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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、関係官庁及び関係団体の皆様には、当機構の低公害車普及事業

につきまして、多大なるご支援、ご協力を頂き心から御礼申し上げます。

昨年は、全国各地での記録的猛暑、過去最多の台風上陸、新潟県中越地震、更には年末、インド洋

での津波による被害等邦人を含めた多くの犠牲者が発生し、国内外とも大きな自然災害に見舞われま

した。

各地でこれらの被害に遭われた方々に対しまして心からお見舞い申し上げます。

さて、国内の経済状況は、長引く不況の後、ようやく回復の兆しが見え始めましたが、この傾向が

今年も持続することを願っております。

ところで、我が国の昨年９月末現在の自動車保有台数は、7800万台を超え、そのうち営業用の貨物

自動車は、被けん引車と特種（殊）用途車、軽貨物車を除き約100万台で、全体に占める割合は僅か1.2％

ですが、１台あたりの走行キロが長いこと、排気量が大きいことから、その排出ガスによる大気汚染

への影響は無視できない状況になっております。

また、NOx・PM法やディーゼル車運行規制条例の施行により、大都市周辺では一定の基準を満たさ

ない車両は、使用ができない状況となっており、さらに、地球温暖化防止対策では気候変動枠組み条

約に基づく京都議定書が２月には発効することとなり、運輸部門における温室効果ガスの排出削減目

標達成も大きな課題となっております。

このように、自動車運送業を取り巻く経営環境は誠に厳しい状況下にありますが、これらの問題を

解決するために、低公害車を普及させることは、喫緊の課題であります。

このため、国土交通省では低公害車普及促進対策として、低公害車の導入に対する補助、エコドラ

イブの普及支援等、17年度政府予算案に総額24億９千９百万円を計上し、また、経済産業省において

も引き続き低公害車に対する補助事業を継続されると聞いております。

当機構では、低公害車の普及活動、調査研究活動、国・地方公共団体等への補助金申請の取りまと

め業務、更には補助、助成金を活用した自動車運送事業者に対しての低公害車のリース事業等を実施

しておりますが、引き続き関係各方面のご指導ご支援を賜りながら、より一層の低公害車普及促進の

ため、微力ではありますが努力してまいる所存でございます。

どうか今後とも、皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様方にとりまして今年が明るい年となりますよう願いまして、年頭のご挨

拶といたします。

年 頭 の ご 挨 拶

財団法人 運輸低公害車普及機構

会長　杉浦 喬也
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皆様、新年あけましておめでとうございます。

平成17年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申

し上げます。

昨年は、度重なる豪雨や台風、更には新潟県中越

地方に大規模な地震が発生するなど、我が国は大規

模な自然災害に襲われました。各地でこれらの被害

に遭われた方々に対しまして、心からお見舞い申し

上げたいと思います。自動車交通局といたしまして

も、被災地における復旧活動が少しでも早く、円滑

に進むよう、物資輸送や公共交通機関による旅客輸

送の確保等に努めてまいりたいと考えております。

さて、最近のわが国では長引く不況の後、ようや

く経済情勢に回復の兆しが見受けられるようになっ

て参りましたが、なおその前途は予断を許さない状

況にあります。こうした経済状況の中で、自動車交

通関連分野においてもコスト削減のため各企業が厳

しいリストラを実施するなど、大競争時代を生き抜

くための様々な取り組みが進められております。

それぞれの事業に携わっておられる皆様方におか

れては、経営の効率化と同時に利用者ニーズに対応

したきめ細かなサービスの提供や、安全・環境を守

る車両の開発・維持・利用等を通じ、事業の発展に

取り組んでおられるわけで、そうした弛まぬご努力

に心から敬意を表する次第です。

私ども行政といたしましても、安全・環境問題の

深刻化、少子高齢化、IT化等、時代の変化に対応し

た国民の新しいニーズに適確に対応するため、古い

観念にとらわれることなく、以下のような施策を積

極果敢に展開してゆきたいと考えております。

まず第一は、自動車交通の安全対策の推進であり

ます。

交通機関の究極的な使命は安全の確保であること

は言を待ちませんが、自動車交通事故の現況は、死

者数こそ減っているものの、事故件数、交通事故死

傷者数ともに依然として高い水準にあり、安全対策

の推進が今なお国民的課題であることにかわりあり

ません。

その観点からは、使用過程にある自動車の「リコ

ール制度」について、昨年は本当に残念な年でした。

それは、数年前にリコールに関する不正行為が摘発

され、再起を誓った自動車メーカーが、再び同様の

不正行為を行い、それに関連して死亡事故が発生し

ていたことが明らかとなったからです。自動車交通

局ではこの事案を重く受け止めて、こうしたことが

二度と起こらないよう、行政内部の再発防止対策を

とりまとめて、順次実施に移しているところです。

具体的には、自動車ユーザーや関係省庁等からの不

具合情報の収集体制の強化、専門知識を有するリコ

ール調査員の採用等技術的検証体制の強化、メーカ

ーのみならずディーラーへの監査の強化などにつき、

すでに昨年から着手しており、今後これらの施策を

着実に実施することにより、リコールに係る不正行

為の再発防止に万全を期することとしています。ま

た、当該自動車メーカーに対しても、厳正な再発防

止策の策定とその確実な実施を指導してまいります。

自動車の構造面の規制の拡大・強化としては、固

定機能付きチャイルドシート、大型車の前部プロテ

クター等の基準の策定を行う予定です。また、昨年

末に公布した前面ガラス等への装飾板の規制を１月

１日より施行したところですが、この徹底を図って

まいります。

車両の衝突安全性能を評価する自動車アセスメン

トについては、昨年度から自動車の歩行者頭部保護性

能に係る評価を開始しましたが、今後ともこうした

安全情報の提供の充実を図ります。さらに、昨秋名

古屋で開催されたITS世界会議において、車両の安全

確保に関する最も有効な対策の一つとして再確認さ

れた先進安全自動車（ASV）の開発については、産

学官が連携したASV技術に関する情報提供の促進な

どにより、その本格的な普及を促すほか、車両相互

間通信の技術開発や大型トラックにおけるASV技術

の開発を、一層促進していきたいと考えております。

公共輸送に従事する事業用自動車については、ひ

年 頭 の 辞

自動車交通局長

金澤 悟
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とたび事故が起こった場合の被害の大きさにかんが

