
東京工業大学

スマートキャンパス
シンポジウム

　東京工業大学と、下記6大学は2013年11月26日、大岡山キャンパスの東工大蔵前会館で「新たな

時代の地域づくりと大学の役割」をテーマにシンポジウムを開いた。2011年の東日本大震災で、地産

地消の分散型エネルギーシステムの必要性が明白になった。その仕組みを導入したスマートコミュニ

ティへの取り組みが全国的に加速しているが、大学では一足早くキャンパスのスマート化が進んでい

る。このシンポジウムでは、7大学の取り組みを紹介。コミュニティのスマート化に必要な方策と課

題が見えてきた。

第 1回大学連携

共催：東京工業大学、東京大学、信州大学、名古屋大学、三重大学、京都大学、大阪大学
後援：環境省
協賛：東京工業大学　環境エネルギー機構・先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
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みが立ち上がってきている。

　大学も、このスマートコミュニティあるいはスマートキ

ャンパスを、早急に作り上げていかなければならない。な

ぜなら大学は、非常に多くの電力と水を使うからだ。キャ

ンパスのスマート化は喫緊の課題であり、だからこそ、本

日このようなシンポジウムを企画した。大学内だけでなく、

大学近隣の地域も含めたスマートキャンパスを進めている

6つの大学と東工大が、それぞれの先端的な取り組みを紹

介する。

エネルギーをいかにうまく使って

いくかということだろう。

　現在、いろいろなところで、電

力の有効利用やエネルギー消費の

削減、あるいは再生可能エネルギ

ーを交えたベストな電力の使い方

の模索が始まっており、いわゆる

スマートコミュニティへの取り組

スマートキャンパスはスマートコミュニティにつながる

　わが国は高度経済成長時代を経て、先進国の仲間入りを

した。そして、世界有数の経済大国になった。この発展を

支えたのは、廉価で豊富な電力の供給だ。

　しかし、2011年の「3・11（東日本大震災）」で、まっ

たく想像しなかった事態が発生し、国民の電力の安定供給

に対する不安が高まり続けている。さらに、国内の電力の

約3割を占めていた原子力発電の発電量が、短期間にほぼ

ゼロになった。この状況下で、主に石炭を主体とした火力

発電が、その不足分をカバーしている。

　だが、この火力発電が排出するCO2は、日本が1年間に

出す約13億tの総CO2排出量の約3割にもなる。今後の一

番の課題は、作った電力をいかに有効に使うか、再生可能
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を図る上で重要となる理念、技術

研究、地域や産業界との連携など

について意見が交わされ、とても

有意義なものになるだろう。

　また、国立大学は社会のグロー

バル化が進む中で人材養成と学術

研究の両面において、時代の要請

と国民の期待に応えて、知識基盤

社会における知の拠点になるべく、これまで以上にその特

色を活かしながら役割を存分に果たすことが求められてい

る。東京工業大学では世界トップ10に入る理工系大学を

目指して教育改革にも力を入れ、環境やエネルギー問題な

ど地球規模の課題を解決できるグローバル人材の育成に熱

心に取り組んでいる。今回のシンポジウムは、そうした視

点からも意義深い。大学のあり方を考える上でも、時宜を

得た良い内容になるものと期待している。

　今、わが国で、新たに低炭素・循環型エネルギーシステ

ムを社会に構築しようと、地方自治体などによるスマート

コミュニティの検討などが進んでいる。こうした動きの中

で、多くのエネルギーや水を消費する大学でも、スマート

化の研究を進めている。安全で環境に優しいキャンパスを

追求し、さらにその成果を地域社会に還元した地域循環型

社会の構築に、極めて積極的にご対応いただいている。

　本日のシンポジウムでは、スマートキャンパスに関わる

研究者・技術者の皆様が一堂に会する。多くの議論の中で、

その構想の実現に向けた課題の共有をはじめ、スマート化
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キャンパス内に効果的に設置し、電力コストの低減やCO2
の削減、デマンドレスポンス制御による系統負荷の軽減、

