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長崎大学におけるエネルギー消費の実態把握と
予測に関する研究
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by
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The purpose of this research is to clarify the energy consumption at three campuses and
school of engineering in Nagasaki University. First, we compare the energy consumption
of electricity and gas between the three campuses from 2007 to 2017. As a result of
analysis by quantification class I, it is the number of people who have the most influence on
the primary energy consumption per unit floor area of our university. Finally, the energy
consumption reduction targets in 2030 (compared to 2017) were set respectively.
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1．はじめに

ネルギー消費量を他の国立大学法人と比較し，本学の

大学は一般に多くの施設を持っており，多数の人々が

エネルギー消費が他大学に比べてどの程度であるかを

使用し，活動時間も長いため，多くのエネルギーを消費

明らかにする。そして，本学の将来におけるエネルギー

している。また，今後は施設の増築や改修，情報通信機

消費量を予測し，エネルギー消費量削減のための目標

器や大型研究設備の増加，研究内容の高度化等により，

値を設定 する。 以上の よう に本研究 は本学 のエネ ル

エネルギーの消費量は益々増加する傾向にある。そのた

ギー消費特性を把握し，本学のエネルギー管理への基

め，大学という大型建築物が消費する膨大なエネルギー

礎資料を提供することを目的としている。

を僅かでも削減することができれば，省エネルギー化の
推進に大きく貢献することができる。大学のエネルギー
消費に関する研究 1)-4) はこれまでに多数行われている。

2. 調査概要
本研究では，文教キャンパス(以下，文教 C)，坂本

しかし，一括りに大学といっても各大学によってその

キャンパス(医学部医学科，各研究所がある坂本キャン

規模や学部構成などに多くの違いがあるため，大学ご

パス 1(以下，坂本 C1)と附属病院，歯学部，医学部保

とのエネルギー消費特性を把握して省エネルギー方策

健学科がある坂本キャンパス 2(以下，坂本 C2))，片淵

を検討することが重要である。大学という大型建築物

キャンパス(以下，片淵 C)を対象とする。Table 1 に示

が消費するエネルギーは膨大であるがゆえ，そのエネ

すように，4 箇所のキャンパスのうち，延床面積は坂

ルギー消費特性を把握した上で省エネルギー化を図る

本 C2 が最も大きい。これは，キャンパス内に学生用

ことは重要である。

の建物だけでなく附属病院が立地しているためである。

本研究では，本学全体，キャンパス別，学部別の消

また坂本 C2 に次いで，文教 C，坂本 C1，片淵 C の順

費量を把握し，本学における 2007 年以降のエネルギー

に大きくなっている。人数は多くの学部が立地してい

消費実態やその要因を明らかにすると共に，本学のエ

る文教 C で最も多く，次いで坂本 C1，片淵 C，坂本
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C2 の順に多い。使用熱源は電力，都市ガス，重油，灯
油の 4 種類であり，これらを分析対象とする。
Table 2 に示すように，本学全体，各キャンパス，
各学部におけるエネルギー消費実態の把握については，
各熱源のエネルギー消費量の光熱費請求資料のデータ
を基に調査する。調査対象期間は，2007～2017 年の 11
年間とする。また，本学の要因分析については，2007
～2017 年の 11 年間における月別単位床面積当たり 1
次エネルギー消費量を目的変数，月別人数，月平均気
温，月別開講日数を説明変数とする数量化 I 類による

Table 1

各キャンパスの概要(2017 年)

文教キャンパス
所在地
長崎市文教町1-14
延床面積（㎡）
121,174
人数（人）
7,798
事務局
総合体育館
総合教育研究棟
附属図書館
多文化社会学部
主な施設
教育学部
薬学部
工学部
環境科学部
水産学部

坂本キャンパス1
長崎市坂本1-12-4
55,272
1,304
医学部医学科
附属図書館医学分館
熱帯医学・グローバルヘ
ルス研究科
熱帯医学研究所
原爆後障害医療研究所
附属図書館医学分館