みれば、諸般の安全対策の徹底が不可欠であります。

地方運輸局の事業者に対する監査体制の充実はもと

より、発生した重大事故の要因分析を図るなど、交

通事故の再発防止に積極的に取り組んでまいります。

車社会のセーフティネットである自動車損害賠償

保障制度については、政府再保険の廃止や保険金支

払適正化対策等を盛り込んだ新制度の施行から４年

目を迎え、だいぶ定着してまいりましたが、引き続

き、制度全体の運営が適切かつ確実に行われるよう

努めてまいります。

また、独立行政法人自動車事故対策機構において

は、「中期目標・中期計画」で定められた事故防止や

被害者保護に関する業務運営の効率化や業務の質の

向上が実現するよう、関係者の一層の努力を期待し

ております。

その第二は、自動車交通環境対策の推進でありま

す。

大気汚染防止対策については、新車対策としては

世界で最も厳しい排出ガス規制である「新長期規制」

が、いよいよ本年10月から我が国で実施されることと

なっていますが、使用過程車についても自動車NOx・

PM法によるディーゼル車規制等を着実に実施してま

いります。また、低公害車のより一層の普及促進のた

めに、新たに運輸事業者、ガス事業者、地方公共団

体等と連携して、環境先進地域において「CNG車普

及促進モデル事業」を創設することにより、CNG車の

重点的な普及を通じた排出ガス対策を推進します。

地球温暖化防止対策ですが、本年２月にはいよい

よ「京都議定書」が発効することとなりました。こ

うした新しい事態を踏まえ、地球温暖化対策推進大

綱の適切な見直しを行って、二酸化炭素（CO2）排出

削減目標の達成に向けて、運輸部門において最も排

出量の多い自動車からのCO2排出削減対策を積極的に

進めてまいります。このため、低公害車の取得・保

有に係る税負担を軽減する自動車グリーン税制を活

用してその普及促進を図ります。また、究極の低公

害車である燃料電池自動車について、早期に実用化

が図られるよう保安基準等の策定に取り組むほか、

産学官連携のもとに既存の大型ディーゼル車に代替

する次世代低公害車の開発を着実に進めてまいりま

す。さらに、トラック等の運行にあたって「エコド

ライブ」の普及を図るなど、自動車の使用方法を改

善することによるソフト面での省エネルギー対策の

推進にも努めます。

廃棄物の削減を図る「自動車リサイクル法」は、

本年１月から本格施行されましたが、その円滑な実

施を図るため、自動車リサイクル関係法令の内容、

車検時等のリサイクル料金の預託確認など、リサイ

クル制度そのものについての周知徹底を図ります。

また、自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止の

ための新しい抹消登録制度や自動車重量税の還付制

度についても、関係機関と連携しつつ、適切な運用

を図ってまいります。

その第三は、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事業については、規

制緩和を主な内容とした平成14年２月の改正道路運

送法の施行以降、新規参入や多様な運賃設定などの

新たなサービスが活発に提供されるようになりまし

たが、さらに利用者の視点に立ったサービスの多様

化が全国的に推進されることを期待しております。

バリアフリー対策としては、新しく開発された標

準仕様のノンステップバスに補助を重点化して、そ

の一層の普及促進を推進します。また、年毎に重要

性を増している移動制約者を対象とする福祉輸送や

生活交通サービスの確保についても、引き続き全力

で取り組んでまいります。

また、外国人観光客が一人歩きできる環境を整備

するため、「観光推奨バス路線」を指定し、車両や路

線図にカラーリングを施したり、行き先表示に外国

語標記を加えるなどの実証実験を行い、外国人観光

客に利用しやすいバス交通の実現を図ります。また、

これらの施策は、関係部局と十分な連携を図ること

により、外国人のみならず「どこでも、誰でも、自

由に、使いやすく」という、「ユニバーサルデザイン

社会」の自動車交通を目指します。

国民の足としてのバス利用促進については、自動

車交通行政と道路行政が連携してバス交通の再生を

図る模範プロジェクトとして、バリアフリー化、環

境改善、地域再生などの観点から、高速バスロケー

ションシステムの全面導入を図るとともに、バスカ

メラの活用や、駅前広場等におけるマイカー抑制等

により都市部におけるバスの走行環境を改善します。

また、公共交通機関の活用とまちづくりが一体とな

った「オムニバスタウン構想」を積極的に推進しま

す。

国民生活と産業活動を支えるトラック事業につい

ては、厳しい経営環境のもとで、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。こうした状況のなか、特に環境対策につ

いては、自動車NOx・PM法の規制に対応した車両代

替を促進する融資制度、補助制度の拡充を図るとと

もに、地球温暖化対策として、「グリーン物流総合プ

ログラム」による荷主と連携した輸送の効率化策を
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講じることにより、CO2の排出削減に努めます。

