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愛媛大学憲章

　愛媛大学は，平成16年４月１日に国立大学法人愛媛大学となり，国の組織から独立した経営体として再出発することになった。
愛媛大学は，学校教育法に謳われた大学の目的を踏まえ，自ら学び，考え，実践する能力と次代を担う誇りをもつ人間性豊かな人
材を社会に輩出することを最大の使命とする。とりわけ，地域に立脚する大学として，地域に役立つ人材，地域の発展を牽引する
人材の養成がこれからの主要な責務であると自覚する。知の創造と知の継承を担う学術拠点として愛媛大学は，基本目標を以下に
定め，全構成員の指針とする。

基 本 目 標

●教　育	 １．愛媛大学は，学生が豊かな創造性，人間性，社会性を培うとともに，自立した個人として生きていくのに必要
な知の運用能力，国際的コミュニケーション能力，論理的判断能力を高める教育を実践する。

	 ２．愛媛大学は，地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から課題を発見し解決策を見いだす能
力を育成する。

	 ３．大学院においては，人間・社会・自然への深い洞察に基づく総合的判断力と専門分野の高度な学識と技能が身
につく教育を実施する。

	 ４．愛媛大学は，学生が入学から卒業・修了まで安心して充実した大学生活を送ることができる学生支援体制を築く。
●研　究	 ５．愛媛大学は，基礎科学の推進と応用科学の展開を図り，知の創造と知の統合に向けた学術研究を実践する。
	 ６．愛媛大学は，地域にある総合大学として，もてる知的・人的資源を生かし，地域・環境・生命を主題とする学

術研究を重点的に推進する。
	 ７．愛媛大学は，先見性や独創性のある研究グループを組織的に支援し，世界レベルの研究拠点形成を目指す。
●社会貢献	 ８．愛媛大学は，学術研究成果の還元と優れた人材の輩出を通して，社会の持続可能な発展，人類と自然環境の調和，

世界平和に貢献する。
	 ９．愛媛大学は，産業，文化，医療等の幅広い分野において最高水準の知識と技術を地域に提供するとともに，地

域の諸課題の解決に向けて人々とともに考え，行動し，地域社会の自律的発展に貢献する。
●大学運営	 10. 愛媛大学は，相互に協調し啓発しあう人間関係を基調とした知の共同体を構築し，構成員の自発的・主体的活

動を尊重する。
	 11. 愛媛大学は，大学の特性と現状の批判的分析の上に立って明確な目標・計画を定め，機動的で戦略的な大学経

営を行う。

愛媛大学環境方針

基本理念

　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題のもとでの学術研究を重点
的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境問題にかかわる教育や研究に積極的に取り組みます。
また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄与するため，環境について責任ある行動を取るとともに，地域の環境問題の解決
に貢献します。この決意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。

基本方針

　１�．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
　２．環境を主題とする学術研究を推進します。
　３�．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
　４�．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
　５�．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防と継続的な環境改善を行います。
　６�．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。

環境達成目標について

　平成17年度に愛媛大学環境方針を策定し，その目標達成のために各年度ごとに環境目標と実施計画を作成し，環境配慮活動に取
り組んでいます。
　また，年度目標達成度の点検評価を行っています。
　（具体的な環境目標・平成22年度目標・点検評価については，【環境目標と点検評価】を参照してください。）
　なお，国立大学法人では第一期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）を終え，第二期中期目標期間（平成22年度～平成27年度）
における計画を策定しています。

環境マネジメントシステムの構築について

　平成22年度は，平成18年度に組織的に環境保全活動の推進を図ることを目的とし構築した環境マネジメントシステム（PDCAサイ
クル）を確立，維持するために作成した「環境管理マニュアル」により運用を継続しています。
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環境配慮への取り組み

１．使用電力量の削減

�１）使用電力量の削減
　本学における総エネルギー投入量（インプット）及び温室効果ガス排出量（アウトプット）に占める割合の大部分が電力使用に
よるものであるため，電力量の使用抑制のため下記のような具体策を実行しています。
　①�　省エネルギー指導員を総員208名配置し，きめ細かな節電運動の実施。
　　　　※�省エネルギー指導員：本学独自の制度で各部局等の長により任命された学生･教職員等が省エネに関する実施細目に従い，

