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1 はじめに

1.1 研究の背景

近年,地球温暖化が問題視されており二酸化炭素濃度は
年々増加している.運輸部門における二酸化炭素排出量の
うち約 9割を自動車が占めている.[1]そこで我々にとって
身近な通学方法に注目し,二酸化炭素排出量を削減できる
大学の立地と通学方法を提案する.
1.2 研究方針

本研究は瀬戸キャンパス (以下NSC)と名古屋キャンパ
ス (NNC)の学生の通学による二酸化炭素排出量を算出す
る.さらに現在 NSCへ自動車で通う学生が電車通学をし
た場合の二酸化炭素排出量や NSCを廃止し NSCの学生
が NNCに通うことになった場合の二酸化炭素排出量を
求め,どれだけ二酸化炭素を削減できるのかを試算する.

1.3 南山大学の通学環境

NNCの最寄駅は地下鉄名城線名古屋大学駅と地下鉄名
城線八事日赤駅であり,それぞれの駅からNNCまで徒歩
約 8分かかる.NSCの最寄駅は愛知環状線山口駅であり,

駅から NSCまで徒歩約 15分かかる.また,本郷駅・平針
駅・愛地球博記念公園駅からはスクールバスが出ており,

所要時間はそれぞれ約 30分,約 40分,約 15分である.NSC

には駐車場があり,校内で行われる講習を受けて申請すれ
ば誰でも自動車で通学することができる.

2 使用するデータについて
2.1 交通手段ごとの二酸化炭素排出量

交通手段の排出量はデータによって異なるが本研究では
鉄道の二酸化炭素排出量については JR東海,名古屋鉄道,

東京環境局から出しているホームページ [3],[4],[5],地下鉄
の二酸化炭素排出量については名古屋市交通局から出し
ているホームページ [6]に基づいて計算する.また,自動車
およびスクールバスの二酸化炭素排出量は道路交通センサ
スデータ [7]の任意区間の二酸化炭素排出量 (g-CO2/km)

より,

自動車の排出量 =
2019

v
−2.087v + 0.01865v2 + 156.05

バスの排出量 =
2784.6

v
−12.752v+0.10590v2 +854.18

を用いる. ただし vは自動車・バスの速度であり,30km/h

を用いる.またスクールバスの場合定員は 50人であり,通
学時間帯は満員であると考えられるため上の式で出た値
を 50で割って求める.リニモの二酸化炭素排出量は文献
[8]より自動車の排出量の 9分の 1となっており,今回用
いる自動車の排出量の 9分の 1の値は 19.72gとなるので
鉄道とみなして計算する.

表 1 交通手段別二酸化炭素排出量
手段 g-CO2/km

自動車 177.5

バス 13.2

鉄道・リニモ 19.0

地下鉄 10.8

2.2 瀬戸キャンパス学生の通学状況

第 2課学生係から与えられたデータによると現在NNC

に通う学生は 7008名,NSCに通う学生は 2709名で NSC

の学生の 568名は駐車場登録をしており自動車通学をし
ていると考えられる.与えられた学生の現住所データは市
区町村単位であり,現住所からの距離が最短になる駅を最
寄駅とする.その最寄駅から各キャンパスまでの通学方法
を乗換案内ジョルダン [2]より最短時間で通える方法を求
め,鉄道・地下鉄の距離を計算する.また,学生の現住所の
分布を図に示した.この点は市の中心部に打った点である.

この点の数はそれぞれの市区町村の学生数と等しい.

図 1 NSCと NNCの学生の分布量

3 通学による二酸化炭素排出量

3.1 記号の定義と計算式

• i : 学生の最寄駅の代表点

• j : 学生の住所の代表点

• Ni : iを利用する学生数

• Nj : jに居住する学生数

• Dj : jから NSCまでの自動車の距離 (km)

• Ri : iから各キャンパスまでに利用する鉄道の距離
(km)

• Si : iから各キャンパスまでに利用する地下鉄の距
離 (km)

• Bi : iから各キャンパスまでに利用するバスの距離
(km)

• Cn : NNCの二酸化炭素排出量



• Cs : NSCの二酸化炭素排出量

Cn =
105∑
i=1

Ni(19Ri+10.8Si+13.2Bi)

Cs =
103∑
i=1

Ni(19Ri+10.8Si+13.2Bi) +
77∑
j=1

Nj(177.5Dj)

NNCの最寄駅の代表点は 105,NSCの最寄駅の代表点
は 103あり,NSCにおいて自動車を利用する学生の住所
の代表点は 77ある.鉄道・地下鉄・バス・自動車を利用
しない場合はそれぞれRi=0, Si=0, Bi=0, Di=0とする.

また,自動車通学をする学生の代表点から NSCまでの距
離は文献 [9]より最短距離を求めた.

3.2 二酸化炭素排出量の結果

NNC学生の通学による二酸化炭素排出量,NSC学生の
現状 (自動車通学含む)の二酸化炭素排出量,NSC学生全
員が電車通学 (自動車車通学をしている学生が電車通学を
する)の二酸化炭素排出量,NSC学生が NNCに通った場
合の二酸化炭素排出量を上の計算式を用いて計算し,結果
を表 2と図 1に示した.

表 2 二酸化炭素排出量の結果
NNC現状 NSC現状 NSC電車だけ NNCに通学

CO2 排出量 (g) 2,717,820.04 3,391,651.63 1,337,559.22 1,027,909.16

図 2

3.3 考察

NNC現状と NSC現状を比較すると NNCの学生数は
NSCの学生数より多いが NSCは自動車通学を許可して
いるので NNCよりも排出量は多かった. また,NSC現状
とNSCの学生全員が電車通学をする場合の排出量の差は
自動車通学を廃止したからであり,NSC全員電車と NSC

の学生が NNCへ通学した場合の差は通学距離が短くな
るからである.

3.4 1人当たりの二酸化炭素排出量の結果

3.2章の結果は NNC7008名,NSC2709名分の合計であ
るため,1人分の排出量を求め表 3と図 2に示した.

表 3 1人当たりの二酸化炭素排出量の結果
NNC現状 NSC現状 NSC電車だけ NNCに通学

CO2 排出量 (g) 387.8 1,252.0 494.78 379.4

図 3

3.5 考察

1人当たりの排出量をそれぞれ比較するとNNC現状と
NSCから NNCへ通学する場合の排出量はほとんど差が
なく,学生住所の分布が似ていることがわかる.1人当たり
にすると自動車通学ができるNSC現状は他の 3通りより
も格段に排出量が多かった.

4 おわりに

各キャンパスの通学による二酸化炭素排出量を求めた
結果,今回用いたデータでは学生はNNCに通学すること
で排出量を大幅に削減することができた.しかし,本研究
では 2011年度の学生住所のデータだけなので他の年度の
データでも実行し,大学の立地と通学方法を考える必要が
ある.
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