その第四は、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。

自動車の検査・点検整備については、昨年３月に

閣議決定された「規制改革・民間開放推進３か年計

画」を踏まえ、現在、必要なデータを収集の上、安

全確保、環境保全、技術進歩等の面から、車検有効

期間の延長を判断するための調査を行っているとこ

ろです。本年３月までにその結果をとりまとめたう

えで、所要の措置を講じます。

また、交通事故防止や環境保全の観点から、引き

続き「点検整備推進運動」を中心に点検整備の励行

を推進していくとともに、本年も「不正改造車を排

除する運動」を全国的に実施し、不正改造車の排除

を図ります。さらに、自動車整備事業については、

１級自動車整備士制度を活用し、新技術や環境問題

への適切な対応による業界の地位向上と活性化を図

るほか、ペーパー車検等の不正行為を根絶するよう

整備事業者の指導監督を図ります。

自動車・装置の型式認証については、安全・環境

基準の強化や拡大する対象装置に適切に対応すると

ともに、リコールに関する不正行為を行った自動車

メーカー等に対しては、厳格な審査等を行ってまい

ります。

また、自動車の生産・流通がますます国際的に行

われるようになるにつれて、自動車基準の国際調和

が強く望まれております。このため、「車両等の型式

認定相互承認協定」に基づく協定規則の採択、「車両

等の世界的技術規則協定」に基づく世界統一基準の

策定など、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まいります。

自動車保有関係手続きのワンストップサービス化

に関しては、いよいよ本年１月から３月まで、８都

府県（岩手、埼玉、東京、神奈川、岐阜、愛知、大

阪、佐賀）において試験運用を実施することとして

おります。その成果をふまえて、本年12月より、一

部の都道府県において新車新規登録手続きから運用

開始することといたします。

電子的な車両識別を可能とするスマートプレート

については、本年３月に開催される愛知万博の会場

アクセスバスに取り付け、デモンストレーションを

行う予定ですが、今後とも早期実用化に向け、諸課

題の克服のための検討と、その周知・PRを進めます。

以上、年頭に当たり、本年推進してゆく自動車交

通行政の重点施策の一端を申し述べてまいりました

が、８千万台に自動車保有台数が近づきつつあるな

かで、自動車のもたらす恩恵は、今や国民のすべて

が享受できるものとなりました。そうした背景から、

近年自動車交通行政に対する国民の期待も高まり続

けており、それとともに、取り組むべき政策課題は、

多様化・複雑化の一途をたどっております。

自動車交通局といたしましては、本年もこうした

国民の期待を的確に把握し、それに応えられるよう

全力を尽くす所存です。どうぞ、私どもの行政に対

しまして、より一層のご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。そして、自動車交通関連事

業の皆様が、本年もまたそれぞれの分野において利

用者である国民の広い支持を集めて、一層の発展を

遂げられますことを心より祈念いたしております。

国土交通省が発表した、平成17年度における低公害車の開発、普及の促進及び燃料電池自動車の実用化・普及関係等

の予算概算決定内容は次のとおりです。

概算決定額

・低公害車普及促進対策････････････････････････････････････････････････････････････････2,499（2,507）百万円

CNGバス・トラック（使用過程にあるディーゼル車の改造を含む）、

ハイブリッドバス・トラック、新長期規制適合バス・トラックの導入

CNG車普及促進モデル事業

EMS（エコドライブ管理システム）の構築・普及

・次世代低公害車開発・実用化促進事業･････････････････････････････････････････････････････456（909）百万円

・燃料電池自動車実用化促進プロジェクト･･･････････････････････････････････････････････････215（342）百万円

・バイオマス燃料対応自動車開発促進事業････････････････････････････････････････････････････83（135）百万円

・粒子状物質計測法の高度化に係る調査事業･･････････････････････････････････････････････････50（ 0）百万円

平成17年度自動車交通環境対策予算概算決定
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自動車リサイクル法では、車両の所有者に対してリサ

イクル料金（注１）の支払い、預託が義務付けられています。

平成17年１月以降、リサイクル料金の支払い、預託が

なされていないと、新車登録、継続車検ができません。

当機構のリースをご利用いただく低公害車のリサイク

ル料金、及びリサイクル券については以下のお取り扱い

をいたしますのでご協力をお願いいたします。

◆新規に低公害車を導入いただく場合
１．リサイクル券（注２）の発券手続きは、各自動車販売会

社のご担当者様にお願いしております。

２．該当車両のリサイクル料金は、原則、新車登録前に

当機構よりお支払い、預託を完了しております。

３．新車登録が終了いたしましたら、当該リサイクル券

は切り離さず、車検証とともにリース終了時まで、

保管をお願いいたします。

◆平成17年2月1日現在、リースご利用中の場合
１．継続車検到来月の約１ヶ月前にはお届けの車両管理

者様宛に、該当車両のリサイクル券を自動車税納税

証明書とともに郵送いたします。（当機構にて、リ

サイクル料金のお支払い、預託を完了しております）

２．本券により、所定の継続車検手続きをお願いいたし

ます。

３．継続車検手続きが終了いたしましたら、当該リサイ

クル券を車検証とともに、リース終了時まで保管を

お願いいたします。

◆リース終了時の場合
リース終了時、当該車両をご購入いただく場合、車両

代金、自動車税の精算のほか、当該車両のリサイクル料

金預託金相当額をお支払いいただきます。（お支払い金

額はリサイクル券（Ａ券）記載の「預託金額合計」です）

リース車両のリサイクル券に関するお問い合わせは、

総務部担当までお願いいたします。

電話番号：03-3359-8461

（注１）リサイクル料金の内訳
①シュレッダーダスト料金（各車両により異なります）
②エアバッグ類料金（各車両により異なります）
③フロン類料金（各車両により異なります）
④情報管理料金：一律130円
⑤資金管理料金：新車購入時380円、車検時480円
※リース終了時にご購入いただく場合、お支払いいた
だく預託金相当額は、①～④の合計額です。

（注２）リサイクル券について
Ａ券　預託証明書（リサイクル券）
・「窓口押印欄」に預託金支払い済みの受領印があり
ます。
・Ａ～Ｄ券とも「車台番号」、車名（メーカー名）のみ
表示されています。
Ｂ券　使用済自動車引取証明書
Ｃ券　資金管理料金受領証
Ｄ券　料金通知書兼発行者控
・リサイクル券を発券した窓口が切り離し保管します。

１．新車リースの場合
Ａ、Ｂ、Ｃ券とも切り離さず車検証とともに保管

をお願いいたします。（Ｃ券の当機構あてご返送は不
要です）
２．車検（又は、リース終了時ご購入）の場合

Ａ、Ｂ券を送付いたします。車検手続き完了後、
車検証とともに保管をお願いいたします。

低公害車リースをご利用の皆様へ

自動車リサイクル法がスタート
―2005年（平成17年）1月より―

リサイクル券の見本〈ご参考〉
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◆第38回東京モーターショー
国土交通省は、第38回東京モーターショー（会

場：千葉県幕張メッセ／会期：11月２日～11月７

日）において「次世代低公害車開発促進プロジェ

クト」の技術開発の成果を発表しました。

大都市における大気汚染問題を解決するため、

平成14年度より、（独）交通安全環境研究所を中核

的研究機関として産学官の連携により「次世代低

公害車開発促進プロジェクト」を推進し、排出ガ

スがゼロあるいはゼロに近い、大型ディーゼル車

に代替する次世代低公害車の開発・実用化の促進

に取り組んでまいりました。

これまでに開発・試作したすべての次世代低公

害車（４車種・１エンジン）を出品展示し、プロ

ジェクトにおける開発成果を発表しました。

【展示された車両とエンジン】

○圧縮天然ガス（CNG）トラック

○ジメチルエーテル（DME）トラック

○パラレルハイブリッドトラック

○シリーズハイブリッドバス

○スーパークリーンディーゼルエンジン

◆モーターショーシンポジウム2004
11月５日（金）には、千葉県幕張メッセ国際会議

室において、国土交通省の主催により、「世界最先

端の低公害車づくり　～ディーゼル車公害ゼロを

目指して～」をテーマとしたシンポジウムが開催

されました。

池上詢／福井工業大学工学部教授より次世代低

公害車について基調講演をいただくとともに、本

プロジェクトで試作した次世代低公害車及びエン

ジンに係る技術開発の成果について報告がなされ

ました。シンポジウムの最後には、会場からの質

問に発表者が答える場が設けられ、活発な意見交

換が行われました。

なおシンポジウムには、510名が参加されました。

詳しい内容、シンポジウム資料等は下記をご覧く

ださい。

http://www.levo.or.jp/tmsefv21/index.html

調査研究より

第38回東京モーターショー／モーターショーシンポジウム2004開催

国土交通省ブースの様子

シンポジウム会場内の様子

◆展示された車両とエンジン◆

「次世代低公害車開発促進プロジェクト」
の統一ロゴマーク

圧縮天然ガス（CNG）トラック ジメチルエーテル（DME）トラック

パラレルハイブリッドトラック シリーズハイブリッドバス

スーパークリーンディーゼルエンジン
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11月18日（木）今年度３回目の低公害車セミナーを岐阜