Table 2

片淵キャンパス
長崎市片淵4-2-1
16,422
1,587
経済学部
附属図書館経済学部分館

使用データ

項目

使用データ

本学全体における実態把握

多変量解析を IBM SPSS Statistics Ver.25 を用いて実施

各キャンパスにおける実態把握

している。また，本学におけるエネルギー消費量と他

本学におけるエネルギー消費の要因分析

の国立大学法人との比較については，全国の国立大学

坂本キャンパス2
長崎市坂本1-7-1
169,488
2,792
歯学部
医学部保健学科
附属病院

各学部における実態把握

光熱費請求資料(2007～2017年)

本学におけるエネルギー消費量と他の国立大学法人との比較

環境報告書(2016年)

本学におけるエネルギー消費の将来予測

光熱費請求資料(2007～2017年)

法人 54 大学を対象とし，各大学が発行している 2017
年の環境報告書に記載されている年間 1 次エネルギー
消費量(対象期間：2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日)
のデータを基に調査する。使用熱源は電力，都市ガス，
重油，灯油，LPG，ガソリン，軽油である。そして，
本学におけるエネルギー消費の将来予測に関しては，
2007～2017 年度における本学の年間 1 次エネルギー消
費量を基に，FORECAST.ETS 関数を用いて，各キャン
パスの 2030 年度までの将来の年間 1 次エネルギー消費
量を予測した。
Fig.1 大学全体の 1 次エネルギー消費量と気候の推移
3. 本学全体におけるエネルギー消費の実態 注

(2007～2017 年)

Fig.1 に示すとおり，大学全体の 1 次エネルギー消
費量は，この 11 年間で 503～601 TJ/年の範囲で変動し
ており，2007 年が最も少なく，2016 年が最も多くなっ
ており，その他の年も増減が見られる。2008 年の増加
要因として，附属病院における増設部の本格稼働に伴
う延床面積及び空調面積の増加が挙げられる。一方，
2011 年の減少要因として，重油から都市ガスへの本格
的な変換や，東日本大震災による省エネルギー実施の
影響が挙げられる。その他，2013 年の増加要因として，
坂本 C2 での延床面積の増加の影響が，2016 年の増加
要因として，7 月～10 月の月平均気温

5)

が前年度に比

Fig.2 各キャンパスの単位床面積当たりの
年間エネルギー消費量(2007～2017 年)

べて平均 2.2℃高く，空調機器の稼働が増加したこと
や，坂本 C2 で新診療棟が開院したことが挙げられる。
2017 年においては本学の 1 次エネルギー消費量の 77％
を電力が，22％をガスが占め，重油の消費量は非常に
少なく，特に電力の削減が重要だと確認できた。
4. 各キャンパスにおけるエネルギー消費の実態
Fig.2 に示すように，各キャンパスの単位床面積当
たりの 1 次エネルギー消費量は，坂本 C1，坂本 C2 が
それぞれ 1.8～2.0 GJ/m²・年，2.0～2.6 GJ/m²・年の範
囲にあり，文教 C の 1.0～1.2 GJ/m²・年，片淵 C の 0.4
～0.6 GJ/m²・年に比べ，大きな値を示している。1 次

Fig.3 各キャンパスの 1 人当たりの年間エネルギー
消費量(2007～2017 年)
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単位で比較すると，坂本 C1 は文教 C の 2 倍と多くなっ

