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カメラ’ズ アイ
カメラは、「いま・ここ」を写し取ることが得意ですが、ちょっとした「技」ももっています。「初歩」の技あり作

品をご紹介します。お楽しみ下さい。まず、「ぼかす」です。前ぼけ、後ぼけ、「主役ぼけ」をごらんに入れます。

（決して失敗作＝ぼけがじゃま＝と思わないでください。作者の意図通りです。）

次回の「技」の「ヒント」も「小さく」はいっていますよ。

撮影データ 使用カメラ：EOS3
使用レンズ：EF70-200mmF2.8LUSM

箱根仙石原のススキです。
前面上半分にもススキが「ただよって」いることにお気づ
きですか？風のいたずらでした（Ｈ14. 11）

昭和記念公園のコスモスです。
後ろぼけで揺れるコスモスを入れました。（Ｈ15. 10）

浜離宮のオミナエシです。
前ぼけに「桔梗」を入れています。秋の入り口にいます。（Ｈ15. 9）

山中湖の白鳥です。手前の波にピントを合わせ、「主役」を
隠しました。夕暮れの雰囲気がでてますでしょ！（Ｈ14. 6）



国土交通省が発表した、平成16年度における低公害車の開発、普及の促進及び燃料電池自動車の実用化・普及関係の

予算要求内容は次のとおりです。

要求額

・低公害車普及促進対策････････････････････････････････････････････････････････････････6,793（6,507）百万円

低公害バス・トラック、低PM認定車等の導入

ディーゼル微粒子除去装置（DPF・酸化触媒）の導入

※新長期規制対応車及び使用過程ディーゼル車のCNG車への改造を補助対象に追加することを要求

・次世代低公害車開発促進事業･････････････････････････････････････････････････････････････997（996）百万円

・燃料電池自動車実用化促進プロジェクト･･･････････････････････････････････････････････････350（350）百万円

・バイオマス燃料対応自動車開発促進事業･･･････････････････････････････････････････････････150（ 0）百万円

・環境エネルギー対策貸付制度（自動車NOx・PM法関連）の延長・拡充（中小企業金融公庫）･･････140（ 0）百万円

（同制度に伴う中小企業金融公庫出資金）

（注）括弧内は15年度の予算額

（財）運輸低公害車普及機構と（社）日本ガス協会の共催

により、低公害車の普及を促進するため運送事業者等を

対象に、下記のとおり説明会及び車両展示会・試乗会を

開催しました。

記

日時：平成15年７月30日（水） 14：00～17：30

場所：東邦ガス（株）港明ショールーム　２階ホール

内容：（1）「天然ガス自動車普及施策について」

（中部運輸局交通環境部）

（2）「低公害車導入補助制度等について」

（運輸低公害車普及機構）

（休　憩）天然ガス自動車見学

（3）「天然ガストラックの紹介」

（各自動車メーカー）

（4）「天然ガススタンドの設置状況等について」

（東邦ガス（株））

（5）「展示車両試乗会」

当日は、天気にも恵まれ170名余の参加者があり、地

球温暖化や地域環境問題に対する施策、補助制度、各メ

ーカーの天然ガストラックの開発状況等を熱心に聴講さ

れました。

また、説明会に引き続き行なった試乗会には約70名の

方々の希望があり、予定の時間を超えて終了いたしました。
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近畿エコ・トラック推進協議会では、大津市と草津市

に天然ガススタンドが開設され、今後のCNG車の導入

促進を図ることを目的に下記のとおり説明会等が開催さ

れました。

当日の参加者は、若干少なく感じられましたが試乗会

は盛況であったことから、今後の低公害車の導入を期待

しながら終了しました。

記

日時：平成15年９月11日（木） 13：30～16：00

場所：滋賀県トラック総合会館

内容：（1）「低公害車導入に対する補助制度等について」

（近畿運輸局交通環境部）

（2）「補助申請手続きについて」

（運輸低公害車普及機構）

（3）「CNG車の紹介について」

（日産ディーゼル工業（株））

（4）「天然ガススタンドの設置状況について」

（大阪ガス（株））

CNG車の展示・試乗会

低公害車導入支援総合説明・相談会

天然ガス自動車説明会（名古屋）

平成16年度自動車交通環境対策予算概算要求概要
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10月８日（水）本年２回目の低公害車セミナーを宇都宮

