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1 ．はじめに
2009 年 12 月にコペンハーゲンで開催された

COP15 1）は，京都議定書 2）に定められていない
2013 年以降の地球温暖化対策を決定し，各国の同
意を求めることを当初の目的としていた。 しかし，
結論は先送りとなり具体的な削減目標のない「コ
ペンハーゲン協定」をまとめただけで閉幕した。
京都議定書の議決以降，地球温暖化の原因とな
る温室効果ガスの削減義務については，日本国内
でも様々な議論があるが，近年の国民の環境・エ
コロジーへの関心は高まりつつあるのではないか
と考えられる 3）。
2009 年には，また，全国の大学の地球温暖化
対策が活発化することを目標とした大学生によ
るエコ大学ランキングが話題となった。これは，
1994 年に発足した環境 NGOであるエコ・リーグ
（全国青年環境連盟）を中心とした，環境を学び，
活動を行う学生のネットワークが，全国 334 校の

国公私立大学を調査対象として実施したものであ
る。回答のあった 107 大学の二酸化炭素（CO2）
排出量・エネルギー使用量削減，実施している地
球温暖化対策，学生への教育・啓発，大学独自の
取組に係るアンケートの回答内容を点数化してラ
ンキング付けしている。図書館への言及はない
が，学生に対して，環境に関する推薦図書の案内
を行った事例 4）が報告されている。
大学図書館は，大学における教育・研究を支援

し，大学の研究成果の発信や学術資料の収集，保
存，提供，公開を行う機関である。各大学図書館
は，利用時間の延長や開館日数の拡大を行い，施
設の改修や新築に際しては，省エネルギーにも配
慮した採光や通風を工夫して，柱や壁の少ない開
放的な空間を構築してきた。これらは図書館利用
者に快適な時間と環境を提供している。
本稿では，大学図書館が，地球温暖化防止のた

め，どのような省エネルギー対策を進めてきたの
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かという点について，過去の事例と，名古屋大学
附属図書館 ESCO事業などの具体的な事例をもと
に報告する。

2 ．図書館と省エネルギーに関する事例
図書館と省エネルギーに関する文献では，1977
年に米国ボストンの図書館で開始された省エネル
ギープログラムの報告がある 5）。ボストン大学
図書館は，石油危機の影響を受けて，石油価格が
148％急騰し，電気料金も 83％値上がりという事
態に直面し， 室温設定を華氏 65 度 （摂氏 18. 3
度）に下げ，書架と机の照度を下げた。この時の
ボストン大学図書館の省エネルギー提案は，照明
器具へのタイマーと，窓への保温性のあるカーテ
ンの取り付けを含んだものである。
また，ボストン公立図書館は，電気使用量を
38％削減したにも関わらず，電気料金が 48％増加
したため，有効な 2つの保全対策としてとられた
のは，貴重書室用には単独の温湿度制御装置を使
い，閉館時間から，朝の施設オープンの 2時間前
まで暖房装置と空調設備を停止することであった。
以後，海外では多彩な事例報告，論文が公表さ
れているが，それぞれの時代や地域の環境意識，
省エネルギー技術を反映している。
例えば，1993 年の米国では，エネルギー高効
率技術を使い，照明，暖房，換気，空調装置，水
効率などを改善し，省エネルギー担当スタッフを
支援することによる，図書館の経費とエネルギー
の節約について報告されている 6）。
2000 年代に入ると，自然光や換気を活用し，人

工照明などを低減させた事例が報告されるように
なる。例えば，米国の地域図書館における，自然
光を利用した省エネルギーと，自然換気，通風に
よる暑さ対策，また，ドイツのアーヘン応用科学大
学ユーリッヒ校図書館における， 太陽エネルギー
を利用した建物の一部を学生の読書ガーデン用の
魅力的なオープンテラスとして，建物の中心部は
ガラスで覆われていることが紹介されている 7）。
2007-08 年ごろには，J. Meyerの論考のような

環境問題を強く意識した事例が見られるように
なった。Meyerは，地球温暖化がもたらす図書館
に関連した環境問題と，省エネルギーの手法を広
く取り上げ，すでに米国の多くの地域で構築され
ているグリーン・ライブラリーが，図書館のニー

