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巻頭言　環境会計の動向　古川　勉 (公認会計士 )
低公害車フォーラム in 名古屋

低公害車セミナー in 静岡
第５回　九州エコ・トラック推進協議会が開催
関東地区エコ・トラック推進協議会が開催
燃料電池自動車国際シンポジウム開催
物流と環境フェア 2002　物流と環境の共生を目指して
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（稼動台数）
なるほど！ザ・ワード　第７回　いろいろな自動車用代替燃料

ニュース

財団法人　運輸低公害車普及機構2002 No.17

環境に優しい低公害車の導入促進に向けて
基調講演 　21 世紀における自動車環境対策について

　　　　 大聖　泰弘（早稲田大学理工学部教授）

パネルディスカッション　自動車公害対策と低公害車の役割について



　会計のグローバル化は、我が国においてもいくつかの違いを残しつつ ､ほぼ達成され

たといえよう。連結中心、キャッシュフロー ､税効果 ､退職給付、時価会計（金融商品）、

そして最後に減損会計とまことに目まぐるしく展開され、取得原価主義を金科玉条として

いた会計人達にとって、ここ４，５年の動きはまさに驚天動地ともいえるものであった。

　一方 ､これらの動きとはやや趣きが異なるものとして「環境会計」がある。あまり耳な

れない用語であるが、すでに環境庁（旧）より１９９９年３月以来、いくつかのガイドラ

インが公表されている。この背景にはいうまでもなく、地球環境問題の深刻化があり、こ

れに対処するべく企業経営における環境保全活動の重要性が認識され ､更にその環境関連

情報のディスクロージャーが要求されるという一連の流れが「環境会計」の登場を促した

といえる。

　「ガイドライン」では、環境会計には外部への報告と内部的な経営管理への活用という

二つの機能があるものとされている。これは「企業評価」という「会計」の機能から当然

に導かれるものであるが、更に進んで「両機能を果たしながら、財務パフォーマンスと環

境パフォーマンスを統合するシステム」が環境会計であるとの規定がなされている。抽象

的な言い回しであるが、環境保全対策の「費用」（環境保全コスト）と「効果」を定量的

に把握（測定）し、分析し、講評するという仕組みである。「効果」には、物量単位で示

される環境安全効果（廃棄物削減量等）と、貨幣単位で示される経済効果（費用節減額等）

の二通りがあるとされるが、効果の測定に「物量」と「貨幣」の２種類を想定している所

にこの環境会計の困難さがあるように思われる。（いずれか一方で測定したり、物量把握

した環境への負荷を貨幣単位に変換する試み等、様々な試行がなされている。）しかしな

がら、企業の経済活動は、大気汚染、地球温暖化ガスの排出等の環境負荷を基盤におこな

われており、環境保全が経済活動継続の条件であることはいうまでもない。経済事象は財

務会計として把握し、環境事象は環境会計として把握するという必要性はとみに高まって

いる。１９９９年初頭は、ＩＢＭ一社で環境報告書が開示されたにすぎないが、２０００

年末には１５０社ほどに増加している。各社各様の開示であるが、企業評価の新しい柱と

して「環境会計」の動きには、目が離せないところである。

巻頭言

環境会計の動向

古川　勉（公認会計士・当機構会計税務顧問）
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　名古屋地区におけるフォーラムは、平成１１年度に続

いて２回目となるが、今回は前回と状況がかなり異なり、

当該地区が改正NOX法の新たな対象地域に指定される

とともに、名古屋南部公害訴訟においてもディーゼル車

の排気ガスによる大気汚染の改善が厳しく求められてい

る等かなり深刻な状況下での開催となった。

　このため、今回のフォーラムに対する注目度はかなり

高く、天候にも恵まれたこともあり関係機関は勿論のこ

と広く一般市民等予想を遥かに上回る約３２０名の方々

が参加し、会場は終始熱気に包まれ、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、見学して

いた。

日時：　平成１４年２月２０日（水）　１３：３０～１６：５０

場所：　名古屋国際会議場１号館３階会議室

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）

開催挨拶　

　　　　杉浦　喬也（（財）運輸低公害車普及機構会長）

               津野田　元直（国土交通省中部運輸局長 ）

[ 第 1 部 ]　

