
●「未来の車への期待」 NHK解説委員　谷田部　雅嗣

●〈リポート〉アジア･太平洋天然ガス自動車サミット2001が開催

●第26回先進自動車用燃料実施協定会議開催　IEA

●第２回「クリーン自動車普及戦略」専門家部会が開催　NEDO

●第５回　四国地区エコ・トラック推進協議会報告

●平成13年度第１回評議員会及び理事会開催　高橋榮一常務理事を選任

●低公害車フェア「エコカーワールド2001」が代々木公園にて開催

●〈なるほど！ザ・ワード〉第４回二酸化炭素（CO2）

●低公害車・燃料供給施設
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未来の車への期待
NHK解説委員 谷田部　雅嗣

ドイツ人ドライバーがアクセルを踏むと、たち

まち速度は200キロを超えた。初めて走る谷田部

のテストコース。大きくバンクしたカーブをあっ

という間に通り過ぎる。スピードや加速もさるこ

とながら、この車が水素を燃料に走っていること

の驚き。排気管から出るのは水だけだという。究

極のゼロエミッション車、淡い緑の帯のように流

れる木々を見ながら、未来に向かって走っていく

ような妙な感覚にとらわれていた。

今年の５月末、ドイツのメーカーが市販を予定

している水素自動車を日本自動車研究所で行った

走行試験に参加したときのことである。

ドライバーがステアリングホイールの横にある

小さな四角いスイッチを押す。燃料が水素からガ

ソリンに切り替わった。しかし、車は平然と高速

走行を続ける。スイッチを押すところを見てなけ

れば感じ取れない微妙な変化が起きただけである。

「水素スタンドが見つからないときはガソリンでも

走れます」市販されれば起こるであろう未来の現

実にもスイッチ一つで応えてくれる。実現可能な

技術を組み合わせて、水素で走ってしまおう。一

日でも早く炭素に依存しない「水素社会」を実現

させようという意気込みが伝わってくる。

主流になる技術になるのかどうか、素人である

私にはわからないが、ゼロエミッションという目

的を完璧に果たすだけの車では買う気にさせるの

は難しいのだろう。

現在、熾烈な競争の中で、燃料電池車の開発が

進められている。超低燃費車やハイブリッド車も

新しいアイデアで登場している。

技術的な困難性を競争の中で克服し、やがて素

晴らしい車社会がやってくるに違いない。そのと

きの主流はどんな形式の車なのか、市場はどんな

システムを選択するのだろうか。

私はかつて、生命進化の歴史をたどるテレビ番

組の制作に参加したことがある。NHKスペシャル

「生命　40億年　はるかな旅」というシリーズであ

る。宇宙飛行士の毛利衛さんにキャスターをお願

いしたが、ご記憶の方も多いのではないだろうか。

生命の歴史は地球環境との戦いの歴史である。

地球環境の変化に合わせて、何万年、何億年と長

い時間をかけて自らの仕組みを変えて生き残って

きた。ミクロに見れば微妙な差が環境のふるいに

かけられ、選び取られてきたわけである。決して

一気に壁を乗り越えるような進化があったわけで

はない。

40億年に及ぶ地道な生命活動は、一方で膨大な

量の大気中の二酸化炭素を固定し、その一部を化

石燃料という形で蓄積してきた。

生命の歴史から学ぶことは、人類が進化の頂点

ではないということだ。どんなに地球環境が変化

しても必ず生き残ることの出来た多様性が全てで

ある。

技術も生命進化と似ている。ほんの少しの改良

が積み重なって、大きな技術に育っていく。一人

の天才が大きく方向を変えることがあっても、技

術を実現するのは一人一人の技術者が現実と向き

合って出す小さな答えの積み重ねであろう。

ゼロエミッションを実現して走る未来の車も、

多様な技術者たちが出した多様な答えの積み重ね

に支えられているに違いない。

時代の主流となる技術を目指し、経済的な効率

に配慮して進められる技術開発を否定することは

できない。

しかし、一方で車の魅力は夢である。捉えどこ

ろがなくて、淡いものかもしれないが経済性とは

違っている。デザインともいえない。売れない不

細工な車が魅力的であったりもするのだ。

お仕着せではない多様性が未来の車にも備わっ

ていて欲しい。ゼロエミッション車を目指して開

発にあたる技術者たちはどんな多様性を持ってい

るのだろうか。

巻頭言
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アジア･太平洋天然ガス自動車サミット2001が開催
2001年４月９日から12日にかけてオーストラリア・ブリスベーンにて、天然ガス自動車会議：アジア・太平

