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環境問題について
評議員 佐久間　一

（富士銀行常務執行役員）

2001年３月、東京都とトラック運送業界他４団体が「不正軽油撲滅東京宣言」を発表

され、この中で、首都圏に青い空を取り戻し未来の子供たちに引き継ぐと宣言されてい

ます。同４月には使用済み家電製品のリサイクルを目的とした「家電リサイクル法」が

スタートしました。

地球温暖化防止に象徴される環境対策がいよいよ身近なこととなり、企業も個人も等

しくこの問題に取り組む時代となってまいりました。

特に企業は温暖化防止に関する規制が強化となり、大手メーカーでは自社の工場並びに

自社で製造した機器の性能に対しても規制がかけられ負担は確実に増加しております。

また、省エネ技術の開発競争も激しく、その開発力が「勝ち組」・「負け組」を決める

重要な要素の一つとなっております。

一方最近の米国の「京都議定書」不支持表明に見られるように、環境問題解決への道

のりは険しいものと思われます。

このような状況の中にあって、物流という市民生活の基盤を支えながら早くから問題

に取り組み、｢アイドリングストップ｣「黒煙NO運動」を展開されているトラック業界

の活動には心からの敬意を表します。

弊行事業調査室の最近の調査を見ても景気低迷による収益環境悪化、効率的物流体制

構築のため設備投資負担等によりトラック運送業界の経営が年々厳しくなっており、そ

の中で経営者・従業員の皆様が懸命に努力されておられます。

今、トラックの排気ガスのみがクローズアップされ、諸規制の導入の検討・実施がな

されておりますが自然環境の保持、再生を背景とした対策・普及が急務であることはい

うまでもありません。しかし乍ら、新しい燃料や新しいタイプの車輌に一斉に置き換わ

ることが不可能であることも現実です。

今一番重要な事は、企業・個人が出来ることから始めることではないでしょうか。

運輸低公害車普及機構の地道な根を張った活動こそが重要であり、私も評議員の一人と

して微力ながらお手伝いをして参りたいと考えております。

「不正軽油撲滅東京宣言」にありましたように、私も、未来の人たちが地球の歴史を

学ぶ時、この21世紀が地球環境を守り発展した輝かしい世紀として評価されることを願

っている一人です。
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はじめに

国土交通省は、次世代の低公害車として有望な燃料電池

自動車の開発・普及の促進及び技術評価を行うため、平成

13年３月１日・２日に国際連合大学において、燃料電池自

動車国際シンポジウム（事務局（財）運輸低公害車普及機

構）を開催した。

このシンポジウムでは、21世紀における究極のクリーン

エネルギー自動車として期待される燃料電池自動車の普及

に向けて、国内外の燃料電池自動車の開発・普及、燃料供

給に携わる専門家の方々、および走行試験を実施している

方々をお招きし、その開発状況、路上走行状況、安全に関

するご講演を頂いた。当日の模様を紹介する。

［開催概要］

主　　催：国土交通省

開催場所：国際連合大学

開 催 日：平成13年３月１日（木）・２日（金）

参 加 国：日本、米国、ドイツ、オランダ

参加人数：約350名/日

開会挨拶

吉田六左エ門国土交通大臣政務官より挨拶があった。燃

料電池自動車は、21世紀における人と環境が調和した社会

の主役になるものと期待している。21世紀の車社会の健全

な発展を図るためには、無限の可能性を秘めた燃料電池自

動車の燃料や技術のさまざまな選択肢を広い視野から模索

し、その開発、普及を促進していくことが肝要である。

国土交通省では燃料電池自動車の開発･普及に向けて、

一昨年から燃料電池自動車の実用化に必要な安全、環境性

能等に関し検討を行っている。このような状況を背景とし

て先月、メタノールを燃料とするダイムラー・クライスラ

ー日本ホールディング株式会社とマツダ株式会社の乗用車

２台が国土交通大臣の認定を受け、燃料電池自動車として

日本で初めて公道走行が開始された。国土交通省としては

今後メタノールに引き続き、ガソリンや水素などを燃料と

した燃料電池自動車の公道走行が行われることを期待する

とともに、これらの公道走行により得られた安全環境デー

タを検討し、その結果を技術指針として取りまとめ、安全

で環境性に優れた燃料電池自動車の開発･普及を促進して

いきたい。

基調講演

東京大学工学系研究科の石谷久教授よりわが国での燃料

電池研究開発戦略をどう考えるべきかを主題として基調講

演をいただいた。

燃料電池自動車の実用化にあたっては、基本性能の向上、

経済性の向上、燃料、インフラの問題がある。

実用化と普及を、基盤整備実証段階（現在から2005年頃）、

導入段階（2005年頃から2010年頃）および本格普及段階

（2010年以降）の三段階に分けて整理すると、基盤整備実

証段階では、国としては制度面や普及基盤整備、あるいは

導入初期段階における燃料の供給体制整備、積極導入など

が必要になろう。この段階では、実証試験やあるいは標準、

安全基準といったような検討を行う。

燃料電池自動車国際シンポジウム燃料電池自動車国際シンポジウム
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導入段階では、基盤整備実証段階の延長としてより民間

