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1. テーマの背景と目的 

1.1 テーマ背景 

 メンバーの中に統計学を学んでいたり、デ

ータ分析の経験があったりする人が多く、デ

ータ分析をすることで新しい見方がしたい、

分析結果をなにかのために役立てたいとい

う思いから我々の方向性が決まった。どんな

データを分析するか先生に相談したところ、

2019 年度の大学の電力のデータが使えると

のことだったので、消費電力に無駄がないか、

あったとしたらそれをなくすためにはどう

したらよいか分析をすることに決めた。 

 

1.2 目的 

 無駄な消費電力を発見するために仮説を立

て、検証を行い、結果を見やすくするために

表やグラフにまとめるという作業を繰り返

した。見えてきた無駄な消費電力の削減方法

を専修大学で過ごす学生や教員に提案し、電

力削減の意識付けをして日々行動してもら

うことで効率よく省エネをすることを最終

的な目的とした。 

 

2. 調査 

2.1 PDF から Excel データ作成 

 安藤先生から頂いた PDF には、2019 年 4 月

1 日から 2020 年 3 月 31 日までの専修大学の

1 号舘、2 号舘、4 号舘、食堂館、図書分館、

生田会館の電圧、電力、力率が 1 時間ごとに

記されていた(図 1)。 

 

図 1.安藤先生から頂いた PDF の一部 

PDF のままでは分析ができないので、Excel

ファイルに変換することを考えた。様々な

OCR ソフトを使用してみたが、どれも数値の

読み取りがうまくできず、OCR ソフトがミス

した箇所を修正するより全て手入力した方

が効率の良い手法だと判断し、1 ヶ月ほどか

けてデータの入力作業を行なった。入力作業

が終わった後、日付の表記を変えて分析しや

すくしたり(図 2-1)、授業の有無や気象デー

タを加えたりした(図 2-2)。 

 

図 2-1. 整形したデータ 

 

図 2-2. 追加した気象データ 



 

授業の有無は学事暦を参照し、気象データ

は気象庁の横浜市のデータ iを使用した。 

 

2.2 中間の仮説・検証 

担当教員から「実際の研究では仮説を立て

て、それを検証するという作業を繰り返す」

という話を聞いて、我々もその作業を中間発

表まで繰り返すことにした。メンバーのうち、

プログラミングができる人と統計の知識が

ある人を検証班とし、話し合いやアイデア出

しが得意な人を仮説班として、作業を分担し

た。検証は主に R という統計解析向けのソフ

トウェアを使った。仮説班が立てた仮説を検

証班が検証するということを繰り返したが、

コロナの影響で大学に行くことができず、集

められるデータに限りがあり、消費電力の無

駄となる要因を見つけるには至らなかった。

そこで目的を少し変更して、省エネを呼びか

けるポスターを作成することにした。1 号舘

の端末室に注目すると、端末の利用率に対し

てログイン画面で待機している端末の数が

多すぎるのではないかという話になり、後期

は端末室のログデータの分析をすることに

なった。 

 

2.3 端末室ログデータ分析 

教務課から頂いた端末室のログデータに

は、使用した端末、ユーザー、ログオン日時、

ログオフ日時、利用時間が記録されていた。

ユーザーは個人を特定できるものではなく、

ネットワーク情報学部生かそうでないかで

匿名化されていた(図 3)。ログの期間は 2019

年 4 月 1 日から 2020 年 1 月 23 日までであ

った。 

 

図 3 端末室ログデータ 

まずは日時の表記や利用時間の表記を分析

しやすいように整形した。その後メンバーで

ログデータの分析について議論した結果、①

何時に使っている人が多いのか、②一番端末

が使われる日はいつかを調べることになっ

た。分析は Python で行なった。 

①の調査結果の一部が図 4 である。 

 

図 4. 6 月の端末利用時間帯調査結果 

このグラフから 6 月は 10 時に使っている

人が多いということがわかった。また、30 分

区切りで調べてみると特に 10:30 から 11:00

にかけて端末が使われていることもわかっ

た。②の調査結果の一部が図 5 である。 

 

図 5. 6 月の日別合計端末利用時間 

このグラフから 6 月は 4, 11, 18, 25 日によ

く端末が使われていることがわかった。いず



 

れも火曜日で、端末をよく使う授業がある曜

日であった。 

 

2.4. 端末室の消費電力の計測 

後期の活動からは分析の対象を 1号館の端

末室に絞り活動を行った。しかし、今あるデ

ータだけでは端末室の分析をすることが困

難であることがわかり、端末室の具体的な消

費電力のデータの計測を行った。端末室の消

費電力の計測にはワットチェッカーという

機器を用いた。ワットチェッカーで実際に得

たデータが図 5 と図 6 である。 

 

図 5. ログイン画面時のデータ 

 

