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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

新年、明けましておめでとうございます。

本年は、いよいよ21世紀の幕開けということで、皆様それぞれに期待を込めて新しい世紀をお迎え

になったことと思います。

ちょうど、新しい世紀の始まりにふさわしく、国内においては、中央省庁再編に向けた森内閣の新

しい布陣が昨年末発足し、いよいよ新しい中央省庁がスタートしました。また、外に目を向ければ、

昨年暮れ米国の新しい大統領が長い混迷を経て決まりました。

このように新しいものずくめのなかで、ともかく21世紀はスタートいたしましたが、その助走期間

としての昨年1年間を振り返ってみますと、実にさまざまなことがありました。

私どもの仕事の関係から、目につくものを拾ってみますと、まず、訴訟関係で大きな判決が二つあ

りました。一つは年明け早々の１月末の「尼崎大気汚染公害訴訟判決」、そして11月下旬には「名古

屋南部公害訴訟判決」がありました。これらの判決は住民の生命、健康保持は公共性、利便性より優

先されるというもので、従来の概念を根本的に排す国等にとって大変厳しいものとなっており、今後

予定されている川崎、東京裁判への影響も大きいものと思われます。

また、規制関係では、皆様すでにご承知の東京都知事のディーゼル車NO発言に端を発した「排ガ

ス規制条例」が昨年末成立し、いよいよ本年４月より実施の運びとなっております。

かたや、税制面では一昨年来からの関係者の努力が報われ「グリーン税制」の与党案がようやくま

とまり、本年４月からの実施が予定されています。

一方、国際的には11月オランダのハーグにおいて気象変動枠組条約第６回締約国会議（COP6）が

開かれましたが、2週間にわたる激論の末、残念ながら吸収源の扱いで、日米とEUの対立の溝は埋ま

らず、合意は次回以降に延期となりました。この問題は国と国との利害関係がからむと、いかに難し

い問題に発展するかということを図らずも見せつけてくれました。

このような状況のもと、私どもの機構も昨年は兵庫、福岡、東京において「環境フォーラム」を開

催しましたが、私はこのなかで、21世紀の環境と自動車のあるべき姿のキーポイントとして環境保全、

エネルギー、経済性の三つについて訴えてまいりました。21世紀はこれらの問題を解決し、地球環境

保全を図っていくことこそ、私どもに課せられた責務であると思っております。お膳立ては揃い、い

よいよこれらの問題解決に向かって実行する世紀に突入したのです。しかし、困難な問題は相変わら

ず我々の前に立ちはだかっていますが、もはや躊躇し立ち止まるわけにはいきません。私はこの熱い

思いを各フォーラムで会した方々の中に見つけ、意を大きくした次第です。

昨年は機構の低公害車普及台数もCNG車を中心に大きく伸び、平成12年度の新規分の普及台数は、

計画を大きく上回る1000台近いものになりそうです。現在、2000台構想という大きな夢をもって平成

13年の普及計画策定を行っているところです。

今年も引き続き環境と自動車問題の牽引車としての自負のもと、頑張ってまいる所存です。どうか

関係各位の変わらぬご指導、ご支援をお願いいたします。

最後になりましたが、皆様方にとって本年は、21世紀の始まりにふさわしい良い年でありますよう、

祈念いたしまして年頭の挨拶とさせていただきます。
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新年あけましておめでとうございます。

21世紀の記念すべき船出の年を迎えるに際しまして、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、乗合バス、ハイヤー・タクシーの需給調整規制