基調講演「２１世紀における自動車環境対策について」

　　　　大聖　泰弘（早稲田大学理工学部教授）  

アトラクション「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　「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  高田　寛（（財）運輸低公害車普及機構調査研究部長）

○パネリスト　　   一見　勝之（国土交通省中部運輸局自動車部長 ）

                           稲垣　隆司（愛知県環境部大気環境課長）

                           中野　隆啓（名古屋市環境局公害対策部長）

　　　　　　　  安井　香一（東邦ガス（株）都市エネルギー営業部長）    

　　　　　　　  大塚　正視（西濃運輸（株）取締役中部地区担当）   

　　　　　　　  古田　公男（中京コカ・コーラボトリング（株）代表取締役社長）   

　　　　　　　  米光　徹志（トヨタ自動車（株）環境部担当部長）   

同時開催　

　　　　低公害車展示会（場所：名古屋国際会議場バス駐車場）

　　　　　　　　　　トラック４台、塵芥車１台、バス２台、乗用車等４台

低公害車フォーラムｉｎ名古屋
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

フォーラムの概要
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自動車排出ガス対策の動向

　ガソリンエンジンでは、排気中の NOx、CO、HC の

3成分を同時に低減する三元触媒と、空気と燃料の割合

を理論混合比に保つ電子制御の高性能化が最近一段と進

み、2000 年からの新短期規制車では 30 年前の未規制

レベルから 97%以上の高い浄化率を達成している。さ

らに、2005 年に開始される新長期規制では NOx に関

しては 1%台あるいはそれ以下にまで低減される見通し

である。一方、ディーゼルエンジンは固有の燃焼特性に

関連して後処理システムの利用が困難なため、NOx と

黒煙・微粒子の対策が立ち遅れているのが実情であった。

そこで、日米欧では、ディーゼル車の対策技術の開発を

促すべく段階的な排出ガス規制の強化が実施されること

になった。わが国では、新短期規制が 2003 年に、新長

期規制が 2005 年に予定されている。今後ディーゼル車

の排出ガスは大幅に削減されることになろう。

エンジンにおける三つの主要技術

　対策としては、ガソリン、ディーゼルを問わず、燃焼

技術、後処理技術、燃料技術の３者の適切な組み合わせ

を基本とし、関連する要素技術をいかにシステム化する

かが開発の成否を左右する。

　燃焼技術では、

　　コモンレールによる高圧燃料噴射等

　後処理技術では、

　　酸化触媒、ディーゼルパティキュレートフィルター

　　（DPF）、NOx 還元触媒

　燃料技術では、

　　軽油の低硫黄化

　　性状の改善

　　含酸素燃料

などが期待されている。

ディーゼル代替低公害車の開発

　ディーゼル車の大幅な低公害化が難しい状況にあっ

て、これに代替する各種の低公害車の開発・普及が進め

られている。そのうち天然ガス車や LPG 車では、ガソ

リンエンジンの対策技術が利用できるため、極めて大幅

な NOx の低減が可能であり、もちろん PMを全く排出

しないことも大きなメリットである。

２トン積み低公害トラックのNOx 排出量比較（東京都）

　CNG・LPG トラック、CNG 路線バス、CNG・LPG ゴ

ミ収集車が実用化されており、これらを大都市で普及さ

せれば大気汚染の改善に寄与することは明らかである。

また、天然ガスは石油よりも長期的な資源性があること

から代替燃料としての長所も併せ持っている。

　ディーゼル車に対しては、排気浄化が強く要望され

ており、自動車メーカー各杜は国際市場における生き残

りを賭けて技術開発に取り組んでいるところであるが、

これらディーゼル代替低公害車は、極めて大幅なNOx、

PM低減が可能であり、大都市で普及させる意味は大き

い。

基調講演　21 世紀における自動車環境対策について
大聖　泰弘（早稲田大学理工学部教授）

経歴　　
1980 年早稲田大学大学

院理工学研究科博士課程

