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Cisco EnergyWise を活用して削減した 
エネルギー コストを教育プログラムに再投資
課題 
Council Rock School District（CRSD）は、ペンシルバニア州で 9 番目に大きな学校です。10 校
の小学校、3 校の中学校、2 校の高校で合計 12,000 名の学生のために 1400 名の専従教職員が
勤務し、オルターナティブ スクール向けの支援も行っています。

多くの学区と同じく、CRSD も今日の難しい経済情勢の中、日々増していく予算圧迫の問題に取り組ん
でいます。増税による資金増額は非常に困難なため、経費削減は重要な課題です。人員が減少しても
教育プログラムの質を維持するために、CRSD はエネルギー節約プログラム Go Green を展開し、エ
ネルギー予算を削減することで、削減の対象になりがちな資金援助プログラムや教職員など、学区の運
営予算の異なる領域にそれを充当できるように計画しました。

ソリューション
Go Green プラグラムは、CRSD の電力消費を集中管理する基盤として新しいシスコのネットワー
クを使用し、2003 年に開始されました。シスコのゴールド パートナーである ePlus は、CRSD の 
Johnson Controls および Siemens のシステムに新しいネットワークを統合し、学区の冷暖房空調
設備（HVAC）システムに IT 制御機能を導入するアップグレードを支援しました。2010 年、CRSD 
は Go Green プログラムをさらに幅広い情報通信技術（ICT）デバイスに拡大し、ネットワーク デバ
イスや設備機器のエネルギー消費をモニタリング、制御、レポートするため、Cisco IOS® ソフトウェ
アに基づいたエネルギー管理プロトコルである Cisco® EnergyWise テクノロジーを導入しています。

現在、CRSD は導入した EnergyWise により、18 棟の建物間を接続する学区保有の約 200 台の 
Cisco Catalyst® スイッチと 5400 台のコンピュータについて、IT の可視化を実現し、電力の消費を
制御しています。また、約 260 台の Cisco Aironet® アクセス ポイントを使用してサイトにワイヤレス
接続機能を提供し、Catalyst スイッチの Power over Ethernet（PoE）ポートから電力の供給を受
けています。同時に、Catalyst スイッチは、EnergyWise がこれらのアクセス ポイントと他の PoE デ
バイス（約 300 台の IP 電話と 42 台の IP セキュリティ カメラなど）によって消費される電力をモニ
タし、ポリシーを適用できるようにします。

ペンシルバニア州の Council Rock School が 
エネルギー コストを 880 万ドル削減 

• お客様名：Council Rock School 
District

• 業種：教育
• 所在地：ペンシルバニア州バックス郡
• 在籍者数：学生 12,000 名、教職員 

1400 名

課題
• IT によるエネルギー モニタリングを実施
してエネルギー コスト節約プログラムを
制御し、より多くの教育資金を生み出す

ソリューション
• アップグレードされたシスコのネットワー
クを活用して、ネットワーク デバイスによ
るエネルギーの使用状況を測定、モニタ、
管理する

• IT デバイスおよび HVAC インフラス
トラクチャ間で、エネルギーの集中
管理ソリューションに対応した Cisco 
EnergyWise パートナーシップを利用す
る

導入の効果
• 2500 台のデスクトップ コンピュータ、

IP 電話、およびワイヤレス アクセス ポイ
ントを 1 日 12 時間シャット ダウンして
年間 20 万米ドル以上を節約 

• HVAC インフラストラクチャを制御するこ
とで年間 100 万ドルを節約

• コスト節約により重要な教育プログラム
や人材に充当する資金を確保

要約
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「私たちは Go Green プログラムを実現するため、ネットワーク装置などの IT 運用のあらゆる側面にお
いてエネルギーの効率化を求めていました」と、CRSD の IT ディレクタ、マット・フレデリクソン氏は語っ
ています。「ICT デバイスに対する Go Green プログラムを拡大するため、ネットワークに戻って再投資
する必要がない点が非常に重要なポイントです。シスコのソリューションによって、私たちは堅牢かつス
ケーラブルでセキュアなネットワークを構築し、大きな価値をもたらす先進的な機能を手に入ることがで
きました」