周辺地域とのエネルギー連携を図っていく。かつ、災害時

には、既存の非常時発電に加えて、これらの創エネや蓄エ

ネの設備も通して、地域に安定した電力供給を実現する。

　構築と実証にあたっては、３つのフェーズを考えている。

フェーズ１は、大学構内のエネルギーネットワーク構築。

本学が開発したエネルギーマネージメントシステム「エネ

-スワロー」を活用して、自立分散型のエネルギーシステ

ムを持つクラスターをいくつも作っておく。フェーズ２は、

沿線鉄道の東急関連施設との連携で、熱などの余剰エネル

「東京工業大学大岡山キャンパス・
防災拠点としてのスマート化と地域づくり」

　東京工業大学では、周辺地域と一体化して、自立防災型

スマートコミュニティづくりに取り組んでいる。背景には

東日本大震災の発生があり、本学が自立防災拠点として地

域を支える仕組みづくりをするのが目的だ。この構想で、

開発し実用性を検証する技術は、最先端の分散電源をはじ

め、停電時や被災後の最適化自立制御技術、雨水・燃料電

池排水等の浄化技術、情報提供サービスなど、われわれが

「グリーンライフライン」と名づけた一連の関連技術だ。

この取り組みは、今後の日本のエネルギー事情を考える上

で重要な研究を担っていくと考えている。

　まず、この自立防災型スマートコミュニティにおけるエ

ネルギー基本方針には、電力コストの低減を目指す通常時

対応と継続的な電力供給を可能にする災害時対応があり、

その両立を図っていくところに特徴がある。商用電力が健

全な平常時には、電力需要のピークカットを図っていく。

例えば、2012年の２月に完成し

た「環境エネルギーイノベーショ

ン棟」には、太陽電池や燃料電池、

あるいはこれから設置する蓄電池

を用いて、電力の自給自足をして

いく。災害時には、自立電力とし

て病院や避難所に電気を供給する。

このような創エネや蓄エネ設備を

　環境省は元々、公害問題に端を発してできた。地域の取

り組みに対して中央政府がいかに関わるかということもミ

ッションにしている。その中でも、「世界のCO2をどう減

らすか」「わが国のCO2をどう減らすか」と並んで、「地域

のCO2をどう減らすか」という課題も非常に大きくなって

いる。大学を中心に取り組みを進めるという流れは、本当

に素晴らしいものだ。大学は①CO2排出量が多い②優秀な

人材が集まっている③地域と溶け込みながら仕組みづくり

を進めている、という特徴があり、こうした取り組みに我々

も関心を持っている。　地域のCO2削減については、「面

的に取り組む」という言葉がよく使われる。設備などを一

つ一つ減らすということに加えて、皆で地域づくりをすれ

ば、もっとCO2は削減できるということだ。ただ、こうし

なる。こういう違いをネットワーク化あるいはデータベー

ス化してつなげていけないかと常々考えている。大学でこ

のような近隣地域を含めたスマート化の取り組みにはおお

いに期待をしている。

　また、コミュニティのスマート化について、その仕組み

づくりを研究していることも、興味を持っている。仕組み

づくりは、構築が大変だ。だが、三島学長の話にもあった

が、東日本大震災を振り返れば、逆境のときに一番必要と

なるのは、やはり強靭な仕組みである。今後、どういうシ

ステムをどう組み合わせていけばいいのか、もっと工夫で

きるか、そういった観点の議論を重ねていってほしい。

た取り組みを進めていく上で難し

いと感じたのは、省エネや創エネ

の事情が地域ごとに違うこと。気

候の問題以外にも、農業地域の場

合はバイオマスが多いとか、工業

地域だと排熱が多いとか、新興住

宅地や大岡山のような昔ながらの

住宅地とか、いろいろと状況が異

挨拶
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うにエネルギーを使えるかが分かり、そして技術的な知識