修了。

内燃機関の燃焼・排出ガ

ス特性、低公害・低燃費

化、代替燃料の利用技術

について、実験と数値シ

ミレーションモデルの研

究に従事、最近では電気

自動車やハイブリッド車

の製作・評価を手掛ける。

実験・計測

シミュレーション

後処理技術

燃焼技術

燃料技術

可変機構

電子制御　　

材料　　　　

反応化学

　添加剤　　

　　燃料設計

触媒化学　性状調整

ディーゼル車 A

ディーゼル車 B

ガゾリン車

LPG車 A

LPG 車 B

CNG車 A

CNG車 B

4.2

3.6

0.59

0.10

0.09

0.10

0.05
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運輸業界におけるＣＮＧ車導入について

　西濃運輸（株）においては、１９９６年３月に２台

のＣＮＧ車を導入、これを皮切りに現在全国（１都２府

１２県）の支店、営業所に１８６台を配備している。西

濃運輸の輸送システムの中でＣＮＧ車は一般商流荷物の

集荷と配達に従事し、都市部商店街など車両の多い渋滞

する地域で活躍している。

　特徴を集約すると、優れた低排出ガス特性 （低 NOx，

黒煙ゼロ）、低振動・低騒音、ＣＮＧ充填所などのイン

フラが都市部に集中していることがあげられる。また、

ＣＮＧ車はディーゼル車と共通の部分が多いため、管理

費、修理費等、ランニングコストもかなり抑えることが

でき、実用性が高く、都市内集荷、配達には最適と言える。

　多くの優れた特徴を備えたＣＮＧ車の今後の課題は何

と言っても「燃費の向上」と「車両重量の軽減」に尽き

る。さらに、ＣＮＧ燃料のインフラ整備、導入にあたっ

ての助成支給の継続も同時に配慮すべきであろう。

　また、現行のＣＮＧエンジンはディーゼルエンジンを

改造したものであるだけにＣＮＧ車専用に設計されたエ

ンジンの開発をメーカーに期待したい。

天然ガス自動車導入の経緯と計画

　当社は、大気中に排出される排ガス中の不純物を削減

することを目的に、１９９７年に天然ガス自動車を１台

導入したのを始めに毎年一定台数を導入し、現在８２台

となっている。民間企業の自家用車輌での導入数ではト

ップの実績である。尚、今後の計画としては、２００３

年には当社の総車輌台数の１０％強にあたる１５６台を

導入したい。

　ガソリン車・ディーゼル車と比較しても遜色無い乗り

心地・走行であるとのプラス評価の反面、天然ガス充填

所がまだ少ないためガス欠が不安となり燃料補給頻度が

多くなった、等のマイナス評価もある。さらなる普及の

ためには、ガス事業者には充填所を増やすこと、自動車

メーカーには価格の低下・技術向上、国・自治体には普

及支援策の拡充が期待されるところである。

　環境問題は、その必要性を唱える時期はとっくに過ぎ

ており、今は実際に低公害車導入等、実践する時期であ

る。

ﾊ ﾈ゚ﾙﾃｨ゙ｽｶｯｼｮﾝ概要　自動車公害対策と低公害車の役割について

　

西濃運輸（株）取締役中部地

区担当・大塚正視氏より、同

社が実際に使用している天然

ガストラックに関する話があ

りました。

　

中京コカ・コーラボトリング

( 株 ) 代表取締役社長古田公

男氏より環境保全活動、天然

ガス自動車の導入経緯と計画

に関しお話がありました。

　パネルディスカッションは、「自動車公害対策と低公

害車の役割について」に関し、７名のパネリストを招き

行われました。

　行政（国、愛知県、名古屋市）からは、自動車交通に

起因する大気汚染等の現状及びその対策が紹介されまし

た。燃料供給会社 ( 東邦ガス ( 株 )) からは天然ガス自動

車の普及状況及び今後の見通し、天然ガススタンドの整

備状況等について、自動車会社（トヨタ自動車（株））

からは排出ガスに関する今後の自動車市場の動向、自動

車会社の環境対策について紹介がありました。それぞれ

大変興味のあるお話をいただきました。

　昨年１１月には天然ガス自動車の導入台数が 1万台

を越え、いよいよ普及が緒についてきた現状から、ここ

では、実際に天然ガス自動車をお使いいただいている方

からのお話を中心に紹介したいと思います。
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　静岡地区は、都市そのものの環境問題もさることなが

