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冬　道東
四季の移ろい・冬　道東編をお届けします。

マイナス20度に挑戦した冬の道東で出会った「元気のいい」皆様をご紹介いたします。

「元気」印で、今年もよろしくお願いいたします。

凍った湖面は鳥たちの演舞場

白く舞う吹雪は鳥たちの修行場

流氷は鳥たちの休憩場（又は競技場）

夕暮れ時、散歩中にご対面

流氷のなか、見物しているのはどちら？

撮影データ　時期：2002年２月中旬
場所：屈斜路湖　釧路湿原

走古丹　　羅臼港沖



新年あけましておめでとうございます。

平素は、自動車運送事業者の皆様、関係団体及び関係官庁の皆様には、当機構の低公害車普及事業

につき、多大なご支援ご協力をいただき心から御礼を申し上げます。

21世紀に入り２年目の昨2002年は、国内外ともに多くの出来事がありましたが、明るい話では、Ｗ

杯サッカーが日本中を熱狂させたことが記憶に鮮明に残っております。経済状況の方は、金融機関の

不良債権処理の加速に伴う倒産増加の不安や、株価の下落、失業率の上昇等、一昨年の状態が継続し、

明るい材料は見つからない状況でした。

ところで、今年2003年は羊年であります。十二支では八番目で、八は末広がりで次第に栄えていく

ことを意味しますので、これから少しでも日本経済に明るさが戻ってくることを願っております。

さて、我が国における昨年10月末現在の自動車保有台数は7700万台を超え、そのうち営業用の貨物

自動車は、軽貨物とトレーラーを除いても、約100万台が使用されております。目を環境問題に転じま

すと、自動車排出ガスによる大気汚染の問題については、社会意識も高まっており、また、東京大気

汚染訴訟判決等最近の公害訴訟では行政に厳しい判決が相次いでおります。

現在、自動車運送事業を取り巻く状況は、改正自動車NOx・MP法や、地方自治体のディーゼル車に

対するPM排出規制条例等により、大都市周辺地域では、一定の基準を満たさない車両は、事実上運行

が出来なくなるという制約が加わることになります。

また、地球規模の環境問題では、気候変動枠組み条約に基づく京都議定書の批准により、二酸化炭

素等、温室効果ガスの削減目標の実行が今後の大きな課題とります。これらの点につきましては、我

が国の場合、民生部門とともに、運輸部門の努力が課題解決のカギとされております。

このように、自動車運送事業は厳しい状況下にありますが、低公害車を普及させることは、国内的

にも、地球環境問題としても喫緊の問題であります。これに関連して国土交通省では平成14年度から、

低公害車普及のための補助制度を新設し、平成15年度政府予算案では、総額で65億円が計上されてい

ると聞いております。

当機構といたしましては、引き続き関係各方面と協調して、低公害車普及施策推進のため、微力で

はありますが頑張ってまいる所存でございます。どうか今後とも関係各位の皆様方のご支援、ご協力

をお願い申しあげます。

最後になりましたが、皆様方にとって本年が明るい年となりますよう祈念し、年頭のご挨拶といた

します。

年 頭 の ご 挨 拶
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財団法人 運輸低公害車普及機構

会長　杉浦 喬也



新年あけましておめでとうございます。

新春を迎え、一言年頭のご挨拶を申し述べさせていた

だきます。

昨年は、日本経済をめぐる環境は厳しさを増し、経済

再生への取り組みが最重要な課題となってまいりました

が、一方、日韓共催によるサッカーのワールドカップの

成功や日本人が二人同時にノーベル賞を受賞するなど、

明るいニュースに恵まれた年でもありました。

我が国の自動車関連産業に目を転じますと、依然とし

て厳しい経営環境の中でありますが、皆様方におかれま

しては、経営の効率化と同時に利用者ニーズに応じたき

め細かなサービスの提供や安全・環境を志向した車両の

開発・普及等に取り組まれているところであり、心から

敬意を表する次第であります。

自動車交通局といたしましても、安全・環境問題、少

子高齢化、IT化等といった時代の変化やニーズに的確

に対応し、古い観念にとらわれず、積極果敢に以下のよ

うな施策を展開して参りたいと考えております。

その一は、自動車交通の安全対策の推進であります。

昨年の交通事故による死者数は、過去最悪であった昭和

45年に比較して半減するに至りましたが、発生件数・死

傷者数は依然として史上最悪の水準にあり、これまでに

も増して安全対策を推進していく必要があります。

まず、自動車の構造面での安全対策として、本年９月

からは大型トラックへのスピードリミッターの装着義務

付けが開始されるとともに、歩行者の頭部の傷害を軽減

したり、RV車等による死角事故を防止するための新た

な基準の策定を予定しております。また、自動車アセス

メントに係る衝突安全性能の総合評価やチャイルドシー

トの安全性能試験の評価等を通じ、今後とも安全情報の

提供の充実を図ります。さらに、先進安全自動車

（ASV）について、平成13年度に始まった第３期ASV推

進計画を一段と進めて、車々間通信の研究開発をはじめ

とする技術開発と併せてASV技術の普及を図ります。

事業用自動車について、昨年はバスの飲酒運転が社会

的な問題になるなど、輸送の安全確保に対して社会の厳

しい目が向けられました。自動車交通局としても、昨年、

地方運輸局等に監査専門組織を新設するなど事後チェッ

ク体制の強化を図ったところであり、警察等関係機関と

の一層の連携の下、安全面に問題のある事業者への監査

の重点化、厳正な処分等により、事業用自動車の安全対

策、事故の抑止に積極的に取り組みます。

クルマ社会のセーフティネットである自賠制度につい

ては、保険金支払適正化対策等を盛り込んだ改正自賠法

が昨年４月より施行されましたが、今後ともこれら新た

な制度を適切かつ確実に運営します。また、自動車事故

対策センターについては、本年10月に独立行政法人自動

車事故対策機構に移行しますが、業務の効率性・質の向

上等を確保することにより、これまで以上に自動車事故

の発生の防止、被害者保護の増進等が図られることを期

待しています。

その二は、自動車交通環境対策の推進であります。喫

緊の課題となっている大気汚染防止対策としては、新車

については、平成17年度から適用されることとなる世界

一厳しい新長期排出ガス規制の法令化を推進するととも

に、使用過程車については自動車NOx・PM法によるデ

ィーゼル車規制等を確実に実施して参ります。また、低

公害バス・トラックの購入費補助対象に低PM車を追加

するとともに、DPF及び酸化触媒の導入費補助に新た

に道路特定財源を活用する等ディーゼル車排出ガス対策

のなお一層の充実を図ります。

地球温暖化防止対策としては、昨年批准された京都議

定書を踏まえて、自動車からの二酸化炭素（CO2）の排

出量抑制対策を積極的に進めます。このため、低公害車
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年 頭 の 辞