においては，工学部は 1 次エネルギー消費量そのもの

ている。この理由として，坂本 C1 内の熱帯医学研究

では全学部中 2 番目の多さだったが 1 人当たりでみる

エネルギー消費量そのものは，文教 C と坂本 C1 が同

と，10.8 GJ/人・年と，学部の順位は 6 番目に多くなっ

程度であったにもかかわらず，単位床面積当たりの原

ており，理系学部の中でも最も 1 人当たりの 1 次エネ

所，原爆後障害医療研究所，アイソトープ実験施設，

ルギー消費量が少ない学部であった。以上のように学

遺伝子実験施設等の実験専用の施設のエネルギー消費

部別に見た場合，医学系学部におけるエネルギー消費

が大きいことが推測される。また，片淵 C については

量を削減する必要があると考えられる。なお，同じ医

文系学部である経済学部では実験などに要するエネル

学系学部であっても医学部保健学科では，7.1 GJ/人・

ギー消費がほとんどないため，単位面積当たりの消費

年と全学部の中でも比較的少ないことがわかった。

量が小さくなっていると考えられる。
Fig.3 に示すとおり， 各キャンパスの 1 人当たりの

6. 本学におけるエネルギー消費の要因分析

1 次エネルギー消費量は毎年，文教 C で 15～18 GJ/人・

本学のエネルギー消費量に影響を及ぼす要因を明ら

年，坂本 C1 で 80～89 GJ/人・年，坂本 C2 で 126～161

かにすることを目的として，年別単位床面積当たり 1

GJ/人・年，片淵 C で 3～5 GJ/人・年の範囲にある。各

次エネルギー消費量を目的変数，年別人数，月平均気

キャンパスの 1 人当たりの 1 次エネルギー消費量は，

温，月別開講日数を説明変数とする数量化 I 類

坂本 C2，坂本 C1，文教 C，片淵 C の順に大きい。こ

る多変量解析を実施した。

6)

によ

れは坂本 C2 に附属病院が，坂本キャンパス 1 に各研

Fig.6 に示すように，人数のカテゴリーでは，1,500

究施設があり，附属病院や実験・研究施設等で使用す

人未満及び 3,000 人以上を除いて，人数が増えるほど

るエネルギー消費量が大きいためと考えられる。また，

カテゴリースコアが大きくなっている。1,500 人未満

文教 C の 1 次エネルギー消費量は坂本キャンパス 1 と

及び 3,000 人以上に関しては，人数が少なかったり，

同程度の値だが，1 人当たりの 1 次エネルギー消費量

多かったりする場合において教室の大きさによっては，

で比較すると坂本 C1 のそれの 1/5 程度と小さい。

効率の悪い使い方になってしまうことが影響している
と推測される。次に平均気温に関しては，10℃未満や

5. 各学部におけるエネルギー消費実態
Fig.4 より，学部別の面積が明らかな 2014～2017 年

25℃ 以上 では カテ ゴリ ース コア が正 とな り， エネ ル
ギー消費を増大させる要因となっている。

の各学部の単位床面積当たりの 1 次エネルギー消費量
は，医学部医学科，歯学部，薬学部，水産学部，環境
科学部，工学部，医学部保健学科，教育学部，経済学
部，多文化社会学部の順に大きいことがわかる。系統
別に比較すると医学系学部，理系学部，文系学部の順
に大きい。1 次エネルギー消費量自体では医学部医学
科に次いで工学部が大きな値を示していたのに対し，
単位床面積当たりの 1 次エネルギー消費量で見ると工
学部は少ない。この理由の一つとして，工学部の建物
延床面積が大きいことが挙げられる。さらに，2014～
2017 年の 4 年間における学部別 1 次エネルギー消費量
の比較においても，過去 4 年間とも医学部医学科が最

Fig.4 各学部の単位床面積当たりの
年間エネルギー消費量(2014～2017 年)

も多く，4 年間で各学部の 1 次エネルギー消費量の順
位に大きな変化はないことを確認した。
Fig.5 より，各学部の 1 人当たりの 1 次エネルギー
消費量は，医学部医学科，歯学部，薬学部，水産学部，
環境科学部，工学部，医学部保健学科，教育学部，経
済学部，多文化社会学部の順で大きいことがわかる。
系統別に比較すると医学系学部，理系学部，文系学部
の順に大きい。医学系学部が大きい要因として，薬品
保管のための低温冷蔵庫の使用や空調による温度管理
が必要であるほか，実験に使用する大型機器の使用に
伴って消費量が大きいことなどが考えられる。2017 年

