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大学施設における環境負荷低減手法に関する研究
その 16 大学キャンパスにおけるエネルギー使用実態
A Study of Environmental Load Reduction Technique for University Facilities
Part16 The energy use actual condition in a university campus
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In the UTokyo, TSCP office serves as a subject, and it is leading and advancing production of a sustainable campus. In
order to manage energy appropriately, it is necessary to grasp the use actual condition. This paper reports the energy
measuring result carried out within the campus.
はじめに
東京大学では、TSCP 室が主体となってサステイナブル
キャンパスづくりに向けた活動として、環境負荷削減対
策を優先して実施してきた 1)～4)。これまで空調熱源の高
効率化更新を中心とした非実験系分野でのハード対策に
より、大幅な省エネルギー・省 CO2 を達成してきた。今
後、さらなる環境負荷削減を実施していくためには、全
学的なエネルギー管理体制を構築し、適切なエネルギー
管理・運用コスト管理・保全管理を行っていかなければ
ならない。そのためにもエネルギー使用実態を把握する
必要があるが、まだ十分なエネルギー使用実態が把握さ
れているとは言えない状態である。そこで本報では、詳
細にエネルギー計測を行っている建物について運転実態
を分析したので報告する。

日の夜間最小電力が 60%程度であり負荷率は高い。電力
は特高変電所から各エリア・建物に送電される電力量を
オンラインで把握している。ただし、すべての建物がオ
ンライン化されておらず、建物ごとの電力量計測では一
部目視による確認も含まれている。また、ガス・重油は、
月別建物別使用量を検針票にて把握している。

１．現状のエネルギー管理
本学は、全国に約 1,180 棟の建物を有する総合大学で
部局数は 50 を超える。基本的な建物整備は、本部組織で
ある施設部が行うが、管理運営業務は各部局に任されて
いる。部局は大小様々であり、附属病院・医学部・理学
部・工学部等はそれなりの人員が配置されているが、少
数部局では施設管理者がいないところもあり統一的な管
理が行われていないのが現状である。図 1 にキャンパス
全体のエネルギー使用量の概略推計を示す。TSCP 対策を
実施する前には、全体の 2/3 が非実験系、1/3 が実験系
でエネルギー消費されているものと考えた。ただ、実際
には一部の建物データからキャンパス全体を推定してい
るため、その検証が十分に行われたものではない。大学
全体の消費エネルギーの内訳としては、電力が約 85%、
ガスが約 15%、重油が約 0.1%を占めている。図 2 に本郷
キャンパス全体の最大デマンド電力日と最小日の時刻別
変動と各月のデマンド電力平均値を示す。デマンド最大
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図 1 TSCP アクションプランとエネルギー概略推計

図 2 本郷キャンパスデマンド電力（2012 年）
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２．消費電力量計測結果
2.1 対象建物概要
対象建物は柏キャンパス内にある地下 1 階、地上 7 階
延床面積 8,853 ㎡の生命科学系の研究施設である。建物
の空調方式は EHP＋外調機（空冷 HP モジュールチラ
ー）で全電化方式を採用している。ガスは実験設備で一
部使用されるのみで建物全体の一次エネルギー消費量の
うち電力が 99.6%（2012 年度実績）となっている。電
力計測は、研究室単相電力（照明・コンセント込）
、研究
室三相電力、パッケージエアコン（PAC）消費電力を各
研究室単位（各フロア毎に 2 研究室）
、外調機消費電力、
共用電力を建物全体で行っている。さらに 1 階にある 2
つの研究室に対しては、より細分化した用途別の電力計
測を行っているので、以下に計測結果を示す。
2.2 建物全体での計測結果
(1)月別消費電力量
図 3 に対象建物全体での電力消費量の推移
（2010 年～
2013 年）を示す。棒グラフは月別消費電力量・円グラフ
は年間消費電力量内訳である。TSCP が発足した 2008
年以降から部局連絡会を通じた省エネルギー運用の意識
徹底を図っていたこともあり、元々高い省エネルギー意
識の下で運用が行われていた。
2011 年 3 月に発生した東
日本大震災により東日本エリアでは、政府による節電要
請・計画停電の影響もあり、2011 年には 2010 年比 18%
の削減を行った。節電要請が緩和された 2012 年以降も
同 15%削減を維持しており、省エネルギー運用が定着し