洋NGVサミットが開催されました。この会議では、オーストラリアやニュージーランドのみならず、アジア、
欧州、米国から天然ガス自動車関係者が集まり、天然ガス自動車の技術や普及策などについて情報交換や議論が
活発に行われました。（財）運輸低公害車普及機構からも日本の圧縮天然ガス（CNG）自動車の普及状況および
当機構の活動について発表いたしました。
この会議から、アジア・太平洋地域の最新の天然ガス自動車事情をご紹介いたします。

アジア・太平洋各国の天然ガス自動車普及状況　―会議発表から―

アジア・太平洋各国の天然ガス自動車の普及状況および取りまく情勢等を中心に、30件の発表がありました。
なお、会議での発表の半分以上はオーストラリアからのものでしたので、特にオーストラリアの状況を詳しくご
紹介します。

会議が行われた

ブリスベーン・コンベンションセンター 規　　模

論文発表数　　30件

会議参加者　　約200名

参　加　国　　14ヶ国

オーストラリア（約160）、米国（8）、

エジプト（1）、中国（5）、ニュージー

ランド（4）、韓国（4）、ドイツ（3）、

マレーシア（2）、日本（5）、ナイジェ

リア（1）、カナダ（1）、オランダ（1）、

タイ（2）、シンガポール（2）

注）（ ）内は参加人数

展示会出展　約30社

オーストラリア

［オーストラリアのエネルギー事情］

表１にオーストラリアの一次エネルギー消費構成（％）を示

した。オーストラリアの一次エネルギー消費構成は、今後石炭

の消費量が減少し、天然ガスの消費量が増加するものと見込ま

れている。オーストラリアの一次エネルギー消費量は、１億

100万トン（石油換算；1996年）であり、日本の約1/5である

（日本は1996年は５億1000万トン）。オーストラリアは自国で

データ

人口：1,908万人（1999年12月31日）

国土面積：769万平方km
（日本は37.8万平方km）

自動車保有台数：約1,174万台
（2000年）



天然ガスを産出し、ガス田

と消費地の間は15,000km以

上の高圧パイプラインで結

ばれている。可採年数は約

90年である。

1990年から1998年の間に

約16.9%の二酸化炭素発生量が増加している。運輸部門はその間に約18％増加している。

［オーストラリアにおける天然ガス自動車・充填所普及状況］

オーストラリアには、自動車メーカーが無いため、完成車輸入が行われている。CNG車等、オーストラリアに合わせた仕

様の車両は、現地の改造メーカーにより改造されている。従って、改造車メーカーが多い。

オーストラリアでは、2001年時点で約2,100台の天然ガス自動車が走行している。自動車メーカーより供給されている天然

ガス専用自動車より、現地改造のデュアルフューエル

天然ガス自動車注）が多い。

オーストラリアでは、路線バスは、都市内の大気汚

染防止を目的にCNG専用バスが輸入されている。表４

の合計875台は、都市内で使用されている路線バス

8,640台の約10％に相当する。自治体所有のバス4,500

台の約19％に相当する。
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表１　オーストラリアの一次エネルギー構成（％）