市で開催致しました。当地区は、首都圏への貨物運送の

ウェイトが高く、10月１日首都圏の排ガス規制が実施さ

れたこともあり、低公害車への関心が高まっている中で

のセミナー開催となりました。

当日は天候にも恵まれ、県内のトラック事業者及び運

輸関係事業者、行政、一般市民の方々のみならず、近隣

県からも多くの方々が参加され、予想を上回る191名が

参加し、会場は熱気につつまれました。参加者は、講演、

展示車両、パネルを熱心に聴講、見学され、低公害車に

対する関心の高さが伺われました。

◆セミナーの概要
日　　時：平成15年10月８日（水） 13：30～16：20

場　　所：栃木県産業技術センター

主　　催：（財）運輸低公害車普及機構、国土交通省関東

運輸局、国土交通省関東運輸局栃木運輸支局

後　　援：栃木県、宇都宮市、（社）栃木県トラック協会、

（社）栃木県バス協会、関東地区エコ・トラッ

ク推進協議会、関東ブロック低公害車導入促

進協議会

協　　賛：いすゞ自動車（株）、トヨタ自動車（株）、日産

車体（株）、日産ディーゼル工業（株）、日野自

動車（株）、富士重工業（株）、三菱ふそうトラ

ック・バス（株）、（社）日本ガス協会、東京ガ

ス（株）

開催挨拶：下出　敏幸

（（財）運輸低公害車普及機構理事長）

斉藤　夏起

（国土交通省関東運輸局交通環境部長）

講　　演：

「自動車環境対策を巡る最近の動向について」

小高　松男氏（独立行政法人 交通安全環境研究所 理事

環境研究領域長、早稲田大学客員教授）

（要旨）

・1955年頃から始まった経済成長が同時に急激なモータ

リゼーションをもたらし、結果として排出ガス、騒音、

振動等環境負荷の増大をもたらしたことが自動車環境

問題の背景。

・首都圏や関西地区ではNO2、浮遊粒子状物質等の環境

基準の達成率が極めて低い状態が続いているが、これ

は交通量増大やディーゼル車の割合増加が主要因。

・一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物

（NOx）、微粒子（PM）など自動車からの大気汚染物

質の健康への影響、及び発生メカニズムについてふれ、

また、自動車排出ガス規制の概要及び使用過程車に対

する規制（自動車NOx・PM法、東京都におけるディ

ーゼル車の排出ガス規制）について解説がなされた。

・最後にDPF、NOx触媒などの排出ガス低減技術につ

いて紹介があった。

「CNGトラックの紹介」

福本　繁夫氏（三菱ふそうトラック・バス（株）国内販

売本部 商品企画担当グループ長）

（要旨）

・CNG車をはじめとする低公害車の種類及び低公害車

の特性比較について説明、CNG車は、ディーゼル車

との比較では航続距離等は劣るが、排出ガスの面では

大変優れており、低公害車はそれぞれの用途、適正に

あわせた分野での棲み分けが必要との見解。

・CNG車の特徴としては、排出ガスがクリーンである

こと、優れた静粛性があげられる。

・CNG車の更なる向上のためには、①一充填あたりの

走行距離の延長、②燃料スタンドの増加、③車両価格、

運行コストの低減、④車両重量の軽減がテーマである

と指摘、各々の具体策としては、①充填圧力のアップ、

燃費向上、タンク容量増大の検討、②供給インフラの

整備、③コスト低減、部品共通化、エンジン燃費向上

低公害車セミナー宇都宮
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～
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の検討、④軽量化推進が不可欠としている。