ら、地理的に三大都市圏を結ぶ東西交通の主要ルートと

なっていることから、交通量が非常に多く、大気汚染の

改善が厳しく求められている。

しかしながら関東圏と中部圏との中間に位置しているこ

となどにより対策の推進上難しい問題もあることから、

今後の更なる低公害車の普及と環境問題に対する啓発活

動の促進の起爆剤になればとセミナーを開催した。

　当日は天候にも恵まれ１２０名の方々が会場の講演、

車両展示を熱心に聴講、見学され、この模様はマスコミ

によっても広く報道された。

日時：　平成１４年２月２７日（水）１３：３０～１６：４５

場所：　（社）静岡県トラック協会研修センター第３研修室

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）

開催挨拶　

　　　　下出　敏幸（（財）運輸低公害車普及機構理事長）

               一見　勝之（国土交通省中部運輸局自動車部長 ）

講演会「最近の低公害車の開発状況と今後の展望について」

　　　　飯田　訓正（慶応義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授）  

　　   「静岡県の大気環境と低公害車の導入促進について」

　　　　安藤　亮司（静岡県環境部環境循環総室大気環境室長）  

アトラクション「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（静岡ガス（株））    

講演会　「低公害車の開発状況と技術的課題について」

　　　　大倉　由喜路（いすゞ自動車（株）ＣＶ製品企画室課長）  

　　    「運送事業者としての環境問題への取り組みについて」

　　　　佐野　昌宏（長貫運送（有）代表取締役社長）  

同時開催　

　　　　低公害車展示会（場所：（社）静岡県トラック協会研修センタートラックドライビィングテクニックトレーニングコース）

　　　　　　　　　　トラック５台、バス２台、乗用車等４台

低公害車セミナーｉｎ静岡
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

セミナーの概要

低公害車セミナー in 仙台
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

日時：　平成 14年６月 24日（月）

場所：　エルパーク仙台

講演：　学識経験者、行政、メーカー、運送事業者

主催：　（財）運輸低公害車普及機構、東北運輸局

掲
示
板
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　「関東地区エコ・トラック推進協議会」は環境対策の