年 天然ガス 石炭 褐炭 再生可能* 石油

1998-1999 18.1 28.1 13.3 5.8 34.6

2014-2015（見込み） 28.9 22.6 9.8 5.2 33.5

*水力等

表２　天然ガス自動車普及台数

自動車の形式 1997年 2001年

バ　ス 312 513

乗用車 434 244

フォークリフト 887 1,246

トラックおよびタクシー 113 79

その他 20 22

合　　計 1,766 2,104

表３　圧縮天然ガス充填所数

年 1997 2001 2002

充填所数 10 12 31（計画）

表４　圧縮天然ガスバス普及状況

普及台数 2001年発注台数

ブリスベン 13 120

シドニー 254 150

アデレード 130 103

パース 54 25

ビクトリア 24 0

ACT 2 0

合　　計 477 398

注） デュアルフューエル天然ガス自動車
天然ガスと軽油等の二種類の燃料を同時に使用する自動車。

［オーストラリアにおける燃料価格］

表５　オーストラリアにおける燃料価格　　　　（会議発表文献より）

燃　料 価格（A$/L） 価格（¥/L） 軽油等価（¥/L） 比

無鉛ガソリン 0.85 55.3 61.8 1.12

軽　油 0.85 55.3 55.3 1.00

LPG 0.40 26.0 39.7 0.72

CNG ＊ 0.40 26.0 26.0 0.47

＊ CNGの価格単位A$（オース
トラリアドル）または￥/m3：
換算1A$=65円
軽油等価価格は、発熱量を軽
油に合わせたときの価格。
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ガソリンと軽油のリットルあたりの小売価格はほぼ同じである。軽油の価格に対し、CNG燃料の価格は発熱

量ベースで約半分である。CNG車への改造が行われている一番大きな理由は、このようにCNGの価格が安いた

めである。LPGも軽油、ガソリンよりも安価である。

アジア・太平洋天然ガス自動車サミット
会議風景

ブリスベーン市内を走るCNGバス
世界の大都市でCNGバスを見かけることは決して

珍しくなくなった。

韓　　国

［韓国における天然ガス自動車・充填所普及状況］

韓国では、環境大臣がCNG自動車の普及に非常に積極

的で、CNGバスおよび充填所の大量普及を計画している。

データ

人口：4,685万人（1999年６月）

国土面積：9.9万平方km

自動車保有台数：約1,047万台（1998年）

表６　天然ガスバス・充填所導入に関する目標台数および計画予算

2000年 2001年 2002年 2003～2007 合　計

バ　ス 導入台数 1,100 1,254 2,646 15,000 20,000

予　算 24 28.8 60 338.4 450

充填所 導入箇所 30 38 32 300 400

予　算 21.6 26.4 22.8 210 279.6

合計予算 45.6 55.2 82.8 548.4 679.6

注） 予算単位：億円（原文はUS$で表示されていたので￥120/$で換算）

サッカーのワールドカップが開催される2002年までには、5,000台のCNGバス、100箇所のCNG充填所を整備したいとし

ている。また、2007年までには都市内で20,000台のCNGバス、400箇所のCNG充填所を整備したいとのことである。

上記のように圧縮天然ガスバスの大量導入を計画しているが、現状は以下のとおりとのこと。

CNGバス普及台数：119台　　　　　　CNG充填所：６箇所　（37箇所が建設中）

［CNGバス導入の課題および対策］

会議の中で、大気汚染対策、ワールドカップに向け今後CNG自動車を積極的に普及させていきたい旨の話があったが、同
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時に次のような課題も報告された。