ズと，地球に優しいデザインとエネルギー消費量
における実質的な経費節減を兼ね備えているこ
と，また，地球温暖化からコレクションを守るた
めに図書館員がとるすべての行動は，将来の世代
のために人間の記録を保存する重要なステップと
なる，と結論付けている 8）。
国内では，1998 年に葉山茂三による「上智大学

中央図書館における環境エネルギーの活用 ― 太陽
熱，太陽光，雨水利用，放射冷暖房の具体例」 9）の
報告がある。この中で，葉山は，低質（低密）熱
源により地球温暖化への防止のため CO2 発生の減
少を目指してきた成果や，都心型キャンパスにお
ける環境共生のあり方，環境エネルギーの活用に
よる成果を詳細な測定数値とともに紹介している。
東海地区で見ると，名古屋工業大学附属図書館
の事例がある 10）。2007 年度の南館の耐震改修に
伴い，屋上緑化，太陽光発電の設備が設置された。
太陽光発電は，南館 1－ 2階開架閲覧室の照明分
の発電能力がある。
また，岐阜大学図書館でも，2009 年度に太陽光
発電による図書館への電力供給が計画されている。
公立図書館としては，熱量原単位を 1999 年度
から 8年連続で前年に比べて 5％改善し続けてき
た福岡市総合図書館の事例が報告されている 11）。
担当のエネルギー管理士の工夫による設備投資ゼ
ロの省エネルギー手法は，窓際のブラインドの調
整（ブラインドを一年中降ろしっ放しにし，ブラ
インドの羽を水平にする），照明の数を減らし高
効率型に替える，空調機の独自の調整，不快指数
を基準にした冷房温度の設定，朝の清掃開始時間
を 30 分遅らせることによる照明の点灯時間と冷
房負荷の節減など，どの図書館でもすぐに実行で
きる対策が紹介されている。
名古屋大学では，2011 年 3 月完成予定の最先
端エコビル計画を公表している。この計画では，
全館（地上 7階，15, 000 ㎡）に LED照明器具を
設置し，高断熱・高遮熱・高気密仕様，斜めフィ
ン・庇採用による日射制御，自然換気システム
サッシ，屋上緑化，アモルファストランス，ドラ
イミストなどを採用し，年間約 69 トンの CO2 削
減と，36％の電気代節約が期待されている。

CO2 を発生しないクリーンエネルギーが多くの
大学図書館でも利用され，地球環境保全に貢献で
きる日も近い。
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3 ．ESCO事業
3．1　ESCO事業とは何か

ESCO（Energy Service Company，エスコ）事業
とは，ESCO事業者がエネルギー診断にもとづく
省エネルギーの提案をし，提案実現のための省
エネルギー設計と施工を行い，導入した設備の維
持・管理など包括的なサービスを提供する事業で
あり，省エネルギー改修にかかる費用は補助金や
光熱水費の削減分などで賄われる。

ESCO事業は，1970 年代の石油危機による原油
価格の高騰を契機として米国で始まり，政府や学
校などの公共施設を主な対象として実施されてき
た 12）。
日本では，企業側が率先して自主的に省エネ
ルギーに取り組んだこともあり ESCO事業の開
始時期は遅れたが，1996 年 4 月に，経済産業省
資源エネルギー庁内に「ESCO検討委員会」が
設置された。その後，民間企業，自治体での導

入が進み，2004 年度には国の施設にも導入され，
市場規模は，1998 年度が 9億 9千万円だったも
のが，2007 年度には 406 億円となっている。ま
た，2007 年度の CO2 削減効果は 109 万 5 千トン
CO2 ⁄ 年である 13）。
日本の ESCO事業者は，1998 年度時点では 7

社であったが，2010 年 1 月に ESCO推進協議
会 14）に登録されている事業者は 118 社（正会員
63 社，賛助会員 55 社）である。
資源エネルギー庁と財団法人省エネルギーセン

ターが公表している「ESCO導入事例リスト 2008
年度」 15）によると，2008 年度までの日本におけ
る ESCO導入件数は，表 1のとおりである。
また，事例の中から掲載許可を得たものを

