く見られます。また、
秋にはガラスの鱗をもつ黄金色藻のMallomonas sp.（写真13）が見られました。この黄金色藻の中には、
一度獲得した葉緑体を二次的に失って、バクテリアを捕食するようになった生物もいます（写真14）。

写真 11. Discostella 
pseudostelligera

写真 12. Aulacoseira ambigua 写真 13. Mallomonas sp. 写真 14. Spumella sp.

写真 15. Bicosoeca sp. 写真 16. Ancyromonas sp.

写真 17. 太陽虫の一種 写真 18. 太陽虫の一種

国環研の池におけるプロチスタの多様性はあまり高くありません。しかしながら、どんな池にも私たちのま
だ知らない新種のプロチスタはいるものです。今後も定期的に調査を続け、いつの日か国環研で新種のプロチ
スタを見つけ、Niesmonas（ラテン語でNIESで取られた個体の意）と名付けたいと考えています。

写真 19. Diplophrys sp. 写真 20. Paulinella 
chromatophora
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自己評価結果

　本報告書の発行に当たり、記載内容の信頼性を高めるために、作成部署から独

立した立場にある監査室において本報告書の自己評価を行いました。

（評価方法等）

　評価にあたっては、環境省「環境報告書に係る信頼性向上の手引き（第 2 版）」

を参考にし、また、環境省「環境報告ガイドライン 2012 年版」に記載の項目に

照らしつつ、網羅性、正確性、実質性、中立性の観点から評価を実施しました。　

（評価結果）

　上記に沿って自己評価を実施した結果、問題は認められませんでした。



○編集後記
　本報告書は、「環境報告書 2006」から第 10 号目の環境報告書となります。
　本書では、地球温暖化対策、省エネルギー対策、廃棄物対策など、環境配慮に関する様々な
項目について、昨年度を中心とした取組結果や取組内容・事例などの紹介を行っております。
また、研究所における具体的な取組について分かりやすくお伝えするため、各研究者の研究活
動や環境配慮活動の一端をコラムとしてご紹介しております。
　節電への対応については、昨年度も法的な削減義務は課せられませんでしたが、電力料金の
上昇や震災で影響を受けた機器の再開等電力使用量の増加が見込まれたことから、引き続き節
電目標を掲げた節電計画を作成し、研究業務への影響を極力抑えつつ組織を挙げて取り組み、
電力消費量・ピーク電力ともに目標を達成することができました。これは、大震災を契機として、
節電への意識が研究所全体に着実に浸透していることの表れだと自負しています。
　国環研では、２年前から従来の主要な研究分野に加えて、東日本大震災からの復旧・復興の
ために必要な多岐にわたる研究課題に取り組んでいます。このように研究活動の幅が広がる一
方で、夏期を中心とした節電への継続的な対応も必要となりますが、
環境研究の中核的機関として、これからも研究活動の発展と節電への
対応が両立できるよう様々な工夫を取り入れながら鋭意取り組んで参
りたいと考えています。
　平成 27 年度は、国環研における第３次中期計画の最終年度であり、
環境配慮への取組も節目を迎えることとなりますが、着実に目標が達
成されるようしっかりと環境配慮への取組を進めて参ります。
　皆様におかれましては、国環研における環境配慮の取組についてご
意見・ご要望をいただければ幸甚です。
　これからも私たち国環研の諸活動に対するご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

（編集事務局を代表して）

総務部長　横山公彦
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コミスジの解説（ページ上の写真）

翅に三本の白い線があるように見えるミスジチョウの
一種です。国環研内の明るい林の中などでよく見られ
ます。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル適性 Ａ

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本
方針における「印刷」に係る判断の基準に従
い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料
「Aランク」のみを用いて作製しています。

キュウリグサの解説（ページ下の写真）

葉を揉むとキュウリの香りがするのでキュウリグサ。
春先に、直径が２ミリほどのほんとうに小さな花を咲かせ
ます。麦の栽培とともに大陸から日本に入ってきたと考え
られています。

表紙（写真）の解説
クスノキ越しに研究本館を望む
研究所の玄関口としての多くの来訪者をお迎えする場所です。

National Institute for Environmental Studies
国立環境研究所国立研究開発法人


