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環境に優しい低公害車の導入促進に向けて



平成14年4月8日（月）から12日 (金 )にかけて､日仏技術交流の一環としてフランスにおける電気自動車（EV）

普及に関する先進的地域へ訪問する機会がありました ｡

いわゆる低公害車としての EVの歴史は古いのですが ､現在その普及台数は決して十分なものではありません ｡

一方 ､自動車交通に起因する大気汚染の解決のため ､現状の都市内の人的 ､物的移動手段（ここでは“都市におけ

る移動性”とする）の改善は喫緊の課題となっております ｡フランスでは EVの特徴を生かした新しい“都市にお

ける移動性”を提供すべく ､EV の普及に取り組んでいます ｡ここでは ､フランスにおける EV普及の考え方 ､先進

的な EV普及推進地域であるボルドー ､ラ・ロシェルの取り組みを紹介します ｡

 

フランス政府の自動車交通に関する現状認識

フランス政府は ､現状の自動車交通に関して以下のような認識を持っている ｡

・内燃機関による都市の大気汚染は憂慮すべき状況　→　都市交通政策の必要性

・エネルギー資源問題　→　移動の利便性を確保しながら一次エネルギーを多様化

・地球温暖化　→　CO2削減

このような現状から、内燃機関の代替手段を考える必要があると考えている。そのためには、メーカー、ディー

ラー、自治体などを巻き込んだ政策を進める必要がある。

一方で ､EV の普及台数は少ない。コスト、性能で内燃機関に劣る。普及のためどのようなチャレンジができる

か考える必要がある。以下の点がポイントである ｡

・都市間の移動は内燃機関自動車で問題ないと考えられる。都市内の移動には、公共輸送が存在するので、地方

自治体等によるこれまでにない新しいタイプの“都市における移動性”に関するサービスがあってもいいので

はないか。（地方自治体等による住民への移動のサービスの提供）

・EVを内燃機関自動車のコピーとして使うのではなく、EVの特徴を生かした使い方、ユーザーニーズにあった

使い方が必要である。

ボルドー都市共同体の取り組み

－自治体による低公害な公共輸送サービス－

　ボルドー都市圏の人口は約 80 万人である。ジュッ

ベ・フランス元首相が市長になってから , 都市交通問題

改善が積極的に行われており ､市長は 1997 年 3月に電

気自動車導入計画を発表した。現在 ､ボルドー旧市街で

､狭い都市内の道路を走行するのに適した２２人乗り小

型電気バス（EV シャトル：イタリア製）６台による公

共輸送を行っている。700kg のバッテリーパック二つを

搭載し、60kmの走行が可能である。充電済みバッテリー

への交換を運転手が 1日 2回行っている。1回あたりの
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交換時間は約 20分とのことである。