もあるような人材を分厚くしなくてはならない。具体策の

一つとして、外部の専門家のサービスの導入を検討してい

る。単にセンサーを入れてエネルギーの流れを「見える化」

するだけでなく、そのデータを集め、解析し、運用し、改

善策を練って、実行も手伝い、かつモニターもやり、継続

的に付き合ってくれるサービスを調達せざるを得ないと判

断した。その調達規則を作ろうとしている。

　さまざまな経験から言えるのは、エネルギーの「見える

化」で使用エネルギーを減らすのは、体重計に乗ってダイ

エットするのと同じだ。できる人もいるが、そうでない場

合もある。データスクリーニングの面から言えば、やはり

集めたデータを分析、解析、制御して、効果を評価し、見

直して改善する。こういったエンジニアリングの能力を鍛

えていく必要があるだろう。また、本学のような大学には

大きな調達部門があり、こういったエンジニアリングサー

ビスを買うことは、国のイノベーションに貢献できるので

はないかとも考える。

　このようなキャンパスをスマート化するプロジェクトは、

学内構成員や外部の専門家との連携が不可欠であり、地道

に改善していくことが基本中の基本になると認識している。

「東京大学サステナブル・キャンパス・
プロジェクト（TSCP）における取り組みについて」

　東京大学では今日、TSCPと呼ぶ「東京大学サステナブル・

キャンパス・プロジェクト」に取り組んでいる。TSCP室

を新たに作り、総長の直轄に置き、運営ワーキンググルー

プやTSCP連絡会、産学連携研究会と連携しながらプロジ

ェクトを展開している。

　このプロジェクトを立ち上げる際、まず協議したのは、

継続的な投資をどう可能にするかということだった。出て

きた案は、東京電力や東京ガスからの請求書に基づいて求

める各部局の光熱費を4%上げて、その分をTSCPのファ

ンドとして拠出してもらうという仕組みだった。これで資

金を確保し、各部局がTSCP対策をするときに資金を提供

し、10年や20年単位で一通りお金が回るようにしたい。

　それと、大学にとって研究というのは聖域なので、本学

のエネルギー消費内訳の約3分の1を占める実験系には、

あえて手はつけなかった。2008年度から2012年度までの

第1期「TSCP2012」では、ターゲットを非実験系に絞った。

目標は、最初の4年間でCO2を15%削減。その後、2030

年までの第2期「TSCP2030」で、50%の削減を目指す。

実験系にも着手する。

　TSCP2012で力を入れたのは、熱源の改修だ。特に効率

的ではないと思われる熱源をリストアップし、改修した場

合のポテンシャルと投資回収年数を算出。部局の目標など

を考慮して優先度をつけて、実行をした。この期間に大学

の床面積が増えたが、この増分も含めてCO2の15%削減

を達成した。トータルでは23%の削減に成功している。

　第2期では、運用改善を最大の

課題と位置づけ、まず2013年度

から2017年度までの5年間で、

その段取りと着手を進める。エネ

ルギーの使用特性は、学部によっ

て大きく異なる。この多様性の中

で運用改善を図るには、それぞれ

の教育研究活動に精通し、どのよ

ェネシステムが必要だろう。そして、それぞれの建物に太

陽熱システムや太陽光パネルがあり、蓄電池、蓄熱槽、コ

ジェネがあれば、電気・温水・冷水を安定して供給できる。

　現在はフェーズ１の段階で、これからフェーズ２、フェ

ーズ３とステップアップして、エネルギーのレジリエンス

（強靭化）を高めていく。繰り返すが、平常時と非常時の

均衡が重要で、過剰な装備があっても非常時に対応できな

いと意味が無いと考えている。

ギーを病院や物販施設に供給できるようにする。フェーズ

３は商店街との連携で、余剰エネルギーを商店街やマンシ

ョンなどに供給できるようにする。これらの連携は、災害

時だけでなく、通常時から実施することを目指す。

　粗い試算だが、避難所に指定されている本学の大岡山キ

ャンパスは、災害時には屋内と屋外で計2200kW程度の電

力が必要となると想定している。当初は非常用発電設備を

活用するしかなく、ベースロードとしては1200kWのコジ

特別講演
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東京大学副学長・生産技術研究所教授
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〈登壇者〉

江崎浩 東京大学大学院情報理工学研究科教授

橋本佳男 信州大学工学部電気電子工学科教授

奥宮正哉 名古屋大学大学院環境学研究科教授

坂内正明 三重大学
 地域イノベーション学研究科教授

引原隆士 京都大学大学院工学研究科教授

舟木剛 大阪大学工学部教授

伊原学 東京工業大学理工学研究科准教授

平井秀一郎 （モデレーター）
 東京工業大学理工学研究科教授

「スマートキャンパスの
意義と実現への道筋」

東京大学◉江崎 浩　大学院情報理工学研究科教授

「オープン・スマート・ファシリティを
実現するIEEE1888
―設計思想と実運用事例―」

　東京大学ではスマートキャンパス化を進めている。まず、

主要5キャンパスにおける2011年夏の節電実績について

説明したい。2010年のピーク電力は約66MW。これが、

2011年では31%のピークカットができ、総電力量の削減

率は22~25%だった。リターン・オブ・インベストメン

ト（投資回収率）は1カ月以下。また、テストベッドにし

ている主眼の工学部2号館では、2010年ピーク電力約

1MWに対して、44%のピークカットができ、総電力量の

削減率が31%。リターン・オブ・インベストメントは2年

でペイオフとなった。

　本学の5キャンパスの電力シス

テムは、すべて異なるベンダーが

それぞれ作っている。すべて異な

るデータフォーマットとプロトコ

ル、そして実装。技術的に見れば

困った状態で、仕様を「IEEE1888」

ベースに変えて、すべてクラウド

ベースでシステムデータに統合し、

アプリケーションのドライブをデータセンターのサーバー

で動かすようにした。このIEEE1888は、国際標準化も視

野に入れ、IEEE（米国電気電子学会）で中国チームと一緒

に国際標準化を画策したり、アメリカではNICT（情報通

信研究機構）のSGIP（スマートグリッド相互接続性パネル）

で標準化を、またISOにも打って出ている。また、シンガ

ポール、台湾、インド、アメリカ、フランスなどの大学と

　 イノベーションを興すときに、技術開発がいくら良く

ても、最終的に社会で受け入れられなければいけない。今

回のスマートキャンパスについても、エネルギーの「見え

る化」を図っても、教職員一人ひとりが「省エネをしなく

てはいけない」という意識を持たないと話にならない。こ

のパネル討論では、技術だけでなく、そういった意識改革

の点も含めて話し合いたい。まず、集まった７大学の取り

組みについて、各大学から簡単に紹介してもらい、それか

ら討論のほうに入りたい。

パネル討論

平井秀一郎
（モデレーター） 

東京工業大学理工学研究科教授
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信州大学◉橋本佳男　工学部電気電子工学科教授