に移った燃料電池供給体制の開始、あるいはモデル事業な

どの積極導入を国がやっていくことになろう。

本格的普及段階になればあまり国の役割もなく、とにか

くコストが安くなって性能が上がって一般車と競合できる

ようにならねばならない。

燃料供給体制の整備は非常に大きな課題である。国が積

極的に燃料供給体制を整備する際には、環境上好ましい燃

料を評価･確認し、その選択を支援する必要がある。その

ときに客観的な評価が必要である。

セッション１：燃料電池自動車の開発動向

燃料電池ハイブリッド車の実用化に向けて

［トヨタ自動車株式会社ＦＣ技術企画部長　中村徳彦］

トヨタは３月１日、開発したばかりの、FCHV3を初めて

一般に公開した。出力は90kW、水素吸蔵合金を用い、航

続距離は300km以上、最高速度は150km/h以上である。

燃料電池自動車を市場に出すための様々な課題には、例え

ば、環境適合性、安全性、サービス性、経済性、リサイク

ルが挙げられる。

燃料電池自動車用の燃料については、クリーンで、かつ

車両構成上最も合理的な水素からスタートして、将来はエ

ネルギー源の多様性、持続可能な燃料である水素時代を目

指す。当面はクリーン･ハイドロカーボン･フューエル（炭

化水素系燃料、CHF）を、現存するサービスステーション

で供給する方法が良いと考えられる。

燃料電池自動車の実車走行試験

［ダイムラー･クライスラー

燃料電池プロジェクト部門ディレクター ヨハネス・エプナー］

ダイムラー･クライスラーは、1994年にNECAR1を発表

後、NEBUS、NECAR5まで、様々な車種で燃料電池自動車

開発を進めてきた。燃料も圧縮水素、液体水素およびメタ

ノールに関し、それぞれ評価を行ってきている。現在、は

ダイレクトメタノール燃料電池の研究開発も実施してお

り、昨年、燃料電池ゴーカートを発表した。燃料について

は中立的な立場をとっている。

欧州の各都市では、低床式の燃料電池バス（NEFLEET）

を使ったデモンストレーションを行っている。このプロジ

ェクトでは、実際のユーザーにバスを使ってもらい、低温

試験、環境試験なども行う。安全性、市場への受容性も検

証していく。

日本でも、メタノール燃料電池乗用車の公道試験を開始

した。2002年には欧州各都市で運行しているような燃料電

池バスを導入したいと考えている。2004年には燃料電池自

動車を市場に投入する意向である。

GM燃料電池プログラムについて

［ゼネラル･モーターズ世界代替動力源センター

日本事務所マネージャー　ジョージ・ハンセン］

GMは1998年、燃料電池に特化した研究を行う、世界代

替動力源センター（GAPC）を設立した。GAPCは1998年

９月、メタノール改質方式のオペル・ザ・フィーラを発表

した。欧州、中国、米国など、様々な場所や天候の下で走

行試験を実施してきた。

将来は再生可能な水素社会であり、中期的解決策が長期

的ビジョンの妨げになってはならない（水素経済が開始さ

れるまで既存インフラを使えるという意味で、クリーン･

ハイドロカーボン燃料が有効）と思う。また、新燃料とし

ての水素及び燃料電池自動車が消費者に受け入れられるよ

う社会全体の啓発活動が必要である。
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セッション２：燃料電池自動車の燃料の
評価及び今後の課題

