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自動車を取り巻く環境問題について
～低公害車を中心として～

国土交通省自動車交通局環境課長 森崎　一彦

21世紀を迎えた今日、人類の生存の基盤である

地球や地域を健全な形で将来の世代に引き継いで

いくためには、地球環境を始めとする環境容量の

制約を前提として、社会・経済のあり方を環境へ

の負荷の少ない持続的発展が可能なものへと改め

ていくことが強く求められています。

とりわけ、地球温暖化防止や生活環境の改善・

保全に配慮した、環境に優しい交通の実現や恵み

豊かな自然の保全・再生による自然共生型社会の

構築、健全な物質循環が確保された循環型社会形

成等は切実な課題となっています。

このような状況のもと、自動車交通局としては、

環境に優しい交通の実現を目指して従前から、自

動車排出ガス対策として、

・ディーゼル車の新車排出ガス規制強化の２年前

倒しの実施

・改正自動車NOx・PM法による三大都市圏のデ

ィーゼル車対策の強化

・自動車税制のグリーン化等による低公害車の普

及促進

・交通需要マネジメント（TDM）の推進や一層の

物流効率化

等の充実・強化に積極的に取り組んできたところ

であります。

また、地球温暖化防止対策及び自動車の省エネ

ルギー対策として、自動車の燃費についてトップ

ランナー方式を導入し、ガソリン車については

2010年度を、ディーゼル車については2005年度を

目標に燃費基準を設定しており、重量貨物自動車

の燃費測定方法についても検討をおこなっていま

す。

今年に入り、低公害車関係は、大きな動きを見

せました。まず、5月の小泉総理の所信表明演説に

おいて、「原則としてすべての公用車を低公害車に

切り替えていく」と表明されたことにはじまり、7

月4日の国土交通省「環境自動車開発・普及総合

戦略会議」の緊急提言、国土交通省、経済産業省

及び環境省の3省合同策定による「低公害車開発

普及アクションプラン」（7月 11日）において、

CNG車などの既に実用化段階にある低公害車の短

期集中的な導入への取り組み、現行の大型ディー

ゼル車に代替する次世代低公害車の技術開発の必

要性が指摘されるとともに、実用化段階にある低

公害車（注）を2010年度までのできるだけ早い時期

に1,000万台以上の普及を目指すとの目標を設定し

ました。また、「今後の経済財政運営及び経済社会

の構造改革に関する基本方針」（6月26日閣議決定）

においても重点的に推進すべき7分野に、環境問

題への対応が掲げられました。

このような低公害車関係の高まりの中で、自動

車交通局としては、平成14年度予算要求において、

低公害車の開発・普及を最重要課題と位置付け、

（1）道路局とも連携しながら低公害車の技術開発

の促進に15億円、（2）三大都市圏のバス・トラッ

クをターゲットにしたCNG自動車等の短期集中的

な導入に20億百万円の要求をおこなっているとこ

ろです。

これまで（財）運輸低公害車普及機構におかれ

ましてもトラック運送事業者を中心にCNG車を始

めとする低公害車の普及に積極的に取り組まれ、

今年度の導入台数は2,000台を超えることが確実の

ような情勢となっていますが、今後も新たな目標

に向けて大きな役割を果たされるよう期待してお

ります。

（注）：アクションプランにおいては、実用化段階にある低公害車と
して、①天然ガス自動車、②電気自動車、③ハイブリッド自
動車、④メタノール自動車、⑤低燃費かつ低排出ガス認定車

（＊）とされています。
（＊）：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基

準早期達成車で、かつ「低排出ガス車認定実施要領」に基づ
く低排出ガス認定車。

巻頭言
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北欧諸国における

循環型の運輸システムへの取り組みについて

2001年9月18日から19日にかけてノルウェー・オスロにて、ノルディック・ワークショップが開催されまし
た。このワークショップは、北欧諸国において、循環型の運輸システムをどのように構築するかについて討論し、
この分野における北欧諸国の結びつきを深めることを目的としたものです。今回、日本の低公害車の普及状況に
関する話題提供依頼が主催者（ノルディックエネルギー研究所＊）からあり、当機構より日本の低公害車を取り
巻く情勢について発表を行いました。