・CNGバスの価格が高い

CNGバスとディーゼルバスの価格差は、US$25,830（約310万円）

（対応）税制優遇、適正なCNG燃料価格の設定（すくなくとも軽油比-20％に設定）

・CNG充填所建設コスト負担が大きい

バス50台充填可能な充填所１箇所建設するのにUS$600,000（約7,200万円）かかる。

・CNG充填所建設のための制限、住民の不安

充填所建設のための安全距離の確保（住居、学校等）、商業地域・森林地域での建設制限、住民のCNG充填所

に対する不安がある。

（対応）建設、開発に関する法律の改正、啓発

タ　　イ

［タイにおける天然ガス自動車普及状況］

タイでは、2001年に184台の天然ガス自動車が走行し

ているが、半分以上は改造車である。使用者では、公共

輸送局が多く、次いで個人タクシーとなっている。

［タイにおける燃料価格］

表８に示したように、タイでは天然ガスの価格が安い。

熱量換算で、CNGの価格は軽油の約半分である。この

ため徐々にCNG自動車の普及が図られている。

データ

人口：6,061万人（1998年）

国土面積：51.39万平方km

自動車保有台数：約465万台（1995年）

表７　天然ガス自動車普及台数

1993年 2001年

合計台数 82 184

車種内訳 乗用車 0 86

バス 82 95

トラック 0 3

製作内訳 専用 82 82

改造 0 102

使用者内訳 BMTA 82 92

PTT 0 11

バンコク市 0 3

空港バス 0 3

個人タクシー 0 75

注）BMTA：バンコク公共輸送局　PTT：タイ石油公社

表８　タイにおける燃料価格　　　（会議発表文献より）

燃　料 価格（バーツ／L） 価格（円／L） 備　考

無鉛ガソリン‐95 16.59 46.45

無鉛ガソリン‐91 15.59 43.65

軽　油 13.24 37.07

LPG 6.10 17.08 政府補助がない場合11.32バーツ/L

ガソホール 16.09 45.05

CNG 6.62 18.54

注）上記価格は、軽油等価価格（発熱量を軽油に合わせたときの価格）で示した。
タイ・バーツの円換算　　1バーツ＝2.8円
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マレーシア

［マレーシアにおける天然ガス自動車普及状況］

2001年３月時点でクアラルンプール市内および近郊で

約3,900台の天然ガス自動車が走行している。95％がタ

クシーである。

充填所は20箇所ある。また５箇所が建設中である。

2006年には162箇所の充填所を普及させる予定。

データ

人口：2,138万人（1998年）

国土面積：33.0万平方km

自動車保有台数：約306万台（1995年）

ま と め

（1） アジア･太平洋各国では、天然ガス自動車の普及台数は着実に増加している。

（2） アジア･太平洋各国における天然ガス自動車推進の背景は自国で天然ガスを産出する国が多く、天然ガスの価格が、ガ

ソリン・軽油の半分以下であることが大きい。

（3） 大きく分けると天然ガス自動車普及の形態は以下の

二つに分けられる。

・天然ガスの価格が安いので主として経済性を追求

………オーストラリア、マレーシア、タイ

（現地改造車が主体）

・低公害、代替エネルギーを主として追求

………日本、韓国、シンガポール

（および上記各国のCNGバス普及）

（4） アジア･太平洋各国では、石油代替、CO2低減（先進

国の場合）、天然ガスの経済性の観点で、天然ガス自動

車および充填所の普及を計画しており、今後その数は

増加していくものと思われる。

その他の国における天然ガス自動車の普及動向

発表論文で紹介のあった各国の天然ガス自動車の普及状況等は以下のとおりである。

LEVO発表風景

表９　各国における天然ガス自動車普及状況

国 NGV普及台数 充填所数 特記事項

イタリア 36万台/2000年 360/2000年 バス115台/2003年末目標

ドイツ 1万台以上 230/2000年

フランス 4,450 50/2001年 バス416台/現在、ごみ収集車50台/現在

スウェーデン 1500台以上 22 充填所25箇所計画中

アルゼンチン 63万台 896 月5,000台改造されている。

米　国 8万3000台 1,216 新規バス販売台数の25％はNGV
36州でNGV導入の優遇措置実施
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第26回国際エネルギー機関
先進自動車用燃料実施協定執行委員会