「ESCO導入事例と優良エスコ 2008-2009」 16）とし
て公表している。この中に大学から 3つの事例が
紹介されている。詳細は表 2のとおりである。

表 1　日本における ESCO導入件数

民間

ホテル  42 件
店舗  81 件
病院  30 件
オフィスビル  75 件
その他  37 件 私立大学など
工場 214 件

公的部門  98 件 国立大学法人，独立行政法人，公立病院，自治体庁舎など
合計 577 件

表 2　日本の大学における ESCO導入事例

Ａ国立大学 Ｂ公立大学 Ｃ私立大学
対象建物 医学部および附属病院 研究所 キャンパス全建物
延床面積 118, 562 ㎡ 8, 752 ㎡ 127, 162 ㎡

省エネルギー
手法

・ 天然ガスコージェネレーションシ
ステムの導入
・排熱投入型冷温水発生機の導入
・炉筒煙管ボイラの改造
・ ポンプ，ファンへのインバータ導入
・ファンの温度制御
・蒸気バルブ類の保温

・ 温水送水システムの 1ポンプ化
・ 冷水 2 次ポンプ，冷却水ポンプ，
熱原水ポンプのインバータ化

・管理棟空調機の CO 2 制御
・機械室ファンの運転管理
・蒸気弁断熱ジャケット装着

・熱源システムの更新
・ 照明器具安定器の高効率インバー
タ型への交換

・ 風力・太陽光ハイブリッド発電公
園灯

・グリーン電力証書

ファイナンス 自己資金（ESCO事業者の資金） リース リース

補助金の利用
NEDO
エネルギー使用合理化事業者支援事
業

なし
経済産業省
先導的負荷平準化機器導入普及モデ
ル事業

契約方式と契
約期間

シェアード・セイビングス契約
11 年間

シェアード・セイビングス契約
9年間

シェアード・セイビングス契約
15 年間

ESCOサービ
ス開始年月 2008 年 4 月 2008 年 10 月 2008 年度？

エネルギー削
減率 12％ 7. 95％ 2. 3％

CO2 削減率 31％ 7. 79％
光熱水費等削
減額 80, 000 千円／年 3, 286 千円／年

備考 国立大学として全国初の ESCO事業
導入 大きな設備変更無し 当キャンパスは，ISO 14001 認証サ

イトである
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3 ．2　ESCO事業の契約形態
契約形態としては，シェアード・セイビングス
契約とギャランティード・セイビングス契約があ
る。シェアード・セイビングス契約は，ESCO事
業者が省エネルギー改修の費用を負担し，顧客は
初期投資の必要が無い。設備は ESCO事業者が所
有し，ESCO契約期間中は，顧客から ESCO事業
者に，ESCOサービス料（初期投資の償還分，メ
ンテナンス費，効果検証費等）を支払う。一方，ギャ
ランティード・セイビングス契約では，省エネル
ギー改修の初期投資は顧客が負担する。設備は顧
客が所有し，ESCO契約期間中は ESCOサービス
料（メンテナンス費，効果検証費等）を支払うこ
とになる。
アメリカでは，ギャランティード・セイビング
ス契約が主体で，連邦政府はシェアード・セイビ
ングス契約である 17）。
日本では，当初はほとんどがギャランティード・

セイビングス契約であったが，2000 年以降，シェ
アード・セイビングス契約が普及し，2007 年度
には 53％を占めている 18）。
どちらの契約形態であっても，基本的に初期
投資のための資金調達の方法が違うだけで ESCO

サービス自体は同等であるが，顧客が低金利で資
金を調達できない場合はシェアード・セイビング
ス契約を選択する方が一般的なようである。
なお，ESCO事業は，省エネルギー改修の費用
のための補助金が無くても成立する。

3 ．3　ESCOサービス料の考え方
ESCO契約ではエネルギーの削減を ESCO事業

者が保証する。万一削減目標が達成できなかった
場合は，原因を調べ，責任が ESCO事業者にある

場合は ESCO事業者負担で追加工事を行う等，顧
客の不利益にならない対策が実施される。
シェアード・セイビングス契約における ESCO

サービス料算出の方法は，図 1のとおりである。

4 ．名古屋大学附属図書館ESCO事業
4．1　 附属図書館ESCO事業の導入経緯と期待

された効果
名古屋大学附属図書館は，中央図書館，医学部
分館および部局図書室により組織されているが，名
古屋大学附属図書館 ESCO事業は，附属図書館の
なかで，中央図書館のみを対象とする事業である。
本稿では，従前から附属図書館 ESCO事業と呼
んでいるため，そのまま附属図書館 ESCO事業と
称する。
名古屋大学附属図書館（中央図書館）の施設と
しての概要は，次のとおりである。
構造 鉄筋コンクリート 地下 1階，地上 5階
面積 旧館　1981 年 10 月（築 28 年）竣工

