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47)山田崇司・辻丸のりえ・柳原隆司・佐藤誠・迫田一昭・赤司泰義・塩地純夫・長澤晃司：大学施設に
おける環境負荷低減手法に関する研究 その 22 個別分散空調機の設計・運用の最適化の提言, 空気調
和･衛生工学会大会学術講演論文集,pp.425～pp.428(2017.9)
48)山田崇司・辻丸のりえ・柳原隆司・佐藤誠・迫田一昭・赤司泰義・塩地純夫・長澤晃司：大学施設に
おける環境負荷低減手法に関する研究 その 23 サーバ施設高効率化に向けたガイドラインの策定と
サーバ室改修事例, 空気調和･衛生工学会大会学術講演論文集,pp.129～pp.132(2017.9)
雑誌他原稿
1)河野匡志：
「省エネルギー」,東大サステイナブルキャンパス活動における CO2 削減対策に伴う国内ク
レジットの創出,財団法人省エネルギーセンター,vol.61,pp.27～pp.30 (2009.6)
2)河野匡志･磯部雅彦：東京大学におけるサステイナブルキャンパス活動について，空気調和･衛生工学
会 第 83 巻第 12 号（学会誌年報特集号）
，pp.14～pp.23 (2009.12)
3) 河 野 匡 志 ： 省 エ ネ ル ギ ー 資 質 向 上 研 修 テ キ ス ト ， 財 団 法 人 省 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー ,pp.178 ～
pp.181(2010.1)
4)河野匡志：大学施設における取り組み事例パンフレット，文教施設協会,pp.19～pp.24 (2010.7)
5)迫田一昭･河野匡志：
「ＣＯＯＬ＆ＨＯＴ」，運転改善事例優秀賞，ヒートポンプ蓄熱センター，pp.18
～pp.19 (2011 NO.39 号)
6)河野匡志：
「RE-BMM リポート」
，東京大学における CO2 削減に向けた取り組み，建築保全センター，pp.72
～pp.75 (2011.1 NO.169 号)
7)河野匡志：
「学校施設 特集」[施設計画および環境対策事例]，大学施設における実効ある環境負荷削
減にむけた取り組み～東大サステイナブルキャンパスプロジェクト(TSCP)，建築設備技術者協会,pp.55
～pp.59 (2011.4)
8)河野匡志他：
「エコ住宅・エコ建築の考え方と進め方」，第 2 編 2.1,2.2，第 2 編 5 章，オーム社,pp.131
～pp.142，pp.217～pp.226 (2012.4)
9)迫田一昭：
「公共建築 202 号 －ゼロ・エネルギー・ビルを目指して－」,大学施設における実効ある
環境負荷削減にむけた取り組み～東大サステイナブルキャンパスプロジェクト(TSCP)～,公共建築協
会,pp.54～pp.57(2012.4)
10)迫田一昭：
「建築設備と配管工事」＜特集：省エネ，CO2 削減に有効なヒートポンプ蓄熱システム①
＞東京大学本郷キャンパス医学部附属病院,日本工業出版,pp.19～pp.24(2012.7)
11)迫田一昭：
「ＯＨＭ」＜特集：ヒートポンプ・蓄熱システム最新技術動向＞東京大学本郷キャンパス
医学部附属病院～熱回収型熱源機と水蓄熱システムによる最適運用,オーム社,pp.46～pp.48(2012.9)
12)迫田一昭：
「省エネルギー」＜特集：無理なき節電[事例]＞，効率的なエネルギー利用を目指した東
京大学の節電,一般財団法人省エネルギーセンター,vol.65,pp.38～pp.44 (2013.7)
13)迫田一昭：
「建築設備と配管工事」,東京大学における環境負荷削減に向けた取り組み<TSCP2012 低炭
素化目標達成と今後の目標>,日本工業出版,pp.59～pp.65(2013.11)
14)大岡龍三他：
「空気調和・衛生工学」＜特集：低炭素化キャンパスの今＞，東京大学における CO2 排
出負荷削減に向けた取組み,公益社団法人空気調和・衛生工学会,vol.88,pp.35～pp.41 (2014.5)

講演会
1)迫田一昭，繊維学部 環境講演会，信州大学，(2009.1.22)
2)磯部雅彦，国内クレジット制度普及セミナー，経済産業省，(2009.5.22，2009.6.10)
3)磯部雅彦，大学等における省エネルギー対策に関する研修会，文部科学省，研修会資料 pp. 71～pp. 87
(2009.9.3，2009.10.7)