燃料電池用燃料電池としての石油系炭化水素

［日石三菱株式会社　

技術開発部機能商品事業室長　池松正樹］

燃料電池自動車用の燃料としては、どこでも入手が可能

で既存のインフラが活用できる、という観点から炭化水素

系の水素キャリア（水素を運ぶ物質）が最も優れていると

考えている。最終用途に一番近い場所まで水素キャリアで

持って行き、使う現場で水素を取り出すことが、最も現実

的な解決策であると思う。

日石三菱は、1986年から石油系の燃料電池実証実験を行

っており、エネルギー供給者の立場から輸送用の燃料電池

については（1）燃料入手の容易性、（2）二次エネルギーであ

る水素のキャリアの特性、（3）定置式のコジェネレーション

用燃料電池（分散型燃料電池）と相まった発展が重要であ

ろう。

水素エネルギー ―導入･普及へのチャレンジ

［シェル･ハイドロジェン

最高経営責任者　ドナルド・ヒュバーツ］

シェル･ハイドロジェンは、改質技術、定置用、自動車

用等、燃料電池について各種の検証、さらに水素の貯蔵、

安全性や燃料供給所に関する取組みも実施している。まず

は、現在のインフラを利用した炭化水素ベースの燃料を利

用することを検討している。

市場導入の要件は、まず、燃料や燃料補給に関する標準

化、次に相対的な原料コストの検討、第三に持続可能なシ

ステムの確立であろう。

燃料電池車の利点をアピールしていく上でもフリート

（運送事業）市場は重要である。燃料電池乗用車の普及に

は燃料供給網の整備が必要になるが、フリート市場におけ

る試みを一般市場につなげることが可能である。2050年ご

ろには再生可能な資源から製造した水素を利用するとい

う、炭素に依存しない自動車交通を展望している。

メタノール ―短期的な実用性と長期的な戦略

［メタネックス･コーポレーション

新エネルギー・アプリケーション担当副社長 ロナルド・ブリトン］

メタノールは天然ガスをはじめ、合成ガス、液体ガス、

軽油、ナフサ、石油、バイオマス、産業廃棄物利用のガス

といった、様々な原材料･資源から製造できる。

最終的に各種のエネルギー源が利用可能になるまでは、

温室効果ガス削減およびエネルギー消費量低減については

メタノールの貢献が大きいと考えており、メタノールの小

売販売の問題点や仕様、メタノール燃料のインフラをどの

ように整備するかを検討していく。メタノールの合成技術

も実証段階に向かっている。

供給インフラは、まずフリート用途について考え、それ

をもとに、適切なバランスを見ながら開発を進めていく。

メタノールを現地で、また当該地域で再生可能な資源とし

て作っていきたいと考える。さらに、新しいインフラを整

備する際のコストの問題についても対応を図っている。

自動車用燃料電池の研究開発課題

［米国エネルギー省先進自動車技術部

エネルギー転換チームリーダー スティーブン・チョーク］

米国では、燃料電池自動車の主な課題である燃料選択、

コスト･価格、効率、始動性、熱･水管理等について各種の

取組みを実施している。例えば燃料選択課題については、

エネルギー省では今後、採鉱から消費まで（Well to Wheel）

についてもCO
2
の全体的な排出量、エネルギー量などを包

括的分析する計画である。

エネルギー省は、1997年には世界初のガソリン改質PEM

燃料電池システムの実証を、1999年には複数の燃料に対応

する燃料電池システムを、2000年には効率27％、出力

50kWのガソリン改質燃料電池システムを実証している。

政府はまず、技術的に難しくハイリスクの技術であるガ

ソリン（改質）に注目し、究極的には2008年に効率44％

を実現したいと考えている。課題は多いが、これらを克服

できれば、様々な原料から水素が利用できるようになり、

エネルギー源の多様化、輸入原油依存度の低下が期待でき

る。

セッション３：燃料電池自動車の実走行経験
―技術的評価と課題

21世紀における水素の商業化

［サンライン･サービシーズ･グループ

エクゼクティブ・ディレクター　ウィリアム・クラパー］

カリフォルニア州を拠点とする公共輸送会社、サンライ

ンは運輸局より、水素を製造･圧縮･貯蔵して自動車用燃料

として供給するプロジェクトを委託されており、水素を中

心とした環境問題改善の取組みを実施している。

1994年に初めて圧縮天然ガス自動車を導入し、今日、稼

動している車両は全てクリーン燃料（天然ガス等）を利用

している。2000年に水素自動車を導入してからは、全フリ

ートのうち20％を水素自動車が占める。水素への転換を考

え、教育、トレーニングの設備や水素供給機を整備してい

る。

近く新たに20台の燃料電池バスを導入し、これらについ

て様々な環境下で試験することを計画している。既存の燃
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料電池バスについては燃費、航続距離、消耗部品、メンテ

