
新春のお慶びを申し 
当社は、昭和 50 年に株式会社環境技術セ

ひとえに、皆様の長年にわたる格別なご愛顧

 当社は今期を「革新期」と称し、社員一丸

 日本一を目指す 

世間では少子高齢化が進み、企業ではかつ

た。ここで企業として成長してゆくには

当社では各分野で日本一になるための具

技術営業・計画グループ：日本一の廃

経営：子ども達と一般企業への環境教

分析：幅広い特殊分析を実施する  

調査：環境測定の全国展開を目指す 

一方で、これまで通り地域のお客様に満足

環境測定、ダイオキシンの測定、環境調

発信地になり、「売り手よし」「買い手よ

 効率化をはかる 

効率化では、IT ツールの活用を図ってい

客様の要望に素早く対応し、お客様の満

今年も環境技術センターを、どうぞよろしく

わせください。 
 

特定化学物質障害予防規則等の改正    

1,2-ジクロロプロパンが規制 
厚生労働省による「有機物ばく露作業報告

衛生法による表示対象物質、特定化学物質の

管理物質になりました。 

 

  

 

 

 

規制対象の範囲・概要 

◆対象となる業務：1，2-ジクロロプロパ

ン、1，2-ジクロロプロパン含有物を用

いて行う払拭業務で、屋内作業場などに

おいて行うもの。 

◆対象となる 1，2-ジクロロプロパン含

有物は右図のとおり。 

右図の区分 A…発がん性に注目し、他の

特定化学物質と同様の規制を適用。ただ

し、発散抑制措置、呼吸用保護具等につ

いては有機則の規定を準用。 

右図の区分 B…有機溶剤と同様の規則。 

平成 26 年 10 月 1 日から義務化 

ただし、平成 25 年 10 月 1 日～平成

26 年 9 月 30 日に製造・取扱い設備を新

設する場合は、新設する時点から義務化。 

作業環境測定(平成 26 年 10 月 1 日から義

1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務を行

行うことが必要になります。作業環境測定は

価を行い、評価結果に応じた適切な改善が必

1,2-ジクロロプロパン 

  
   
   
   
   
   

し上げます 
センターを設立してから今年で 40 期という区切

顧の賜物と感謝いたします。 

丸となって以下の目標を掲げ頑張っております。
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は、他の会社にはない特化した分野が必要と考え

体的な目標を揚げて、事業に取り組んでいます

棄物解体コンサルタントを目指す 

教育の企画をする 

足していただく為に様々な分野にも対応し、作業

査、放射能測定など継続して行ってゆきます。地

し」「世間よし」の「三方よし」で仕事をしてゆ

います。特に会社と出先とのネットワークをリア

足度を向上させてゆきます。 

くお願いいたします。何かお困りのことがありま

              ～平成 25 年 10 月 1 日施行

制対象となりました 
告制度」に基づきリスク評価が実施され、1,2-ジ

の第二類物質の「エチルベンゼン等」の中に位置

義務化)…1,2-ジクロロプロパン管理濃度 10

行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結

は 6 か月以内ごとに 1 回定期に実施し、その結果

必要です。さらに、測定記録と評価記録の保存が
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結果に応じた適切な改善を

果について一定の方法で評

が必要になります。 
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「第 16 回原子力教養講座」が平成 25 年

11 月 13 日～11 月 15 日の 3 日間、日本原

子力研究開発機構(茨城県東海村)内の放射線

計測協会で行われ、原子力に関する研修や講

義、施設の見学に行ってきました。 

研修会では、放射線、原子力の基本的な知

識はもちろん、核融合の仕組み、中性子線を

使った実験施設、核燃料サイクル、プルサー

マル、高速増殖炉、放射性廃棄物の取り扱い、

地層処分基盤研究など、聞いたことはあって

も、具体的に何をしているのかよく知らなか

ったことを学習することができました。 

(写真：J-PARK パンフレットより) 
 

「原子力」というと、原子力発電にすぐに結びつきますが、

原子力基本法の第 1 条にあるように、将来におけるエネルギ

ー資源を確保すること(原子力発電)だけでなく、学術の進歩や

産業の振興(研究開発)に利用し、人の生活水準を向上させるこ

とについても目的としています。 

 

 
 
 

 

 

