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【要 旨】 人間活動起源 CO2 排出量の約 2 割を占める運輸部門を低炭素化するためには，各交通シス

テムの CO2 排出量を適切に評価していく必要がある。本稿では，低炭素な移動手段といわれる自転車

および Light Rail Transit (LRT) を取り上げ，それらが乗用車に比べどの程度の CO2 削減効果を有す

るかを，ライフサイクルアセスメント (LCA) を適用して評価している。分析の結果，自転車を車両

とインフラから構成されるシステムとしてとらえる場合，そのライフサイクル CO2 は乗用車の走行に

よる CO2 に比べ人 kmベースで 83〜96%低くなった。しかし，既存道路上に自転車専用レーンや LRT

を整備する場合，乗用車からある程度の割合で転換が生じなければ，逆に CO2 排出量が全体で増加し

てしまうことが示された。また，LRTよりも電動アシスト自転車の人 kmあたり CO2 排出量の方が小

さいことも明らかになった。

キーワード：運輸交通部門，拡張ライフサイクル環境負荷 (ELCEL)，感度分析，自転車，Light Rail

Transit (LRT)

1．は じ め に

移動は，人が生きていく上で欠くことのできないもの

であり続けてきた。物を手に入れるにしても，仕事をす

るにしても，移動しなければならない。そのため，移動

の需要は，ドライブや散歩のようにそれ自体を目的とす

る場合 (本来需要と呼ぶ) よりも，何かの活動のために

必要となる場合 (派生需要と呼ぶ) の方が圧倒的に多い。

好むと好まざるとにかかわらず行わなければならない移

動のために，利便性と快適性を高めるさまざまな交通シ

ステムが整備されてきた。新幹線や航空機，そして自動

車はその典型である。

しかし，これらの交通システムは，多くのエネルギー

を必要とし，また多くの環境負荷を排出する。特に航空

機と自動車は，人 kmあたりエネルギー消費量が多い上，

化石燃料に 100% 近く依存しているため，大気汚染や騒

音，そして近年では二酸化炭素 (CO2) 排出の原因とし

て問題視されるようになっている。移動手段の利便性や

快適性の追求は，環境・エネルギー問題と引き替えに行

われてきたのである。日本では人間活動起源 CO2 の約

2 割が運輸部門から排出されており，その約 9割は自動

車走行によるものである。世界的にも同様の傾向であり，

中には人間活動起源 CO2 の半分近くが運輸部門から排

出されている国もある。人間活動の派生需要として移動

が必要不可欠である以上は，モビリティを確保しつつエ

ネルギー消費と CO2 排出が抑制された低炭素交通シス

テムの実現が，持続可能な社会を構築していく上で重要

な課題である。

本稿では，低炭素交通システムとして近年注目されて

いる，自転車および Light Rail Transit (LRT；低床式

車両活用や軌道・電停改良によって利便性・快適性を向

上した軌道系交通システム) を取り上げ，それらが自動

車に比べどの程度 CO2 排出量を減らす効果を有するか

について評価した結果を示す。
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2．ライフサイクルアセスメント (LCA)

著者1)は，交通システムの環境性能評価においてラ

イフサイクルアセスメント (Life Cycle Assessment：

LCA) の考え方を適用する必要性を提唱し，その具体

的な方法論を開発してきた。LCA は，評価対象となる

製品・サービスの環境負荷を，その原材料調達から製造，

使用，そして廃棄に至るまでのライフサイクル全体で評

価する考え方であり，ISOでも規格化され，実務でも多

く適用されている。自動車や鉄道車両などの輸送機械へ

の適用例も既に数多い。

一方，各交通手段の CO2 排出量として一般に用いら

れている値は，環境省2)が公表している，走行起源分の

みの人 km あたり排出量の全国平均値である。しかし，

路線・地域によって利用状況や走行状況は大きく異なる

ため，全国平均値をそのまま用いることは不適当である。

その上，交通手段の車両製造やインフラ建設に伴う排出

量が含まれていないため，新たに交通機関を導入する場

合に使用することは妥当でない。新たな交通手段に必要

となる車両・インフラの CO2 排出量を評価するととも

に，利用状況・走行状況を反映した設定データを分析に

用いることで，これらの問題を解決することができる。

この場合，通常の LCA では個別に評価される車両とイ

ンフラが一体的な交通システムとして評価されることか

ら，著者ら3)はそれらを包含したシステム全体での環境

負荷を System Life Cycle Environmental Load (SyLCEL)