の廃止を内容とする道路運送法の改正や今後の少子・高齢

化時代を見通した交通バリアフリー法の成立、今後の自賠

責保険制度のあり方に関する懇談会報告のとりまとめ、自

動車グリーン税制の創設など来るべき新たな世紀を見据え

た自動車交通行政の大きな転換点となる年でありました。

21世紀を展望すれば、我々は、「安全で快適な社会への

要請の高まり」、「少子高齢化」、「環境との調和」、「ＩＴの

革新的な進歩」、「都市問題の深刻化」といったキーワード

に代表される様々な経済社会環境の変化に直面していま

す。これらはいずれも自動車交通行政に対する課題でもあ

り、これに適切に対応していくことが求められております。

自動車交通局としては、こうした時代のニーズを敏感に察

知し、利用者の視点と新たな発想に立った力強い行政を以

下のような具体的な施策として展開して参りたいと考えて

おります。

まず、自動車交通の安全対策ですが、平成11年には自動

車事故による死傷者数が史上初めて100万人の大台を突破

するなど、自動車交通による事故件数は近年一貫して増加

する傾向にあり、言わば「新たな交通戦争」とも言うべき

極めて厳しい状況となっておりまして、これらの事故を防

止するための有効な対策を早急に確立する必要がありま

す。

このため、陸運支局を活用して事業用自動車の事故情報

の収集等を行う自動車事故対策パイロット事業の推進等に

より事故実態の把握の充実を図るとともに、これまでご好

評を頂いている自動車アセスメント事業（自動車の衝突時

等の安全性能に関する情報提供）について一層の試験内容

の充実強化を進めていくなど、安全情報の提供の充実を図

って参ることとしております。

また、事業用自動車については、大型車が多いこと、乗

車人員が多いこと等から、一旦事故が発生した場合には、

多くの死傷者を生じ、長時間道路交通を遮断する等社会的

影響が大きいため、より一層の安全対策の充実が必要です。

このため、改正道路運送法により、バス、タクシーにつ

いてもトラックと同様に運行管理者試験制度の導入を行う

ことをはじめ、昨年度の運輸技術審議会答申等を踏まえ、

自動車事故報告制度の見直し、運行管理の質の充実、運転

者に対する安全教育の充実等について引き続き取り組んで

参ります。また、事後チェックを充実し、監査の重点化を

図るとともに、処分基準を強化し、法令違反等に対しては

厳正に処分して参ることとしております。

加えて、くるま社会の安全ネットとして交通事故被害者

の救済に有効に機能している自動車損害賠償保障制度につ

いては、政府再保険の廃止をはじめ、さまざまな問題につ

いて「今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会」で検討を

行いました。この結果、昨年末に政府再保険廃止の前提と

なる被害者保護の充実等の５条件についての検討結果を報

告書としてお取りまとめ頂いたところです。

この報告書の提言を踏まえ、保険金支払いの適正化対策、

重度後遺障害者救済対策等の交通事故被害者の保護の充実

や、ユーザーメリットの実現など、所要の制度改正を図っ

ていきたいと思います。

次に、自動車交通環境対策ですが、自動車から排出され

る窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）による大気汚染

の防止とともに、運輸部門とりわけ自動車から排出される

CO2の排出抑制のための対策を講じていくことが急務とな

っております。特に、ディーゼル車の排出ガス対策が喫緊

の課題となっていることから、従来のNOx対策法に加えて

ＰＭ対策を抜本的に充実強化するための自動車NOx法の改

正案を次期通常国会に提出することとしております。また、

これにあわせて自動車税制のグリーン化等を通じた最新排

出ガス規制適合車への代替促進を進めるほか、新長期規制

の２年前倒しなどの単体規制の一層の強化、無駄なアイド

リングの防止等エコドライブの推進を図るなど、ディーゼ

ル車の排出ガス対策の充実・強化に積極的に取り組んでい

くこととしております。更に、低公害車・低排出ガス車・

低燃費車の開発及び普及の促進を図るとともに、次世代の

低公害技術である燃料電池自動車等についてもその技術的

な評価の確立に取り組んで参ります。

また、循環型社会を構築するため、使用済み自動車の不

法投棄の防止、リサイクル部品の利用促進による自動車の

リサイクル率向上を推進していくほか、自動車のフロン回

収の適正処理に取り組んでいかねばならないと考えており

ます。なお、昨年11月には、「財団法人自動車リサイクル

促進センター」が設立されたところであり、今後ともリサ

イクルの促進及び環境対策の推進に係る関係業界の一層の

取組み強化を期待したいと思います。

次にＩＴの革新的な進歩を踏まえて、高度道路交通シス

テム（ITS）については、従来よりITSの全体構想を踏まえ

て積極的に取り組んできております。特に、先進安全自動

車（ASV）につきましては、昨年、公開デモンストレーシ

ョンを行うとともに、道路走行支援システム（AHS）との

共同実験を行ったところであります。この成果も活用し、

実用化に向けて引き続きASVの研究開発及び標準化等を推

進するとともに、車々間通信の研究開発や道路運送事業に

おけるＩＴ化も支援して参りたいと考えております。

年 頭 の 辞

運輸省自動車交通局　局長　縄野克彦
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また、昨年７月、「ナンバープレートの活用方策等に関