自動車交通局

局長　丸山 博



の取得・保有に係る税負担を軽減する自動車グリーン化

税制を活用してその普及促進を図るとともに、ガソリン

車やディーゼル車に加えLPG自動車についても燃費基準

を策定する予定です。

昨年、世界に先駆けて政府に導入された燃料電池自動

車について、実証試験を踏まえての技術基準策定に取り

組むほか、産官学連携のもとに大型ディーゼル車に係る

次世代低公害車の開発を着実に進めます。

また、昨年施行されたフロン回収・破壊法の着実な実

施、自動車リサイクル法による使用済自動車のリサイク

ル制度の整備等の諸対策を総合的に推進し、循環型社会

の形成に努めます。

その三は、道路運送事業関係施策の推進であります。

バス・タクシー等の旅客運送については、改正道路運送

法の施行以降、新規参入や多様な運賃の設定等、新たな

サービス提供が全国的に活発化してきております。特に、

本年９月に創業100周年を迎えるバス業界については、

生活交通の確保も含め更なる輸送サービスの改善・向上

を図ることにより、ぜひともバス復権を実現していただ

くことを期待しています。

また、バリアフリー対策として、補助制度の活用等に

よりノンステップバスの導入促進等を図るとともに、

NPO等による福祉輸送サービスについて、安全確保・

利用者保護等を前提に、その実現を進めていきます。

トラック事業については、厳しい経営環境下、荷主ニ

ーズに応じた更に質の高いサービス提供が求められると

ともに、環境問題への対応、安全確保など様々な課題を

抱えています。こうした状況の中、規制緩和を内容とす

る改正トラック事業法が本年４月に施行されますが、併

せて、適正な事業運営が確保されるよう行政処分基準や

監査体制の強化とともに、適正化事業実施機関の機能強

化等を強力に推進します。また、運輸事業振興助成交付

金制度は税制改正大綱で平成15年度より５年間継続され

ることとなっており、引き続き、環境・安全対策や適正

化事業を重点的に実施していく必要があります。

年々深刻化する都市内の交通渋滞問題等については、

ITS技術を活用しつつ、公共交通機関の利用促進、物流

の効率化を通じて自動車交通量の抑制等を図るほか、公

共交通機関の活用と街づくりが一体となったオムニバス

タウン構想を積極的に推進します。

その四は自動車の検査・登録制度等技術安全行政の推

進であります。自動車登録検査業務電子情報処理システ

ム（MOTAS）の15年度の更改にむけての準備を進める

とともに、自動車保有関係手続きのワンストップサービ

ス化に関し、平成15年度には実用化に係る試験運用を行

うなど平成17年のシステム稼働に向けて、国土交通省を

中心とした関係省庁間において検討を進めます。また、

個車情報を得ることのできるスマートプレートについ

て、平成15年度には車両識別の高度化に係る実証実験を

行う予定です。

自動車の点検・整備については、改正車両法による不

正改造行為の禁止及び整備命令制度の強化が本年４月よ

り施行されることを踏まえて、新制度の的確な実施と

PRを充実させ不正改造の排除を図ります。また、交通

事故防止や環境保全の観点から、更なる点検整備推進運

動の充実を図るとともに、本年３月に誕生する１級自動

車整備士を活用し、新技術に自動車整備業界が適切に対

応できるよう指導監督を進めます。

リコール制度については、改正車両法により後付装置

リコール制度やリコール命令の導入、不正事案に対する

罰則の強化等が図られたところであり、これらの的確な

実施を図ります。さらに、自動車ユーザーからの不具合

情報の収集・分析やメーカーへの指導・監督の強化など

制度の適正な運用を図ります。

また、自動車産業は、国際的な規模での企業間の合併、

系列化等が急速に進展しており、行政側もグローバルな

視点での対応が求められております。このため、わが国

は、車両等の型式認定相互承認協定に基づく協定規則の

段階的な採択、車両等の世界的技術規則協定に基づく世

界統一基準の策定作業への積極的な貢献等をはじめ自動

車の世界的基準調和推進のためにこれまで以上に積極的

な役割を果たしていきます。

以上、年頭に当たり自動車交通行政に関する所信の一

端を申し述べて参りましたが、自動車交通行政に関する

課題は益々増大し、より複雑・多様化しております。

一方で、自動車交通行政の各種施策に対する国民の期

待も非常に大きいことも痛感しており、その期待に応え

られますよう全力を尽くして参る所存です。

今後とも引き続きより一層のご理解とご支援を賜りま

すようお願いいたしまして、年頭のご挨拶といたします。
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11月26日（火）、今年度３回目の低公害車セミナーを四