定められた範囲を巡視し，講義室の照明の消灯，空調機のスイッチオフ（学生の指導員）等適切なエネルギー使用に努
める等の省エネのための指導啓発を行う制度です。

　②　省エネタイプ機器への更新。
　③�　使用電力量等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知し，省エネへの啓発。
　④��　夏季一斉休暇の実施。工学部では，全学的に行っている夏季一斉休暇に，２日以上追加し連続９日間の休暇を奨励した。
　⑤�　国民運動「チェレンジ25キャンペーン」に参加し，省エネへの啓発。
　⑥�　省エネルギーに関するポスターを年２回（夏季版・冬季版）作成し，全学教職員等へ周知し，省エネへの啓発。
　⑦�　「エコ」ステッカー（温度が14℃～34℃まで２℃刻みで表示ができるデジタルサーモテープ付）を作成し，各部局等へ配付し，
省エネへの啓発。

２．水使用量の削減

　①　ポスター等による節水励行への啓発。
　②�　松山市水道局から節水シールの提供を受け，蛇口のあるところに貼付し節水励行の推進。
　③　トイレへの感知式自動洗浄装置の導入促進。
　④　蛇口への節水コマ取付の促進。
　⑤　水使用量を２か月ごとに各部局等へ通知。

３．廃棄物の削減及びリサイクルの推進

　①　両面コピーの推進。
　②　紙ゴミの分別を徹底し，トイレットペーパーへの交換。
　③�　愛媛大学生協におけるテイクアウト弁当の容器及び自動販売機の紙コップのリサイクル。
　④�　総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化。
　⑤　会議等資料としての紙媒体の削減。

４．活動に伴う環境負荷

　−平成22年度大学マテリアルバランス−

INPUT

総エネルギー投入量
　約555,565GJ

原油換算値で約14,334kL 

　電　　　　力：12,026kL　
　灯　　　　油：　　    8kL
　Ａ　重　油：　2,161kL 
　都 市 ガ ス：　　107kL　
　プロパンガス：　　  32kL  

水資源投入量 
　約408千㎥    
コピー用紙購入量 
　約122.9t
グリーン購入・調達比率
　98.52%  

OUTPUT

総温室効果ガス（CO2）排出量
　約25,583ｔ－CO2
総排水量
　約322千㎥
総廃棄物排出量：1,296ｔ
　 4ｔトラック324台分 
　一般廃棄物排出量：855ｔ
　産業廃棄物排出量：416ｔ
　特別管理産業廃棄物排出量：25ｔ

化学物質排出量…PRTR
　法定規定値超（城北地区のみ）
　クロロホルム　　：（大気へ）0.15ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　ジクロロメタン　：（大気へ）0.32ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　ノルマルヘキサン：（大気へ）0.7ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.8ｔ

大
学
の
事
業
活
動
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　１．「人工ゼオライト」の研究

Ⅳ 特集「愛媛大学における特色ある環境教育・研究」

　循環型社会への関心が高まるなか，今，電力
産業の副産物「石炭灰」が大きな問題となって
います。私たちは，この灰を，化学の力で「人
工ゼオライト」という役立つ物質に変え，有効
利用する方法を見つけました。石炭灰は，主に
ケイ素（Si），アルミニウム（Al），酸素（O）
の原子から出来ています。これらの原子はバラ
バラに並んでいます。原子が整然と並んだ物質
のことを結晶といいます（図−１a：結晶質）。
原子の並びがバラバラと乱れている物質を，非
結晶（ガラス）といいます（図−１b：非晶質）。
結晶になると，物質は多くの有用な性質を持つ
ようになります。人工ゼオライトは，Si，Al，
Oの原子が整然と規則正しく並んだ，目に見え
ない小さな結晶です。人工ゼオライトを拡大し
て，姿や形を見てみましょう。元の石炭灰は，
小さな丸い形（微小球状粒子）をしています（写

