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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

団体及び関係官庁の皆様には、当機構の低

公害車普及事業につき、多大なご支援ご協

力をいただき心から御礼を申し上げます。

21世紀の最初の年でありました昨2001

年は、国内外ともに多くの出来事があり、

まさに多難の年あったと思います。国内で

は、小泉政権が発足し「聖域なき構造改革」

が断行されつつありますが、経済状況の方

は、不良債権処理に伴う大型倒産の増加や

金融不安、株価の下落、失業率の上昇等明

るい材料は見つからない状況でした。

ところで、今年2002年は十二支では７

番目の午（馬）年であり、人間万事塞翁が

馬という諺の例を引くまでもなく、これか

ら少しでも日本経済に明るさが戻ってくる

ことを期待しております。

さて、昨年1 0月末現在の自動車保有台

数は7600万台を超え、営業用の貨物自動

車だけでも約100万台が使用されておりま

すが、目を環境問題に転じますと、自動車

排出ガスによる大気汚染の問題について

は、社会意識も高まっており、また、最近

の公害訴訟では行政に厳しい判決が相次い

でおります。

現在、自動車運送事業を取り巻く状況は、

改正自動車ＮＯx ・ＰＭ法や地方自治体の

環境保護条例の施行により、大都市周辺の

特定地域に使用の本拠を置く自動車につい

ては、ＮＯｘ、ＰＭ（粒子状物質）の「排

出基準」を満していない場合には、一定の

猶予期間経過後は、事実上走行できなくな

るという新たな制約が加わることになりま

す。また、地球規模の環境問題では、気候

変動や生態系の破壊をもたらす二酸化炭素

等、温室効果ガスの削減が問題となってお

り、これにつきまして、我が国の場合、民

生部門とともに、運輸部門がカギとされて

おります。厳しい経済状況下ではあります

が、低公害車を普及させることは、喫緊の

国民的課題であります。

昨年、国土交通省、経済産業省、環境省

は2 1世紀にふさわしい環境負荷の小さい

自動車社会を実現するため、「低公害車開

発普及アクションプラン」を策定し、

2010年までに1000万台以上の低公害車

を普及させることを計画しております。こ

れに関連して国土交通省の1 4年度政府予

算案では、新たに低公害車普及促進対策費

として2 7億円余が計上され、三大都市圏

のバス・トラックをターゲットにＣＮＧ自

動車等を短期集中的に導入しようと計画さ

れています。

当機構が牽引車として、これらの低公害

車普及施策推進の一助となるよう頑張って

まいる所存であります。どうか今後とも関

係各位のご支援、ご協力をお願い致しま

す。

最後になりましたが、皆様方にとって本

年が明るい年となりますよう祈念し、年頭

の挨拶と致します。
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年頭のご挨拶
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新年あけましておめでとうございます。