県羽島市で開催しました。

当日は、あいにくの雨となりましたが、県内外のトラ

ック事業者はじめ、旅客事業者、行政、一般市民約200

名が参加されました。

参加者は、講演及び展示車両（CNG車、ハイブリッ

ド車）、パネルを熱心に聴講、見学され、低公害車に対

する関心の高さがうかがわれました。

（セミナーの概要）
日時：平成16年11月18日（木）12：00～16：00

場所：羽島市文化センター

主催：（財）運輸低公害車普及機構、国土交通省中部運輸

局、同　岐阜運輸支局

後援：岐阜県、岐阜市、羽島市、中部低公害車普及促進

協議会、（社）岐阜県トラック協会、（社）岐阜県バ

ス協会

協賛：いすゞ自動車（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）、

三菱ふそうトラック・バス（株）、東邦ガス（株）

開会挨拶：

谷川 和郎（（財）運輸低公害車普及機構 理事長）

来賓挨拶：

尾関 卓司（岐阜県トラック協会 会長）

講演：

「エンジンの低公害化と学界の取り組み」

太田 安彦（名古屋工業大学大学院工学研究科 教授）

（要旨）

・東京大気汚染訴訟の東京地裁判決（H14. 10. 29）、改正

自動車NOx・PM法施行（H15. 10. 2）を契機に環境に

関する関心が高まった。

・大気汚染訴訟は、以前は工場排煙が主な汚染原因であ

ったが、最近は自動車排ガスが主流となってきている。

・排気を起源とする有害物質は、窒素酸化物（NOx）、

粒子状物質（PM）、すすである。粒子状物質につい

ては、従来のすすに加え、もっと細かいものが重要視

されるようになってきている。

・窒素酸化物は、空気中の窒素や燃料中の窒素分が燃焼

などによって生成され、酸性雨や光化学スモッグの原因

となる。このうち、二酸化窒素（NO2）は高濃度で呼吸

器に悪影響を与えるので、環境基準が設定されている。

・浮遊粒子状物質（SPM）は、大気中に浮遊する10μm

以下の粒子状物質で、肺に侵入・沈着し、呼吸器に悪

影響を与える。近年では、特に小さい粒子（PM2.5）

と健康影響との関連が注目されている。

・光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や非メタ

ン炭化水素などが、太陽光線を受けて光化学反応を起

こし、二次的に生成される酸化性物質で、夏季に日差

しが強く、風の弱い日に高濃度になり、光化学スモッ

グが発生しやすい。

・酸性雨は、北欧では大変大きな問題となっており、土

壌の酸性化による森林の衰退、湖沼の酸性化による陸

水生態系への被害、文化財・建築物の損傷などが指摘

されている。

・排出ガス低公害化へのとりくみとして（1）エンジンの

改良①従来方式（火花点火機関、ガソリンエンジン、

ガスエンジン、ディーゼルエンジンの改良）②新燃焼

方式（予混合圧縮自着火）（2）後処理（三元触媒、

DPF）（3）燃料を変えていく①従来燃料（ガソリン、

天然ガス、従来燃料から不純物を除く）②新燃料

（DME、アルコール、合成軽油、植物油）についてそ

れぞれ説明がなされた。

「CNGトラックの紹介」

井上 保雄

（いすゞ自動車（株）プログラムマネジメント部 課長）

（要旨）

・現在、局地的環境問題としては、PM、NOx、騒音が

問題となっているが、近い将来、地球温暖化、酸性雨、

オゾン層破壊が、将来は、省資源、代替エネルギーが

問題となってくるとの認識をもっている。

・CNGトラックは、２ｔを中心に普及、東京、大阪、

神奈川等大都市圏は４台に１台はCNG車となってい

る。

・CNG車は①クリーンな排ガス特性で低騒音・低振動

であること②補助・助成制度の利用により、ディーゼ

ル車並みの価格③ランニングコストは通常の車両と比

べてほぼ同等④気体を燃料としているため、１充填走

行距離が短い⑤充填所が少ない⑥ボンベが必要となる

ため、約350kg車両重量が重い　という特徴がある。

従って、CNG車は、インフラ整備の整った都市内の

低公害車セミナー岐阜
～環境に優しい低公害車の導入促進にむけて～
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集配等、近距離輸送に適している。