このワークショップの概要、ノルウェー（エネルギー事情及びワークショップ後訪問したフォードの電気自動
車製造工場）及びアイスランド（水素エネルギー社会への取組）をご紹介いたします。
＊北欧のエネルギー関連会社の出資により設立された、エネルギーの開発、利用を促進するための研究所

ノルディック・ワークショップ
－運輸部門における新しい持続可能な技術について－

会議が行われたホルメンコレンパークホテル

話題提供　　7件

会議参加者　　約45名

参　加　国

デンマーク、フィンランド、

スウェーデン、ノルウェー、

アイスランド、日本、ドイツ

北欧諸国は、自然環境、資源など北欧諸国に特有な

国情を背景に、運輸部門における循環型のエネルギー

システム構築のためのワークショップを開催し、各国

の取組の中から、北欧諸国としての方向性を模索して

いる。今回はノルウェーのオスロにおいて開催された。

まず、北欧諸国からの話題提供及びドイツ（フォルク

スワーゲン）、日本（（財）運輸低公害車普及機構）か

らの話題提供のあとグループディスカッションが行わ

れた。

議論の中で、特にキーとなったのは、以下の五つの

事項であった。

１）エネルギー市場の統合化

２）再生可能資源の利用

３）エネルギー効率

４）水素社会の構築

５）エネルギー部門における地球温暖化への影響　



ディスカッションの中では、北欧諸国の特徴に応じた対応の必要性が強調された。以下に議論の焦点を示す。

１）地球温暖化防止のためのCO2削減を進んで実践する。

２）そのためには、バイオマスエネルギー、自然エネルギー（風力、地熱、太陽光など）が有効である。

３）北欧諸国では、相対的に漁業用のエネルギー使用が大きく、船舶用に関しても代替エネルギーを使用する必

要がある。

４）水素は、自然エネルギーを利用する上で重要なエネルギー媒体である。

５）その実現のため、コスト低減が最重要課題である。

これらの議論の背景には、各国の持つ資源が大きく影響していると感じられた。

ノルウェー　・・・ 豊富な水力発電による水素製造が可能

スウェーデン・・・ 豊富な森林資源によるバイオ

マスの利用が可能

デンマーク　・・・ 風力発電が可能

アイスランド・・・ 地熱の利用による水素製造が

可能

いずれにしろ、国情の違いにより循環型の運輸システム

構築のための対応に大きな違いが有ることを実感した。日

本は、エネルギー消費大国であるがエネルギー資源が乏し

いので、エネルギーを効率よく使うこと、再生可能資源を

含め石油代替エネルギーを積極的に使用すること、そして

そのための技術開発を強力に進めることが、地球温暖化防

止、大気汚染防止のために不可欠であることが、北欧諸国

における議論を通し、あらためて感じられた次第である。

ノルウエー

―国情及びノルウェーの電気自動車製造工場－

[ノルウェーのエネルギー事情]

表1にノルウェーの一次エネルギー消費構成（％）を示し

た。ノルウェーの一次エネルギー消費構成は、自国の豊富

な水力発電が半分を占めている。ノルウェーは、原油も産

出するが、その90%は輸出して

いる。そのため経済的にも非常

に豊かな国である。

分野別のエネルギーの使用割

合は、表２に示すとおりで、運

輸部門の使用割合はそれほど大
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表１　ノルウェーの一次エネルギー構成（％）