「ハイブリッドトラックについて」

小池　哲夫氏（日野自動車（株）HV・FC開発部 主査）

（要旨）

・ハイブリッドシステム（シリーズ方式、パラレル方式、

シリーズ・パラレル方式）の種類、特徴について説明

がなされた。

・当社ハイブリッドトラックの開発目標として、①燃

費：従来車比25％以上向上、②排出ガス：ディーゼル

新短期規制値50％以上低減、③小型トラック適用のた

めの小型・軽量化を設定。

・開発結果として、①燃費については、トルクアシスト

量の最適化、減速度一定制御の採用、ハイブリッド独

自のアイドルストップ機能の採用、及びエンジン本体

等の効果も含め従来車比30％向上。②排出ガスについ

ては、トルクアシスト量の最適化と新型エンジン及び

後処理装置により、排出ガスが低減し新短期規制値

50％低減をクリア、特にPMについては新短期規制値

の85％以上低減が可能となった。③小型軽量化につい

ては、ハイブリッド部品の小型・軽量化により主要部

品をワンパッケージ化することができ、小型トラック

に容易に搭載が可能となった。

「我が社の環境問題への取り組みについて」

上田　太一氏（両毛運輸（株）代表取締役）

（要旨）

・当社は、学校給食運送に従事しており、以前より、少

しでも環境問題に貢献できたらとの思いから、初めて

CNGトラックを１台導入、現在のCNG保有台数は２

台。

・CNG車の良い点は、音が静かであるという点。学校

給食の運送であることから、授業中に出入りすること

が多く、エンジン音が静かであることから、学校で大

変喜ばれている。

・CNG車購入に際し、ディーゼル車と比べ改造費相当

が割高となり通常では高くて買えないが、改造費部分

については補助金で賄えたのでディーゼル車並みで買

うことができ助かった。

・CNG車普及のネックは、スタンドが少ないという点。

スタンドを大通りに（４号線沿い）に作って欲しい。

また、東京と往復できるようにスタンドを作って欲し

いとの要望がなされた。

・スタンドの問題が解決すれば、CNG車の普及に弾み

がつくのではとの意見であり、また、CNG車購入時

の補助・助成制度の持続を望んでいる。

アトラクション

「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（東京ガス（株））

同時開催：

・低公害車展示会（場所：同センター屋外駐車場）

展示車両：圧縮天然ガス自動車、ハイブリッド

トラック

日時：平成16年1月～2月（予定）

場所：福岡市内

講演：学識経験者、メーカー、運送事業者等

主催：（財）運輸低公害車普及機構、九州運輸局

低公害車セミナー福岡
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

掲

示

板
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ごみの出方も各区によって違うらしい。そのた

めにも予備車を２割用意しておかなくてはならな

い。もちろんこれには災害対策という意味合いも

ある。車の形態は塵芥車であって、同社の場合こ

のほとんどが２ｔ車のCNG車が占める。このCNG

車はいすず製である。社長によると、このメーカ

ーがアフターケアが一番だったからだという。

23区協議会は主に家庭ごみを扱い、その他の一

般廃棄物や産業廃棄物、家電４品目については、

同社の営業が客先に伺い見積りを出すという。同

協議会が定めた地域で中野から一番遠いのは三多

摩と大田区という。しかし、一回のガス充填でこ

の地域も不便はない。CNG車はディーゼルに比べ

て力も引けをとらないし、黒煙も吐かない。音も

静粛で振動も少ない。閑静な住宅地でもあること

から騒音は60ホン、匂いも１／10以下の測定値に

抑えているという。

CNG車導入の経緯を聞いてみた。「石原都知事

のディーゼル車規制の話とそれは繋がる。幸運だ

ったのは、東京都のごみ処理の仕事をしていたの

で、中小企業金融公庫から全面的な融資を受けら

れたことだ。」という。しかし、その裏には東京都

環境局の指導もあったという。都の仕事をしてい

るならば率先してCNG車を導入せよということら

しい。現在２ｔの塵芥車は21台が稼動しているが、

本年度中には５台追加し26台になるという。すべ

てがいすず製でもある。４ｔ以上についてはDPF

を検討しているとも語った。

松原社長になぜすべていすず製なのかも聞いて

みた。「当時、民間指定工場に塵芥車を持ち込むと、

とにかく嫌われたという。その時昼夜を問わず自

社の営業所で直していただき朝早くに届けてくれ

★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

東京都から委託された一般廃棄物、産業廃棄物などの輸送が中野運輸の仕事で

ある。東京都の意向を受けた「23区協議会の指導の下、現在52社が都内全域の家

庭ごみを中心に回収に当たっている」という。これらの範囲は23区であるが、同

社としては、地元中野区を中心にごみを回収したいのだが、配車先は23区協議会

が決めることになり、この辺が厄介なことだと、松原社長は本音を漏らした。

中
野
運
輸
株
式
会
社

―
松
原
社
長
に
聞
く
―

「
幸
運
に
も
Ｃ
Ｎ
Ｇ
導
入
に

東
京
都
の
全
面
支
援
が

あ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
」
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たのがいすずであった。」という。

CNG車導入についての問題点についても聞いて

みたが、充填スタンドの少なさだと語る。充填時

間もそれにより多くかかるし、充填時間帯は時間

外でもあるので経費もばかにはならない。さらに、

今後の問題点についても聞いた。「われわれは幸運

にも都関係の仕事をしていたから、全面的な融資

を得られ、多くの車をCNGに転換できたが、零細

な一般トラックの集まりに出席すると内情は大変

である。この辺にも行政は目配りをしなければと

思っています。」と語る。

何か新しい取り組みについても聞いてみた。「10

月に中野区役所主催の展示会があり、子供たちに

もごみ収集車は人気があるので是非とも出品して

ほしいと相談されました。それで何か塵芥車の構

造が分かるカットモデルなどを探している最中で

す。」とのこと。

最後に、車との出会いについて聞いてみた。慶

応の学生時代陸送のバイトをしていたという。当

時は外車は横浜港に入り、それを東京の営業所や

顧客に届ける。フランスのヒルマン、ベンツなど

を運んだ。当時伊勢丹の配送の日当が370円であっ

たが、陸送は千円にもなったので良いバイトだっ

たという。第２期目の慶応の自動車部出身でもあ

る。どんなレースをしたのかを聞いた。「フィギァ

レースは試験所を借りて、Ｓ字やクランクをバッ

クで入ったりしてタイムを競うレース。中距離レ

ースと称して箱根を上がり切るレース。ダイヤモ

ンドレースは日産の２ｔトラックを借りて本州を

一周した。ダイヤモンドはいつも早慶戦の形で１

位２位を分けていた。現在家業を継いでいるが、

このような若い時期に車と出会えたことが何かの

縁ではないかと思っています。」と貴重な経験を語

ってくれた。

（※このインタビューは７月に行ったものです。）

ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW
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■メタノール供給スタンド 

