
人と環境にやさしいトランジットモデル都市をめざして RACDA

2008/
C02を 50%肖 l減するにはどうすれば…

3年は洞爺湖サミットがあり、地球温暖化への

対策も主要な議題になるcよ<2050年までに二

酸化炭素を50%肖」減という数字が出て<る。多

<の日本人は関心がな<、 あったとしても、そん

なのはできっこないと思っているだろう。

さて、問題になつている二酸化炭素排出量の

うち、交通部門で人を輸送するという部分に限つ

て、どうすれば50ノ 一ヽセント削減を達成できるか

者えてみよう。地方都市のP丁 (パーソント|リップ)

調査が十分でないが、仮に多<の地方都市の交
通分担率を以下のように推定してみよう。(本当

は厳密にやりたいのだが、大体の所を考えてみ

ようというわけだ。)

ここで便宣上、計算を簡単にするため、徒歩三

輪車の炭酸ガス排出量を 0、 公共交通を 1、 自動

車を 5とする。(鉄道 1、 バス 3、 自動車 9が一般

的)また、2007年の排出量は

なんと自動車交通を20%削減し、公共交通を

3倍、二輪車徒歩を大幅に増やしても、とても半

分にはならない。そこで自動車の燃費を減らさ

ないと達成できないわけだ.燃費を減らすには、

ハイプ|プットなどの技術開発、それから小さい燃

費のいい車に乗り換えることが必要。上の計算

から355を半分にするとは 177.5だから、公共交

通の燃費がこのままなら、自動車を 162.5にしな

|すればならない。 ということは

162.5/250=0.65 …つまり自動車の燃費を6

5%にすればいいわけである。

私自身(日産シルフィー1800ccから日産マー

チ 1200ccに乗り換えたところ、市内中lいで:リッタ

―当り8kmが 12km超になつた。こ

れだけで 65%にはなる。自動車

業界には売上減少という激変に

なるのだが、コンパクトカーとい

う選択はそれだけで大きな肖」減

効果がある。

燃料電池で動く車も実用化を

目指しているが、新技術は確実と

は言えない。いま確実な技術といえば、ハイプリ

ットや電気自動車の方が近道かもしれない。

まあ日本も人□が減ってい<から、ここまでし

な<てもいいかもしれないが、本気で二酸化炭

素排出量を半分にするつもりならば、3の生活を

変えていかなければならない.自動車利用を削

減して、その受け皿として公共交通を3倍に。そし

岡山県南都市日のPT(過 去 3回 )を参考に 各数字は%
徒歩   二輸車

1971年 PT  39.6   23.2
1982生「 PT    23.4       30.8

1994」年二PT    17.7       19.9

(徒歩 =自転車両方で)

2007年予測    250
2050年 目標      35,0

バス   鉄道

9.4    3.5

4.1   2.8
2.1    3.8

(バス・鉄道両方で)

5.0

15.0

自動車

24.3

39.0

56.4

70.0

50.0

徒歩自転車 公共交通 自動車 合 計

0 5 350 355

2050年の排出量は

徒歩自転車 公共交通 自動車 合 計

0 15 250 265

て自動車の燃費は3の 65%。 どうにかやれそ

うな数字ではないか。
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岡Ltl鐵藩が岡山市浦章南町/JI儡 現在地である同市圏

応幸ほ移転して 3月 11日で 20周年を迎えた。

今回は移転後の、すなわち現在の岡曲空港に散つわる

路線バスについてその変選を紹介する。

機リムジンバス

移転開港当時、岡はル申L加 下バスセンター、倉敷駅、

津山ノヾスセンターからそ́れぞれ 1圏 4往復でリムジン

バスの運行が新たにスタートした。すべての便が中鉄

バスの担当で、同社では専用t/8新韓を 6台購入(のち1こ

3台増車)し、「エアポー・卜正クスプレスJの量称で運

行 tノた。

|・1 その後、

航 空 路 線

や 便 数 の

増 加 な ど

により、岡

曲 か ら の

リム ジ ン

バ ス は 贈

l_Cに次ぐi曽使となって、2∝)2年 4月からは岡lll駅 を

起終点とするノンストップ便が誕生、岡曲駅からの空

港アクセス|よ格段ほ便利になつた。しかし、倉敷や津

L日 からのリムジンバスは思ったほど利用が伸びず、

1997年 6月末で倉敷からのリムジンが運体となつた

が、1998年末から 1999年正月の約 2週間、また

1999年 3月から2o03年 12月 18圏までは総社

バス |こ おいて

運行された。ま

た、2007年
6月 末で津 l lJ

か らの リム ジ

ンち廃 1上 され

てしまった。

《「岡曲空港2o年 J》

～
菫蝙闇咤鶴纏バスの変鸞綺

これらとは別に、1998年 10用から岡山 。中山ト

バスセンターから岡LJ空港を経由して苦備高原都市 ,

勝山方面に向かう便も設定されたが、2005年 7月 |こ

体止された。また、2(D2年 7月 と8月 の 2か周間、

金川駅前からのリムジンノヾスを 1日 11往復で試験運

行 t/層が、利用が少ないことから本格運行に|ま壼らな

かった。

2003年 12月 19日 からリムジンバス|こ新た|こ岡

電バス(岡曲駅発着)と
‐
卜電バス(窟敷駅・水島・児島発

着)が参入、乗客争奪戦の様相を里l_ど新聞沙汰になる

ほどの人間題になった。これ椰については2006年か

ら2007年にかけて共同運行イじし、乗り場も続…する

などしている。

◎一般路線バス
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寺 “富吉へ運行していたが、開港と同時に需満への彙

り入れを開始した。その約半年後|こ は、空港近くcrpレ

ジャー施設「藤ヶ鴫フルー‐ツパークJへ■0理 ,体圏の

み 1圏 2往復の運行を開始 t/た。 l_7/」
htム もともと:人

目の少ない過疎地1或を避行することから利用は伸びず、

藤ヶO鳥フルーツパー‐クヘの延長は 2年ほどで終わったっ

その後もロー"カル路線の利用者減少は続き、2(M)4年

大晦目の運行を最後に廃lLされてしまった。

現在、古宗から日応寺方面・富畜方面には代替公共

交通機関がまったく存在せず、公共交通空自地帯の…

つとなっ
~C‐

いる。

このほか、国山空港には慮古や福tl lか ら高速バスが

乗り入れていたが、どならも現在廃止されている。

今回の原稿をまとめるにあたって、資料をご提供い

ただきました岡山市の片岡克巳様にこの場を借 りて御

礼を申し上げます。(石井孝幸)