新春を迎え、一言年頭のご挨拶を申し述べさせてい

ただきます。

2 1世紀の幕開けとなった昨年は、わが国内におい

ては、長引く景気の低迷の影響により、企業のリスト

ラや金融機関等の不良債権処理等が進み、失業率の上

昇やデフレへの傾倒等を招き、日本の国民経済、社会

情勢はこれまでにも増して厳しくなりました。また、

昨年9月に発生した米国での同時多発テロ事件を発端

とする国際社会や経済に対する不安は、わが国の社会、

経済全体へ広がってきました。

こうした中で自動車交通行政を巡る状況を概観して

みますと、昨年１月に四省庁が統合し、新たに国土交

通省が発足しましたが、ソフトな手法が中心の自動車

交通行政にとっては、ハードな手法中心の道路行政や

都市行政等とも十分に連携した上で、統合メリットを

活かした施策の展開が可能となってきました。既に当

局と道路局の共同で１４年度予算を確保した低公害車

の開発支援事業のように具体化した施策もあり、今後

も引き続き連携施策を増やしていきたいと思います。

また、昨年の重点７分野の「環境問題への対応」

「少子・高齢化への対応」「地方の個性ある活性化」

「都市の再生」「IT国家の実現」などは、自動車交通行

政の直面する政策課題そのものであり、自動車関連産

業は、前述のような厳しい経済社会情勢の下で、経営

の合理化を進めながら、こうした重点分野の課題にも

適切に対応して、利用者ニーズに即応したサービスを

提供していかなければなりません。自動車交通局とし

ましても、こうした時代の要請を敏感に捉え、利用者

の立場と関係業界の発展を考えながら、より自由な発

想のもとに、次のような具体的施策を強力に展開して

参りたいと考えております。

まず、自動車交通環境対策については、大都市など

の地域環境の改善のため自動車から排出される窒素酸

化物（NOx）、粒子状物質（P M）による大気汚染の防

止対策を進めるとともに、昨年の気候変動枠組条約締

約国会議（COP7）での京都議定書批准の動きを踏ま

えて、地球温暖化防止のために運輸部門の約９割を占

める自動車からの二酸化炭素（CO2）排出量の抑制対

策をより一層強化する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については、対象

地域の拡大、規制物質の追加、車種規制の強化等を内

容とする改正NOx・P M法が昨年６月に成立したとこ

ろであり、その円滑な施行に向けて必要な準備を進め

て参ります。併せて、グリーン税制等を通じた最新規

制適合車への代替促進、新長期規制の２年前倒しなど

新車の排出ガス規制の強化、アイドリングストップや

エコドライブの推進など諸対策の一層の充実強化に取

り組んで参ります。

また、低公害車の開発・普及を平成1 4年度の最重

要課題と位置付け、CNG車などの既に実用化段階にあ

る低公害なトラック・バスの短期集中的な導入、現行

の大型ディーゼル車に代替するジメチルエーテル車な

ど次世代低公害車の技術開発の促進等について、積極

的に推進して参りたいと思います。

さらに、循環型社会の形成の観点から、使用済自動

車の不法投棄防止やリサイクル促進のため、道路運送

車両法の登録制度等を活用して、使用済自動車を適正

に処理するリサイクルルートに乗せることができる仕

組みを整備する必要があると考えており、所要の法律

案を国会に提出するべく作業を進めています。また、

自動車リサイクル促進のインセンティブとして自動車

重量税の還付制度が創設されることになりました。加

えて、リサイクル部品の利用促進による自動車リサイ

クル率向上の推進や本年４月以降に予定されるフロン

回収・破壊法の円滑な施行など、今後とも自動車の製

造から解体までの各段階における諸対策も総合的に推

進して参ります。

次に、年々深刻化する都市内の自動車交通問題につ

いては、自動車交通の安全や環境負荷の軽減に配慮し

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、高度道路交通システム（ITS）も活用し

ながら、公共交通機関の利用促進、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必要であり、

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は、

総合メリットを活かして、これまで以上に関係部局と

の密接な連携を図り、事業者による利用者本位のサー

平成14年　自動車交通局長　「年頭の辞」

自動車交通局長 洞
ほら
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ビス提供を支援して参ります。

また、ITSについては、従来より全体構想を踏まえ

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）については、昨年、第２期計画をとり

まとめ、新たに開始した第３期計画では従来の成果を

活用しつつ、車々間通信の研究開発など一層の技術開

発やA S V技術の普及を図って参りたいと考えていま

す。さらに、ITSの普及を図る上で必要な車両識別情

報等を記録した電子ナンバープレート（スマートプレ

ート）の研究開発を進めるなど、新たな社会的要請に

的確に応える措置を講じて参ります。

併せて、2 1世紀の高齢化社会の本格的な到来等へ

の対応という点については、平成1 2年に施行された

交通バリアフリー法の趣旨を踏まえ、ノンステップバ

スの導入等を促進するとともに、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、その自

立的な普及拡大を図り、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、改正道路運送法が、

本年２月1日から施行されますが、具体的な運用基準

を順次策定することにより、新制度の円滑な施行に向

けて準備を進めてきました。いよいよ新制度のスター

トを迎えますが、制度改正の趣旨を踏まえた事業者の

皆様方の創意・工夫に大いに期待するとともに、自動

車交通局としても国民・利用者に安心し、評価してい

ただけるバス・タクシーサービスの発展や生活交通確

保のための取組みに最大限の支援をして参ります。

また、運転代行業については、春には「自動車運転

代行業の適正化に関する法律」が施行される予定です

が、新法に基づき、従来から大きな懸案であった運転

代行業の適正化に警察庁と共同して取り組んでいく考

えであります。

トラック事業については、貨物需要の低迷など、依

然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

求められるとともに、環境問題への対応、輸送の安全

の確保など様々な課題を抱えています。こうした社会

経済情勢の大きな変化等を踏まえ、昨年は、貨物自動

車運送事業等の在り方に関する懇談会を開催し、1 2

月に今後のトラック事業の在り方についての報告書を

とりまとめていただきました。この中で、経済的な事

業規制はできる限り見直して、事後チェック型行政へ

移行するとともに、公平な競争条件の確保、安全、環

境等社会的要請への的確な対応を図ることにより、よ

り自由で、かつ、社会的ルールを守った競争による活

力ある市場・事業活動の実現を図るべきであるとの認

識で一致しました。これを具体化するため、運賃・料

金制度、営業区域制度の抜本的見直し、運行管理にお

ける責任体制の構築、事後チェック体制の強化などを

推進して参りたいと思います。

次に、自動車交通の安全対策ですが、平成1 2年の

死傷者数は1,164,763人で、初めて100万人の大台

を突破した平成1 1年よりも状況は悪化し、重度後遺

障害者も増加するなど、言わば「新たな交通戦争」と

もいうべき深刻な状況となっており、これら事故防止

のための有効な対策を早急に確立する必要がありま

す。

特に、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などから、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

するなど社会的影響が大きいので、より一層の安全対

策が必要です。このため、平成1 1年６月の運輸技術

審議会答申を踏まえ、運行管理の一層の充実、運転者

指導・教育の強化等を図るため、関係規則の改正を行

いました。今後は、事後チェックの強化を図るため、

地方運輸局における監査体制の充実、処分基準の強化、

法令違反等に対する厳正な処分等を進めたいと考えて

います。また、1 3年度から全地方運輸局で実施して

いる「自動車事故調査・分析推進事業」を通じて事業

用自動車の事故実態の把握を踏まえた安全対策の充実

を図ります。

また、自動車の安全性の向上のため、自動車の構

造・装置の基準の拡充・強化を実施しています。昨年

は大型貨物自動車の事故防止のため、速度抑制装置を

1 5年９月から義務付ける基準改正を行いましたが、

さらに、R V車による死角事故を防止する基準、歩行

者の頭部の障害を防止する基準など、６項目の基準を

今後２年以内に制定する予定です。加えて、「自動車

アセスメント事業（自動車の安全性能に関する情報提

供）」については、昨年３つの衝突試験結果による衝

突安全性能の総合評価や新たにチャイルドシートの安

全性能試験の評価結果の公表を行いましたが、今後も

一層の試験内容等の拡充など、安全情報の提供の充実

を図って参ります。

以上、年頭にあたり自動車交通行政に関する所信の

一端を申し述べて参りましたが、自動車交通行政に関

する課題は益々増大し、より複雑化しております。

一方で自動車交通行政の各種施策に対する国民の皆

様からの期待も非常に大きいことも痛感しておりまし

て、皆様のご期待に応えられますように全力を尽くし

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。
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１．アクションプランの対象となる低公害車