Fig.5 各学部の 1 人当たりの年間エネルギー消費量
(2007～2017 年)
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気温が寄与率 26％と続いているが，開講日数は寄与率
1％と低かった。このことから，開講日数が単位床面積
当たりの 1 次エネルギー消費量へ及ぼす影響は小さい
と言える。
7. 長崎大学のエネルギー消費量と他の国立大学法人
との比較
本学のエネルギー消費量が他の国立大学法人のそれ
と比べて多いか少ないかを明らかにすることを目的と
して，2016 年の全国における国立大学法人 54 大学の
年間 1 次エネルギー消費量と比較し，考察する。
Fig.7 に示すように，単位床面積当たりの 1 次エネ
ルギー消費量は滋賀医科大学，東京医科歯科大学，大

Fig.6 カテゴリースコアの算出結果

阪大学，東京大学，北海道大学，群馬大学，名古屋大学
開講日数に関しては，いずれの項目においてもカテ

が 2 GJ/m²・年を超えており医科大学や規模の大きい大

ゴリースコアの値が小さく単位床面積当たりの 1 次エ

学の消費量が多いことがわかる。反対に，大阪教育大

ネルギー消費量に対する影響は小さいが，月当たりの

学，静岡大学，愛知教育大学では 0.5 GJ/m²・年を下回っ

開講日数が多い方がカテゴリースコアは僅かではある

ており教育系の大学の消費量は小さいことがわかった。

が大きくなっている。実際の単位床面積当たりの 1 次

54 大学の単位床面積当たりの 1 次エネルギー消費量の

エネルギー消費量と本分析により求めたカテゴリース

平均は 1.45 GJ/m²・年であるのに対し，本学のそれは

コアとの相関は，決定係数 0.62，相関係数 0.79 と算出

1.44 GJ/m²・年と，54 大学中 30 番目であり，単位床面

され，両者には相関があると考える。また要因別に見

積当たりでみると，1.50 GJ/m²・年をやや下回り全国的

ると，人数の寄与率が 73％と最も高く，人数は単位床

に見ると平均的な消費量を示していた。

面積当たりの 1 次エネルギー消費量に大きな影響を与

一方， Fig.8 に示すように，1 人当たりの 1 次エネ

える要因であることがわかった。また，人数に次いで

ルギー消費量は滋賀医科大学が著しく大きくなってお

C2 の順に多い。使用熱源は電力，都市ガス，重油，灯
油の 4 種類であり，これらを分析対象とする。
Table 2 に示すように，本学全体，各キャンパス，
各学部におけるエネルギー消費実態の把握については，
各熱源のエネルギー消費量の光熱費請求資料のデータ
を基に調査する。調査対象期間は，2007～2017 年の 11
年間とする。また，本学の要因分析については，2007

Table 1

各キャンパスの概要(2017 年)

文教キャンパス
所在地
長崎市文教町1-14
延床面積（㎡）
121,174
人数（人）
7,798
事務局
総合体育館
総合教育研究棟
附属図書館
多文化社会学部
主な施設
教育学部
薬学部
工学部
環境科学部
水産学部

坂本キャンパス1
長崎市坂本1-12-4
55,272
1,304
医学部医学科
附属図書館医学分館
熱帯医学・グローバルヘ
ルス研究科
熱帯医学研究所
原爆後障害医療研究所
附属図書館医学分館

坂本キャンパス2
長崎市坂本1-7-1
169,488
2,792
歯学部
医学部保健学科
附属病院

片淵キャンパス
長崎市片淵4-2-1
16,422
1,587
経済学部
附属図書館経済学部分館

～2017 年の 11 年間における月別単位床面積当たり 1
Table 2 使用データ
Fig.7 国立大学法人の単位床面積当たりの年間 1 次エネルギー消費量と年平均気温(2016 年)
次エネルギー消費量を目的変数，月別人数，月平均気
温，月別開講日数を説明変数とする数量化 I 類による

