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東京電機大学
省 CO 2 でセキュアなネットワークインフラ確立に向けて

省 CO 2 で セ キ ュ ア な ネ ッ ト ワー ク イ ン フ ラ 確 立 に 向 け て

新たな東京千住キャンパスを軸に 4 キャンパスを結ぶ全学レベルの
ICT 基盤を仮想化・クラウド基盤パッケージで再構築！

東京電機大学
創立：1907 年 9 月
所在地：東京都足立区千住旭町 5 番
学生数：約 12,000 名
URL： http://atom.dendai.ac.jp/

理工系総合大学として、千住（東京都）、鳩山（埼玉県）、千葉ニュータウン（千葉県）
、小金井（東京都）
の 4 キャンパスに、大学院、工学部、未来科学部、理工学部、情報環境学部、工学部第二部を展開。
約 12,000 名の学生を擁す。1907 年の学園創立以来、「技術で社会に貢献する人材の育成」を使命に、
建学の精神に「実学尊重」、教育・研究理念に「技術は人なり」を掲げ、一世紀以上に渡り社会の第一
線で活躍する技術者を数多く輩出してきた。2012年4月から北千住駅前に東京千住キャンパスを開設。
学園創立 100 周年記念事業の中核事業として都市型キャンパスの未来形を実現し、次の 100 年を目
指す。また、「東京千住キャンパス建設を端緒とする省 CO2 エコキャンパス推進計画」としても取り組
まれ、国土交通省のモデル事業にも採択（平成 21 年 11 月）されている。
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が立ったのは、企業などで採用が進むクラウド
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