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名古屋大学 省エネ･節電実行計画 [H30 年度 冬季]  

 

平成３０年１０月１６日 

名 古 屋 大 学 

 

これまで全学の構成員が一体となって実施してきた省エネルギー

の取組みが高く評価され、平成 29 年度省エネ大賞（資源エネルギー

庁長官賞）を受賞いたしました。 

本学は、今後も省エネルギー対策を積極的に推進して参りますの

で、引き続きご協力をお願いいたします。 

 

１．基本方針 

 本学は、名古屋市の業務用事業者のうち、エネルギー消費量が突出して１位と

なっていると共に、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）によ

り、エネルギー使用量に対する年間１％以上の削減義務を負っている。 

 これを受けて本学は、キャンパスマスタープラン２０１６にて二酸化炭素排出

を２０２４年度までに３０％削減する（２００５年度比）目標を掲げている。 

 このような状況のため、エネルギー使用の総量削減の実現に向けた本学構成員

の総力を挙げた取り組みが急務となっていることから、エネルギー使用量が増大

する冬季に省エネルギー・節電対策を実行する。 

 

２．取組の対象 

本学の全てのキャンパス 

 

３．取組の実施期間 

平成３０年１２月１日（土）～平成３１年３月３１日（土） 

※省エネ・節電の取組にあたっては、学生、教職員等の健康や安全管理に十分留意してください。

但し，エネルギーの合理的使用にはご協力をお願いいたします。 

 

一般用途の暖房期間  

平成３０年１２月１日（土）～平成３１年３月１５日（木） 

    （但し、上記以外の期間において、健康管理上支障となるおそれのある場合ならびに 

実験等定温設定が必要な部門を除く。） 
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４．数値目標 

 （１）エネルギー使用量削減目標 

   ２０１７年度の総エネルギー使用量は前年度から約 1％増加、光熱水費は 

  約３億円増加して２７.６億円となり、２０１８年度一般運営費交付金の約 

  ９.６％ を占めているため、以下の数値目標を掲げる。 

冬季のエネルギー消費原単位 １％以上削減（平成２９年度比） 

冬季のエネルギー消費原単位目標値 （ ）内は前年度実績値を示す 

東山地区：17.53 L/㎡ 鶴舞地区：22.74 L/㎡ 大幸地区：6.62 L/㎡ 

(17.71 L/㎡)          (22.97 L/㎡)          (6.69 L/㎡) 

冬季の使用量を１％削減できた場合の削減額（昨年度実績から試算） 

東山地区：約 424 万円 鶴舞地区：約 230 万円 大幸地区：約 9 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東山団地エネルギー使用量等推移 鶴舞団地エネルギー使用量等推移

大幸団地エネルギー使用量等推移
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 （２）ベース電力削減目標 

冬季のベース電力消費量 １％以上削減（平成２９年度比） 

冬季のベース電力消費量目標値 （ ）内は前年度実績値を示す 

東山地区：8,682 kW  鶴舞地区：4,015 kW  大幸地区：168 kW 

(8,770 kW)           (4,056 kW)           (170 kW) 

 

＜補足：ベース電力について＞ 

 本紙におけるベース電力とは、キャンパス全体や建物における時刻毎の電力消費量のうちで、

最もその値が小さくなる時刻の電力消費量と位置づけている。 

 建物に人が不在であっても、常時稼働している機器、空調、照明などで消費される電力量に

より構成される。本学のベース電力は、他の建物用途に比べて相当大きい実態がこれまでに

明らかにされており、大きな省エネ効果を得るには、ベース電力対策が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

電力使用量の時間パターン            東山地区の年間電力使用量内訳 

出所：名古屋大学エネルギーマネジメント研究・検討会（H25 年度報告会） 

 

５．省エネ・節電の重点事項 

（１）クラウドサービス移行の推進  

ベース電力削減対策として，学内クラウドサービス等への移行を推進する。分

散設定されているサーバ機器の集約化は，サーバおよびサーバ用空調のエネル

ギー削減につながり，サーバ維持・管理の業務効率化とセキュリティ水準の維

持・向上にも寄与する。 

※学内クラウドサービス（情報連携統括本部）には以下のものがあります。 

・Web ホスティング 

（http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/hosting/） 

在室時冷房用
6%

在室時暖房用
3%

在室時照明及び

コンセント用
17%

ベース電力
73%

その他
1%

約 80,000,000kWh 
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・統合サーバサービス 

（http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/server/） 

・仮想専用サーバホスティングサービス 

（http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/vps-hosting/） 

 