各分野から３名の講師を招き今年度の協議会を下記のと

おり開催した。

日時：　平成１４年２月２５日（月）　

　　　　１３：３０～１５：３０

場所：　東京都トラック総合会館６階中会議室

開催挨拶：　池田　功（関東運輸局自動車第２部長）

　地球温暖化、大気汚染等の環境問題での対応が厳しく

求められているなか、東京都、埼玉県の環境条例、改正

ＮＯＸ・ＰＭ法への対応が求められているところであり、

低公害車導入等においても、インフラ整備の遅れ、車両

価格、積載量、航続距離等について様々な課題があり効

率的な方策が求められている。

　本日は、環境対策の各分野の方々から講演をいただき、

環境対策への意識の高揚を広めるとともに、啓発を図っ

ていただきたい。

「関東地区エコ・トラック推進協議会」が開催

講演 ：　

「ディーゼル自動車の環境対策技術の動向について」

　堀　政彦（（財）日本自動車研究所　総合研究部主席研究員）

「低硫黄軽油の製造・供給予定等について」

　西川　輝彦（石油連盟　技術環境部長）

「低公害車普及促進対策について」

　石原　大（国土交通省自動車交通局総務課企画室総括補佐）

　講演のあと、ディーゼル自動車の将来、低硫黄軽油の

製造状況、価格等について活発な意見交換がなされ、無

川関東運輸局貨物運送振興課長の閉会挨拶で閉会となっ

た。

　「九州エコ・トラック推進協議会」では、低公害タイ

プのトラックの普及促進をはかり、もって環境にやさし

いトラック事業の構築を図ることを目的に下記により第

５回協議会を開催した。

日時：　平成１４年２月１９日（火）　

　　　　１１：００～１２：００

場所：　（社）福岡県トラック協会　会議室

開催挨拶：　茂原　秀明（九州運輸局貨物運送振興課長）

　大都市を中心に依然厳しい状況にある大気汚染等、環

境問題の解決に向け取り組みを強化する必要があり、九

州運輸局としても低公害車の導入促進、モーダルシフト

や共同集配事業の推進等、環境負荷の軽減に資するため

の施策を進めているところである。

　本年４月には熊本市にエコ・スタンドが開設される等、

管内でも環境整備が着々と進められており、今後も低公

害車の普及促進に努めてまいりたい。

「第５回九州エコ・トラック推進協議会」が開催

　九州運輸局自動車部貨物運送振興課より、平成１４年

度国土交通省予算からみた自動車交通環境対策及び九州

運輸局の具体的施策について説明がなされた。

　当機構より低公害車（当機構扱い車）の普及状況を平

成１３年度の見込みを含め説明。

西部ガスより、ＣＮＧ車の普及状況及びＣＮＧガススタ

ンドの現状と今後の計画について説明がなされた。

最後に佐賀県トラック協会、鹿児島県トラック協会、沖

縄県トラック協会より、低公害車の価格、エコ・スタン

ドの安全性、行政の環境問題の取り組みや補助制度につ

いて質問がなされ、意見交換が行われた。
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　国土交通省は、次世代の低公害車として有望な燃料電

池自動車の開発・普及の促進及び技術評価を行うため、

平成１４年３月１日に国際連合大学において燃料電池自

動車国際シンポジウム（事務局：( 財 ) 運輸低公害車普

及機構）を開催した。

　本シンポジウムは昨年３月に、燃料電池自動車の開

発動向をテーマに行われたが、今回は、欧州や米国の燃

料電池自動車政策責任者や自動

車メーカーの開発責任者等を招

き、燃料電池自動車の公道にお

ける実走行試験の結果報告等が

行われた。また、国連大学前の

広場において、現在各メーカー

で開発中の燃料電池自動車の展

示などが併せて行なわれた。

　月原国土交通副大臣の開会挨

拶に続いて、特別セッションで

は学識経験者及び米国・欧州の

燃料電池自動車政策責任者によ

る日米欧における燃料電池自動

車の実用化・普及への取組に関

する発表が行われた。午後からは、国内外自動車メーカー

等による燃料電池自動車実走行実証試験の報告と「実

用段階に来た燃料電池自動車の市場投入に向けた課題と

今後の方策について」をテーマにしたパネルディスカッ

ションが行われ、350 名を超える参加者が熱心に聞き

入った。

燃料電池自動車国際シンポジウム開催

プログラム

7

開会挨拶　月原茂皓（国土交通副大臣）

[ 特別セッション ]　国内外における燃料電池自動車の実用化・普及への取組

　①「燃料電池自動車の将来－ 2010 年以降の従来車との共存と競合に向けて－」

               大聖泰弘（早稲田大学理工学部教授）

　②「カリフォルニア州における燃料電池自動車の普及：カリフォルニア州燃料電池パートナーシップ他の最新情報」

               アラン・Ｃ・ロイド（米国カリフォルニア州大気資源局チェアマン ）

　③「欧州連合における燃料電池自動車の推進」

               ギュンター・ハンライヒ（欧州委員会エネルギー・運輸総局新エネルギー・需要管理担当局長） 

[ セッション 1]　燃料電池自動車実走行実証試験の動向

　①「燃料電池自動車導入への課題」

　　　　小高　松男（（独）交通安全環境研究所　環境エネルギー部長）  

　②「トヨタの燃料電池自動車開発について」

　　　　河合　大洋（トヨタ自動車（株）　ＦＣ企画室室長）    

　③「Ｈｏｎｄａの燃料電池車・開発の現状と課題」

　　　　川口　祐冶（（株）本田技術研究所　和光基礎技術研究センター上席研究員）  

　

TOPICS



　物流と環境問題に対し、物流事業者

の認識を深めるとともに広く一般市民

の理解の増進を図ることを目的に（社）

日本物流団体連合会主催による標記

フェアが下記により開催された。

　当機構も今年度は主催者の配慮によ

り団体・自治体ゾーンに専用のブース

を設けていただきパネル、パンフレッ

ト等により訪れた方々に職員が交代で

対応し低公害車の普及促進に努めた。

「物流と環境フェア２００２～物流と環境の共生をめざして～」に当機構が協賛として参加

日時：　平成１４年２月１８日（月）～２０日（水）　

　　　　９：００～１８：００

場所：　東京国際フォーラム　地下２階展示ホール（１）

主催：　（社）日本物流団体連合会

後援：　国土交通省、環境省、経済産業省、東京都

協賛 ：　（社）全国通運連盟、（社）全日本トラック協会、

（社）日本港運協会、（社）日本倉庫協会、（社）日本船

主協会、（社）日本冷蔵倉庫協会、日本長距離フェリー

協会、日本内航海運組合総連合会、（財）運輸低公害車

普及機構、交通エコロジー・モビリティ財団
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　④「マツダ・プレマシーＦＣ‐ＥＶの紹介と公道走行試験について」