～見学施設の紹介～ 
今回ご紹介する那珂核融合研究所では、エネルギー資源を確保するために核融合発電の研究をしており、

日本原子力研究開発機構では、中性子線を利用した研究開発や素粒子の研究が行われています。 

1)未来のエネルギー：核融合－那珂核融合研究所 
那珂核融合研究所では、核融合エネルギーを取り出す高温プラズマを生成・保持するための研究開発を

行っています。また、核融合を利用した発電も研究されていました。現在用いられている原子力発電は、

核分裂のエネルギーを利用した発電ですが、核融合発電は核融合を利用するものです。 

 

 

 

 

 
 

研修資料より

中央管理室 
核融合実験が始まると、ヨーロッパ、
アメリカ等から何百人もの研究者が来
るそうです。（東海村の雰囲気が変わる

らしいです！） 

原子力教養講座受講レポート 

第一条  

この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進すること

によって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩

と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の

水準向上とに寄与することを目的とする。 

解体された JT-60 のコイル 
新たな JT-60ST(核融合実験炉) 

を建設中 
磁場コイルの中 



◇核融合の仕組み◇ 
核融合とは軽い原子核同士が衝突して、重い原子核に融合する

ことです。 

星や太陽が輝き続けるのも、この核融合で発生したエネルギー

によるもので、地球上でも水素の仲間である重水素と三重水素の

原子核を高温で融合させることで発生させることができます。な

お、核融合発電の第 1 号建設予定は、約 40 年後だそうです。 

 

 
 
 
 
 
 
 

2)中性子線を使った実験施設 日本原子力研究開発機構（J-PARC、左ページ見出写真） 
J-PARC は、日本原子力研究開発機構（JAEA）と高エネルギー加速器研究機構（KEK）が共同で東

海村に建設・運営している、世界最高性能の研究施設です。広さは、東京ドーム 14 個分もあり、3 台の

大型陽子加速器と種々の実験施設を備え、宇宙誕生の謎の研究から医薬品の研究開発まで幅広い分野の研

究が行われ、様々な大学、企業あるいは世界中の研究者に利用されています(実験テーマは毎年公募で決定)。 

物質を構成する最小の単位である素粒子(クオーク)を取り

出す場合、原子核の中に存在する陽子をおもいきり壁に衝突

させる必要があります。そのためには、できるだけ勢いよく

衝突させなければならないため、とてつもなく巨大な加速器

が必要になります(和歌山県で起きた砒素入りカレー事件の砒

素は、Spring-8 という兵庫県にある大きな加速器で特定されま

した)。 

 

 

 

 

 

 

 

核融合発電は、将来のエネルギー問題を考えた時、有効な方法のひとつですが、原子力事故を経験した

国として、安全性や原子力以外のエネルギーを含めてじっくり考える必要があります。 

当社では平成 23 年の福島第一原子力発電所事故以来、放射能の測定・分析を開始し、出前講座も主催

してきました。見学した研究開発の分野では、こんなに世界の最先端の研究を行っているのに、あまり知

られてないような気がしました。もっと多くの人(特に子供達)に知ってもらいたいと感じました。出前授

業で、今回の研修の中で得られたものを伝えられたらと思います。 

(次回は、核燃料サイクル、プルサーマル、高速増殖炉などについて、レポートします) 

核融合は小さな太陽 
〇重水素と三重水素の原子核が融合すると大きなエネル

ギーを持ったヘリウムと中性子が発生します。 

・重水素と三重水素１ｇで石油約８ｔ分のエネルギー 

(燃えかすは、安全なヘリウム) 

・高レベル放射性廃棄物及び二酸化炭素は発生しない

・燃料の供給を止めると反応がすぐに止まる 

大強度陽子加速器施設の
模型 

第 1 実験室中性子ビームライン
(12 本のラインがあります) 

第 2 実験室中性子ビームライン 

(右図：J-PARK パンフレットより)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
際規格である「ISO/IEC17025」の規定に基づき放射能・ 
 
 
 
 
 
 