年 天然ガス 石炭 木材 電気* 石油 その他

2000年 2.6 7.4 7.1 49.8 32.6 0.5

出典　ノルウェー統計：http://www.ssb.no/energiren_en/

データ

人口：450万人（2001年1月1日）

自動車保有台数：約340万台（1999年）

国土面積：38.5万平方km
（日本は37.8万平方km）

LEVOの発表



きくないが、ほぼ100％石油に依存しており、二酸化

炭素削減のために再生可能資源の使用が期待されてい

る。また、船舶からの二酸化炭素削減も重要視されて

いる。

［電気自動車製造工場］

オスロ郊外にある、フォード社の電気自動車

（Th!nk city）製造工場を訪問した。ノルウェーは、水

力発電が盛んで、その電気を利用することを目的に、

写真に示す２人乗り小型の電気自動車の製造が行われ

ている。現在のところ、生産台数は、４台／日程度で

あるが、将来は数千台／年にまで引き上げ、欧州各地

に輸出する計画を持っている。

主要諸元は表３の通りである。

ノルウェーでは、電気自動車の場合、ガソリン自動

車に課せられる税金が全くかからないほか、種々の優

遇策が講じられている。ノルウェーにおける電気自動

車の優遇措置に関して、表４にまとめた。
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表２　ノルウェーの分野別エネルギー構成（％）

年 国際海運 農漁業 鉱業 工業 建設 運輸 民生 その他

1988年 16.1 3.2 0.4 36.3 1.2 9.4 21.9 11.5

出典　ノルウェー統計：http://www.ssb.no/energiren_en/

フォードの小型電気自動車　Th!nk city

表３　主要緒元

車　　長 mm 2,990

車　　幅 mm 1,600

車　　高 mm 1,560

車両重量 kg 940

最高速度 km/h 90

走行距離 km 85（市内・最大）

最高馬力 PS 36

バッテリー － ニッカド

価　　格 円（約） 250万円

参考　http://www.thinkmobility.com

表4 ノルウェーにおける電気自動車の優遇措置

項　　目 電気自動車優遇措置 ガソリン及びディーゼル車

新車税 無し 小型車30,000 Nkr

付加価値税 無し（2001.7.1まで） 税率24％

道路税（年） 無し 2,000 Nkr

燃料税 無し 約5～7 Nkr/L

駐車場料金 市内の政府駐車場無料 有料

有料道路 オスロ有料道路無料 有料

注）1 Nkr（ノルウェー・クローネ）＝約15円

税

優
遇
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データ

人口：28.3万人（2000年12月1日）

国土面積：10.3万平方km

アイスランド

―水素エネルギー社会への取り組み－

アイスランドは、データに示すように人口の非常に少

ない国（火山島）である。

一次消費エネルギーは、図に示すように地熱及び水力

発電が約70％を占めている。したがって、すでに消費

エネルギーの70%は再生可能資源からのものであり、現

在のところ世界で最もエネルギー的に循環型の社会を構

築している。石油の消費割合は約30％弱であり、輸入

に頼っている。この石油エネルギー分を、自国で豊富に

算出する地熱資源、水力資源の利用により、完全な循環

型の社会を構築することが、アイスランドのねらいであ

る。一方、アイスランドにおける二酸化炭素の発生は、

主に自動車交通部門と漁業用船舶がそれぞれ1/4を占め

ている。このため、循環型の運輸システム構築のため、

これらの分野に水力資源、地熱資源からの水素エネルギ

ーをいかに利用していくかが大きな課題である。

昨年、水素を利用した循環型の運輸システム構築をめ

ざし産学共同の組織Icelandic Energy Ltd.が発足した。ダ

イムラークライスラー、シェルハイドロジェン、ノルス

クハイドロ、（それぞれ16.33％投資）及びアイスランド

企業・大学等８組織（51％投資）の合弁であり、水素

燃料電池自動車、水素燃料電池漁船及び水素ステーショ

ンを普及させようとするものである。

計画の第１段階は ECTOS プロジェクト

（Ecological City Transport System）と言われて

おり、写真に示した路線バスを水素燃料電池

バスにするものである。予算総額は、810万ユ

ーロ（約88億円）である。

まだ計画段階であるが、実現すれば世界で初

めての水素エネルギー社会が構築されること

になり、世界中から注目されている。

レイキャビク市内の路線バス
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当機構は第４回調査研究事業成果報告会を９月11日
に都内麹町の弘済会館に於いて開催致しました。当日は
台風による影響が心配されましたが、賛助会員及びマス
コミ等、多数の方々が参加されました。