する懇談会」において、今後のナンバープレートのあり方

等の検討結果をお取りまとめいただいたところであり、こ

れらの意見を踏まえ、ナンバープレートに登録情報等を電

子的に記録してITSに活用するシステムの構築など、新た

な社会的要請に的確に応えるよう必要な措置を講じて参り

たいと考えております。

次に深刻化する都市交通問題に対しては、安全と環境に

配慮した交通システムの形成を図ることが重要でありま

す。

このため、ITSも積極的に活用しながら、公共交通機関

の利用促進、共同輸配送をはじめとする物流の効率化を通

じて自動車交通量の抑制等を図ることが有効であります。

とりわけ本年１月６日に国土交通省が発足するのに伴い、

オムニバスタウン構想など公共交通機関の活用と街づくり

を一体として支援していく取り組みについて、これまで以

上に関係部局との密接な連携を図り、利用者にとって利用

しやすい環境を整備して参ります。

更に、21世紀の少子・高齢化社会の本格的な到来等に対

応するため、昨年11月に交通バリアフリー法が施行された

ことに伴い、ノンステップバス等の導入に対して支援措置

を講ずるほか、ノンステップバスやタクシー車両の仕様や

構造の標準化を通じて、その導入促進を図り、自動車交通

のバリアフリー化の推進に努めて参ります。

バス・タクシー事業については、昨年、需給調整規制の

見直しについて、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時

措置法の一部改正法が可決・成立し５月26日に公布されま

した。生活交通の確保のための補助制度等のあり方や改正

法施行に伴う運用基準の策定等、今後、残された課題があ

りますが、新しい制度を円滑に実施すべく、平成14年２月

１日の施行に向けて、関係者の皆様のご意見を十分伺いな

がら諸準備を進めて参りたいと考えています。

また、運転代行業につきましては、タクシー類似行為の

排除等の適正化のための方策を検討し、本年の通常国会に

警察庁と共同で法律案を提出するべく作業を進めていくこ

ととしています。

一方、トラック事業については、輸送量にようやく回復

の兆しが見られてきているものの、運賃水準の低迷など、

厳しい経営環境が続いておりますが、高度化・多様化する

顧客ニーズに対応した質の高い輸送サービスが要求される

とともに、環境問題への対応、輸送の安全の確保など重要

な課題を抱えております。このため、ルールに基づく適正

かつ健全な事業運営が確保されるよう努めますとともに、

物流ネットワークの効率化を進める見地からの社会資本整

備、ＩＴ化の推進などを図って参りたいと考えております。

自動車の検査・登録業務については、自動車保有台数の

増大に対応して業務の円滑化・効率化を図るとともに、ユ

ーザー利便の向上を図っていく必要があります。このうち、

検査業務については、自動車検査業務のうち検査場におけ

る検査業務について、平成14年度前半に独立行政法人へ移

行することとなっております。今年は、同法人の設立に向

けた準備作業を鋭意進めていき、独立行政法人の目的であ

るより質の高い行政サービスの提供を目指していきたいと

考えております。

また、「高度情報通信社会推進本部」における「バーチ

ャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組に

ついて」の政府決定に沿って申請者負担の軽減等を図るべ

く、関係省庁と連携し、引き続き、自動車保有関係手続の

ワンストップサービス化を推進して参ります。

自動車の点検・整備については、その確実な実施が交通

事故の防止や環境の保全にとって重要であることから、点

検整備推進運動の充実を図り、点検・整備の着実な実施に

万全を期して参りたいと考えております。また、車両総重

量８トン未満のトラックなどの車検期間の延長や点検項

目・実施時期の見直しを内容とする改正道路運送車両法が

昨年５月１日から実施されており、改正により影響を受け

る整備事業者の近代化等を支援するため、13年度も自動車

整備近代化資金の積み増しによる支援を行うこととしたと

ころであります。

更に、昨年７月には、三菱自動車工業（株）によるリコ

ール隠し問題で、一連の不正行為に対する企業の責任のあ

り方が問われる事件として社会問題となったことは記憶に

新しいところです。今後は、これらへの対応として、自動

車メーカーへの指導・監督を強化するとともに、24時間自

動車不具合情報受付システム、自動車不具合情報ホットラ

イン等を本格的に導入し、自動車ユーザーからの不具合情

報の幅広い収集・分析の強化に努める等、これまで以上に

リコール制度の適正な運用を図っていくこととしておりま

す。

加えて自動車産業は、企業間の合併、系列化、生産拠点

の国際展開等に象徴されるように急速な国際化が進展して

おり、自動車交通行政もこれにあわせグローバルな視点で

の施策の展開が求められております。

このため、我が国は、自動車の装置に係る国連の相互承

認協定への加入や自動車の安全・環境基準の統一を促進す

るための国連による車両等の世界的技術規則協定（いわゆ

るグローバル協定）の締結を行ったところですが、このグ

ローバル協定が昨年８月に発効したことを踏まえ、自動車

の世界的基準調和推進のため、引き続き積極的な役割を果

たしてまいりたいと考えております。

以上、所信の一端を申し述べて参りましたが、こうして

いる間にも、運輸省が国土交通省へと衣替えする日が刻一

刻と迫って参ります。国土交通省の一員として、統合メリ

ットを活かした形で新世紀を見通した自動車交通行政のビ

ジョンをどれだけ具体的に提案し、それに基づく施策を実

現できるかが最大の課題であると思っております。自動車

交通行政に対する課題は益々増大し、複雑化して参ります

が、新しい世紀の幕開けの年として皆様のご期待に応えら

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。

（縄野克彦氏は平成13年１月６日付にて海上保安庁長官に就任しました。）
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平成12年11月27日、名古屋地方裁判所は、大気汚染公

害訴訟について、原告住民全面勝訴の判決を言い渡しまし

た。1月31日の神戸地方裁判所と同じく、判決は、浮遊粒

子状物質（SPM）と健康被害の因果関係を容認し、国及び

道路管理者に対し、被害者への補償と一定限度の排出差し

止めを内容とするものです。1997年の地球温暖化防止京都

会議を経て、自動車による大気汚染低減に関心の高まりが

みられるなか、このような判例も追い風となり、環境と共

生可能な車社会の実現が強く求められています。また、下

記に触れます東京都の事例のように、自治体主導によるク

リーンエネルギー自動車普及策も推進されております。

そこで、最近のクリーンエネルギー自動車の普及･促進

に関する話題をご紹介します。今回は、現在、急速に普及

が進んでいる圧縮天然ガス自動車と、将来のクリーンな車

として開発動向が注目される燃料電池自動車についての国

内外の最新情報をご紹介します。

普及段階にある 圧縮天然ガス自動車
圧縮天然ガス自動車への追い風

東京都では、ディーゼル車からの排出ガスによる大気汚

染を改善するため、都内でのディーゼル車の使用を制限す

る 「ディーゼルNO作戦」 を展開しています。また今年度

に入り、圧縮天然ガス自動車（CNG車）と液化石油ガス自

動車（LPG車）等の新市場の創造に向けた取組みを進める

ための新市場創造戦略会議を発足させました。会議に参加

している運送事業者が提示した計画によると、平成12年度

から平成17年度にかけて東京都内でCNG車5,074台、LPG

車4,575台、合計9,649台の導入が見込まれています。埼玉

県もこうした動きに追従する意向を明らかにしています。

右上図に示したように、CNG車の普及台数は着実に伸びて

います。CNG車をすでに導入しているユーザの方々も、排

出ガスのより少ないクリーンな自動車を保有することに追

い風を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

第７回国際天然ガス自動車会議

このようななか、平成12年10月17日（火）から19日

（木）の３日間にわたり、第７回国際天然ガス自動車会

議・展示会がパシフィコ横浜で開催されました。

国内から約600人、海外から約300人の研究者・関係者

が集まり、天然ガス自動車技術、天然ガス自動車の普及施

策などの観点から論文発表・ポスター発表を通じて活発な

情報交換が行われました。展示会には、天然ガス自動車メ

ーカー、天然ガス自動車部品メーカー、その他関連企業・

団体の参加がありました。展示会には1万3000人の方の入

場がありました。

注目の新技術としては、参考出展されたキャパシター式

蓄電容器付きのCNG自動車が挙げられます［次頁写真］。

CNGエンジンと、ブレーキエネルギーをキャパシター式蓄

電装置に最大限に回収して駆動する高効率モーターとを組

合せることにより、低燃費、低公害を狙っています。キャ

パシターとは、電気二重層と呼ばれる固体と液体との界面

に正負の電荷が蓄えられることを利用したエネルギー蓄

積・供給装置で、大電流の充放電や急速充放電が可能、寿

命は半永久的という、画期的な二次電池です。これまでは

電子機器のバックアップ電源等に用いられてきましたが、

上記の特徴を利用し、用途の拡大が期待されています。

最近のクリーンエネルギー自動車の話題

天然ガス自動車の普及状況　［平成12年1月～10月］

（財）運輸低公害車普及機構の展示ブース
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また、独フォルクスワーゲン社の車両をベースとしたク