デバイスのウェイク アップおよびシャット ダウンの集中管理
CRSD の IT チームは、EnergyWise プロトコルを利用してシステムやネットワーク デバイスを集中的
にシャット ダウンし、電力を節約しています。今では、IT によって高校内のすべてのコンピュータやワイ
ヤレス アクセス ポイントの電源をオフにし、たとえば、メンテナンス作業を行うために登校日の午後 4 
時に電源を切り、午前 4 時に再び起動することができるようになりました。これにより、授業が始まる 
1 時間半前の午前 6 時には全システムの準備が整います。他校も同様の取り組みを実施していますが、
スケジュールを調整するために起動が午後にずれこんでいます。また、週末、長期休暇、その他の休校
日なども、IT で EnergyWise を使用してすべてのコンピュータやワイヤレス アクセス ポイントのスイッ
チをオフにできます。

最近、CRSD では、小学校の改装時に EnergyWise の導入をさらに拡大しました。まず初めに教師
との連絡を容易にするため、各教室に IP 電話を設置しました。IT 部門は、EnergyWise を使用して
学区内に設置された約 300 台の IP 電話だけでなく、一新された学校照明の一部も集中的に管理し、
放課後にそれらの電源をオフにしてさらなる節電を実施することを検討しています。

ネットワークに存在するデバイスのエネルギー使用状況をモニタおよびレポートする CRSD の機能を強
化するため、EnergyWise ソリューションには Verdiem Surveyor 6 が含まれています。このソフトウェ
アは、デスクトップ コンピュータと IP 電話やネットワーク上の他デバイスなどの Cisco EnergyWise 
デバイスを自動的に検出し、それらのエネルギー使用状況のデータをダッシュボードやレポート ツール
に取り込みます。この Surveyor 6 を使用することで、CRSD の IT チームは、学区のエネルギー節約
を示す明確でわかりやすい形式の月次レポートを生成し、設備部門や教育長のオフィスと情報を共有で
きます。

導入の効果
CRSD の Go Green プログラムによるコスト節約は、同学区が良質な教育を学生に提供し続けるため
に役立ちます。このプログラムに費やした 7 年間で、同学区は 40 % 以上の電力消費を削減し、880 
万ドルの節約に成功しました。これらは学区の運営予算に還元されて教職員の雇用の保護や教材への投
資に用いられ、学生の学習体験をより豊かにするために役立てられています。

学区の HVAC インフラストラクチャに IP 制御を使用することで、年間予定表に基づいて冷暖房のレベ
ルを自動的に設定し、年間で約 100 万ドルのコストを節約できました。EnergyWise ソリューション
によって、現在では 1 日 12 時間 2500 台のデスクトップ コンピュータが自動的にシャット ダウンされ
るため、CRSD は年間 20 万ドルをさらに節約できます。この金額は、約 3 名の専従職員の人件費と
福利厚生費や、あるいは約 300 台の新しい PC 導入費用に相当します。同学区では、1 日 12 時間、
250 台のアクセス ポイントをシャット ダウンすると年間で約 2500 ドルを節約でき、同様に 300 台の 
IP 電話を 12 時間シャット ダウンすると約 1000 ドル節約できることがわかっています。

「EnergyWise を使用すること
で、デバイスの使用状況に関
する洞察力が備わり、これを
制御できるようになりました。
また、EnergyWise は、行動
を変えて改善し、効率化を図
るように人々を説得するために
役立っています」

̶ マット・フレデリクソン氏 
CRSD の IT ディレクタ
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「私たちの Go Green イニシアチブは、教職員の雇用を確保し、教材を購入して書籍を提供するために
役立っています。EnergyWise によって最大限にコスト節約を実現し、子供たちのためにやるべきこと
を実行し続けることができるのです」と、フレデリクソン氏は語っています。また、CRSD では、休校時
に教室の IP 電話やワイヤレス アクセス ポイントをシャット ダウンすることで、セキュリティ面のメリット
も得られることがわかりました。たとえば、放課後に IP 電話を使用して通話料の高い国際電話をかける
ことはできなくなり、また学校付近の住民やその他の人々が夜間に校内のワイヤレス ネットワークを利用
することもできなくなります。