・充填所は、14年度末、244箇所で、年間40～50箇所拡

大中である。

・改造費は、普及台数の増加に伴い、２～３ｔクラス、

４ｔクラスともそれぞれ低減してきているが、普及台

数の多い２～３ｔ車の改造費低減率が４ｔ車に比べて

高い。この改造費に対して、国、自治体、トラック協

会の補助・助成制度の利用により、自己負担部分は大

幅に軽減される。

・また、CNG車には、地方税、国税で各種の優遇税制

が適用される。

・CNG車は大都市で深刻な大気環境問題対応にはベス

トであり、将来性、良好な排ガス性能に着目しCNG

車の更なる改良を進めるとしている。

「ハイブリッドトラックについて」

荻原 郁夫（日野自動車（株）国内企画部 商品計画室 主任）

（要旨）

・都市環境では大気汚染（NOx・PM）、騒音・振動、

地球環境規模では、CO2、地球温暖化、オゾン層破壊、

酸性雨等の問題がある。

・日本の排出ガス規制値は、2005年10月には新長期規制

が始まり、世界一厳しいものとなる。

・地球温暖化物質のうちCO2が最も影響大であり、運輸

部門のCO2排出量は全体の約２割を占める。

・CO2削減のためには、燃費向上が不可欠であり、燃費

は、ディーゼル車が最も良い。

・欧州では、98年よりディーゼル車が急増している。

・当社のハイブリッドトラックは国内最高レベル』のク

リーントラックをめざし、DPRクリーナーシステム

の採用により、新短期規制値の85％低減はもとより、

90％以上の低減を実現。

・ハイブリッドシステムは、エンジン動力とモーター補

助の組合せであり、発進、加速時など大きなトルクが

必要な時はエンジンをモーターがアシスト。減速時に

は、減速エネルギーをバッテリーで回収して次の発進、

加速時に備え、エンジンとモーターのトルク最適化を

はかる。

・当社ハイブリッドトラックは、①CO2排出量低減（地

球温暖化防止に貢献）②モーターによるアシストとア

イドル・ストップ機能で燃費向上（ランニングコスト

の低減が可能）③平成15年（新短期）排出ガス規制値

よりNOx50％低減、PM85％低減（新長期排ガス規制

クリアレベル）という特徴をもつ。

・また、メンテナンス面でメリットがあり、パワフルな

発進加速、スムースなエンジン始動・停止等走行性能

も優れている。

・さらに、補助・助成制度、税金面でもメリットを享受

できる。

｢我が社の環境問題への取り組みについて｣

川口 明広（（有）大輪輸送 取締役常務）

（要旨）

・当社は、平成６年２月設立、年商16億円、保有車両

108台（うち８割が冷蔵冷凍車、CNG車11台、ハイブ

リッド車１台）コンビニエンスストアーの配送を主要

業務としている。

・４年前、大手運送事業者、コンビニエンスストア等、

年間数百台規模でCNG車の導入を発表したことを契

機に、当社でもCNG車について調査を開始。１年の

準備期間を設け、走行、燃費、スタンド、価格、維持

費等について調査した上でCNG車を導入することと

なった。

・当社は、全車両にデジタルタコグラフを装備し、速度

抑制による安全運行、急発進・急加速・急減速の防止

に努めた結果、交通事故防止、車両磨耗部品の寿命延

長、燃費の20％向上につながった。

・さらに、全ドライバーに対して、省エネ運転講習会を

実施、実際に省エネ運転を体験することにより理解を

深めてもらっている。

・当社は、H13. 12より、エコステーションの運営も展

開している。

・当社のデータから、CNG車の燃費は、ハイブリッド、

ディーゼル車に比べて安いという結果が出ており、車

両価格、維持費等総合的に勘案、CNG車はメリット

があると考えている。

・今後も、各種データを活用して、いろいろな展開がで

きるよう環境問題に取り組んでいく方針。

アトラクション：

「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（東邦ガス（株））
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中村副社長は、ある時に参加したISOの講習会で衝撃

を受けたという。

「2030年には、地球環境が破壊され、食糧危機になる

という話を聞きました。2030年といえば、未来ではなく

現在の延長上にあるとても近い将来です。そこで自分が

できることは何かを考え、積極的に地球環境に取り組み

たいと思いました。弊社がCNG車導入を決めた直接的

なきっかけは東京都の法改正でしたが、私の心の中に、

地球環境を守りたいという思いがあったのは事実です」

更に、今後の法規制にもよるが、恒久的に使用できる

というメリットから判断し、積極的に導入を進めてきた。

◆危惧しているのはインフラ面
「どうして供給スタンドの数は急増してくれないので

しょうか。弊社は近くにエコスタンドがありますので、

地場を走る場合には問題が無いのですが、都内、または

長距離を走らなければならないケースではCNG車を使

いたくても使えないという現状があります」と、インフ

ラの整備が整っていない状況を指摘する。

CNG車を導入するのにあたり、補助金が出ているの

で金銭部分ではさほど問題はない。１度の燃料補給で

200キロ弱走れるので、地元の配送にはうってつけなの

だという。だが、途中で燃料補給な必要な長距離の運送

には、インフラ面での不安があるため使えない。特に現

在の運送には、厳しい時間制限が課せられているため、

少しでも不安材料があるケースにCNG車を導入するこ

とは不可能なのだ。

「納品は、ジャストインタイムで時間がものすごく制

限されているのです。加えて、インフラが整備されてい

ないと、使えるルートが限られてしまいます。時間、距

離の問題から、インフラの整備が整わないと導入できな

い会社もありますからね。今後、ますますCNG車を普

及させるには、行き着くところインフラ整備なのではな

いでしょうか。それがクリアになれば、導入の度合いも

加速しますよ」

◆行政、メーカー、ユーザー三位一体の取り組み
メーカー側も足並みをそろえて取り組んでほしいとい

う。

「パワー不足を感じることも否めません。そしてメン

テナンスの部分で、我々ユーザーの満足度をもっと高め

てほしいですね。

行政、メーカー、ユーザーがそれぞれに努力を惜しま

ないことが必要なのではないでしょうか。供給スタンド

が増えれば導入台数も増えますし、台数が増えれば供給

スタンドの利益も上がります。全て同時進行で行えれば

理想ですね。また、運輸低公害車普及機構は、情報を得

たら積極的に開示していってほしい。一般の人へのアピ

ールもお願いしたいと思います」

同社では、長距離はディーゼル、中型４ｔ以下なら

CNG車という住み分けで、CNG車の導入台数を今後と

も増やしていく予定。補助金に関してはもちろん継続し

★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

中
村

守
副
社
長
に
聞
く

会社の体力を増強し、更なるCNG車導入を計画中

出版物、電設資材並びに自動

車部品を輸送している東京商

運株式会社。総保有台数68台

中、すでに17台のCNG車を

導入している同社の伊藤 伊

千男社長は「これからもCNG

車の導入比率を高めていきた

い」と語る。実際にCNG車を

導入して現場はどう変化した

のか、業務を統括している中

村守副社長に話を聞いた。
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てほしいし、補助率を上げてもらえればありがたいと、