セニッツ社のノンステップ（低床）CNGバス「クセニッツ」

が展示されました［写真］。従来からのディーゼルモデル、

ガソリンモデルをベースに、CNGを燃料とするモデルが登

場しました。低床に加え車椅子単独での昇降が可能なシス

テムを採用し、環境と福祉を考えた車両となっていること

が特徴です。このバスのディーゼルモデルは、すでに石川

県金沢市が平成11年春より導入し、公共交通が不便な地域

を中心に住宅地と交通結節点や商店街などを結ぶ循環バス

として利用されています。

この会議では、世界中から93編の論文発表がありました。

当財団も、平成10年度から12年度に実施した「地域内物

流共同輸配送へのCNG車の導入に関する調査」について

のポスター発表を行いました。

欧州の取組み

天然ガス自動車の開発・普及に関係する団体を中心とし

て組織されている天然ガス自動車フォーラムでは、欧州に

おける大気環境改善対策に関する調査を主旨とした調査団

を結成し、平成12年11月上旬に、欧州の天然ガス自動車

を中心とした低公害車の開発状況や導入の実態及び普及戦

略などの調査を行いました。本調査には当財団も参加しま

した。以下に、訪問調査を実施した国のうち、ドイツ、フ

ランスにおけるCNG車に関する最新状況等をご紹介しま

す。（まとめは表を参照）

［ドイツ］

ドイツでは、CNG車の積極導入が政府の方針となってい

ます。ベルリンでは、1,000台のCNG車導入が計画されて

おり、既に2000年度分としてタクシー100台の導入が決定

しています。

CNG車価格はガソリン車に比べ、乗用車・小型トラック

が5000～1万マルク（25万～50万円）、バス・トラックが

５万～８万マルク（250万～400万円）割高ですが、連邦

政府・州政府は、自動車メーカーに対して助成金を支給し

て価格差を縮小しています。

燃料に対する助成金措置も実施されており、ガソリンへ

のエコロジー税課税を考慮すると、市場価格でガソリン2

マルク（約100円）／リットル、天然ガス１マルク（約50

円）／m3です。

天然ガス充填所は現在、ドイツ国内に145カ所あり、

2001年度、新規に10カ所建設される予定です。

［フランス］

天然ガス車の普及促進、エネルギー供給源の多様化推進、

環境保護を目的に、フランス産業省（日本の経済産業省に

相当）とガス協会加盟メーカーにより、1994年にフランス

天然ガス協会が設立されています。

車両価格は、ガソリン車に比べて約20％高くなっていま

す。ガソリン車との価格差は、CNG乗用車は1万5000～2

万フラン（24万円～32万円）、CNGバスが25万フラン

（400万円）ほどです。

助成措置としては、CNGバスに対するもの（ベース車と

の差額の25％（4,000～5,000フラン））や、メーカーに対

するもの（開発費に対する助成）があります。

パリ市には現在、約4,000台のバスがあり、パリ交通局

では大気汚染対策として天然ガスバスの導入に積極的に取

り組んでいます。特にノンステップバスの導入が進んでい

ます。2001年前半までに、2,200台にDPF（ディーゼル・

日産ディーゼル工業（株）が発表したキャパシター付
CNGトラック

低床CNG都市バス
「クセニッツ」

（財）運輸低公害車普及機構ポスター発表の様子
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パティキュレート・フィルター）を装着するほか、1,500

