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夏の彩り
四季の移ろい・夏　炎天をお届けします。

夏の太陽は、傘下の自然に対し容赦なく、でも平等に照らし続けます。

華たちも、「試練」に耐えながら、「きちっと」自己主張をしています。

元気のいい「華たち」が登場します。（私たちも負けずに夏を乗り切りましょう。）

夏の代表、ひまわり（の子供）です。バックには「母親」が輝いていましたよ。
某月例コンテスト入選作品（作品名「炎」）です。いかがでしょうか？
（作品①）

江ノ島で見つけたハイビスカスをアップでとらえました。
周囲を圧倒して目立っていました。（作品③）

早朝の朝顔も、夏に欠くことの出来ない代表選手ですね。
安曇野のわさび園でみつけた朝顔です。（作品②）

作品データ ①2001年7月下旬　山梨県明野村
②2002年7月中旬　長野県　安曇野　大王わさび園
③2003年7月上旬　江ノ島サムエル・コッキング苑

ニュースLEVO愛読者の皆様へ 
今回で「四季の移ろい」シリーズは終了します。 
秋の紅葉から始まり、冬の道東、春の花たち、夏の「華」が登場しまし
たが、お仕事の合間などに、すこしでも「自然の香り」がただよいまし
たでしょうか？ 
ご感想等あれば事務局までご一報下さい。 

―投稿者　Ｔ・Ｓ 
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７月15日（火）、北陸信越地区においては最初の低公害

車セミナーを新潟市で開催致しました。当地区は、首都

圏への貨物運送のウェイトが高く、本年10月の排ガス規

制に向け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、今後更なる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、県内のトラック事業者及び運

輸関係事業者、行政、一般市民の方々のみならず、近隣

県からも参加され、当初予想を上回る200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・

パネル展示を熱心に聴講、見学され、低公害車に対する

関心の高さがうかがわれ、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15年７月15日（火） 13：30～16：15