中村副社長は笑う。

◆導入後、改めて気がついたメリット

CNG車導入後、現場に変化はあったのだろうか。

「届け先の目が違うのです。CNGと車体に明記され

ているので、環境にも配慮した会社なのだという評価を

受けました。私どもだけではなく、荷主もそういう目で

見られます。つまり、顧客から荷主の評価も高くなると

いう相乗効果があったというわけです。顧客もさまざま

なことに敏感ですからね。CNG車で初めて納品に伺っ

た時、あるコンビニエンスストアの店長がわざわざ出て

きて、誉めてくれた、なんていううれしいこともありま

した」

加えて、停車する、下ろすという作業が多い配達に、

CNG車は最適なのだそう。

「ディーゼルに比べて音が静かですから。夜中の輸送

が多いので、ドライバーにとっても、顧客の皆さんにと

ってもこれは大きなメリットです。」

スピードがあまり出ないというデメリットは、裏返せ

ば事故が無くなるというメリットになるという。また、

環境に貢献しているという意識が社員に浸透し、社員の

レベルもアップした。

「実は、社員レベルの高低が、厳しいご時世を生き残

る決め手のひとつなのです。もちろんコスト削減など、

会社として利益をあげるための努力は必須ですが、荷主

の厳しい要望に応えられる体制が大切です」

運ぶ物自体がデフレで安くなっているため、荷主は物

流コストを下げる方向にある。そして軽油の値上がりな

ど、運送業界は苦しい状況に置かれている。実際、廃業

に追い込まれている会社も少なくない。会社として経営

的に余力がないと、CNG車は導入していけないという

ことなのだ。

「効率の良い人件費、つまり効率良くシフトを組むと

いうことですね。１コース１台は必要ですから、車両効

率を高めることに尽きるのです。弊社は３社共同ターミ

ナルでそれを実施しています。集約して配車することで、

無駄な車両を除くことができるのです」

これまでは、同じ集荷場所へＡ社、Ｂ社、Ｃ社がそれ

ぞれ荷物を取りに行っていた。自分の会社の荷物だけを

集荷し、積載に余裕があってガラガラでも１社１台動か

していたのだ。

「現在は３社が協力して配車をするため、10台動かし

ていたものが８台で済むなど、効率が非常に良くなりま

した。今後、他社でも集約型のターミナルが進んでいく

だろうと私は考えています」

事態を見極め、生き残るために経営や物流に関する研

究会、講習会などにも積極的に参加しているという中村

副社長。

「現状は厳しいですが、これからも改革の夢を持ちつ

づけて行きたいですね」

ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW
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低公害車・燃料供給施設（平成16年12月31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 

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 

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 

 
■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 

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 

UEKIエコ・ステーション ●宮城県仙台市宮城野区福田町南1-8 

若松ガス駅前エコ・ステーション ●福島県会津若松市扇町112-1 

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 

協同バス熊谷天然ガススタンド ●埼玉県熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1 

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 

学園万博通りエコ・ステーション ●茨城県つくば市上横場字中台272-8 

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 ●埼玉県さいたま市桜区中島2-22-14 

指扇駅前エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区西遊馬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 

川口あずま橋エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日5-4-1 

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2022-1 

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 

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-46 

八潮レインボーエコ・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 ●埼玉県狭山市広瀬台2-1-3 

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 

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉県千葉市稲毛区長沼町335-9 

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 

茂原エコ・ステーション（12Ａ） ●千葉県茂原市茂原661 

市原市役所前エコ・ステーション（12A） ●千葉県市原市惣社2-1-12 

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1 

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-41 

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18 

板橋Ｔ・Ｔ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 

品川八潮エコ・ステーション ●東京都品川区八潮1-4-1 

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 

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都大田区平和島2-1-1 

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 

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都足立区入谷6-1-1 

三愛石油東京竹の塚エコ・ステーション ●東京都足立区西保木間3-9-1 

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
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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 

メグリア元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103 

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17 

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 

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86 

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 

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1 

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12 

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●愛知県稲沢市福島町字大福寺85-1 

一宮エコ・ステーション ●愛知県一宮市大字浅野字正木山1 

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147 

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 

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市小新大通2-5-8 

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 

東蔵王エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市東蔵王2-7-89 

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 

甲府エコ・ステーション ●山梨県甲府市飯田3-2-34 

山梨県甲府天然ガススタンド ●山梨県甲府市飯田3-2-34 

サンリン長野エコ・ステーション（12A） ●長野県長野市鶴賀緑町1024-3 

松本ガスエコ・ステーション ●長野県松本市渚2-7-9 

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 

エコ・ステーション増泉 ●石川県金沢市増泉3-17-25 

エコ・ステーション小松 ●石川県小松市園町へ30 

福万エコ・ステーション ●福井県福井市二の宮4-17-11 

敦賀エコ・ステーション ●福井県敦賀市津内町1-14-2 

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 

ヤサカ・171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2-11-16

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 

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10 

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450 

ミツウロコ府中エコ・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 

新相模原エコ・ステーション ●神奈川県相模原市大山町4-12 

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088 

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 

厚木エコ・ステーション ●神奈川県厚木市下津古久598 

厚木ガスエコ・ステーション ●神奈川県厚木市旭町4-15-33 

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 

川崎塩浜エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区塩浜2-2-1 

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 

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●神奈川県平塚市田村1-5-6 

東名高速道路海老名SA（上り線）天然ガスエコ・ステーション ●神奈川県海老名市大谷字向原4887 

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 

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋字六反地965-1 

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 

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14-40 

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1 

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 

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中川区広川町5-1 

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
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低公害車・燃料供給施設（平成16年12月31日現在） 

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255-1 

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 

奈良平成エコ・ステーション ●奈良県奈良市左京6-2-1 

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 

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市黒田261-2 

中国・四国 

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 ●広島県安芸郡海田町栄町6-3 

広エコ・ステーション ●広島県呉市広多賀谷2-8-4 

呉中央エコ・ステーション ●広島県呉市築地町2-8 

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 ●鳥取県鳥取市五反田町1 

松江南エコ・ステーション ●島根県松江市古志原3-17-8 

高松朝日町エコ・ステーション ●香川県高松市朝日町2-2-2 

今治エコ・ステーション ●愛媛県今治市共栄町5-2-1 

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 

久留米市合川エコ・ステーション ●福岡県久留米市合川町1488-8 

筑紫野エコ・ステーション ●福岡県筑紫野市永岡34-6 

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 

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1034-1 

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18 

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町2411-31 

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区中津5-7-12 

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4-10-131 

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-2-6 

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 

西淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市西淀川区大野2-2-21 

弁天町エコ・ステーション ●大阪府大阪市港区弁天2-12-2 

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪府大阪市鶴見区鶴見4-3-28 

芦原橋エコ・ステーション ●大阪府大阪市浪速区塩草3-12-3 

新北大阪エコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-4-8 

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-5-1 

茨木エコ・ステーション ●大阪府茨木市三咲町5-17 

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 

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38 

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1 

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 

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 

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市若松台3-2-3 

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 

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19 

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 

岸和田エコ・ステーション ●大阪府岸和田市加守町3-12-13 

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32 

神戸京橋エコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区新港町12-2 

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 

布施畑エコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7

※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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単位：台低公害車の地域別普及台数（平成16年1月末現在稼動台数）
地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