　　　　柏木　章宏（マツダ (株 )　プラットフォーム・プログラム開発推進本部　第 5プラットフォーム・プログラム開発推進室主査）

　⑤「ＧＭの燃料電池自動車プログラム」

　　　　ジョージ・Ｐ . ハンセン（ゼネラル・モーターズ世界代替動力源センター日本事務所マネージャー）

[ セッション 2]　パネルディスカッション「実用段階に来た燃料電池自動車の市場投入に向けた課題と今後の方策について」

○コーディネーター  大聖泰弘（早稲田大学理工学部教授）

○パネリスト　　   アラン・Ｃ・ロイド（米国カリフォルニア大気資源局チェアマン ）

                           ギュンター・ハンライヒ（欧州委員会エネルギー・運輸総局新エネルギー・需要管理担当局長）

　　　　　      　田村　英之（（社）日本自動車工業会　安全・環境技術委員会　電動車両技術部会  燃料電池自動車分科会副分科会長）

　　　　　　　  舘内　端（自動車評論家、日本ＥＶクラブ代表）    

　　　　　　　  小高　松男（（独）交通安全環境研究所　環境エネルギー部長）   

　　　　　　　  宮嵜　拓郎（国土交通省自動車交通局技術安全部長）   

閉会挨拶　杉浦　喬也（（財）運輸低公害車普及機構会長）



地　区 スタンド名　称 所在地 開設予定日

関　東

南砂ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
久里浜ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
岩槻ｴｺ・ｽﾃｰｼｮﾝ
草加ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
板橋ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
浦安ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ

東京都江東区南砂 1-23-15
神奈川県横須賀市内川新田 1088
埼玉県岩槻市本町 4-3-3
埼玉県草加市吉町 2-1-60
東京都板橋区
千葉県浦安市千鳥 12-5

2002 年 4 月
2002 年 4月
2002 年 4月
2002 年 4月
2002 年 6月
2002 年 4月

中　部
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

静岡県静岡市加藤島 12-7
静岡県清水市永楽町 14

2002 年 4 月
2002 年 5月

近　畿
（仮称）山科ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
北大阪ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
御厨運送ｴｺ・ｽﾃｰｼｮﾝ

京都府京都市山科区西野山階町 30-6
大阪府茨木市宮島 2-4-8
大阪府東大阪市西堤本通東 1-4-14

2002 年 4 月
2002 年 4月
2002 年 5月

九　州
ストーク松島ｴｺ･ｽﾃｰｼｮﾝ
本荘ｴｺ・ｽﾃｰｼｮﾝ
大宰府ｴｺ･ｽﾃ - ｼｮﾝ

福岡県福岡市東区松島 6-3-1
熊本県熊本市本荘 5-14-18
福岡県大野城御笠川 5-12-7

2002 年 4 月
2002 年 4月
2002 年 7月

地　　区 メタノール C　N　G ハイブリット 計
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
鳥取県
愛媛県
高知県
徳島県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
宮崎県

3
13
10
85
5

2

16

5

1

55
21
20
9

205
142
1765
156
5
11
44
15
254
1
95
834
3

224
1
54
6

5
35
1
2

2

1
13

2

1
2
1

55
21
20
14
218
153
1863
161
7
11
44
15
256
1
95
850
3

229
1
55
6
1
2
1
5
35
1
2

合　　計 140 3963 22 4125

現在建設中で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（稼動台数）　　　平成 14年 2月末現在
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　２１世紀の自動車に対しては、NOXや PM等の排出ガス