項目

多変量解析を IBM SPSS Statistics Ver.25 を用いて実施

各キャンパスにおける実態把握

している。また，本学におけるエネルギー消費量と他

本学におけるエネルギー消費の要因分析

の国立大学法人との比較については，全国の国立大学

使用データ

本学全体における実態把握
各学部における実態把握

光熱費請求資料(2007～2017年)

本学におけるエネルギー消費量と他の国立大学法人との比較

環境報告書(2016年)

本学におけるエネルギー消費の将来予測

光熱費請求資料(2007～2017年)

法人 54 大学を対象とし，各大学が発行している 2017
年の環境報告書に記載されている年間 1 次エネルギー
消費量(対象期間：2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日)
のデータを基に調査する。使用熱源は電力，都市ガス，
重油，灯油，LPG，ガソリン，軽油である。そして，
本学におけるエネルギー消費の将来予測に関しては，
2007～2017 年度における本学の年間 1 次エネルギー消
Fig.8 国立大学法人の 1 人当たりの年間 1 次エネルギー消費量と年平均気温(2016 年)
費量を基に，FORECAST.ETS 関数を用いて，各キャン
パスの 2030 年度までの将来の年間 1 次エネルギー消費
量を予測した。
Fig.1 大学全体の 1 次エネルギー消費量と気候の推移
3. 本学全体におけるエネルギー消費の実態

注

Fig.1 に示すとおり，大学全体の 1 次エネルギー消

(2007～2017 年)
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長崎大学におけるエネルギー消費の実態把握と予測に関する研究

り，次いで東北大学，東京医科歯科大学，浜松医科大

次エネルギー消費量が増加傾向にあることが主な要因

学，東北大学が 100 GJ/人・年を超えており他の国立大

として挙げられる。また，坂本 C1 においては，2021

学法人と比べ多いことがわかる。特に医科大学におい

年に新たな研究施設として BSL4 が運用される。BSL4

ては，1 次エネルギー消費量そのものに比べて 1 人当

における 1 次エネルギー消費量を既存の研究施設を基

たりの 1 次エネルギー消費量が非常に大きくなってお

に予測した結果，年間 27,405～32,022 GJ/年増加すると

り，医学系学部の 1 次エネルギー消費量は大学全体の

予測することができ，これは 2017 年における坂本 C1

それに対して大きく影響を及ぼしていると考えられる。

全体の 1 次エネルギー消費量の 26～31％ほどの消費量

一方，愛知教育大学と東京学芸大学は 10 GJ/人・年

であり，これも将来増加する影響だと考えられる。

を下回っており教育系の単科大学が他の国立大学法人

2030 年における各キャンパスの 1 次エネルギー消費

と比べ 1 人当たりの 1 次エネルギー消費量が小さいこ

量はそれぞれ文教 C で 50,596～153,056 GJ/年，坂本 C1

とがわかった。1 人当たりの 1 次エネルギー消費量の

で 111,116～266,667GJ/年，坂本 C2 で 131,191～592,047

平均は 47.5 GJ/人・年であるのに対し，本学のそれは

GJ/年，片淵 C で 3,289～16,947 GJ/年と予測された。

44.1 GJ/人・年であり，54 大学中 24 番目と，54 大学の

2030 年の 1 次エネルギー消費量を 2017 年のそれと比

平均よりやや少ない消費量を示していることがわかっ

較すると，文教 C では最小で 58％減少し，最大で 27％

た。

増加すると予測された。坂本 C1 では，最小でも 6％の
増加，最大で 155％増加すると予測された。坂本 C2

8. 本学におけるエネルギー消費予測
2007～2017 年までの年間 1 次エネルギー消費量の実
測値を基に FORECAST.ETS 関数を用いて，2021 年に