図 6. 作業時のデータ 

図 5はパソコンをログイン画面から全く動

かさず計測した電力データ、図 6 は YouTube

や Word を開いてパソコンに負荷をかけてい

るときの電力データである。 

 

2.5. 削減量試算 

計測したデータをもとに行った分析は以

下の 2 つである。1 つ目は 1 時間、1 日、1 年

間ごとの電力量、電気料金、CO2 排出量の計

算をすること、2 つ目は端末室の利用率を求

め、消費電力の無駄をデータとして出すこと

である。 

 

(1) 端末室の電力量、電気料金、CO2 排出量 

1 時間、1 日、1 年間ごとの電力量、電気料

金、CO2 排出量の計算はワットチェッカーか

ら得たデータをもとに行った。この場合の 1

日と 1年は端末室のパソコンが起動している

時間(10~13 時間)、大学が開校される期間

(150 日)を基準として計算を行っている。図

7 はログイン画面時のみの計算結果、図 8 は

PC が作業中のときの計算結果である。 

 

図 7. ログイン画面時の 1 時間、1 日、1 年間

ごとの電力量、電気料金、CO2 排出量 

 

図 8. 作業時の 1 時間、1 日、1 年間ごとの電

力量、電気料金、CO2 排出量 

これらのデータは省エネを呼び掛けるポ

スターに利用した。 

 

(2) 消費電力量の削減の試算 

消費電力の削減の計算をするために、まず

端末室の利用率の計算を行った。利用率の計

算にはログデータから求めた端末の利用時

間と総利用時間を用いた。利用率は 1 日ごと

で求め表(図９)にした。 

 

図 9. 端末室の利用率 



 

白は平日、赤は土曜日、青は日曜日、黄色は

祝日・長期休暇と４つに塗り分けた。その結

果、１年間を通しての利用率は 4.9％、日曜

日・祝日・長期休暇を除いた場合は 8.8%、土

曜・日曜・祝日・長期休暇を除いた場合は

10.1%であることが分かった。  

求めた端末室の利用率のデータを使い、電力

消費量をどの程度削減できるか計算を行っ

た。その結果、端末の起動中の待機電力を計

測すると、端末室全体で 1 時間あたり

7.88kWh の電力量を消費しており、全てのコ

ンピュータ端末が開室時間において起動し

ていることに対して、端末の利用率は約 10％

であることから端末の利用率に沿うように

端末を停止することにより、年間 12555kWh

の電力消費量を削減できることが分かった。 

 

3.成果 

3.1 成果物をポスターにした経緯 

前期の活動は仮説を立て、検証を行い結果

や考察をまとめて発表の資料にした。こうし

た流れは実際に研究者が研究発表を行う際

に踏む手順であり全く見当違いなことをし

ていたわけではなかった。だが、1 年間で最

終成果物を残さなければならないプロジェ

クトでは消費電力量の部屋別、利用目的別の

内訳を探るための仮説、検証を繰り返すだけ

では成果物が残らない可能性があるという

大きなリスクがあった。こうした内訳を明確

にする仮説を立てられる経験があるわけで

もなく、仮説を立てたとしても検証する時間

も不足していた。プロジェクト最大の目標を

達成できずに最終発表を迎えることを避け

る必要があった。そして、大阪大学iiでも似た

ような分析をしていてポスターを作り、学生

に省エネを呼びかけていた。そこで、閲覧者

が省エネを意識した行動に移してもらえる

ようにネットワーク情報学部の学生が良く

使う端末室に焦点を当て分析し、ポスター作

成を行った。 

 

3.2 ポスターの詳細について 

ポスターを作成する上で、客観的な分析結

果を提示することによって説得力のある内

容を伝えることができると考えた為、端末室

ごとの 1日あたりの電気料金の棒グラフを作

成した。ポスターから読み取れる情報として

ログイン画面の状態と電源 OFF の状態で、

料金に差が出ていることが分かる。また、そ

の差を 1 年間で換算すると、作業時は 45 万

7,045 円、ログイン画面時は、29 万 367 円の

電気料金を使っていることが分かる。結果的

に、電気料金の無駄をポスターという見やす

く分かりやすい形で伝えることができ、さら

に成果物として残すことができた。ポスター

で一人一人の省エネに対する意識を高める

ことがポスター作成を行った最大の目標で

ある。 

 

図１0.実際に作成したポスター  



 