「国際科学イノベーション拠点における
スマートキャンパスへ向けた試み」

　信州大学工学部では、昨年度の補正予算で「国際科学イ

ノベーション拠点」を作ろう、1万平米のビルを建設する

ことになった。その際、ランニングコストも下げる方針が

立てられ、エネルギーをスマートに使うプロジェクトも動

き始めた。

　工学部のキャンパスには、学生が約2300人いる。使用

電力は約1000kW。このエネルギーをスマート化したい。

電力需要を調べると、教職員がほとんどいないときでも

300kWは使う。そこで、新たに建てる7階建ての建物には、

多くの太陽電池を設置。屋上をはじめ、南側の側面、東西

面にも取り付ける。全部で約300kW分の容量だが、最大

のパフォーマンスが発揮できるようには設置していないの

で、おそらくピークでも200kWほどしか発電しない。省

エネで有効と思われるのは、井水

利用空調。この設備で効率がもっ

とも上がるのが真夏と真冬で、学

校では長期の休みがあって費用対

効果が低いが、新しい建物には企

業も入れるので、真夏や真冬でも

使われ、この設備を活かせる。

　そのほか、ドラフトチャンバー

やドライルームは最上階に配置して、風量管理や送風損の

軽減を容易にする。3階は居室にして、4〜 7階は企業が

入る研究室にするなど、機能分離を図る。エレベーターは

2tタイプを一基のみ設置する。また、100kWの燃料電池

を屋上に設置して、排熱利用空調やデシカント空調を行う。

このような工夫で、50%の電力カットを目指している。

それに加えて、積雪や温度の影響、キャンパス内に配送す

るスマートグリット化などもこれから研究していきたい。

名古屋大学◉奥宮正哉　大学院環境学研究科教授

「名古屋大学における
スマートキャンパスに向けた取り組み」

　名古屋大学には主に3つのキャンパスがある。CO2の排

出量は年約7万t。名古屋市の業務関連では、最大の排出

量になっている。本学では今、省エネ・環境負荷低減のア

クションプランを実行している。目標は、2014年のCO2
の排出量を2005年比20%以上削減。ESCO事業の導入や

エネルギーの「見える化」など、いろいろな省エネに取り

組んでいる。

　特徴的な試みとしては、本学で新しい施設を作るときに、

コミッショニングをやっている。本学がオーナーとして、

プロジェクトに対するリクアイアメント（要求条件）を文

書化し、それを設計者に渡して、その文書に沿ってさまざ

まな段階で性能を検証し実現してもらう。例えば、最近建

設した建物では、冷暖房による負荷を減らすために、外気

を一度土の中に通してから機械で冷やしたり温めたりする

設備を導入してもらった。また、

教室と実験室の区分けは大学では

難しいことも多いが、設計者とユ

ーザーの間で一生懸命にディスカ

ッションしてもらい、明確なゾー

ンニングが実現できた。さらに、

地下水を利用したヒートポンプや

蓄電システムも導入。ピークカッ

トや災害時の電力供給に役立てるようにした。BEMS（ビ

ル管理システム）を使って、次の日の電力負荷を予測しな

がら空調を効率的に運転できるようにしている。このよう

なコミッショニングを今後の新しい建築物の建設において

も続けていきたい。

　本学では、エネルギーマネジメントからスマートキャン

パスに転換するために、科学的・論理的な立証をともなう

取り組みを行い、地域や企業との連携による社会への波及

を目指していきたい。

の協調も進めている。

　ゼネコンやベンダーは、こちらが面白いことややりたい

ことを提案すると、「高くて時間がかかります」「弊社では

できません」と返してくる。この状況についてはアカデミ

ズムにも責任があり、我々が技術的に産業界をリードして、

技術革新の素になるようなプラットフォームの研究開発の

土台を作っていかなくてはならない。だからこそ、スマー

トキャンパスのプロジェクトでは、産業界の方々と一緒に

やっている。

　私自身は、節電で投資回収したものが、別の価値を生む

ような形になればいいと思っている。実証実験の結果は、

社会に出すことが大事ではないかと考える。
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け節電行動をやれば、他の時間帯の電気料金は安くすると

