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春　華の彩り
四季の移ろい・春　華の彩りをお届けします。

冬の基調は白色、春は、うす紅色から始まり暖かさを増すとともに、色とりどりですね。

身近の公園で見つけた春の「華」たちをご紹介いたします。

私の春一番乗りが浜離宮の梅でした

新宿御苑の桜も見事でした

菖蒲が、新緑のなかで元気者ですね

浜離宮で、菜の花がひなたぼっこ

チューリップも仲間入りです

撮影データ　時期：2002年５月
2003年２月～４月

場所：新宿御苑、浜離宮、薬師池公園



３月14日東京麹町の弘済会館で、標記評議員
会及び理事会が開催され、15年度の事業計画、
予算案、借入金及び評議員、理事、監事の選任
等について審議を頂き、いずれも原案どおり承
認されました。
なお、事務局から15年度の低公害車リース事

業について、使い易いリース体系とするため、
次のとおり改善するとの説明がありました。
・リース期間については、３トンクラスの車両
について現行３年となているのを４年とし
た。
・再リース期間については、現行２年であるが、
１年のリース期間を設けた。
・リース開始月のリース料金を、現行の日割り
計算による額から、リース月数による月割額
とした。
・預かり保証金（１ヶ月分）を原則廃止とした。
また、評議員の大浦哲嗣氏、須田哲雄氏、進

藤丈介氏が辞任し、二又大榮氏、増井英一氏、
岩下智親氏が新たに評議員に就任されました。
監事については井上誠造氏が辞任され、大西徳
氏が新たに監事に就任されました。
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（財）運輸低公害車普及機構

平成14年度第2回評議員会及び理事会

評議員会

理 事 会

日　時：平成15年６月18日（予定）
場　所：新潟市内
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、北陸信越
運輸局

低公害車セミナー新潟
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

予
　
告



◎低公害車の導入に対する補助制度

自動車からの排出ガスがもたらす地球温暖化､都

市部を中心とした大気汚染問題、さらには騒音問

題等と自動車交通に起因する環境問題は、国民の

日常生活に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題

となっております。

このため、自動車のもつ偉大な役割を認識し、

人と環境にやさしい車社会を実現することが、わ

れわれに課せられた責務であります。

このような背景から、低公害車への代替・普及

が急務でありますが、これらの低公害車は、一般

の自動車に比べて車両価格が高く普及の妨げの一

因となっております。

このため、国土交通省及び経済産業省は､低公害

車を導入するための支援措置として、次のとおり

補助制度を設けています。

◆平成15年度国土交通省「低公害車普及促進対策

費補助金」の概要【事業用トラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利

用運送事業者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

車両総重量（GVW）3.5トン超のCNGトラ

ック、ハイブリッドトラック、低PM認定ト

ラック

（3）対象地域

全国

（4）最低導入台数

当該年度に３台以上（LEVO利用のリース

の場合は１台でも可能）

（5）地方公共団体等との協調補助

地方公共団体、トラック協会、全国通運連

盟等の補助・助成を受けていること

（6）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（経済産

業省の補助金）を受けていないこと

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車

両の所有権が留保されていないこと

２．補助対象経費

CNGトラック等の改造費を含む車両本体価格

３．補助額

・CNG、ハイブリッドトラック：購入費の１／４

又は通常車両価格との差額の１／２（いずれか

少ない額）

・低PM認定トラック：通常車両価格との差額の

１／４

４．その他

地方公共団体の補助金の金額によっては、トラ

ック協会（協会の会員に限る。）の助成金がある場

合があります。

（平成15年度の主な改正点）

１．補助対象地域

補助対象地域は、自動車NOx・PM法対策地域

に限らず、全国とすることとされた。

２．補助対象車両

・補助対象車両（車両総重量3.5トン超８トン未満）

は、８トン未満の上限を廃止し、3.5トン超の車

両全てを補助対象とすることとされた。

・CNGトラックにハイブリッドトラック及び低

PM認定トラックが追加された。

３．協調補助

地方公共団体が別途補助をしていることが要件

となっていたが、これにトラック協会、全国通運

連盟等が追加された。
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平成15年度低公害車普及促進補助制度の概要