公共輸送は年間 8,000 万ユーロ（約 96 億円）の

赤字である。そのうち 100 万ユーロ（約 1.2 億円）

が EV シャトルの赤字である。（運行経費の 25％し

か営業収入はない。）しかし、低公害な公共輸送を

提供することは自治体の役割であるという考え方の

もとに、赤字を公的財源から埋め合わせることは法

律的に認められている（根拠法がある）。

また ､ボルドー都市圏では、自治体が行っている

ごみ収集事業にも電気自動車（トラック）を使用し

ている。１回の収集で 80km走行する。電気ごみ収

集車は１充電で 300km走行可能である。                        

ラ・ロシェル広域共同体　

－自治体による物流の低公害化への取り組み－

ラ・ロシェル広域共同体の人口は約 8万人で、そ

のうち約 8,000 人が市中心 1km四方に住んでいる。

ラ・ロシェルは 15 ～ 17 世紀の中世の建築物が残

る歴史的な観光都市である。

ラ・ロシェル広域共同体は ､大気汚染改善のため

フランスの他の町では見られない交通政策（電気自

動車の普及）を積極的に進めている。                                                   

それは ､集配センターと中心地を結ぶ電気軽自動車による貨物収集配送システムであり ､自治体として物流

の低公害化に取り組んでいる ｡

市内の物流の調査を行った結果、53社の配送トラックが最大で１日 600個（１個あたり約１ｍ３､朝に集中）、

平均で約 300 個の貨物を運んでいるが、この市内の物流を電気トラックを用いた共同輸送により行うことが

可能であるとの結論を得た。そこで、走行車両の削減および電気自動車の使用による大気汚染改善を狙った取

り組みをしている。以下に概要を示す。

◆市外からの大型トラックは、市街地近辺にある

集配センターに貨物を運ぶ。

3.5 トン以上の大型トラックの市内乗り入れ

は一部の時間帯（6：00 ～ 7：30）を除き市条

例により原則禁止されている。

◆運送事業者は、１個口あたり 15FF（1FF ＝約

17円）を市内の配送料として負担する。市内の

配送業者選定は、競争入札により決められる ( 契

約は 2年間 )。

◆集配センターに集結された貨物は、電気自動車

による共同配送で市内に配送される。

◆電気自動車の走行距離は、1日 30km程度。                              

       市内～集配センター間１日約 10往復する。

EVシャトルの運転手によるバッテリ交換

電気ごみ収集車のバッテリ交換

市内配送用電気トラック



　今回より、国際エネルギー機関 (IEA) の自動車用先

進燃料実施協定において発行されている「代替燃料

ニュースレター」から、世界の自動車用代替燃料に関

するトピックスを紹介していきます。

◆ EC、一定割合のバイオ燃料の使用を義務づけへ
　欧州委員会 (EC) は、バイオ燃料の導入のための規

制措置や財務措置をはじめとする、運輸部門における

代替燃料の利用を促進するための行動計画、及び欧州

令案を採択した。

　行動計画は、2020 年までに運輸部門において消費

されるディーゼル燃料及びガソリンの 20％を代替燃

料に置きかえることを目標としており、なかでも、今

後 20年間で運輸部門の燃料全体の 5％以上を単独で

占めることができる選択肢は、すでに実用化されてい

るバイオ燃料、天然ガス、水素の 3つのみと見込ま

れるので、これら 3種類の燃料の積極的な普及促進

を実施すべき、としている。

　また、提案されている欧州令は、欧州で販売される

燃料の一定割合はバイオ燃料でなければならないとす

るもので、この割合は 2005 年に 2％から始まり、徐々

に引き上げられて 2010 年には 5.75％とすることが

計画されている。　（IEA AFIS Fuels Update January 2002 Volume 5, Number 1）

◆米国エネルギー省、フリーダム・カー計画を開始
　米国エネルギー省は、燃料電池自動車の実用化に向

けた、政府と産業界の新しい自動車研究協力プログラ

ム「フリーダム・カー」計画を発表した。本計画の長

期的な目標は、輸入石油に依存せず、有害物質や温室

効果ガスの排出量がゼロである水素燃料電池自動車の

技術開発を行うことである。フリーダム・カー計画で

は、適切な価格の水素燃料電池自動車を大量生産する

技術開発と水素供給インフラの整備に焦点があてられ

る。                             （IEA AFIS Fuels Update April 2002 Volume 5, Number 2）

◆欧州 9都市、水素燃料電池バスを導入へ
　EC は、約 22 億円のクリーン･アーバン･トランス

ポート(CUTE)プロジェクトを承認した。このプロジェ

クトは、欧州 9つの都市 ( アムステルダム、バルセロ

ナ、ハンブルク、ロンドン、ルクセンブルク、マドリッ

ド、ポルト、ストックホルム、シュツットガルト ) の

公共輸送機関に水素燃料電池バスを導入するもので、

2003 年には 27 台の燃料電池バスが納入される予定

である。燃料の水素の生産･供給は、都市ごとに実施

するが、これら水素燃料の 40％は再生可能な資源か

ら生産される。           （IEA AFIS Fuels Update April 2002 Volume 5, Number 2）

　（社）北海道トラック協会主催の標記セミナーが下記

のとおり開催されました。当日は札幌、旭川、室蘭から

会員約６０名が集まり、助成制度の説明や運送事業者の

先進事例報告、メーカーの製品紹介の後、同時開催した

車両展示会のＣＮＧ自動車を実際に見学し、低公害車の

理解に努めました。

日時：　平成１４年４月１８日（木）１３：３０～１６：３０

場所：　（社）北海道トラック総合研修センター

　　　　　　　　　　　　　　　  ４階大会議室

開催挨拶：　宇山秀満（北海道トラック協会常務理事）

　ＣＮG車の導入には地域性、費用、充填施設等クリアー

すべき課題が多々あるが、環境問題は今や全国レベルで

考える時期にきており、北海道としても近い将来ＮＯＸ・

ＰＭ法の対象になってくるという危機意識のもと、各種

環境施策の取り組み、事業者（ドライバー）の省エネ意

識の啓蒙等につき尽力したい。

天然ガス（ＣＮＧ）トラック普及促進セミナー（北海道）が開催

講演：　

（１） 天然ガストラック関連の補助金・助成制度について

　当機構より、昨年度の導入実績を報告するとともに助成制度の説

明を行った後、北ト協より北海道地区の助成制度の詳細について説

明がなされた。

（２） 天然ガストラックの普及状況及び天然ガス充填設備の計画に

ついて

　天然ガス自動車北海道（株）より、天然ガス自動車の普及状況及

び充填設備の整備状況の説明をするとともに、今後の整備情報とし

て「雁来エコ・ステーション」が本年１０月オープン予定、「永山エコ・

ステーション」が来年４月オープン予定との報告があり、苫小牧地

区での充填施設の建設にも尽力している旨報告がなされた。

（３） 天然ガストラック利用先進事業者の事例発表

　佐川急便（株）北海道支社よりＣＮＧ車の費用負担は大きいが、

助成制度等を上手に活用すれば費用を軽減でき、むしろこれらの経

費は環境問題に対する企業の姿勢を示す宣伝費ととらえるべきとの

提言があり、静内自動車運輸（株）からはディーゼル車に比べ故障

が多くインフラ整備も不十分とのデメリットを指摘しつつも、ドラ

イバーの運転は慎重になるとの報告がなされた。

　このあと、天然ガストラックのメーカー４社による製品の紹介、

説明がなされ参加者は展示車両を実際に見ながら性能や価格につい

て熱心に質問されていました。
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　21 世紀は、大気汚染問題や地球温暖化問題、そして