1 実用段階にある低公害車

①　天然ガス自動車（圧縮天然ガス自動車）

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＊

＊「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（トップランナー基準）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

2 燃料電池自動車等の次世代低公害車

①燃料電池自動車

②技術のブレークスルーにより新燃料あるいは新技術

を用いて環境負荷を低減する自動車

２．低公害車の普及目標

1 実用段階にある低公害車については、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。

2 燃料電池自動車については、2010年度において５

万台の普及を図ることを目標とする。

３．実用段階にある低公害車の普及策

1 公的部門による率先導入

○政府は2002年度以降３年間で原則として全ての一

般公用車を、グリーン購入法に基づく基本方針に従

い切り替える。また、特殊法人や地方公共団体等に

対して、公用車の低公害車への率先切り替えを要請

するなど。

2 民需への本格的普及支援

①　低公害車の導入支援

○三大都市圏を中心に環境負荷の大きなバス・トラ

ックをターゲットに、支援措置の大幅拡充を目指

し、天然ガストラック、ＬＰＧトラック等、既に

実用化段階にある低公害車の短期集中的導入に取

り組む。

○税制、金融支援により普及促進に取り組む。

②　インフラ整備への支援

○天然ガス自動車等燃料供給設備の重点地域を絞り

優先的に支援する。

○税制、金融支援により普及促進に取り組む。

③　物流業者におけるグリーン経営の推進

④　電気自動車の活用に向けた環境整備

○複数の利用者が１台の車両を共有し、必要に応じ

て使用する共同利用システムの実用化に向けた支

援を行う。

○モニター事業を実施し、ニーズ開拓等を行う。

⑤　普及・広報

○低公害車フェア等を実施する。

○地方での普及活動、広報活動を推進する。

４．次世代低公害車の開発

1 燃料電池自動車

○燃料電池技術開発戦略を策定し、産学官により技

術開発を実施する。

○2002年から大規模実走行実証試験を実施する。

○安全基準の策定、性能評価手法・燃料性状等の標

準化を推進する。

2 現行の大型ディーゼル車に代替する次世代低公害車

の開発

○大型車分野

・DME（ジメチルエーテル）＊を用いた自動車

＊クリーンで軽油に代替する可能性がある天然ガ

スなどから作られる合成燃料

・次世代ハイブリッド自動車

・スーパークリーンディーゼル車（排出ガス性能が

飛躍的に向上したディーゼル車）

○中小型車分野

・高性能天然ガス自動車

・次世代LPG自動車

低公害車開発普及アクションプラン

環境省、経済産業省及び国土交通省は、2001年７月11日、共同で、「低公害車開発普及アクションプラン」を

策定しました。地球温暖化対策としての二酸化炭素の削減と、大気汚染等の生活環境問題を解決するための窒素

酸化物、粒子状物質削減を同時に実現するため、低公害車の開発、普及を一層推進し、環境負荷の小さい自動車

社会を構築するためのものです。

同アクションプランにおいては、当面の目標として、実用段階にある低公害車を2010年度までのできるだけ早

い時期に1,000万台以上、燃料電池自動車を2010年度に５万台、それぞれ普及を図ることを掲げ、各種施策を強

力に推進することとしています。

以下にアクションプランの概要を紹介いたします。

詳細は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/01/010711_.html

News & Information
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１．開催趣旨

低公害車の普及促進と、環境問題に対する啓発活動を推
進するため今般、環境にやさしい低公害車の導入促進にむ
けて名古屋市においてフォーラムを開催する。
なお、本フォーラムはトラック及びバス事業者の低公害

車導入促進を主体に開催するものであるが、広く一般市民、
荷主企業等に対しても自動車交通に起因する環境問題に関
する意識向上を図るうえから、県及び市の後援を仰ぐとと
もに、トラック以外の車両の展示も併せて行う。
２．開催要領

●日時：平成14年２月20日（水）13：30開会
（車両展示会12：30～15：30 バス駐車場）

●場所：名古屋国際会議場１号館３階会議室
〒456－0036 名古屋市熱田区熱田西町１－１
ＴＥＬ　052（683）７７１１
ＦＡＸ　052（683）７７７７

●主催：（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：国土交通省中部運輸局、中部地区エコ・トラッ
ク推進協議会、愛知県、名古屋市、（社）愛知県
トラック協会、（社）愛知県バス協会

●協賛：東邦ガス（株）、各自動車メーカー・ディーラー、
旭運輸（株）

３．内容

● 第１部（講演とアトラクション）
・基調講演
講師　早稲田大学理工学部　教授　大聖泰弘

・天然ガスの紹介と－160℃の実験（東邦ガス）
● 第２部（パネルディスカッション）
テーマ「自動車公害対策と低公害車の役割について」
・コーディネーター　

（財）運輸低公害車普及機構 調査研究部長 高田　寛
・パネリスト　　　　　　　
国土交通省中部運輸局自動車部長　一見勝之
愛知県環境部大気環境課長　稲垣隆司
名古屋市環境局公害対策部長　中野隆啓
東邦ガス（株）都市エネルギー営業部長　安井香一
西濃運輸（株）取締役中部地区担当　大塚正視
中京コカ・コーラボトリング1代表取締役社長 古田公男
トヨタ自動車1環境部担当部長　米光徹志