北　海　道 

青　森　県 

岩　手　県 

秋　田　県 

宮　城　県 

山　形　県 

福　島　県 

新　潟　県 

茨　城　県 

栃　木　県 

群　馬　県 

長　野　県 

埼　玉　県 

千　葉　県 

東　京　都 

神奈川県 

山　梨　県 

静　岡　県 

富　山　県 

石　川　県 

福　井　県 

岐　阜　県 

愛　知　県 

三　重　県 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

9 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0

78 

0 

0 

0 

67 

0 

0 

26 

15 

2 

26 

1 

548 

332 

3,822 

535 

12 

80 

0 

26 

1 

20 

530 

10

28 

3 

4 

9 

20 

6 

6 

24 

16 

15 

11 

28 

94 

56 

213 

83 

14 

43 

13 

11 

9 

21 

102 

14

106 

3 

4 

9 

87 

6 

6 

50 

33 

17 

37 

29 

647 

397 

4,074 

619 

26 

123 

13 

37 

10 

41 

633 

24

地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

滋　賀　県 

奈　良　県 

京　都　府 

大　阪　府 

和歌山県 

兵　庫　県 

鳥　取　県 

島　根　県 

岡　山　県 

広　島　県 

山　口　県 

徳　島　県 

香　川　県 

愛　媛　県 

高　知　県 

福　岡　県 

佐　賀　県 

長　崎　県 

熊　本　県 

大　分　県 

宮　崎　県 

鹿児島県 

沖　縄　県 

合　　計 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

61

15 

3 

207 

1,669 

10 

394 

14 

4 

13 

149 

0 

0 

18 

2 

0 

103 

1 

0 

18 

4 

2 

13 

0 

8,770

2 

0 

9 

91 

1 

40 

4 

5 

15 

22 

11 

10 

11 

19 

10 

26 

2 

4 

8 

3 

1 

7 

0 

1,144

17 

3 

216 

1,762 

11 

436 

18 

9 

28 

171 

11 

10 

29 

21 

10 

129 

3 

4 

26 

7 

3 

20 

0 

9,975

現在建設中でオープンが予定されているCNGスタンド
地　区 

 
 

関　東 

 

 

中　部 
 

甲信越・北陸 

 

近　畿 

 

中国・四国 

 

九　州 

スタンド名称（仮称） 所　在　地 開設（予定月） 

三郷インターエコ・ステーション 

鴻巣エコ・ステーション 

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション 

八王子エコ・ステーション 

小牧インター北エコ・ステーション 

セントレアエコ・ステーション 

新潟白根エコ・ステーション 

大水下京エコ・ステーション 

寝屋川エコ・ステーション 

大和郡山下三橋エコ・ステーション 

福島町エコ・ステーション 

東浜エコ・ステーション 

東港エコ・ステーション 

ストーク長崎エコ・ステーション 

埼玉県三郷市彦倉２－62 

埼玉県鴻巣市大字上生出家770 

埼玉県熊谷市大字代１ 

東京都八王子市左入町684 

愛知県小牧市大字横内字西横内33－６ 

愛知県常滑市セントレア１－１ 

新潟県白根市大字七軒字前211－１ 

京都府京都市下京区朱雀分木町42 

大阪府寝屋川市大成町12－２ 

奈良県大和郡山市下三橋167－１ 

広島県広島市西区福島町２－34－１ 

福岡県福岡市東区東浜１－130－１ 

福岡県北九州市小倉北区東港105－２ 

長崎県長崎市尾上町17－１ 

2005年３月 

2005年３月 

2005年３月 

2005年２月 

2005年２月 

2005年２月 

2005年３月 

2005年３月 

2005年３月 

2005年２月 

2005年１月 

2005年１月 

2005年３月 

2005年３月 
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◆ 連 載 ⑨ ◆

◆バイオ燃料
バイオ燃料の重要性が、米国、欧州で高まってい

る。現在、米国には20州77ヶ所の工場があり、年間

33億ガロン（1,250万kl）のエタノールを生産してい

る。これらのエタノール工場では、過去４年間で生

産力が４倍近く伸びている。工場を経営する農家が

増え、全米で販売されるガソリンのおよそ30％はエ

タノールまたはETBE（エチルターシャリーブチル

エーテル）との混合である。

一方、EU加盟国15カ国では、バイオディーゼル

（ディーゼル車用のバイオ燃料）市場が過去３年間

で２倍に成長し（2003年には140万トン）、ほとんど

のバイオディーゼルは、ドイツ、フランス、イタリ

アで生産されている。ドイツでは年間270,000m3の

バイオエタノールが生産されており、バイオディー

ゼルを販売する給油スタンドが1,717軒ある。

http://gave.novem.nl/novem_new/index.asp?id=25&detail=217

◆競争力のあるバイオメタノール
最近終了したEUのプロジェクト「黒液（製紙工

場の副産物）のガス化と自動車用燃料の生産」で、

Volvo Bus社、Methanex社などが、バイオマスが

原料となる黒液のガス化によるメタノール製造を行

った。この中で輸送用グリーン燃料生産の将来性を

調査し、現在のスウェーデンの製紙工場はプロセス

効率が高いため、ガソリンと競争力をもつ価格での

バイオメタノール生産が可能だという結論を出し

た。ただし、この価格には、流通コストとスウェー

デンのCO2税を含み、その他の税は含まない。

スウェーデンにおける潜在的なバイオメタノールの

生産量を総合すると、全輸送用燃料消費量の30％近

くをまかなうことができると予測され、同時に、スウ

ェーデンのCO2排出量を12％削減すると考えられる。

http://www.stfi.se/documents/research/coopnet/blgmf.htm

◆バイオエステル
【英国：ヨーロッパ最大のバイオディーゼル工場】

欧州最大のバイオディーゼル工場が2005年、英テ

ィーズサイド特別市に完成し、第２工場もその翌年

に完成の予定である。建設コスト2,100万ポンド

（約40億円）の同工場は、なたね・ヤシ・大豆など

を原料とする再生可能な植物油を利用し、年間25万

トンのバイオディーゼル生産能力がある。連続フロ

ー式によるこのバイオディーゼル生産は、従来のバ

ッチ式プロセスよりはるかに効率的で、より安価で

あると期待されている。

Financial Times, April 2004. (http://www.biodiesel.at/)