台を低硫黄軽油を利用したバスに代替することが計画され

ています。また、バスの耐用年数を現在の15年から10年

に短縮し、全車両をバリアフリーのノンステップバスとす

る計画もあります。バス価格はディーゼルバスに比べて

20％高い75万フラン（200万円高い、1,200万円）です。

将来の選択肢　燃料電池自動車
燃料電池とは？

水を電気分解すると水素と酸素が発生しますが、燃料電

池はこの逆の過程で、水素に空気中の酸素を化学反応させ

て電気をとりだすものです。これに伴って水が生成されま

す。したがって、燃料電池を動力源とする車からの排出物

は純粋な水蒸気（H2O）です。

この燃料電池自動車は、これまでの内燃機関と比較し、

非常に高いエネルギー効率を達成することが可能です。一

般的な内燃機関の場合、燃料の持つエネルギーのうち実際

に自動車の駆動に活用しているエネルギーは10～20％程

度です。しかし、燃料電池自動車の場合は、将来的には

30％以上のエネルギー効率をあげることが可能と期待され

ています。

米国カリフォルニア州の取組み

カリフォルニア州では、燃料電池自動車の実用化に弾み

をつけるため、自動車業界、石油業界、政府等が協調して

パートナーシップを組むことになりました。すでに本誌

No.6でも、1999年4月に発足したばかりのこの「カリフォ

ルニア燃料電池パートナーシップ」をご紹介しました。

このパートナーシップは、同州ウエストサクラメントに

走行試験等の本拠地を建設中で

したが、このたびこれが完成し、

11月1日に開設式が行われまし

た。参加団体はもとより、招待

の小学生を含め広く一般からも

数百人が参加するなか、燃料電

池自動車の展示・試乗が実施さ

れました。

1999年の発足以来参加パートナーが増え、2000年12月

末の段階での参加状況は下表のようになっています。

この施設は、ハイウェイ沿いの産業地区内にあり、前面

には、参加団体の拠点がある国の国旗が掲げてあります。

各参加団体は、パートナーシップ施設内に個別のスペース

を持っています。［外観は次頁写真参照］

敷地内には、燃料パートナーが共同で設立した水素充填

所［写真］があり、ここでは圧縮水素（約 217kg/m2、

364kg/ m2）、液体水素の両方を供給することが可能です。

パリ交通局の天然ガス自動車

ドイツとフランスにおける天然ガス自動車に対する優遇措置

ドイツ フランス

ベース車との価格差 ￥ ￥

乗用車、小型トラック 25万～50万 24万～32万

トラック、バス 250万～400万 200万～400万

優遇措置

メーカーへの補助 ○ ○

車両価格について ○

燃料価格について ○

米国ジョージタウン大学ホームページより

パートナーシップロゴ

技術パートナー�
ダイムラー・クライスラー�

フォード・モーター・カンパニー�
ゼネラル・モーターズ(GM)�

本田技研工業�
現代自動車�
日産自動車�

フォルクス・ワーゲン(VW)�
トヨタ自動車�

バラード・パワーシステムズ�
インターナショナル・フーエル・セルズ(IFC)

  準パートナー�
燃料�
 エアプロダクツ・アンド・ケミカルズ�
 メタネクス�
 パラクセア�
バス・デモンストレーション�
 ACトランジット�
 サンライン・トランジット�

 政府パートナー�
カリフォルニア州大気資源局(CARB)�
カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)�
南カリフォルニア州大気資源局(SCAQMD)�
米国エネルギー省(DOE)�
米国運輸省(DOT)

 燃料パートナー�
ブリティシュ・ペトロリアム(BP)�
シェル・ハイドロジェン�
テキサコ�
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燃料電池乗用車を出展したのは、ＧＭ/オペル、フォード、

ダイムラー･クライスラー、フォルクスワーゲン、日産、

ホンダ、現代でした。この他、ダイムラー･クライスラー、

燃料電池システムメーカーのエクゼルシスを中心とするチ

ーム、米国運輸省の委託を受けてプロジェクトの運営管理

を担うジョージタウン大学を中心とするチームが、燃料電

池バスを展示していました。

燃料電池自動車の排出ガス

はじめにご紹介したとおり、燃料電池自動車は、燃料が

水素の場合、排出物が水だけであり、これまでの内燃機関

と比較し、非常に高いエネルギー効率を達成することが可

能なことから、21世紀のクリーン自動車として期待を集め

ています。

ここでは、燃料電池自動車の具体的な環境影響をご理解い

ただけるよう、メタノールを燃料とする燃料電池バスを開

発しているジョージタウン大学が公表した排出ガスのデー

タをご紹介します。

下図からお分かりいただけるように、燃料電池の排出ガ

スは、環境基準に照らしても非常に少ない値となっていま

す。燃料電池自動車は、排出ガスの少なさ、そして効率の

高さゆえに大変注目されているわけです。

◇・◇・◇　ミニ情報　◇・◇・◇

平成12年10月20日（金）から21日（土）にかけて、カ

ナダのモントリオールにて、国際エネルギー機関（IEA）

ハイブリッド・電気自動車実施協定執行委員会（第15回）

が開催されました。当財団は、日本政府指定機関としてこ

の委員会に出席致しました。

今後の活動テーマとして、「燃料電池」、「ハイブリッド

自動車・電気自動車への再生エネルギー利用」等が挙げら

れています。詳細な提案がなされれば、次回以降の執行委

員会で具体的に討議される予定です。本誌でも活動状況を

ご報告していきます。

ジョージタウン大学のメタノール改質型燃料電池バス

カリフォルニア州パートナーシップ拠点の外冠

水素充填所（側面）

（正面）

1998年　米国環境保護庁�
　　　　トランジットバス基準�

メタノール100％�

メタノール85％�

エタノール95％�

天然ガス�

〔g/bhp・h〕�

燃料電池�

執行委員会参加者

国際エネルギー機関ハイブリッド・
電気自動車実施協定のホームページ
ができました。�
  http://www.ieahev.org（英語）�



地　　区 メタノール CNG車 ハイブリッド車 計

北　　海　　道 0 36 0 36
宮　　城　　県 0 19 0 19
新　　潟　　県 0 2 0 2
茨　　城　　県 3 7 2 12
埼　　玉　　県 15 97 0 112
千　　葉　　県 17 66 1 84
東　　京　　都 97 652 13 762
神　奈　川　県 6 66 0 72
群　　馬　　県 0 0 2 2
山　　梨　　県 0 7 0 7
静　　岡　　県 0 28 0 28
愛　　知　　県 2 146 0 148
奈　　良　　県 0 1 0 1
京　　都　　府 0 55 0 55
大　　阪　　府 20 419 0 439
兵　　庫　　県 7 126 0 133
広　　島　　県 1 30 0 31
鳥　　取　　県 0 1 0 1
福　　岡　　県 0 19 0 19
愛　　媛　　県 0 0 1 1
高　　知　　県 0 0 2 2
徳　　島　　県 0 0 1 1
鹿　児　島　県 0 2 0 2

合　　　　　計 168 1,779 22 1,969
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日　時：平成12年12月８日（金）15：30～16：30