当機構の杉浦会長の挨拶に続き、高田調査研究部長に
より調査研究事業の成果が報告され、参加者との活発な
質疑応答が行われました。事業報告会の終了後、懇談会
が催され参加者が相互に親交を深め、情報交換の場とな
りました。

以下に事業報告の概要をご紹介します。
１．最近の低公害車の普及状況

1 日本における低公害車の普及台数
・ 平成13年3月末現在、普及総数は61,119台。
・ CNG自動車の普及台数は着実に増加し、平成13年

度中には１万台を超える見込み。
2 LEVOによる低公害車の普及台数
・ 平成13年3月末現在、普及台数は2,343台でCNG

自動車が90％以上を占める。
２．低公害・代替燃料自動車の普及・促進のため調査研究

1 低公害・代替燃料自動車の普及促進に関する国際
協力事業／貨物自動車の排出ガス低減に関する技
術動向調査
大型低公害車（ディーゼルバス、希薄燃焼式

CNGバス、三元触媒方式CNGバス）の日本、米国、
欧州での排出ガス試験モード及び実走行モードに
おける排出ガスを比較した結果、試験モードと実
走行状態における排出ガス、燃費は異なることが
確認された。試験モードのねらいとする走行状態
の違いと実際の走行状態の差に起因するものと考
えられる。また、海外の改質軽油の性状、税制上
の優遇措置等について報告した。

３．運送事業用圧縮天然ガス車の普及促進に係る調査研究
1 運送事業用CNG自動車の低公害性及び実用性に関

する調査研究
CNGトラックはNOx、PM排出においてディー

ゼル自動車と比較し、大きな低公害性が確認され
たが、車両価格が高く、燃料インフラの整備状況
が不十分である。CNGトラックの大量普及のため
には、車両価格や燃料費などのランニングコスト
等、コストの低減が不可欠である。

自動車メーカー各社のCNG自動車生産体制は、
平成12年度にほぼ全社がライン生産に対応し、
CNG乗用車・バスやLPG自動車との社内での部品
共通化、部品の一括調達等による車両価格の低減
に取り組んでいる。こうした努力の結果、車両価
格は、年々低減してきている。平成７年度にはデ
ィーゼル自動車に対するCNGトラックの価格は約
3倍であったが、平成12年度には1.5倍程度にまで
下がってきている。今後、普及が進みメーカーの
生産台数が増加すれば、さらに1.3倍程度まで低減
できる見通しである。

CNG自動車の部品価格全体に占める主要購入部
品の割合では、ガス容器が最も高いので、ガス容
器を自動車メーカー間で共通化した時のコスト低
減の可能性を調査した。その結果、平成15年度ま
でに計画されている生産台数では、それほど大き
な量産によるコスト低減効果が見られず、さらに
普及台数の増加が必要である。コスト低減に向け、
共通化をさらに他の部品に広げること、高圧配管
のレイアウトの検討、海外部品購入のための規制
緩和等、幅広く進める必要がある。

2 運送事業用CNG自動車の排出ガス改善に係る費用
対効果の検討

DPFを装着した積載量2トンクラスのディーゼ
ルトラックと同等なCNGトラックに関し、費用対
効果（PM1gを削減するのに要する費用）を比較し
た。

調査の結果、現状の車両価格ではCNG自動車の
費用対効果が大きかった。

3 使用過程における中型CNGトラックの排出ガス
積載量４トンクラスのCNGトラックの排出ガス

は、同等なディーゼルトラックに比べ、NOx、PM
等の排出ガス量が十分少ないが、2トンクラスの
CNGトラックよりレベル的に高く、さらなる排出
ガスの低減が望まれる。