越谷流通団地営業所 ●埼玉県越谷市相模町1-337-1 

板橋メタノールスタンド ●東京都板橋区高島平6-1-1 

新木場トラックステーション ●東京都江東区新砂町1-10-25 

横浜給油所 ●神奈川県横浜市緑区長津田町4375 

えびな本郷ステーション ●神奈川県海老名市本郷4037 

安城給油所 ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96 

ルート41小牧給油所 ●愛知県小牧市多気東町28-1 

名神高速多賀SA（上り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字背戸山70-2 

名神高速多賀SA（下り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字西谷66-36 

西宮鳴尾浜給油所 ●兵庫県西宮市鳴尾浜1-1 

 
■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 

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町二条11-1 

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54 

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 

卸町エコ・ステーション ●宮城県仙台市若林区卸町4-2 

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 

高崎エコ・ステーション ●群馬県高崎市飯塚町十二481 

伊勢崎エコ・ステ1 ●群馬県伊勢崎市日乃出町108 

太田エコ・ステーション ●群馬県太田市西新町44-5 

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32 

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市戸越1-7-8 

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300 

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 ●埼玉県さいたま市西遊馬1243 

東浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市緑区東浦和7-5-4 

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 

所沢エコ・ステーション ●埼玉県所沢市東新井町1186-1 

エコ・ステーション坂戸 ●埼玉県坂戸市千代田5-5-4 

草加エコ・ステーション ●埼玉県草加市吉町2-1-60 

岩槻エコ・ステーション ●埼玉県岩槻市本町4-3-3 

狭山エコ・ステーション ●埼玉県狭山市下広瀬796-2 

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 

市川二俣エコ・ステーション ●千葉県市川市二俣717-44 

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580-264 

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 

柏第一エコ・ステーション ●千葉県柏市十余二249 

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653 

浦安エコ・ステーション ●千葉県浦安市千鳥12-5 

木更津エコ・ステーション ●千葉県木更津市畑沢1-2-26 

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1 

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18 

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都板橋区高島平6-1-1 

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 

エコ・ステーション平和島 ●東京都大田区平和島5-2-1 

京浜島エコ・ステーション ●東京都大田区京浜島3-7-1 

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 

永代橋エコ・サービスステーション ●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 

南砂エコ・ステーション ●東京都江東区南砂1-23-15 

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 ●東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下） 

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19 

国立いずみエコ・ステーション ●東京都国立市泉2-1-15 

保谷エコ・ステーション ●東京都西東京市柳沢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3-19-1 

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
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鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●三重県鈴鹿市算所2-2-11 

四日市東インターエコ・ステーション ●三重県四日市市大字羽津字糖塚山4379-1 

甲信越・北陸 

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市鴎島町6 

木田エコ・ステーション ●新潟県上越市新光町2-2-15 

上越北エコ・ステーション ●新潟県上越市松村新田3-5 

新発田ガスエコ・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 

聖籠エコ・ステーション ●新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 

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 

エコ・ステーション長田 ●石川県金沢市駅西本町1-1-1 

エコ・ステーション鳴和 ●石川県金沢市神宮寺3-1-13 

小松エコ・ステーション ●石川県小松市園町へ30 

近　畿 

大津エコ・ステーション ●滋賀県大津市富士見台5-9 

草津エコ・ステーション ●滋賀県草津市木川町319 

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 

久世エコ・ステーション ●京都府京都市南区久世中久世町3-76-1 

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 

京都東エコ・ステーション ●京都府京都市山科区西野山階町30-6 

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 

長柄エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区長柄東2-11-6 

大阪府森ノ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2-11 

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 

大阪府トラック協会南港エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区南港東4-10 

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-1-64 

アロッズ東淀川エコ・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 

新北大阪エコ・ステーション ●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 

御厨エコ・ステーション ●大阪府東大阪市西提本通東1-4-14 

中環東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市稲田三島町89 

八尾エコ・ステーション ●大阪府八尾市服部川1-65 

外環藤井寺エコ・ステーション ●大阪府藤井寺市大井1-1-10 

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 

KAJIエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町菩提6

R246横浜インターエコ・ステーション ●東京都町田市鶴間1772-1 

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450 

府中エコ・ステーション ●東京都府中市晴見町2-33-7 

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2-5-25 

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 

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088 

厚木エコ・ステーション ●神奈川県厚木市下津古久598 

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 

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市土棚8 

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 

寒川・田畑エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田畑878-1 

中　部 

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 

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡県静岡市加藤島12-7 

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・ステーション清水 ●静岡県清水市永楽町14 

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 

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1-19-15 

R1鳴海エコ・ステーション ●愛知県名古屋市緑区鳴海町字境松20-1 

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96 

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 

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市永覚町上長根6-256 

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市西田町外林3 

トヨタ元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103 

名犬小牧エコ・ステーション ●愛知県小牧市多気中町430-1 

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712 

新舞子エコ・ステーション ●愛知県知多市新舞子字大口204-2 

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101 

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
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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 

広エコ・ステーション ●広島県呉市広多賀谷2-8-4 

鳥取エコ・ステーション ●鳥取県鳥取市幸町143-4 

五反田エコ・ステーション ●鳥取市五反田町1 

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 

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46 

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 

ストーク松島エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区松島6-3-1 

大宰府インターエコ・ステーション ●福岡県大野城市御笠川5-12-7 

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25 

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2329 

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18

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 

枚方CNGエコ・ステーション ●大阪府枚方市出屋敷西町350-1 

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 

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3 

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 

姫路東インターエコ・ステーション ●兵庫県姫路市東山字神田2551 

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 

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3 

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 

築港エコ・ステーション ●岡山県岡山市築港栄町7-27 

 ※以上の燃料供給施設の電話番号、営業時間、地図等については、（財）エコ・ステーション推進協会の 
　ホームページ（http://www.eco-station.or.jp）で閲覧できます。 
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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（平成15年7月末現在稼動台数）

地　区 
 
 
 