最大積載量によるCNGトラックの改造費及び補助額（上限）

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,180千円 

3,460千円 

590千円 

1,730千円 

最大積載量（減トン前） 改 造 費 補 助 額 



４．手続きの簡素化

年度上半期（平成15年４月１日～９月30日）に

導入（新車新規登録）した車両に限り、導入後の

申請も認めることとされた。

◆平成15年度経済産業省「クリーンエネルギー自

動車等導入促進対策費補助金」の概要【事業用ト

ラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

自動車運送事業者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

事業用のCNGトラック、ハイブリッドトラ

ック

（3）対象地域

全国

（4）最低導入台数

１台でも可能（率先導入計画書提出）

（5）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（国土交

通省の補助金）を受けていないこと。

なお、地方公共団体、トラック協会（協

会の会員に限る。）等の補助金又は助成金と

重複して受けることはできます。

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車

両の所有権が留保されていないこと。

２．補助対象経費

CNGトラック等の車両本体価格と一般の車両本

体価格の差額（改造費）

３．補助率及び補助額

改造費の１／２以内
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最大積載量によるCNGトラックの改造費及び補助額（上限）

2トン以上4トン未満 

4トン以上 

1,180千円 

3,460千円 

590千円 

1,730千円 

最大積載量（減トン前） 改 造 費 補 助 額 

平成15年度リースの取り扱いについて

１．リース期間は、２トン以下は３年、２トンを超え４トン未満は４年、４トン以上は５年となります。

２．再リース期間は２年ですが、希望により１年も扱います。

３．４トン未満（塵芥車を除く。）は、架装を一体としたリースです。

また、希望により注文架装を含めたリースとすることができます。

４．リース料金は、指定の銀行口座より自動引落ができます。

ただし、初回請求分については、振込みとなります。

５．リース料金は、車両導入月分も日割制から月割制とします。

６．預かり保証金は、原則として不要とします。
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国土交通省は、次世代の低公害車として注目されてい