と呼び，評価指標としている。たとえば自転車利用を奨励

するために自転車専用道路の整備が必要であれば，自転

車のライフサイクル環境負荷にこれら整備による環境負

荷を合わせた SyLCELによる評価が必要であることにな

る。道路を新設しなくても，既存道路に自転車専用レーン

を設置すれば，その道路部分のライフサイクル環境負荷

を自転車の SyLCELとして配分する必要があり，また専

用レーンがなくとも，自転車が使用する道路分について

同じ扱いをしなければならないという考え方である。

SyLCEL は，同じ区間・同じ交通量を，たとえば乗用

車で運ぶか，それとも自転車で運ぶかの比較に用いるこ

とができる。しかし，既存の交通手段があるところに新

たな交通手段を導入する場合には，両方の交通手段を合

わせて評価する必要がある。そこで著者ら3)は，新たに

整備する交通手段を評価する場合，それ自体の SyLCEL

はもとより，その交通手段によって利用状況等に影響を

受け環境負荷が変化する他の交通手段や活動にまで評価

範囲を拡張する必要があることを指摘している。そして，

その範囲での環境負荷を「拡張ライフサイクル環境負荷

(Extended Life Cycle Environmental Load：ELCEL) 」

と呼んでいる。自転車奨励策によって乗用車走行が削減

されれば，それに伴う環境負荷を自転車の SyLCEL に加

えたELCELは減少する可能性もある。逆に，自転車レー

ン整備に伴って自動車の車線が減少し，渋滞が悪化して

燃費が低下することで乗用車走行起源の環境負荷が増加

すれば，ELCEL の減少が起こらないかもしれない。こう

いった，自転車奨励策が環境負荷に及ぼす影響に関する

包括的な評価が，ELCEL概念の導入によって可能となる。

3．評 価 手 順

本稿では，乗用車のみが走行する仮想の道路区間につい

て，1 車線を自転車専用レーンに設定し，乗用車から自転

車への転換が生じることに伴うCO2 排出量変化を，道路イ

ンフラや車両のライフサイクルでの排出も含めた SyLCEL

や ELCELによって評価する。この時，結果に大きな影響

を及ぼす設定変数である区間総交通需要量および転換率

に関する感度分析を実施する。また，同様のアプローチで，

LRT導入時のCO2 排出量変化を推計し，比較する。

自転車は，人力のみのものと，電動アシストのものを

取り上げる。この時，人が自転車をこぐことによるエネ

ルギー消費についても参考のため試算する (この値の解

釈については後に詳述する)。LRTは通常の架線式の電

車である。乗用車はガソリン車 (GV) を想定するが，

半数が電気自動車 (EV) に置き換わる場合も想定し，

自転車や LRTへ転換した場合との比較を行う。

なお，本稿で評価する環境負荷は CO2 のみである。

そのため，LCA で規定されている，さまざまな環境負

荷の inventory (目録) を整備し，それらの負荷がいか

なるインパクトをもたらすかを個別的および総合的に評

価するという標準手順は経ないことになる。

自転車・LRTの各手段の SyLCEL・ELCEL推計手順

をそれぞれ図 1・2 に示す。いずれの場合も，区間総交
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図 1 自転車専用レーン設置に伴う CO2 排出量変化の
推計手順



通需要量 (自転車・LRTへの転換が生じる前はすべて

乗用車によって賄われると想定) に各手段への転換率を

乗じて得られる各手段需要量をもとに，各手段の

SyLCEL が算出される。さらに，残りの乗用車について，

車線減による走行状況変化がもたらす燃費変化を考慮し

た走行起源環境負荷を推計し，各手段 SyLCEL と合計

することでELCEL を算出する。

4．評価対象に関する諸設定

本稿での評価は仮想区間を対象とする。実際の事例を

参考にしつつ，下記に述べるようにさまざまな設定を

行っている。

4. 1 基本設定 (表 1参照)