いう内容。大学の場合、試験や夏休みがあるので、わずか

14日ピークカットができれば、契約電力は10％下がる。

そういったことを学内の全部門に説明し、結果としてピー

ク電力を約4.5％削減できた。全学生と教職員のうち、約

４割が参加してくれた。

　実際のCO2削減量は、2013年２月の時点で約23％。目

標は24％なので、達成したいと思っている。

京都大学◉引原隆士　大学院工学研究科教授

「京都大学の取り組み」

　京都大学は、歴史的な経緯から、部局が非常に強い自立

心を持っている。部局長会議で議論しても、決まらないこ

とが多い。そこで、国立大学が法人化したとき、部局を取

りまとめてバーチャルで動かす「機構」ができ、環境面に

ついては環境安全保健機構が立ち上がった。

　この機構で、新しい負担金の制度「環境賦課金制度」を

設計した。大学と各部局がそれぞれ50%ずつ負担し、集

めた金を使って、良いと認めたプロジェクトを重点的に支

援する。LEDや太陽光発電の導入などのプロジェクトを回

していき、3年間でほとんどの部局を一巡できた。この仕

組みは、経済的な支援だけでなく、独立心が強い各部局の

意識を高めることにも役立っている。

　また、本学では、ウェブサイトを通じて、使用電力のリ

アルタイム情報を大学の内外に見

せている。外部向けページは、本

学の努力を示すのが目的。内部向

けのページは、関係者の環境意識

を高めるのが目的。部局によって

は、このデータをもとに研究室ご

とに課金をしている。しかし、「見

える化」だけでは、カウンターシ

ョックで一時的に環境意識を高められるが、時間が経つと

また元に戻っていく。高まった意識をどう継続させていく

かが、「見える化」の大きなポイントで、警告を出してい

くと同時に、教育をすることも重要だ。

　このような努力や改善を積み重ねていくことが、エネル

ギー利用の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除くことにつなが

り、研究室、フロアー、建物、大学全体へと広がる流れに

なると思っている。

三重大学◉坂内正明　地域イノベーション学研究科教授

「全学でCO2排出量を削減する
スマートキャンパスの取り組み」

　三重大学は、伊勢湾に面し、全学部が１カ所に集約して

いる。学生と教職員は約9100人。病院が500人で、入院

患者もいるので、１万人弱がここで生活している。４年前、

新病棟ができるのを機に、環境推進大学を標榜する本学全

体でCO2を削減する仕組みを作ろうとなり、学長から「お

金はない」と言われながら、新たな取り組みが始まった。

　まず、電気を創ることについては、海に面していて日照も

良いことから、風車と太陽光発電を導入した。しかし、発電

量の変動が激しいので、蓄電池も積極的に取り入れた。激

しい変動を緩和するには二重キャパシタ、夜使う電気や昼

の電気のピークカットをするには多く溜められる鉛蓄電池。

それでも足りない場合を想定して、ガスコジェネを導入した。

このような工夫をほかにも実践し、ピーク電力約9300kWが

4700kWに下がり、契約電力とし

てはほぼ半減できた。

　また、節電効果を狙うために、

新たな課金制度を導入した。部門

ごとにスマートメーターを取り付

け、使った電気量に比例した課金

のほかに、ピークカットプライシ

ングを提案。夏場の午後３時間だ

大阪大学◉舟木剛　工学部教授

「大阪大学の取り組み」

　大阪大学でも、まず電力を可視化した。そして、制御に

入る前に、分析をしっかりやるために、新しい組織「環境・

エネルギー管理部」を2011年に立ち上げた。これは環境

負荷低減を目的とした、本部事務機構内における総長直下

のトップマネジメント体制による組織。事務方の施設部と

専門の教員らで構成される。さらに、研究に結び付けるた

めに「環境イノベーションデザイ

ンセンター」も作った。

　「見える化」したデータを使っ

て分析をして、床面積当たりのエ

ネルギー消費量原単位を算出する

と、エネルギーをもっとも使って

いるのは、医学部附属病院と全国

共同利用施設だった。その次が、

工学部や基礎工学部の理科系の施設。最後は、文科系や事
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東京工業大学◉伊原学　理工学研究科准教授