 
 

関　東 
 
 
 
 
 
 

中　部 
 

甲信越・北陸 
 

中国 
 

四国 
九州 

スタンド名称（仮称） 所　在　地 開設（予定月） 
学園万博通りエコ・ステーション 

エコ・ステーション川越 

足立トラックターミナルエコ・ステーション 

東京竹の塚エコ・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 

墨田エコ・ステーション 

東大和エコ・ステーション 

青梅ガスエコ・ステーション 

新相模原エコ・ステーション 

厚木ガスエコ・ステーション 

秦野エコ・ステーション 

ミツウロコ名古屋エコ・ステーション 

瀬戸エコ・ステーション 

岡崎エコ・ステーション 

エコ・ステーション増泉 

松江南エコ・ステーション 

呉エコ・ステーション 

高松朝日町エコ・ステーション 

新栄町エコ・ステーション 

茨城県つくば市大字上横場字中台272－８ 

埼玉県川越市南台１－５－２ 

東京都足立区入谷６－１－１ 

東京都足立区西保木間３－９－１ 

東京都江戸川区臨海町４－３－１ 

東京都墨田区東墨田３－４－45 

東京都東大和市仲原３－19－１ 

東京都青梅市末広町２－10 

神奈川県相模原市大山町４－12 

神奈川県厚木市旭町４－15－33 

神奈川県秦野市曽屋字六反地965－１ 

愛知県名古屋市中川区広川町５－１ 

愛知県瀬戸市山口町86 

愛知県岡崎市錦町４－17 

石川県金沢市増泉３－17－25 

島根県松江市古志原３－17－８ 

広島県呉市築地町２－８ 

香川県高松市朝日町２－２－２ 

鹿児島県鹿児島市新栄町2411－31

2003年10月 

2003年12月 

2003年10月 

2003年11月 

2003年11月 

2003年11月 

2003年12月 

2003年10月 

2003年10月 

2003年12月 

2003年10月 

2003年11月 

2003年11月 

2003年11月 

2003年12月 

2003年12月 

2003年12月 

2003年11月 

2003年12月 

地　　区 
北　海　道 
宮　城　県 
群　馬　県 
茨　城　県 
埼　玉　県 
千　葉　県 
東　京　都 
神奈川県 
静　岡　県 
岐　阜　県 
愛　知　県 
三　重　県 
新　潟　県 
長　野　県 
山　梨　県 
石　川　県 
滋　賀　県 
京　都　府 
大　阪　府 
兵　庫　県 
奈　良　県 
和歌山県 
鳥　取　県 
島　根　県 
岡　山　県 
広　島　県 
徳　島　県 
愛　媛　県 
高　知　県 
福　岡　県 
佐　賀　県 
熊　本　県 
宮　崎　県 
鹿児島県 
合　　計 

メタノール CNG ハイブリット 計 

70 

40 

11 

13 

373 

243 

3,037 

352 

61 

19 

383 

1 

26 

1 

11 

7 

6 

138 

1,319 

313 

2 

8 

8 

1 

9 

110 

 

 

 

58 

1 

9 

2 

5 

6,637

 

 

2 

2 

 

1 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

24

70 

40 

13 

17 

379 

253 

3,090 

353 

61 

19 

384 

1 

26 

1 

11 

7 

6 

138 

1,321 

316 

2 

8 

8 

2 

9 

110 

1 

1 

2 

58 

1 

9 

2 

5 

6,724

 

 

 

2 

6 

9 

39 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

単位：台
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■排出ガス規制の動向
平成15年10月から新短期規制や東京都環境確保条例に