る燃料電池自動車の開発・普及の促進及び技術評価の一

環として、燃料電池バスをテーマに、平成15年３月18日

に第３回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。述べ参加者は

500名以上に達した。

吉村国土交通副大臣（代読：中山寛治自動車交通局技

術安全部長）の開会挨拶に続き、慶應義塾大学教授石谷

久氏が日本における燃料電池自動車実証プロジェクトと

技術指針策定への取り組み状況について講演した。

続くセッション１では、燃料電池バスの開発最前線に

関する講演が行われ、国内からはトヨタ自動車（株）FC

開発部有元真人氏より、トヨタ自動車（株）及び日野自動

車（株）が開発した燃料電池ハイブリッド大型バスの性能

や公道試験の計画について紹介があった。ダイムラー・

クライスラー燃料電池バスプロジェクト統括責任者ウォ

ルター・ラウ氏からは、ヨーロッパにおける燃料電池バ

スプロジェクト及びダイムラー・クライスラーの燃料電

池バス普及戦略に関する紹介があった。国内外において、

普及に向けいよいよ一般の方を乗せた燃料電池バスの走

行が始まる段階になることが浮き彫りになった。

セッション２では、交通安全環境研究所小高松男氏よ

り、燃料電池バスの普及動向および安全・環境基準策定

への課題に関し講演があった。水素に関する安全確保、

衝突に対する安全性、高電圧安全性などに分け、留意す

べき点について紹介があった。また、日本においては燃

料電池自動車に関する技術基準を2004年までに整備する

計画であることが報告された。次に、これまで行われて

いる燃料電池バスの国内外のデモンストレーションプロ

ジェクトについて、カリフォルニア燃料電池パートナー

シップのエグゼクティブ・ディレクター、キャサリン・

ダンウディー女史が、2002年から2003年におけるカリフ

ォルニア燃料電池パートナーシップの進捗について、バ

スのプロジェクトを中心に紹介した。また、水素社会構

築のため先進的な取り組みを行っているアイスランドか

ら参加した、アイスランディック・ニューエナジー社チ

ェアマン、トルスティン・Ｉ・シグフッソン氏より、豊

富な地熱エネルギーや水力などの利用を中心とした、50

年後を見通したアイスランド独自の水素社会構築のため

のシナリオが紹介された。

その後、講師およびユーザー代表者により「実走行段

階に来た燃料電池バスの課題と将来展望」をテーマにし

たパネルディスカッションが行われた。燃料電池バスは

静粛で振動が少なく、一般市民の足となり広く目にふれ

る機会が多いこと、定期ルート運行のためインフラの制

約が少ないことなどのメリットがあることが示された。

燃料電池自動車は実証試験の段階まで来ているが、一方

で課題も大きく、特にコストの問題については、現時点

で化石燃料と競争するのは不可能である。しかし環境問

題を考えると、将来の切り札として育てていかなければ

いけない技術でもある。技術開発には時間がかかるので、

それを絶やさないように、一般の方々の理解を得ながら、

安全面・技術面・コスト面の技術開発を進めることが必

要である。そのためにはやはり公共の目に触れる機会の

多いバスプロジェクト、バスのデモンストレーションが

非常に重要である。以上のようなことが指摘された。

このシンポジウムでは、トヨタ自動車（株）及び日野自

動車（株）が開発した燃料電池ハイブリッド大型バスの試

乗会が行われ、120名以上が試乗し、燃料電池バスの静

粛性など乗り心地を体験した。

会場内では、自動車メーカーより７台の燃料電池自動

車が一同に展示され、燃料電池自動車のみの展示として

は国内でも最大級の規模となった。

（尚、このシンポジウムにおける講演の前刷集は、

http://www.levo.or.jp

からダウンロード可）

第3回燃料電池自動車国際シンポジウム開催
～概要報告～

燃料電池自動車国際シンポジウム 燃料電池ハイブリッド大型バスの試乗会
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◆プログラム
日　　　時：平成15年３月18日（火）

13：00～17：30…シンポジウム／11：00～18：00…車両展示会／10：20～11：40…バス試乗会

場　　　所：東京ビッグサイト　西２ホール

主　　　催：国土交通省

プログラム：

【開 会 挨 拶】国土交通副大臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村剛太郎

【基 調 講 演】日本における燃料電池自動車実証プロジェクトと技術指針策定への取り組み

慶応義塾大学政策・メディア研究科　教授 石谷　　久

【セッション１】燃料電池バスの開発最前線

①燃料電池ハイブリッド大型バスFCHV-BUS2の開発

トヨタ自動車株式会社FC開発部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有元　真人

②ヨーロッパ燃料電池バスプロジェクト

ダイムラー・クライスラー燃料電池バスプロジェクト　統括責任者 ウォルター・ラウ

【セッション２】燃料電池バスのデモンストレーションプロジェクトの最新動向

①燃料電池バスの開発動向と安全・環境基準策定への課題

独立行政法人交通安全環境研究所　主幹研究員　環境研究領域長 小高　松男

②カリフォルニア燃料電池パートナーシップ　バス実証プロジェクト　～2002年の状況と2003年の計画～

カリフォルニア燃料電池パートナーシップ　エグゼクティブ・ディレクター　キャサリン・ダンウディー

③ECTOSおよびアイスランドにおける水素社会

アイスランディック・ニューエナジー社　チェアマン　　　　　　トルスティンＩ. シグフッソン

【パネルディスカッション】

テーマ：実走行段階に来た燃料電池バスの課題と将来展望

○コーディネーター：慶応義塾大学政策・メディア研究科　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石谷　　久

○パ ネ リ ス ト：カリフォルニア燃料電池パートナーシップ　エグゼクティブ・ディレクター　　キャサリン・ダンウディー

アイスランディック・ニューエナジー社　チェアマン　　　　　　トルスティンＩ. シグフッソン

自動車生活ライター 飯田　裕子

東京都環境局　地球環境担当副参事 澤　　　章

国土交通省自動車交通局技術安全部　環境課長 森崎　一彦

【車両展示会】
ゼネラルモーターズ、ダイハツ工業（株）、

ダイムラー・クライスラー、トヨタ自動車（株）、

日産自動車（株）、日野自動車（株）、本田技研工業（株）

【バス試乗会】
トヨタ自動車（株）／日野自動車（株）

（以上 順不同）

燃料電池自動車国際シンポジウム　会場の様子 燃料電池ハイブリッド大型バスの展示

燃料電池自動車の展示
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「今年も雪が多かったが積もらず良かった」と語

