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２．TSCP の概要

気候変動問題が現実に解決すべき問題として社会の重大

2.1

基本コンセプト

な関心事になっており，あらゆる部門における取り組みが

TSCP が対象とすべき環境負荷は多岐にわたっているが，

必要不可欠になっている．とりわけ大学には，環境と調和

今日の問題の緊急性，困難性と大学が先導的役割を果たす

した持続可能な教育･研究活動を実践することを通じて，環

必要性の高さから，温室効果ガス排出削減による低炭素キ

境調和型の経済活動を軸とした新たな社会モデルを示して

ャンパスづくりを当面の最優先課題として取り組んでいる．

いくことが求められている．

TSCP の遂行にあたっては，以下３つのコンセプトを基に，

大学のキャンパスにおけるエネルギー消費の内訳は多様

これらの相互関係や相乗効果を勘案し，効果的かつ効率的

である．講義が行われる教室，教員と学生の居室，事務部

に同時進行する“共進化システム”を構築し，大学という

門などは典型的な民生部門に近い一方で，さまざまな機器

研究･教育機関のモデルケースとして先導的に実現するこ

を使う実験研究はむしろ製造業部門に近い．また大学によ

とを目指している(図 1）．また国内外の大学も含め，これ

っては，理科系と文科系の併設，附属病院等の医療施設な

らの試みを社会全体の動きに繋げること，低炭素型の技術･

ども有している．さらにエネルギー消費の対象者が，従業

対策の普及をリードすること，経済的な波及効果をもたら

員のみである一企業の事務所建物などとは異なり，職員，

すことで，今後の目指すべき持続型社会モデルを提案する．

教員，学生，来訪者など，行動目的，内容，意識が異なる

【３つのコンセプト】

グループにより構成され，様々なエネルギーの使用実態と

・エネルギー需給に関する自律分散協調

なっていることも特徴といえる．

・省エネルギー･創エネルギーによる低炭素化

このように多様な活動を有する大学において，省エネル

・持続型社会建設に向けた社会連携

ギー，創エネルギー，エネルギー源転換などによって温室
効果ガス排出削減に関する計画策定･実施，効果検証を図っ
ていくためには，大学独自の戦略的な対応が不可欠である．

持続型社会建設に
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は，他の大学のみならず，民生部門の活動にとっても参考
になるものであり，ここにその概要を紹介したい．
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2.2

対策の具体化における基本的な考え方

床面積当たりの排出量原単位は，0.06～0.19(t-CO2/年㎡)

温室効果ガス排出量の削減を図るためには，事前にこれ

となっている．これは，各キャンパスにおいて営まれる活

らの要因を詳細に把握･分析した上で諸対策を検討するこ

動が，理科系，文科系，病院などその主体が異なっている

とが望ましいが，一方で時間的な遅れにも繋がる側面もあ

こと，建物の築年が大きく異なることなどが原因として考

る．そこで TSCP では，現在保有している様々な情報を基に

えられる．また，この中で最大床面積を占める本郷キャン

多面的に解析し，まずは概略の状況を把握した段階で二酸

パスの床面積あたりの原単位については，0.10(t-CO2/年㎡)

化炭素の排出削減，すなわち低炭素化の対策を具体化して

となるが，東京都の業務系事務所の平均値と同程度となっ

いる．その具体化された対策を基に，次の段階として詳細

ており，二酸化炭素排出量の総量は面積が大きいことに起

なモニタリング，計測･調査などを通じて，削減効果の精度

因していることがわかる．

向上を図るというアプローチを取っている．また，後述の

3.2

とおり対象となるものの数量が多いものについては，一括

部局ごとの電力使用量の推移

本学は，本部を含め全体で 54 部局から構成されるが，中

調達による費用対効果の拡大も視野に入れ進めている．

でも主な 10 部局について，床面積あたりの電力消費量を分

３．温室効果ガス排出の現状分析

析した結果を図-3 に示す（理科系･病院の部局：○印，文科

3.1

系の部局：△印）．理科系部局･病院は，薬学部から附属病

キャンパス単位の概要

本学では，一定規模以上の建物を有するキャンパスが関

院まで月平均すると約 20(kWh/㎡月)，年間にして 240(kWh/

東に 5 キャンパス（本郷，駒場Ⅰ，駒場Ⅱ，白金，柏）あ

㎡年)，文科系部局は，教育学部から文学部まで月平均する

り，本学全体のほとんどを占めている．この５キャンパス

と約 6kWh(kWh/㎡月)，年間にして 72(kWh/㎡年)となり，約

について，エネルギー由来の二酸化炭素排出量の総量をみ

３倍の違いがあることがわかる．理科系部局においては，

ると，年間約 136,000(ton-CO2/年)[2006 年度実績]となって

実験･研究活動があり学生の研究室滞在時間が長いこと，ま

いる(表 1)．なかでも，総延床面積が約 90(ha)と大きい本

たＯＡ機器や実験用冷蔵･冷凍庫の使用などによりベース

郷キャンパスは，その７割弱を占めていることがわかる．

でエネルギーを消費していることが要因となっている．

表1

５キャンパスのエネルギー消費量と二酸化炭素排出量（平成 18(2006)年度）

本郷
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エネルギー源別年間消費量
キャンパス

電力(kWh)