◆エタノール
【スウェーデンに新しいエタノール実証プラント】

新しいエタノールのモデル実証プラントが2004年

５月、スウェーデンのオルンショルダースビークに

オープンした。

この実証プラントでは木材チップや林業残留物、再

生繊維などを原料とし、セルロースからエタノールを

製造している。希釈酸及び酵素による加水分解とい

う２段階の生産工程からなり、こうした新しい製造技

術の試験および研究がねらいである。設備能力は継続

的に生産した場合に年間200m3程度で、製造コストは

１リッターあたり0.41米ドル（約43円）と推計される。

http://www.etek.se/main.cfm?p=Nyheter

【ブラジルでエタノールの輸出増加】

ブラジルの最近の推算では、国際市場で１バレル

あたり40～50米ドルを推移する原油価格に対して、

エタノールは同32～33米ドルで、ますます魅力的な

燃料となっている。国際的な原油価格の高騰がエタ

ノール輸出の増加につながっているとみられ、昨年

同時期の0.92億リットルであった輸出量が、今年５

月から７月には7.64億リットルに達している。

http://www.energybulletin.net/2120.html

【ハイブリッド自動車で「エタノールハイウェー」ドライブ】

シュワルツェネッガー米カリフォルニア州知事

は、海外石油依存からの脱却のため「水素ハイウェ

ー」への支援を表明したが、このアプローチは再考

したほうがよい。水素（燃料電池自動車）でなくエ

タノール（ハイブリッド自動車）を使用すれば、先

の目標をより低コストで達成できるからだ。

ガソリンとエタノールを併用する自動車は、わず

かな追加コストで利用でき、またエタノールのより

適した使用環境はハイブリッド自動車である。ハイ

ブリッド自動車は電動モーターの採用により30％～

50％のガソリン消費量削減に成功しており、主要燃

料としてエタノールを使用することや、さらなる技

術改良が可能である。エタノールは現在、水素より

も安価で、今後十年間は水素に優位性を持つことが

指摘されている。またエタノール充填所は、水素充

填所建設コストの10％足らずで建設可能である。

http://www.ilsr.org/columns/2004/021504.html

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
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◆運転方法とCO2排出量の関係について
運転方法とCO2排出量、すなわち燃料消費量の間には、

密接な関係があることが知られています。

ここに、最大積載量２トンの小型貨物自動車を試験車

両として、運転者の違いがCO2排出量に与える影響を調

査した実験を紹介します。

実験では一般ドライバー13人を被験者とし、信号がな

く、他の自動車の影響を受けない（交通量が極端に少な

い）1.7kmの山間試験路を設定し、同じ試験車両、同じ

条件のもと、走行を行いました。この結果、CO2排出量

が最多の被験者は約1,259g（平均車速約11.9km/h）、最

少の被験者は約946g（平均車速約19.9km/h）（図１及び

図３）で、排出量は1.3倍超の差がありました。運転方

法の違いによるCO2排出量の差は大変大きいことがわか

ります。

また、NOx排出量も最多の被験者と最小の被験者の

間では約1.9倍もの差がありました（図２）。

もちろん日常の道路走行では、安全最優先の運転が必

要になりますが、運転方法により、CO2排出量、NOx排

出量を改善できる可能性があることを示すものです。

◆地球温暖化防止のために私たちができること
－エコドライブ－
そこで登場するのが「エコドライブ」です。エコドラ

イブは、環境に配慮した運転方法によって、環境保護、

資源保護、経済的利益、さらに穏やかな運転を心がける

ことによる安全性をも追求しようという運動に由来して

います。

エコドライブとは、単にエネルギー消費の節減や経済

メリットを追求するだけでなく、有害排出ガスの抑制、

事故防止、経営コスト削減など、様々な効果を期待する

ものです。

代表的な「エコドライブ」として、一般的には以下の

10項目があげられます。

◆エコドライブ10箇条◆
①無用なアイドリングをやめる（アイドリングストップ）
②経済速度で走る
③定速走行する
④急発進、急加速、急ブレーキをやめる
⑤点検・整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にする
⑥マニュアル車は早めにシフトアップする
⑦無駄な空ぶかしをやめる
⑧エンジンブレーキを活用する
⑨適正な暖機運転をする
⑩不要な荷物を積まない

次回以降、それぞれの内容についてくわしく解説して

いきます。

第1回　エコドライブとは

京都議定書の第一拘束期間（2008年～2012年）が近づいており、各国政府は温室効果ガス削減に向け、種々の取り組みをは

じめています。一方、国内に目を向けると、2004年度には「地球温暖化対策推進大綱」の見直しが行われ、増え続ける運輸部門

のCO2抑制対策は今後も重要な課題となっていくことが予想されます。

このような背景から、自動車のCO2排出量削減のため、様々な施策が検討されています。その一つとして、燃費向上（CO2排出

量削減）を目的とした「エコドライブ」が注目されています。

今号から始まる新連載「エコドライブ －燃費向上のための10箇条－」では、日常の運行あるいは点検の際にできる、燃費向上

（CO2排出量削減）のための種々の手法について紹介します。第1回は、「エコドライブとは」について紹介します。
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図3　運転者毎の平均車速 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

沿
道
C
O
2排
出
量（
g）
 

運転者 

図１　運転者の違いによるCO2排出量の違い 
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図2　運転者の違いによるNOx排出量の違い 
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図1～3出典：自動車技術会論文集vol.35, No.1, 20044041, January 2004.



カメラ’ズ アイ
今回は、マクロレンズをつかって、「こだわりの世界」を切り取ってみました。
人物・風景など普通の撮り方もできますが、もっとも得意のフィールドは「接近戦（それも『超』がつきます）」で
す。このレンズを持つと、いつもは見逃している新しい発見ができます。近くの公園など散歩に行く時に持っている
と結構楽しめます。
昆虫、花、水滴等等、是非、一度トライしてください。

昆虫の皆さんもいい役者さんです。
（ただ、機嫌が悪いと、カメラノーです）

チューリップの鮮やかなイエローとレッドにせまりました

小鳥さん、かなりアップですね。
（ガラス越しで超接近可能でした）

水滴のなかの写り込みは、格好の練習台です。
（ただ、風やら、カメラ角度やら、難度Ｃです）

撮影データ
使用カメラ：EOS3
レ　ン　ズ：タムロンSP90mmF2.8マクロ

キャノンEF100mmF2.8USM
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