日市市で開催致しました。三重県では、四日市市はじめ

県内の８市町村が改正NOX、PM法の新たな対策地域に

指定され、また、11月に、四日市市および鈴鹿市に県内

初のエコ・ステーションが開設され、低公害車への関心

が高まっている中でのセミナー開催となり、今後、低公

害車の導入促進が期待されます。

当日は天候にも恵まれ、トラック事業者及び運輸関係

事業者、行政、一般市民の方々など予想を遥かに上回る

約170余名が参加し、会場は熱気につつまれました。参

加者は、講演、車両展示、パネル展示を熱心に聴講、見

学され、低公害車に対する関心の高さが伺われ、この模

様はテレビ、新聞等マスコミでもとりあげられました。

◆セミナーの概要
日　　時：平成14年11月26日（火） 13：30～16：15

場　　所：四日市市文化会館

主　　催：（財）運輸低公害車普及機構

国土交通省中部運輸局

後　　援：三重県、四日市市、鈴鹿市、中部地区エコ・

トラック推進協議会、（社）三重県トラック協

会、（社）三重県バス協会

協　　賛：各自動車メーカー、ディーラー、合同ガス（株）

開催挨拶：下出　敏幸（（財）運輸低公害車普及機構理事長）

一見　勝之（国土交通省中部運輸局自動車交

通部長）

講　　演：

「低公害エンジンとそれに向けた学界の取組み」

名古屋工業大学教授　太田　安彦氏

「三重県の大気環境と低公害車の導入促進について」

三重県環境部地球環境・生活環境チーム

主幹　内藤　良三氏

「自動車を取り巻く環境動向と天然ガス自動車について」

いすゞ自動車（株） マーケッティング室

CV企画・商品部　課長　井上　保雄氏

「我が社の環境問題への取り組みについて」

（株）シキトウサービス　代表取締役社長

清瀬　一郎氏

アトラクション：

「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（合同ガス（株））

同時開催：

・低公害車展示会（場所：四日市市文化会館　駐車場）

※各自動車メーカー・ディーラー、合同ガス（株）の天

然ガス自動車（トラック、大型バス、乗用車等）の

展示

・パネル展示会（場所：四日市市文化会館）

低公害車セミナー三重
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

なお、セミナー出席者に対し、会場においてアンケートを実施したいましたがその結果は、次のとおりです。

セミナー出席者…169名　アンケート回答数…65名（回収率：38.5％）

トラック 
事業者 

旅客運送 
事業者 

その他運輸 
関係事業者 公務員 ガス、スタ 

ンド関係 
メーカー、 
ディーラー その他 無記名 合計 

22 
 

33.8％ 

6 
 

9.2％ 

3 
 

4.6％ 

11 
 

16.9％ 

4 
 

6.2％ 

15 
 

23.1％ 

2 
 

3.1％ 

2 
 

3.1％ 

65 
 

100％ 
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1. 参考となった講演名（複数回答可）

2. パネル展示について（無回答３） 3. 低公害車の展示について（無回答６）

4. 天然ガス自動車の導入について（無回答21）

5. 天然ガス自動車の導入の障害要因について（イメージでも可）

低公害エンジンとそれに 
向けた学界の取り組み 

三重県の大気環境と低公 
害車の導入促進について 

我が社の環境問題への 
取り組みについて 

合計 自動車を取り巻く環境動向 
と天然ガス自動車について 

26 
 

22.6％ 

24 
 

20.9％ 

36 
 

31.3％ 

29 
 

25.2％ 

115 
 

100％ 

参考になった あまり参考に 
ならなかった 

その他 合計 

22 
 

35.5％ 

19 
 

30.6％ 

21 
 

33.9％ 

62 
 

100％ 

導入したい 検討中 考えていない 合計 

11 
 

25％ 

21 
 

47.7％ 

12 
 

27.3％ 

44 
 

100％ 

参考になった あまり参考に 
ならなかった 

その他 合計 

35 
 

59.3％ 

7 
 

11.9％ 

17 
 

28.8％ 

59 
 

100％ 

※今後の車両展示についての意見
・広い場所で、展示台数、種類を増やして欲しい。
・10トン車以上のトラックの展示を希望
・いすゞエルフの展示はフレームのままで分かりやすかった。
・時間的に見れなかった。

走行性能不十分 一充填当りの航 続距離が短い 

1位 
 
2位 
 
3位 
 

点数 

3 
 
4 
 
5 
 
22

15 
 
16 
 
8 
 
85

2 
 
4 
 
1 
 
15

2 
 
2 
 
3 
 
13

32 
 
7 
 
5 
 
115

0 
 
3 
 
8 
 
14

12 
 
5 
 
7 
 
53

1 
 
0 
 
3 
 
6

燃料が高い 燃費が悪い 部品補給、修 
理体制不十分 

スタンドが少な 
いまたは無い 

補助金を勘案し 
ても車両導入コ 
ストが高い 

その他 

※点数は優先順位１位３点、２位２点、３位１点として合計したもの

スタンドが少ない 
49％ 

燃費が悪い 
3％ 

補助金を勘案しても 
車両導入コストが高い 

18％ 

その他 
1％ 

航続距離が短い 
22％ 

燃料が高い 
3％ 

走行性能不十分 
4％ 

スタンドが少ない 
36％ 

燃費が悪い 
4％ 

補助金を勘案しても 
車両導入コストが高い 

16％ 

その他 
2％ 

航続距離が短い 
26％ 

燃料が高い 
5％ 

走行性能不十分 
7％ 

部品補給、修理 
体制が不十分 
4％ 

CNGトラック導入の障害となる要因
（優先順位１位のみの集計）

（参考）優先順位１位から３位までのウェイト付け

（１位３点、２位２点、３位１点）した集計

イメージ
でも可（ ）
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低公害車であるCNGトラックの普及促進を図るため、