都市ガス(m )
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3

CO2 排出量燃料別構成(％)
電力

都市ガス

Ａ重油

５団地合計 293,161,831
10,890,655
1,002
135,740
79
19
2
0.10
※電力消費量あたりの CO2 排出量原単位は，供給元の東京電力㈱の 17 年度の値として環境省によって認定されている
0.368 kg-CO2/kWh を用いた．また，都市ガスについては 2.31 kg-CO2/m3，重油については 2.71t-CO2/kL を用いた．
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3.3

用途別電力消費量の推計

省エネルギー対策の基本として用途別の電力消費量の実

運用している情報基盤センターや医学部附属病院設備管理
棟など建物によっては年間を通じて 24 時間系の空調負荷を

態を把握することは重要であるが，容易なことではない．

持つ建物もある．これらの建物における空調用の電力消費

実態調査を行う場合，季節毎の把握をするために一年分の

は各月ともほぼ一定で年間を通じた消費量がある．このた

データが必要となる．そこで，保有する機器の調査による

め，これらの分を算出すると 22(GWh/年)となった．これら

ミクロの積み上げと，過去の建物単位の電力消費量の季節

の季節間の変動分とベースで消費する分を合計すると，

変化･時刻変化というマクロ解析を併用して推計を行った．

51(GWh/年)が冷暖房用の空調による電力使用量と推定する

(1)保有する機器の調査に基づく推定

ことができる．これは全消費電力量の 27%であり，残りの分

平成 17 年度に本郷キャンパスの各建物に対して，照明器

が空調以外の電力使用量の推計値となる．この空調以外の

具，空調設備，昇降機（エレベータ），冷蔵･冷凍庫，実験

電力使用量について，照明の占める比率を実測結果をを元

用インキュベータの保有数量と単機容量の調査･集計結果

に推定すると約 17%程度となる．このように空調および照明

を活用し，学生数に応じたパソコン台数の想定も含め，そ

の比率について推定した結果は，前項で述べた保有機器か

れぞれの機器定格値と使用時間想定から，これらの用途別

ら推定した値と良く整合していることがわかる．

電力消費量を推定した．次に，実際の電力消費量とこれら

これらの推計を総合すると，電力消費の用途別内訳は，

の積み上げの値の差が実験機器によるものと仮定して用途

空調：約 30％，照明：約 20％，その他一般機器：約 20％，

別の電力消費量の内訳を推定した．また，駒場 2 キャンパ

実験機器：約 30％ということができる．

スについても同様の内訳の推定を行った(図 4)．
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図4

10
5

２月

１２月

８月

１０月

６月

４月

２月

１２月

８月

１０月

６月

４月

0

２月

ある．一方冬のピークは，主に文科系では夏と同程度にな

15

１２月

また，夏期(7 月，8 月)のピーク月では 4 月の 1.5 倍程度で

消費電力量に関するキャンパスごとの用途別内訳

20
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傾向は，各部局においても同様の傾向となっている（図 3）．
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月積算電力量(GWh/月)

低となり，10 月が僅かに 4 月を上回っている(図 5)．この
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図 5 本郷キャンパスにおける月別積算電力量の推移