限りある資源に対応して、ライフスタイルを見直す時代

です。そこで、「環境にやさしい」をテーマに低公害・

低燃費を追求したエコカー（低公害車）を知ってもらい、

体験してもらい、試乗してもらうため、今年も６月１日

～２日に代々木公園で「エコカーワールド２００２（主

催：環境省ほか）」が開催されました。初日の大木環境

大臣による開会挨拶に始まり、２日間に亘りエコカーの

エコカーワールド２００２（低公害車フェア）が開催

展示、試乗、また数々のエンターテイメントショー等が

行われました。今回は、現在走行中の電気自動車、天然

ガス自動車、ハイブリッド自動車、LPG自動車等のほか、

研究開発中の燃料電池自動車が多数展示され、会期中に

３８, ６７２人の市民が訪れました。

　当機構は協賛として参加し、環境問題に関するパネル

の展示や低公害車普及に向けてのパンフレットなどの配

布を通じて、市民への環境問題への啓発を行いました。

　滋賀県では、国土交通省近畿運輸局（滋賀陸運支局）、

滋賀県の共催により下記のとおり説明会を開催しまし

た。滋賀県は近畿２府４県中奈良県とともにエコスタン

ドが全然ないため、当機構扱いの事業用ＣＮＧトラック

導入の実績もありません。しかしながら、当日はトラッ

ク協会によるＰＲ等も功をなし、運送事業者を中心に約

１２０名の方々が参加し、近畿圏の一員としての関心の

高さがうかがえました。

日時：　平成１４年４月２２日（月）

　　　　１４：００～１７：００

場所：　滋賀県トラック総合会館会議室

開催挨拶：　奥田陸運支局長、緒方県琵琶湖環境部長

　支局長より、今後、滋賀県の低公害車普及に積極的に

取り組みたいとの挨拶のあと、県より、既に琵琶湖の汚

染防止には取り組んでいるところであり、加えて低公害

車の普及にも取り組んでいきたいとの挨拶。

滋賀県低公害車普及促進説明会が開催

井端貨物運送振興課長）

　国の環境問題の取り組みや、何故、低公害車を普及するのか等、

地球温暖化、公害対策問題等を含めて説明。

（２） 地球環境への取組（佐川急便（株）本社業務本部別所環境推進室長）

　業界代表としての立場から、全社をあげての低公害車導入の取り

組み状況を報告するとともに、今後も積極的に導入に取り組んでい

きたいと結んだ。

（３） 低公害トラックの導入状況及び助成制度（当機構保田関西地区

担当）

　当機構からの滋賀県での説明会は始めてということもあり、ＣＮ

Ｇ車の構造、特長、又、リースにおける事業者の負担額等について

説明。

（４） 滋賀県トラック協会における環境対策への取組（滋ト協田中環

境対策委員長）

　リサイクルの関係から、菜種油を使用した低公害トラックの実績

についての報告があり、ユニークな内容が注目を集めた。

（５） 天然ガススタンドの設置状況について（大阪ガスエネルギー開

発部岡田マネージャー）

　エコスタンドの建設については、現在、大津市と草津市の２ヶ所

に本年１０月オープンを目途に準備が進んでいるとの報告がなされた。

　質疑応答として、大型車（７～１０トン車）の補助体制の確立、

スタンドの早期整備等の要望がなされ、滋ト協萬木副会長の閉会挨

拶により閉会となりました。

講演：　

（１） 環境問題と低公害車の導入促進について（近畿運輸局自動車部

エコカーワールド２００２
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　「四国地区エコ・トラック推進協議会」は、低公害タ