真−１の下左：石炭灰の電子顕微鏡写真）。人
工ゼオライトに変わりますと，石炭灰の微小球
状粒子の形を残して，たいへん小さな結晶が集
まっていることがわかります（写真−１の下右：
人工ゼオライトの電子顕微鏡写真）。

　人工ゼオライトは，多くの役立つ能力（吸着
能，陽イオン交換能，触媒活性能など）をもっ
ており，例えば，働きの一つとして，色を吸着
して，色水を無色にすることが出来ます（写真
−２参照）。人工ゼオライトは，その能力を活
用して環境に調和した様々なものに利用できま
す。吸着能を活用すると，悪臭をなくす脱臭材，
廃食用油を燃料や肥料に変える資材，河川の水
質浄化コンクリートなどに利用できます。陽イ
オン交換能を活用すると，土壌の改良，硬水の
軟化などに使うことができます。触媒活性能を
活用すると，空気を汚すガスのNOxを無害な
窒素と酸素に分解したり，燃やすとダイオキシ
ンなどが発生する廃プラスチックを有用燃料で
あるガソリンに変えることができます。石炭灰

を，目に見えない極微の世界において原子や分
子のスケールで加工することで，我々の住んで
いる現実の巨大な世界で環境と調和して利用で
きる新素材（機能性新素材）に変えることに成
功しました。

農学部	生物資源学科	教授　逸見　彰男

上左：非晶質　上右：結晶質
下左：石炭灰　下右：人工ゼオライト

色水の色を吸着する人工ゼオライト
左：青色　中：赤色　右：紫色

写真−２

図−１と写真−１
非晶質と結晶質

⒝非晶質　　　　⒜結晶質
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　近年，地球温暖化が，先進国，開発途上国を
問わず，国境を越えて，人々の生存環境を脅か
す大きな問題になっています。この解決に向け
て，国際社会が一致団結して取り組むことの必
要性が叫ばれています。こうした情勢から，温
暖化ガスである二酸化炭素の削減に関わる技術
の開発が，ますます必要となっている時期を迎
えています。上に述べた機能性新素材の人工ゼ
オライトを活用して，海藻が住みやすい環境を
作る技術を研究しました。海藻は，光合成を営
む植物ですので，地球の表面の約７割を占める
海に広く繁茂させることができれば，地球温暖
化で問題になっている二酸化炭素を，大量に吸
収し，減少させることができます。漁礁を沈め

た海域や消波ブロックを設置した水域を作り，
その場所を海藻など水生植物が繁茂する藻場と
して，魚類など水生動物が住み着きやすい環境
を構築する技術を開発しました（写真−３参
照）。鉄イオンを吸着担持したゼオライト（鉄
型人工ゼオライト）を，コンクリート等の材料
に添加した混和原料を用意し，この原料を成形
して漁礁や消波ブロックを作成するという手段
で，藻場の形成を容易にすることに成功しまし
た（写真−４参照）。人工ゼオライトを利用し
て，海藻を生えやすくした，「生態系ブロック」
を普及させて，このブロックの施工を，さらに
広げて行くことで，二酸化炭素を削減し，地球
温暖化の防止に大きく貢献できます。

海中など水環境には，栄養成分として大切な鉄分が不足する
ことが多いので，人工ゼオライトに担持した鉄成分が徐々に
放出し，海藻に養分を供給することができる。
海中に海藻を繁茂させて，海中林を造成することで，二酸化
炭素を吸収できるので，温暖化防止につながる。

上左：	左側が人工ゼオライトを利用したブロック。海藻が生
えている。右側は通常のブロック。海藻は生えてない。

上右：	クローズアップ。海藻と巻き貝が共存している。
下左：	通常の三角ブロック。藻の発生は見られない。
下右：	人工ゼオライト利用の三角ブロック。藻が生育してお

り，周りに巻き貝が集まっている。

写真−４写真−３
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　２．光合成の分子機構と環境応答機構

　植物は太陽の光エネルギーを生体で利用できるエネルギーに変換する過程において，水を約90%
の効率で分解して電子を取り出し，副産物として，酸素を放出します。そして得られた電子をタン
パク質の中を受け渡しして，生物が利用できる「化学エネルギー」を作り，最終的に，二酸化炭素
を取り込み，糖などの有機化合物を作ります。したがって光合成は地球上の生物の生存を支える反
応であり，この能力を有効利用してより安全でクリーンなエネルギーを得て，石油資源の枯渇や二
酸化炭素濃度の上昇などに対処することが望まれます。�

無細胞生命科学工学研究センター	グリーン環境エネルギー部門	教授　林　　秀則

准教授　杉浦　美羽

　光合成の反応は，20以上のタンパク質サブユ
ニットに60分子以上の金属や光合成色素などが結
合した，巨大で複雑なタンパク質複合体（図A）
によって行われています。この巨大分子の構造や
光合成も反応の詳細についてはまだ明らかにされ
ていないことが数多くあります。
　光合成器官は非常に複雑なタンパク質複合体で
あるため，外部環境の変動は光合成の能力を大き

く左右し，ひいては植物全体の生育にも影響しま
す。
　しかし植物は環境の変化に応答して，光合成な
どの働きを安定化させたり調節したりすることが
できます。したがって，環境やエネルギー問題に
植物の能力を応用するためには，光合成のエネル
ギー変換の仕組みを明らかにするとともに環境へ
の応答の仕組みを解明する必要があります。�

　本研究部門では，好熱性のラン藻（植物の葉緑
体の起源と考えられている微生物）を用いて，光
エネルギーを化学エネルギーに換える仕組みや，
高い効率で水を分解する仕組みを明らかにしよう
としています。そのために遺伝子組換えによって

部分的にタンパク質の構造を変えて，性質がどの
ように変わったかを調べています。また，遺伝子
組み換えによって，有害な金属を蓄積できるラン
藻や，高温や塩分に強い植物を作り出すことに挑
戦しています（図B）。

▲図A
好熱性ラン藻Thermosynechococcus 	
elongatus 細胞の光学顕微鏡写真と電子顕微
鏡写真（上），葉緑体チラコイド膜の光化学
系タンパク質（中），および，光化学系II複合
体のX線結晶構造（下）。

▲図B
シロイヌナズナの野生株（右）と，コリンオ
キシダーゼの遺伝子を組み込んだシロイヌナ
ズナ（左）。それぞれの種子を塩分を含んだ
培地で発芽させた場合，遺伝子組み換えを
行った株ではグリンシンベタインという化合
物が合成されるため塩分に強くなります。

▲図Ｃ
好冷性細菌における熱ショックタンパク質の
遺伝子の転写に関わるσ因子をコードする
rpoH 遺伝子のmRNAの２次構造予測。塩基
対が少なく，低温での翻訳が可能と考えられ
ます。
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　植物やラン藻などの酸素発生型の光合成生
物は光を受容すると，光合成電子伝達系で光
エネルギーを化学エネルギー（NADPHおよび
ATP）に変換します。電子（e−）は約90%の
効率で水を分解することによって得られます
が，水の酸化機構の詳細については未だ明らか
になっていません。また，ここで生じた電子を
引き抜くクロロフィルは生物界で最も高い電位

を持っていますが，その原因がどのような分子
構造によるものであるのか，ほとんどわかって
いません。当研究部門では，光合成によるエネ
ルギー変換機構を明らかにすることを目的とし
て，高い活性をもつ熱安定な好熱性ラン藻の遺
伝子組み換え体を作製して，生化学的，分光学
的手法を用いて研究を進めています。

１．光エネルギーの化学エネルギー変換機構の解明

　水素は発電効率が高く，二酸化炭素を放出し
ない化石燃料に替わるクリーンな新エネルギー
として注目されていますが，現行では水素の
97%を化石燃料から工業的に製造しているため
に根本的な水素製造方法の改善が課題となって
います。光合成による高い水の酸化能を利用し

て地球に無尽蔵に存在する水を分解すれば，理
想に近い水素製造方法になります。本研究部門
では，遺伝子組み換えによる光合成機能の強化
や，水素化酵素の遺伝子改変や導入などを組み
合わせ，太陽光下で培養すれば水素を生産する
好熱性ラン藻の開発を試みています。