対象区間は 5 km とし，もともと片側 3 車線の道路が

あり，乗用車のみで賄われていた交通需要が，自転車専

用レーンもしくは LRT (軌道敷内自動車進入禁止とす

る) の新設で片側 1 車線が占有され，乗用車から自転

車・LRT への転換が生じる場合を考える。交通は

6〜24 時の間に発生し，朝ラッシュ時間帯 (7〜9時) お

よび夕ラッシュ時間帯 (17〜20時) は他の時間帯より

交通量が多くなることを想定する。表 1〜4に示す自転

車・LRT・乗用車の車両起源 CO2，および道路・軌道

等インフラ起源 CO2 はいずれも，原材料の製造や調達

に伴う分も含めたライフサイクルの排出量として計算さ

れた値を用いている。LRT はすべて対象区間のみで走

行すると考え，車両製造分は全量を SyLCEL に組み入

れるが，自転車・乗用車については他の区間も走行する

ため，生涯走行距離 (日走行距離×365.25×耐用年数)

でライフサイクル CO2 排出量を除して走行台 km あた

り排出量を求め，これに区間距離と交通量を乗じて，対

象区間に配分される車両製造 CO2 とする。電動アシス

ト自転車・LRT・EVに使用される電力は同じものとし，

参考文献4,5)より算出した電力 CO2 原単位を用いる。

4. 2 自転車に関する設定 (表 2参照)

自転車専用レーン設置にあたって新たに整備されるの

は，縁石とガードパイプとする (図 3)。縁石は歩道と

加 藤 博 和・山 本 充 洋・柴 原 尚 希
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図 2 LRT導入に伴うCO2 排出量変化の推計手順

ラッシュ以外 1時間交通量/日交通量

年60ライフタイム

ton-CO2/kWh4.49×10−4電力 CO2原単位4, 5)

人/台1.3乗用車乗車人数

値 単位

表 1 基本設定

6〜24交通発生時間帯

時7〜9朝ラッシュ時間帯

時17〜20夕ラッシュ時間帯

%10朝ラッシュ 1時間交通量/日交通量

%8.0夕ラッシュ 1時間交通量/日交通量

%4.3

km5区間長

時

図 3 道路横断面の想定

食物生産 CO27)

ton-CO2/台0.0747電動アシスト自転車製造 CO28)

V25.2
電動アシスト Li-ion 電池性能8)

%28電動アシスト比率

値 単位

Tank to Wheel 効率10)

表 2 自転車に関する設定

15自転車走行速度

年8車両耐用年数

km/人日2.93日平均走行距離9)

ton-CO2/台0.0465自転車製造 CO28)

kcal/時337
自転車消費カロリー6)

(自動車運転時との差分)

ton-CO2/kcal0.99

Ah8.1

km20電動アシスト航続距離8)

