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本業績の対象 

名古屋大学 東山キャンパスの 創造的再生に向けた　 

この10年あまりのキャンパスマネジメントに関わる 
一連の業績 
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・1989年　医学部施設計画推進室（鶴舞団地再開発計画担当）　 
・1992年　本部施設計画推進室・工学部施設整備推進室設立 
・2013年　施設･環境計画推進室へ改組 
 
2004年度（国立大学法人化）以降 
・約４８万㎡の既存施設のマネジメント 
・約１１万㎡の新築･改築、約１２万㎡改修整備 
 
→１０年で半数近くの施設を再生、キャンパス全体の再生へ 



キャンパスマネジメントの概念 
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・それぞれのマネジメントサイクルが相互に補完しあう 
　大きなキャンパスマネジメントサイクル 

・キャンパスの総合的な戦略（CMP）から、 
　施設の企画･計画･実施･運用に至る一貫した仕組み 

・実務の成果が社会貢献につながり、教育研究の成果が　
フィードバックされる、大学ならではの循環型の仕組み 



キャンパスマネジメントの体制 
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総予算額    約1,100億円　

“ひとつの都市”
としてのキャンパス

・20万人都市と
　同規模の予算額

・名古屋市人口の１％

CO2排出量：約7.5万  ﾄﾝ

東山キャンパス 

大幸キャンパス 

鶴舞キャンパス 

名古屋大学キャンパスの概要 
構成員数　約21,700人　

・名古屋市の業務系で
　最大の排出者
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東山キャンパスの概要 

グリーンベルト・豊田講堂 保全緑地 

　敷地面積：698,380  ㎡
　建物面積：479,830  ㎡
　建物棟数：　      260  棟
　構成員数：約17,000  人  

Ｎ	

全学教育・文系 

工学系 理学系 
農学系 

研究所 
センター 
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創造的再生とは 

名古屋帝国大学開学記念絵葉がき 
（1943） 豊田講堂完成直後の東山キャンパス（1960） 

そのために必要な 
継続的なキャンパスマネジメント	

先人たちが築き上げた資産を尊重し、 
新たな技術や知恵を最大限活用して、 
大学の機能強化や経営に貢献する、 
良好な教育･研究環境を 
持続的に維持･更新が可能な 
キャンパスに再生 



キャンパスマネジメントに関する５つの業績 
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時代を先取りするキャンパスマスタープラン策定と 
PDCA による実現化 

改築や改修プロジェクトにおける
デザインマネジメント 

良好な環境を維持し大学経営に貢献する
ファシリティマネジメント 

低炭素エコキャンパス実現のための 
エネルギーマネジメント 

キャンパスでの実践や研究で得られた知見による 
社会貢献 



時代を先取りする 
キャンパスマスタープランの策定と 

PDCA による実現化 
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 キャンパスマスタープラン(CMP)の継続的進化 

空間の骨格や建築の特徴によるデザインガイドライン 
CMP1995（東山キャンパス一次案） 

CMP1997 

CMP2001 

不変的に継承すべきものに蓄積を重ね進化を続ける 

都市や地域との共生 

CMP2005 
FMによる大学経営への貢献 

大学憲章に基づく全学的協力 
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CMP2010 
マネジメントをふまえた総合的なプランへ 



CMP2010 コンセプト 

３つの計画 
コンセプト  

 
  

地球環境に配慮した 
低炭素エコキャンパス 

グローバル&ローカルに 
多様な連携を支援するキャンパス 

自由闊達な教育研究風土の 
基盤となるキャンパス 

キャンパスの持続的発展を支え 
大学経営に貢献するFM 

それを支える 
運営コンセプト  
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CMP2010の構成 
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グリーンベルト再生+図書館地下化：長期ビジョン 

 
開学の理念を象徴する 

都市に開かれたキャンパス軸の再生 
 

構成員や地域の方が集う 
広大なパブリックスペースの再生 
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アクションプラン：６年間の中期計画実現のシナリオ 
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4-1 
低炭素エコ
キャンパス 