場　所：中部運輸局会議室

開会挨拶（石指自動車部長）

議題

（1）活動状況報告について

１ 運輸局の取り組み状況について

（中川貨物運送適正化対策課長）

２ 各県トラック協会の取り組み状況について

愛知県トラック協会（佐藤専務）

静岡県トラック協会（中川専務）

岐阜県トラック協会（専務代理　川瀬氏）

三重県トラック協会（太田専務）

福井県トラック協会（古野専務）

石川県トラック協会（吉田専務）

富山県トラック協会（専務代理　福山氏）

（2）今後の活動計画について

（中川貨物運送適正化対策課長）

１ 天然ガストラックの説明会・展示会の開催（小牧、

浜松、岐阜、金沢）

２ 会員の活動を有機的に連携させるための環境づくり

の一環としてカレンダーの作成（愛知県）

３ アイドリングストップ運動・省エネ走行の励行・低

公害車の導入促進・NOx最新規制適合車への代替

促進

４ ホームページの拡充、インターネットの充実

日　時：平成12年12月18日（月）13：30～15：30

場　所：中国運輸局３階会議室

開会挨拶（田中自動車部長）

議題

（1）低公害車の導入状況について

● 中国運輸局より概要説明

（2）低公害車の開発及び普及状況について

● 運輸低公害車普及機構より概要説明を行った。

（3）低公害車の燃料充填整備状況について

● 各地区ガス会社より状況報告がなされた。

広島ガス・鳥取ガス・松江市ガス局・岡山ガス・山

口合同ガス

（4）各県トラック協会の環境対策への取り組みについて

● 各県トラック協会より取り組み状況の報告があった。

広島県トラック協会・鳥取県トラック協会・島根県トラ

ック協会・岡山県トラック協会・山口県トラック協会

第3回　中部地区
エコトラック推進協議会

「環境と自動車について考えるシンポジウム」
日時‥平成12年11月20日（月）13：30～15：30 場所‥日本海運倶楽部２階大ホール　主催‥（財）交通エコロジー・モビリティ財団、

（財）運輸低公害車普及機構、（財）日本電動車両協会　　後援‥環境庁、通商産業省、運輸省　主催者代表挨拶（金丸純一交通エコロジ

ー・モビリティ財団理事長　来賓挨拶（後援各省大臣及び与党交通部会長） 講演「自動車交通と自動車税制のグリーン化」（石　弘東京

大学教授・運輸政策審議会環境小委員長） 講演「道路交通における環境問題と対応策」（石谷　久東京大学工学系研究科教授）

ミ
ニ
情
報

第3回　中国地区
エコトラック推進協議会

●低公害車の地域別普及台数（稼働台数） （台）

（注）（財）運輸低公害車普及機構が普及に関わったもの

低
公
害
車
普
及
状
況

（
平
成
12
年
12
月
末
現
在
）
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日時‥平成12年11月22日（水）13：30～17：00

場所：西部ガス株式会社　ガスホール（パピオン24）

主催：九州エコ・トラック推進協議会、（財）運輸低公害車

普及機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構

後援：九州運輸局、福岡県、福岡市、北九州市

（社）全日本トラック協会、九州トラック協会

協賛：西部ガス（株）、いすゞ自動車（株）、三菱自動車工

業（株）、日野自動車（株）、トヨタ自動車（株）、日産

ディーゼル工業（株）、各販売会社

開会挨拶（1）九州運輸局長　中西基員氏

（2）当機構会長　杉浦喬也氏

基調講演　「運輸と環境保全」

福井工業大学教授・京都大学名誉教授　池上　詢氏

パネルディスカッション

「環境にやさしい21世紀の車社会をめざして」

コーディネーター

（財）運輸低公害車普及機構　常務理事　笠松一郎氏

パネリスト　九州運輸局　自動車部長　山口一朗氏

都市経済研究所　主任研究員　福井康子氏

九州トラック協会　会長　藤元昭二郎氏

西部ガス（株） 理事　岩崎　健氏

低公害車の展示会

場所：西部ガス（株）、パピオン24、ピロティー（12：00

～16：00）

いすゞエルフ・三菱キャンター・日野デュトロ等、

天然ガス車両の展示説明会を開催した。

日時‥平成12年11月28日（火）14：00～16：40

場所：東京ガス株式会社（浜松町）本社ビル２階ホール

主催：関東地区エコ・トラック推進協議会、（財）運輸低公

害車普及機構、新エネルギー・産業技術総合開発機

構

後援：関東運輸局、（社）全日本トラック協会、関東トラッ

ク協会

協賛：東京ガス（株）、いすゞ自動車（株）、日産ディーゼル

工業（株）、三菱自動車工業（株）、トヨタ自動車（株）、

日野自動車（株）

開会挨拶（1）関東運輸局　企画部長　岡部直巳氏

（2）当機構会長　杉浦喬也氏

基調講演　「トラック運送事業と環境問題」

早稲田大学商学部教授　杉山雅洋氏

パネルディスカッション

「環境にやさしい21世紀のトラック運送事業をめざして」

コーディネーター　早稲田大学商学部教授　杉山雅洋氏

パネリスト　川崎市環境局　公害部長　橋本孝一氏

トヨタ自動車（株）第二開発センター第二パワートレーン課

パワートレーン部　主担当員　加藤吉郎氏

東京ガス（株）天然ガス自動車部長　島　修氏

関東トラック協会　常任理事　木島一也氏

（財）運輸低公害車普及機構 常務理事　笠松一郎氏

低公害車の展示会

場所：東京ガス（株）本社ビル西側ピロティー（12：00～

15：00）

トヨタダイナ・日産ディーゼルコンドル等、天然ガ

ス車両の展示説明会を開催した。

環境フォーラム in 福岡
「環境にやさしいトラック運送事業をめざして」

トラック運送事業　環境フォーラム in 東京
「環境にやさしい21世紀のトラック運送事業をめざして」

地区 スタンド名称 所在地 開設予定

北　　陸
新発田エコ･ステーション 新発田市豊町1－4－23 2001年3月
長田エコ･ステーション 金沢市駅西本町 2001年3月
春日部エコ･ステーション 春日部市緑町4－7－34 2001年3月
所沢エコ･ステーション 所沢市東新井町 2001年3月
駒岡エコ･ステーション 横浜市鶴見区駒岡2－247－1 2001年2月
都筑エコ･ステーション 横浜市都筑区東方町 2001年3月
多摩エコ･ステーション 多摩市貝取 2001年3月