ナンスに必要な部品、路上停止等、６カ月間の試験データ

を集めている。

ジョージタウン大学における燃料電池バス開発

［米国ジョージタウン大学

先進自動車開発　技術ディレクター　ロバート・ウィマー］

ジョージタウン大学は、この15年にわたり燃料電池バス

合計５台の開発に取り組んできた。基本コンセプトは、液

体燃料を使うこと、バスとして備えるべき様々な要件（身

障者関係の法令、重量等）を全て満たし、成熟した技術を

導入することである。

第一世代のバスは、世界で初めて液体燃料を使った燃料

電池バスである。第二世代のバスは、100kWのリン酸型燃

料電池を使っている。最新のバスは、2000年に製作した

100kWの固体高分子型燃料電池バス（約12メートル）で

ある。このバスについては、2001年から評価を行っていく。

将来的に、メタノール改質燃料電池の開発を進め、また、

2003年までにノンハイブリッド型を導入したいと考えてい

る。

米国の公共交通における燃料電池の
テスト及びデモンストレーション

［米国運輸省連邦公共輸送局

研究管理部門ディレクター　ルイス・クロプトン］

米国の公共輸送バスは、1999年時点で、約14％が圧縮

天然ガスバス、80％がディーゼル･バスである。代替燃料

自動車に対する関心は今後も続くと見込まれる。

北米では、ジョージタウン大学のほか、サンライン交通、

シカゴ公共交通局、コースト・マウンテンバス社（カナダ）

によっても、燃料電池バスの試験が行われている。

カナダのバンクーバーでは、1998年６月から2000年７月

まで3台の水素燃料電池バスの試験が行われた。試験であ

ることを考慮すると結果は十分なものであったが、信頼性

とコスト低減が課題である。米国のシカゴ交通局は、1998

年１月から2000年１月まで、３台の水素燃料電池バスで試

験を行った。燃料は液体水素である。この二つの試験では、

累計走行距離は約11万8,000ｋｍ、乗客は約20万人に及ん

だ。騒音は低いが、速度が速い場合はディーゼルに比べや

や加速性に劣るという結果であった。効率的な保守点検を

行うためには、関係業界のトレーニングが不可欠である。

今後、連邦公共輸送局は、クリーン燃料自動車等、各種の

技術投資を多角的に行っていく。

セッション４：燃料電池自動車の今後
―その役割や意義

ＮＥＤＯにおける燃料電池開発の現状について

［新エネルギー･産業技術総合開発機構

水素・アルコール・バイオマス技術開発室長　阿部俊明］

新エネルギー･産業技術総合開発機構（NEDO）における

燃料電池関連プロジェクトの始まりは1980年代にさかのぼ

る。特に、固体高分子型燃料電池（PFC）については、こ

こ１、２年の間に研究開発予算が大幅に増加している。

合計７件の燃料電池関連プロジェクトのうちのひとつ、

水素の生産･利用に関する研究であるWE-NETでは、第１

期（1993年～1998年）に、水素の生産･輸送･貯蔵･利用に

関する基礎研究開発等を実施した。現在の第２期（1999年

～2003年）では、水素エネルギーの安定導入を促すための

分散利用技術開発を実施している。2004年以降に予定され

ている第3期では、分散利用及び集中利用技術の実現に向

けたシステムの実証が行われる。WE-NETの研究開発の一

例として、2001年秋に、大阪と四国の２カ所に水素ステー

ションが完成する。大阪では、天然ガスの改質により水素

を、四国では水の電気分解によって水素を製造する。ここ

では、技術的な研究、例えば水素ステーションへの供給方

法、水素ステーションから自動車等への水素供給方法を実

施する。

カリフォルニア州のＺＥＶプロジェクト
―燃料電池に焦点をあてて

［カリフォルニア州大気資源局

ZEV規制実施課マネージャー　アナリサ・ベヴァン］

カリフォルニア州では、2003年以降、州内の新車の

10％は、ゼロ･エミッション･ビークル（ＺＥＶ）基準を満

たす車でなければならない。近い将来はバッテリーを使っ

た電気自動車が、その先は水素燃料電池自動車がこれに相

当するであろう。残り6％は、ゼロ･エミッションに近い自

動車であることが求められる。ハイブリッド自動車、電気

自動車、圧縮天然ガス自動車、メタノール自動車、クリー

ンな炭化水素を改質した燃料電池自動車などが考えられ

る。

大気資源局は1999年、関係者と協力して、カリフォルニ

ア燃料電池パートナーシップを形成した。目的は、実際の

走行によって自動車技術を実証すること、代替燃料の技術

の可能性を探り、インフラの設計･構築、規格の問題を検

討すること、さらに、消費者リサーチや規制の見直しなど

を通じて、商品の実用化について検討することである。活

動は３期に分けられる。1999年までの第１期はプロジェク

トの開発を、第２期（2000年～2001年）は、軽量車20台
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車両展示会の様子
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とバス５台程度のデモンストレーションを実施し、この期