「環境エネルギーイノベーション棟と
スマートグリッド管理システム
“エネ-スワロー ”　
―東工大　グリーンヒルズ構想の展開―」

　東京工業大学が取り組むスマートキャンパスについて何

が進められているのか、具体的に２つのポイントに焦点を

絞って話をしたい。

　まず、環境エネルギーイノベーション棟について。この

建物は、60％以上の削減を目指す高度な低炭素化と、電

力の自給自足を目指すビルとして、世界でも類を見ない研

究棟だ。屋上と壁面の南と西側の全面には、太陽電池パネ

ル4750枚を設置している。100kWのリン酸型燃料電池も

導入し、太陽電池の発電量の変動を補うほか、高温廃熱を

吸収式冷凍機で、低温排熱をデシカント空調に使っている。

そのほかにも、いろいろな設備を取り入れて、随所で効率

を上げる工夫をしている。

　実績については、2012年の３月から2013年の２月の１

年間、CO2削減量は61％で目標を達成できた。また、電力

の自給自足もできた。これで、電

力需要が多く制約の大きいビルで

も、太陽電池パネルが主力電源と

なり得ることを示せた。ただ、仕

組みとしては、高効率機器の導入

と適切なシステム設計、そして効

率的な運用などによる省エネ化に

最大のポイントがある。また、自

然エネルギーの大容量導入には、高効率燃料電池システム

などの安定的なベース電源との組み合わせが適している。

　次は、もう一つの特徴として、スマートグリットの監視

システム「エネ-スワロー」について説明する。これは東

京大学の江崎浩先生が立ち上げた「IEEE1888」というゲ

ートウェイを使ってエネルギーデータを集約して、アプリ

ケーションサーバーから空調などを適切にコントロールし

たり、メールアラームを分単位で送る機能を持っている。

今後は、最先端の研究をやりつつも、社会に近いところで、

このような学術を中心とした知を築いて、社会に活かして

いく試みを積極的にやっていきたい。

務系の建物だった。簡単に言えば、理科系は文科系の約3

倍のエネルギーを使い、さらにその倍を病院などの大型施

設が消費。ちなみに、工学部では24時間稼動している機

器が多く、全電力消費量の7割も占めていた。

　また、月ごとのデータや建物ごとのデータも分析できる

ので、どの学部のどの学科が電気を多く消費しているのか

も分かる。例えば、部局ごとに温度に対する電力消費量の

センシティビティ（感度）を分析すると、文系の施設は温

度に対してエネルギー消費の感度が高くなるが、工学部施

設や全国共同利用施設は感度が出ない。つまり、エアコン

以外の負荷が大きいことが現れる。

　今後、このような分析結果を多く制御のほうにもってい

き、省エネを実施し、持続的発展につなげていけるように、

プロジェクトを進めていく。

〈 討論 〉
■平井（モデレーター）　各大学の取り組みを踏まえて、

総合的な議論のほうにもっていきたい。まず、東京大学に

ついては、５つのキャンパスで22 〜 25％の総電力量を削

減している。この大きな成果を出せた一番のポイントは何

だったのか。

■江崎　我々は、大震災の直後、副学長のリーダーシップ

の下でかなり強いトップダウンで施策を打って、システム

のオープン化を産学連携で取り組んだ。それが数字に表れ

たのだと思う。今後は、発注者側である大学が、さまざま

なことを判断できるノウリッジ（知見）を持つことがポイ

ントだろう。放っておくと、ベンダーはバラバラの技術を

持ってくる。共通仕様がないと非効率だ。大学の施設部や

担当者が勇気と知性を持って、ベンダーと戦えるようにす

ることが重要だ。

■平井　名古屋大学では、さまざまな試みをしているが、

有効に効いているものは何か。また、最大の課題は何だと

思うか。

■奥宮　名古屋大学の東山キャンパスは丘陵地で、横幅約

1.5kmに対して50ｍの高低差があるので、スマート化に

ついては移動も一つのテーマにあげている。交通系の教員

等が担当しているが、パーソナルモビリティをシェアリン

グするという構想を立てている。これは、移動手段に用い

るだけでなく、それを使う学生などの構成員の行動をデー

タ化して、学内のエネルギー消費の分析に役立てられ、生

活者の情報をどう入れていけばいいのかが見えてくる。生

活者からどういう情報を引き出すかが構成員が多様な大学

では、これがスマート化のこれからの課題ではないか。例

えば、いろいろなところにタッチして記録を残せるカード

を持ってもらったり、構成員のツイッターからデータを吸
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ンス契約は長期的に固定にして、CO2が削減できたら年度