%67

ton-CO2/km18.1自転車道建設 CO2

km/時



自転車道の境界に用い，ガードパイプは自転車道のセン

ターラインに用いる。これらの建設に伴う CO2 排出量

を SyLCEL に組み入れる。維持管理・廃棄分について

は微少のため扱わない。車両起源についても同様に，製

造時 (原材料製造・輸送分含む) のみを SyLCEL に組

み入れる。

また，自転車をこぐことでカロリー消費が増加するこ

とに伴う CO2 排出増加量を参考のため推計する。人は

食物から栄養を得るために呼吸によって O2 を得て CO2

を排出するが，この CO2 は動植物由来であり，カーボ

ンニュートラルとして扱うことができる。しかしながら，

食物を生産し輸送し調理して食べるまでの間にさまざま

な形でエネルギー消費が行われており，それに伴う

CO2 排出はカーボンニュートラルではない。そこで，

「人間を自転車の動力」と見なし，この分を自転車走行

による CO2 排出量と考えて算出する。自転車消費カロ

リーはアメリカスポーツ医学会6)による METS 法を用

いる。この値と，乗用車運転時 (電車で立って通勤する

場合も同値) のカロリー消費との差分をとり，カロリー

あたりの食物生産 CO2 原単位 (ton-CO2/kcal) を乗じ

る。原単位は，経済産業省主催の「エコプロダクツ

2008」に出展された食品群のカーボンフットプリント

(Carbon Footprint：CFP) 値の平均値7)を用いる。ただ

し，この CFP値は CO2以外の温室効果ガスも含んでい

るため，日本全体の GHG排出割合 (CO2 換算量) にお

いて CO2 が占める割合と同じ比を取ることで CO2 のみ

の値に近似している。また，電動アシスト自転車の場合

は人がこぐ量が通常の自転車より減ることから，電動ア

シスト比率分については電力で，残りは人力で進むと考

えて計算する。電動アシスト比率については，参考とし

た電動アシスト自転車の航続可能距離 (20 km) と充電

容量から，走行 1km あたりの電力消費量を算出し，そ

れをTank toWheel 効率 (充電した電力が動力に変わる

比率) を用いてエネルギーに換算した上で，普通の自転

車をこいだ時の消費カロリー (エネルギー) との比から

求めた 28%を用いる。

4. 3 LRTに関する設定 (表 3参照)

LRT 運行の車両 km を算出する際は，先行研究11)の

方法に倣い，1時間あたり運行本数を，朝ラッシュ・夕

ラッシュ・その他の各時間帯別に，転換する需要量と混

雑率 (定員に対する乗車人数の比率。ラッシュ時は増加

すると設定) に基づき計算する。これによって運行車両

km が算出され，運行による CO2 排出量が推計される。

さらに，最も運行本数が多い朝ラッシュ時の必要車両数

に予備車両数を合わせて必要車両数を算出する。これに

よって車両起源 CO2 排出量が推計される。なお，LRT

車両については製造時 (原材料製造・輸送分含む) のみ

を SyLCEL に組み入れる。整備される軌道および電停

の建設・維持に伴う CO2 排出量は，先行研究12)で延長

km もしくは電停あたりで算出されている値を用いる

(図 3)。

4. 4 乗用車に関する設定 (表 4参照)

自転車や LRTへの需要量転換が生じても，乗用車保

有台数や道路インフラには変化がないものと仮定し，車

両・道路インフラ起源 CO2 は推計対象としない。ただ

し，車両の半数が EVに転換する場合については，GV

より車両起源CO2 が大きいことから，GVとの差分につ

いて考慮する。

自動車交通量による GVの燃費変化については，先行

研究12)の手法を用いて推定した交通量−旅行速度関係

式 (車線数ごとに異なった値を用いる)，および大城

ら13)による旅行速度を説明変数とする燃費の式を用いる。

また，LRT同様，交通量の時間帯変化を考慮して燃費

を算出する。EVについては，Tank to Wheel 効率を含

めその技術水準はすべて現状の水準を用いる。旅行速度

と電力消費量との関係は GVほど大きくないとして考慮

しない。
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夕ラッシュ混雑率

%50ラッシュ以外混雑率

ton-CO2/両70車両製造 CO212)

kWh/編成 km1.5LRT走行時電力消費原単位12)

値 単位

インフラ維持補修 CO212)

表 3 LRTに関する設定

150定員

km/時20走行速度

秒20駅停車時間

秒300起終点折り返し時間

%100朝ラッシュ混雑率

%90

年20車両耐用年数

ton-CO2/km1,510軌道建設 CO212)

ton-CO2/箇所14.9電停建設 CO212)

ton-CO2/年4

箇所11LRT駅数

人

値 単位

表 4 電気自動車に関する設定

10車両耐用年数

km10,000年間走行距離 (GVと同じ)

%67Tank to Wheel 効率10)

ton-CO2/台2.2車両製造 CO2 (GVとの差分)10)