イプのトラックの普及促進と天然ガスへの転換と供給基

地の設置により、環境にやさしいトラック事業の展開を

図ることを今回のテーマにして、下記のとおり協議会を

開催した。

日時：　平成１４年６月１９日（水）　

　　　　１３：３０～１５：３０

場所：　香川県トラック総合会館５階会議室

開催挨拶：　宇佐美　均（四国運輸局自動車部長）

「第６回四国地区エコ・トラック推進協議会」が開催

　茨城県トラック協会は、毎年、主として茨城県内の運

送事業者への低公害車の普及を促進するため、低公害車

導入に係る説明会を開催しており、今年も下記のとおり

説明会を開催した。

日時：　平成１４年６月１１日（火）

　　　　１３：３０～１５：００

場所：　茨城県トラック協会会議室

開催挨拶：　川崎専務理事（茨城県トラック協会）

茨城県トラック協会低公害車導入に係る説明会が開催

るところであり、今年度は効率的物流システムについての研究調

査を行うことにしている。

　本日は、環境を守りながら、良質な貨物輸送を維持・発展させ

ていくため、低公害車の普及、エコ・ドライブの一層の推進を図っ

てゆくための活発な意見交換をお願いしたい旨、挨拶があった。

　当機構より低公害車の普及状況と平成１４年度の低公害車導入

促進事業について説明を行った。

　四国ガス ( 株 ) より現在の都市ガスから CNG（天然ガス）への

転換と四国における供給計画について説明がなされた。

　三豊運送 ( 株 ) より同社が行っている省エネ実践教育の取り組

みと省エネ運転による経費節減の実績についての報告と説明が

あった。

　これらの説明と報告の後、参加者から低公害車の燃費や航続距

離と CNG基地の展開の可能性、地方公共団体の ISO の取得状況や

行政の低公害車への補助制度がハード面だけでなくソフト面に対

象を拡大できないか等の質問があり、活発な意見交換が行われた。

　茨城県では、未だ低公害車の導入が少ないが、NOX・PM法の

関係から首都圏、近畿圏、中部圏では非常に厳しい状況にある。

当県でも首都圏の近隣県として他人事では済まされない。景気が

今ひとつ良くない中、運送事業者も大変辛い状況にあるが、経営

理念（環境問題を含む）は９０年代と全く違うということを肝に

命じて欲しい旨、挨拶があった。

　続いて、当機構より低公害車導入の概要について説明を行った。

　説明の後、出席者から低公害車の燃費等の質問がなされ、活発

な意見交換が行われた。

　貨物運送業界は依然として低迷を続けている中、５月末に京都議

定書が批准されたのを始めとして、本年度中には改正NOｘ法が施

行されるなど、社会との共生・環境との調和が一層求められている。

　四国運輸局としても、環境対策と輸送の効率化を強く推進してい

評議員会、理事会が開催

平成 14年度第 1回評議員会と理事会が６月 21日東京

麹町の弘済会館で開催され、13年度の事業報告と決算

報告及び、寄附行為の改正及び評議員、理事の選任に関

し審議を頂き、いずれも原案どおり承認された。

　なお、事務局から 14年度の低公害車リース事業の取

り組みについて次のとおり説明があった。

・ 14 年度から国土交通省と関係自治体とが協調して

実施する「低公害車普及促進対策補助金」の申請業

務及び車両のリースについて当機構が行えることと

なった

・ 特別架装車両も一定の範囲でリース対象とすること

となった

・ リース料金の支払いについて、ユーザー負担を軽減

するため、口座引落方式を採用した

　また、評議員の中野正彦氏と佐久間一氏が辞任し、大

和健司氏と東聖高氏が新たに評議員に就任され、理事で

は櫻井勇氏が辞任し、西村恭彦氏が新たに就任された。



当機構は、低公害車の普及促進を図るため全国各地で低

公害車セミナーを開催していますが、今年度は、国土交

通省東北運輸局と共同で仙台市において東北地方で始め

て開催しました。宮城県は東北各県の中で最も自動車保

有台数が多い県の一つであり、今後更に低公害車の導入

が期待されています。

　当日はトラック事業者、バス事業者、行政、一般市民

の方々など約２００人が講演、低公害車展示を熱心に聴

講、見学され、この模様はマスコミでも広く報道されま

した。

日時：　平成１４年６月２４日（月）　１３：３０～１６：４５
場所：　エル・パーク仙台　セミナーホール
主催：　( 財 ) 運輸低公害車普及機構、国土交通省東北運輸局
後援：　東北地区エコ・トラック推進協議会、宮城県、仙台市、( 社 ) 宮城県トラック協会、
　　　　( 社 ) 宮城県バス協会
協賛：　いすゞ自動車 ( 株 )、三菱自動車工業 ( 株 )、日産ディーゼル工業 ( 株 )
　　　　日野自動車 ( 株 )、仙台市ガス局、仙台市交通局
開催挨拶：　
　　　　杉浦　喬也（（財）運輸低公害車普及機構会長）
               島田　知明（国土交通省東北運輸局長 ）

講演：
「環境に適合する低公害車　～燃費 100km/ のｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝｶｰに向けて～」
　　　　齋藤　武雄（東北大学大学院工学研究科教授）  
「宮城県における自動車交通公害の現状と低公害車の導入促進について」
　　　　須藤　幸蔵（宮城県環境生活部技術参事兼環境対策課長）  
「低公害車の開発状況と技術的課題について」
　　　　小川　竹夫（日産ディーゼル工業 ( 株 ) 商品プロジェクト室主管）  
「地域における運送事業者としての環境問題への取り組みについて」
　　　　馬川　保則（西濃運輸 ( 株 ) 運行事業部工務課東北地区駐在課長）  

アトラクション：
「天然ガスの紹介と－１６０℃の実験」（仙台市ガス局）    

同時開催：　
低公害車展示会（場所：勾当台公園市民広場）
各自動車メーカー・ディーラー、仙台市ガス局、仙台市交通局の天然ガス自動車（トラック、大型バス、乗用車等）の展示