関　　東 西新宿エコ･ステーション 新宿区西新宿 2001年3月
国立エコ･ステーション 国立市和泉 2001年3月
グットハンド東大和エコ･ステーション 東大和市仲原 2001年3月
町田エコ･ステーション 町田市木曽町 2001年3月
横須賀エコ･ステーション 横須賀市平成町 2001年3月
袖ケ浦エコ･ステーション 袖ヶ浦市長浦拓 2001年3月
成田空港エコ･ステーション 成田市三里塚御料牧場 2001年3月

中　　部 小牧エコ･ステーション 小牧市多気中町 2001年2月
国道伏見エコ･ステーション 京都市伏見区下鳥羽癜女町47 2001年1月

近　　畿 池田エコ･ステーション 池田市豊島北1－126 2001年3月
敏馬エコ･ステーション 神戸市灘区岩屋町4－50 2001年3月

九　　州
西福岡エコ･ステーション 福岡市西区十六町 2001年2月
唐津エコ･ステーション 唐津市神田 2001年3月

●現在建設中で今年度内にオープンが予定されているＣＮＧスタンド

資料提供
（社）日本ガス協会

●当機構の笠松常務理事が下記のテレビ番組に出演が予定されています。
ＮＨＫ　教育ＴＶ「金曜フォーラム」２月23日（金）23：00～24：10
車と環境シンポジウム「環境にやさしい新交通システムを考える」
なおこのシンポジウムには問題提起として当機構杉浦会長の基調講演も予定されております。（非放映）
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自動車環境問題に関する用語を取り上げて解説する「な
るほど！ザ・ワード」 第２弾は、「大気汚染に係る環境
基準」です。

大気汚染に係る環境基準

日本の公害防止に関する法律は、公害対策基本法（昭

和42年）の制定により始まり、平成５年11月、環境

基本法の施行により体系化されてきました。環境基本法に

は、環境保全についての基本理念を定め、環境保全に関す

る施策の基本事項が定められています｡この環境基本法第

三節第16条では環境基準を「大気の汚染、水質の汚濁、土

壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、

人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準」と規定し、行政上の政策目標とな

っています。具体的には、自動車の排出ガスに起因した主

な汚染物質に関する環境基準は下表の通りです｡

国内における大気汚染の状況

公害対策基本法のもとに、昭和43年、大気汚染防止法

が大気汚染防止対策の基本法として制定されました。

これにより、各都道府県では大気の汚染の状況を常時監

視する測定局を設置しています。測定局には、住宅地など

の一般的な生活空間における大気汚染の状況を把握するた

めの一般大気測定局（一般局）と、道路周辺における状況

を把握するため沿道に設置される自動車排出ガス測定局

（自排局）があります。平成10年度の二酸化窒素に係る有

効測定局は、一般局が、717市町村1,466局、自排局は、

238市町村392局です。

測定の結果、二酸化窒素や浮遊粒子状物質についての環

境基準を満たしていない測定地域の割合は近年概ね横ばい

で推移し、大都市地域を中心に環境基準達成状況は依然低

い水準となっています。

大気汚染の防止対策

大気汚染防止法により、工場・事業所からのばい煙、

粉じん、自動車排出ガスが規制の対象となりました。

自動車からの排出ガスは、大気汚染防止法により、自動車

1台毎の排出ガス許容限度を定め、道路運送車両法により

定める車両保安基準によって確保する仕組みが取られてい

ます｡ 昭和48年以降は、排出ガス規制が強化されること

により、自動車単体からの大気汚染物質の削減が図られて

きましたが、一方で、自動車保有台数の増加、走行量の増

加により、自動車単体の排出ガス低減の効果が相殺されて

いることが考えられます｡

参考：環境省のホームページ http://www.env.go.jp

国立環境研究所環境情報センター 環境数値データベース

http://www.nies.go.jp/japanese/nies-db/
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�
１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下
であり、かつ、１時間値が0.20mg/m3以
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�
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１時間値が0.06ppm以下であること�
（Ｓ48.5.8告示）�
�
１時間値の１日平均値が0.04ppm以下で
あり、かつ、１時間値が0.1ppm以下で
あること（Ｓ48. 5.16告示）�

＊１）１時間値：１時間ごとに計測される値。�
＊２）ppm：体積割合をいう単位１ppmは1,000,000分の１�
＊３）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活

していない地域または場所については、適用しない。�
＊４）浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってそ

の粒径が10μｍ以下のものをいう。�
＊５）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイト

レートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中
性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二
酸化窒素を除く。）�
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低公害車・燃料供給施設（平成12年12月末現在）

●メタノール･ CNG供給スタンド所在地一覧表

供給スタンドの設置については、（財）エコステーション推進協会、日本自動車ターミナル（株）、（社）日本ガス協会等各関係先と連携をとり推進しています。
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いよいよ21世紀の幕開けです。21世紀は
全てが国際化のもとに進み、ボーダーレス
化のなかで、物事の解決を図っていくこと
になると思います。
途上国のモータリゼーション化は益々進

み、おびただしいスモッグがアジア上空を
覆うのは紛れもない事実です。その分、先
進国は減速しないと、21世紀中に地球がも
つかどうかわかりません。こんな一見簡単

ですが、困難な、しかも重要な問題をひと
りひとりが真剣に考えなければならない時
がやって来ました。地球環境保全に国境は
ありません。自動車の恩恵を受けている全
ての人が地球を守らなければ守る人はいま
せん。
スモッグのない正月の空を見上げていた

ら、こんなことが頭をよぎりました。

ニュースLEVO 2001. No.12
発　行 （財）運輸低公害車普及機構
発行日 2001年1月31日
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目14番地8