4-2 
国際交流・
地域連携の
ための 
キャンパス 

4-3 
自由闊達な
教育研究を
支える 
キャンパス 

　1　省エネ・環境負荷低減 
　2　交通 
　3　緑地 
　4　設備インフラ 
　5　環境安全衛生　 

　1　国際交流　G30対応 
　2　地域連携 
　3　福利厚生施設 
　4　自然災害・防犯対策 

　1　継続的な教育研究施設の整備計画 
　2　東山キャンパスの中期計画 
　3　鶴舞キャンパスの中期計画 
　4　大幸キャンパスの中期計画 
　5　豊川団地の中期計画 

(1)長期的な目標 
(2)点検・評価と課題 
(3)６年間の実行計画 
  ①新規投資を伴う整備　　 
  ②学内予算による整備　 
  ③運用による対応 

ｰ 

教育研究施設 
整備計画 

ｰ 



アクションプラン～６年間の実行計画 

15 アクションプランを目標期間内にほぼ実現 



CMP2010の展開と点検評価 
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CMPのPDCA　 
→　個別プロジェクトのデザインマネジメントへ　 



改築や改修プロジェクトにおける
デザインマネジメント 
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東山キャンパス　プロジェクトマップ 
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工学研究科２号館改修　2002 

意匠･構造･環境の研究者協働から
生まれた外殻フレーム構法による
耐震改修 

設計：CMG＋浦野設計 
構造･規模：RC造･4階建 
面積：10,932㎡ 
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グリーンベルト周辺建物を統一
ある景観として再生 

•  彫りの深い低層のファサード 
•  内部の構造体をほぼ増設しない補強 
•  日射遮蔽・配管設備等隠蔽 
•  パブリックスペースの充実化 
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地下鉄名古屋大学駅とIB 電子情報館　2003 

設計：CMG＋石本建築事務所 
構造･規模：S･RC･SRC造、10階建 
面積：21,160㎡ 

CMPにおける地域と大学の交流拠点を具現化するプロジェクト 

地下鉄駅完成による動線の反転への対応 
・キャンパス中央から人が湧き出る構造へ 
・屋内外に様々なパブリックスペースを創出 
 
名古屋市＋大学＋地域住民の協議によるランドスケープ構築 
　 
 ・豊田講堂からグリーンベルトへのビスタを確保する透明感
ある出入口 

・駐輪場、街灯、植栽、舗装、
建築物のWSによるデザイン
合意 

・地下鉄と直結する大学の顔と
してのデザイン 
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豊田講堂再生　2008 

1960年　竣工（設計:槙文彦氏） 
1962年　日本建築学会賞 
2003年　Docomomo Japan選定  
2008年　大規模改修による再生 
2012年　登録有形文化財 
 

名古屋大学のシンボル・文化遺産の再生 
・外観・内観意匠の保存・継承 
　　①杉板本実型枠コンクリート打放の再生 
　　②汚れ防止と維持管理 
　　③オリジナルの空間性を損なわない内観 
 機能性･快適性･安全性･耐久性･フレキシビリティの向上 
・ホール性能の改善（椅子・音響・空調・照明） 
・隣接建物との一体化、多様な活動をサポートする空間の拡張  
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ES 総合館  工学研究科中央棟･素粒子宇宙研究棟　2011 

Engineering and Science Building 

CMP2010の各種計画を実現するパイロットプロジェクト 

・新キャンパス軸（(仮)ノーベル賞通り）に
沿ったパブリックスペースの創出 

・工学･理学の部局の枠を超えた施設運用 
・複合用途によるキャンパス建築のあり方追求 
・機能的でコミュニケ-ションを重視した新し
い研究スペースの実現 

・低炭素エコキャンパス実現のための低環境負
荷建築 
全館ＬＥＤ照明、日射遮蔽フィン、アース
チューブ、ドライミスト、自然換気、等 

 
設計：CMG＋久米設計 
構造規模：S･SRC造、8階 
面積：15,600㎡ 
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研究所共同館（第1期）　2013 
CMP2010のアクションプランである 
旧核研跡地再開発計画の第Ⅰ期プロジェクト 