（２）空調集中制御のエリア拡大  

居室（事務室，会議室，教員室，院生室，セミナー室，ゼミ室，演習室等）の

空調集中制御状況を再確認し，集中制御エリアの拡大を行う。 

※東山地区のみ 

 

（３）空調運転時のドア・窓閉鎖の徹底  

空調時には空調エネルギー消費抑制のため，その部屋のドア・窓を閉めること

を徹底する。 

 

（４）エネルギー消費削減のためのインセンティブ・システム（試行）  

本学構成員のエネルギー消費削減に向けた取り組みを促すため、期間エネルギ

ー使用量が昨年度より減少した部局に報酬（インセンティブ）を与える。 

対象期間は夏期（７～８月）及び冬期（１２～２月）とし、報酬財源は省エネ

推進経費にて合計３００万円を上限、東山地区のみを対象とする。 

 

（５）トータルエネルギーの見える化 

東山地区の“電力使用量の見える化”を、建物別の“電力・空調ガス使用量の

見える化”に発展させ、トータルエネルギーの使用量として構成員に公開する。 

※名大トップページ：バナー「名大の省エネ」→東山地区「建物別表示」リンクボタン 

http://www.co2-reduction.provost.nagoya-u.ac.jp/ 

 

６．省エネ・節電の定着事項 

（１）省エネ推進体制の連携強化（省エネットワーク）  

施設管理部と各部局の施設管理担当者にて学内ラウンドを実施、省エネを推進

する上での課題や提案に関する情報を収集し具体的な省エネ対策を検討する。 

 

（２）実験装置等の省エネ推進 

実験装置等の省エネ運用対策事例データを収集するため、研究室で運用する実

験装置等の省エネ対策の提案や、専門家による省エネ対策の支援を得たい研究

室等を募集する。省エネ効果が期待できる懸案については、省エネ推進経費等

による実証計測を検討する。 

※http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/05naibu/05information/shouene/index.html 
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（３）空調集中制御 

空調エネルギー消費抑制のため，ウォームビズ推進と以下の空調制御を実施す

る。 

 １）設定温度の上限値は２３℃とする。（室温は１９℃を目安） 

 ２）東山地区のみ定時の消し忘れ防止制御を行う。 

※空調設定温度１℃緩和で、およそ１０％の省エネが可能です。居室内での重ね着や 

 膝掛け利用などのウォームビズを推進し、補助暖房器具は使用しないでください。 

 

７．具体的な省エネ･節電対策 

各学部等の実情を勘案のうえ、以下の内容を参考に学生・教職員等が自ら積極的

に省エネ・節電に取り組む。 

○主に大学として取り組むこと 

☆主に各部局等が組織として取り組むこと 

◇主に学生・教職員等が自ら取り組むこと 

 

（１）一般事項 

・ホームページ、ポスター、メール等によって、節電実行計画期間中であること

を学内外に広く周知し理解を得るとともに、節電の取組みを推進する。＜○☆＞ 

・部局内で省エネパトロールを実施する。＜☆＞ 

・空調を使用する講義室は、連続使用となるカリキュラムを工夫する。＜☆＞ 

・人数に応じた講義室や会議室の選択により無駄な空調・照明を省く。＜☆◇＞ 

・使用していない実験機器、IT 機器等の電源 OFF を実施し、待機電力の多いもの

は電源プラグを抜く。＜☆◇＞ 

・施設開放時に利用者への省エネを呼びかける。＜○☆＞ 

・飲料自動販売機の常温枠の設定等を業者に推進する。＜○☆＞ 

 

（２）照明設備 

・不要な照明の消灯を徹底する。＜☆◇＞ 

・不在時または帰宅時の消灯を徹底する。＜☆◇＞ 

・照明器具を間引いて点灯する。（蛍光灯約 40Ｗ/本の省エネ･節電効果）＜☆◇＞ 

・窓周辺の棚等を整理し、窓からの自然光の有効利用を図る。＜☆◇＞ 

・明るい時間帯はブラインドの角度調整等により消灯に取り組む。＜☆＞ 

・経済性の良い高効率器具やランプを採用する。＜☆＞ 

・ランプおよび照明器具を清掃する。＜☆◇＞ 

・少人数の講義や会議は、前方に集中して着席し消灯を徹底する。＜☆◇＞ 

・授業終了後、会議終了後に照明を消灯する。＜☆◇＞ 

 

（３）電化製品 

・パソコンの待機時に省電力モードになるように設定を徹底する＜☆◇＞ 

・帰宅時など電気製品を長時間使用しないとき主電源を切る。＜☆◇＞ 
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・個人で主電源を切るためにスイッチ付テーブルタップの設置を徹底する＜☆◇＞ 