場所：新潟市産業振興センター

主催：�運輸低公害車普及機構

国土交通省北陸信越運輸局

後援：新潟県、新潟市、北陸信越地区エコ・トラック推

進協議会、�新潟県トラック協会、�新潟県バス

協会、新潟商工会議所

協賛：各自動車メーカー、ディーラー、北陸ガス㈱

開催挨拶：

杉浦　喬也（�運輸低公害車普及機構会長）

園田　一郎（国土交通省北陸信越運輸局長）

講演：

「21世紀における自動車の環境・エネルギー対策について」

大聖　泰弘氏（早稲田大学理工学部教授）

「CNG車のご紹介」

井上　保雄氏（いすゞ自動車㈱プログラムマネジメン

ト部　課長）

「ハイブリッドトラックの動向」

南　　清志氏（日産ディーゼル工業㈱商品プロジェク

ト室　エコ・トラック商品担当　主管）

「我が社の環境問題への取り組みについて」

朝比奈昇治氏（新野運送㈱取締役営業所長）

アトラクション：

「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（北陸ガス㈱）

同時開催：

・低公害車展示・パネル展示

（場所：新潟市産業振興センター１階　展示ホール）

各自動車メーカー・ディーラー、ガス事業者等の天然

ガス自動車（トラック、バス、乗用車等）の展示

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～

日時：平成15年10月８日（水）（予定）

場所：栃木県産業技術センター

講演：学識経験者、メーカー、運送事業者等

主催：�運輸低公害車普及機構、関東運輸局

低公害車セミナー宇都宮
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

掲

示

板
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低公害車の普及を促進するため、大阪府内の

運送事業者を対象に、下記のとおり低公害車導

入支援に関する説明会及び相談会が開催され、

多数の運送事業者が参加、低公害車に対する関

心の高さがうかがわれました。

記

日時：平成15年５月29日（木） 14：00～16：15

場所：大阪赤十字会館３階大会議室

開会挨拶：

水田　逸寛

（近畿運輸局自動車交通部貨物課長）

説明：

①低公害車導入に対する補助制度等について

（近畿運輸局）

②補助申請手続きについて

（�運輸低公害車普及機構）

③大阪府の低公害車導入に関する融資及び税制

度について　　　　（大阪府環境農林水産部）

④�大阪府トラック協会の低公害車導入に関す

る融資制度等について

（�大阪府トラック協会）

⑤CNG車の紹介について　　（いすゞ自動車㈱）

⑥天然ガススタンドの設置状況について

（大阪ガス㈱）

⑦自動車使用管理実績報告書の提出について

（近畿運輸局）

低公害車導入支援総合説明・相談会

平成15年度の国土交通省の低公害車に対する

補助金制度が改正されたこと及び低公害車の普

及促進を図るため、国土交通省及びトラック協

会の協力を得て、下記のとおり大手運送事業者

に対する低公害車普及事業説明会を開催しまし

た。

記

日時：平成15年４月17日（木） 13：30～16：00

場所：東京貨物運送厚生年金会館　会議室

議題：

（1）国土交通省補助金制度の概要について

……………国土交通省自動車交通局貨物課

（2）トラック協会の助成制度について

………………………�全日本トラック協会

………………………�東京都トラック協会

（3）補助金制度について

……………………�運輸低公害車普及機構

（4）申請の取扱について

……………………�運輸低公害車普及機構

（5）15年度リース事業について

……………………�運輸低公害車普及機構

（6）その他

大手運送事業者に対する低公害車普及事業説明会
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「四国エコ・トラック推進協議会」では、低

公害のトラックの普及促進をはかり、もって環

境にやさしいトラック事業の構築を図ることを

目的に第７回協議会が開催されました。

日時：平成15年６月17日（火） 15：00～16：30

場所：�香川県トラック総合会館　会議室

四国運輸局は、低公害車の導入促進、モーダ

ルシフトや共同集配事業の推進等、環境負荷の

軽減に資するための施策を進めているところで

すが、本年秋には高松市及び今治市にエコ・ス

タンドが開設される等、管内でも環境整備が

着々と進められており、これを機に低公害車の

普及促進に努めてまいりたい。との 一二三 四

国運輸局自動車交通部長挨拶の後、次の説明が

行なわれ、これに対する質疑・意見交換が行な

われた。

（1）平成15年度国土交通省予算からみた自動車

交通環境対策及び四国運輸局の施策につい

て…………四国運輸局自動車交通部貨物課

（2）低公害車導入に係る国土交通省及び経済産

業省の補助制度の概要

……………………�運輸低公害車普及機構

（3）エコ・ドライブ等の推進及びアイドリング

ストップ運動の平成14年度の実績報告及び

平成15年度の実施計画

…………………各県及び各県トラック協会

第7回四国エコ・トラック推進協議会

６月20日（金）東京麹町のスクワール麹町で、標

記評議員会及び理事会が開催され、14年度の事

業報告及び収支決算、評議員の選任等について

審議頂き、いずれも原案どおり承認されました。

また、評議員東聖高氏が辞任し、新たに柴洋

二郎氏が評議員に就任されました。

平成15年度第1回評議員会及び理事会

評議員会 理事会
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調査研究部では、低公害車の普及促進に向け、