企画～運用までの 
トータルビルコミッショニングを 
候補者が主導した先進事例 

設計：CMG＋日建設計 
構造･規模：SRC造、8階 
面積：7,047㎡ 

・蓄熱槽やエコシャフトなどの導入で 
既存同種施設から20％の省エネ化  

・出会いを創出するラウンジ、キッチン、
コピーコーナーなどを吹抜周りに集約 



コミッショニング（施設性能検証） 
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•  発注者の総合的な展望、施設の
特徴と性能などを基本要件とし
たOPR を策定 

•  性能検証資料や設計主旨文書等
の提示を求め、目標性能を実現 

•  応募者はコミッショニングマネ
ジメントチームとして、設計･施
工のプロセスに並走し、検証を
実施 

施設に求める要求事項を明確化し、設計者･施工者の目標と
責任を明らかにするコミッショニングの体制を確立 

研究所共同館1期、減災館にてコミッショニングを実践して竣工 
NIC、ITbM、CALE、研究所共同館2期 にて、設計･施工進行中 



良好な環境を維持し大学経営に貢献する
ファシリティマネジメント 
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ファシリティマネジメント･サイクル 

   

プロジェクト 
管理 

戦略・計画 

目標管理 
・評価 

運営維持 

中期目標・中期計画　マスタープラン 
長期修繕計画　予算編成　財源確保 

大規模改修 

建物新築 

施工 

設計 

移転 
満足度評価 

ベンチマーキング 

点検評価 

供給 

財務 

品質 

エネルギー 
点検・保守 

清掃 
緑地 スペース管理 

光熱水費 
修繕 

警備 

統括 
マネジメント 
組織体制 

基準・規定 
データベース 

Plan 

Do Check 

Act 
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施設の実態把握と評価の仕組み構築 
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○ 施設運営費ベンチマーキング　2005～ 
・施設運営費＝光熱水料等費＋維持管理費 
・① 学内各部局、② 東海地方国公立14大学、
③旧帝大等10大学 へと範囲を拡大 

・各大学の担当者が集まり情報共有すること
で課題を発見 

○ 施設実態データベースの構築　1997～ 
・工学部で大学初のCAFM（Computer Aided Facility Management）導入 
・2003年には、キャンパス全体に拡張、約260棟･48万㎡の施設
データベースをFM支援に活用 

○ スペースチャージ　1998～ 
・使用面積に応じたスペースチャージ制度の導入 
・スペースの不均衡是正や維持管理費用捻出	

1㎡あたりの光熱水料等費と維持管理費 



点検評価に基づくライフサイクルマネジメント 

○ 施設管理部+部局管理者による施設点検チェック　2006～ 
・一次点検：マニュアルに基づき専門知識がなくてもできる内容 
・二次点検：専門技術者（施設管理部）による施設パトロールの実施 
・毎年点検を実施、緊急性の高いものから修繕を行いデータベース化 
○ 利用者満足度調査の実施　2006～ 
・竣工後2年目の瑕疵担保検査と同時に実施 
 
○ 中長期保全計画による基幹設備等改修　2008～ 
	
・各部局予算の数％と本部経費（合計
5.2億円）を財源として、中長期保
全計画に基づき、老朽化したGHP･
屋上防水･設備配管等 基幹設備の改
修整備を実施 

GHP計画保全実施によるライフサイクルコスト低減 
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低炭素エコキャンパス実現のための 
エネルギーマネジメント 
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省エネ・環境負荷低減アクションプラン 

