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１． はじめに 

東京大学では，サステイナブルキャンパス構築に向け

た最優先課題として，低炭素化（省 CO2）の取組みを推進

している 1)2)。その一環として，実験設備の省 CO2 を推進

すべく，エネルギー多消費設備であるドラフトチャンバ

ー（以下 DC）の実態調査 3)を行っており，今般，大学で

の導入・運用実態に即した DC 施設の計画・設計・運用に

関する留意事項を整理したガイドラインを策定したので，

その内容を紹介する。なお，このガイドラインは東京大

学 TSCP 室 の ウ ェ ブ サ イ ト に も 掲 載 し て い る

（http://www.tscp.u-tokyo.ac.jp）。 
２．ガイドライン内容 
2-1 DCの省 CO2に関する手法の整理 
 DC 排気に伴うエネルギー消費（搬送動力と冷暖房用の

動力）の削減手法として，①DC サッシの開口率低減，②

排気ファン INV 化，③排気ファン集合化を挙げ，DC50 台

に対し一定条件を付したときの年間消費電力量の概算を

図 1 に示す。これより，サッシ開口率低減によって排気風

量が減少し冷暖房動力が削減されるため，運用時の省 CO2

に大きく寄与することがわかる。また，集合化は同時使

用率に応じた設備容量の合理化によるイニシャルコスト

の削減に有効であるが，搬送動力削減に有効な INV 化と

併せて行うことにより着実に省CO2に結びつくことがわか

る。 
2-2 化学実験室の実態 

東京大学本郷キャンパス（工学部・理学部）における

DC 採用状況を表 1 に示す。既存の DC 設備についてはほ

ぼ第三種換気となっており，近年新設もしくは大規模改

修を行った 3 建物のみ第一種換気，外気処理を行っている。

そのうち工学部 C，理学部 E における建物全体の消費電力

量内訳を図 2 に示す。排気に連動する空調関係（空調熱源，

外調機，PAC，排気ファン）の割合がそれぞれ 51%，65%
と高く，排気量削減が建物全体の消費電力量の削減に大

きく影響する要素であることが分かる。 
2-3省 CO2に考慮した DC設置時の検討項目 

DC 設置台数，使用状況等に応じ基本的な給排気システ 

 

図 1 年間消費電力比較 
表 1 本郷（工学部・理学部）における DC 採用状況 

 

    
図 2 工学部 C（左）理学部 E（右）消費電力量内訳 

表 2 給排気システム分類 

DC制御方式 排気風量制御 外気処理 給気風量制御

成行 なし EC-S-

外気送風 定風量 EC-SC

外気処理 定風量 EC-AC

成行 なし EV-S-

INV制御

排気に連動

INV制御

排気に連動

変風量 外気送風 EV-SV

外調機＋VAV EV-AV
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定風量

定格運転／
INVによる手動設定
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ムの選定をするためのフローを作成した。表 2 に給排気シ

ステムの組合せ，図 3 に排気システムの検討フローを示す。

排気については設置台数，運用状況（恒常的使用の有無）

等に応じて集合化するかを判断し，個別換気とする場合

も変風量方式とするなど省CO2対策を講じることとしてい

る。給気については外気処理の要否が重要であり，DC 運

用が短時間である場合など利用者が環境を許容できる場

合は，外気処理せず直接外気導入とすることを検討する

など室内温熱環境等に配慮しつつ，徒に空調負荷が増え

ることのないよう留意する。 
2-4運用時における省 CO2手法 

DC サッシ開口率低減が重要であることからサッシ制限

ストッパーや DC 利用状況の可視化を紹介している。図 4
に DC 排気風量状況を可視化したグラフを示す。人検知セ

ンサの情報を活用し，無駄な運用（不在時サッシが開い

ている時間数，風量）を把握し，当該情報を使用者にフ

ィードバックすることで省CO2に向けた意識付けが期待で

きる。 
2-5ケーススタディ 

工学部 E（単独方式（一部集合化）、排気ファン定速）

を対象に，図 5 のような基準階ゾーニングで集合化し，更

に INV 化した場合の試算結果を図 6 に示す。施工面等の

課題がクリアされる前提となるが，全体で約 50%の省エ

ネルギー（省 CO2）効果が見込めることが分かった。 
３．まとめ 

本報では DC に関する省 CO2のためにとりまとめたガイ

ドラインを紹介した。DCにおける省CO2を進めるにはDC
設置時のシステム検討もさることながら DC サッシ開口率

低減など運用時の取り組みが重要である。ガイドライン

は 2016 年 3 月末に完成し運用を始めたところであり，今

後学内使用者への周知浸透を図っていくとともに，新規

技術的・法的動静やユーザ他ガイドライン参照者からの

意見を踏まえたリバイス，ベストプラクティスの紹介の

追加等を行い，形骸化しないよう適宜実態に即した有用

なものとしていくことが課題と考える。 
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スタート

①DCの設置
台数が複数台
（目安：5台以上）

②変風量マニフォールド化（集中排気方式）に関する以下の検討を行う
運用関係の確認
□複数のDCから排気されるガスを同一のダクト・スクラバーで処理できる
 　か？
□DCが連続して長期の運用（24時間で長期間連続連続運転するなど）
　 となっていないか？
建築関係の確認
□個別処理に対応する十分な立てダクトスペースが確保できてない？
□DCを設置する実験室が各階平面でほぼ同一の位置にあり排気立て
　 ダクトがまとめやすくなっているか？
□屋上にマニフォールドダクト展開スペース、ファン、スクラバーの設置
　 スペースが確保できるか？
コストの確認
□予算内でマニフォールド化が実現できるか？

検討の結果

個別換気

マニフォールド化

個別換気に有利と判断

マニフォールド化に有利と判断

⑤マニフォ-ルド方式
変風量ドラフトチャンバーを採用する。
変風量装置VAVを設置する。
排気ファンは、INVを設置し、変風量とする。
外調機系統がVAVに場合は連動をとる。

NO

Yes

③個別変風量方式
DCの扉の開度に応じて、排気量を可変させる。
※実験室の環境は外気状態となる。
※外気の取り入れは、階や建物のエアーバランス
　 を検討する。

風量制御に
よる省エネルギー

④定風量方式
ただし、運用はON-OFF運転を行い省エネルギー
運転とする。
風量調整はINVによる手動設定が望ましい。
※実験室の環境は外気状態となる。
※外気の取り入れは、階や建物のエアーバランス
　 を検討する。

Yes

No

 
図 3 排気系統の検討フロー 

図 4 DC 利用状況可視化グラフ 

 
図 5 ケーススタディ基準階ゾーニング（工学部 E） 
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図 6 省 CO2改修をした場合の消費電力量（工学部 E） 
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