CNGトラックの大半を占める営業用トラックの導入運

送事業者に対して、①導入事由、②今後の導入意向、③

導入の障害要因、及び④スタンドへの要望・改善事項に

ついてのアンケート調査を実施した。

その調査結果及び概要は、下記のとおりである。

記
1. 調査の対象、方法等
（1）調査対象地域：自動車NOX・PM法対策地域（東京

都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、

兵庫県）及び前記地域以外の政令指定都市（札幌市、

仙台市、京都市、広島市、北九州市、福岡市）

（注）三重県は自動車NOX・PM法対策地域となった

が、調査時点において、営業用CNGトラック

導入事業者はなく、且つ、天然ガススタンド

がない。

（2）対象事業者：営業用CNGトラック導入事業者（事

業所、営業所単位）

（3）調査方法：郵送によるアンケート用紙の配布、ファ

ックスによる回収

（4）調査期間：調査表の発送　平成14年９月20日

調査表の回収　平成14年10月10日

（5）アンケート配布数及び回答数

アンケート配布数：398通

アンケート回収数：258通（回収率64.8％）

アンケート回収数の内訳：

自動車NOX・PM法対策地域：231通（千葉県の対

策地域外の回答１件を含む。）

その他の政令指定都市：27通

2. 調査結果の概要
（1）CNGトラックを導入した事由〔優先順位第一位か

ら第三位まで記入〕

優先順位第一位で見ると、「環境問題への貢献」53％

で、以下「NOX・PM法への対応」14％、「企業のイメー

ジアップ」13％の順であった。やはり、環境問題への関

心の高さが表れていると言えよう。

（2）CNGトラックの今後の導入意向

「導入したい」61％、「検討中」31％を合わせると、

実に92％の既導入事業者が引き続きCNGトラックの導

入に関心を示している。

（3）CNGトラック導入の障害要因（イメージでも可）

〔優先順位第一位から第三位まで記入〕

優先順位第一位で見ると、「スタンドが少ない」34％

と「航続距離が短い」31％がほぼ並んで大きな割合を占

めており、その次に「補助金等を勘案しても車両導入コ

ストが高い」が20％となっている。

ウェイト付けした要因では、「航続距離が短い」と

「スタンドが少ない」が30％で並び、「補助金等を勘案し

ても車両導入コストが高い」17％の順となっている。

（注）「補助金等を勘案しても車両導入コストが高い」

とする理由には、電話での確認によれば「実際

の販売価格がディーゼル車に比べて高い」とす

る価格そのものの理由だけでなく、「メンテナ

ンス費用」や「スタンドが少なく、航続距離が

短いため稼働率を下げざるを得ない」といった

「ランニングコストを含めたトータルコストが

高い」とする理由をあげているものが多かった。

（4）既存の利用スタンドに対する改善・要望事項〔複数

回答可〕

第一位は営業時間に関する要望が73％を占めており、

その内訳は「営業時間の延長」33％、以下「休日営業」

21％、「24時間営業」15％、「年中無休営業」４％となっ

ている。第二位は、既存スタンドの能力に関する要望が

22％を占めており、その内訳は「増基」11％、「待ち時

間の解消」６％、「充填時間の短縮」５％であった。

3. コメント
（1） CNGトラック導入の障害要因については、営業用

CNGトラックの大半を占める２～３トン積クラス

の改造費は、最近、国､自治体、トラック協会の補

助制度が手厚くなったため、改造費自体の水準はま

だまだ高いものの、導入事業者にとっては、以前ほ

ど大きなネックにはなっていないように思われる。

「補助金を勘案しても車両購入コストが高い」と

いう内容については、「ディーゼル車と比べた場合

の値引率が低く、実際の販売価格が高い」というイ

ニシャルコストを指摘する声もあるが、「スタンド

が少なく、航続距離が短く、このため稼働率が下が

り、結果的にトータルコストが高くなる」という声

も強い。

したがって、「スタンドが少ない」、「航続距離が

短い」という導入の障害は、実際上は、その比率以

上に重みを持つものといえる。

このように、改造費そのものに対する補助が十分

とはいえないまでも、従来より整備されたことを踏

まえると、事業者の導入のための優先的な考慮事項

として、単なる改造費を含めたイニシャルコストよ

り、スタンドの数、営業体制、ランニングコストを

含めた使い勝手にウェイトが移っているといえるの

ではないか。

（2） 以上のことから、この調査結果をみると90％を超

える既導入事業者がCNGトラックの導入に引き続

CNGトラック導入に関するアンケート調査の結果
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き関心を示しているが、未導入事業者を含めCNG