［低公害車展示会］
● 展示場所：名古屋国際会議場バス駐車場
● 展示車両：各自動車メーカー・ディーラーの

トラック（４台）
塵芥車（１台）
大型バス（２台）
乗用車等（４台）クラウンコンフォート、
シビック、カローラバン、カーゴ

１．開催趣旨

名古屋と同趣旨

２．開催要領

●日時：平成14年２月27日（水）13：30開会

（車両展示会12：30～15：30

駐車場兼多目的訓練スペース）

●場所：（社）静岡県トラック協会研修センター

第３研修室

〒420－0961 静岡市北2092－２

ＴＥＬ　054（249）０５４４

ＦＡＸ　054（249）０５４３

●主催：（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：国土交通省中部運輸局、中部地区エコ・トラッ

ク推進協議会、静岡県、静岡市、（社）静岡県ト

ラック協会、（社）静岡県バス協会

●協賛：静岡ガス（株）、各自動車メーカー・ディーラー、

静岡鉄道（株）、富士急行（株）

●講演会

①　慶応義塾大学理工学部システムデザイン工学科

教授 飯田訓正

【演題】

最近の低公害車の開発状況と今後の展望について

②　静岡県環境部環境循環室大気環境室長　安藤亮司

【演題】

静岡県の大気環境と低公害車の導入促進について

③　いすゞ自動車（株）ＣＶ製品企画室 課長　大倉由喜路

【演題】

低公害車の開発状況と技術的課題について

④　長貫運送2代表取締役　佐　野　昌　宏

【演題】

運送事業者としての環境問題への取り組みについて

◎質疑応答

●閉　会

《車両展示会》

●展示場所：6静岡県トラック協会研修センター

駐車場兼多目的訓練スペース

●展示車両：各自動車メーカー・ディーラー等の

トラック５台

大型バス２台（静岡鉄道、富士急行）

乗用車等４台（静岡ガス）

「低公害車フォーラムin名古屋」
の開催予定

「低公害車セミナーin静岡」
の開催予定

告知板�告知板�
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当機構としては、初めてのケースとして日本海側の鳥取