２．バイオテクノロジーによる光合成微生物の水素生産への応用

　環境中のイオン濃度の上昇は細胞からの水の
流出や細胞内の各種イオンのバランスを崩し，
生理活性を低下させます。これに対して多くの
生物は外界のイオン環境に応じて適合溶質と呼
ばれる糖類などの低分子化合物を蓄積して細胞
内の浸透圧を調整します。このような適合溶質
合成酵素の遺伝子操作によって微生物や植物の
塩ストレス耐性を改変することができます（図
B）。また重金属イオンは多くの酵素の活性部
位などで重要な機能を果たしていますが，細胞
内に高濃度に蓄積するとタンパク質の変性など

の傷害を引き起こします。動物や微生物はこの
ような細胞内の過剰の重金属を捕捉して無毒化
するためメタロチオネインというタンパク質を
蓄積します。ラン藻のメタロチオネインは構造
が比較的簡単なため遺伝子工学的手法によって
改変し，重金属結合能の向上や，別種の重金属
に対する結合能の付与など機能の改変が可能で
す。こうした重金属結合タンパク質をラン藻や
植物で発現させて，遺伝子組み換え体による重
金属に汚染された土壌の浄化や有用な微量重金
属の採取を目指しています。�

３．塩ストレスおよび重金属ストレス応答機構の解明と応用

　生物が高温にさらされると，一連の代謝のア
ンバランスやタンパク質の変性による酸素の失
活などによって，生理活性が低下します。この
ような高温ストレスに対する防御の一つとし
て，熱ショックタンパク質という一群のタンパ
ク質によって，変性タンパク質が保護，修復，
分解されます。それぞれの生物はその生育最適
温度に応じて異なった温度域で高温ストレスを
受けることになりますが，低温で生育する微生

物は，他の生物よりも低い温度で高温ストレス
を受けるため，最も敏感な高温応答システムを
有していると考えられます（図Ｃ）。このよう
な低温で生育する生物の熱ショックタンパク質
の構造的特徴や発現誘導機構などを解析し，比
較的低温における高温ストレスへの応答機構を
応用して通常の温度で生育するラン藻や植物の
高温耐性を増大させることも目指しています。

４．高温適応および熱ショック応答の分子機構の解明
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　３．愛媛大学ミュージアム

　愛媛大学は2004年の法人化後，「学生中心の大学」，「地域にあって輝く大学」を目指し，教育研
究活動および社会貢献に取り組んでいます。この理念を具体化すべく，「展示というメディアを用
いた愛媛大学の学術研究成果の公開・発信」を目的に，2009年11月の開学60周年を記念して，愛媛
大学ミュージアムが創設されました。
　ミュージアムは，愛大ミューズ１階の北半分，約1,200㎡を占め，中庭も芝生をはって開放的に
整備しています。旧教養部建物の頃を知る卒業生には，近年の愛媛大学の変貌を実感する格好の場
となっているようです。

ミュージアム館長　野倉　嗣紀

ミュージアム	准教授　吉田　　広

　展示は，「進化する地球と宇宙」，「愛媛大学と
愛媛の歴史」，「生命の多様性」，「人間の営み」と
いう４つの常設ゾーンと企画展示スペースから
なっています。愛媛大学で長年にわたり蓄積され
てきた，岩石・鉱物や化石，歴史史料や考古資料
が並び，中でも120万点を誇る昆虫標本は，ミュー
ジアムの中心をなす資料です。これら貴重な学術
資料・標本の展示とともに，愛媛大学が誇る世界
水準の先端研究の紹介が，ミュージアムのもう一
つの目的です。「進化する地球と宇宙」のゾーン
に地球深部ダイナミクス研究センターと宇宙進化
研究センター，「生命の多様性」ゾーンに沿岸環
境科学研究センターと無細胞生命科学工学研究セ
ンター，「人間の営み」ゾーンには東アジア古代
鉄文化研究センターの展示があり，地球深部ダイ
ナミクス研究センターなら世界最硬人工ダイヤモ
ンドのヒメダイヤ，沿岸環境科学研究センターで
はヴェッテルアザラシ剝製標本を主役に，各セン
ターの研究成果と意義を来館者に発信していま
す。
　2010年度の企画展は，「恐竜から哺乳類の時代