４．燃料電池自動車の開発動向及び普及に関する調査
1 燃料電池戦略に関するワークショップ

（平成12年6月　於ベルリン）
2 燃料電池自動車国際シンポジウム

（平成13年3月　於国連大学）

第４回　調査研究事業成果報告会を開催

杉
浦
会
長
の
挨
拶

事
業
報
告
会
風
景
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運輸低公害車普及機構（LEVO）は、国際エネルギ
ー機関（ＩＥＡ）における、低公害・代替燃料自動
車の普及促進のための国際共同研究に参加しており
ます。今回、日本との共同研究や情報交換強化の道
を探るため、IEA活動のメンバーであるフィンラン
ド技術研究所（VTT）からサリ・ノベル研究員が派
遣されました。約6週間にわたり当財団に滞在し、
政府機関、関連団体、自動車メーカー等を訪問し、
当該分野における日本の取組みについて調査しまし
た。ここでは、彼女の日本滞在記をご紹介します。

20以上の組織を訪問

フィンランド技術研究所（ＶＴＴ）は、技術研究
や科学経済研究、開発などを実施している中立的な
政府系の研究機関です（総職員数3,000人）。私の所
属するVTTエナジー（職員数350人）は、VTTの8
つの独立研究所のうちのひとつで、産業界と協力し
て、エネルギーの生産、輸送、流通、利用の効率向
上につとめています。VTTエナジーは、エンジン技
術や運輸部門のエネルギーに関する分野で、IEAの
活動を通し、かれこれ10年近くLEVOと共同研究を
行なってきました。

フィンランドでは、教育省や通商産業省及び国家
技術庁などの政府機関とVTTが共に、フィンランド
と日本の研究機関、研究者との協力関係を強化する
ことに多大な関心を示しています。この第一歩とし
て、VTTエナジー、エンジン技術･輸送エネルギー分
野に所属する私が、平成13年8月19日から9月30日
まで日本に滞在し、調査研究を行なうこととなりま
した。日本滞在中、LEVOを起点に調査活動を行い
ました。

私の日本訪問の目的は、①自動車交通部門に関連
する日本の研究機関、その他の組織と情報交換を行
なう。②日本の自動車交通部門の最近及び今後の動
向について学ぶ。③VTTエナジーやフィンランドさ
らには欧州で行われている自動車交通部門の取組に
ついて日本の皆さんにより多くを知っていただく。
というものです。

今回の滞在中に訪問させていただいた組織は、国
土交通省をはじめ、大学や団体、自動車メーカーな
ど20以上にのぼります。日本の各団体と接点をもつ
ことができ、また、貴重な情報を得ることができま
した。こうした訪問が今後、例えば、日本とフィン
ランドとの共同研究プロジェクトとなって実を結ぶ
ことを期待しています。

フィンランドについて

森と湖の国、フィンランドは北欧諸国に含まれま
す。国土面積は日本の約90％、人口は520万人です。
首都ヘルシンキには人口の10％が集中しています。
日本の皆さんにおなじみの、フィンランドのオリジ
ナルといえば、サンタクロース、ムーミン、サウナ、
ウォッカ、オーロラ、通信会社ノキアでしょうか。

私の好きな日本

最初に日本に来たのは1996年です。政府奨学研修
生として半年間の企業研修を受けました。それ以来、
数日間の滞在を含めてほぼ年に1回は日本ににきて
います。

日本は、本場ブラジル、フィンランドと並んで世
界3大サンバ国ということをご存知ですか?サンバ人
口が多いので、サンバグループ、サンバ関連グッズ
を扱うお店がたくさんあります。私自身もこれまで
に、日本でもいくつかのサンバカーニバルに参加し
ています（!）