低公害車セミナーｉｎ仙台
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

セミナーの概要

6

低公害車セミナー in 広島
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

日時：　平成 14年９月 24日（火）

場所：　広島ダイヤモンドホテル

講演：　学識経験者、行政、メーカー、運送事業者

主催：　（財）運輸低公害車普及機構、中国運輸局

掲
示
板
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るので、是非共手渡しを多くしたいと語るからだ。

さらに、これにより消費者の声もドライバーを経て

生産者に伝わる。また、夏場はトラックの庫内の温

度を８℃に設定しているが、個人宅配ではドアの開

け閉めも多く温度が上昇することから、庫内を４～

６℃に温度設定する時もある。トラックの庫内から

個人宅の冷蔵庫に、同じ温度で食材が移し替えられ

るのが理想だとも語る。

　そこで、横山勝太郎社長にＣＮＧトラック導入の

評判を聞いた。環境保護を重視する同会の方針に共

鳴しＣＮＧトラックを導入した経緯もあるが、思い

がけない反響もあったという。消費者会員宅への個

人宅配では、閑静な住宅街もありディーゼル・トラッ

クであると、「黒煙は吐くし、騒音がうるさいとい

「
ト
ラ
ッ
ク
の
庫
内
か
ら
個

人
宅
の
冷
蔵
庫
に
、
同
じ
温

度
で
移
し
替
え
ら
れ
る
の
が

理
想
」大和急送 

横山勝太郎社長
に聞く

ユーザー訪問①　

INTERVIEW

　安全な農作物、畜産物、水産物、加工食品を、生産者か

ら消費者へ届けるということで、発足した「大地を守る会」

が母体となる㈱大地の流通部門の一翼を担うのが大和急送

だ。無農薬、有機農業を支援する同会の方針に沿い、大和

急送も早くから天然ガスを燃料にするＣＮＧトラックを採

用している。そこで、小誌ではＣＮＧ車の導入経緯や評判

をうかがった。

　1975 年８月、農薬公害と有機農産物の安定供給

を目指して誕生したのが「大地を守る会」である。

同会は生産者会員 2,500 人、首都圏を中心に消費者

会員 57,000 人（2002 年３月期）を擁する。その

流通部門が㈱大地であり、これらの安全な農作物を

首都圏を中心に届ける役割が大和急送である。最近

では、これらの農産物以外にも、加工食品として調

味料、豆腐、乳製品、果汁ジュース、ハム・ソーセー

ジの他、生活雑貨、日用品なども取り扱う。

　留守宅が多い首都圏では、直接消費者に手渡しで

きるのは 65％だという。横山社長は、この数字を

70％に引き上げたいと語る。なぜかと尋ねると、不

在の場合は個人宅の玄関先に留め置きとなるため、

「顔の見える関係」というのが同会の謳い文句であ
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う苦情が多かったが、ＣＮＧ車に切り替えた地域の