動的なデータの収集、通知、レポートをサポートすることで、EnergyWise は IT の非効率な部分や異
常を特定し、それらをすばやく修正できるように支援します。たとえば、フレデリクソン氏は電力消費の
上昇を追跡し、その原因が、機械類の電源が自動的にオフになった後にオンにした新しいメンテナンス
作業者であることを突き止めることができました。

「エネルギー節約の実現は、このソフトウェアの一部の機能でしかありません。より大きなメリットは、人々
の行動を変化させることです。EnergyWise が示すデータによって関係者に着目し、彼らにやる気を起
こさせることができるのです」と語り、設備メンテナンス担当者からの発案を採用することをフレデリクソ
ン氏は熱望しています。「コストを節約する新しい手法を見つけた場合は、ユーザ アカウントを作成して
その人物にシステムのアクセス権を与えます。たとえば、駐車場の照明管理コントローラを記述するメン
テナンス作業者が 1 名います」と、同氏は語っています。

CRSD では、さらなるコスト節約を求めて、優先的に EnergyWise を拡張する新しい目標と戦略計
画を展開しています。この計画には、どのデバイスがどのタイミングでどれだけの電力を消費するかを完
全に制御するために、電力を消費する校内のあらゆるシステム（照明システムの大部分など）に対応し
た、単一の EnergyWise 管理ペインに関する調査が含まれています。このロードマップには、Cisco 
EnergyWise と同学区の Siemens および Johnson Controls の Metasys ビルディング管理システ
ムのさらなる統合を推進し、インテリジェントでセキュアな高度にスケーラブルなシスコのネットワークに
よってすべてサポートされる統合型のエネルギー管理ソリューションを利用して、CRSD が最大限のコス
ト節約を達成する計画が盛り込まれています。

「エネルギー管理と IT の両方
にベスト プラクティスを導入す
ることで、他校も採用できるよ
うな財政上の課題や環境上の
責務に取り組む際の手助けと
なるプログラムを開発できたと
確信しています」

̶ マーク・クライン氏
CRSD 教育長
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フレデリクソン氏は、建物ごとにダッシュボードを設置してそのエネルギー使用状況を表示し、各所で教
職員間の競争を誘発して最小限の消費量を実現し、学区全体のエネルギー コストをより削減することを
目指しています。「肝心なのは測定値です。実際のエネルギー使用状況の測定値を人々に知らせることで、
より大きな効果が得られます。EnergyWise を使用することで、デバイスの使用状況に関する洞察力が
備わり、これを制御できるようになりました。また、EnergyWise は、行動を改善し、効率化を図るよ
うに人々を説得するために役立っています」と、同氏は語っています。

同学区の教育長であるマーク・クライン氏は、「エネルギー管理と IT の両方にベスト プラクティスを導
入することで、他校も採用できるような財政上の課題や環境上の責務に取り組む際の手助けとなるプロ
グラムを開発できたと確信しています。このプログラムにより、学区の境界を越えて満足の行く効果が得
られました」と、述べています。

関連情報
Cisco EnergyWise の詳細については、次の Web サイトを参照してください。 
http://www.cisco.com/jp/go/energywise/ 
Council Rock School District の詳細については、次の Web サイトを参照してください。 
www.crsd.org 
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ルーティングとスイッチング
• Cisco Catalyst 6509 シリーズ、 

3750 シリーズ、4506 シリーズ、
2948G スイッチ

• Cisco Nexus® 5000 および 2000  
シリーズ スイッチ

• Cisco IOS ソフトウェアと EnergyWise 
テクノロジー

データセンター
• Cisco Unified Computing System ™
（UCS ™）

ネットワーク管理
• CiscoWorks

セキュリティと VPN
• Cisco ASA 5500
• Cisco IDS
• Cisco Physical Access Manager

ビデオ
• Cisco Video Surveillance 2500  
シリーズ IP カメラ

• Cisco Video Surveillance Manager

音声および IP 通信
• Cisco Unified Communications 

Manager（CallManager）
• Cisco Unity® Connection  
ボイスメッセージング

• Cisco Unified Presence Server

ワイヤレス
• Cisco Aironet 1231G シリーズ、

1142N シリーズ、1252AG シリーズ  
アクセス ポイント

製品リスト

  C36-706171-00JA 12.09

http://www.cisco.com/jp/go/energywise/
www.crsd.org