市において標記フォーラムを開催しました。

鳥取市は事業用ＣＮＧトラックの普及台数はまだ4台と

いうことで普及はあまり進んでいませんが、ＣＮＧスタン

ドが現在の１基に加え、年明けには更にもう１基整備され

る等、低公害車導入に対する気運は相当高いものがあります。

また、県、市等各自治体の環境問題への取組みも大変積

極的で、恐らく全国でも初めてと思われる「環境」名を冠

した「鳥取環境大学」まであるほどです。

今回のフォーラムより、従来の当機構が対象としてきた

トラック事業者のみならず、広く一般市民、荷主企業等に

対しても自動車交通に起因する環境問題に関する意識向上

を図るということから、自治体をはじめマスコミの多大な

る協力を仰ぐとともにトラック以外のバス、乗用車等の展

示も行いました。

当日は山陰地方ではめずらしい小春日和の晴天に恵ま

れ、関係者、一般市民等、予想を遥かに上回る170名が参

加し、基調講演、パネルディスカッション、展示車両等を

熱心に聴講、見学しました。

フォーラムの概要

日時：平成13年11月21日（水） 13：30～16：50

場所：鳥取県立福祉人材研修センター　本館１階ホール

主催：（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：国土交通省中国運輸局、中国地区エコ・トラック

推進協議会、鳥取県、鳥取市、（社）鳥取県トラッ

ク会、（社）鳥取県バス協会

協賛：鳥取ガス（株）、各自動車メーカー・ディーラー、

松江市交通局

開催挨拶

（財）運輸低公害車普及機構理事長　　　下出敏幸

国土交通省中国運輸局自動車部長　　田中照久

（第１部）

〇基調講演

「自動車運輸と環境保全」

福井工業大学教授　京都大学名誉教授　池上　詢

〇アトラクション

天然ガスの紹介と－160℃の実験（広島ガス）

（第２部）

〇パネルディスカッション

テーマ「環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて」

コーディネーター

7運輸低公害車普及機構調査研究部長　高田　寛

「低公害車フォーラムin鳥取」

～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

会場風景

低公害車展示場風景

TOPICS



パネリスト

鳥取ガス1営業開発チーム部長　　　　　西尾公孝氏

因伯通運（株）営業部長　 涌本知彦氏

日野自動車1技術研究所主任研究員　　　引野清治氏

鳥取県生活環境部環境政策課　参事　　　稲田舜一氏

鳥取環境大学情報システム科　教授　　　鷲野翔一氏

国土交通省中国運輸局自動車部長　　　　田中照久氏

同時開催
低公害車展示会（場所：鳥取県立福祉人材研修センター

駐車場）トラック4台、バス２台、乗用車等４台

日時：平成13年10月19日（金） P M13：30～16：00

場所：中国運輸局３階会議室

田中中国運輸局自動車部長挨拶

地球温暖化、大気汚染などの環境問題への対応が急務と

なっている。

自動車NOx法が改正され、東京をはじめとする大都市地

域では、対策が更に強化される。

中国地方における取り組みは、広島ガスが市内の１号店

２号店に続き、今年海田に３号店をオープン。鳥取ガスが

平成12年に１号店をオープン。松江市交通局が平成13年Ｃ

ＮＧバス２両を導入（管内発）など遅々としてではいるが

着実に進んでいる。

低公害であるＣＮＧ車導入とエコステーションの整備は

セットである。

環境対策として、トラック協会やガス会社を初めとする

関係者の理解をいただきながら、低公害車の導入に一層力

を入れていきたい。

内容

1 低公害車の導入状況などについて（事務局）

2 低公害車の開発及び普及状況などについて

（財団法人運輸低公害車普及機構）

3 低公害車の燃料充填施設整備状況などについて

（各県ガス会社）

〇各県トラック協会の環境対策の取組報告

①　（社）広島県トラック協会

・平成13年度低公害車（ＣＮＧ）導入申込状況

26両の申込。

・蓄熱ウォーマット購入助成

400枚の助成を計画。

・省エネ運転講習会

10回を計画。内５回実施（20名規模）。省エネ効果

（試算20％削減）に加え安全運転にも役立つ。

・環境基本行動計画普及説明会

全ト協とブロック協会の共催で

平成13年度中に開催予定

②　（社）鳥取県トラック協会

・低公害車導入関係

営業用トラックの導入キャンペーンを実施。

・平成13年度低公害車（ＣＮＧ）導入申込状況

導入済1両、導入予定4両。

・蓄熱ウォーマット購入助成

100枚の助成を計画。

・環境問題研修会

９月１日鳥取市で開催。

③　（社）島根県トラック協会

・蓄熱ウォーマット購入助成

100枚の助成を計画。

・省エネ運転講習会

エコドライブの推進は、環境対策、安全運転、

経費節減と一石３鳥である。平成13年は９月に１

回、10月20日松江支部、11月には重量部会での

開催を計画。

・ＣＮＧ車の導入

エコステーションは無いが、事業者は興味を持っ

ている。

④　（社）岡山県トラック協会

・ＣＮＧ車の導入関係

10月６日岡山ガスの協力も得て、ＣＮＧ車の展

示試乗会を開催し、150名が参加。

・蓄熱ウォーマット購入助成

500枚の助成を計画（11年1500枚、12年500

枚実績）。

※充当された感がある。

・アイドリングストップ運動

岡山独自のステッカーを作製し全車両に表示。

⑤　（社）山口県トラック協会

・ＣＮＧ充填施設整備計画

天然ガスの供給が周南地区で開始され、順次進

められている。充填施設の設置についても関係者

において検討されている。

・蓄熱ウォーマット購入助成

500枚の助成を計画。

・蓄令クーラー購入助成

13年度は試験車３両で走行調査中

※金額がかさむ。

※効果がはっきりしない。（夏の日中は困難）

・省エネ運転講習会

６回（４ヶ所）。

※省エネ効果（20数％）を実運送で活かしてい

きたい。

7

第４回　中国地区エコ・トラック
推進協議会が開催
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・環境対策の広報

６月の環境月間、荷主懇談会、テレビ、ラジオ、

広報誌を通じ広報を実施。

〇協議会の場での主な意見

☆全国区のトラック事業者は、まず東京に配車せざるを

得ないと考えている。東・名・大の対策がある程度見

えると地方対策になるものと思われる。

☆ＣＮＧ車導入のためには、エコスタンドとその位置が

重要である。

☆地場の中堅事業者は、環境への意識はあるが、コスト

意識の方が強いと思われる。

☆特積事業者以外は、市内を回る車が少ない。

☆自動車NOx法の対象地域限定が地方対策のハードルの

一因ともなっている。

☆とうしたら地場で１両でも２両でも導入できるのか、

低公害車が導入されていない所へ情報提供する事が必

要。

☆ＣＮＧ車の燃費は、使用条件により異なる。また、今

のトラックは改造車であり現状では効率が悪い。

☆購入を考えさせるためには、具体的なデータや情報提

供が必要。

植物、動物にも優しく、地球環境にも配慮した低公害車を目指しましょう。
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地区

関　　東

中　　部

北　　陸

近　　畿

中国
九　　州

スタンド名称
伊勢崎ガスエコ･ステーション
板橋エコ･ステーション
南砂エコ･ステーション
Ｒ246横浜インターエコ･ステーション
深谷エコ･ステーション
草加エコ･ステーション
柏第一エコ･ステーション
久里浜エコ･ステーション
安城エコ･ステーション
エコ･ステーション北頭
静岡流通センターエコ･ステーション
エコ･ステーション清水
港南町エコ･ステーション
エコ･ステーション鳴戸
弁天町エコ･ステーション
山科エコ･ステーション
五反田エコ･ステーション
ストーク松島エコ･ステーション

所在地
群馬県伊勢崎市日乃出町
東京都板橋区新河岸
東京都江東区南砂
東京都町田市鶴間
埼玉県深谷市大字折之口
埼玉県草加市吉町
千葉県柏市十余二
神奈川県横須賀市内川新田
愛知県安城市東栄町
愛知県名古屋市南区
静岡県静岡市加藤島
静岡県清水市永楽町
新潟県上越市松村新田
石川県金沢市神宮寺
大阪府大阪市港区弁天
京都府京都市山科区
鳥取県鳥取市五反田
福岡県福岡市東区

開設予定
2002年２月
2002年２月
2002年３月
2002年１月
2002年３月
2002年２月
2002年２月
2002年３月
2002年１月
2002年２月
2002年１月
2002年１月
2002年３月
2002年３月
2002年３月
2002年３月
2002年２月
2002年３月