へ」，「昆虫展2010」，「中国韓山師範学院書画展」，
「あいだい博2010」，「アートで生きる　アートで
考える」を開催し，「恐竜から哺乳類の時代へ」
では26,000人を超える方々が来館しました。また，
インドネシア文化祭や書道パフォーマンスなどの
催しに，ガーデンを中心としたミュージアム空間
を提供しています。
　また，愛媛大学ミュージアムの重要な役割に，
学芸員資格取得をめざす愛媛大学学生を博物館実
習生として受け入れることがあります。2010年度
は，夏期２週間のカリキュラムを50名の学生が受
講しました。
　ミュージアムは，館長（副学長）の下に，管理
部として事務職員１名と客員教授１名，展示空間
担当の特命准教授１名，研究部に昆虫学の教授１
名・准教授１名，考古学准教授１名，そして受付
事務職員２名で通常の運営を行っています。また，
土曜・日曜の展示空間管理や来館者対応は，受付
事務職員とともに学生スタッフ（８名登録）が交
代であたり，学生スタッフによるガイドツアーは
好評を博しています。
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　オープンから2010年度末までの来館者は６万人
を越えました。学生や一般の方はもとより，幼保
育園児から福祉施設の高齢者まで幅広い方々に利
用いただき，地域に開かれた大学を具体化した施
設と自負しています。一方で，このような多様な
来館者が，愛媛大学キャンパスに新たな雰囲気
を作り出してくれています。在学生・教職員も，
ミュージアムを通して愛媛大学を再認識してもら
えれば何よりです。
　限られたスタッフでの管理・運営になりますが，
ミュージアムでは，大学内外の多様な来館者に対
して，魅力ある展示企画を提供していくよう，ま
た，博物館実習など大学教育において幅広く活用
いただけるよう，これからも工夫を重ねていくつ
もりです。例えば，県都松山において唯一の自然
系博物館という立場の活用，観光や文化的施策面
では周辺人文系博物館・美術館との連携など，企
画や展示内容充実のためには，学内外の研究者や
機関との連携が欠かせません。そして，広報活動
の一層の充実がなにより必要でしょう。
　愛媛大学ミュージアムでの各種展示や催しを，
今後もご期待ください。

企画展「恐竜から哺乳類の時代へ」

企画展「恐竜から哺乳類の時代へ」

昆虫展2010

書道パフォーマンス 学生スタッフの活動
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環境にかかわる法令遵守の状況

　化学物質の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記の本学の指
針・規程等により適正な管理を実施し，事故等の防止を図っています。

　①　国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針（平成19年４月１日制定）
　　　�化学物質の自主的管理を行うため，国の指針に準じて大学が講ずべき化学物質管理

に係る指針。
　②　国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程（平成19年４月１日制定）
　　　�使用する化学物質の管理について，必要事項を定め，事故防止等を目的とする規程。
　③　愛媛大学化学物質管理の手引　
　　　�化学物質を教育・研究等で使用する大学構成員に，適切な管理を行ってもらうため

の手引き。
　④　愛媛大学化学物質管理システム（平成16年４月１日運用開始）
　　　�化学物質の保有量･保管場所及び法規制情報等の検索が，本学ネットワークに接続・

登録された端末から行えるシステム。

　実験廃液等有害廃液の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記
の愛媛大学の要項等により適正な管理・処理を実施し，処分は外部の処理業者に委託のう
え産業廃棄物管理票（マニフェスト）で最終処分まで確実な管理を行っています。

　①　国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項（平成16年４月１日制定）
　　　�実験廃液等有害廃液による水質汚濁を未然に防ぎ，本学から下水道等へ有害物質を

排出しない取り扱いを目的とした要項。
　②　愛媛大学における排水，廃液についての手引
　　　�本学において実験で生じる排水や廃液を取り扱う構成員に，適切な管理及び処理を

行ってもらうための手引き。

　排水の水質については，城北，樽味及び重信の各地区では，毎月定期的に調査を行って
います。

⑴化学物質の適正管理

⑵実験廃液の管理・処理

⑶排水の管理
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