YPCビル
TEL. 03（3359）8461（代表）
FAX. 03（3353）5430

■メタノール供給スタンド
平和島メタノールスタンド　 東京都大田区平和島2-1-1
板橋メタノールスタンド 東京都板橋区高島平6-1-1
神戸メタノールスタンド 神戸市東灘区深江浜町65
大宮エコステーション 大宮市三橋6-699-1
東大阪メタノールスタンド 東大阪市本庄中1-87
西宮鳴尾エコステーション 西宮市鳴尾浜1-1
トリビオえびなエコステーション 海老名市本郷4037
横浜エコステーション 横浜市緑区長津田町4375-3
越谷エコステーション 越谷市相模町1-3-3-71
安城エコステーション 安城市東栄町横根畑
多賀SA（上り） 滋賀県犬上郡多賀町
多賀SA（下り） 滋賀県犬上郡多賀町
新木場エコステーション 東京都江東区新砂1-625-72
ルート41小牧SS 愛知県小牧市多気東町28-1
東扇島給油所（注） 川崎市川崎区東扇島17-6
（注）M85燃料供給設備

■CNG供給スタンド
北海道
ひばりヶ丘エコ・ステーション 札幌市厚別区厚別中央１条２丁目
大谷地充Q所 札幌市厚別区大谷地東１丁目
北５条充Q所 札幌市東区北５条東５丁目
二十四軒エコステーション 札幌市西区二十四軒２条７丁目
石狩エコ・ステーション 石狩市新港西１丁目765-1
東　北
新港工場天然ガス充Q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
関　東
千住天然ガススタンド 東京都荒川区南千住3-28-1
板橋天然ガススタンド 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
平和島エコ・ステーション 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
隅田商事永代橋エコ・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
江戸川エコ・ステーション 東京都江戸川区谷河内2-10-13
足立エコ・ステーション 東京都足立区堀ノ内1-14-17
保谷エコ・ステーション 東京都保谷市柳沢2-19-20
昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 昭島市福島町1000番地
日野エコステーション 日野市日野台
鶴見天然ガススタンド 横浜市鶴見区末広町1-7-7
平沼天然ガススタンド 横浜市西区西平沼5-55
根岸天然ガススタンド 横浜市磯子区新磯子町34
金沢エコ・ステーション 横浜市金沢区幸浦2-6-6
厚木エコ・ステーション 神奈川県厚木市下津古久字竹屋敷598-3
川崎元木エコ・ステーション 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
ミツウロコ平塚エコ・ステーション 神奈川県平塚市田村5635
浦和エコ・ステーション 埼玉県浦和市中島2-22-14
指扇駅前エコ・ステーション 大宮市大字西遊馬1243
川口エコ・ステーション 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
新座エコ・ステーション 新座市栗原3-11-23
東武越谷エコ・ステーション 埼玉県越谷市瓦曾根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

千葉幸町エコ・ステーション 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
牛久エコ・ステーション 茨城県牛久市牛久町3300
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字剣丸尾6663
山梨県甲府天然ガススタンド 山梨県甲府市飯田3-2-34
中　部
桜田エコ・ステーション 名古屋市熱田区桜田町19-18
エコ・ステーション八田 名古屋市中川区万町2412
港明エコ・ステーション 名古屋市港区港明2-3-5
名西エコ・ステーション 名古屋市西区中小田井2-427
丸の内エコ・ステーション 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 名古屋市名東区姫若町24
新出来エコ・ステーション 名古屋市東区出来町1-11-4
浜松上西エコ・ステーション 浜松市上西68-6-9
東邦ガス（株）総研内充Q所 愛知県東海市新宝町507-2
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
エコ・ステーション静岡 静岡県静岡市池田50-5
エコ・ステーション富士 静岡県富士市伝法字中村
木田エコ・ステーション 上田市新光町2-2-15
小新エコ・ステーション 新潟市小新字梅田3159
近　畿
五条御前エコ・ステーション 京都市下京区西七条赤社町25
上鳥羽エコ・ステーション 京都市南区上鳥羽北花名町14
南堀江エコ・ステーション 大阪市西区南堀江4-24-2
大阪府森之宮天然ガススタンド 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 大阪市此花区島屋2-128-1
巽エコ・ステーション 大阪市生野区巽東2-8-36
船町エコ・ステーション 大阪市大正区船町1-1-66
南津守エコ・ステーション 大阪市西成区南津守5-5-26
南港エコ・ステーション 大阪市住之江区南港東4-10
北大阪流通業務団地充Q所 大阪府茨木市宮島2-4-8
泉南天然ガススタンド 大阪府泉佐野市上瓦屋849-1
堺南出島エコ・ステーション 大阪府堺市出島海岸通4-4-24
東大阪エコ・ステーション 大阪府東大阪市今米2-9-49
八尾エコ・ステーション 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
茨木エコ・ステーション 大阪府茨木市三咲町5-17
泉大津天然ガススタンド 大阪府泉大津市新港町1-32
長田北エコ・ステーション 神戸市長田区北町1-6
石屋川エコ・ステーション 神戸市東灘区御影塚町4-3-20
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3-3-13
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 和歌山市小野町3-46-1
中　国
商工センターエコ・ステーション 広島市西区商工センタｰ7-4-1
西白島エコ・ステーション 広島市中区白島町22-15
鳥取エコ・ステーション 鳥取市幸町143-4
九　州
東浜充Q所 福岡市東区東浜2-9-118
山王エコ・ステーション 福岡市博多区東光寺町1-27-1
愛宕充Q所 北九州市小倉北区愛宕1-5-1
谷山エコ・ステーション 鹿児島市南栄3-25
幸神エコ・ステーション 北九州市八幡西区幸神1-11-2

編集後記