国内外の低公害車に関する技術情報の収集や使

用過程における低公害車の性能、排出ガス等の

調査を行っています。ここでは、平成14年度の

全日本トラック協会の委託調査事業の中から、

今後の石油資源の動向に関する話題を紹介しま

す。

石油は枯渇すると言われつつも､新規の油田

の発見等によりこれまでその可採埋蔵量は、お

よそ40年前後で大きくは変化しておりません｡

しかしながら､石油は有限な資源であり､また今

後開発途上国等での大量消費が予測されている

ことから、将来の石油資源の動向が懸念されて

います。

石油生産量がピークを越えた後は、価格が高

騰すると言われています。石油生産量ピークの

予測は数多くのアナリストが行っていますが、

中には生産ピークが５年以内に起こると推定す

る人もいます。米国エネルギー省の統計部門と

して1977年に設立されたエネルギー情報局も、

世界における石油資源の生産がいつピークに達

するのか予測を行っています。エネルギー情報

局は現在、究極可採埋蔵量に関するほぼ確実な

数字をもとに年率３％の高い生産が続いたとし

ても少なくとも2021年まで石油の生産は増加す

ると見ています。最も現実的な推定究極可採埋

蔵量（３兆30億バレル）及び年率２％の生産増

加とすると、生産のピークは2037年と推定され

ています。このような背景もあり、米国では水

素など持続可能な石油代替燃料の研究開発が活

発になっています。

調査研究報告より
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◆ 連 載 ⑤ ◆

◆ハイブリッド自動車、将来性で先を行く
結局のところ、ハイブリッド内燃機関自動車技術

（以下、ハイブリッド自動車）の将来性が高いと考

えられる。先進的な自動車用代替燃料は燃料電池自

動車に比べると、よりシンプルな技術で利用できる

ため、ハイブリッド自動車のほうが一般市場への普

及が早いと思われる。ハイブリッド自動車は短期的

に見て、停車・発進が頻繁な都市内交通においてか

なりの燃料消費量を削減でき、長期的には、代替燃

料自動車の普及に大きく寄与することになる。

《2020年予測では市場の25％まで普及》

トヨタ自動車㈱は、2005年までにハイブリッド自

動車の販売台数を30万台にすると発表した。同時に

2006年からの５年間に、日産自動車㈱が米国内で発

売する10万台程度の車両にハイブリッド技術を供与

する。本田技研工業㈱もインサイトとシビック・ハ

イブリッドを発表するなどハイブリッド自動車技術

に関し積極的である。他方、アメリカのビッグスリ

ーは、次の５年間に25万台のハイブリッド自動車を

米国市場に投入するとしている。米国市場では、数

年後に年間75万台、2010年には100万台程度のハイ

ブリッド自動車が生産されると予測され、この潮流

は欧州やアジアにも波及するだろう。2015年までに

ハイブリッド自動車は市場の15％、2020年には25％

まで普及すると見込まれる。

《CARB、ハイブリッド自動車に路線展開》

新車販売台数の最大10％までをZEVs（ゼロ排出

自動車）にするという、米国カリフォルニア大気資

源局（CARB）による決定は、短期的にはハイブリ

ッド自動車を、将来的には燃料電池自動車を後押し

するという路線展開となった。CARBのいわゆるマ

ンデイト（義務規定）は1990年の発表当時から自動

車産業界の非難を浴び、ブッシュ政権の後押しを得

た産業界等が一昨年、連邦裁判所による販売割当の

変更に関する改訂勧告案承認を勝ち取ったのを機

に、CARBは他の道を探すことに決めたものである。

《ハイブリッド自動車 VS. 燃料電池自動車》

2003年２月に発表された米国マサチューセッツ工

科大学の研究成果によると、近い将来はハイブリッ

ド自動車が有利に展開し、2020年までの間は燃料消

費や温室効果ガスの観点で、ハイブリッド自動車に

かなうものはないという。

イギリスの自動車コンサルタント会社Ricardo

Consulting Engineers社の英国政府向けの調査によ

ると、温室効果ガスの観点では、ハイブリッドを使

ったより斬新なアプローチは、水素社会への道より

も少ないコストですばやい成果を出すことができ

る。さらに、燃料電池技術の大変革を待つ間に、ハ

イブリッド自動車と代替燃料自動車の普及を進める

ことが望ましいとしている。
Comparative assessment of fuel cell cars, MIT LFEE 2003-001 RP, by

MIT, Cambridge, USA;
"Carbon to hydrogen" roadmaps for passenger cars-by Ricardo

Consulting Engineers, UK, for the Department for Transport and the
Department of Trade and Industry, http://www. calstart.org;