10, 276 ㎡
   新館　1994 年 10 月（築 15 年）増築

5, 301 ㎡
合計 15, 577 ㎡

空調システム  空冷セパレート型ヒートポンプ，
高効率温度成層式蓄熱槽 19）

開館時間   平日 8：00 から 22：00
       土・日・休日 8：00 から 17：00
年間入館者数　710, 463 人（2008 年度）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（いわ
ゆる省エネ法）により，学校，官公庁等は，エネ
ルギー消費原単位 20）を年平均 1％以上，低減を
図ることになっている。

ESCO事業実施前 ESCO事業実施中 契約期間終了後

光熱費支払

光熱費支払

返済分

ESCO事業者の経費 

初期投資

金利

光熱費支払
ESCO 事業者

が保証 

大学の利益

大学の利益 省

効
果

省

効
果

料料

図 1　ESCOサービス料算出の方法
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中央図書館の空調システムの機器は経年により
劣化していて，また，蓄熱槽については，夜間蓄
熱は高圧機器のため保安上無人運転ができなかっ
たことや，夜間蓄熱によるピークカット効果が検
証しにくいことから，昼間だけしか使われていな
いという状況であった。
そこで， 空調設備の更新による省エネルギー
の推進および環境負荷の低減 （CO2 削減） を早期
に図るため， ESCO事業として公募を行うことに
なった。

4 ．2　導入手続き
ESCOサービスを導入するためには，求める事

業内容を明確にし，ESCO事業者から優れた提案
を募集する必要がある。
附属図書館では，名古屋大学内の教員と，財務
部，施設管理部，図書館の職員による募集要項策
定委員会を組織し，「ESCO事業提案募集要項」を
策定した。
要項の構成は，募集の趣旨，事業概要，応募条
件，事業者選定の流れ，審査及び審査結果の通知，
提示条件，事業の実施に関する事項，ESCO提案
提出書類・作成要領，ESCO契約に関する事項等
からなり，「ESCO事業提案提出様式集」もあわ
せて策定した。
要項に示した ESCOサービス開始までのスケ
ジュール 21）は，次のとおりである。
1．募集要項配布 2007 年 10 月 1 日～ 5日
2．募集要項等に関する質問受付

 10 月 9 日～ 15 日
3 ．説明会 10 月 19 日

4 ．募集要項等に関する質問回答 10 月 19 日
5 ．参加表明書及び資格確認書類の受付

 10 月 26 日～ 11 月 2 日
6 ．参加資格確認結果及び提案要請書の送付

 11 月 9 日
7 ．現場ウォークスルー調査 11 月 19 日
8 ．提案書の受付 2008 年 1 月 9 日～ 15 日
9 ．優先交渉権者等の選定，結果通知・公表

 2 月 15 日
10．ESCO契約の締結 9 月（予定）
11．設計・工事・試運転調整期間
 契約締結日～ 2009 年 2 月 20 日（予定）
12．ESCOサービス開始期日
 2009 年 4 月 1 日（予定）
13．ESCOサービス期間
 事業者の提案による。（最大 15 年とする）

4 ．3　最優秀提案の決定
附属図書館 ESCO事業では，ESCO事業者から

の提案書を学内の教員等からなる審査委員会が審
査し，最も優れた提案を行った事業者として，三
菱 UFJリースを代表者とするグループを決定し
た。グループ構成員は三機工業，トヨタエンタプ
ライズである。

ESCO提案書の評価事項は，事業資金計画，技
術提案，維持管理，計測・検証手法及び運転管理
方針等であり，これらを総合的に審査した。最優
秀提案では，特に熱源設備の変更による保守・管
理費用の低減，夏季の夜間蓄熱によるデマンド
カット（図 2）などが評価された。夏季の空調負
荷ピーク時に深夜蓄熱冷房を活用しデマンドカッ

図 2　デマンドカットによる効果（名古屋大学施設管理部による）
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ト運転することにより，キャンパス全体のデマン
ドを約 300kW削減することができた。