資料提供：（社）日本ガス協会　（財）エコ・ステーション推進協会

●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

●低公害車の地域別普及台数（稼働台数）

北 海 道
宮 城 県
新 潟 県
茨 城 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神 奈 川 県
群 馬 県
山 梨 県
静 岡 県
岐 阜 県
愛 知 県
奈 良 県
京 都 府
大 阪 府
和 歌 山 県
兵 庫 県
石 川 県
広 島 県
福 岡 県
愛 媛 県
高 知 県
徳 島 県
鹿 児 島 県
鳥 取 県
佐 賀 県
宮 崎 県

合　　　計

0
0
0
3

13
13
91
5
0
0
0
0
2
0
0

16
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

149

53
20
17
7

173
97

1,174
132

0
11
38
7

218
1

75
722

1
203

1
49
34
0
0
0
4
5
1
2

3,045

0
0
0
2
0
1

13
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0

22

53
20
17
12

186
111

1,278
137

2
11
38
7

220
1

75
738

1
208

1
50
34
1
2
1
4
5
1
2

3,216

地　　　　　区 メタノール CNG車 ハイブリッド車 計

平成13年９月末現在



今月は、自動車の排出ガス成分の一つである炭化水素

（ＨＣ）を取り上げます。

炭化水素は炭素と水素からなる化合物の総称で、ハイ

ドロカーボンとも言われます。石油からつくられる

燃料（ガソリンや軽油）は、多様な炭化水素の混合物です。

これが自動車のエンジンの中で完全に燃えずに(いわゆる

燃料の燃え残り)、排気管から排出ガスの一部として大気

中に排出された場合、大気汚染の原因となります。気体

（ガス状）で排出された場合にのみ「炭化水素」と呼ばれ、

排出ガス規制が設けられていますが、すすなどの固体に付

着した場合や液体で排出された場合は「粒子状物質＊」と

呼んで区別して規制されています。

［＊なるほど！ザ･ワード第1回参照］

炭化水素が人体へ及ぼす影響をみてみましょう。炭化

水素は高濃度になると直接、中毒などの健康被害を

発生することがあります。しかし、事業所などの密室で扱

われる場合などを除いて、大気中の炭化水素濃度が高濃度

になることはなく、むしろ二次的に生成される、いわゆる

光化学スモッグによる被害が重大です。

光化学スモッグは、工場や自動車などから大気中に排出

された窒素酸化物(ＮOx)及び炭化水素が太陽の強い紫外線

を受けて光化学反応をおこし、発生するもので、主な成分

はオゾン(Ox)などの酸化性物質です。 これらの酸化性物

質は、刺激性が強く眼のチカチカやのどの痛みを引き起こ

します。人体への影響は一過性で、ほとんど医師の治療を

必要としませんが、場合により酸素吸入や入院加療が必要

となるケースもあります。

このため、自動車から排出される炭化水素の排出量を規

制の対象としているわけです。

自動車から排出される炭化水素については、昭和48年

から大気汚染防止法に基づく排出ガス規制が実施さ

れており、その後、逐次、規制の強化が進んでいます。近

年では、平成12年から平成14年にかけて、ガソリン自動車

についての規制が強化され、平成14年から平成16年にかけ

てはディーゼル自動車についての規制が強化される予定で

す。

エンジン内では、燃焼中の酸素が不足したり、酸素は

十分にあってもエンジン冷間時等の燃焼温度が低

く、燃焼が不活発な状態では、炭化水素が発生しやすくな

ります。

ディーゼルエンジンの場合、燃焼室内には常に十分な酸

素が存在し、燃焼温度も比較的高いので、炭化水素の排出

量はもともと少なく、燃料である軽油の揮発性（燃料の段

階で気化する現象）も低いため、ディーゼル自動車で炭化

水素が問題になることはほとんどありませんでした。

ガソリンエンジン自動車の場合、未燃焼のまま燃料のガ

ソリンが排出されることがありますが、炭化水素のほとん

どは、三元触媒装置や酸化触媒装置によって取り除くこと

ができるようになりました。しかし、ガソリンエンジンで

は、触媒が暖まり排出ガス浄化機能が働くようになるまで

の間は、炭化水素が排出されます。このため、触媒が早く

暖まるようにする等の技術開発が行われています。

天然ガス自動車で使われる天然ガスはメタン（CH４）が

主成分です。燃料の天然ガスもガソリンエンジンの場合と

同じように、未燃焼のまま排出されると、炭化水素排出ガ

スとなります。

ＮＭＨＣ（非メタン炭化水素）

ところが、メタンは、比較的安定した物質であり、

光化学反応性が低いので、光化学スモッグの原因とはなり

にくく、他の炭化水素と区別して考えてもよいということ

になっています。

天然ガス自動車の排出ガスについては、すべての炭化水

素からメタンを除いた非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）の排

出量について排出ガス技術基準が定められています。

NMHC＝THC－CH４

（非メタン炭化水素）＝（全炭化水素）－（メタン）

圧縮天然ガス自動車の排出ガス技術指針より
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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繋をとり推進しています。

低公害車・燃料供給施設（平成13年12月末現在）

日々の業務と夜の酒付き合い、休日の農
作業等、体を休める暇もなかったが、年末
年始の９連休は久々にのんびり出来た。
この間家の周辺の住宅地を毎夜歩き回っ

た。健康のためと称し１週３㎞程度。必ず
懐中電灯を持って行く。車やオートバイ、
無灯火自転車から身を守るためである。
相手が近づくと点灯する。歩く手に持つ

暗闇の中の光が、相手からは上下するよう
に見える。相手が何かと間違えて速度を落
としたり止まりかけたりすることが時々あ

る。
22時頃、懐中電灯を照らし周囲の家並み
をキョロキョロ見ながら歩いていたら、対
向歩行者に振り向かれ凝視された。家の者
から、「その身なりでは泥棒と間違えられ、
警察に通報されると困るから、遅い時間に
歩かない方がいいよ」と言われている。
それは兎も角、昨年よりも良い年である