http://www.autofieldguide.com/

◆エタノール
《イギリス　エタノール混合燃料の減税策は道半ば》

イギリス当局はエタノール混合軽油の新しい税金

について、2005年１月から超低硫黄燃料の税金をリ

ッターあたり20ペンス（約40円）下回る額とすると

発表した。これは、エネルギー資源の多様化と大気

の浄化を目指したエタノールの開発および利用の促

進を目的としたものである。

しかし、バイオ・エタノールの生産コストには開

発投資や設備費が含まれるため、超低硫黄燃料の税

金に比べてリッターあたり30ペンス（約60円）以上

減税されなければ、厳しいという見方もある。イギ

リスのバイオ軽油生産業者は、超低硫黄燃料に比べ

てリッターあたり25ペンス（約50円）程度安くなるこ

とを望んでいる。バイオ軽油に対するさらなるイン

センティブがないかぎり、イギリスでの2005年の京

都議定書におけるEUの目標値達成は難しいという。

http://www.planetalk.org;  http://www.gasandoil.com

《オーストラリア　エタノール混合率を規制》

地域と産業界からの数カ月に渡る圧力の末、豪州

連邦政府はガソリンへのエタノール混合許容値を

10％に設定することで合意した。この動きは、10％

以上のエタノールが混入する燃料を自動車用燃料と

して使用した場合、自動車生産メーカが、車両の安

全性に関する保証義務を無効にすると警告したこと

に端を発する。シドニーのガソリンスタンドでは、

エタノール混合率20％を超える燃料が販売されてい

た。

http://www.news.com.au

＊＊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6月30日現在） 
 
■メタノール供給スタンド 

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 

えびな本郷ステーション ●神奈川県海老名市本郷4037 

安城給油所 ●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 

西宮鳴尾浜給油所 ●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 

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市戸越1-7-8 

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 

東浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市緑区東浦和7-5-4 

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 

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653 

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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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 

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-1-64 

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 

中環東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市稲田三島町89 

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 

KAJIエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町菩提6 

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 

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3 

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 

姫路東インターエコ・ステーション ●兵庫県姫路市東山字神田2551 

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 

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 

トヨタ元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103 

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 

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

※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 
甲信越・北陸 

スタンド名称（仮称） 所　在　地 開設（予定月） 
学園万博通りエコ・ステーション 

樋川エコ・ステーション 

足立トラックターミナルエコ・ステーション 

青梅ガスエコ・ステーション 

新相模原エコ・ステーション 

秦野エコ・ステーション 

日進エコ・ステーション 

園エコ・ステーション 

茨城県つくば市大字上横場字中台272－８ 

埼玉県樋川市赤堀２－19 

東京都足立区入谷６－１－１ 

東京都青梅市末広町２－10 

神奈川県相模原市大山町４－12 

神奈川県秦野市曽屋字六反地965－１ 

愛知県日進市梅森町西田面101 

石川県小松市園町へ30

2003年10月 

2003年10月 

2003年10月 

2003年10月 

2003年10月 

2003年10月 

2003年７月 

2003年９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 

69 

31 

11 

9 

352 

231 

2,811 

322 

59 

19 

374 

1 

26 

1 

11 

7 

5 

128 

1,290 

303 

2 

7 

7 

1 

7 

109 

 

 

 

52 

1 

9 

2 

5 

6,262

 

 

2 

2 

 

1 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

24

69 

31 

13 

13 

360 

241 

2,891 

327 

59 

19 

376 

1 

26 

1 

11 

7 

5 

128 

1,305 

308 

2 

7 

7 

2 

7 

110 

1 

1 

2 

52 

1 

9 

2 

5 

6,399

 

 

 