2013年度に 
20％削減を達成 
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新築･大規模改修建物での省エネ 
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室外機負荷率のデュレーション・カーブ

（2013年6月1日0時〜9月30日23時）

GHP-‐1 GHP-‐2 GHP-‐3 GHP-‐4

空調機の室外機部分負荷率の実態把握の例 

建築計画的な配慮 
・日射負荷低減を意図した建物配置や庇･ルーバーの設置 
・アースチューブや自然換気の導入 
・高断熱設計の標準仕様化 
・再生可能エネルギーの導入 
　 
設備設計時の配慮 
・全館LED照明の標準仕様化 
・高効率機器の導入 
・空調設計負荷設定の見直し 
部分負荷率、同時使用率等の既存建
物での実態調査に基づき、 
同時使用率や安全率等を見直し、過
剰設計にならない設計基準を採用 



既存建物での省エネ 
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ESCO事業によるCO２排出削減　2006～ 
　・附属図書館　４３％減　 
　・動物実験棟　３３％減 
　・附属病院　　３８％減 
　 （国内クレジット承認事業トップ10入り） 

省エネルギー推進経費 2008～ 
地下水浄化サービス事業による、上水
道使用料の削減額年間約3,000万円を、
省エネ対策のための経費として、部局
等の省エネ改修等への貸付制度を実施 

個別空調の集中制御　2010～  
 
電力使用量のWeb見える化　2011～ 
 
 



エネルギーマネジメント推進体制 
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施設計画・マネジメント委員会 

施設設備・環境安全担当理事 

大幸地区 

エコトピア 
科学研究所 

環境学研究科 理学研究科 

経済学研究科 

全学技術センター 
医学部・医学研究科 

（病院地区）事務部経理課 

生命農学研究科 
工学研究科･電気 

エネルギーマネジメント 
研究・検討会 
（2004.11 設立） 

（心理学） 
（社会環境学） 

生協 

施設管理部 

鶴舞地区 

東山地区 
文、理、工、農 

施設・環境計画推進室 

省エネルギー推進 ＷＧ 
（2011.8 設立） 

財務部 

企画・学務部 

情報基盤センター 

エネルギーマネジメント研究･検討会 
文・理多分野の研究者と事務･技術職員･学生･生協等からなる有志の
ボランティア 組織にて、アイディアを研究･検証･実践 
 

・省エネ啓発方法の心理的効果 
・Twitterによるつぶやきロボット 
・省エネ協力依頼メール 
・フィールドテスト 



キャンパスでの実践や 
研究で得られた知見による 

社会貢献 
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本業績に関わる知見の社会還元･普及活動 
○ 大学FM 研究会 
 2007年～計15回開催　延べ約2100名参加 

○ 病院FM 研究会 
 2008年～計４回開催　延べ約400名参加 

○ 公共FM 研究会 
 2009年～計６回開催　延べ約600名参加 

○ エネルギーマネジメント研究検討会　成果報告会 
 2005年～計10回開催　延べ約1700名参加 

○ 国立大学法人等施設系中堅職員研修会 
 2013年～計２回開催　延べ約250名参加 

大学だけでなく、病院や自治体職員、企業関係者等幅広く参加 

○ 日本建築学会　大学･地域デザイン小委員会 他 
 情報交流シンポジウム　1998年～計18回開催 

他大学・学会等と連携した情報発信・普及活動 



大学FM 研究会 
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第1回  （2007.06）大学施設マネジメントのあり方と将来像 
第2回  （2007.10）大学施設のベンチマーク手法とその有効性 
第3回  （2007.12）ベンチマーク手法と比較分析 
第4回  （2008.05）地球環境時代の大学経営 
第5回  （2008.12.）早稲田大学のFMの取り組み 
第6回  （2010.01）大学施設における清掃管理業務 
第7回  （2010.05）キャンパスマスタープランとFM 
第8回  （2010.12）サスティナビリティ～持続型キャンパスモデルを目指して 
第9回  （2011.05）大学のBCPとFM 
第10回（2011.10）大学の施設管理データの運用とFM 
第11回（2012.06）コミッショニング（施設性能検証）とFM 
第12回（2012.12）大学FMのプロセスベンチマーキング 
第13回（2014.02）イノベーティブキャンパスとFM 
第14回（2014.12）大学キャンパスにおけるユニバーサルデザイン 
第15回（2015.01）エコ？サスティナブル？スマート？～次期CMPへ 