末に支払うという内容にしている。

■平井　京都大学では、教職員の意識改革も重要だと指摘

していたが、周囲の自治体や社会との連携をしていくとき

に、どのように意識改革を促していけばいいと思うか。

■引原　私は社会学者ではないので答えにくいが、共通認

識として、これだけエネルギーが拡散してしまったら、各

レベルで下げないと仕方がない。安直に再生可能エネルギ

ーを入れればいいという話ではなく、全体としてエネルギ

ーレベルを下げないといけない。ただ、生活実感として不

便になるとリバウンドがあるかもしれない。社会実験で、

エネルギーレベルは下がっても同じ満足度が得られるライ

ンを調べる必要がある。大学というのは、社会実験ができ

る面白い場所。そこに地域の人を入れ込んでいくのは重要

なことだ。日本の市民は知的レベルがとても高い。だから、

その意識を鼓舞していけば、知的なことや将来のことに関

与していく行動に結び付けられると思う。京都は電力事業

が最初に起きた地域。水車を使い市電や電灯等に供給した、

その意識を皆が誇りに思っている。大震災等もあり、節電

意識も高くなっている。いかに一緒に目標を見つけていく

かだ。

■平井　大阪大学では、いろいろなデータを分析して貴重

な情報を蓄積しているが、地域と連携する場合に、そのよ

うな情報を活用することもあるのか。

■舟木　本学は地域密着の意識は高い。近隣自治体とも連

携協定を結んでおり、研究のアウトプットを活かす取り組

みも進めている。スマートキャンパス構築にあたって「環

境エネルギー部」の実践的な研究の場として「環境イノベ

ーションデザインセンター」を作った。例をあげると、吹

田市との共同事業で、省エネルギーと分散電源を普及させ

る新しい街づくりのプランニングに本学の研究成果を活か

そうと考えている。これは本学にとっても有益で、市民

4000人へのアンケートを吹田市の協力でしてもらえる。

そこで得た基礎データをもとに吹田市のニーズを把握し、

本学の研究成果をアウトプットし、マッチングさせていこ

うと事業を進めている。

い上げたりするなどの工夫をして、情報

システムとしてまとめる仕組みも必要だ

ろう。

■平井　東京工業大学では、「エネ-ス

ワロー」という新しいエネルギーマネー

ジメントシステムを開発しているが、東

京大学が導入しているシステムと似てい

るのか。

■伊原　東京大学の江崎先生が開発され

た技術は、いろいろな端末に対して全体

で制御をかけるためのシステム。例えば、ある端末に日照

データが入っていて、BEMSには電力データが入っている

とき、日照量に応じて特定の制御をかけるには、２つの情

報が一つの端末に入っていかないとならない。しかし、ベ

ンダーの各社は、ビジネス戦略があって、他社のシステム

とはなかなかつなげられない。そこで、規格を持って一つ

のゲートウェイを作ろうと、江崎先生が提案した。我々も、

それを使って一つのところに情報を集約できるシステムを

構築した。このやり方は、都市の中でスマートグリッドが

広がっていく一つの形になると思う。大学が知のイニシア

チブを取って、各メーカーに理解していただきながら優れ

たシステムにしていくのが、スマートキャンパスの大きな

意義であると思う。

■平井　信州大学では、再生可能エネルギーの種類と量を

どのような基準で選択したのか。

■橋本　本学の場合は、主に太陽電池300kWと燃料電池

100kWをメインに考えた。その際、大学が負担するコス

トを最小にしたく、メンテナンス費用があまりかからない

太陽電池を極力多く入れ、次にエネルギーカットに有利な

燃料電池の導入を決めた。実は、メンテナンスコストを考

慮すると、燃料電池は必ずしもプラスになるとはいえない。

しかし、本学でも燃料電池の研究者がいて、太陽電池と燃

料電池の組み合わせは省エネの鍵であることは間違いない。

200kWや300kWまで入れず、100kWのリン酸型を入れる

ことにした。燃料電池は5〜 7年後にオーバーホール、10

年後にはダメになると試算されているので、その際にコス

トパフォーマンスのいいものに置き換える予定。

■平井　三重大学では、スマート化の取り組みで契約電力

が半分になっているが、運用上はどのような工夫をしてい

るのか？

■坂内　スマートキャンパスには２つの要点がある。一つ

目は、新しい建物を作るときの取り組み。もう一つは、す

でに数十年が経過した建物の老朽化した設備の更新。実は、

本学の設備のコストはかなり高くなっている。しかし、

ESCOにしたので、従来払っていた運営コストとほぼ同額

で新しい設備が入り、CO2を大幅に削減できた。メンテナ
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　大学によるスマートキャンパスの取り組みは、わが国の