トラックの導入意欲を円滑に現実化させるために

は、「天然ガススタンドの増設」及び「営業時間等

サービス体制の充実」並びに「一充填当りの航続距

離の延伸」が喫緊の課題であることがうかがえる。

逆に、これらのニーズへの対応が充分なされない

場合は、CNGトラックの更なる大幅な普及は厳し

いと言えよう。

環境問題への貢献 
53％（136件） 

NOx･PM法への対応 
14％（37件） 

企業の 
イメージアップ 
13％（32件） 

荷主の要請 
11％（29件） 

住宅地･都市内の集配に適合 
４％（9件） 

助成制度の活用 
4％（9件） その他 

1％（4件） 

256件 

1. CNGトラックを導入した事由
（優先順位１位のみの集計）

環境問題への貢献 
37％（557点） 

NOx･PM法への対応 
17％（256点） 企業のイメージアップ 

22％（335点） 

荷主の要請 
9％（128点） 

住宅地･都市内の集配に適合 
6％（87点） 

助成制度の活用 
8％（116点） 

その他 
1％（20点） 

1499点 

（参考）優先順位１位から３位までのウェイト付け

（１位３点、２位２点、３位１点）した集計

導入したい 
61％（154件） 

検討中 
31％（78件） 

考えていない 
8％（19件） 

251件 

2. 今後の導入意向

メリットがない 
57％（12件） 

経営的に困難 
24％（5件） 

その他 
19％（4件） 

21件 

※重複回答2件 

（参考）導入を考えていない事由

258件 

スタンドが少ない 
34％（90件） 

航続距離が短い 
31％（79件） 補助金等を勘案しても 

車両導入コストが高い 
20％（51件） 

走行性能が不十分 
6％（16件） 

燃料が高い 
3％（9件） 

燃費が悪い 
3％（7件） 

修理体制が不十分 
1％（2件） 

その他 
2％（4件） 

3. CNGトラック導入の障害となる要因
（優先順位１位のみの集計）

航続距離が短い 
30％（458点） 

スタンドが少ない 
30％（450点） 

補助金等を勘案しても 
車両導入コストが高い 

17％（262点） 

走行性能が不十分 
8％（119点） 

燃料が高い 
6％（86点） 

燃費が悪い 
5％（76点） 

修理体制が不十分 
2％（36点） 

その他 
2％（34点） 

1521点 

（参考）優先順位１位から３位までのウェイト付け

（１位３点、２位２点、３位１点）した集計

イメージ
でも可（ ）



自動車交通は、経済社会活動の基盤であり、豊かな暮

らしを実現するために欠くことのできないものですが、

その一方、自動車からは大量のエネルギー消費に伴い、

地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）や大気汚染

の原因となる窒素酸化物（NOX）、粒子状物質（PM）等

が多く排出されています。

その結果、我が国全体のCO2の排出量の約20％、大都

市におけるNOX排出量の約40％を自動車が占める状況

で、自動車交通における環境負荷の低減を図ることが緊

急の課題となっています。

このため、近畿運輸局は他の関係機関と連携して、環

境にやさしい自動車交通の実現を目指し、なかでも物流

関係者への啓発を行い、併せて低公害車の一層の導入促

進を図るため、「自動車交通環境サミット」を、下記の

とおり開催し当機構は、ブースを設けパネル展示及び低

公害車に関するパンフレットの配布などを行ないまし

た。

記
日　時：平成14年11月12日（火） 13時から

場　所：大阪市「グランキューブ大阪（大阪国際会議場）」

◆セミナー

（1）「国土交通省の自動車環境対策について」

……国土交通省自動車交通局企画室

専門官　小林　太郎

（2）「大阪府の自動車排出ガス対策について」

……大阪府環境農林水産部

交通公害課長　小松　正人

（3）「企業における環境問題への取組みと運送事業者へ

の要望」

……朝日新聞大阪本社　　発送部長　乾　　明人

（4）「トラック運送業界における環境問題への取組みに

ついて」

……全日本トラック協会　専務理事　豊田　榮次

◆パネルディスカッション

「人と地域にやさしい物流をめざして」

・パネリスト

国土交通省近畿運輸局　　交通環境部長　馬場 靖

大阪府環境農林水産部　　交通公害課長　小松　正人

朝日新聞大阪本社　　　　　　発送部長　乾　　明人

日産ディーゼル工業商品プロジェクト室 主管　南　　清志

近畿トラック協会　　　　　　　　会長　大和　健司

・コーディネーター

国土交通省近畿運輸局　自動車交通部長　和田　浩一

9
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「自動車交通環境サミット」

207件 258件 

回答あり 
51％（132件） 

無回答 
49％（126件） 

※複数回答75件 

回答ありの内訳 

営業時間延長 
33％（69件） 

休日営業 
21％（43件） 

24時間営業 
15％（31件） 

年中無休 
4％（9件） 

増基 
11％（22件） 

待ち時間の解消 
6％（12件） 

充填時間の短縮 
5％（11件） 

その他 
5％（10件） 

営業時間 
73％（152件） 

スタンドの能力 
22％（45件） 

その他 
5％（10件） 4. 利用スタンドに対する改善要望
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◆ 連 載 ③ ◆

◆燃料需要、2020年までに57％増加の見通

し＝IEA

国際エネルギー機関（IEA）のロバート･プリド

ル事務局長は、報告書「解決を目指して：エネルギ

ー部門における持続可能な開発」（2002年５月28日）

の発表に際して、「我々が大きな変化を遂げなけれ

ば、持続可能なエネルギーの軌道には乗れない」と

述べた。

IEAは、今後20年間で主に化石燃料ベースのエネ

ルギー需要は57％増加すると推定され、地球環境を

相当圧迫する、と指摘している。各国が一層の対策

を講じるべきものとして、巨大な投資需要、運輸部

門のあくなき需要による問題の深刻化、再生可能エ

ネルギー技術の普及障壁等、を挙げている。

（（世界の石油事情））

この報告書において、IEAは、持続可能な開発の

原則をいかにエネルギー部門に適用するかを示し、

持続可能な運輸を含む八つの分野について検討して

いる。2020年までに、運輸部門の石油需要は世界全

体の半分以上を占め、運輸部門の二酸化炭素（CO2）

排出量が、エネルギー関連に起因する世界のCO2排

出量全体の約３分の１にのぼり、結果として、地域

大気汚染が悪化すると見込まれる。運輸部門のエネ

ルギー消費量の伸びは他の最終用途部門を凌ぐ速さ

であり、OECD非加盟国のエネルギー需要の伸びは

OECD加盟国の３倍になるものの、OECD加盟国の

運輸部門のエネルギー消費量が引き続き世界最大の

割合を占める。

この10年間、人々はエネルギーの大部分を化石燃

料に依存しており、エネルギー消費に関してほとん

ど進展がみられない。世界のエネルギー供給に占め

る再生可能なエネルギーの割合は１％であるが、化

石燃料は85％となっている。

Environment and Energy Daily www.eenews. net/;