年間



5．推 計 結 果

5. 1 自転車のライフサイクル CO2

まず，図 4 に，乗用車 (GV)，LRT，通常の自転車

および電動アシスト自転車のライフサイクル CO2 排出

量 (Life Cycle CO2：LC-CO2) を人 kmあたりに換算し

た値を示す。車両製造分は参考文献8)の値をそのまま用

いており，電動アシスト自転車の方が約 1.6倍大きい値

である。これに電力消費による排出量を加えると，通常

の自転車の約 2.5 倍となる。さらに，人力によるカロ

リー消費分を算入した場合，通常の自転車と比べ電動ア

シスト自転車では電力消費分が人力の減少分とほぼ同じ

値となっており，結果として走行起源排出量もほぼ同じ

値である。なお，乗用車の走行による人 kmあたり CO2

に比べると，通常および電動アシスト自転車それぞれに

ついて，人力を算入しない場合は 96%，90% 低く，す

る場合には 86%，83%低い値となった。

5. 2 各移動手段のシステムライフサイクル CO2

次に，乗用車 (ガソリン(GV)・電気(EV)) や LRTも

加えた各移動手段について，車両・インフラ起源分も含

めたシステムでのライフサイクル CO2 排出量 (System

Life Cycle CO2：SyLC-CO2) を求める。この値は，各

手段の輸送量 (人数) によって変化する。輸送量が多い

ほど，インフラ・車両起源排出量が人 kmあたりに配分

される量が小さくなるため，その割合が大きい LRT で

は SyLC-CO2 は減少していく。一方，GVの場合は輸送

量が多いほど道路渋滞が生じるため，走行起源排出量が

増加し SyLC-CO2 も漸増する。

SyLC-CO2 の計算結果を図 5に示す。輸送量を問わず

自転車の方が乗用車より小さいのは当然であるが，LRT

については輸送量によって大きく値が変化し，1,100 [人/

日]以上で EVよりも，また 15,500 [人/日]以上で電動

アシスト自転車よりも SyLC-CO2 が小さくなる。しか

し，通常の自転車よりも SyLC-CO2 が小さくなること

はない (いずれも人力起源非算入)。

5. 3 乗用車からの転換を考慮した各移動手段導入によ

る ELCEL変化

図 6 は，対象区間の総交通需要量を 20,000 [人/日]と

し，そのうち 30% が自転車もしくは LRTに転換した場

合，乗用車走行分 (すべて GVとする) を含めた各移動

手段の ELCEL で評価した CO2 (Extended Life Cycle

CO2：ELC-CO2) の計算結果である。乗用車のみで需
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図 4 自転車のライフサイクルCO2推計結果

図 5 各移動手段の SyLC-CO2推計結果

(区間総交通需要量 20,000 人，転換率 30% の場合)

図 6 各移動手段導入によるELC-CO2推計結果



要を賄っていた場合に比べ，LRT は約 12.5%，通常の

自転車は約 16.7%，電動アシスト自転車は約 14.6%(い

ずれも人力起源非算入)の ELC-CO2 が削減される結果

となった。図 7は図 6 の結果について，乗用車のみの場

合に比べた増減量で示したものである。乗用車交通量の

削減量，自動車の 1車線削減はいずれの場合も共通する

ため，乗用車走行起源減少分は等しい。LRT では施

設・走行による排出量が大きいため，自転車に比べて

ELC-CO2 削減率が小さいが，自転車の人力分を算入す

ると拮抗する結果となっている。

次に，対象区間総交通需要量は 20,000 [人/日]のまま

固定し，転換率を変化させた場合の ELC-CO2計算結果

を図 8 に示す。自転車と LRT とで大きな差はなく，い

ずれも 16〜21% (3,200〜4,200 [人/日]) 以上の転換率

で乗用車のみの場合に比べ ELC-CO2 が削減されている。

つまり，転換率が小さい場合には，乗用車は渋滞悪化に

伴って走行起源 CO2 が増えてしまい，ELC-CO2 全体で

も増加となってしまうことから，削減のためには転換率

確保策を実施する必要があることがわかる。あるいは，

自転車専用レーン導入や LRT軌道敷内乗用車進入禁止

をやめることで渋滞緩和を図る必要があるといえる。な

お，それによって自転車や LRT の利便性が低下するこ

とでさらに転換率が低下する可能性への注意が必要であ

る。

また，転換率 30% を固定し，区間総交通需要量を変

化させた場合の ELC-CO2計算結果を図 9 に示すととも

に，乗用車のみの場合に比べた増減率を図 10 に示す。

自転車はどの転換率でも削減率の値が安定的であるが，

総交通需要量増加に対して若干逓減する傾向がある。こ

れは，渋滞悪化による乗用車の燃費低下が原因であると

考えられる。なお，図では示していないが，転換率 50%
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(区間総交通需要量 20,000 人，転換率 30% の場合)