エネルギー政策から考えれば、国際的な成長戦略において

大きな一角を占めるだろう。

　現在の政権が打ち出す「エネルギー基本計画」は、今後

のエネルギー政策のバイブルとなる。目玉は、エネルギー

企業の再編成や自由化だ。エネルギー業界の垣根が低くな

り、コストが重視されるようになる。世界に共通するビジ

ネスモデルを作る方向性が変わってくる可能性がある。

　そこで求められるのが、大学という知性が中立的に集ま

ったサイトで、電力やガスなどのエネルギーをもっとも効

率的に使える原単位の研究だ。世界に対して、原単位が最

も小さくなるシステムを学術的に示していく。不安定な自

然エネルギーも取り込まなければいけないので、ディマン

ドのあり方というのを考えないと

ならないだろう。調整用のコジェ

ネのような設備を組み合わせ、分

散型システムがICTと一体化して、

最適な解を見つける。これが、キ

ャンパスにおけるチャンピオンデ

ータである。

　もちろん、学部によっても違う

だろうし、地域によっても違うだろう。大学がスマートキ

ャンパスの取り組みを通じて、場所や状況に応じた原単位

を示していくことが、日本の国際戦略の経済成長の要にな

る。今後は、継続的にデータを共有しながら、原単位を明

確にし、かつそれがグローバライゼーションの中で、国際

経営戦略の一つとしてうまく羽ばたいていくということが、

極めて重要だという意を強くしている。大学にはいいビジ

ネスがたくさん転がっていることを、企業の方もお分かり

いただけたと思う。ぜひ、産学官の連携を密にして、スマ

ートキャンパスの実現と社会実装というものを目指してい

きたい。

　登壇いただいた7大学の先生から、それぞれの取り組み

について説明いただいた。それぞれの発表は、各先生のパ

ーソナリティと大学のキャラクター、そして地域性が総合

して、どれもユニークな発表になっていた。各大学の取り

組みは同じ方向を向いているが、そのやり方にはそれぞれ

の個性があり、その違いを互いに分かり合えた、良いシン

ポジウムになった。

　今回、第1回大学連携スマート

キャンパスシンポジウムと題し、

サブタイトルには「新たな時代の

地域づくりと大学の役割」とつけ

た。その取り組みは端緒に着いた

ところだが、地域づくりにおける

大学の役割が、これから少しずつ

出てくるのではないかと考えてい

る。その実現のために、このようなシンポジウムを通して、

情報交換や情報共有、情報発信を定期的に行っていくこと

は有意義だ。今後も、さらに個性あるシンポジウムを各大

学が企画していただくことを期待する。

まとめ

柏木孝夫
東京工業大学特命教授・AESセンター長

閉会挨拶

岡田清
東京工業大学副学長

本報告は、東京工業大学先進エネルギー国際研究センターが取り纏めました。2014年2月



奥宮正哉  名古屋大学大学院環境学研究科教授 坂内正明  三重大学地域イノベーション研究科教授  　
引原隆士  京都大学大学院工学研究科教授 舟木 剛  大阪大学工学部教授   

　　　

伊原 学  東京工業大学理工学研究科准教授　

■共催：東京工業大学　
　　　　東京大学、信州大学、名古屋大学、三重大学、京都大学、大阪大学
　後援：環境省
　協賛：東京工業大学  環境エネルギー機構・先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

お申込み：http://www.rpd.titech.ac.jp/rpdiv/somu/exterior/scs/index.html を参照の上、
　　　 scs[at]jim.titech.ac.jp  ※[at] を @ に変えてお申込み下さい。定員になり次第締め切らせていただきます。
お問合せ：東京工業大学研究推進部研究企画課　電話 03-5734-3802 

プログラム

13：50 開場

14：20 開会挨拶 三島良直  東京工業大学学長
14：30 挨拶 文部科学省
14：45 挨拶 環境省
15：00 特別講演 辰巳 敬  東京工業大学理事・副学長
   東工大大岡山キャンパス・防災拠点としてのスマート化と地域づくり（仮）

15：30 特別講演 野城智也  東京大学副学長・生産技術研究所教授
   東京大学サステナブル・キャンパス・プロジェクト（TSCP）における取組みについて（仮）

16：00 休憩

16：15 パネル討議 スマートキャンパスの意義と実現への道筋　

    

  モデレーター 平井秀一郎  東京工業大学理工学研究科教授
  まとめ 柏木孝夫  東京工業大学特命教授・AES センター長
18：15 閉会挨拶 岡田 清  東京工業大学理事・副学長
18：40 産学交流会（会場：東工大蔵前会館ロイヤルブルーホール、会費 3000 円）

2013 年 11月 26日（火） 
14：20 ～ 18：20（13：50 開場）
東京工業大学 大岡山キャンパス

くらまえホール 東急目黒線・大井町線 大岡山駅前
東工大蔵前会館 1階

地域単位でエネルギー管理を行う分散型エネルギーシステムを構築することで、
省エネ・節電のほか、再生可能エネルギーの効率的な利用を図る
「スマートコミュニティ」実現に向けた動きが全国的にて加速しています。
エネルギーや水資源を多く消費している大学についても例外ではありません。

「大学連携スマートキャンパスシンポジウム」は、さまざまな大学の先導者が初めて一堂に会し、
地域と連携しながら学内のスマート化を推進するための関連技術開発や課題等を議論し、
今後の大学の役割について共有・展望する、新しい取り組みです。
また、スマートキャンパスに関する継続的な活動ができる仕組みづくりについても議論します。

第１回大学連携
スマートキャンパスシンポジウム

新たな時代の地域づくりと大学の役割

江崎 浩  東京大学大学院情報理工学研究科教授 橋本佳男  信州大学工学部電気電子工学科教授 

参加費：無料