低減と CO2 の削減のため燃費向上の要求がますます強く

なっています。このため、種々の自動車技術開発が進められ

ていますが、自動車に使われる燃料も自動車の環境問題への

対応に重要な役割をもつと考えられています。

　これまでの自動車に用いられているガソリンや軽油などの

石油系燃料では、自動車からの排出ガス低減のために、例え

ば軽油中の硫黄分の削減やガソリンに含まれるベンゼンの削

減など燃料品質の改善が進められています。

　石油系燃料以外では、いわゆる代替燃料を使用した低公害

自動車の開発・実用化も進められています。

　代替燃料とは、一般に、化石燃料である石炭や石油（ガソ

リンや軽油）の代わりとなる燃料資源をいい、自動車用燃料

としては、天然ガス、メタノール、エタノール、ＬＰＧ、Ｄ

ＭＥ、バイオ燃料、水素などがあげられます。これらの燃料

は、従来のエンジンのみならず、ハイブリッド車、電気自動

車、燃料電池自動車などとの組み合わせで提案され、研究開

発が進められています。 ( 参考　右下表 )

　今回からの「なるほど！ザ・ワード」では、今後の環境対

策を担ういろいろな自動車燃料について取り上げて紹介して

参りたいと思います。

第７回 いろいろな自動車用代替燃料

メタン（CH4）を主成分とした可燃性ガスで石油 , 石炭と同じ化

石燃料の一種である。メタンハイドレード（メタン水和物）とし

て海底に存在することが確認されており、将来のエネルギー源と

して期待されている。メタンは分子中の炭素の比率が少ないため、

燃焼による CO2 の発生量が石油系燃料と比較し約 20％少ない。

自動車用燃料としては、200 気圧程度まで圧縮して使う場合（圧

縮天然ガス：CNG）や（－ 162℃）に冷却し液化させたものを使

う場合（液化天然ガス：LNG）がある。

メチルアルコール（分子式は CH3OH）ともいう。ガソリンや軽

油の代替燃料として用いられてきたが、近年では燃料電池自動車

の燃料として注目を集めている。メタノール燃料には硫黄分が含

まれないため、燃焼しても硫黄酸化物が発生しない。ただし、腐

食性が強いので燃料系部品には特殊な材料が必要である。

エチルアルコールともいう ( 分子式は C2H5OH)。穀物や果物類の

発酵によっても得られる。ガソリンに混ぜて使用している国もあ

る。

液化石油ガス。日本ではタクシー用に LPG エンジンが広く普及し

ている（約３０万台）。プロパンとブタンが主成分。これらのガス

は加圧（数気圧）すると液化し、比較的取り扱いが容易である。

ジメチル・エーテル（分子式は、CH3OCH3）は LPG に似た特性

を持ち、　かつセタン価が高いため、ディーゼル代替燃料として注

目されている。分子中に酸素原子を持つ含酸素燃料で、燃焼時に

は、すすの発生が少ない。現在は天然ガスから製造されているが、

バイオマスからも作ることができる。

光合成によって生物が生み出した物質を原料としたエネルギー（燃

料）をバイオマス・エネルギーという。関連した自動車用燃料と

しては、でんぷんや糖質、油分、食物繊維、木材チップ、藻等の

バイオマスから作られるメタン、メタノールやエタノール、RME（な

たね油メチルエステル）等がある。これらは、燃焼によって CO2

を発生するが、これはもともと植物が光合成によって大気中から

取り込んだものなので植物資源を再生すれば大気中の CO2濃度を

上昇させずに済む。地球温暖化問題や化石燃料枯渇問題に対応し

たエネルギーとして注目されている。

燃やしても水蒸気になるだけで、大気汚染や地球温暖化に繋がる

有害物質の発生がない究極のクリーン燃料。自動車用途では、燃

料電池自動車の燃料として注目されている。可搬性、爆発安全性

が課題とされている。水素は電気と同じ二次エネルギーであり製

造する際にはエネルギーが必要なので、CO2 の発生をおさえた製

造方法が課題である。

表　自動車用動力源と燃料種類の組み合わせ

ガ
ソ
リ
ン

軽
油

メ
タ
ノ
ー
ル

エ
タ
ノ
ー
ル

Ｄ
Ｍ
Ｅ

Ｌ
Ｐ
Ｇ

天
然
ガ
ス

水
素

電
力

火花点火エンジン
（ガソリンエンジン） ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ―

圧縮着火エンジン
（ディーゼルエンジン）― ○ ― ○ ○ ― ― ― ―

ハイブリッド車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

燃料電池車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気自動車 ― ― ― ― ― ― ― ― ○

天燃ガス

メタノール

エタノール

ＬＰＧ

ＤＭＥ

バイオ燃料

水素（H2）

○：実用化の可能性あり、－：可能性なし 

参考資料：自動車環境ハンドブック　ＧＭ
　　　　　２１世紀の自動車用燃料の動向　松原　自動車技術　Ｖｏｌ５５、Ｎｏ５、
　　　　　２００1

燃料

動力源



■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
大宮エコステーション●埼玉県さいたま市三橋 6-699-1
東大阪メタノールスタンド●大阪府東大阪市本庄中 1-87
西宮鳴尾エコステーション●兵庫県西宮市鳴尾浜 1-1
トリビオえびなエコステーション●神奈川県海老名市本郷 4037
横浜エコステーション●神奈川県横浜市緑区長津田町 4375-3
越谷エコステーション●埼玉県越谷市相模町 1-3-3-71
安城エコステーション●愛知県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）●神奈川県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●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
中央卸売市場天然ガススタンド●北海道札幌市中央区
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
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