＜私の好きな日本＞
お気に入りのお店！：東急ハンズ、100円ショップ
お気に入りの和食？：スパイシー・モスバーガー

（魚介類は苦手なので……）
お気に入りの場所！：EL Cafe Latino
＜はじめての体験＞
・生け花を習ったこと

―基礎修得のお墨付きをもらいました！
・実際のパンダを見たこと（動物園）

―思ったより大きかった…
日本に来たのは今回で5回目ですが、来るたびにい
ろいろな発見をします。特に、日本食の種類の多さ、
季節によっても地域によっても様々な食材、調理法
があることには驚かされました。

フィンランド技術研究所の研究員を受け入れ

独立行政法人交通安全環境研究所　訪問の様子
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エコ・トラックフォーラム in 京都
「地球環境にやさしいエコ・トラックの導入促
進にむけて」

近畿エコ・トラック推進協
議会では、低公害タイプのト
ラックについての広報、啓発
活動の推進及び導入の促進等
を図っているところである
が、この取組の一環として、
京阪神地区のうち、比較的導
入台数の少ない京都府の普及
拡大を図るため、エコ・トラ
ックフォーラムを開催し、低
公害車の普及を促進し道路環
境の改善を図ろうと標記フォーラムを開催した。

フォーラムの概要
日時‥平成13年9月19日d14：00～16：30
場所：京都リサーチパーク「サイエンスホール」
主催：近畿エコ・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：国土交通省近畿運輸局、京都府、京都市、
近畿トラック協会、（財）関西交通経済研究センター

協賛：大阪ガス（株）、自販連近畿ブロック協議会
開会挨拶

国土交通省近畿運輸局自動車部次長　　 杉本　守氏
講　　演

1 「環境問題と低公害車の導入促進について」
国土交通省近畿運輸局自動車部貨物運送振興課長　

井端正治氏
2 「運送事業者としての環境対策について」

（株）ケイ・エル・エス代表取締役　藤原良尚氏
3 「HORIBAの環境計測技術と環境経営について」

（株）堀場製作所　環境管理室長　 川戸健一氏
4 「低公害トラックの導入状況及び助成制度について」

（財）運輸低公害車普及機構　関西地区担当部長　　
保田一昌氏

天然ガスの紹介と－160℃の実験
大阪ガス（株）姫路ガスエネルギー館

閉会挨拶
京都府トラック協会副会長　　　　家原利一良氏
同時開催

① 天然ガストラックの展示会
場所　京都リサーチパーク・サイエンスホール駐
車場

② 天然ガススタンドの見学
場所　五条御前エコ・スタンド

平成13年度　北海道地区
エコ・トラック推進協議会

日　時：平成13年7月23日b13：30～15：30
場　所：北海道トラック総合研修センター会議室
出席者：高橋常務
議題（会議概要）
1 平成12年度事業計画の推進結果について

① エコ・ドライブの啓発と促進
・ 省エネ運転体験の研修会を各7地区で延べ14日、

234人が参加。
・ 平均約20％の燃料節約効果を実証した。
② 低公害タイプトラックの導入促進
・ 平成12年度CNG車の導入実績は11台、延べ普及台

数は40台となった。
③ 自動車燃料（天然ガス）に対する助成
・ １立方メートル当たり5円、助成実績　94万円
④ 特定自動車排出基準適合への代替促進（NOx融

資：利子補給1.5％）197台
⑤ 低公害車代替助成（NOx法適合車への代替助成）

207台
助成実績　3,048万円

⑥ 北海道ガス（株）、天然ガス自動車北海道（株）に
対し、充填所の整備・拡充に関する要望書の提出

⑦ 輸送の合理化
・ 車両の大型化、協同輸配送の推進、帰り荷斡旋等

の推進
2 平成13年度事業計画
● 内容的には平成12年度と同じであり、了承された。
3 その他
● （社）全日本トラック協会の永嶋次長からトラッ

ク業界としての「環境基本計画」について概況説
明がされた。

● 主な意見
全ト協の環境基本計画にも“リサイクルの推進”