比べて小さい．これは，暖房用熱源に電気式エアコンを用

（平成 16 年 4 月～平成 19 年 3 月の実績値）

いる場合とガス･重油から製造する蒸気を用いる場合とで
その使用比率が異なっていることに起因している．
また，いくつかの建物に対して行われた夏季一週間の集

４．二酸化炭素削減に関する具体的対策
TSCP では，TSCP 2012 いうアクションプランを掲げ，見
える化と投資回収の短いものを対象に省エネ機器を率先導

中的なモニタリングの結果から，フリーザーの使用電力の

入することにより，2006 年度に比べ 2012 年度には非実験系

昼夜変動や季節変動が小さいこと，照明用電力については

の二酸化炭素排出量の 15%削減を確実に実施し，大量調達に

季節変動が尐ないことから，使用電力の季節変動の主要部

よる機器導入普及モデルを構築することを目標として計画

分は空調の利用の有無・利用時間の季節差によるものであ

を立案し，実行している．

ると考えられる．月別使用電力量が最低になる 4 月には，

(1)CO2 排出量削減対策の具体化

中間期における空調停止など空調用に使用される電力量が

前述のとおりエネルギー消費実態を捉え推計することと

無視できるものとして考え，4 月の月積算電力量以外のいわ

併せて CO2 削減の具体的対策についても，機器定格入力と想

ば「上乗せ分」を年間で積算すると，本郷キャンパス全体

定稼働時間などから，各々の機器･システムにおける省エネ

で 29(GWh/年)となることがわかった．また，大型計算機を

ルギー対策やその効果予測を項目別に整理･集計している．

具体的対策として，ボイラなど熱源機器の燃料転換(A 重

(3)個別機器対策における取り組み内容

油→ガス,燃焼→電気等)や適正容量化によるもの，一般機

本学全体で約 20 万台近く設置されている蛍光灯器具のう

器(照明,冷蔵庫等)の更新･改修･撤去によるもの，太陽光や

ち，更新されないままの FLR 照明器具について，57,150 台

風力発電など新設によるもの，保全･運用改善によるものに

と推計していたが，対策を実施するにあたり，器具形状な

大別し，各々の分類において考えられる項目を検討し，項

どを含め大学全体で詳細に現地調査を行った結果，36,325

目ごとに投資回収年数，CO2 削減効果などを集計している．

台が対象となった(表 2 の高効率蛍光灯器具への更新をさす)．

これらの集計結果に基づいて対策の絞込みを行うにあた

これらを高効率の Hf 蛍光灯器具へ更新するにあたり，一括

り，特に低炭素化のための対策資金が準備されている状況

調達することにより，大幅な CO2 排出量の削減になると共に，

ではないことから，低炭素化とともにライフサイクルにわ

投資回収の短縮化も図ることができた．今後，他の個別機

たっては省コストにもなる対策項目を先行させることを念

器対策項目に関し，同様に現地調査結果を踏まえた上で，

頭において評価を行った．この結果，該当台数の大小によ

導入年代や容量等に分類し，費用対効果の大きなものを対

り，”熱源系対策”と”個別機器対策”に大別し，概算値

象に一括調達の実施検討をすることとしている．

で約 18,100(ton-CO2/年)の削減効果を得られる試算結果を

表2

得た(表 2)．
これは，2006 年度の本学全体の排出量の約 13％，

TSCP2012 では，これらの対策を重点に位置づけており，
エネルギー供給形態の変更，設備容量の適正化，設備系統
の簡素化などさらなる詳細検討を行った上で具体的対策を
講じる．個別機器対策においては，対象となる機器台数が
多いことから，一括調達モデルを構築し，施工を含め効率
的に CO2 排出削減に取り組む予定である．また,TSCP2030 に
向けて，再生可能エネルギーの効率的利用に関する実験も
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非実験系のみを対象にすると約 20％に相当している．

熱原系対策については，運転稼動状況や負荷実態を捉え，
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併せて開始することにした．以下に，熱源系および個別機
器対策に関する取り組みの一例を各々紹介する．
(2)熱源系対策における取組み内容
本郷キャンパス内にある附属病院では，空調用途の冷水･
温水，給湯･滅菌などの用途の蒸気を製造する熱源設備を集
中化し，各建物へ供給するエネルギーセンター方式を採用
している．運転日誌データを基に負荷実態を詳細に分析し
た結果，年間を通じた冷水需要があり圧倒的に冷熱負荷主
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文献値と実績値の差異

年間熱負荷原単位 東大実績値

文献１1)

文献２2)

冷熱(MJ/㎡年)

632.9(72%)

418.7(56%) 334.9(52%)

温熱(MJ/㎡年)

245.1(28%)

334.9(44%) 309.8(48%)

※()内は年間合計に対する冷熱，温熱の比率
５．まとめ

体であること，温熱負荷は僅かであることなど年間負荷実

多様な主体の活動によりエネルギー使用実態が様々な大

態を捉えることができ，併せて機器単体の効率低下など経

学キャンパスを対象に，利用可能な情報に基づいたエネル

年の劣化状況についても把握できた．

ギー消費の用途別内訳の推定を行った．この結果に基づき，

これらの使用実態に基づき，単位初期コストあたりの CO2

非実験系の活動を対象とした CO2 排出削減対策について網

排出削減効果を評価指標として最適な熱源構成の検討を重

羅的に検討し，費用対効果及び二酸化炭素排出削減量の面

ねた結果，熱回収機能を有する熱回収電動ターボ冷凍機を

から優先順位をつけ，一括調達モデル等の手法も含め実践

導入することで，冷水を製造しつつヒートポンプ熱回収運

している．これら本学の取り組みは，他大学はもとより，

転による温水製造も可能となり，機器単体の高効率化に加

民生部門の対策全般に活用･展開可能であることから，今後

えさらなる省エネルギー効果を期待することができる(表 2

その一助となることを期待している．

に示す冷凍機の更新をさす）．
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