IEA public Information Office; The brochure and a flyer

of the World Summit can be downloaded from the IEA

IEA AFIS Fuels Update September 2002 Volume 5, Number 3

◆オランダのLPG自動車は減少傾向に

オランダでは、LPG乗用車の普及台数が減少して

いる。1991年には58万4000台であった普及台数が、

2001年には32万3000台に減っている。一方、同期間

に、ディーゼル自動車の普及台数が32万3000台増加

している。ディーゼル自動車は、運転性が良いこと

から人気が高まっている。ディーゼル自動車とは異

なり、LPG自動車は、マイナスのイメージを払拭す

ることができない。LPG自動車は依然としてエンジ

ン性能が良くないという誤解がある。

Stromen, 30 August 2002

IEA AFIS Fuels Update September 2002 Volume 5, Number 3

◆オランダ、バイオ燃料試験工場の建設を計画

オランダでは、北部に予定しているバイオ燃料の

試験工場の建設計画がほぼ完了する。

欧州委員会は、2020年には、燃料の20％をバイオ

燃料に置き換えることを目標としている。また、欧

州議会は、バイオディーゼルへの課税を控える提案

をしている。

Stromen, 12 July 2002

IEA AFIS Fuels Update September 2002 Volume 5, Number 3

＊＊世界の代替燃料情報＊＊

前号で予告いたしました、２月下旬開催予定の「低公害車セミナー新潟」は、都合により今年度は取り止めます。

※ お 詫 び



長距離輸送にCNGトラックを利用することに躊躇

はなかったのか、と先ず尋ねた。すると、佐野社長

は１航行の最長距離が430kmであったので、もちろ

ん心配はあったが、それ以上に魅力であったのが静

粛性と振動の少なさであったという。ディーゼルト

ラックに比べると雲泥の差があり、住宅地の場合は、

振動・音に対しての苦情は東京も静岡も同様である

からだという。特に、ディーゼル車の場合振動は大

きく、建物などの遮蔽物がなければかなり広い範囲

までに振動は及ぶからだ。

心配はあったという長距離に対してはどう対処し

たのか。燃料タンクを増やしたのだという。最近納

車した４台目となるCNGトラック（４ｔ）は、後部

シャシー左右に計２本のタンクを増やした。この４

台はすべて日産ディーゼル「コンドル」をベースと

したもので、１、２台目はウィングタイプであり、

走行距離は、１号車が約600km、２号車が700km走

行出来るが、積載が１号車で2600kg、２号車で

2300kgしか取れないので、３、４台目に改良を加え

た。箱形タイプの３、４台目においては、積載は

3100kgに増やすことが出来た。

●最長コースは430km

同社の新聞輸送には朝刊夕刊で11コースがあり、

最短が１航行220km、最長が同430kmの浜松～座間

間。朝日新聞、日刊スポーツ紙の関東版を印刷工場

から各販売店に降ろすのであるが、多いところでは

７つの販売店を廻る。ドライバーに聞くと、充填所

もガソリンスタンドのように多くはないので、燃料

切れが常に頭の隅にあり気がかりであったという。

満タンにし、全行程を走り終わったとして３～４割

の燃料が残るのがベターなのだそうだ。つまり、行

く先には渋滞、事故など何があるか分からないので

あるから当然ともいえる。

しかし、４台目はこの辺を十分クリアしており、

馬力の面でもディーゼルと比べて遜色はないし燃費

もよいという。そこで、同じドライバーに新聞輸送

の苦労話を聞いてみた。スポーツ紙は、プロ野球の

ナイターが伸びた時が大変だという。延長13回引き

分けとなるのだが、この試合結果を載せるとなると

印刷工場を出るのが午後11時頃、最後の販売店に着

くまでには午前２時になってしまう。すると、販売

店では仕分けなどの時間も必要であり、朝の配達ま

で時間もほとんどないので、口も聞いてくれないこ

ともあるそうだ。また、座間市～静岡県内の配送が

多く東名高速を使うことから、観光シーズンになる

と倍時間がかかることもある。

そんな時、頼りになるのが40年培った実証データ

であるという。たとえば、富士～清水間で事故が起

きてから５分間の渋滞が続けば、この先には事故な
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東名高速のトラック事故の原因の多くは居眠り運転であり、前車に
ぶつからないためにそのトラックが急ブレーキを踏むが、その後続の
２番目のトラックは回避できずに事故に遭う。トラック運転歴40年を
超える長貫運送の佐野昌宏社長の言葉である。座間市～静岡県内とい
う長距離を天然ガス（CNG）トラックで、１回のガス充填で新聞を
中心に配送する同社。その新しい取組みを、佐野社長に聞いた。
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ど必ず何かがあり、通行止になる確率が高いので、

早目に東名を降り別ルートを走る。年末、春先、ま

た土曜日曜では交通量が倍になるというデータも採

っている。とにかく、早目に対応するのが渋滞には

まらない秘訣らしい。インターの間には、必ずダン

ゴ状の渋滞があり、これを避けることと少し速度を

調整して道が空いてから出発することも事故や遅延

をなくすテクニックという。

次に、デメリットは何かと佐野社長に尋ねると、

強いて言うならば、①走行距離、②充填所の数、③

積載が取れない、ことを挙げていたが、現状では静

粛性などの面で効果があり、メリットがデメリット

に勝るという。走行距離、積載についてはすでに伺

ったので、充填所について聞いてみた。静岡県内に

は、天然ガス（CNG）充填所が計５ヵ所ある。静岡

に２ヵ所、富士、清水に１ヵ所ずつ、これが静岡ガ

ス（株）の管轄である。このほか、浜松に１ヵ所が

あるが、沼津、三島の東部地区には１ヵ所もない。

さらに、富士～小田原、浜松～静岡間は同60kmの距

離があるのに、このどちらの間にもガス充填所がな

い。この辺の改善もなされたならば、CNGトラック

はより一層普及するとも指摘した。

●ガス充填圧力を30MPaへ

さらに、ガス圧力にも言及する。ガスの充填圧力

は現在最大が20MPa（メガ・パスカル）であるが、

安全性の面からも30MPaは可能であり、同じタンク

容量でも充填圧力が高まれば走行距離も４割位は伸

びる。ならば、数10年前の規制値であるのだから、

安全性にも考慮しながら身の丈に合うものにするべ

きなのではないか。この辺を改善していくには、自

動車メーカー、われわれ運送業者、LEVOなどの各

団体が声高に訴え続けるしかないのではないかとい

う。

CNG車の普及策についても聞いてみた。目に見え

る形が大事なのだ。例えば、公共性が高い運行バス

は国、市町村の補助金が出ているのだからCNGバス

でいくべきだという。ディーゼルよりも低公害で、

静粛性もある。ならば、同じ補助金ならばより環境

負荷の少ないCNGバスを採用すべきだと。お年寄り、

子供たちもこれらのバスはよく利用するし、目にす

るのだから、彼等にいち早く良いイメージを植え付

けるべきである。さらに、天然ガスは今後安くなる

し、二酸化炭素の排出でも有利なのだから。

補助金についても聞いた。国、地方自治体、LEVO

などすべてを使った場合、ディーゼル車に比べて車

両価格は１割増になる。しかしながら、佐野社長は

５年かけて全車両（計12台）をCNGに切り替えてい

きたいという。もちろん、細かい点についてはこれ

からも検証していかなければとは、付け加えた。

●カンボジアもう一つの顔

インタビューを終えて、部屋を見回すとカンボジ

アのアンコールワット遺跡の油絵のほか、石像など

の絵が所狭しと飾ってあった。聞くと、カンボジア

の現地で画家から絵を買い、日本国内でそれらの絵

を売った残りだという。売り上げ全額を、すべてカ

ンボジアに還元している。自身が中学生の時に教科

書で見たカンボジアの石窟が忘れられず、もう15回

も当地に訪れている。国連統治になった後、観光旅

行ができるようになり1996年１月に民間人では最初

のツアーに行ったのだったという。

遺跡を巡るツアーから始まったと謙遜する

が、1999年７月にプノンペンから300km離れ

た村に、３万ドルかけて小学校を新設した。

絵を売ったり、静岡県内での寄付などで賄っ

たという。今年11月には、その学校の生徒20

人と先生６人を引き連れて首都プノンペンへ

旅行をした。これも日本からの寄付の内だそ

うだが、やはり首都と地方の村では日本以上

に差異があり、子供たちは必要以上にはしゃ

いでいたという。

プノンペンでは、月50ドル（USドル）あれ

ば大人が１人暮らせるらしい。しかし彼等の

村ではこれも大金であり、お小遣いを渡すと

遣わずに親や兄弟に持って帰るという子がほ

とんどだったと、佐野社長は微笑んだ。
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ユーザー訪問
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INTERVIEW

富士山をバックに居並ぶCNGの４ｔトラック。
すべて日産ディーゼルのコンドルをベースにしたもので、右から２番目が最新の４号車。
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■メタノール供給スタンド 

大宮エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市三橋6-699-1 

越谷流通団地営業所 ●埼玉県越谷市相模町1-337-1 

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 

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 

横浜給油所 ●神奈川県横浜市緑区長津田町4375 

東扇島給油所 ●神奈川県川崎市川崎区東扇島17-6 

えびな本郷ステーション ●神奈川県海老名市本郷4037 

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96 

ルート41小牧給油所 ●愛知県小牧市多気東町28-1 

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 

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 

 
■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 

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町二条11-1 

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 

高崎中央通りエコ・ステーション ●群馬県高崎市飯塚町十二481 

伊勢崎エコ・ステ1 ●群馬県伊勢崎市日乃出町108 

太田西部エコ・ステーション ●群馬県太田市西新町44-5 

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300 

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 

木更津エコ・ステーション ●千葉県木更津市畑沢1-2-26 

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 

府中エコ・ステーション ●東京都府中市晴見町2-33-7 

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
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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 

