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千葉商科大学には「宝」がある

• 野田メガソーラー発電所

–動画（空撮）を見る（1分）

発電容量2.45MWという、大学
単体としては日本一の規模
一般家庭777世帯分の発電量が
ある
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２０１０年、学内の１号館屋上にも

出力１２kWのソーラーパネルを設置

千葉商科大学市川キャンパス１号館

年間発電量
は

13665kWh
（2014年度）
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野田メガソーラーの発電実績

2014年度の年間発電量実績＝336万4517kwh

本学市川キャンパスの電力消費量（2014年度）

＝ 439万2900kWh

野田メガソーラーはキャンパスで使われた電力
の７７％相当を発電したと計算できる

残りの23％を省エネ・創エネで削減できたら・・
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自然エネルギー１００％
エコキャンパス実現！？
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「100％自然エネルギーエコキャンパス」実現のため
経済産業省の可能性調査に応募

77%

23% 野田メガソーラー

省エネ・創エネ

経済産業省より もの補助金を獲得！約１０００万円
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残り２３％・・・省エネ・創エネ活動が
重要

省エネ方法・・・使われていない教室
の電気を消す、冷暖房の温度調節
など電力の無駄遣いをやめることな
どがある

その他、新たな省エネ・創エネの可
能性調査を実施することにし・・・



この調査を外部委託: 専門委員会立ち上げ
学生も「学内インターン」として参加

サステナジー㈱
０９年設立。再生可能エネルギー事業を地元の

金融機関や企業と共同で設立した地域事業会社

㈱テクノプランニング

０７年設立。省エネ診断や省エネに必要な設備等の工事を
実施。 空調設備や電気設備の設計も行っている。

専門家委員会を設置し、事業を運営していく
ここに学生が「学内インターン」のような形で参加した
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学生のできることは何か
まずどの位の数の照明があるか目視で数えた

• ２３％のエネルギーを、どのように省エネや創エネで
カバーするか

• 電球の数を数え、LED化したらどの

くらい電気消費量を減らせるか
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学内温湿度・無駄調査の赤外線画像
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5号館ドア開放 5号館外側の入り口付近の温度 5号館内側の１階ロビーの温度

3号館セブン前の段差 段差部分の温度 セブンのドアが開放されている



無駄に窓・ドア開放、誰もいない部屋の電気つけっぱなし
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下：本館学生課の窓が開けっぱなし



「やってみるという学び方」
（アクティブ・ラーニング事例として紹介）
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http://www.cuc.ac.jp/ctv/yattemiru/2015/ind
ex.html#11



アンケート調査
2015年10月7日、主に1年生対象に実施

• 質問項目の事例

– 「省エネ」という言葉を知っているか

• ほとんどの学生は「知っている」

– キャンパス内で「省エネ意識」を持つことがあるか

• ほとんどの学生は「持たない」

– 見返り(金銭、学業面）があれば省エネ活動をするか

• 何が学生の省エネ行動のインセンティブになるか

– 休み時間や授業終わりなどどこで過ごすか

• クールシェア、ウオームシェアの可能性

– 省エネについて、大学に要望したい事

• LED照明、センサーライトが多かった
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Q: 一番電力を使っていると思う場所は？
A: １号館、そして本館&3,4号館
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しかし実際は、本館、図書館の順で電力消
費量が多い。（2014年度島崎卒論より）
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提案① 節電週間の導入

大学全体で節電に取り組む期間を定期的
に設けることにより、学生の省エネ意識を
高める。

フォーカスグループ
「どんな学内省エネ行動なら学生はやるか」



提案② サーモグラフィー体験

節電週間と併用し、実際に学生に節電体
験を行ってもらうことで意識改善を促す。



なぜ今
「100％自然エネルギー・エコキャンパス」

なのか

地球温暖化

パリ協定

日本の約束

省エネが一番重要



迫りくる温暖化の脅威

2016年は2015年に続き、かつてな
い記録的に暑い年だった。(NASA)
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Source: WMO “WMO Statement on the State of the 
Global Climate in 2016”, March 22, 2017  
https://public.wmo.int/en/files/climatestatement2016p
ng
Source of drought picture: 
http://www.thedailyvox.co.za/south-africa-isnt-alone-
in-feeling-the-wrath-of-el-nino/

https://public.wmo.int/en/files/climatestatement2016png
http://www.thedailyvox.co.za/south-africa-isnt-alone-in-feeling-the-wrath-of-el-nino/


2015年「パリ協定」成立！
2016年11月4日発効！

温暖化対策の国際的取り組み始動

• 世界のすべての国が温暖化対
策に取り組むことを初めて約束
した

• 世界の平均気温上昇幅を産業
革命前に比べ２℃未満に抑える
• 可能なら1.5℃もめざす

• 人間活動による温室効果ガス
排出量を実質ゼロにする
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次世代を代表する孫ととも
に協定に署名する米国ケ
リー国務長官 出典：AFP
（2016年4月22日）
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出典：International Institute for 
Sustainable Development
Coverage of COP21, 2015



日本が約束した削減目標は？

これをどのようにして達成
するか
• 産業界は自主行動計画

• 徹底した省エネ
– ネット・ゼロ・エネルギー・
ビルZEB、ハウスZEHの
導入加速

• 再生可能エネルギーを
増やす
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2030年までに2013年
度比 26％削減

出典：「長期エネルギー需給見通し」(2015年）
Yurika Ayukawa
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めざせ！ネット・ゼロ・エネルギー・キャンパス
「100％自然エネルギーエコキャンパス」は実現できる

学生がやる
のは、ここの
部分です！

図：サステナジー株式会社に著者加工
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節電アクション
「打ち水で涼しく大作戦」
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• 2016年７月４日（月）～８日（金）
および、オープンキャンパス（７
月10日）に実施した

• 総計500名近くの学生、職員、一
般の人が参加

• 打ち水をやる前と後で温度を測
らせ、打ち水の効果を実感

• 参加者は一様に「驚いた」「楽し
かった」

チラシ作成：吉羽・楜沢ゼミ
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