（財）運輸低公害車普及機構は、政府指定機関として国

際エネルギー機関（IEA）の活動に参加しています（詳し

くはニュースLEVO 1997 No.1）。

今年５月にIEAの研究開発活動の一環である先進自動車

用燃料研究開発実施協定（AMF）の会議が以下のとおりコ

ペンハーゲンで開催されました。また、これに際して、ス

ウェーデンとフィンランドで、低公害・代替燃料自動車に

関する調査を実施しました。これらの模様について簡単に

ご紹介いたします。

概　要
日時　2001年５月16日～18日

場所　デンマーク工科大学（コペンハーゲン近郊）

出席　ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、米

国、フランス、イタリア、日本、オランダ、スウェーデン

トピックス
含酸素物質（アルコール等）

と軽油とのブレンド燃料を利

用している世界の取組みを総

括・評価する活動が提案され

ており、各国の意見を反映し

た後、始動する見通しです。

＊＊＊＊＊

北欧における環境に優しい燃料
［スウェーデン］

ストックホルム中心部には、廃棄物から製造したバイオ

ガス（主成分はメタン）の供給所があります。ここではエ

タノール燃料の供給も行っています。

また、スウェーデンでは1980年、環境保護庁が硫黄分、

密度（kg/m3）、蒸留性状を判断基準として燃料の調査を実

施することを発表し、1990年１月には環境に優しい燃料の

基準が決められました。

低硫黄軽油については税制上の優遇も行い、現在では販

売されているほとんどの軽油がクラス１と呼ばれる低硫黄

軽油となっています。

軽油の区分（硫黄分）

クラス1（10ppm） クラス2（50ppm） EN590（350ppm）

国際共同研究事業についての話題

クラス１とEN590（標準の軽油）の比較
税抜き消費者価格と燃料税の差

市場シェア
クラス１、クラス２、EN590（標準の軽油）

バイオガス供給所の様子

執行委員会



8

［フィンランド］

フィンランドでも、税制上優遇されている硫黄分50ppm

以下の改質軽油（シティーディーゼル）が普及しています

（普及率100％）。改質軽油は通常の軽油に比べて0.15FIM

（約３円）安くなっています。

訪問したフィンランド技術研究所によると、燃料消費量、

メンテナンスの面では、通常の軽油と変りはない、とのこ

とでした。

また、ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質の

処理については、連続再生式フィルター（CRT）を導入し

ています。1997年には公共バス150台に一斉にCRTが装着

されました。バス会社、運転者からの反応は良好とのこと

です。

＊）欧州では、2005年からユーロ4排出ガス規制が導入さ

れ、NOxの規制値は、現状の5g/kWhから、2008年には

2g/kWhとなります。

合同アネックス「クリーン自動車普及戦略」
第２回専門家会合　京都で開催

2000年に、IEAの研究開発活動の一環として「ハイブリ

ッド自動車、電気自動車、代替燃料自動車の普及戦略」が

発足しました。同年２月には、立ち上げ段階において活動

内容を検討するための専門家会合がスイスで開催されまし

た（詳しくはニュースLEVO 2000 No.9)。

この第２回専門家会合が、今年６月京都にて、当機構と

新エネルギー・産業技術総合開発機構との共催で開催され

ました。各国で行われているクリーン自動車普及のための

プロジェクトに関する意見・情報交換を目的としたワーク

ショップや、京都パブリックカーシステム（京都市中京区）

へのテクニカルツアーとあわせて、活発な議論が行われま

した。

ワークショップにおいて、日本からは以下の３件の発表

を行いました。

「クリーン自動車の普及施策」

新エネルギー･産業技術総合開発機構

新エネルギー導入促進部　　　小淵将

「日本の運輸部門における低公害車普及施策」

運輸低公害車普及機構　調査研究部　　高田寛

「電気自動車共同利用プログラム」

日本電動車両協会　企画管理グループ　岩瀬修

ディーゼル燃料に対する税金

ワークショップの様子

（1993年より）シティーディーゼルに対する税制上の優遇は
0.15FIMリットル［約0.023USD/リットル］FIM＝約20円

フィンランドにおけるディーゼル燃料の市場シェア
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低公害車フェア「エコカーワールド2001」
が開催