ている。エネルギー消費量の内訳は、研究室用単相電力
と三相電力で 55%程度を占めており、40%が空調関係で
残り 5%が共用電力量となっている。意外にも年度別の
エネルギー消費内訳にはほとんど変動が無く、すべての
用途で同程度の省エネ運用が行われていることがわかる。
図 4 に空調用月間消費電力量と日平均最高気温の関係を
示す。空調用電力の増減と外気温の変動に相関が高く、
しかも震災以降同じ外気条件においても消費電力量が低
下していることがわかる。
(2)時刻別消費電力量
図 5 に 2010 年～2013 年までの間で年間時刻最大電力
量と最小電力量が発生した日の時刻別変動を示す。図の
上段は用途別消費電力量の積上げグラフで、下段は各時
刻における用途別比率としている。計測値はデマンド電
力ではなく、時刻毎の消費電力量のためあくまで傾向分
析として整理したものである。

図 4 空調用消費電力と外気温の関係

図 3 建物全体での消費電力量の年度別推移
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図 5 時刻別消費電力量の年間最大（上）
・最小（下）発生日における日変動
（上段：用途別消費電力量 下段：時刻別比率）
最大発生日の中で 2011 年は他の年と異なりの 1 月
（冬
期）に発生していたため、他の年とは傾向が異なってい
るため参考までに掲載しているが、分析には含めないも
のとする。最大負荷日においては、昼夜間の負荷変動は
50%程度と大きくなる傾向がある。時刻別の比率をみる
と昼間（9:00～17:00）の空調関係が占める割合が他の時
間帯より多くなっている。また、震災前後でピーク時約
50kWh ほどの低下がみられるが、空調関係と研究室関
係の比率には大きな差異はなかった。ただ、空調関係の
内訳は若干異なる傾向となっており、震災後の外調機消
費電力量が大幅に増加（60%増）している一方で、PAC
用消費電力量が 10%程度減少している。これは震災後に
PAC の設定温度を緩和（高めに修正）したことにより、
連動制御を行っている外調機の仕事分が増加したことが
考えられる。建物全体の消費電力量と空調関係の消費電
力量を 2010 年と 2013 年で比較すると、
建物全体として
は、2010 年比 11%減となっているのに対して、空調関
係は同 7%減となっている。この結果だけで判断するこ
とはできないが、外調機の運転時間が増えたほうが効率
が悪くなる傾向が予想される。今後、PAC と外調機の連
動制御内容について精査してみる必要がある。
時刻電力最小が発生した日の傾向についても同様に分
析してみる。一般的には、この時に発生する電力負荷が
ベース電力として年間発生していると考えられる。こち
らも 2011 年は他の年と異なり 3 月（冬期）に発生して
おり、参考として掲載に留める。最小発生日の時間最大
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電力量は、震災前後で約 200kWh の差がみられた。同じ
中間期（10 月）に発生しているにも関わらず、半減して
いる要因としては、全体的な削減が考えられる。今回の
計測データからは詳細が分からないが、研究室単相消費
電力量と空調関係の消費電力省が大幅に減少しているこ
とから、まだ冷房運転を行っている 10 月において内部
発熱（特に昼間の照明）が削減されたことで相乗的に空
調関係も削減されたものと推測される。各時刻毎の用途
別比率をみると震災前後でほとんど変わらず、また一日
を通した変動もほとんどなかった。外気負荷の影響はほ
とんどなく、
室内負荷にのみ起因していることがわかる。
先述したとおり、
時刻最大電力量は震災前後で50kWh
程度低下したのに対して、最小電力量は 200kWh も減少
している。最小電力量がベース電力と考えると、最大電
力量は震災後にベース電力以外で 150kWh も増えたこ
とになる。震災前後で大幅に研究活動の進め方を変更し