るのは同社の渡辺高志専務。社長のご子息であり、

東京トラック協会の青年部副本部長を務める。喜寿

を迎える社長の片腕であり、運行管理などを取り仕

切っている。「新聞輸送は時間厳守が一番」と語る渡

辺孝士社長にもこの辺を聞いてみた。

最長のコースは新潟まで新聞を輸送するので、雪

が降り吹雪にでもなれば関越は止まるし、橋も凍る。

新聞社の工場から刷り上りの新聞を引き上げて配送

するのだが、そんな時は全く時間が読めないという。

側にいたドライバーに聞いてみた。「しょうがない

のでそんな時は新聞社の工場へ先に行って泊まるこ

ともあるんです。新聞社の方も気を遣って、ふとん

を用意してくれたりします。そうやって極力遅れを

無くすようにしている。」と語る。CNGの乗り心地に

ついても聞いてみた。「最近はディーゼル車の後ろに

は付きたくない」と苦笑する。「以前はディーゼル車

に乗っていたが、CNGは黒鉛は吐かないし音も静か

で振動も少ないからだ。突き詰めると、静粛性が一

番であり乗り心地も良く、ディーゼルに比べて力も

同等」という。

ただ、充填所には不満がある。「夏場は１回のガス

充填で210kmを、冬場は同じく250kmを走行する。

１回の充填で300kmの距離が出ればもっと余裕をも

った走りができる。タンク容量の問題でもあり、充

填所が離れていることも問題だ。さらに、充填所の

数も少なく充填時間もかなりかかる。しかし、最近

では改善もなされている」という。高島平には24時

間オープンの充填所もできたし、通常のスタンドも

平日の営業時間は夜８時頃まで開いている所が増え

た。

次に、社長にCNG車を導入した経緯を聞いてみた。

そもそもCNG車を導入した経緯は荷主である新聞社

に関わりがあるという。公害防止や環境負荷低減を

訴える新聞社であれば、やはり自分のところでも新

聞輸送をするならば低公害車でなければまずい。そ

こで、新聞社の要請もありCNG車を導入したそうだ。

けれども、改造費は高く、トラック協会や国、自治

体の補助をいただいてもコストはまだ高い。

今のような景気が悪い時は、会社としてもリース

比率を上げたくない。いくら国、東京都や荷主が低

公害車の導入を呼びかけても、コスト負担をどうす

るのかという問題が残る。つまり、コストに見合う

補助が十分でないのだ。運送会社のみが負担を強い

られるのはいかがなものかと思いを語る。

さらに、リースアップも近づいてきた場合、われ

われとしてはより新鋭の車を購入したいが、３年経

って買い取りにするか再リースにするのかは悩まし

い問題であるという。

他方、現在使用中のCNG車の長所や改善点などを

★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

景気が悪い時は、企業としてもリース比率

を上げたくない。いくら東京都や荷主が低公

害車の導入を呼びかけても、コスト負担をど

うするのかという問題が残る。つまり、コス

トに見合う補助が十分でないのだ。運送会社

のみが負担を強いられるのはいかがなもの

か、と語るのは共成運輸（株）の渡辺孝士社長。

最近のCNGを取り巻く状況を聞いた。

共成運輸株式会社 ｜渡辺孝士社長に聞く｜

「一般の人たちは環境面など、トラック業界が真摯に
取り組んでいることなどあまり知らないのではないか」
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聞いてみた。全長全幅が基準内なら４ナンバーを取