4 ．4　補助金制度の活用
日本では， 経済産業省資源エネルギー庁と ESCO

推進協議会が ESCO事業の支援を行っている。
附属図書館 ESCO事業では，補助金等の可能性
の提案があることを ESCO提案書の財政的評価事
項として挙げた。
公募当時は，NEDO（独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）の住宅・建築物高
効率エネルギーシステム導入促進事業，一般社団
法人日本エレクトロヒートセンターの高効率空調
機導入支援事業補助金など，複数の補助金制度が
あったが，補助金の対象とする内容，申請時期な
どから判断し，財団法人ヒートポンプ・蓄熱セン
ターの「先導的負荷平準化機器導入普及モデル事
業」に応募し，交付が決定した。
実施計画書は，名古屋大学と ESCO事業者の連
名で提出し，採択後，補助金交付申請書を同じく
連名で， 主務大臣である経済産業大臣宛に提出
し，補助金交付決定通知を受けた。
なお，補助率は補助対象経費の 3分の 1以内で
ある。

4 ．5　附属図書館ESCO事業の概要
4．5．1　ESCOサービスの内容

ESCOサービスを開始するための事前業務とし
て，ESCO事業者は，省エネルギー，省コストを
実現するための調査，計測，提案書の作成，設計，
管理計画書の作成等を行う。

ESCO設備導入のための改修工事と，改修後の
ESCO設備の運転・監視，点検・保守，計測・記
録を行い， ESCOサービスを開始することになる。
附属図書館 ESCO事業では，ESCO設備だけで

なく，既存設備の運転・監視，点検，計測・記録
業務も ESCO事業者が実施するが， これら以外
に，附属図書館（中央図書館）の建物清掃，環境
衛生管理業務 22）も行うことになっている。

ESCOサービスとして建物清掃，環境衛生管理
業務も実施するのは，附属図書館 ESCO事業の特
徴的な点である。設備従事者がゴミの回収を応援
し，清掃従事者が不要な照明を消し，相互の業務
を応援しあい建物を一括管理することで，最適な

図書館環境が提供されることになる。
また，地階書庫エリアの環境改善も独自の提案
である。ESCOサービスの開始以前は，一年を通
して除湿機を運転していたが，デリベントファン
と空調機の連動回路を取り外し，デリベントファ
ンの単独運転により，天井や壁の高いところから
風を送り空気を循環させることで，湿度の低い時
期における除湿機の運転時間の削減を図ることに
なった。

4 ．5．2　契約
附属図書館 ESCO事業の契約形態は，シェアー
ド・セイビングス契約である。契約期間は 15 年
（2009 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日）で， ESCO

設備の所有権は，三菱 UFJリースにあるが，契
約期間終了後は，名古屋大学へ無償譲渡されるこ
とになっている。
名古屋大学が ESCO事業者に支払う ESCO

サービス料は， 省エネルギー設備の建設費， 動産
保険料，金利，検証費，保守費，清掃費，環境衛
生管理費，諸経費からなる。
ベースライン 23）を電気代については 2006 年度
とし，運転・管理費，清掃費，環境衛生管理費等
については 2007 年度を採用年度としている。

4 ．5．3　検証
ESCO設備の省エネルギー率は 10. 3％，温室効
果ガス排出削減率は 9. 9％，CO2 排出量の削減効
果は約 43％を見込んでいる。

ESCOサービス開始後 3年間は，省エネルギー
量の測定，電気料金の基準単価に基づく電気代削
減額の検証を行うことになっている。
そのため， ESCO事業者は名古屋大学に対して，
毎月1回， 省エネルギー効果検証報告書を提出し
ている。報告書の内容は，建物全体の電気使用量，
ESCO事業範囲の電気使用量，ESCO事業範囲の
詳細項目の検証結果（熱源設備の高効率化，空調
機の外気風量調整，施設管理の省エネルギー活動
効果など），その他施設管理の取組事項等であり，
ESCO事業者から報告を受けるとともに，附属図
書館および施設管理部との打ち合わせの機会とし
ている。
図 3は，ESCOサービス開始前・後の 1年間の

電気使用量を比較したものである。
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空調設備の運用時間の違いなどあるが，冷暖房
期（7月 15 日～ 9月 15 日，12 月１日～翌年 3月
15 日），特に冷房期の省エネルギーに効果を上げ
ていることが分かる。