図 7 各移動手段導入によるELC-CO2変化量

図 8 各移動手段導入の ELC-CO2 の転換率による変化
(総交通需要量：20,000 [人/日])

図 9 各移動手段の ELC-CO2 の総交通需要量による変
化 (転換率 30%)

図 10 各移動手段導入の ELC-CO2 削減率の総交通需
要量による変化 (転換率 30%)



では逓増傾向を示す結果となっており，これは転換によ

る渋滞緩和の影響が卓越していることが原因であると考

えられる。一方，LRT は総交通需要量増加によって人

kmあたりの CO2 排出量が低下するため，削減率が上昇

している。

5. 4 ELCEL最小となる移動手段

前節で実施した，総交通需要および転換率による各移

動手段の ELCEL の感度分析結果を用いて，それらの値

によって ELCEL が最小となる移動手段がどう変化する

かがわかる。その結果をマッピングしたのが図 11・12

である。図 11 は自転車の人力起源を算入しない場合，

図 12 は算入する場合である。

これらの図から，a)転換率が約 20% を確保できない

場合には総交通需要量にかかわらず乗用車 (GV) のみ

の方が優位であること，b)人力を算入しない場合，転

換率 20% を超えると自転車が優位となること，c)人力

を算入する場合，転換率・総交通需要量が大きい領域

(輸送量約 5,000 人以上) で LRTが優位となることがわ

かる。また，d)電動アシスト自転車と通常の自転車と

ではほとんど結果が変わらないことが示された。

6．結 論

本稿では，移動手段の環境負荷評価における LCA導

入の必要性とその具体的な方法論について論じた。それ

に基づき，自転車 (通常のものおよび電動アシスト付

き) と LRT を対象に，乗用車 (ガソリン車および電気

自動車) との SyLC-CO2 の比較，そして ELCEL を用

いた，乗用車交通からの転換による CO2 削減可能性の

検討と，ELC-CO2最小となる移動手段の選定を行った。

その結果，自転車は乗用車に比べ走行起源 CO2 が 8〜9

割削減され，SyLC-CO2 でも乗用車はもとより LRT に

比べてもおおむね優位にあるものの，ELC-CO2 を考え

る場合，自転車専用レーンや LRT を整備する際には，

乗用車からある程度の割合で転換が生じないと，逆に

CO2 排出量が全体で増加してしまう可能性があること

を示した。

本稿での計算はすべて，現在の車両・エネルギー技術

に基づいている。今後，技術革新が進むことで結果が大

きく変化することも十分考えられる。また，移動手段を

転換させる施策の実施可能性は，対象区間の交通特性や，

その地域の交通状況，空間構造，ライフスタイル等に大

きく依存する。実際の低炭素交通システムは，こういっ

たさまざまな要素を勘案して検討され実施されていくこ

とが必要である。著者は，そのために必要となる調査分

析を今後も継続していく予定である。
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図 12 ELC-CO2 削減率最小となる移動手段 (自転車で
人力起源を算入する場合)

図 11 ELC-CO2 削減率最小となる移動手段 (自転車で
人力起源を算入しない場合)
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Abstract

The transport sector accounts for approximately 20% of total CO2 emissions. In order to identify the

most suitable low-carbon transport systems it is necessary to first evaluate CO2 emission amounts according

to the various modes of transport. This study focuses on bicycles and Light Rail Transit (LRT), generally

considered to be low-carbon transport modes. In this analysis, the effects of CO2 reduction for bicycles and

LRT, as compared to passenger cars, are evaluated using a Life Cycle Assessment (LCA) method. Results

show that CO2 emissions from the bicycle life cycle, including vehicle and infrastructure emissions, amount to

83-96% (passenger-km base) less than that of passenger cars. When bicycle lanes and LRT tracks are

introduced on existing streets however, the total CO2 emission may be higher according to whether the

demand shift for passenger cars is low. Also, CO2 emissions from electric bicycles were found to be lower

than that of LRT, unless LRT is in high demand.

Keywords : transport sector, Extended Life Cycle Environmental Load (ELCEL), sensitivity analysis,

bicycle, Light Rail Transit (LRT)

ライフサイクルアセスメントによる都市内移動手段のCO2 排出量評価

― 35 ―

227