間に水素燃料を焦点としたインフラの問題を取り扱う。第

３期（2002年～2003年）は、最高で軽量車60台とバス20

台のデモンストレーションを行い、ここではメタノール、

ガソリン･タイプ燃料について検討する。

＊燃料電池パートナーシップについてはニュースLEVO No.6、No.12参照

バイエルン州の水素エネルギー政策

［バイエルン州経済･運輸･技術省

エネルギー技術部長　ゲルハルト・オルク］

独バイエルン州では長年、新エネルギー技術の開発／市

場導入を支援しており、エネルギー政策の基盤は、有効な

多様なエネルギー源を考えることである。化石燃料、石炭、

原油、ガス、原子力のほか、州内の一次エネルギー消費量

の９％（全国平均の３倍）を占めている再生可能なエネル

ギーもかなり重視している。特に、可搬性があり無公害、

一次エネルギーの貯蔵と輸送に利用でき、また二次エネル

ギーにつなげられることから、水素エネルギーに大きな期

待を寄せている。

「バイエルンの未来へ向けて」というプログラムの下、

新たに次の２件の技術プロジェクトが開始された。

ひとつは、ミュンヘン空港の水素プロジェクトで、この

なかで、水素の製造、液体･気体水素の貯蔵、ロボットを

利用した完全自動充填など、先進的な手法、設備の試験を

する。空港内に設置された水素充填所は、世界初の公共水

素充填所である。

もうひとつは、ニュルンベルク、エアランゲンで行われて

いる、燃料電池バスの通常営業走行である（期間：2000年

10月－2001年３月）。この他、液体水素貯蔵方式の燃料電

池バスプロジェクトもある。

パネル討論:燃料電池自動車
―市民権の獲得と安全･技術基準の確立に向けて

講師による発表の後、NHKの谷田部解説委員をコーディ

ネーターとしてお迎えし、一部の講師の方々によるパネル

討論「燃料電池自動車－市民権の獲得と安全･技術基準の

確立に向けて」を行った。会場からの質問も交えながら、

「なぜ燃料電池が必要か」、「自動車としての可能性」、「実

用化に向けた政策的課題」といったトピックに沿って活発

な議論が進められた。

議論を通じて、燃料電池自動車の商業化に向けては、課

題がいろいろあることが浮き彫りになったが、環境問題、

エネルギー問題の解決に寄与する技術として燃料電池自動

車に対する期待は関係者が一様に表明するところであっ

た。会場からは、点検整備（メンテナンス）対応について

の質問もあり、引き続き技術革新やインフラ整備、支援策

といった課題への対応が待たれること、業界の垣根を超え

たあらゆる関係者、政府の協力が必要であることが認識さ

れた。

パネル展示の様子



地　　区 メタノール CNG車 ハイブリッド車 計

北　　海　　道 0 40 0 40
宮　　城　　県 0 20 0 20
新　　潟　　県 0 10 0 10
茨　　城　　県 3 7 2 12
埼　　玉　　県 13 129 0 142
千　　葉　　県 17 73 1 91
東　　京　　都 92 745 13 850
神　奈　川　県 6 79 0 85
群　　馬　　県 0 0 2 2
山　　梨　　県 0 9 0 9
静　　岡　　県 0 30 0 30
岐　　阜　　県 0 2 0 2
愛　　知　　県 2 186 0 188
奈　　良　　県 0 1 0 1
京　　都　　府 0 60 0 60
大　　阪　　府 16 550 0 566
兵　　庫　　県 7 153 0 160
広　　島　　県 1 42 0 43
鳥　　取　　県 0 2 0 2
愛　　媛　　県 0 0 1 1
高　　知　　県 0 0 2 2
徳　　島　　県 0 0 1 1
福　　岡　　県 0 22 0 22
鹿　児　島　県 0 2 0 2
佐　　賀　　県 0 1 0 1
宮　　崎　　県 0 1 0 1

合　　　　　計 157 2,164 22 2,343
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環境フォーラム in 北海道
「環境にやさしい、運送事業をめざして」

貨物輸送は、社会基盤の整備と国民生活の充実に、重要

な役割を果たしています。一方、地球環境温暖化防止、窒

素酸化物排出削減など環境問題に対応することが求められ

ております。

北海道地区エコ・トラック推進協議会では、エコ・ドラ

イブの推進、低公害車の普及促進等環境にやさしいトラッ

ク事業を目指し諸施策を打ち出し推進しております。

今般、環境問題の取組みの一環として、環境にやさしい

くるま社会をめざすため、トラック運送事業者等への環境

問題の意識の高揚と、21世紀へ向けたトラック運送事業を

めざし、以下のとおり低公害車普及フォーラムを開催しま

した。

フォーラムの概要
日時：平成13年3月15日（木）13：30～17：00

場所：北海道ガス株式会社本社　大会議室

（エムズ大通りビル　4F）

主催：（財）運輸低公害車普及機構

新エネルギー・産業技術総合開発機構

後援：国土交通省北海道運輸局、札幌市、

（社）全日本トラック協会、

（社）北海道トラック協会

協賛：北海道ガス（株）、天然ガス自動車北海道（株）、

いすゞ自動車（株）

開会挨拶

当機構　会長　杉浦喬也氏

国土交通省北海道運輸局　局長　中本光夫氏

基調講演

テーマ　「低公害車に関する将来の展望」

講演講師 北海道大学大学院　工学研究科

教授　伊藤献一氏

内　容 将来のディーゼル車を巡る問題および現在の

低公害車の特徴と話題から、将来の低公害車

を展望。

パネルディスカッション

テーマ

「環境にやさしい、21世紀のクルマ社会をめざして」

コーディネーター　

北海道大学大学院　工学研究科　教授 伊藤献一氏

パネリスト

札幌市　環境局環境計画部

環境活動推進課長　　　　　　　　 中井誠一氏

（社）北海道トラック協会　車両資材委員

静内自動車運輸（株）代表取締役専務 伊藤昭人氏

いすゞ自動車（株） 常務取締役

国内営業部門担当　　　　　　　　　宮崎吾郎氏

北海道ガス（株）顧問、天然ガス自動車北海道（株）

代表取締役社長　　　　　　　　　　東山　誠氏

（財）運輸低公害車普及機構　常務理事 笠松一郎氏

●低公害車の地域別普及台数（稼働台数） （台）

（注）（財）運輸低公害車普及機構が普及に関わったもの

低
公
害
車
普
及
状
況

（
平
成
13
年
３
月
末
現
在
）
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「車と環境シンポジウム」

テーマ：環境にやさしい新交通システムを考える

日　時：平成13年１月31日（水）18：00～

会　場：東商ホール（東京都千代田区）

主　催：財団法人　運輸低公害車普及機構

協　賛：新エネルギー・産業技術総合開発機構（株）東芝

基調講演：「環境と車社会」

財団法人　運輸低公害車普及機構　会長　杉浦喬也

シンポジウム

パネリスト

飯田裕子（自動車生活ジャーナリスト）

吉田　裕（新エネルギー・産業技術総合開発機構理事）

森地　茂（東京大学大学院教授）

山路敬三（日本テトラパック会長、日経連副会長）

笠松一郎（財団法人運輸低公害車普及機構常務理事）

コーディネーター

平野次郎（NHK解説委員）

※なお、当日の模様は２月23日のNHK教育TV「金曜

フォーラム」で放映されました。

平成12年度第２回評議員会及び理事会が
開催される

当機構の平成12年度第２回評議員会及び理事会が去る３

月22日、23日麹町の弘済会館に於いて開催された。

本年は、当機構発足より２年目にあたり、役員の改選期

にあたるため、両会ではそれぞれ理事、監事および評議員

の選任が行われ評議員３名の交替の他は、全て再任で承認

され３年目に向けての新体制が整った。

また、両会の主要議題として「平成13年度事業計画及び

収支予算案について」が審議され原案どおり承認された。

地区 スタンド名称 所在地 開設予定
東大和エコ･ステーション 東京都東大和市仲原3－19 ４月開業予定

関　　東 平成町エコ･ステーション 神奈川県横須賀市平成町2－10－2 ４月開業予定
袖ヶ浦エコ･ステーション 千葉県袖ヶ浦市長浦拓2－580－261 ７月開業予定