よる従来のディーゼル車に対する排出ガス規制が始まり

ました。ディーゼル車に対する排出ガス規制は、従来

車・新型車ともにますます厳しいものになっています。

ディーゼル車の排出ガス規制は、昭和49年から始まりま

した。平成６年には粒子状物質（PM）排出の規制が加

わり、窒素酸化物（NOx）とともに強化されてきまし

た。今後は、平成17年からは新長期規制が予定され、さ

らに厳しくなっていきます。さらに、ディーゼル自動車

の新長期規制以降の新たな目標値やその達成時期につい

て、早期に技術的な評価を踏まえ検討を行うこととなっ

ています（「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方に

ついて」中央環境審議会第七次答申　H15年７月29日）。

■低公害車の開発・普及
自動車の排出ガス規制が強化される一方で、低公害車

の開発・普及も急ピッチで進められています。

より早期に環境負荷の小さい自動車社会を構築するた

め、実用段階にある低公害車の普及及び次世代低公害車

の開発の取り組みがなされています。

（1）実用段階にある低公害車

政府が示した低公害車開発普及アクションプランにお

いて、すでに実用段階にある以下の自動車を、環境負荷

の小さい低公害車として位置づけ、2010年度までのでき

るだけ早い時期に1,000万台以上普及させることを目標

に、今後、各種施策を通じてその普及を推進しています。

実用段階にある低公害車のうち低燃費かつ低排出ガス

認定車の出荷台数は、2002年度において、自動車メーカー

の生産台数の三分の一を超えるまでになりました（表１）。

調査研究より

図　大型ディーゼル車の排出ガス規制値（平均値）の推移



表１　実用段階にある低公害車の生産・出荷台数（（社）日本自動車工業会ホームページより）

2002年度 

普通・小型貨物車 全体 
83 

15,514 

3,972 

0 

19,569 

1,639,782 

1,203,537 

781,867 

3,625,186 

2,194 

3,646,949 

10,257,318 

35.6％ 

電気自動車 

ハイブリッド自動車 

天然ガス自動車 

メタノール自動車 

小　計 

☆☆☆ 

☆☆ 

☆ 

小　計 

（0） 

（3） 

（2,713） 

（0） 

（2,716） 

（74,707） 

（195） 

（15,572） 

（90,474） 

（2,166） 

（95,356） 

（1,060,267） 

（8.99％） 

ディーゼル代替LPG自動車 

合　計 
自動車生産台数 

生産台数に占める低公害車の割合 

低公害車 

低燃費かつ 
低排出ガス認定車 

（注） 

生
産
・
出
荷
台
数 
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（2）次世代低公害車

エネルギー問題はもちろん、地球温暖化問題や大気汚

染問題といった環境問題を解決するため、より効率的で

環境負荷を著しく低減する自動車を次世代低公害車と位

置づけ、その技術開発が進められています（次世代低公

害車開発促進プロジェクト）。燃料電池自動車について

は、低公害車開発普及アクションプランにおいて2010年

度に５万台普及させることが目標とされています（表

２）。

表２　次世代大型低公害自動車の研究開発

新長期規制値の 
１／４ 

長距離輸送用 
大型トラック 

出力：200kw
出力： 

235kw～257kw

長距離輸送用 
大型トラック 

バス トラック 

新長期規制値の 
１／４ 

新長期規制値の 
１／４ 

新長期規制値の 
１／４ 

２倍以上 ２倍以上 

新長期規制値の 
１／10

新長期規制値の 
１／10

新長期規制値の 
１／10

新長期規制値の 
１／２ 

出力：280kw

現行レベルよりも 
10％向上 

≒0.0g／kwh 
（黒煙排出なし） 

ベースのディーゼル 
エンジンと同等 

（CO2）排出 
ディーゼルエンジン以下 

エンジン：５Ｌ 
発電機：40kw 
モーター：90kw×２ 

エンジン：４Ｌ 
出　力：110kw 
モーター：70kw程度 

エンジン 
（トラック用を想定） 

≒0.0g／kwh 
（黒煙排出なし） 

18ｔ 25ｔ 14ｔ 13ｔ 25ｔ（想定） 

10ｔ ― 78人乗り ８ｔ 13ｔ（想定） 

当
面
の
性
能
目
標
値 
概
　
　
要 

開発車両 

排出ガス性能 

NOx

PM

燃　　費 

車両のタイプ 

エンジン 
（動力） 

車両総重量 

DMEトラック 天然ガストラック 
シリーズ 

ハイブリッドバス 
パラレル 

ハイブリッドトラック 
ス－パークリーン 
ディーゼル 

独立行政法人交通安全環境研究所　http://www.ntsel.go.jp/main/project/project01.html

積載量／ 
乗車定員 

（注）省エネ法に基づく燃費目標基準早期達成車で、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
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◆ 連 載 ⑥ ◆