4. 評価と考察 

4.1 データ分析 

調査の際に作成した Excel ファイルデータ

を分析した。また、当初の目的であった、「無

駄な消費電力の発見」については端末室の消

費電力に着目し分析・考察をまとめた。これ

は、端末室のパソコンがログイン画面の状態

で電源がついている電力が無駄な電力であ

ると仮定したためである。ワットチェッカー

を活用しログイン画面での消費電力を測定

し、パソコンの台数を掛け消費電力を求めた。

また、端末室のログデータから端末室の利用

率を算出した。消費電力を端末室の調査を経

て、具体的な数値を算出した。小規模ではあ

るが消費電力が無駄に浪費されている原因

を見つけ出すことができ、成果物を作り出す

ことができた。 

次に、データ分析の課題点について挙げる。

当初の目的は専修大学の消費電力量を分析

して、その内訳を明らかにして、消費電力を

抑える方法を大学や川崎市に提案するもの

であったが、具体的な削減方法を提案するま

でには至らなかった。うまくいかなかった理

由としては、データ入力に時間がかかってし

まい、分析する時間、仮説を立て検証をする

時間が充分に取ることが出来なかったから

である。また、中間発表後から最終的な目的

が曖昧になり、9 月に改めて話し合ったので

予定に遅れが出てしまった。目的が曖昧にな

ってしまった原因の一つとしては、消費電力

量の内訳を明らかにするには 1年間仮説と検

証を繰り返しただけでは時間が足りないと

判断したことが挙げられる。1 年間でなにか

しらの成果物を残さなければならないプロ

ジェクトという授業としては、当初の目的に

対するアプローチの仕方は適切ではなかっ

たと考えた。 

 

4.2 グループワーク 

グループワークは、対面ではなくリモート

で進めることとなったが、最終発表まで協力

して意見をまとめることができた。 

グループワークに当たっては、収集したデ

ータの具体的な使用用途を話し合い、メンバ

ー全員で共有し同じ方向に向かうことが必

要であった。しかし、初期はリモートでのコ

ミュニケーションが円滑ではなかったため、

仕事の振り分けがうまくできず、メンバー間

で仕事内容に差が出てしまった。また、誰が

何をしているかがわからなくなるという課

題も生じてしまった。 

 

5. 今後の展望 

5.1 仮説と検証 

我々が前期に行った仮説と検証を繰り返

すことができれば、消費電力量の内訳を明ら

かにするという研究に繋がる。例をあげると、

季節によってほとんどの建物は消費電力の

増減が見てとれるが、４号館だけは季節によ

っての消費電力の変化があまり見られなか

った。考察したところ、4 号館は他の建物に

比べて事務室が多く、空調設備よりも事務機

器やコンピュータ機器の利用状況に左右さ

れたという考えに至った。ここから仮説と検

証を繰り返すことで、我々の考察に説得力が

増すと考えられる。 

また、昨年度の専修大学の電力データは、

PDF だったものを全てエクセルデータに変

換する作業を済ませているため、消費電力デ

ータを分析できるように変換する作業を省



 

いて、新しいプロジェクトを立ち上げること

ができる。我々は、データの入力作業に多く

の時間を使ったため、仮説と検証に使える時

間が少なくなった。入力作業がなくなること

で、新しいプロジェクトは多くの時間を仮説

と検証に充てることが可能である。  

 

5.2 シミュレーション 

このプロジェクトでは 1年分のデータしか

扱うことができなかったため、シミュレーシ

ョンをすることはできなかったが、10 年分の

データがあれば可能である。分析結果から、

画面が点いていても使われていないパソコ

ンが多々あることがわかった。シミュレーシ

ョンを行うことで、端末室の同時利用割合か

ら端末の利用台数削減が期待できる。 

 

5.3 川崎国際環境技術展 

１月 21 日から２月５日まで開催される川

崎国際環境技術展に、私たちが前期に行った

仮説と検証の一部を出展する。  

川崎国際環境技術展とは、環境分野における

優れた環境技術やノウハウを川崎から国内

外に広く情報発信し、出展者・来場者の皆様

の市場開拓や販路拡大、新たな人脈形成に繋

 

i 気象庁（観測値：神奈川県横浜市 2019 年） 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etr

n/view/daily_s1.php?prec_no=46&block_no

=47670&year=2019&month=1&day=&view

= 

最終確認日：2021 年 1 月 3 日 

がる交流の場を提供する国際展示会のこと

であり、川崎市で毎年開催されている。例年

では、大きな会場に様々な企業や学生団体が

自分たちのブースを作って発表する形をと

っているが、今年はオンラインで自分たちの

発表を見てもらう形となっている。そこで、

前期の仮説と検証を得た考察や、後期に行っ

た分析結果を簡潔にまとめたものが展示さ

れる。（図 11） 

 

図 11. 

川崎国際環境技術展に展示されるポスター  

 

ii 「大阪大学のエネルギー消費分析と対策  

〜総合大学における省エネルギー戦略〜『大

阪大学  環境・エネルギー管理部  特任講師 

大橋巧』」 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=46&block_no=47670&year=2019&month=1&day=&view=
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=46&block_no=47670&year=2019&month=1&day=&view=
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=46&block_no=47670&year=2019&month=1&day=&view=
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=46&block_no=47670&year=2019&month=1&day=&view=