中　　国 海田栄町エコ･ステーション 広島県安芸郡海田栄町6－3 ５月開業予定

●現在建設中で今年度内にオープンが予定されているＣＮＧスタンド

資料提供　（社）日本ガス協会

●告知板 ●

平成13年度　国（新エネルギー・
産業技術総合開発機構）の改造費
補助の公募について

国（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の

平成13年度「クリーンエネルギー自動車導入補助

事業」の要綱が決定し、以下のとおり年５回の公

募を実施する予定です。

（第１回）

平成13年 4月 1日（日）～平成13年 5月31日（木）

（第２回）

平成13年 6月 1日（金）～平成13年 7月31日（火）

（第３回）

平成13年 8月 1日（水）～平成13年 9月30日（日）

（第４回）

平成13年10月1日（月）～平成13年11月30日（金）

（第５回）

平成13年12月1日（土）～平成14年 2月20日（水）

平成13年度低公害車導入促進助成事業
に係る募集期間について

（トラック協会）

募集期間
平成13年４月２日（月）から地方ト協又は
全ト協の予算枠に達した時点までです。
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自動車環境問題に関する用語を取り上げて解説する「な

るほど！ザ・ワード」 第３弾は、「窒素酸化物」です。

NOx（窒素酸化物）による大気汚染については、従来か

ら、工場、事業所や自動車単体からの排出ガスに対する規

制が実施されてきました。しかし、自動車から排出される

NOxについては、段階的に排出ガス規制が強化されてきて

いるにもかかわらず、交通量が増加したことや、貨物車な

どのディーゼル化が進んだこと、ディーゼル車の中でも

NOxの排出量の多い直噴式エンジン車の占める割合が増加

したことなどによって、その効果が相殺されています。そ

の結果、交通が特に集中している首都圏や大阪・兵庫圏で

は環境基準の上限値を超える測定局が多数あり、大気汚染

は深刻な状況にあります。

さて、窒素酸化物とは一体どんなものなのでしょうか。

窒素酸化物（NOx：ノックス）とは

窒素酸化物（NOx）は、大気中の窒素（N
2
）と酸素

（O
2
）が高温状態で結びついて生成する物質です。

窒素酸化物には、窒素原子（N）が１個と酸素原子（O）

が１個結びついた一酸化窒素（NO）、窒素原子（N）１個

に酸素原子（O）が２個結びついた二酸化窒素（NO
2
）お

よび２個の窒素原子（N）に酸素原子（O）が１個結びつ

いた亜酸化窒素（N
2
O）があり、これらを総称してNOx

（ノックス）と呼んでいます。

大気汚染の防止対策

元来、二酸化窒素（NO
2
）は、呼吸刺激ガスとして知

られ、毒性は一酸化窒素の５～10倍、血液中のヘモ

グロビンとの親和性も一酸化炭素の1000倍もあるといわれ

ていますが、大気中の二酸化窒素（NO
2
）濃度が直接人体

に影響する濃度になることはまずありえません。

問題なのは、二酸化窒素（NO
2
）が媒介して作り出す二

次的な生成物の光化学スモッグや酸性雨による被害でしょ

う。

大気中の二酸化窒素（NO
2
）は、紫外線を吸収しやすく、

この際に酸素原子（O）を放出します。この酸素原子（O）

が大気中の酸素分子（O
2
）と結びつくと、強酸化物質であ

るオゾン（O
3
）を作り出すといわれています。このオゾン

が光化学オキシダントの主成分です。発生したオキシダン

トは、周辺の大気を酸性化し、目などに刺激を与えたり、

大気中の炭化水素を酸化させて毒性の強い物質へ変化させ

ると言われています。

二酸化窒素（NO
2
）は、赤褐色の気体で、水に溶けると、

硝酸（HNO
3
）や亜硝酸（HNO

2
）となります。これらは、

酸性雨の原因になると言われています。

自動車のNOx排出ガス対策
（自動車NOx法）

二酸化窒素（NO2）については、行政目標である環境

基準の達成を目指して、自動車単体の排出ガス規制

が進められてきましたが、大都市地域では、依然として基

準に適合しない地域が多く残されています。

この原因には、日自動車交通量の増大、月ディーゼル自

動車の増加、火最新規制適合車への代替の遅れの三点が指

摘されています。

こうした状況から、平成４年６月に「自動車から排出さ

れる窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する

特別措置法」いわゆる自動車NOx法が制定されました。対

象の特定地域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大

阪府、兵庫県のうち政令で定められた196市区町村で、同

法に基づき都道府県知事による総量削減計画が策定される

とともに、特定地域を本拠地とするトラック・バス等を

NOx排出量のより少ない車種へ代替することの義務付け

（使用車種規制）が実施されています。

運送事業者等には、最新規制適合車への代替促進、走行

量の削減、積載率の向上、適正運転の励行、低公害車の導

入などの指導や助言が行われています。

さらに、2001年３月に環境省が決定した自動車NOx法

改正案では、日特定地域に名古屋市周辺を追加し、月対策

対象物質に粒子状物質（PM）を追加し、火ディーゼル乗

用車が新たに車種規制の対象に加えられました。

今後、これらの施策の推進によって、窒素酸化物による

大気汚染の改善が図られると期待されます。



低公害車・燃料供給施設（平成13年3月末現在）

●メタノール･ CNG供給スタンド所在地一覧表

供給スタンドの設置については、（財）エコステーション推進協会、日本自動車ターミナル（株）、（社）日本ガス協会等各関係先と連携をとり推進しています。

今年の花粉情報は残念ながら、見事的中
し、街中、車中、オフォス等は歪んだ顔だ
らけ、とても花見気分とはいきません。私
の子供の頃には、こんな光景はありません
でしたが、いつからこんなことになったの
でしょうか？
LEVOの平成13年度リース料設定作業も