とあるように、本年4月からの家電リサイクル法の
施行に伴い引越運送において、お客様からの家電
製品の廃棄物の処分依頼にあたっては、一般廃棄
物の事業取得が難しい引越し運送事業者がその対
策に困っている問題が生じている。急速なる対策
が必要である。などの意見が出された。

フォーラム風景

天
然
ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク
展
示
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東邦ガス（株）エリア天然ガス自動車（NGV）
1000台達成記念式典
LEVOから感謝状贈呈

平成13年9月28日（金）に名古屋市の“名古屋国際会議

場イベントホール”にて、6日本ガス協会及び東邦ガス_

主催による、東邦ガス（株）エリア内における天然ガス自

動車（NGV）1000台達成を記念した式典が開催された。

式典には、中部経済局、中部運輸局、名古屋市をはじめ

各関係団体、天然ガス自動車の普及に関係された企業など

多数の方々が出席され盛大に行われた。

なお、式典では、天然ガス自動車の普及に貢献された企

業に対し関係団体から感謝状の贈呈が行われた。

7運輸低公害車普及機構からは営業用天然ガス自動車5

台以上を導入した運送事業者14社に対し、杉浦会長名によ

る感謝状を高橋常務理事より贈呈を行した。

表彰された運輸事業者14社は次の各社であります。

●低公害車の地域別普及台数（稼働台数） （台）（平成13年7月末現在）

感
謝
状
の
贈
呈

地　　区 メタノール CNG車 ハイブリッド車 計

北　　海　　道 0 48 0 48
宮　　城　　県 0 20 0 20
新　　潟　　県 0 11 0 11
茨　　城　　県 3 7 2 12
埼　　玉　　県 13 147 0 160
千　　葉　　県 14 79 1 94
東　　京　　都 91 880 13 984
神　奈　川　県 5 104 0 109
群　　馬　　県 0 0 2 2
山　　梨　　県 0 11 0 11
静　　岡　　県 0 35 0 35
岐　　阜　　県 0 6 0 6
愛　　知　　県 2 206 0 208
奈　　良　　県 0 1 0 1
京　　都　　府 0 67 0 67
大　　阪　　府 16 623 0 639
和　歌　山　県 0 1 0 1
兵　　庫　　県 5 171 0 176
広　　島　　県 1 44 0 45
鳥　　取　　県 0 4 0 4
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 31 0 31
鹿　児　島　県 0 2 0 2
佐　　賀　　県 0 1 0 1
宮　　崎　　県 0 2 0 1

合　　　　　計 150 2,501 22 2,673

・旭運輸株式会社

・佐川急便株式会社中京支社

・西濃運輸株式会社

・トランコム株式会社

・中京ロジスティクス株式会社

・長谷川運輸株式会社

・名鉄運輸株式会社

・株式会社イトー急行

・愛知陸運株式会社

・株式会社伊藤陸運

・日本通運株式会社

・邦和商事株式会社

・ヤマト運輸株式会社

・株式会社カネ幸

低
公
害
車
普
及
状
況

（
注
）（
財
）
運
輸
低
公
害
車
普
及
機
構
が
普
及
に
関
わ
っ
た
も
の

地区 スタンド名称 所在地 開設予定
GNクリーンエネルギーステーション前橋 群馬県前橋市大渡橋 9月開業予定

関　　東 葛西エコ･ステーション 東京都江戸川区臨海町 12月開業予定
三芳エコ･ステーション 埼玉県入間郡三芳町 11月開業予定
安城エコ･ステーション 愛知県安城市東栄町 1月開業予定

中　　国 エコ･ステーション清水 静岡県清水市永楽町 1月開業予定
笠松エコ･ステーション 岐阜県羽島郡笠松町 11月開業予定

北　　陸 柏崎松美エコ･ステーション 新潟県柏崎市松美 11月開業予定
近　　畿 東淀川エコ･ステーション 大阪府大阪市東淀川区豊新 11月開業予定
九　　州 九州ガス大村エコ･ステーション 長崎県大村市水至町 10月開業予定