実務と研究の循環による相乗効果　1 

＜建築計画分野＞ 
施設運営費のベンチマーキング 
→過大な項目の発見、ベストプラクティスからの学び 
 
近郊大学の清掃品質とコストの実態調査 
→私立大学の清掃実態から仕様の見直しへ 
 
ライフサイクルマネジメント導入の有効性 
→シミュレーション結果によりGHP計画保全実施へ  
 
パブリックスペースの使われ方の観察調査 
→コミュニケーション活性化を検証、次期計画への反映 
 
コミッショニングの効果 
→OPRの明確化により大学施設の質と利用者満足度の向上に 
 
 
	
 
 
	

37 



実務と研究の循環による相乗効果　2 

＜環境設備分野＞ 
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個別空調の一元的な制御･管理 
→適正な空調温度設定と消し忘れ防止策として全学展開　 
 
個別空調の運転状況の把握 
→大学施設の適正な空調設計手法を定め実証中　 
 
フィールドテスト検証 
→企業と連携した共同実証試験をもとに今後の採用を判断　 
 
エネルギー融通･ネットワーク 
→次世代キャンパス構築に向けた事前検討を概算要求に反映 
 
LED照明 
→パイロット施設による実証をもとに全学的な設計標準へ	



•  科研費：教員一人当たり件数１位、金額2位 
•  国立大学研究力強化事業：トップ４ 
•  リーディング大学院：東大に次ぐ６プログラム 
•  スーパーグローバル大学創成支援（トップ型）採択 

近年の名古屋大学の状況 

•  ノーベル賞受賞者６名 
2014年ノーベル物理学賞：赤﨑勇特別教授、天野浩教授 

自由闊達な教育研究風土の基盤となるキャンパス 
イノベーションを加速させる環境へ 

 
グローバル＆ローカルに多様な連携を支援するキャンパス 
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キャンパスマネジメントの成果 

○ 国立大学法人評価における「注目される実績」 
・ESCO事業、省エネ推進経費、屋外照明のLED化、留学生宿舎の整備 
・研究所共同館のコミッショニング 
・保守点検･警備･緑地管理等役務の一元化 
・ES総合館の省エネ化と性能検証 
 
○ 国立大学等施設整備の事業評価～システム改革の取組評価 
・全国立大学で唯一の４年連続「A」評価 
 
○ 各種受賞 
・DM：建築学会作品選集、名古屋都市景観賞、愛知まちなみ建築賞、中部建築賞、

BELCA賞、BCS賞、公共建築賞、照明学会照明普及賞、愛知環境賞、等 
・FM：日本FM大賞優秀賞、日本FM大賞功績賞、FM優秀事例集 
・EM：省エネ優秀事例経済産業大臣賞、省エネルギーセンター優秀賞、 全国エコ

大学ランキング第１位、ヒートポンプ蓄熱賞最優秀賞 、愛知環境賞、等 
40 



キャンパスマネジメント年表 

小さなマネジメントを重ね合わせ､包括的なマネジメントへと進化 

サイン、UD、標準仕様	



まとめ　～本業績の独創的な特徴 
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２）教職協働による先進的なアイディアに 
　　基づく創造的再生 

３）研究に基づく理論的根拠を伴う 
マネジメントとフィードバックによる循環 

１）包括的なキャンパスマネジメントによる 
　　一貫した施設整備や運用 