ることも可能になった。これは規制緩和であり、渡

辺社長によると保険料も大分安くなり歓迎すべきと

ころだと。保有するトラック49台の内、現在CNG車

は10台あり、うち８台が日野自動車の２トン車「デ

ュトロ」を改造したものだ。納車してから１年間故

障は無い。昔とは雲泥の違いだと、回想する。

今後の導入予定を聞いてみた。渡辺専務が言うに

は、「コスト、走行距離、スタンド数などを考えると、

長距離にはどうしてもディーゼル車には適わない」。

「10台導入したので、今後はCNGトラックの耐久性や、

東京都の規制の行方を見ながら判断したい」と語っ

た。東京都の規制に関しては、同社でも４トン車が

一部規制に引っかかるらしい。中小の運送業者にと

っては辛いことだとこぼす。

低公害車を普及させるには何が必要か、というこ

とも聞いてみた。渡辺社長が話した。２つのことが

重要である。１つは充填施設の拡充、もう１つはPR

だ、という。充填施設は分かるのだが、PRという言

葉はあまり運送業者からは聞かないことだ。尋ねる

と、「自動車メーカー、トラック業界、燃料会社なら

びにLEVOなどの団体が、まとまって一般の人たち

にアピールすべきだ」という。一般の方はCNG、プ

ロパンも同じにとらえている。さらに、トラックド

ライバーがアイドリングストップしているのに、乗

用車に乗る一般の人たちはそのようなこともしない。

「一般の人たちには環境面など、トラック業界が

真摯に取り組んでいることなどあまり知られていな

いのではないか」。これらをPRすることが肝要では

ないのか、と渡辺社長は訴える。LEVOに対しても、

このようなことを一般の人へ、ならびに中小運送業

者が苦労していることを役所へ伝えて欲しいと結ん

だ。

帰り際、ガレージの中にある100号の絵が目に入っ

た。渡辺社長に尋ねると、自分で描いた油絵だとい

う。石神井公園を描いたもので、池の水面と空が春

の緑映を挟みコントラストが絶妙だ。この絵の前に

描いたものが賞に入ったので、この油絵も入選する

と思っていたが落選してしまったという。ちっょと

色気が出るとダメだね、とは社長の言。どの位かか

ったのですかと聞くと、思い出しては筆を載せるの

でどの位かかったかは分からない。最近はパステル

画に凝っているらしく、これもいくつかの賞を取っ

たそうだ。パステル画は、パステルと紙さえあれば

誰でも手軽に描ける。その割に柔らかで美しい絵が

できます。この頃は指導もしています、と語るマル

チな才能の持ち主である。

ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW

渡辺社長の作品（石神井公園）

会社事務所とCNG車
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国土交通省関東運輸局、（社）東京都トラック協会、

（社）神奈川県トラック協会等との共催により「環境＆低

公害車フェア」を開催致しました。第一部は、３月17日

（月）東京でパネルディスカッション、第二部は３月22日

（土）横浜で低公害車展示会と２日間にわたって実施致し

ました。

第一部のパネルディスカッションは、東京都トラック

協会会員をはじめ約160余名が参加、コーディネーター、

パネリストの方々の意見に熱心に耳を傾けていました。

第二部の低公害車展示会では、多数の一般市民の方々

が来場、CNG自動車11台（トラック、バス、乗用車、

塵芥車）燃料電池自動車４台（乗用車、バス）等計17台

の各種低公害車を熱心に見学、また、燃料電池バス試乗

会も同時に実施されました。第一部、第二部ともに、参

加者の方々の環境、低公害車に対する関心の高さがうか

がわれ、この模様は新聞、テレビ等で取り上げられまし

た。

◆第一部　パネルディスカッションの概要
日　時：平成15年３月17日（火） 13：30～15：30

場　所：発明会館ホール（東京都港区虎ノ門２－９－14）

テーマ：「今後の環境対策の方向性からトラックの将来

を考える」

コーディネーター：

杉山　雅洋氏（早稲田大学商学部　教授）

パネリスト：

関口　幸一氏（国土交通省　総合政策局

環境・海洋課長）

末永　紘一氏（（社）日本自動車工業会

排出ガス・燃費部会　委員）

櫻井眞一郎氏（（株）エス・アンド・エスエンジ

ニアリング　社長）

出水　ケイ氏（キャスター）

天野　智義氏（（社）東京都トラック協会

環境委員会　副委員長）

◆第二部　低公害車展示会の概要
日　時：平成15年３月22日（土） 10：00～15：00

場　所：ナビオス横浜（横浜市中区新港２－１－１）

内　容：①CNG自動車、燃料電池自動車、DME（ジメ

チルエーテル）自動車等各種低公害車17台を

展示

②燃料電池バス試乗会

③地球環境問題、低公害車に関するパネル展示

主　催：（財）運輸低公害車普及機構、国土交通省関東運

輸局、（社）東京都トラック協会、（社）神奈川

県トラック協会、関東地区エコトラック推進

協議会、（財）東京都トラック運送事業人材養

成等財団

後　援：神奈川県 横浜市 関東ブロック低公害車導入

促進協議会

協　賛：いすゞ自動車（株）、ダイハツ工業（株）、トヨタ

自動車（株）、日産自動車（株）、日産ディーゼル

工業（株）、日野自動車（株）、富士重工業（株）、

本田技研工業（株）、三菱ふそうトラック・バス

（株）、東京ガス（株）

環境＆低公害車フェア
～パネルディスカッション＆低公害車展示会～

低公害車展示会（横浜） パネルディスカッション（東京）
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◆ 連 載 ④ ◆