2 

8 

9 

66 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

1 
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平成15年4月末現在 単位：台



◆DMEの特徴
DMEはDi-Methyl Ether（ジメチルエーテル）の略称

で、化学式がCH3OCH3で表される比較的単純な構造の

物質です。LPGと似た性質（第11回　LPG参照）を持ち、

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

るので、貯蔵や輸送が容易になります。DMEは人体に

対して無害なため、一部の溶剤や冷媒にも使用されます

が、大部分が化粧品、塗料、農薬用のスプレー剤として

使用されています。

DMEは、1990年代初頭に大量生産できる技術的な目

処が立ち、自動車用の石油代替燃料として注目を浴びる

ようになりました。DMEは軽油と同等以上の高いオク

タン価を持つため、ディーゼルエンジンの燃料に適して

います。しかし、発熱量が小さいため、軽油と同じ発熱

量を得るには約２倍の燃料噴射量を必要とします。また、

DMEをそのままディーゼルエンジンに使用すると、ゴ

ム材の溶解や燃料噴射ポンプの摩耗等の不具合が起こる

ことがわかっています。現在、これらの問題解決が

DME自動車の開発課題となっています。

◆生産・供給方法
DMEの製造方法には、DME直接合成法及びメタノー

ル脱水法がありますが、現在、商業化されているのはメ

タノール脱水法です。年間生産量は日本で１万トン、世

界では15万トン程度となっています。

DME直接合成法は1990年代の前半に基礎技術が確立

され、現在、大量製造技術の確立に向け、大型プラント

の実証試験が行われています。

DMEの原料は水素（H2）と一酸化炭素（CO）からな

る合成ガスです。合成ガスは、石炭、天然ガス、バイオ

マス、廃棄物等、様々な原料から製造することができま

す。このことから、DMEは自動車用に限らず、将来的

に有望なエネルギーの一つになると考えられます。

◆環境への影響
DMEは燃料中に酸素を含んでおり、ディーゼルエン

ジンに使用しても黒煙を全く排出しません。このことに

より、窒素酸化物（NOx）低減触媒の適用が容易にな

り、軽油と比べてNOxも大幅に減らすことができます。

◆DME自動車の開発と普及状況
これまでにDME自動車の試作車が製作されています

が、実用化に至った例はまだありません。デンマークで

は、Volvo社製DMEバスによる実証試験が行われました。

わが国では、政府主導のもと、DME自動車の研究開発

が進められており、国土交通省の「次世代低公害車開発

促進プロジェクト」（平成14～16年度）では、大型DME

トラックの実用化に向けた開発が進められています。ま

た、NKK（現JFEグループ）では、独自にディーゼル

トラックを改造したDMEトラックを試作し、国土交通

大臣の認定を受けて公道走行試験を行っています。
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第12回 DME

出典：http://www.nkk.co.jp/release/0202/dme020227.pdf

常温常圧下の状態 

液密度（２０℃） 

自然発火温度 

可燃範囲　 

理論空燃比 

沸　点 

低発熱量 

オクタン価（リサーチ法） 

セタン価 

― 

kg/m3 

℃ 

vol% 

kg/kg 

℃ 

MJ/kg 

― 

― 

項　目 単位 軽　油 ガソリン DME

液　体 

831 

250 

0.5～4.1 

14.6 

180～370 

42.7 

― 

40～55

液　体 

750 

― 

1.0～7.6 

14.7 

30～190 

43.2 

98 

― 

気　体 

667 

235 

3.4～18.6 

9.0 

－25 

28.8 

― 

>55

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

◎DMEエンジンのNOx及び黒煙排出特性の一例

出典：http://www.nkk.co.jp/release/0202/dme020227.pdf

◎DMEバス

◎DMEトラック
出典：国土交通省

報道発表資料

なるほど！ザ・ワード　～今後の掲載予定～ 

第14回　水素 

第15回　GTL

第12回　DME 

第13回　バイオ燃料 



新宿通りを、四谷三丁目
交差点から新宿方面に向か
うと、信号２つ目が外苑西
通りと交わる四谷四丁目交
差点である。この間の通り
両側は商店街であるが、裏
に入ると閑静な住宅地であ
る。
通り北側（新宿に向かって右側）愛住町周辺の住宅地の

中には、浄運寺、安禅寺、正応寺等のいくつもの寺が点在
するが、これらの多くは、四谷二丁目に隣接する若葉町近
辺の寺々と同じく、江戸城拡張工事に伴い、麹町や平河町
あたりにあったものが、寛永11年（1634）に集団移転して
きたものらしい。
通り南側（新宿に向かい左側）も表通り以外は全くの住

宅地で、細い通りには、中低層のアパートやマンションに
威圧されながらも、昭和30年代にでも逆戻りしたような、
お茶や、米や、花やなどの個人商店も健在である。都心部
でこれだけ１戸建ての民家がまとまって残っているのは、
四谷周辺ぐらいかと、その暮らしやすさを想像しながら徘
徊している。