・短時間パソコンを使用しない場合、小まめにディスプレーを消す。＜◇＞ 

・長時間パソコンを使用しない場合(２時間以上席を離れる時など)は、シャット

ダウンする。（モニタ電源も合わせて切ると約 20Ｗの省エネ･節電効果）＜◇＞ 

・パソコンのディスプレーの輝度調整を行う。＜◇＞ 

・パソコンの省エネ設定（スリープモード、休止設定）を行う。＜☆◇＞ 

・プリンタ、コピー機の長時間待機中は、節電モードに切り替える。＜☆◇＞ 

・フリーザーの集約化を図り、使用台数を抑制する。＜☆◇＞ 

・ジェットタオルの使用を停止する。＜☆＞ 

・冷蔵庫の中身の整理、適正な温度設定を徹底する。＜☆◇＞ 

・電気ポットは使用時のみ通電する。＜☆◇＞ 

・電気ポット、冷蔵庫の共用化を図り、使用台数を抑制する。＜☆◇＞ 

・プリントアウト時は２UP 印刷等を実施する。＜☆◇＞ 

・サーバー室の空気の流れの適正化や空調設定温度を見直す。＜☆◇＞ 

 

（４）空調設備 

・室温管理(１９℃)を徹底し、部分的な稼働など、部屋の利用状況に応じた使用

を心掛ける。（設定温度を１℃下げると約 10％の省エネ･節電効果）＜☆◇＞ 

・ブラインド、カーテンを適切に調整し、室温の上昇の抑制を心掛ける。＜☆◇＞ 

・室温管理は、空調機の設定温度ではなく、温度計等により行う。＜☆◇＞ 

・長時間部屋を離れるときは空調機の停止を徹底する。＜☆◇＞ 

・空調の使用時にドアや窓の不要な解放をしない。＜☆◇＞ 

・授業終了後、会議終了後に空調を停止する。＜☆◇＞ 

・室内温度のばらつきに留意し、扇風機等を活用する。＜☆◇＞ 

・空調機のフィルタをこまめに清掃する。＜☆◇＞  

・空調運転時は全熱交換機を全熱交換モードもしくは自動運転とする。＜☆◇＞ 

・補助暖房器具（パネルヒーター等）は使用しない。＜☆◇＞ 

・空調を帰宅３０分前に停止し、余熱を有効利用する。＜☆◇＞  

 

（５）昇降設備等 

・エレベータは、設置台数や配置に応じて一部使用を停止する。＜☆＞ 

・最寄り階への移動(３階程度まで)は階段を利用する。＜☆◇＞ 

 

（６）その他 

・電力を多く使用する実験はなるべく電力ピーク(13 時～16 時)を避ける＜☆◇＞ 

・実験用製氷機等の停止又は共同使用により稼働台数を抑制する。＜☆◇＞ 

・ドラフトチャンバの開閉窓は、不在時に閉鎖又は最小開口とする。＜☆◇＞ 

・入居売店等への節電の協力要請を行う。＜☆＞ 

・私用通信機器(スマートフォン等)は、コンセントを介して充電しない。＜◇＞ 

・ウォームビズ(室温 19℃でも対応できる服装)の実践を徹底する。＜☆◇＞ 
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８．フォローアップ 

本計画については、本学の今後の節電状況や社会情勢等の変化に応じ、キャン

パスマネジメント本部会議において、対策の追加、見直しの検討、決定を行い、

学生、教職員等へ周知することとする。 

また、本計画の実施期間終了後、実施内容、結果等について、確認・公表を行

うものとする。 

 

＜名古屋大学の省エネ推進体制＞ 

「名古屋大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程(平成 17 年 4 月 1 日施行)」に基づき、
各部局に「エネルギー管理責任者」を置いて省エネルギーの推進を図ることとし、「省エネ推進担当者」
をエネルギー管理責任者の下に選任しています。 
 

 

＜関連情報＞  

皆様の継続的な取組み内容が高い外部評価を受けています。 

■平成 29年度省エネ大賞受賞（省エネ事例部門） 

資源エネルギー庁長官賞 

「低炭素エコキャンパス実現に向けた教職協働に 

よるエネルギーマネジメント」 

■第 3回サステイナブルキャンパス賞受賞 

（大学運営部門） 

「包括的・継続的エネルギーマネジメントによる 

低炭素エコキャンパスの推進」 

http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20180309.html 

 

持続可能な社会形成を牽引する特筆すべき取組みとして注目を集めております。

引き続き、御協力をお願い致します。 