御厨エコ・ステーション ●大阪府東大阪市西提本通東1-4-14 

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 

築港エコ・ステーション ●岡山県岡山市築港栄町7-27 

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 

広エコ・ステーション ●広島県呉市広多賀谷2-8-4 

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 

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46 

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 

大宰府インターエコ・ステーション ●福岡県大野城市御笠川5-12-7 

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

中　部 

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・ステーション清水 ●静岡県清水市永楽町14 

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 

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712 

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 

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●三重県鈴鹿市算所2-2-11 

四日市東インターエコ・ステーション ●三重県四日市市大字羽津字糖塚山4379-1 

甲信越・北陸 

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市鴎島町6 

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 

聖籠エコ・ステーション ●新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 

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 

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 

大津エコ・ステーション ●滋賀県大津市富士見台5-9 

草津エコ・ステーション ●滋賀県草津市木川町319 

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 

京都東エコ・ステーション ●京都府京都市山科区西野山階町30-6 

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 

長柄エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区長柄東2-11-6 

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

※以上の燃料供給施設の電話番号、営業時間、地図等については、（財）エコ・ステーション推進協会の 
　ホームページ（http://www.eco-station.or.jp）で閲覧できます。 



15
NEWS LEVO No.20

現在建設中で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）

地　区 
北海道 
東　北 
 
 
 

関　東 
 
 
 

北　陸 
 

中　部 
 
 

近　畿 

スタンド名称 所　在　地 開設（予定月） 
永山エコ・ステーション 

卸町エコ・ステーション 

桐生ガスエコ・ステーション 

狭山エコ・ステーション 

市川二俣エコ・ステーション 

京王エコ・ステーション杉並 

板橋トラックターミナルエコ・ステーション 

ISUZUエコ・ステーション 

寒川・田畑エコ・ステーション 

エコ・ステーション丸八 

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション 

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション 

知多エコ・ステーション 

久世エコ・ステーション 

外環大井エコ・ステーション 

西明石エコ・ステーション 

北海道旭川市永山町10－54 

宮城県仙台市若林区卸町４－２ 

群馬県桐生市仲町３－６－32 

埼玉県狭山市下広瀬796－２ 

千葉県市川市二俣717－44 

東京都杉並区永福２－60－19 

東京都板橋区高島平６－１－１ 

神奈川県藤沢市土棚８ 

神奈川県高座郡寒川町田畑878－１ 

福井県坂井郡丸岡町玄女12 

愛知県豊田市永覚町上長根６－256 

愛知県豊田市西田町外林３ 

愛知県知多市新舞子字大口204－２ 

京都府京都市久世中久世町３－76－１ 

大阪府藤井寺市大井１－１－10 

兵庫県明石市小久保１－６－３ 

2003年３月 

2003年１月 

2003年１月 

2003年３月 

2003年１月 

2003年２月 

2003年３月 

2003年２月 

2003年１月 

2003年３月 

2003年２月 

2003年２月 

2003年２月 

2003年１月 

2003年１月 

2003年１月 

地　　区 
北　海　道 
宮　城　県 
群　馬　県 
茨　城　県 
埼　玉　県 
千　葉　県 
東　京　都 
神奈川県 
静　岡　県 
岐　阜　県 
愛　知　県 
新　潟　県 
長　野　県 
山　梨　県 
石　川　県 
滋　賀　県 
京　都　府 
大　阪　府 
兵　庫　県 
奈　良　県 
和歌山県 
鳥　取　県 
島　根　県 
岡　山　県 
広　島　県 
徳　島　県 
愛　媛　県 
高　知　県 
福　岡　県 
佐　賀　県 
熊　本　県 
宮　崎　県 
鹿児島県 
合　　計 

メタノール CNG ハイブリット 計 

65 

24 

6 

9 

255 

173 

2,176 

218 

49 

15 

301 

25 

1 

11 

2 

2 

118 

1,054 

255 

2 

3 

6 

1 

6 

70 

 

 

 

45 

1 

6 

2 

5 

4,906

 

 

2 

2 

 

1 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

23

65 

24 

8 

14 

268 

184 

2,261 

223 

49 

15 

303 

25 

1 

11 

2 

2 

118 

1,069 

260 

2 

3 

6 

1 

6 

71 

1 

1 

2 

45 

1 

6 

2 

5 

5,054

 

 

 

3 

13 

10 

71 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

平成14年10月末現在 単位：台
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◆エタノールの特徴
エタノールはエチルアルコールとも呼ばれ、常温で無