◆EU：バイオ燃料導入目標の設定
今年４月、EUの閣僚理事会が、農産物・林産

物・有機廃棄物に由来するバイオ燃料の2010年まで

の間の段階的導入目標を定める指令を承認、成立し

た。EU各国は、この指令を2004年12月末までに国

内法化しなければならない。

バイオ燃料は、欧州各国が自前の労働力と産業に

よって生産することができるため、エネルギー安全

保障を確立し、また京都議定書で合意されたEUの

温室効果ガス排出削減の可能性を向上させることに

つながる。

この指令により各国は、バイオ燃料の市場シェア

の目標設定を義務付けられる。指令は2005年12月ま

でに２％、2010年までに5.75％の基準目標を掲げて

おり、各国はまず、2005年12月までに達成すべき目

標を、2004年７月までに発表しなければならない。

欧州委員会は2006年末までに、指令の実施状況を評

価し、さらなる立法が必要かどうか決定する。

現在、バイオ燃料の生産コストは石油や軽油に比

べて非常に高いため、欧州委員会は個人や企業によ

る購入を促すために、各国がバイオ燃料の燃料税を

低減化する権限を強めるべきであると提案してい

る。この提案は、各国政府の原則的合意に達してお

り、来年夏までに採択が予定されている。

農業情報研究所（WAPIC）ニュースより抜粋

http://www.juno.dti.ne.jp/̃tkitaba/index.html

◆バイオ燃料事情：イギリス
2002年７月に、１リッターあたり20ペンス（約40

円）の減税を導入したのを機に、イギリスではバイ

オディーゼル市場が拡大しつつある。現在、ひと月

に消費される40万リッターのバイオディーゼルは、

再生植物油脂由来の国産品と菜種油由来の輸入製品

の２種類で等分される。燃料の多くは、超低硫黄軽

油への５％ブレンド用に使われている。

イギリス国内のバイオディーゼル消費は今後も増

加が予想され、最近EUにより採択された新指令は、

他のヨーロッパ諸国同様イギリスにも、2005年及び

2010年のバイオ燃料の段階的導入目標を定めるよう

求めている。

また2004年11月から、植物油脂を家畜飼料用に使

用することを禁じる規制が発効するため、植物油脂

由来のバイオディーゼル生産にさらに拍車がかかる

ことが予測される。

IEA AMF AFIS September 2003 Volume 6, number 3

◆バイオ燃料事情：日本
（（国としての取組み））

日本では1970年代の石油危機の時代に、バイオマ

ス（再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源

を除いたもの）の活用に向けた研究開発等の取組み

が始まったが、石油価格の安定化等により一度はそ

の勢いを失った。しかし近年、地球温暖化対策とし

て、また化石燃料依存からの脱却をめざして、エネ

ルギーや製品としてバイオマスを最大限に活用し、

持続的に発展可能な社会を実現することが求められ

るようになった。

この考えの下に経済産業省、文部科学省、農林水

産省、国土交通省、環境省が連携し、動植物や微生

物、有機性廃棄物などバイオマスの積極的な活用に

向けた具体策やスケジュールをまとめた「バイオマ

ス・ニッポン総合戦略」が2002年12月に閣議決定さ

れ、これを受けて各省は、互いの連携を図りつつバ

イオマス燃料の利用に関する環境整備に取り組んで

いる。

（（自動車燃料としての活用））

国土交通省・環境省ではこれまで、CO2削減効果

が期待され注目の集まっているバイオディーゼル燃

料、バイオエタノール等を対象として、燃料性状の

自動車への適合性評価などを行ってきた。

これらの新燃料のうちバイオエタノールについて

は、これまでの調査等に基づき、ガソリン中の含酸

素率の上限を1.3質量％（エタノール換算で約3.5体

積％に相当）とするとともに、ガソリン中のエタノ

ール混合率の上限を３体積％とすることとし、大気

汚染防止法に基づく燃料の性状に関する許容限度及

び道路運送車両の保安基準に基づく告示を改正し、

2003年８月より施行されている。

一方、バイオディーゼル燃料については、自動車

排出ガスに及ぼす影響及びその原因等について把握

するための調査を、現在行っている。

国土交通省、経済産業省、農林水産省資料より作成

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
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◆バイオ燃料の特徴
バイオ燃料とは、生物体（バイオマス）のもつエネル