会員からは逆に、静かで黒煙も吐かず環境面に留意

していると好評であった。ドライバーも、低騒音で

あり乗り心地も良い」と評価する。

　関東一円に 100 台のトラックを配置する㈱大地で

あるが、横山社長によると、この３割をＣＮＧトラッ

クに切り替えたという。導入の検討段階では当初メ

タノール車、次にＬＰＧ車を考えたが、冷凍機など

を作動させると、どうしてもエンジン出力が落ちる

ことからＣＮＧ車に決定した。

　低騒音、低公害というメリットは分かったので、

次にＣＮＧ車導入の問題点について聞いた。「まず

第一に、スタンドの数が少ないことだ」という。さ

らに、スタンドの営業時間についても、「午前９時

～午後６時では短か過ぎる」と指摘する。例えば、

同社の営業範囲である板橋区にはＣＮＧスタンドが

新河岸に１件しかなく、また、目立たない所にある

のも難点らしい。さらに言えば、「現在、東名高速

の沿線にはＣＮＧスタンドが１件も無いのでは、営

業範囲も広がらない」と手厳しい。

　では、どんな解決策があるのかと聞くと、「①幹

線に間隔を決めて天然ガススタンドを置く②既存の

ガソリンスタンドに、天然ガススタンドを併設させ

る。これならば、乗用車の利用者も増えて行くので

はないか」と指摘する。「燃料電池車にしても、天

然ガス車にしてもこれらの自動車を採用して行くな

らば、インフラを含めて国がイニシアチブを取って

対応するべきだ」と説く。

　２ｔ車トラックの場合、燃料を満タンにして

70km ～ 100km 走行するとして、ディーゼル車で

は１回の給油で３日持つが、天然ガス車では毎日ガ

スを充填しなくてはいけないのもネックだという。

そのような制約もあり、「100km圏内なら問題ない

が、それ以上の距離になるとディーゼル車に頼らざ

るを得ない」とも指摘する。

　自動車メーカーの取組みについても尋ねた。する

と、解決して欲しいのは「積載の問題だ」という。

２ｔ車であれば積載は1.5ｔ未満であるが、シャシー

上に燃料ボンベを配置することにより、車両総重量

においてこれらのウェイトが多くを占めることもあ

り、この辺をクリアしないと天然ガス車への切り替

えは難しい。

　それでも、導入に前向きな横山社長の話しによる

と、５年計画で全車を低公害車に移行させたいとい

う。トラック 100 台の内、３割がＣＮＧ車であるが

これらは実績があるので支障はないが、まだ採用の

ないＬＰＧ車については検討が必要だとしている。

　最後に、ニュースＬＥＶＯについて一言と尋ねる

と、「大変参考になっている。世の中がどうなって

行くか、先を見た意見が多く載っています。やはり、

低公害車を地域に根付かせるにはこういう媒体は必

要だと思う」と語り、小誌は力付けられた。

「地球環境にやさしい天然ガス
自動車」と書かれた大和急送の
トラックとドライバー

メリットは低騒音、低公害

100 台の内、３割がＣＮＧ車



地　区 スタンド名称 所在地 開設（予定月）
中　部 ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ清水 静岡県清水市永楽町 14 2002 年 6 月

近　畿
京都東ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
御厨ｴｺ・ｽﾃｰｼｮﾝ

京都府京都市山科区西野山階町 30-6
大阪府東大阪市西堤本通東 1-4-14

2002 年 6 月
2002 年 6月

九　州 大宰府ｲﾝﾀｰｴｺ･ｽﾃ - ｼｮﾝ 福岡県大野城御笠川 5-12-7 2002 年 8 月

地　　区 メタノール C　N　G ハイブリット 計
北海道
宮城県
新潟県
茨城県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
群馬県
山梨県
静岡県
岐阜県
愛知県
奈良県
京都府
大阪府
和歌山県
兵庫県
石川県
広島県
鳥取県
愛媛県
高知県
徳島県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
熊本県
宮崎県

3
13
10
75
5

2

16

5

1

59
21
20
9

215
150
1880
175
5
11
44
15
260
1

107
884
3

231
1
68
6

5
36
1
1
2

2

1
13

2

1
2
1

59
21
20
14
228
161
1968
180
7
11
44
15
262
1

107
900
3

236
1
69
6
1
2
1
5
36
1
1
2

合　　計 130 4210 22 4362

現在オープンが予定されているＣＮＧスタンド

低公害車の地域別普及台数（稼動台数）　　　平成 14年 5月末現在

9

単位／台

調査研究部 低公害車に関する国内外の調査分析、調査受託業務 ０３－３３５９－９００８
業務部 低公害車導入に関する国・自治体等補助金申請手続き業務 ０３－３３５９－８５３６
業務部 低公害車導入に関する補助金・助成金の申込受付業務 ０３－３３５９－８５３７
普及促進部 低公害車普及に関する広報、講演会関係 ０３－３３５９－９００９
総務部 総務関係その他 ０３－３３５９－８４６１

各部直通電話開設の御案内
業務の迅速化のため、各部直通の電話番号を開設しております。ご用件に応じ、直接担当窓口にご連絡ください。
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第８回　天然ガス