5 ．名古屋大学附属図書館のその他の取り組み
5．1　名大発ESCO
環境指標として，ウォーターフットプリントが
注目されている。
ウォーターフットプリントとは，ある製品のラ
イフサイクルで使用される水の総量の推計値のこ
とであり，例えば，ビールをグラス 1杯分作るの
に 75 リットル，牛肉 1キログラムに 15, 500 リッ
トル，木綿のシャツ 1枚に 2, 700 リットルの水が
必要とされる 24）。
国際標準化機構（ISO）は，2011 年末までに国

際規格を発行する見通しである。
地球温暖化に伴い，世界的に水資源の重要性が
認識される中で，名古屋大学では，2008 年 7 月
から東山キャンパスの井戸水を水道水基準値内に
浄化する地下水浄化サービス事業を実施した 25）。
この事業により削減された上水道使用料は，「名
大発 ESCO」省エネルギー推進事業として，学内
公募による省エネルギー設備の導入に充てられて
いる。
「名大発 ESCO」としては，例えば，最新の省
エネルギー型の機器 （照明器具， 蒸留水製造装
置，ネットワークサーバなど）への更新，講義室
の照明設備への人感センサー設置などによる消費
電力の削減，屋上への遮熱塗装などが事業として

採択されている。

5 ．2　浮体式水質浄化装置
附属図書館（中央図書館）前の池は，図書館

利用者を始めとする大学構成員等の憩いの場所と
なっている。しかし，人工池で閉鎖性水域のため
水質管理が難しく，2007 年に 8月に実施した池
の清掃では，池の底の堆積した汚泥が 30 袋にも
なり，その後も，水質が悪化する夏季には池に注
入する井水の量を増やして水質管理 26）を行って
きた。
浮体式水質浄化装置は，附属図書館の池のよう

な閉鎖された水系内で，生態系を活性化させ，自
然の浄化能力を高めるため，プロペラ方式により
『流れ』をつくる装置であり，水質改善，アオコ
抑制を行う。なお，太陽エネルギーを使用するた
め， 電気代がいらず， CO2 の排出はゼロである。
そこで，附属図書館から，2008 年度「名大発

ESCO」に「浮体式水質浄化装置の設置」を応募
した。池に太陽エネルギーを動力源とする浮体式
水質浄化装置を設置し，水質浄化をすることで，
池への注水の節水を図るものである。
浮体式水質浄化装置は，国内で 16 箇所の導入

実績（計画当時）はあったが，設置箇所の状況に
より，効果の大小があるため，附属図書館では，
効果の最も大きい夏場に試験的に設置し，水質浄
化の効果を測定した。
「名大発 ESCO」の審査では，大学に相応しい
内容として加点もあり，省エネルギーが非常に期
待できるＡランクの評価を得た。
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図 3　ESCOサービス開始前（2006 年度）と開始後（2009 年度）の電気使用量
（2010 年 3 月は未実施）     　



－ 74 －

図 4は， 浮体式水質浄化装置の設置前（左 

2008 年 7 月 25 日）と設置後（右　2009 年 7 月 30
日）を比較したものである。設置前に池の表面を
覆っていた藻が，設置後は写真中央の浮体式水質
浄化装置による対流攪拌により無くなり，池に映
る木の影が鮮明になり，池の底まで見えるように
なった。池への注水をかなり少なくしたが，今で
は夏場に魚が死んでしまうこともなくなった。

6 ．おわりに
1879 年のエジソンによる電球の発明から，1996
年に日本の企業により白色 LEDが商品化される
まで，照明の歴史をみても，技術は絶えず進化し
ている。
2005 年度以降，中央図書館では人感センサー
の導入，閲覧席の天井照明の高輝度器具への切り
替え，トイレや通路のダウンライトの LEDへの
切り替えを順次進めてきた。
人が環境に与える負荷を少なくしていくこと
が，人にとっても快適な環境となることが意識さ
れるようになってきた。大学図書館は，学術情報
を次世代に継承する役割を担っているが，グリー
ン ･ライブラリーの考え方に見るように，環境に
優しい図書館を目指し，環境と人とが共生し，快
適な利用環境を提供し続けることも，図書館の重
要な任務である。

註と参考文献：
1 ） COP15 は，第 15 回締約国会議（Conference of Parties）
の略である。COPは，国連気候変動枠組条約（UNFCC）
を受けて設置された会議で，年に一度，各国の環境に
関わる省庁の大臣が集まり，同条約の成果について話