ギーを利用した燃料のことです。樹木等の植物は代表的

なバイオマスですが、一般的に、木材や廃材、生ゴミ、

家畜糞尿等の有機系廃棄物を含めてバイオマスと呼んで

います。

バイオ燃料を燃やすと、石油を燃やした時と同様、

CO2が排出されます。しかし、そのCO2は植物の光合成

によって再び植物体内に固定化されるため、エネルギー

資源としての循環型利用が可能（再生可能エネルギー）

です。また、エネルギーの消費と植物の育成のバランス

を保てば、大気中のCO2濃度が上昇することはなく、地

球温暖化防止にもつながります。

バイオ燃料には、薪や木炭などの固体燃料、メタノー

ルやエタノール、バイオディーゼル燃料などの液体燃料、

バイオガス（発酵メタン）などの気体燃料と様々な形態

があります。これらのうち、自動車用燃料には、主に液

体燃料が使われています。しかし、市販のガソリン自動

車やディーゼル自動車に、バイオ燃料をそのまま使用し

た場合、エンジンや燃料供給装置に損傷を与える恐れが

あるため、現状では、ガソリンや軽油に少量のバイオ燃

料を混ぜたものが使用されています。

我が国では、平成15年８月に品確法が改正され、ガソ

リンに対するエタノールの混合率が３％までと定められ

ました。また、菜種、とうもろこし、廃食油などから作

られるバイオディーゼル燃料については、大気汚染防止、

車両の安全性および品質確保の観点から、軽油に対する

混合率が検討されているところです。

◆生産・供給方法
バイオエタノールは、さとうきびやとうもろこしなど

をアルコール発酵させて製造します。世界の年間エタノ

ール生産量は約3,300万klで、そのうち約93％がバイオエ

タノールとなっています。燃料用としては年間約1,900

万klが消費されています。

バイオディーゼル燃料は、菜種油やコーン油などの植

物油、さらにはその廃食油をメタノールなどのアルコー

ルと反応（エステル化）させて製造されます。我が国で

は、バイオディーゼル燃料の生産量は年間約1,500トン

程度ですが、欧州では、2010年までに全エネルギーの

5.75％をバイオ燃料で代替するとの目標が掲げられてお

り、年間生産量は80万トン（1999年）に達しています。

ドイツでは、すでに2,000カ所のバイオディーゼル燃料

スタンドが設置されています。

◆環境への影響
バイオディーゼル燃料は燃料中に酸素を含んでおり、

軽油に混合してディーゼルエンジンに使用した場合、黒

煙の排出を低減することができます。また、前述の通り、

バイオ燃料は再生可能エネルギーのため、CO2排出量が

低減できます。

◆バイオ燃料自動車の開発と普及状況
バイオ燃料を使用する自動車は、高濃度エタノールや

メタノール対応車などを除いて専用仕様はほとんどな

く、現行のガソリン車やディーゼル車がそのまま使える

ように、米国や欧州ではバイオ燃料の規格が定められて

います。

我が国では、京都市が1999年からバイオディーゼル燃

料を使用した210台の塵芥車及び72台の路線バスを導入

し、実証試験が行われています。

第13回 バイオ燃料

◎バイオディーゼル塵芥車

なるほど！ザ・ワード　～今後の掲載予定～ 

第15回　GTL第13回　バイオ燃料 

第14回　水素 

出典：http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/cev/cevindex.htm

参考：坂　志朗著「バイオマス・エネルギー・環境」（アイピーシー社）
本多淳裕著「バイオマスエネルギー」（（財）省エネルギーセンター）



人生は旅であるなどという言葉をよく聞く。日本列島
をただひたすら一人で歩いてみて、旅は楽しくもあるが、

孤独であり、気づかずに他人の厄介になっているという

ことを再認識させられた。

休日にやることといえば農家から借用した30坪程の家

庭菜園と多少の庭の手入れくらいであった。何か人のや

らない事をと思った

のは、暇をもてあま

していた６年前の新

潟勤務時代である。

そのころ200年前に

56歳から全国を測量

して歩いて回り、い

わゆる「伊能図」と

呼ばれる日本地図の原型を作った伊能忠敬のことが新聞

に載った。その歩いた距離は４万km、所要日数3737日と

あった。

これにはとうてい及ばないにしても、自分にも歩くま

ねくらいは出来そうだと考え、平成９年５月10日新潟を

起点に東京に向かって歩き始めた。それ以来今でも定期

的に一人歩きを楽しんでいる。手軽に出来るストレス解

消法、健康法として。

自宅の部屋の壁に昭文社製の日本全図（縦108cm×

78cm）が貼ってある。歩いたルートを赤いマジックイン

キで線引きしている。その線が、去年の７月19日に北海

道の北端稚内から、鹿児島の南端開聞岳麓までつながる。

計算してみると、全行程104日、踏破距離約3,000km、使

った靴４足、撮った写真5,600枚、道中記A473ページ、

（使った金額不明）となる。今は５街道のうちの甲州街道

を徘徊している。

まずは、どのよう
に歩いているかの紹

介から。歩くのは９

月から５月頃までの

暑くない時期に月１

～２回程土日祝日を

利用する。１回の行

程は１～３日で１日の歩く距離は20～40kmで平均30km。

前回到達したところまで鉄道で行きそこからスタートす

る。雨や雪の時は傘（合羽は汗をかく）を開いて歩く。

歩き方は右足と左足を交互に前へ。持ち物は通常の旅

行携帯品に可能な限りの水と食料、カメラ２台、地図は

昭文社版３万分の１県別マップ該当部分だけを切り取り

持ち歩く。靴はそれなりの物を用意しないと長い距離を

歩くのは無理である。

「寝る所はどうするのか」とよく聞かれる。勿論安い

ビジネスホテルや旅館を予約する。安くても親身になっ

て接してくれる宿も多い。広島と北海道の木賃宿では、

襖一枚の隣からイビキが聞こえてきて寝られなかった経

験がある。こういう所は、早く寝た方が勝ちである。

アルコールは原則
として全行程が終わ

るまで我慢し早く寝

る。朝は早立ちが得

意である。経路はで

きるだけ車の少ない

旧道を探す。休憩は

概ね２時間に１回。

休憩する所は食事処以外では、公園・橋の下・人通りの

ない地下道や歩道橋上で、新聞紙を広げエネルギーを補

給しながら休憩することが多い。あまり汚い格好で座っ

ていると路上生活者が近寄ってくるので注意している。

困るのは小用の場所でる。公衆トイレは意外と少なく、

郊外の道路沿いはまずない。やむなく野外での行為に及

ぶが、これは軽犯罪法第１条20号の「公衆の目に触れる

ような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で…

等身体の一部をみだらに露出した者」に該当しかねない

ので、辺りを憚りながらの実行となる。

歩いて感じたことは、コンビニの数の多さである。地
方に行けば行くほど生活上不可欠の存在となっている。

北海道を歩いていて

心配したのは、食料

の調達で、鉄道も廃

線となっている陸の

孤島にはコンビニも

ないと想定し、市街

地で食糧を沢山買い

込んむ、がそれも杞

憂であった。

全国を歩き日本もまだ捨てたものではないと感じたこ

とがある。全くの赤の他人が、見ず知らずの旅人に挨拶

を交わしてくれたことである。静岡の汐見坂で、熊本県

玉名市の菊池川の橋上で、北海道美唄の日本一長い直線

道路上で、その他多くの土地で、特に低年齢の小学生や

中学生から「こんにちワ」と声をかけられた。地方には

まだよい風習がのこっていると思い嬉しくなる。都会で

は無理だと思うが、このようなカルチャーはなくして欲

しくない。

ともあれ、苦あれば楽ありで、一回の行程を歩き終わ

り、その達成感に浸り、帰りの列車の中で缶ビールを飲

み干し、心地よい眠りに陥る頃が自分にとって至福の時

である。

次回は「一歩行者から見た日本の道路事情」を予定し

ています。よろしく。
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由比方面から見た富士

日本橋の道路中央にある元標
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