では最小で 63％に減少し，最大で 66％増加すると予測
された。片淵 C では，最小で 57％減少し，最大で 119％
増加すると予測された。

おける本学のエネルギー消費量の将来予測を行った。

2030 年の予測年間 1 次エネルギー消費量の平均値を

また，その結果に加え，今後本学の 1 次エネルギー消

基に，各キャンパスのエネルギー消費量削減目標値を

費量を増加させる要因となる新学部，新研究施設によ

設定する。2030 年における各キャンパスの予測 1 次エ

る 1 次エネルギー消費量を予測し，考慮した上で本学

ネルギー消費量の平均値の 10％減を目標値として設

の 2018～2030 年におけるエネルギー消費量の予測を

定した場合，それぞれ 2017 年のそれと比較して，文教

行った。

C で 13％減少の 105,231 GJ/年に，坂本 C1 で 37％増加

Fig.9 に示すように，2030 年における予測 1 次エネ

の 142,968 GJ/年に，坂本 C2 で 3％増加の 367,876 GJ/

ルギー消費量は，文教 C で 116,924 GJ/年，坂本 C1 で

年に，片淵 C で 24％減少の 5,908 GJ/年が削減目標値

158,853 GJ/年，坂本 C2 で 408,751 GJ/年，片淵 C で 6,565
単位で比較すると，坂本 C1
は文教 C の 2 倍と多くなっ
GJ/年と予測された。2017
年と比べて，文教
C，片淵 C

となる。2030 年において増加する可能性が高いと予測
においては，工学部は
1 次エネルギー消費量そのもの
された坂本
C1 と坂本 C2
ではできる限り 1 次エネル

ている。この理由として，坂本
C1 内の熱帯医学研究
ではそれぞれ
3％，15％ずつ減少しているのに対し，
エネルギー消費量そのものは，文教
C と坂本 C1 が同
坂本 C1，坂本 C2 ではそれぞれ 52％，15％ずつ増加す

では全学部中 2 番目の多さだったが 1 人当たりでみる
ギー消費量を抑える努力をする必要があり，
2030 年に
と，10.8
GJ/人・年と，学部の順位は
6
番目に多くなっ
おいて僅かに減少すると予測された文教 C と片淵 C に

程度であったにもかかわらず，単位床面積当たりの原
ると予測された。この理由として，FORECAST.ETS
関
所，原爆後障害医療研究所，アイソトープ実験施設，
数は過去のデータよりも最新のデータに対して比重を

ており，理系学部の中でも最も
1 人当たりの 1 次エネ
おいても，2017
年に比べ増加するケースもあるため，
ルギー消費量が少ない学部であった。以上のように学
1 次エネルギー消費量を 2017 年よりも削減する努力を

遺伝子実験施設等の実験専用の施設のエネルギー消費
置いた分析をするため，文教
C においては，2013 年以
が大きいことが推測される。また，片淵
C については
降 1 次エネルギー消費量が緩やかな減少をしており，

部別に見た場合，医学系学部におけるエネルギー消費
していかなければならない。
量を削減する必要があると考えられる。なお，同じ医

文系学部である経済学部では実験などに要するエネル
2017
年には最も 1 次エネルギー消費量に影響を与えて
ギー消費がほとんどないため，単位面積当たりの消費
いる電力消費量が過去最小の 97,598 GJ/年となってい

学系学部であっても医学部保健学科では，7.1 GJ/人・
年と全学部の中でも比較的少ないことがわかった。

量が小さくなっていると考えられる。
るためだと考えられる。また，文教
C では 2020 年に
Fig.3
に示すとおり，
各キャンパスの
1 人当たりの
新情報学部が運用されるが，新情報学部における年間

6. 本学におけるエネルギー消費の要因分析

次エネルギー消費量は毎年，文教 C で 15～18 GJ/人・
11 次エネルギー消費量を本学の環境科学部を参考に予
年，坂本
C1 で 80～89 GJ/人・年，坂本
C2 で 126～161
測した結果，7,919～12,387
GJ/年増加すると予測され