よう、今年はもっと足腰を鍛えて、歩こう、
急がず、無理せず、着々と。

ニュースLEVO 2002. No. 16

発　行 （財）運輸低公害車普及機構
発行日　2002年１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・CNG供給スタンド所在地一覧表

編集後記

■メタノール供給スタンド
平和島メタノールスタンド　
板橋メタノールスタンド
大宮エコステーション
東大阪メタノールスタンド
西宮鳴尾エコステーション
トリビオえびなエコステーション
横浜エコステーション
越谷エコステーション
安城エコステーション
多賀SA（上り）
多賀SA（下り）
新木場エコステーション
ルート41小牧SS
東扇島給油所（M85燃料供給設備）

■ CNG供給スタンド

ひばりヶ丘エコ・ステーション
大谷地充Q所
北５条充Q所
二十四軒エコステーション
石狩エコ・ステーション

新港工場天然ガス充Q所
幸町天然ガススタンド

CNクリーンエネルギーステーション前橋
千住天然ガススタンド
板橋天然ガススタンド
滝野川天然ガススタンド
品川エコ・ステーション
平和島エコ・ステーション
世田谷天然ガススタンド
練馬エコ・ステーション
葛飾エコ・ステーション
南麻布エコ・ステーション
隅田商事永代橋エコ・ステーション
枝川エコ・ステーション
江戸川エコ・ステーション
葛西トラックターミナルエコ・ステーション
足立エコ・ステーション
都庁天然ガススタンド
国立いずみエコ・ステーション
保谷エコ・ステーション
昭島ガス・エコ・ステーション昭和記念公園西
東大和エコ・ステーション
日野自動車エコステーション
町田エコ・ステーション
多摩エコ・ステーション
鶴見天然ガスステーション
環状２号線新横浜エコ・ステーション
平沼天然ガススタンド
根岸天然ガススタンド
金沢エコ・ステーション
都築エコ・ステーション
平成町エコ・ステーション
厚木エコ・ステーション
川崎元木エコ・ステーション
藤沢エコ・ステーション
平塚エコ・ステーション
小田原エコ・ステーション
浦和エコ・ステーション
指扇駅前エコ・ステーション
川口エコ・ステーション
日産ディーゼル上尾天然ガススタンド
三芳エコ・ステーション
新座エコ・ステーション
東武越谷エコ・ステーション
レインボーエコ・ステーション
エコ・ステーション川越
春日部エコ・ステーション
二上所沢エコ・ステーション
三芳エコ・ステーション
エコ・ステーション坂戸
千葉幸町エコ・ステーション

東京都大田区平和島2-1-1
東京都板橋区高島平6-1-1
埼玉県さいたま市三橋6-699-1
大阪府東大阪市本庄中1-87
兵庫県西宮市鳴尾浜1-1
神奈川県海老名市本郷4037
神奈川県横浜市緑区長津田町4375-3
埼玉県越谷市相模町1-3-3-71
愛知県安城市東栄町横根畑
滋賀県犬上郡多賀町
滋賀県犬上郡多賀町
東京都江東区新砂1-625-72
愛知県小牧市多気東町28-1
神奈川県川崎市川崎区東扇島17-6

北海道札幌市厚別区厚別中央１条２丁目
北海道札幌市厚別区厚別大谷地東１丁目
北海道札幌市東区北５条東５丁目
北海道札幌市西区二十四軒２条７丁目-4
北海道石狩市新港西１丁目765-1

宮城県仙台市宮城野区港4-13-1
宮城県仙台市宮城野区幸町5-13-1

群馬県前橋市大渡町2-1-35
東京都荒川区南千住3-28-1
東京都板橋区新河岸2-1-18
東京都北区滝野川5-42
東京都品川区東品川1-39-19
東京都大田区平和島5-2-1
東京都世田谷区粕谷1-7-8
東京都練馬区谷原1-1-34
東京都葛飾区白鳥4-1-16
東京都港区南麻布1-8-20
東京都中央区新川1-29-14
東京都江東区枝川3-8-12
東京都江戸川区谷河内2-10-13
東京都江戸川区臨海町4-3-1
東京都足立区堀ノ内1-14-17
東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下）
東京都国立市泉2-1-6
東京都保谷市柳沢2-19-20
東京都昭島市福島町1000番地
東京都東大和市仲原3-19
東京都日野市日野台3-1-1
東京都町田市木曽町489
東京都多摩市貝取1450
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-7
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-489-1
神奈川県横浜市西区西平沼5-55
神奈川県横浜市磯子区新磯子町34
神奈川県横浜市金沢区幸浦2-6-6
神奈川県横浜市都築区東方町1698
神奈川県横須賀市平成町2-10-2
神奈川県厚木市下津古久字竹屋敷598-3
神奈川県川崎市川崎区元木2-3-21
神奈川県藤沢市片瀬86
神奈川県平塚市田村5635
神奈川県小田原市南鴨宮2-39-14
埼玉県さいたま市中島2-22-14
埼玉県さいたま市大字西遊馬1243
埼玉県川口市朝日3-22-17
埼玉県上尾市大字1-1
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1
埼玉県新座市栗原3-11-23
埼玉県越谷市瓦曾根1-20-46
埼玉県八潮市八潮8-9-8
埼玉県川越市南台1-5-2
埼玉県春日部市緑町4-7-34
埼玉県所沢市東新井町1186
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1
埼玉県坂戸市千代田5-5-4
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
市川エコ・ステーション
東習志野エコ・ステーション
袖ケ浦エコ・ステーション
成田空港エコ・ステーション
牛久エコ・ステーション
富士急ハイランドエコ・ステーション
山梨県甲府天然ガススタンド