◆バイオディーゼル

《食用廃油がお金と環境を「節約」》

イギリスの大手スーパー、アズダは2003年１月か

ら、台所から廃棄される使用済み食用油の回収用運

搬車を巡回させる。アズダは毎年50トンの食用廃油

と138トンの廃棄揚げ油を食堂やレストランから回

収しているが、今、その食用廃油をバイオディーゼ

ルに転換させている。

アズダの新しい自動車用燃料は他の市販バイオデ

ィーゼル燃料と同様、通常のディーゼル燃料よりも

リッターあたり10ペンス（約８円）安い。食用廃油

のような家庭内からの副産物の転換は、企業に利益

をもたらすことにもなる。「これはまさに環境革新。

家庭用油による排ガスのほうが軽油によるものより

40％程度低いという実証もすでにされている。」と

同社の広報担当者は述べている。

《カリフォルニアでの取り組み》

米カリフォルニア州のサンクスギビング・コーヒ

ー社では、2002年９月から100％バイオディーゼル

を同社の輸送用トラックに使用している。同社には

石油系ディーゼル燃料からバイオディーゼル燃料を

使用することによる差額分が、補助金によって補填

されている。この補助金はカリフォルニア州自動車

交通局（the State Department of Motor Vehicles）

が同州内における排ガス削減目的のプロジェクトに

割り当てたものである。

100％バイオディーゼルは軽油に比べて、有害な

排ガスは80％、一酸化炭素排出は44％程度抑えられ、

排ガスによるガンの罹患率は石油系燃料に比べて

90％減少、さらにスモッグの原因は50％程度も減少

する。

The Guardian, Oct. 29, 2002; Enn.com, Oct. 16, 2002

◆水素

《ヨーロッパの水素事情》

エネルギー供給をめぐる環境が今後も変化しない

ならば、ヨーロッパでは2020年までに消費エネルギ

ーの90％を石油に頼ることになるだろう。欧州委員

会のバスキン氏（R&D部門）は、「ヨーロッパは将

来に備えて水素社会への準備を早い段階で行うべき

だ。」と主張し、水素研究のための予算拡充を政府

に対し要請している。

同氏は、ヨーロッパ各国の２～３倍の資金を水素

燃料電池の開発に投資している日本やアメリカに遅

れをとることを危惧している。氏は、ヨーロッパの

エネルギー消費とエネルギー資源の将来の変化に対

応するべく、産業、科学、政治など各界を包括し基

盤となるべきハイレベルの研究グループの設置に取

り組んでいる。

Stromen, No.8, October 2002 ; GAV e-mail No.9, 2002.

◆世界の代替燃料事情

《インドにおける代替燃料研究》

インドは石油資源への依存から脱却するために代

替燃料資源を模索中だ。アメリカ・イラク間の緊張

により原油価格は19カ月連続で高騰し、１バーレル

あたり30米ドルを超えている。インドは石油消費量

の70％を輸入に頼っているため、原油価格の高騰と

先行きの不透明感により大きな影響を受けている。

樹木から抽出したバイオディーゼル燃料は目下研

究途上の代替燃料の一つで、インドではどこにでも

あるようなある種類の木から抽出できるため安価に

製造できる。政府は既に、これを使った新しい燃料

の使用を計画している。

Times of India 2 Oct, 2002 ; BBC News, 17 Sept., 2002,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2263833.stm

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
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低公害車・燃料供給施設（平成15年3月31日現在） 
 
■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 

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54 

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 

卸町エコ・ステーション ●宮城県仙台市若林区卸町4-2 

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 

太田エコ・ステーション ●群馬県太田市西新町44-5 

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32 

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 

狭山エコ・ステーション ●埼玉県狭山市下広瀬796-2

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 

市川二俣エコ・ステーション ●千葉県市川市二俣717-44 

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 

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都板橋区高島平6-1-1 

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 

京浜島エコ・ステーション ●東京都大田区京浜島3-7-1 

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） 

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19 

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 

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市土棚8 

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 

寒川・田畑エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田畑878-1
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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 

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 

外環藤井寺エコ・ステーション ●大阪府藤井寺市大井1-1-10 

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 

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3 

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 

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市永覚町上長根6-256 

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市西田町外林3 

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 

新舞子エコ・ステーション ●愛知県知多市新舞子字大口204-2 

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 

久世エコ・ステーション ●京都府京都市南区久世中久世町3-76-1 

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

※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。 
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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 
 

関　東 
 

中　部 
 
 

近　畿 

スタンド名称 所　在　地 開設（予定月） 
宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 

東浦和エコ・ステーション 

松戸エコ・ステーション 

トヨタ元町エコ・ステーション 

住之江エコ・ステーション 

河内エコ・ステーション 

KAJIエコ・ステーション 

Good尼崎南エコ・ステーション 

姫路東エコ・ステーション 

栃木県宇都宮市戸越１－７－８ 

埼玉県さいたま市緑区東浦和７－５－４ 

千葉県松戸市紙敷中内653 

愛知県豊田市深田町１－103 

大阪府大阪市住之江区泉２－１－64 

大阪府東大阪市稲田三島町95 

大阪府南河内郡美原町菩提６ 

兵庫県尼崎市大高洲町３ 

兵庫県姫路市東山字神田2551

2003年４月 

2003年４月 

2003年５月 

2003年４月 

2003年４月 

2003年４月 

2003年５月 

2003年４月 

2003年４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 
三　重　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 