4)河野匡志，日本建築学会関東支部公開勉強会, 国立大学キャンパスにおける取り組み事例，
(2009.10.21)
5)河野匡志，日本能率協会 建築設備技術者会議，大学施設における省エネルギー省ＣＯ２化プロジェ
クト～東大サステイナブルキャンパスプロジェクト～， pp.S2-1-1～pp.S2-1-22 (2009.11.17)
6)河野匡志，国立大学における省エネルギー省ＣＯ２化プロジェクト～東大サステイナブルキャンパス
プロジェクト～，冷凍空調工業会，HVAC&R 2010 出展者セミナー(2010.2.18)
7)河野匡志，東大サステイナブルキャンパスプロジェクト，ヒートポンプ蓄熱センター，高密度ＨＰ研
究会，(2010.3.2)
8)河野匡志，国立大学における省エネルギー省ＣＯ２化プロジェクト,ファシリティーマネジメント勉強
会(東海大学)，(2010.4.23)
9)河野匡志，東大サステイナブルキャンパスプロジェクト，省エネルギーセンター，タイ研修生向け研
修(Khon Kaen University)，(2010.10.19)
10)迫田一昭･河野匡志，熱回収機能を有する熱源システムと水蓄熱システムの最適化運用事例，ヒート
ポンプ蓄熱センター，第 7 回 ヒートポンプ･蓄熱シンポジウム，(2010.10.28)
11)河野匡志，国立大学における省エネルギー省ＣＯ２化プロジェクト,文教施設協会，(2010.11.25)
12)迫田一昭･河野匡志，第８回ファシリティーマネジメント研究会,名古屋大学，(2010.12.2)
13)柳原隆司，Energy Savings in Buildings Using Japanese Environmental and Energy Technologies
アジア空調懇話会,バンコク，(2011.1.22)
14)柳原隆司，第 2 回立命館地球環境委員会シンポジウム「立命館を変える、地球を変える」基調講演
「TSCP：東京大学･サステイナブル･キャンパス･プロジェクトの概要と成果について」，立命館大学，
(2011.3.3)
15)磯部雅彦，ＢＴＪプロフェッショナルセミナー 基調講演，大学における実効ある環境負荷削減に向
けた取り組み～東大サステイナブルキャンパスプロジェクトの試み～(品川カンファレンスセンタ
ー),(2011.4.25)
16)河野匡志，空気調和･衛生工学会 ワークショップ②「キャンパスのエネルギーマネジメント」
，講演，
(2011.8),(2011.9.15)17)
17)迫田一昭, 国立大学法人等施設担当者サマーセミナー, 東京サステイナブルキャンパスプロジェク
トの試み, 基調報告 (2011.8.24)
18)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負
荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(沖縄)，
(2011.9.15)
19)迫田一昭･岡本泰英，スリランカ環境省（エックス都市研究所）
，東京大学における環境負荷削減対策
の取組み,講演，(2011.9.30)
20)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負
荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(広島)，
(2011.10.14)
21)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負
荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(金沢)，
(2011.10.21)
22)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負
荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(名古屋)，
(2011.12.9)
23)磯部雅彦, 駒場前期課程生向けゼミ, 「東京大学のサステイナビリティキャンパス化への取り組み」,
講演,(2011.12.8)
24)迫田一昭, 文京区内大規模事業所セミナー,東京大学における省エネルギー・節電対策の取組み, 講
演,(2011.12.22)
25)迫田一昭・岡本泰英, ENEX2012 ヒートポンプ・蓄熱セミナー, 東京大学における実効ある環境負荷
削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演,(2012.2.3)

26)岡本泰英, HVAC&R JAPAN 2012 セミナー, 東京大学における実効ある環境負荷削減に向けた取組み,
講演,(2012.2.16)
27)迫田一昭, 空気調和・衛生工学会 省エネルギー委員会・コミッショニング委員会・BEMS 委員会合
同シンポジウム, 取組事例①大学：東京大学の事例,講演,(2012.3.7)
28)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負
荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(東京)，
(2012.7.13)
29) 迫田 一昭 , 京都 大学ワー クショップ ,「東 大サス テイナブル キャンパス プロジェク ト」講演
(2012.2.28)
30)迫田一昭, 千葉大学省エネイベント 2013,「 東大サステイナブルキャンパスプロジェクト」講演
(2013.6.25)
31)迫田一昭・岡本泰英, (財)ヒートポンプ蓄熱センター ヒートポンプ・蓄熱システム検討会,「東京
大学における実効ある環境負荷削減に向けた取り組み」講演(2013.10.1)
32～34)迫田一昭, 文部科学省, 学校等における省エネルギー対策に関する講習会「東京大学における取
組事例～東大サステイナブルキャンパスプロジェクト～」,講演(東京 2013.11.6, 大阪 11.12, 福岡
11.19)
35)迫田一昭, 一般社団法人建築設備技術者協会 講習会「最新の学校施設の動向」,「東大サステイナ
ブルキャンパスプロジェクト」講演(2014.10.24)
36)迫田一昭, GUTP セミナー,「東大サステイナブルキャンパスプロジェクト」講演(2014.12.12)

表彰
1) 関東地区電気使用合理化委員会，｢電気使用合理化｣ 最優秀賞，
（2010.2.26）
2) ヒートポンプ蓄熱センター，
「第 13 回蓄熱のつどい」 感謝状，
（2010.7.15）
3) ヒートポンプ蓄熱センター，
「H22 年度 運転管理等の改善事例」 優秀賞，
（2010.9.9）
4) エコ・リーグ（全国青年環境連盟）「第 3 回エコ大学ランキング」【環境対策実施状況】部門で 1 位
(2011.10.26)
5) エコ・リーグ（全国青年環境連盟）「第 4 回エコ大学ランキング」総合 3 位（大規模大学・国公立大
学で各 1 位）入賞(2012.10.16)
6) 省エネルギーセンター,H24 年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」受賞(2013.1.30)
7) 日本エンパワーメントコンソーシアム,ワットセンス・アワード 2012「エコ・リーグ賞」
（ユニーク
活動部門）受賞(2013.3.29)