エコカーの普及は大気汚染の低減や地球温暖化防止に有

効な施策の一つである。そこで、現在わが国で走行してい

るエコカーならびに開発中のものを、一堂に会した低公害

車フェア「エコカーワールド2001」（主催：環境省ほか）

が、６月２日～３日に開催された。初日、代々木公園にて

開催された同フェアには川口環境大臣も見えられ、自ら運

転されるというハプニングもあった。過去最高の120台の

低公害車が展示され、試乗会や各種イベントもあって、会

期中２日間で23,680人が訪れた。

第５回　四国地区
エコ・トラック推進協議会報告

日時：平成13年６月５日（火）PM１：00～２：30

場所：香川県トラック総合会館

当日は、当機構から低公害トラックの普及状況ならびに

平成13年度の補助金制度について説明、報告した。同補助

金制度は、トラック事業者に対して低公害車（トラック）

の普及を促すため助成金などの便宜を図るもので、例えば

天然ガス自動車（トラック）の購入やリース時において一

部助成金等が得られる制度。

議　事

（1）低公害車の（トラック）の普及状況と13年度の補助金

制度について

当機構から、営業用トラックの普及状況と全国の天然

ガス自動車の最近の普及状況、および13年度の普及計画に

ついて概況を報告した。

（2）エコドライブの推進について

1 「省エネ運転」宣言事業者について

四国管内の257事業者が「省エネ運転」宣言事業者と

して登録を行った。

2  各県トラック協会の報告

各県トラック協会から、「省エネ運転」講習会の開催

状況、アイドリング・ストップ運動の状況、その他の環境

対策運動について、報告があった。

（3）「四国地区エコ・トラック推進協議会設置要領」の一

部改正について

現行の設置要領は平成10年４月に制定されたが、２項

（2）の協議会構成機関の内、現行の（財）物流技術センタ

ー運輸低公害車普及機構の名称を「（財）運輸低公害車普

及機構」に名称変更する。

平成13年度第１回評議員会
及び理事会が開催

当機構の平成12年度第２回評議員会及び理事会

が去る３月22日、23日麹町の弘済会館に於いて開

催された。

本年は、当機構発足より２年目にあたり、役員の

改選期にあたるため、両会ではそれぞれ理事、監事

および評議員の選任が行われ評議員３名の交替の他

は、全て再任で承認され３年目に向けての新体制が

整った。

また、両会の主要議題として「平成13年度事業

計画及び収支予算案について」が審議され原案どお

り承認された。

●告知板 ●

●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（平成13年５月末現在）

エコカーワールド2001  会場風景

地　　区 メタノール CNG車 ハイブリッド車 計

北　　海　　道 0 41 0 41
宮　　城　　県 0 20 0 20
新　　潟　　県 0 10 0 10
茨　　城　　県 3 7 2 12
埼　　玉　　県 13 133 0 146
千　　葉　　県 16 73 1 90
東　　京　　都 91 751 13 855
神　奈　川　県 5 80 0 85
群　　馬　　県 0 0 2 2
山　　梨　　県 0 9 0 9
静　　岡　　県 0 30 0 30
岐　　阜　　県 0 4 0 4
愛　　知　　県 2 185 0 187
奈　　良　　県 0 1 0 1
京　　都　　府 0 60 0 60
大　　阪　　府 16 566 0 582
兵　　庫　　県 7 157 0 164
広　　島　　県 1 42 0 43
鳥　　取　　県 0 2 0 2
愛　　媛　　県 0 0 1 1
高　　知　　県 0 0 2 2
徳　　島　　県 0 0 1 1
福　　岡　　県 0 25 0 25
鹿　児　島　県 0 2 0 2
佐　　賀　　県 0 1 0 1
宮　　崎　　県 0 1 0 1

合　　　　　計 154 2,200 22 2,376
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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４弾は、「二酸化炭素」です。