桜田エコ・ステーション
エコ・ステーション八田
港明エコ・ステーション
名西エコ・ステーション
丸の内エコ・ステーション
エコ・ステーションベニックス
エコ・ステーション徳川
東邦ガス（株）総研内充Q所
メグリア本社前エコ・ステーション
豊橋花田エコ・ステーション
名犬小牧エコ・ステーション
浜松上西エコ・ステーション
エコ・ステーション静岡
エコ・ステーション富士
エコ・ステーション岐阜
エコ・ステーション羽島

木田エコ・ステーション
新発田エコ・ステーション
柏崎松美エコ・ステーション
エコ・ステーション長田

五条御前エコ・ステーション
上鳥羽エコ・ステーション
US国道伏見エコ・ステーション
南堀江エコ・ステーション
大阪府森之宮天然ガススタンド
大阪ベイエリアトラックエコ･ステーション
巽エコ・ステーション
船町エコ・ステーション
南津守天然ガススタンド
南港エコ・ステーション
北大阪流通業務団地充Q所
茨木エコ・ステーション
泉南天然ガススタンド
堺南出島エコ・ステーション
東大阪エコ・ステーション
八尾エコ・ステーション
美原インターエコ・ステーション
ニュー門真エコ・ステーション
中環長田エコ・ステーション
高槻天然ガススタンド
泉大津天然ガススタンド
池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション
長田北エコ・ステーション
石屋川エコ・ステーション
敏馬エコ・ステーション
尼崎エコ・ステーション
尼崎東エコ・ステーション
姫路城の東エコ・ステーション
西宮マリーナパークシティ･エコ･ステーション
和歌山エコ・ステーション

商工センターエコ・ステーション
西白島エコ・ステーション
海田エコ・ステーション
鳥取エコ・ステーション

東浜充Q所
山王エコ・ステーション
西福岡エコ・ステーション
愛宕充Q所
幸神エコ・ステーション
谷山エコ・ステーション
九州ガス大村エコ・ステーション
唐津エコ・ステーション

千葉県千葉市若葉区桜木町490-3
千葉県市川市市川南2-7-6
千葉県習志野市東習志野6-18
千葉県袖ケ浦市長浦拓2-580-261
千葉県成田市三里塚御料牧場1-2
茨城県牛久市牛久町3300
山梨県南都留郡河口湖町船津字剣丸尾6663
山梨県甲府市飯田3-2-34

愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18
愛知県名古屋市中川区万町2412
愛知県名古屋市港区港明2-3-5
愛知県名古屋市西区中小田井2-427
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-5
愛知県名古屋市名東区姫若町24
愛知県名古屋市東区出来町1-11-4
愛知県東海市新宝町507-2
愛知県豊田市前田町3-76
愛知県豊橋市花田町荒木41-1
愛知県小牧市多気中町430
静岡県浜松市上西町68-6
静岡県静岡市池田50-5
静岡県富士市伝法字中村3201-1
岐阜県岐阜市加納坂井町2
岐阜県羽島市笠松町田代若宮1105

新潟県上越市新光町2-2-15
新潟県新発田市豊町1-4-23
新潟県柏崎市松美2-5-5
石川県金沢市駅西本町1-1-1

京都府京都市下京区西七条赤社町25
京都府京都市南区上鳥羽北花名町14
京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町38
大阪府大阪市西区南堀江4-24-2
大阪府大阪市城東区森之宮1-6-102
大阪府大阪市此花区島屋2-128-1
大阪府大阪市生野区巽東2-8-36
大阪府大阪市大正区船町1-1-66
大阪府大阪市西成区南津守5-5-48
大阪府大阪市住之江区南港東4-10
大阪府茨木市宮島2-4-8
大阪府茨木市三咲町5-17
大阪府泉佐野市上瓦屋849-1
大阪府堺市出島海岸通4-4-24
大阪府東大阪市今米2-9-49
大阪府八尾市服部川1-65
大阪府南河内郡美原町黒山369-2
大阪府守口市東郷通2-4-8
大阪府東大阪市七軒家1-19
大阪府高槻市西冠3-38
大阪府泉大津市新港1-32
大阪府池田市豊島北1-126-1
兵庫県神戸市長田区北町1-6
兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-3-20
兵庫県神戸市灘区岩屋南町4-50
兵庫県尼崎市元浜町1-95
兵庫県尼崎市次屋3-3-13
兵庫県姫路市城東町清水8
兵庫県西宮市西宮浜3-6-2
和歌山県和歌山市小野町3-46-1

広島県広島市西区商工センタｰ7-4-1
広島県広島市中区西白島町22-15
広島県安芸郡海田栄町6-3
鳥取県鳥取市幸町143-4

福岡県福岡市東区東浜2-9-118
福岡県福岡市博多区東光寺町1-27-1
福岡県福岡市西区拾六町1-24-34
福岡県北九州市小倉北区愛宕1-5-1
福岡県北九州市八幡西区幸神1-11-2
鹿児島県鹿児島市南栄3-25
長崎県大村市水主1-747-52
佐賀県唐津市神田2329
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