【赤いヘリコプター】三丁目交差
点の北西角のビル屋上に赤いヘ
リコプターが見える、ここに東
京消防庁の消防防災資料センタ
ー消防博物館がある。入場は無
料で、展示室には江戸から現代
までの消防の変遷が判る資料が
展示されている。９月15日まで
は、江戸開府400年企画展として
「時間旅行　江戸の火消しから現
代へ」と題して、特別展示が行
われている。５階屋上には、現役を引退した赤い消防ヘリ
コプターが公開され、操縦席に座れるようになっている。
また、10階展望休憩室は視界180度のガラス張りで、ここ

からは四谷の街並みが一望できる。下界を見ると、四谷地
区の南側は、新宿御苑、神宮外苑、赤坂御所とグリーンベ
ルトに囲まれていることが実感できる。ここの展望休憩室
（勿論無料）にはいくつかのテーブルとイスが置かれていて、
昼寝をしている人を多く見かける。もしかしたら隠れた息
抜きの場所なのであろうか。

【勧進相撲】新宿通りを三
丁目交差点から新宿方向に
行くと、左側に四谷山笹寺
と書かれた門柱が目に入
る。境内は江戸勧進相撲
（寺社の修築などの寄付を
募る催し）の発祥地とされ、
ここで初代横綱明石志賀之
助が寛永元年（1624）晴天６日の興業を行ったと「古今相

撲大全」に記載があるという。しかし、初代横綱明石志賀
之助から第３代丸山権太左右衛門までは、実在しないとす
る説が有力であることから、異説もあるようである。
また、ここには、近くの慶応義塾大学医学部生理学教室

において、実験の用に供した諸動物の供養のために建てた
珍しい蟇

がま

塚がある。

【人馬改めと水改め】四丁
目交差点は、今も交通の要
衝であるが、この付近には
元和２年（1616）甲州街道
の関所として設けられた大
木戸があった。木戸の両側
には石垣が築かれ、いわゆ
る「入り鉄砲と出女」を取
り締まるため、通行人や馬の荷
物を改めたところである。
一方江戸市中の飲料水を賄う

ため、多摩川の羽村から延長
43kmを開削し、承応３年（1654）
竣工した玉川上水の終点もこの
四丁目交差点付近。ここに上水
御改場が置かれ、常時水番役人
が流れ着いた異物の除去と流量
の調整を行っていた。上水はこ
の地点から江戸市中には石樋と
木樋を使い、暗渠で新宿通の下を通り、四谷見附で赤坂方
面と神田方面に分岐していた。
現在の四丁目交差点にも暗渠はあるが、ただし、排気ガ

スが漂う国道20号線の新宿御苑トンネルである。

【伝説の駿馬】四丁目交差
点南西角にある広大な緑地
の新宿御苑は、いわずと知
れた信州高遠藩主内藤駿河
守の10万坪に及ぶ下屋敷が
あった所である。明治５年
にこの地が政府に上納さ
れ、その後明治39年に皇室
の御苑となり、戦後は昭和24年から一般に開放されている。
御苑の東側に隣接して、ケヤキの大木に覆われた多武峰

と う の み ね

神社がある。この神社は内藤家の先祖を祀ったもののよう
である。境内には駿馬塚というものがあり、その説明書に
は、内藤氏がこの広大な敷地を手に入れたいきさつとして
「徳川家康は江戸入府後、家臣の内藤清成を呼び、現在の新
宿御苑一体を指し、『馬で一息に回れるだけの土地を与える』
と語ったという。清成の乗った駿馬は、南は千駄ヶ谷、北
は大久保、西は代々木、東は四谷を走り、疲れ果てて死ん
でしまったので、大樫の下に埋めたと伝える」とある。
これとよく似た話は、家康から現在の港区青山に広大な

土地を与えられた、青山忠成にもあるようである。
「四谷散策」はこれでおわります。次回からは別の企画を掲載します。
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④四丁目界隈 
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a. 四丁目界隈

d. 四丁目交差点

e. 玉川上水記念碑

f. 多武峯神社

c. 蝦蟇供養塔

b. 消防博物館