1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３

回締約国会議（COP3）において、温室効果ガスの排出削

減に向けての数値目標が決まり、日本は2008年から2012

年に二酸化炭素の平均排出量を1990年比で６％削減する数

値目標に合意しました。

それでは、温室効果ガスである二酸化炭素とは一体どん

な物質でしょうか。

二酸化炭素（CO2）とは

二酸化炭素（CO2）は酸素（O2）と炭素（C）の化合

物で大気中に約0.03％存在する無色無臭の気体で

す。加圧・冷却・固化したものがドライアイスであり、炭

酸飲料水の泡もCO2です。CO2の大気中濃度は18世紀の産

業革命以前は、概ね一定の水準でしたが、産業革命以降に

石炭・石油を中心とした化石燃料の大量消費により上昇

（産業革命以前：約280ppmから1997年：約360ppmへ）し

ました。CO2の濃度が高まると、地表面から放出される赤

外線を吸収し地表面への放射により温度が上がり（温室効

果）、海面の上昇や気候変動、それに伴う異常気象の発生

等深刻な問題を招く恐れがあります。

■世界の二酸化炭素濃度の推移

自動車の排出する二酸化炭素

自動車の燃料であるガソリンや軽油等は、炭化水素

（HC）を主体とする化石燃料です。HCは燃焼過程

で酸素（O2）と結びつき、水蒸気（H2O）と二酸化炭素

（CO2）を生成します。自動車のCO2排出量は交通量の増加

に伴い、最近20～30年間に著しく増えました。現在、日

本でのCO2の部門別排出状況は、運輸部門（自動車、海運、

鉄道、航空）が約２割を占め、運輸部門の約９割が自動車

関係です。

■日本の部門別二酸化炭素排出状況

燃費規制

COP3の合意を受けて、国は1999年４月に自動車の一層

の燃費向上によるCO2排出削減のため、新たな燃費目

標値と目標年度を策定しました。燃費目標値（向上率）は

1995年に比べ、ガソリン車全体で2010年に21.4％、ディ

ーゼル車全体で2005年に13.1％としています。

このような自動車の燃費向上、低公害車の普及促進およ

び物流の効率化等、国の諸施策により、運輸部門でのCO2

排出量は2010年に13百万トン削減する目標が立てられて

います。

■運輸部門起源の二酸化炭素削減目標



低公害車・燃料供給施設（平成13年6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。

4月の内閣発足以来、小泉フィーバーは留
まるところをしらず、「公用車の低公害車化」
「環境自動車開発・普及総合戦略会議」等矢
継ぎ早の政策打ち上げで、我々関係者の方
も大いにフィーバーさせてもらっています。
お陰で平成13年度の導入計画台数も、蓋

を開けたら即目標達成という状態で嬉しい
悲鳴をあげています。
このうえは、導入されるユーザーさんに1

日でも早くクルマがお手元に届くようにと、

夏休み返上で暑い夏との戦いです（も充分
暑い梅雨を過ごしてきましたが・・・）。
さて今号の巻頭言では、NHK解説委員の

谷田部氏に「未来の車への期待」というこ
とでご執筆いただきました。
氏の幅広い視野からクルマを見た暖かい

まなざしが随所にみなぎっており、ともす
ると我々の仕事のなかで忘れられがちな
「クルマへの夢」という大切なポリシーにハ
ッとさせられました。

ニュースLEVO 2001. No.14
発　行 （財）運輸低公害車普及機構
発行日 2001年7月30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
http://www.levo.or.jp
E-mail:info@levo.or.jp

■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
大谷地充填所 札幌市厚別区大谷地東１丁目
北５条充填所 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
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
都庁天然ガススタンド 東京都新宿区西新宿2-5
国立いずみエコ・ステーション 東京都国立市泉2-29-5
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 東京都昭島市福島町1000番地
東大和エコ・ステーション 東京都東大和市仲原3-19
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
多摩エコ・ステーション 東京都多摩市貝取1450
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2-489-1
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
都築エコ・ステーション 神奈川県横浜市都築区東方町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
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 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
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 埼玉県大宮市大字西遊馬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
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
春日部エコ・ステーション 埼玉県春日部市緑町4-7-34
二上所沢エコ・ステーション 埼玉県所沢市東新井町1186
エコ・ステーション坂戸 埼玉県坂戸市千代田5-5-4

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
袖ヶ浦エコ・ステーション 千葉県袖ヶ浦市長浦拓2-580-261
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
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 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2-3-5
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
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
名犬小牧エコ・ステーション 愛知県小牧市多気中町430
浜松上西エコ・ステーション 浜松市上西68-6-9
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
エコ・ステーション岐阜 岐阜県岐阜市加納坂井町2
北　陸
木田エコ・ステーション 新潟県上田市新光町2-2-15
新発田エコ・ステーション 新潟県新発田市豊町1-4-23
エコ・ステーション長田 石川県金沢市駅西本町1-1-1
近　畿
五条御前エコ・ステーション 京都府京都市下京区西七条赤社町25
上鳥羽エコ・ステーション 京都府京都市南区上鳥羽北花名町14
US国道伏見エコ・ステーション 京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町38
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
大阪府森之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2-128-1
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
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
北大阪流通業務団地充填所 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
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
泉大津天然ガススタンド 大阪府泉大津市新港町1-32
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3-3-13
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 和歌山県和歌山市小野町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
鳥取エコ・ステーション 鳥取県鳥取市幸町143-4
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
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
谷山エコ・ステーション 鹿児島県鹿児島市南栄3-25
唐津エコ・ステーション 佐賀県唐津市神田

編集後記