66 

25 

8 

9 

298 

193 

2,467 

259 

58 

16 

353 

1 

26 

1 

11 

7 

5 

122 

1,150 

282 

2 

6 

6 

1 

7 

74 

 

 

 

51 

1 

7 

2 

5 

5,519

 

 

2 

2 

 

1 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

23

66 

25 

10 

14 

306 

204 

2,548 

264 

58 

16 

355 

1 

26 

1 

11 

7 

5 

122 

1,165 

287 

2 

6 

6 

1 

7 

75 

1 

1 

2 

51 

1 

7 

2 

5 

5,658

 

 

 

3 

8 

10 

67 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

平成15年1月末現在 単位：台
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◆LPGの特徴
LPGはLiquefied Petroleum Gasの略称で、液化石油

ガスのことを指します。LPGはプロパン、ブタン等の炭

化水素を主成分として構成され、その他に着臭のために

微量な硫黄化合物が含まれています。LPGは常温・常圧

下では気体ですが、－25℃程度まで冷やしたり、５気圧

程度の圧力を加えたりすると簡単に液体になり、貯蔵や

輸送が容易になります。LPGは家庭用、工業用及び都市

ガス用などの燃料としての用途がほとんどですが、一部

スプレー剤などの化学原料にも使用されています。

自動車用燃料として用いる場合、ブタンはプロパンに

比べ低温での気化性が悪いため、低温時の運転性を良く

するにはプロパンの割合を大きくする必要があります。

このため、わが国では季節や地域によってその構成比率

が変わります。プロパン／ブタンの構成比率（重量）は

夏期で20／80、冬期で30／70程度となっています。

LPGはガソリンと同程度のオクタン価を持つため、火

花点火方式のエンジンに適しています。また、液体燃料

として車載されるため、気体燃料を搭載するCNG（圧

縮天然ガス）車に対して航続距離や積載量の点で有利に

なります。

◆生産・供給方法
LPGは原油や天然ガスを採掘する際の随伴ガスとして

産出されます。国内においては原油の精製過程において

副生ガスとして産出されます。世界のLPG生産量は年間

約２億トンで、そのうち約1,900万トンが日本で消費さ

れています（2001年度）。日本全体のLPG供給量の77％

が輸入でまかなわれています。

用途別の内訳は、家庭業務用が41.1％と最も高く、そ

の他一般工業用が25.5％、化学原料用が12.7％、都市ガス

用が10.3％であり、自動車燃料用は8.3％となっています。

自動車燃料用のLPGは全国1,845カ所のLPGスタンド

（平成15年２月現在：（社）全国エルピーガススタンド協

会調べ）で、１リットルあたり約50円で供給されています。

◆環境への影響
LPG自動車はガソリン車と同じ燃焼方式で、排気後処

理に三元触媒を使用できるため、排出ガスはきわめてク

リーンとなります。ディーゼル車と比較した場合、LPG

車はすすが出ないため、排出ガス低減効果は非常に高く

なります。

◆LPG自動車の開発と普及状況
2000年現在、世界中で7,323千台のLPG自動車が走行

しています。内訳は、イタリアが1,234千台と最も多く、

ついで韓国の1,214千台、トルコの950千台などとなって

います。

欧州では、LPGとガソリンのどちらでも走行できるバ

イフューエル自動車が開発され、実用化されています。

日本では290千台のLPG自動車が普及しており、その

ほとんどがタクシーやハイヤーとしての用途ですが、近

年、都市部の環境対策としてディーゼル代替のLPG集配

車、LPG塵芥車などが増えています。

ディーゼルトラックと比べると、LPGトラックは排出

ガス特性が優れ、振動や騒音が小さいというメリットが

ありますが、燃費が劣ります。このため、燃費改善のた

めの研究開発が進められています。

参考：World LP Gas Association
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◎日本のLPG需要の推移