昨年末より延々と半年間続き、どうにか4
月を前に結論にこぎつけたところです。

気がつけば周りはまさに花粉飛散のピー
ク時ということで、何とも皮肉な巡り合わ
せとなりました。（花粉症の担当者さん、ご
苦労さまでした・・・・）
さて、いよいよ春本番、LEVOも気持ち

新たに3年目に向かってのスタートです。
低公害車導入2000台構想の現実に向けて

関係者のご理解、ご協力をせつにお願いす
る次第です。
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YPCビル
TEL. 03（3359）8461（代表）
FAX. 03（3353）5430
http://www.levo.or.jp
E-mail:info@levo.or.jp

■メタノール供給スタンド
平和島メタノールスタンド　 東京都大田区平和島2-1-1
板橋メタノールスタンド 東京都板橋区高島平6-1-1
神戸メタノールスタンド 神戸市東灘区深江浜町65
大宮エコステーション 大宮市三橋6-699-1
東大阪メタノールスタンド 東大阪市本庄中1-87
西宮鳴尾エコステーション 西宮市鳴尾浜1-1
トリビオえびなエコステーション 海老名市本郷4037
横浜エコステーション 横浜市緑区長津田町4375-3
越谷エコステーション 越谷市相模町1-3-3-71
安城エコステーション 安城市東栄町横根畑
多賀SA（上り） 滋賀県犬上郡多賀町
多賀SA（下り） 滋賀県犬上郡多賀町
新木場エコステーション 東京都江東区新砂1-625-72
ルート41小牧SS 愛知県小牧市多気東町28-1
東扇島給油所（注） 川崎市川崎区東扇島17-6

（注）M85燃料供給設備

■CNG供給スタンド
北海道
ひばりヶ丘エコ・ステーション 札幌市厚別区厚別中央１条２丁目
大谷地充Q所 札幌市厚別区大谷地東１丁目
北５条充Q所 札幌市東区北５条東５丁目
二十四軒エコステーション 札幌市西区二十四軒２条７丁目
石狩エコ・ステーション 石狩市新港西１丁目765-1
東　北
新港工場天然ガス充Q所 宮城県仙台市宮城野区港4-13-1
幸町天然ガススタンド 宮城県仙台市宮城野区
関　東
千住天然ガススタンド 東京都荒川区南千住3-28-1
板橋天然ガススタンド 東京都板橋区新河岸2-1-18
滝野川天然ガススタンド 東京都北区滝野川5-42
品川エコ・ステーション 東京都品川区東品川1-39-19
平和島エコ・ステーション 東京都大田区平和島5-2-1
世田谷天然ガススタンド 東京都世田谷区粕谷1-7-8
練馬エコ・ステーション 東京都練馬区谷原1-1-34
葛飾エコ・ステーション 東京都葛飾区白鳥4-1-16
南麻布エコ・ステーション 東京都港区南麻布1-8-20
隅田商事永代橋エコ・ステーション 東京都中央区新川1-29-14
枝川エコ・ステーション 東京都江東区枝川3-8-12
江戸川エコ・ステーション 東京都江戸川区谷河内2-10-13
足立エコ・ステーション 東京都足立区堀ノ内1-14-17
新宿エコ・ステーション 東京都新宿区西新宿2-5
保谷エコ・ステーション 東京都保谷市柳沢2-19-20
昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 東京都昭島市福島町1000番地
日野自動車エコステーション 東京都日野市日野台3-1-1
町田エコ・ステーション 東京都町田市木曽町
多摩エコ・ステーション 東京都多摩市貝取1450
鶴見天然ガススタンド 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-7
環状2号線新横浜エコ・ステーション 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-489-1
平沼天然ガススタンド 神奈川県横浜市西区西平沼5-55
根岸天然ガススタンド 神奈川県横浜市磯子区新磯子町34
金沢エコ・ステーション 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-6-6
都築エコ・ステーション 神奈川県横浜市都築区東方町1698
厚木エコ・ステーション 神奈川県厚木市下津古久字竹屋敷598-3
川崎元木エコ・ステーション 神奈川県川崎市川崎区元木2-3-21
藤沢エコ・ステーション 神奈川県藤沢市片瀬92
ミツウロコ平塚エコ・ステーション 神奈川県平塚市田村5635
浦和エコ・ステーション 埼玉県浦和市中島2-22-14
指扇駅前エコ・ステーション 埼玉県大宮市大字西遊馬1243
川口エコ・ステーション 埼玉県川口市朝日3-22-17
日産ディーゼル上尾天然ガススタンド 埼玉県上尾市大字1-1
新座エコ・ステーション 埼玉県新座市栗原3-11-23
東武越谷エコ・ステーション 埼玉県越谷市瓦曾根1-20-46
レインボーエコ・ステーション 埼玉県八潮市八潮8-9-8
エコ・ステーション川越 埼玉県川越市南台1-5
春日部エコ・ステーション 埼玉県春日部市緑町4-7-34
所沢エコ・ステーション 埼玉県所沢市東新井町1186
坂戸エコ・ステーション 埼玉県坂戸市千代田5-5-4
千葉幸町エコ・ステーション 千葉県千葉市美浜区幸町1-21-2