水は清酒の約 8 割を占める原料です。洗米・浸漬用

水・器具の洗浄用水・タンクの温度調整用水・ボイラ

ー用水など清酒製造のあらゆる場面で多量の水を使い

ます。その量は白米重量の 30～50 倍になります。『原

料＝仕込水』には、微生物の生育や醗酵または酵素反

応に影響を及ぼす無機物が含まれることが、製成酒に

移行して呈味成分の一部を成すとともに、貯蔵中の熟

成にも影響を与えます。 

醸造用水として備えるべき条件としては、水道法で

定められた水質基準を満足することはもちろん、有機

物や清酒の着色原因となる鉄や、貯蔵着色や日光着色

の触媒として働くマンガンなどは水道法よりも厳しく

規定されています。 
 

ご使用されている醸造用水を公定法及び最新機器に

より分析いたします。 

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。 

≪分析項目≫ 

分析項目 基準 

ｐH 中性又は微アルカリ性 

鉄 0.02 以下(mg/L) 

マンガン 0.02 以下(mg/L) 

リン酸 0.10～8.5 が望ましい(mg/L) 

カリウム 0.2～50 が望ましい(mg/L) 

塩素イオン（クロール） 200 以下(mg/L)  1 

全硬度（CaO） 備考参照 2 

有機物等（過マンガン酸消費量） 5 以下(mg/L) 

亜硝酸性窒素 不検出 (mg/L) 

アンモニア性窒素 不検出 (mg/L) 

大腸菌群 不検出 

一般細菌 100 以下(個/mL) 

ヒ素（オプション） 0.01 以下(mg/L) 

シアン（オプション） 0.01 以下(mg/L) 

放射能検査（オプション） 10(Bq/kg)  3 
備考 1 水道基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第 101 号) 

 2≪ドイツ式硬度≫で表す 
軟水     3 以下 
中等度軟水  3～6 

軽度硬水   6～8 
中等度硬水  8～14 
硬水     14～20 

高度硬水   20 以上 
 3 飲料水の基準値 

酒類については、一般食品の基準 

100Bq/kg が適応になります。 

 

国際規格である「ISO/IEC17025」の規定に基づき

放射能・放射線試験部門(放射能測定)において国際試験

所認定協力機構(ILAC)と提携する公益財団法人日本適

合性認定協会(JAB)より試験所認定を取得しました。(平

成 25 年 8 月 23 日) 

(財)日本適合性認定協会(JAB)からの認定は県内初で

あり、対象範囲の水道水・水道原水については国内初の

認定です。 

大気中には揮発性有機化合物や窒素酸化物などの汚

染物質が混ざって出来た粒子状の物質が浮遊していま

す。その中の粒径 2.5 マイクロメートル(2.5 ミリメー

トルの千分の 1)以下の粒子を PM2.5 と呼んでいます。

PM2.5 は化石燃料や草木などを燃やした時に発生し、

車の排気ガスや工場のばい煙などが主な発生源となり

ます。直径が髪の毛の太さの 30 分の 1 程度と小さいた

め、吸い込むと肺の奥まで入りやすく、喘息や気管支炎、

肺がんなど呼吸器系の病気、血管に入り込んで動脈硬化

や心臓病、脳梗塞など循環器系の病気を起こす恐れがあ

ると言われています。実は、PM2.5 の大きな発生源が

皆さんの身近にあります。それは【タバコ】です。煙に

もたくさん含まれていて、特にフィルターを通さず周囲

に広がる副流煙に多いのです。環境省では、喫煙によっ

て室内の PM2.5 濃度が大きく上昇することに注意を呼

びかけています。 

～いま私達に出来る防衛策は？～ 

1. 濃度の高い日は外出を控える 

2. 外出する場合には高性能のマスクを着用する 

3. 室内では換気を避け PM2.5 除去効果の確かな空気

清浄機を使用する 

4. 禁煙する 

・・・といったところです。 

編集後記 

昨年末、毎年恒例となっている日本漢字能力検定協会による今

年の漢字は『輪』になりました。2020 年東京オリンピック開催決

定が大きな要因でしょう。人とのつながりの“輪”災害等の支援

の“輪”友達の“輪”人それぞれに色々な『輪』があります。今

年は、その“輪”をみんなの手で『大輪』にしていきましょう！

“フォレスト”が皆さんにとって情報発信源になれるよう新聞委

員一同進化し続けるよう努力していきたいと思っています。 
本年もどうぞよろしくお願いします。 

（新聞委員会 : 宮澤・降幡・寺嶋・藤田・中村・櫻井）