出典：（社）日本LPガス協会



三丁目界隈は、外苑東通りと新宿通り（地元の人は四谷

大通りと呼ぶ）が交わる四谷三丁目交差点から、LEVOの

ある四谷二丁目交差点までの、新宿通り両側それぞれ幅200

メートル位の地域である。

新宿に向い左側は、表通りを除き普通の住宅地。最近で

は、中層のマンションも目立つ。右側はそれと対照的に、

その名も知れた荒木町の飲食街が占る。

【路地裏の稲荷】
伊勢屋、稲荷に犬の○○

といわれるように、江戸で

はお稲荷様が多かったよう

で、荒木町の金丸稲荷に対

し、外苑東通りの四谷警察

裏左門町にあるのが於岩稲

荷。この於岩様は、歌舞伎

「東海道四谷怪談」が初演された文政８年（1825）から遡る

こと200年前に実在した人物。

その実像は、左門町の貧乏ご家人田宮家の家運を盛んに

した貞女の鑑といわれた女性であり、その美徳を祀ってい

るのがこの稲荷であると由来書きにはある。当時から、開

運、商売繁盛、家内安全等の御利益を願い参拝する人が絶

えなかったといわれている。

そこで、この於岩人気に目を付けて、江戸であった色々

な事件を組み込んで、刺激の強い怪談ものに仕立てたのが、

戯作者鶴屋南北。尾上菊五郎の於岩、市川団十郎の田宮伊

右衛門が演じる「東海道四谷怪談」が大ヒット。世に知ら

れる於岩様は、こちらの怨霊の方になってしまったという

ことらしい。

左門町の住宅地には、この於岩稲荷の斜め向かいに於岩

霊堂と掲額がある日蓮宗陽運寺もある。両者の関係はどう

なのか？

【四ッ谷階段】
新宿通りのみずほ銀行角を

車力門通りに入ると、飲屋街

の突き当たりに、金丸稲荷が

ある。その横の細い路地を抜

けて階段を下りてゆくと、周

囲が高層マンションに囲まれ

た鍋底のような地に出る。上

下との標高差は５～８メート

ル位ある。

ここに、一つの池があり

「策の池」と表示がある。江

戸の頃は美濃高須藩松平摂津守の下屋敷庭園跡で、当時は

高さ４メートルの滝が池に落ちていたという。

明治になってこの地が一般に解放されると周囲に滝見の

茶屋ができ、花見や納涼に大いに賑わったらしい。そもそ

もこれが荒木町花街の始まりという。近くには白壁の料亭

が１軒残っている。あたりは総て静かな住宅街である。

この鍋底地に至るには、四カ所にあるいずれかの長い階

段を下ることになる。それではここの住人は車は使えない

のか？いや、一つだけ階段のない坂道がある。

【荒木町】
ここはかつての花街。四

谷の飲食店が集中するとこ

ろ。杉大門、車力門、柳新

道の各通りの両側には、夜

になると赤い灯青い灯がゆ

れる。美人女将のいる料理

屋、財界の大物が通う鮨屋、

古いジュークボックスのあ

るスナック、お経の聞こえ

る坊主バー等、その数約

250軒（ある筋の調査では

237軒）、かつては、川端康

成、吉川英治、舟橋聖一ら

の文豪や有名芸能人が夜な

夜な通った地で、今も時々

そのような御仁が出没する

所。そういえば小生もある

飲み屋で有名歌手に出会っ

たことがある。

ちなみに荒木町の名の由

来は、植木屋が多く住み、近

在から新木を買い込んで、

枝振りを整え売っていたこ

とから、荒木横丁と呼ばれ

るようになったと、村上元

三の「六本木随筆」にある。

【小言幸兵衛】
新宿通に面したところにある、飲み屋さんの話。この店

は日本酒が売りのようで、日本酒と生ビールしか置いてい

ない。予約にも応じない。たしかに、日本酒好きには、喉

から手が出そうな銘酒がお

いてある。ただし、ちょっ

と気になることがある。店

内を歩き回って注文を受け

るここの若旦那（鳥取県出

身のある芸能人に似てい

る）は、酒と肴には一家言

のある人である。

酒を注文するたびに、銘柄の産地、酒米は○○錦で、う

まい飲み方は…、この酒にはこの肴がいいと、いろいろご

託を並べる。お客にとってはとにかく静かに飲ましてくれ

という感じ。

同人曰く、酒のうまさが判るのは２合まで、それ以上は

酒に飲まれるので体に良くないとお説教が始まる。たしか

に耳の痛い話ではある。御説ごもっともと、二杯で引き上

げる。

■次回は四丁目界隈を予定。
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