千葉貝塚エコ・ステーション 千葉県千葉市若葉区桜木町490-3
市川エコ・ステーション 千葉県市川市市川南2-7-6
成田空港エコ・ステーション 千葉県成田市三里塚御料牧場1-2
牛久エコ・ステーション 茨城県牛久市牛久町3300
ハイランドエコ・ステーション 山梨県南都留郡河口湖町船津字剣丸尾6663
山梨県甲府天然ガススタンド 山梨県甲府市飯田3-2-34
中　部
桜田エコ・ステーション 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18
エコ・ステーション八田 愛知県名古屋市中川区万町2412
港明エコ・ステーション 愛知県名古屋市港区港明2-3-5
名西エコ・ステーション 愛知県名古屋市西区中小田井2-427
丸の内エコ・ステーション 愛知県名古屋市中区丸の内2-1-5
エコ・ステーションベニックス 愛知県名古屋市名東区姫若町24
エコ・ステーション徳川 愛知県名古屋市東区出来町1-11-4
東邦ガス（株）総研内充Q所 愛知県東海市新宝町507-2
メグリア本社前エコ・ステーション 愛知県豊田市前田町3-76
豊橋花田エコ・ステーション 愛知県豊橋市花田町荒木41-1
名犬小牧エコ・ステーション 愛知県小牧市多気中町430
浜松上西エコ・ステーション 浜松市上西68-6-9
エコ・ステーション静岡 静岡県静岡市池田50-5
エコ・ステーション富士 静岡県富士市伝法字中村
エコ・ステーション岐阜 岐阜県岐阜市加納坂井町2
北　陸
木田エコ・ステーション 新潟県上田市新光町2-2-15
小新エコ・ステーション 新潟県新潟市小新字梅田3159
新発田エコ・ステーション 新潟県新発田市豊町1-4-23
エコ・ステーション長田 石川県金沢市駅西本町1-1-1
近　畿
五条御前エコ・ステーション 京都府京都市下京区西七条赤社町25
上鳥羽エコ・ステーション 京都府京都市南区上鳥羽北花名町14
US国道伏見エコ・ステーション 京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町38
南堀江エコ・ステーション 大阪府大阪市西区南堀江4-24-2
大阪府森之宮天然ガススタンド 大阪府大阪市城東区森ノ宮1-6-102
大阪ベイエリアトラックエコ･ステーション 大阪府大阪市此花区島屋2-128-1
巽エコ・ステーション 大阪府大阪市生野区巽東2-8-36
船町エコ・ステーション 大阪府大阪市大正区船町1-1-66
南津守エコ・ステーション 大阪府大阪市西成区南津守5-5-26
南港エコ・ステーション 大阪府大阪市住之江区南港東4-10
北大阪流通業務団地充Q所 大阪府茨木市宮島2-4-8
茨木エコ・ステーション 大阪府茨木市三咲町5-17
泉南天然ガススタンド 大阪府泉佐野市上瓦屋849-1
堺南出島エコ・ステーション 大阪府堺市出島海岸通4-4-24
東大阪エコ・ステーション 大阪府東大阪市今米2-9-49
八尾エコ・ステーション 八尾市服部川1-65
美原インターエコ・ステーション 大阪府南河内郡美原町黒山369-2
ニュー門真エコ・ステーション 大阪府守口市東郷通2-4-8
中環長田エコ・ステーション 大阪府東大阪市七軒家1-19
高槻天然ガススタンド 大阪府高槻市西冠3-38
泉大津天然ガススタンド 大阪府泉大津市新港町1-32
池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション 大阪府池田市豊島北1-126-1
長田北エコ・ステーション 兵庫県神戸市長田区北町1-6
石屋川エコ・ステーション 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-3-20
尼崎エコ・ステーション 兵庫県尼崎市元浜町1-95
尼崎東エコ・ステーション 兵庫県尼崎市次屋3-3-13
姫路城の東エコ・ステーション 兵庫県姫路市城東町清水8
西宮マリーナパークシティ･エコ･ステーション 兵庫県西宮市西宮浜3-6-2
和歌山エコ・ステーション 和歌山県和歌山市小野町3-46-1
中　国
商工センターエコ・ステーション 広島県広島市西区商工センタｰ7-4-1
西白島エコ・ステーション 広島県広島市中区白島町22-15
鳥取エコ・ステーション 鳥取県鳥取市幸町143-4
九　州
東浜充填所 福岡県福岡市東区東浜2-9-118
山王エコ・ステーション 福岡県福岡市博多区東光寺町1-27-1
西福岡エコ・ステーション 福岡県福岡市西区拾六町1-24-34
愛宕充填所 福岡県北九州市小倉北区愛宕1-5-1
幸神エコ・ステーション 福岡県北九州市八幡西区幸神1-11-2
谷山エコ・ステーション 鹿児島県鹿児島市南栄3-25
唐津エコ・ステーション 佐賀県唐津市神田

編集後記