●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　（財）エコ／ステーション推進協会

ミ
ニ
情
報
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石油は、天然にできた可燃物の鉱物油及びその製品の

総称です。化学的にみると、多数の似通った分子式

をもつ炭化水素を主成分にした液体です。

採掘後製油所に運ばれてきた原油は、蒸留装置や分解装

置によって、ガソリン、灯油、軽油、重油などのさまざま

な石油製品に生まれ変わります。各種石油は、蒸留装置の

中に、加熱炉で350度に熱した原油が吹き込まれ、沸点の

差によって分留されて製品になっていきます。

常圧蒸留装置のしくみ

さて、ディーゼル車の燃料に使われている軽油ですが、

日本では軽油に含まれる硫黄分は、500ppm以下に

規制されており、実際に販売されている軽油製品の硫黄含

有量は300ppm程度ですが、欧州諸国の中には、EU規制値

50ppm以下に対して、実際には10ppmや1ppmレベルの軽

油が流通している国もあります。硫黄を多く含む軽油がエ

ンジンなどで燃焼すると、硫黄酸化物やサルフェート（な

るほどザ・ワード第1回参照）といった有害物質が発生す

るうえ、排出ガスから有害成分を除去する役割を果たす触

媒の働きを劣化させてしまいます。現在実用化されている

ディーゼル微粒子捕集装置（DPF）を導入する際には、硫

黄分の少ない軽油を使用することが前提となっています。

このため、軽油の低硫黄化はディーゼル車の排出ガス低減

に不可欠とされているのです。

燃料中の硫黄分を減らすとそれ自体でPMの排出量を

低減することができます。硫黄分の違う軽油とPM

排出量の関係を調査したところ、低硫黄軽油の場合、標準

軽油にくらべ、NOxはトラックで5％～6％、バスで5％

～17％、PMはトラックで11％～17％、バスで15％～

25％の低減がみられました（低減幅は、エンジンによって

異なる）。下図は、燃料中に含まれる硫黄分とPM排出量の

関係を示したものです。

軽油中の硫黄分の低減は、世界的な潮流となっていま

す。世界的にも燃料標準化の動きがあり、日本でも、

ディーゼル車の新長期排出ガス規制が前倒しで施行される

のに伴い、燃料となる軽油の硫黄分は2004年末までに

50ppmに制限される見通しです。下図で海外及び日本、世

界の硫黄分規格を紹介します。日本でも石油メーカーは各

社独自に低硫黄化に取り組んでおり、すでに一部前倒しで

低硫黄軽油の供給を開始しているところもあります。

（出典：石油情報センター）



低公害車・燃料供給施設（平成13年8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。

中国の古い諺に「1年の計は田を耕すにあり、
10年の計は樹を植えるにあり、百年の計は
人を育てるにあり」というのがある。なる
ほど家庭菜園位であれば、経験的には耕し
て種をまいてから3～6ケ月もたてば大半の
野菜は収穫できる。これに対して、実のな
る庭木となると、苗木を植えてから実をな
らすまで5～10年かかる。桃栗3年柿8年と
いうが、柿は3年で実を付けたが、栗は5年

経っても未だという状況である。ついでに、
現在庭で育てている果樹は柿、蜜柑、無花
果、枇杷、葡萄等外に15種類種あるが、樹
木は手を掛ければかけるほどそれに答えて
くれる。しかも、10年位経つと、防風、防
火、遮光、目隠し、大気浄化の作用も立派
に果たす。翻ってLEVOの足下を見るに、
低公害車普及事業の3年5年先の計はここに
ありと確信を持って言えれば幸いである。

ニュースLEVO 2001. No.15
発　行 （財）運輸低公害車普及機構
発行日 2001年10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 さいたま市三橋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（M85燃料供給設備） 川崎市川崎区東扇島17-6

■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
小田原エコ・ステーション 神奈川県小田原市南鴨宮
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1-5-2
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）総研内充填所 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 浜松市上西町68-6
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3201-1
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