　天燃ガスは、石油や石炭と同じ化石燃料の一種で、油田地帯、

ガス田地帯から産出されるメタン（CH4）が主成分の無色透明な

高カロリー可燃性ガスです。常温常圧下で気体で、空気より軽い

ため、ガス漏れを起こしても地上に滞留せず上方に拡散します。

また、軽油やガソリンと比較して燃焼範囲が広く、着火性を示す

オクタン価も高いため、火花点火方式のエンジンを搭載した自動

車用燃料に適していると言えます。

各種燃料の特性

項　目 単　位 軽　油 ガソリン メタン

常温常圧下の状態 － 液　体 液　体 気　体

ガス比重（空気 : １） － － － 0.56

自然発火温度 ℃ 250 228 540

可燃範囲 vol% 0.5 ～ 4.1 1.0 ～ 7.6 5.0 ～ 15

理論空燃比λ th kg/kg 14.6 14.7 16.9

沸　点 ℃ 180 ～ 370 30 ～ 190 -162

低発熱量 MJ/kg 42.7 43.2 49

オクタン価 RON － 98 120

セタン価 － 40～ 55 － －

出典：オランダ TNO研究所

　天然ガスは、国内では新潟や千葉などで産出されていますが、

その生産量はわずかであり、国内の天然ガス総需要の 90%以上は、

東南アジアやオーストラリアなどからの輸入に依存しています。

輸入の際には、天然ガスを－ 162℃の極低温に冷却し、硫黄分な

どの不純物を除去した液化天然ガス（LNG）の状態にします。国

内で都市ガスとして供給される天然ガスは、LNGを気化し、熱量

および燃焼性の調整や漏れ対策の付臭を行ったもので、一般的に

12Aや 13A と呼ばれています。

　圧縮天然ガス（CNG）車には、エコステーション等において

200 気圧に加圧して供給されています。

天然ガスの輸入元と受入量

出典：（社）日本ガス協会：天然ガス自動車の普及に向けて（2001 年版）

　天然ガスは、軽油やガソリンと比較して単位重量あたりの炭素

（C）量が少なく、発熱量は多いため、同一エネルギー量で比較し

た場合、二酸化炭素（CO2）の排出量は約 24% 少なくなります。

さらに、黒煙や粒子状物質はほとんど排出されません。

各種燃料の CO2 排出量比較

燃　料
燃料 1kg 中
の炭素量

エネルギー
密度（重量比）

単位エネルギー
あたりの CO2排出量

天然ガス
（メタン）

12/16kg
（0.869）

49MJ/kg
（1.15）

56.1g/MJ
（0.76）

軽　油
12/13.9kg
（1）

42.7MJ/kg
（1）

74.1g/MJ
（1）

ガソリン
12/13.85kg
（0.996）

43.2MJ/kg
（1.01）

73.5g/MJ
（0.99）

注）カッコ内の数値は軽油を 1とした場合の相対比率を表します。

　天燃ガスは、1970 年代のオイルショック以後、石油代替燃料

の一つとして関心が高まり、さらに最近では、排出ガス低減策の

一つとして、天然ガス自動車の研究開発と普及が進められてき

ました。国内の天然ガス自動車は、平成 14 年 3月末現在で、約

12,000 台が普及しています。

　CNG車は排出ガスがクリーンであるというメリットがあります

が、ディーゼル車と比較して航続距離が短いといったデメリット

が指摘されています。これは天然ガスが気体のため、軽油と比べ

ると、車載できるエネルギー量が少なくなってしまうためです。

例えば、2トン車の例で見ると、CNG車はディーゼル車の 6割程

度のエネルギー量しか搭載できません（下表）。しかし、比較的走

行距離の短い都市内貨物輸送や都市バスなどの分野では、そのク

リーンさを活かして多くの車が活躍しています。

ディーゼル車と CNG車のエネルギー搭載量の比較：２トン車の例

項　目 ディーゼル車 CNG車

燃　料 軽　油 13A（天然ガス）

燃料の状態 液　体 気体（200 気圧）

燃料タンク容積 100 230 

搭載燃料量 100 46Nm3(*)

エネルギー密度 36MJ/ 46MJ/Nm3

車載エネルギー量 3,600MJ/ 台 2,118MJ/ 台

車載エネルギー量の
相対比率 1 0.59

今後の掲載予定

第 ８回　天然ガス 第１２回　ＤＭＥ

第 ９回　メタノール 第１３回　バイオ燃料

第１０回　エタノール 第１４回　水素

第１１回　ＬＰＧ 第１５回　ＧＴＬ

天燃ガスの特徴

生産・供給方法

環境への影響

天然ガス自動車の開発と普及状況

（*）：Nm3とは標準状態（0℃、1気圧）における気体の体積を表します。



■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
大宮エコステーション●埼玉県さいたま市三橋 6-699-1
東大阪メタノールスタンド●大阪府東大阪市本庄中 1-87
西宮鳴尾浜エコステーション●兵庫県西宮市鳴尾浜 1-1
えびな本郷ステーション●神奈川県海老名市本郷 4037
横浜給油所●神奈川県横浜市緑区長津田町 4375
越谷流通団地営業所●埼玉県越谷市相模町 1-337-1
安城エコステーション●愛知県安城市東栄町横根畑 59-96
名神高速多賀 SA（上り）●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字背戸山 70-2
名神高速多賀 SA（下り）●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字西谷 66-36
新木場トラックステーション●東京都江東区新砂町 1-10-25
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●神奈川県川崎市川崎区東扇島 17-6