たとはいえ、従来の最大電力（650kWh）の 20%以上の
比率となることから、本建物では、最小電力量を単純に
ベース電力と設定することは早計と考えられる。
2.3 研究室単位での計測結果
同建物の 1 階に入居している二つの研究室（A・B）に
ついて研究室内の電力ピーク日の運転状況を 2010～
2012 年の 3 年間で比較した。ちなみに、A 研究室は植物
系、B 研究室は動物系の研究を行っている。図 6 に時刻
別消費電力量データを示す。
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図 6 研究室（A・B）における電力量ピーク日の時刻別消費電力量（2010 年～2012 年）
A 研究室では、震災が発生した年に大幅な運用の見直
しが行われている。特に 2011 年度では、空調スケジュー
ル運転（9:00～19:00）と内部不要機器の停止等から 2010
年度比 63%減と大幅に消費電力量を削減している。削減
比率が最も大きかったのが家庭用冷蔵庫（100%減）
、ドラ
フトチャンバー（97%減）
、小型実験用機器（80%減）実験
室用照明（73%減）で絶対量としては多くないもののベー
ス電力部分の不要箇所を一掃している。また、実験研究
用として重要となる実験用三相電力（59%減）
、単相電力
（44%減）
、ディープフリーザ（29％減）についても運
用変更が行われていたが、
研究遂行に支障があったため、
2012 年度には一部見直しされている。それでも 2010 年
度比 39%削減と大幅減となっていた。エネルギー使用比
率としては、実験用単相電力が最も多く全体の 35%程度
を占めていた。大型機器の動力として用いられる三相用
電力（フリーザー含む）については 20%程度となってお
り導入された機器容量の割には多くないことが分かった。
一方、B 研究室では 2011 年度から研究に支障を及ぼ
さない照明（居室用・実験室用）で 2010 年度比 60%程
度の大幅な削減を図っている。それ以外にも実験機器関
係で 20%程度の削減を行っており、全体として 25%減と
なっていた。こちらの研究室は、2012 年度も同様な運用
を継続し同程度の削減量を実現している。こちらの研究
室もエネルギー使用比率に占める実験用単相電力が全体
の 40%と最も多くの割合を占めていた。
３．まとめ
本学柏キャンパスにある生命科学系の建物の消費電力
量から分析を行った。建物全体として空調関係の占める
割合が 40%程度であり、これは震災前後でほぼ同程度で
あった。震災発生後、空調の設定温度緩和や不要照明お
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よび PC の停止等全体的なエネルギー削減を広く呼びか
け、それらを実践した結果が今回のエネルギーの削減に
結びついていると思われる。また、実験用施設における
エネルギー使用量のうち、単相用電力の占める割合が大
きいこと（35～40%）が確認された。これは研究分野に
よって異なることが考えられるが、傾向として大型機器
よりも小型実験設備の方が稼働率が高いことも考えられ
るため、今後他の施設における同様な調査を進めていく
ことが必要である。
TSCP 室としては、2013 年度以降実験系設備（先端的
実験設備は除く）を含めた省エネ目標を掲げており、実
験設備における省エネ方策の検討や、非実験系を含めた
建物全体に対しソフト対策強化（BEMS 導入）による省
エネルギー運用の実現を指向しており、今回の実測デー
タについては有効な対策を講じるためのデータベースと
して活用できるものと考える。また、本学での採用事例
が多くエネルギー消費量が多いと考えられるディープフ
リーザーやドラフトチャンバー、スパコン施設の省エネ
方策について検討を始めており、それらのエネルギー消
費実態を把握するとともに有効な技術指針を策定してい
きたいと考えている。
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