し合う。COP15 は，2009 年 12 月 7 日から 18 日までの
2週間にわたりコペンハーゲンで開催された。 

 http://www.ambtokyo.um.dk/ja/menu/COP15/（参照 2010-
02-28）．

2） 京都議定書（正式名称：気候変動に関する国際連合枠
組条約の京都議定書）は，1997 年 12 月に京都市で開か
れた第 3回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で採
択された。温室効果ガス排出量の削減に向けて各国に
具体的な取り組みを課した初の国際的な議定書である。

 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kpeng_j.pdf 

（参照 2010-02-28）．
3） 例えば，2009 年 10 月に実施された goo Researchのエコ
活動に対する意識調査によると，環境意識の高低に関
わらず，2，3年前と比べて環境に対して意識するよう
になった，という回答が一番多かった。

 http://research.goo.ne.jp/database/data/001109/（参照 2010-
02-28）．

4） 第一回エコ大学ランキング報告書によると，国公立大
学部門で第 1位となった岩手大学では，6月 5日の環
境の日前後を環境ウィークとして，環境マネジメント
学生委員会が，学生に対して推薦図書や取組を案内す
るチラシを配ったことが報告されている。

 http://ccc.eco-2000.net/fi le/eco-campus-report-v1.pdf（参照 

2010-02-28）．
5） Energy conservation tried by Boston libraries. Library 

Journal. 1977, Vol.102, Issue 12, p.1326.
6 ） Lewis, Eleanor J. et al. Energy Efficiency in Libraries. 

Library Administration & Management. 1993, v.7, n.3, 
p.153-58.

7 ） Melisz M.; Spate F. The solar heating system with seasonal 

storage at the Solar-Campus Julich. Solar Energy. 2000, 
Volume 69, Number 6, p.525-533.

 Steele, Mark W. Carmel Mountain Ranch Community 

Library. New Library World. 2002, 103, no.1-2, p.17-20.
8 ） Meyer, Jennifer. Global Warming’ s Library Challenge. 

Library Journal. 2008, v.133, n.18, p.26-29.
 他にも，次の文献が，グリーン・ライブラリーの視点

図 4　（左）設置前（2008 年 7 月 25 日）　（右）設置後（2009 年 7 月 30 日）
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から事例報告している。
 Promoting green issues and sustainability in UK higher 

education libraries. SCONUL Focus. 2007, Issue 42, p.57-60.
 Tseng, Shu-hsien. Green library design and evaluation: the 

Taipei Public Library, Taiwan. New Library World. 2008, 
109, no.7-8, p.321-336.
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 報告書の中では，上智大学の事例の他，具志川市立図
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11） 8 年連続 5％低減をめざす，設備投資ゼロ円の省エネ
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ている。
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 世界の ESCO事業については，次の文献がある。
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Policy. 2005, 33, p.387-405.
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13） ESCO推進協議会が実施した ESCO市場規模調査結果
によると，2007 年度の ESCO事業の受注金額は 406 億
円，2006 年度の 278 億円に対し 46％，金額ベースで
は 129 億円増加し，過去最大を記録した。受注件数は
2007 年度は 176 件であった。

 http://www.jaesco.gr.jp/pdf/market_research.pdf （参照 2010-
02-28）．

14） ESCO推進協議会は，「ESCO事業の市場開拓を援助し，
業界の健全な発展を図るとともに，お客様に対しては，
費用対効果の高い包括的な省エネルギーサービスを提
供し，もってエネルギー利用の効率化と地球環境保全
に資することを目的として」1999 年に設立された。

 http://www.jaesco.gr.jp/aboutus/（参照 2010-02-28）．
15） 財団法人省エネルギーセンター．ESCO導入事例リス
ト 2008 年度．

 http://www.eccj.or.jp/esco/list/08/index.html（参照 2010-02-

28）．
16） 財団法人省エネルギーセンター． ESCOのススメ （2008-
2009）．

 http://www.eccj.or.jp/esco/case/08/ESCOjirei_yuryoESCO2008.
pdf（参照 2010-02-28）．

 一部は，各大学が公表しているホームページから引用
した。山形大学 ESCO事業概要  http://www.yamagata-u.