■ＣＮＧ供給スタンド
北海道
ひばりヶ丘エコ・ステーション●北海道札幌市厚別区厚別中央 1条 2丁目
大谷地充填所●北海道札幌市厚別区大谷地東 1丁目
北５条充填所●北海道札幌市東区北５条東 5丁目
二十四軒エコ・ステーション●北海道札幌市西区二十四軒 2条 7-4
中央卸売市場天然ガススタンド●北海道札幌市中央区
石狩エコ・ステーション●北海道石狩市新港西 1丁目 765-1
東　北
新港工場天然ガス充填所●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幸町 5-13-1
関　東
ＧＮクリーンエネルギーステーション前橋●群馬県前橋市大渡町 2-1-35
伊勢崎エコ・ステ１●群馬県伊勢崎市日乃出町 108
牛久エコ・ステーション●茨城県牛久市牛久町 3300
千住天然ガススタンド●東京都荒川区南千住 3-28-1
板橋エコ・ステーション●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
エコ・ステーション平和島●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
永代橋エコ・サービスステーション●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
南砂エコ・ステーション●東京都江東区南砂 1-23-15
江戸川エコ・ステーション●東京都江戸川区谷河内 2-10-13
葛西トラックターミナルエコ・ステーション●東京都江戸川区臨海町 4-3-1
足立エコ・ステーション●東京都足立区堀ノ内 1-14-17
都庁天然ガススタンド●東京都新宿区西新宿 2-5（高架道路下）
国立いずみエコ・ステーション●東京都国立市泉 2-1-15
保谷エコ・ステーション●東京都西東京市柳沢 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
東大和エコ・ステーション●東京都東大和市仲原 3-19-1
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 489
Ｒ２４６横浜インターエコ・ステーション●東京都町田市鶴間 1772-1
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 2-5-25
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
都筑エコ・ステーション●神奈川県横浜市都筑区東方町 1698
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
久里浜エコ・ステーション●神奈川県横須賀市内川新田 1088
厚木エコ・ステーション●神奈川県厚木市下津古久 598
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
平塚エコ・ステーション●神奈川県平塚市田村 5635
小田原エコ・ステーション●神奈川県小田原市南鴨宮 2-39-14
浦和エコ・ステーション●埼玉県さいたま市中島 2-22-14
指扇駅前エコ・ステーション●埼玉県さいたま市西遊馬 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
深谷エコ・ステーション●埼玉県深谷市大字折之口字稜威ヶ原 2021-1
三芳エコ・ステーション●埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西 1081-1
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●埼玉県越谷市瓦曽根 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 1-5-2
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 1186-1
エコ・ステーション坂戸●埼玉県坂戸市千代田 5-5-4
草加エコ・ステーション●埼玉県草加市吉町 2-1-60
岩槻エコ・ステーション●埼玉県岩槻市本町 4-3-3
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
東習志野エコ・ステーション●千葉県習志野市東習志野 6-18
袖ヶ浦エコ・ステーション●千葉県袖ヶ浦市長浦 580-264
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
柏第一エコ・ステーション●千葉県柏市十余二 249
浦安エコ・ステーション●千葉県浦安市千鳥 12-5
富士急ハイランドエコ・ステーション●山梨県南都留郡河口湖町船津 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
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
エコ・ステーション北頭●愛知県名古屋市南区弥次ヱ町 1-19-15
Ｒ１鳴海エコ・ステーション●愛知県名古屋市緑区鳴海町字境松 20-1
安城エコ・ステーション●愛知県安城市東栄町横根畑 59-96
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 430-1
浜松上西エコ・ステーション●静岡県浜松市上西町 68-6
エコ・ステーション静岡●静岡県静岡市池田 50-5
静岡流通センターエコ・ステーション●静岡県静岡市加藤島 12- ７
エコ・ステーション富士●静岡県富士市伝法宇中村 3201-1
エコ・ステーション岐阜●岐阜県岐阜市加納坂井町 2
エコ・ステーション羽島●岐阜県羽島郡笠松町田代若宮 1105
甲　信　越・北　陸
木田エコ・ステーション●新潟県上越市新光町 2-2-15
上越北エコ・ステーション●新潟県上越市松村新田 3-5
新発田ガスエコ・ステーション●新潟県新発田市豊町 1-4-23
柏崎松美エコ・ステーション●新潟県柏崎市松美 2-5-5
エコ・ステーション長田●石川県金沢市駅西本町 1-1-1
エコ・ステーション鳴和●石川県金沢市神宮寺 3-1-13
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
大阪府森ノ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 2-11
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
南津守天然ガススタンド●大阪府大阪市西成区南津守 5-5-48
大阪府トラック協会南港エコ・ステーション●大阪府大阪市住之江区南港東 4-10
アロッズ東淀川エコ・ステーション●大阪府大阪市東淀川区豊新 2-14-3
弁天町エコ・ステーション●大阪府大阪市港区弁天 2-12-2
新北大阪エコ・ステーション●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●大阪府八尾市服部川 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
枚方ＣＮＧエコ・ステーション●大阪府枚方市出屋敷西町 350-1
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
敏馬エコ・ステーション●兵庫県神戸市灘区岩屋南町 4-50
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 3-3-15
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●広島県広島市中区西白島町 22-15
海田エコ・ステーション●広島県安芸郡海田栄町 6-3
鳥取エコ・ステーション●鳥取県鳥取市幸町 143-4
五反田エコ・ステーション●鳥取市五反田町 1
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
ストーク松島エコ・ステーション●福岡県福岡市東区松島 6-3-1
谷山エコ・ステーション●鹿児島県鹿児島市南栄 3-25
大村エコ・ステーション●長崎県大村市水主町 1-747-52
唐津エコ・ステーション●佐賀県唐津市神田 2329
本荘エコ・ステーション●熊本県熊本市本荘 5-14-18

　「頑張ってください」、去年の７月１日付けで
当機構に採用された時の周囲の激励（？）の言
葉である。
　このような場面の慣用句であるが、この言葉
は無意味で軽い。人間そんなに、いつも全速力
で走れるものではないと思う。
  去年、４４年ぶりで小学校の同窓会があった。
既に鬼籍に入っている人が３人。この年になる
と人生を楽しむ余裕が欲しいと思うのは己一人

だろうか。
　ニュース LEVO も、周囲の皆様のご協力により、編
集担当となってから４回目の発行となる。今号から新
に「世界の代替燃料情報」と「ユーザー訪問」を掲載
することとなった。「巻頭言」は暫く止めることにした。
　これからも当機構の情報誌として、そんなに肩肘を
張らずに続けられたらと思う。
  なお、今号から「編集後記」は止め、「編者の独言」
とした。編者は変者の意味でもある。

編
者
の
独
言
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