色透明な液体です。特異な香気があり、水にも有機溶媒

にもよく混和し、殺菌・消毒効果もあります。また、ア

ルコール類の中で唯一飲用することができ、メタノール

と違って毒性はありません。酒類の他、医薬品、化粧品、

化学工業品等の幅広い用途で使われていますが、液体で

あるため自動車用燃料としても注目されています。

自動車用燃料として用いた場合、ガソリンよりオクタ

ン価が高くセタン価は低いため、火花点火方式のエンジ

ンに適しています。ただし、エタノールは単位重量あた

りの発熱量が軽油の６割程度です。エタノールを自動車

用燃料として用いるには、ガソリンや軽油にエタノール

を10～20数％程度混入する場合と、エタノールのみで走

行する場合とがあります。後者の場合、エンジンおよび

燃料供給装置の腐食対策などが必要となります。

最近、サトウキビなどの植物から作ったバイオエタノ

ールが、地球温暖化をもたらす二酸化炭素（CO2）を削

減できることから注目されており、日本においても環境

省および経済産業省がガソリンへエタノールを10％混合

した燃料（E10）への転換を2008年度を目処に実施する

方針を固めました。

◆生産・供給方法
世界のエタノール生産量は年間約3,300万klで、そのう

ち約93％が発酵エタノールであり、残りがナフサからの

エチレン原料の合成法により生産されています。用途別

の内訳は燃料用が約1,900万kl、工業用が約900万kl、酒

類用が約450万klとなっております。

現在、日本ではエタノールを自動車用燃料として利用

していませんが、米国では排気対策およびエネルギー政

策の観点から、ガソリンにエタノールを混入したガソホ

ールと呼ばれる燃料の使用が法律により義務づけられて

います。その他、ブラジル、カナダ、フランス、スウェ

ーデンなどで自動車用燃料の一部としてエタノールが使

用されています。

◆環境への影響
軽油にエタノールを添加した燃料を使用したディーゼ

ルエンジンの性能試験では、エタノールの添加率を増加

させると、排出ガス中のNOxは変わらず、PMは大幅に

低減するという結果が得られており、ディーゼル車から

のPM排出抑制に顕著な効果があることが示されていま

す。

◆エタノール自動車の開発と普及状況
米国では、ガソリンへのエタノール添加濃度が州によ

って大きく異なるため、エタノール濃度85%（E85）ま

での燃料に対応できるFFV（Flexible Fuel Vehicle）も

開発され市販されています。

ブラジルは世界最大のアルコール生産国であり、現在、

350万台のエタノール自動車および1350万台のガソホー

ル自動車が走行しています。

スウェーデンでは、大気汚染防止のためにエタノール

燃料を使用する公共バスの試験運行がストックホルムで

開始されましたが、現在までに主要13都市に拡大され、

約400台が運行されています。また、ボルボ社と共同開

発したエタノール乗用車を公用車に使用しています。

参考文献：坂　志朗　編著　「バイオマス・エネルギー・環境」

第10回 エタノール

 

常温常圧下の状態 

液密度 

自然発火温度 

可燃範囲　 

理論空燃比λth 

沸　点 

低発熱量 

オクタン価（リサーチ法） 

セタン価 

単　位 

－ 

kg/m3 

℃ 

vol% 

kg/kg 

℃ 

MJ/kg 

－ 

－ 

軽　油 

液　体 

831 

250 

0.5～4.1 

14.6 

180～370 

42.7 

－ 

40～55

ガソリン 

液　体 

750 

228 

1.0～7.6 

14.7 

30～190 

43.2 

98 

－ 

エタノール 

液　体 

789 

420 

3.5～15 

9 

65 

26.4 

107 

8

項　目 

注）軽油、ガソリンは代表的な数値を示す。
出典：オランダTNO研究所

◎各種燃料の特性
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出典：SAE paper No.2001-01-2018

なるほど！ザ・ワード　～今後の掲載予定～ 

第13回　バイオ燃料 

第14回　水素 

第15回　GTL

第10回　エタノール 

第11回　LPG 

第12回　DME



二丁目の新宿通りは、新宿に向かい左側と右側では通

行人の層が違うようである。左側は流行の恰好をした若

者が多く、道路に座りたむろしたり、肩を怒らせ闊歩す

る御仁が見受けられる。一方右側に多いのが一見堅物の

サラリーマン風の人。毎朝通勤時間に見かける人がいる。

その人は足は動かすが、上体は微動だにしないで歩いて

行く。感心して後を追うと、なんと某役所の建物の中に

消えていったのである。二丁目界隈はそのような場所で

もある。

【文化放送】
「ブンカホーソー、

ブンカホーソー、

JOQR」の唄でおな

じみのこの文化放送

も、新宿通りから少

し入ったこの界隈に

ある。昭和27年３月

31日の開局以来、この地が本拠地である。初代社長は明

治の偉人渋沢栄一の孫渋沢敬三氏。この局の人気番組は

と電話で伺うと、「月～金の13：00から16：00の吉田照

美のやる気MANMAN」であるとのこと。この番組の生

みの親のＮディレクターとある飲み屋でよく出会う。文

化放送とは一言でどういう会社！とコメントを求めた

ら、「競争他社と比較すると、暖かみのある局で業界の

中位にランクされる」との答えが返ってきた。ついでに

他社のコメントを伺うと。「NHKはお役所そのまんま」、

「TBSはお坊ちゃま」、「JOLFはチャレンジ精神」とのこ

とである。なお、文化放送は、平成17年頃浜松町に移転

する予定で、そうなると、周辺の商店街は相当影響が出

そうである。

【庶民の町】
四谷という地名か

ら受ける都会のイメ

ージは、新宿通りか

ら路地に一歩はいる

と一変する。二丁目

の裏通りは人々の生

活の場でもある。狭

い路地に庶民の住宅が軒を連ね、買い物かごを下げたお

母さんがサンダル履きで行き来する。丸正のようなスー

パーやコンビニもあるが、細い通りのあちらこちらに、

都会では懐かしくなった、米や、八百や、豆腐や、魚や、

煙草や、自転車や、畳や等の個人商店が健在である。裏

通りを歩いていると何となく落ち着くのは齢を重ねたせ

いなのだろうか？

【新宿区歴史博物館】
四谷税務署入り口

を先に進んだ右手に

ある。入場料は300

円。中に入ってまず

驚くのは、そうかこ

こも役所であったな

と感じさせること。

対応は至ってマニュアルとおりで、何のお愛想も無し。

四谷に関係する展示物は残念ながら少ない。大正から昭

和初期であろう写真に「四谷大横町の賑わい」というの

があったが、場所は今でいう何処か館内の職員に問うが、

答えは返ってこなかった。中の展示物としては、●中世

の板碑、●江戸四宿の一つ内藤新宿の模型、●玉川上水

の木樋、●商家の蔵屋敷、●昭和初期の文化住宅、●路

面電車の実物等。

【YPCビル】
地下鉄四谷３丁目駅から

３分の位置にあるこのビル

の３、４階に、平成５年７

月（当時は日本メタノール

自動車株式会社）から当機

構が居を構えている。ビル

が出来たのは平成２年８月

とのこと。ビル名の由来は、

昭和54年当時この地に四谷

パーキングセンターとして

駐車場を経営していたので、事務所があったビルを略し

てYPCビルといっていた。しかし今のYPCのＰは

parkingでなく、plain（質素な、普通の、つつみ隠しの

ない）のほうであるとのこと。ここのオーナー氏は明治

の偉大な実業家で教育者でもあった渋沢栄一を尊敬して

止まない。事務所内には「義理何時能両全　毎逢佳節思

悠然　回頭愧我少成事　流水開花九十年」と認めた渋沢

翁の額が掛かっている。意味を伺うと、「道義と利益は

両立させなければならない。正月がめぐってくるたびに

思うことは、今までやろうと思っていた仕事で成し遂げ

たことがなんと少ないことかということ。時は移り世は

変って九十才になってしまった。」ということらしい。

このビルの経営は儲けを追求するためにやっているので

はないとオーナー氏は語る。これも渋沢哲学の実践その

ものであろう。

■次回は三丁目界隈を予定しています。
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②二丁目界隈 
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a. 文化放送

b. 閑静な住宅地

c. 内藤新宿

d. 当機構入居のビル