ac.jp/html/YUEMS/special/img/YUESCO.pdf（参照 2010-
02-28）．

17） 我が国の ESCO事業の動向
 http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/05111401.html （参照
2010-02-28）．

18） 村越千春，渡辺俊行，赤司泰義他．我が国における
ESCO事業の特性に関する研究．日本建築学会環境系
論文集．2008，73（624），p.245-252．

 http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id

=ART0008552474（参照 2010-02-28）．
 また，財団法人省エネルギーセンター．ESCOのススメ
（2008-2009）によると，ESCO推進協議会会員 83 社を
対象とした集計では，2007 年度でみると，受注額では
シェアード・セイビングス契約が 53％，ESP・オンサ
イト発電が 36％，ギャランティード・セイビングス契
約が 11％となっていて， 受注件数では，ギャラン
ティード・セイビングス契約が 61％，シェアード・セ
イビングス契約が 31％，ESP・オンサイト発電が 8％
となっている。また，省エネルギー改修工事の資金は，
事業主の資金が 35％，リースが 29％，ESCO事業者の
資金が 29％，補助金が 7％となっている。

 なお，ESP（Energy Service Provider）とは，ESP事業者
の負担で顧客の敷地内にエネルギー供給設備を設置し
て運営するものである。オンサイト発電とは，顧客の
敷地内で発電を行うことである。

 http://www.eccj.or.jp/esco/recommend/08/03.html （参照 2010-
02-28）．

19） ヒートポンプは，熱を移動させる熱媒体を用いて，蒸
発器の吸熱作用で 「冷凍」を， 凝縮器の放熱作用で
「加熱」を行う。蓄熱槽は，冷水や温水を計画的に蓄え
ておいて，必要な時に必要な分だけ取出して使える。
蓄熱槽を用いれば，電力使用量の多いピーク時間帯の
需要を減らし，他の時間帯にずらして平準化するピー
クカット運転が可能となる。

20） 文部科学省の「大学施設の管理運営をとりまく状況」
によると，エネルギー消費原単位とは，大学の場合，業
務のために要したエネルギーの使用量を建物延床面積
その他の当該業務に供した施設の規模等エネルギーの
使用量と密接な関係をもつ値で除して得た値とされる。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/008/
toushin/05072701/002.htm（参照 2010-02-28）．

21） 募集要項配布に先立つ 9月に，大学のホームページで
提案募集の案内をした。また，日刊建設工業新聞，建
設産業新聞，建通新聞，建設通信新聞等，建設業界紙
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に募集要項配布の記事が掲載された。
 なお，10 月に開催した説明会には 7業者，12 名，現場
ウォークスルー調査には 2業者，11 名の参加があった。
現場ウォークスルー調査の内容は，図書館内の視察，
資料説明，質疑等である。

22） 環境衛生管理業務として，空気環境測定，飲料水水質
検査，水槽（受水槽，高架水槽）清掃業務，害虫駆除
などが実施される。

23） ベースラインとは，省エネルギー改修以前の年間エネ
ルギー使用料金，または年間エネルギー使用量のこと
であり，改修後と比較することで省エネルギー効果の
判断が可能となる。

 なお，機器の稼働状況，運転・監視方法等に著しい変
更が生じたときは， ベースライン，年度別支払額など
は，顧客と ESCO事業者の合意により修正されること
がある。

24） Water Footprint Network

 国別の計算もあり，日本では，ウォーターフットプリ
ント全体の 64％が輸入製品として海外から持ち込まれ
たものであり，国民一人当たりでは年間 1, 153, 000 リッ
トルとなる。

 http://www.waterfootprint.org/index.php?page=files/home 

(accessed 2010-02-28).
25） 国立大学法人名古屋大学環境報告書 2009
 http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt/2009/

rpreport2009.pdf（参照 2010-02-28）．
26） 人工池の水質管理には，薬剤や微生物を使用したり，
ホテイアオイ等の水草を利用する方法もあるが，附属
図書館の池には鯉が生息しているため，薬剤や微生物
の使用は，生態系に影響を与えることになり，また，
ホテイアオイは繁殖力が強く，あっという間に水面を
覆い尽くし生態系に影響を与え，また，冬枯れなどで
そのまま水中で腐らせたのでは，腐敗物が水中を漂う
ことになり，かえって水質を悪化させてしまう。