かにすることを目的として，年別単位床面積当たり 1

本学のエネルギー消費量に影響を及ぼす要因を明ら

GJ/人・年，片淵
で 3～5 GJ/人・年の範囲にある。各
たが，これは
2017C 年における文教
C 全体の 1 次エネ
キャンパスの
1
人当たりの
1
次エネルギー消費量は，
ルギー消費量の 7～10％ほどの消費量であったが将来

次エネルギー消費量を目的変数，年別人数，月平均気

坂本 C2，坂本 C1，文教 C，片淵 C の順に大きい。こ
の消費量にはあまり影響を及ぼさないものと考えられ
れは坂本CC2
に附属病院が，坂本キャンパス
1 に各研
る。片淵
においても電力消費量が
2016 年，2017
年

る多変量解析を実施した。

究施設があり，附属病院や実験・研究施設等で使用す
でそれぞれ
7,000 GJ/年を下回っており，将来さらに減
るエネルギー消費量が大きいためと考えられる。
また，
少すると予測されたと考えられる。坂本 C1 と坂本
C2
文教 C の 1 次エネルギー消費量は坂本キャンパス 1 と
が増加すると予測された理由として，どちらも近年
1
同程度の値だが，1 人当たりの 1 次エネルギー消費量
で比較すると坂本 C1 のそれの 1/5 程度と小さい。

温，月別開講日数を説明変数とする数量化 I 類

6)

によ

Fig.6
に示すように，人数のカテゴリーでは，1,500
Fig.9
予測年間 1 次エネルギー消費量
人未満及び 3,000
人以上を除いて，人数が増えるほど
(2007～2030
年)
カテゴリースコアが大きくなっている。1,500 人未満
及び 3,000 人以上に関しては，人数が少なかったり，
多かったりする場合において教室の大きさによっては，
効率の悪い使い方になってしまうことが影響している
と推測される。次に平均気温に関しては，10℃未満や

5. 各学部におけるエネルギー消費実態
Fig.4 より，学部別の面積が明らかな 2014～2017 年
の各学部の単位床面積当たりの 1 次エネルギー消費量

25℃ 以上 では カテ ゴリ ース コア が正 とな り， エネ ル
ギー消費を増大させる要因となっている。
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足立尚斗・源城かほり

9.まとめ

り，2030 年において僅かに減少すると予測された文

本研究から得られた知見を以下にまとめる。

教 C と片淵 C においても，2017 年に比べ増加する

①2017 年においては本学の 1 次エネルギー消費量の

ケースもあるため，1 次エネルギー消費量を今後も
引き続き削減する努力をしていく必要がある。

77％を電力が，22％をガスが占め，学部別では医学
系学部におけるエネルギー消費量が多く，キャンパ

今後の課題として，本学に適した具体的な省エネル

ス別では医学系学部がある坂本キャンパス 1 や 2 の

ギー方策を提示するとともに，今後もデータを蓄積し，

エネルギー消費量が多くなっている。

エネルギー消費動向を把握する必要がある。

②数量化 I 類による分析の結果，本学の単位床面積当
たりの 1 次エネルギー消費量に最も影響を与えてい

謝辞：エネルギー消費量のデータ提供にご協力を賜った

る要因は人数であり，次いで気温が影響を与えてい

本学施設部施設管理課各位をはじめ，関係各位に御礼申し

るが，開講日数はあまり影響を及ぼしていない。

上げる。また，本報は元大学院生の大脇崇さんの労を多と

③2016 年の全国における国立大学法人 54 大学の年間 1

した。ここに記して謝意を表する。

次エネルギー消費量と比較した。その結果，本学の
単位床面積当たりの 1 次エネルギー消費量の平均は
1.44 GJ/m²・年と，54 大学中 30 番目であり，全国平
均程度の平均的な消費量であることがわかった。ま

注：1 次エネルギー換算係数として，電力 9.97 GJ/MWh，
都市ガス 46 GJ/km3，重油 39.1 GJ/kL を用いている。

た，1 人当たりの 1 次エネルギー消費量は 44.1 GJ/
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Fig.1 に示すとおり，大学全体の 1 次エネルギー消

(2007～2017 年)