伊勢崎ガスエコ・ステーション●群馬県伊勢崎市日乃出町 108
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
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
都庁天然ガススタンド（エコ・ステーション）●東京都新宿区西新宿 2-5（高架道路下）
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
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 489
Ｒ２４６横浜インターエコ・ステーション●東京都町田市鶴間 1722-1
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 2-498-1
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
都筑エコ・ステーション●神奈川県横浜市都筑区東方町 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 86
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 2-39-14
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
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 2021-1
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
東武越谷エコ・ステーション●埼玉県越谷市瓦曽根 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

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●千葉県牛久市牛久町 3300
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
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
エコ・ステーション北頭●愛知県名古屋市南区弥次ヱ町 1-10-15
Ｒ１鳴海エコ・ステーション●愛知県名古屋市緑区鳴海町字鏡松 20-1
東邦ガス㈱総研内充填所●愛知県東海市新宝町 507-2
安城エコ・ステーション●愛知県安城市東栄町横根畑 59-96
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●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
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
北　陸
木田エコ・ステーション●新潟県上越市新光町 2-2-15
港南町エコ・ステーション●新潟県上越市松村新田 8-1
新発田エコ・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
エコ・ステーション長田●新潟県金沢市駅西本町 1-1-1
エコ・ステーション鳴和 ( 建設中 ) ●石川県金沢市神宮寺 3-1-13
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
大阪府森ノ宮天然ガス充填スタンド●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 5-5-26
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
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
弁天町エコ・ステーション●大阪府大阪市港区弁天 2-12-2
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●大阪府八尾市服部川 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
１号枚方エコ・ステーション●大阪府枚方市出屋敷西町 1-13-1
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
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 3-3-15
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●広島県広島市中区西白島町 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
九州ガス大村エコ・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

 ここ数年新緑の季節の到来が早いように思う。
今年は特にである。温暖化の影響とも異常気象
のためとも言われている。
　桜などの花前線は北上するのが常であると
思ったが、この春の桜の開花は、九州、四国よ
り東京の方が早かった。
　私の記憶では、桜で連想するのは、小学校に
おける新学期早々の遠足での花見、新入社員時
の夜桜見物の場所取りを思い出すのだが。

　四季の移ろいは、一定の時期に決まった順序でやっ
て来るという常識は、どうやら通用しなくなってきて
いるようである。
　この世の中やはり諸行無常で、一定不変なるものは
無いようである。最近の数多い金融機関の破綻や上場
企業の倒産等を見てもそれが窺える。
　私ども公益法人の職員という身で禄を食んでいる者
にとっては、この点を常に頭に入れておかなくてはい
けない事柄である。

編
集
後
記

低公害車・燃料供給施設（平成 14年 2月 20 日現在）

ニュースLEVO　2002．No．17
発　行　（財）運輸低公害車普及機構
発行日　　2002 年４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


