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カメラ’ズ アイ
写真ができる初歩の技・その2は「止める」です。（前号の右下の写真に小さく蜂が写っていたのにお気づきでしたか？）
写真は、動きのあるものの一瞬を「キャッチ」することが、得意技のひとつです。
今回の作品で「止めたもの」は、舞い落ちる雪と、舞い降りる丹頂鶴です。皆様も是非、お好みの被写体でお試しくだ
さい。次回は、逆に「ピタリ」と止めない作品にトライする予定です。

降り積もった小枝の雪が、晴天の朝の光でとけ、落ちてゆく様を夢中でとったものです。絶妙のタイミングをキャ
ッチできたと思います。（いぬも歩けば…）【レンズ：EF100－300mmF4.5－F5.6  絞りF4.5  シャッターAE】

2003年2月の釧路の丹頂鶴です。数羽が
上空より突如、現れ、着陸態勢に入り、地
上の仲間入りをする。又数羽が誘い合って、
飛び去っていきます。
当方は待ち構え、「それ、きた（離陸）！」

とばかり追っかけ、シャッターをきってい
ます。
【レンズ：EF70－200mmF2.8 L USM

絞りF2.8  シャッターAE】



新年あけましておめでとうございます。

日頃は、自動車運送事業者の皆様、関係官庁及び関係団体の皆様には、当機構の低公害車普及事業

につきまして、多大なるご支援ご協力を頂き心から御礼申し上げます。

昨2003年を振り返りますと、国外では、北朝鮮とイラクとをめぐる問題に関心が集中し、国内では

地震、集中豪雨、冷夏、凶悪犯罪の続発という明るくないニュースが多くありました。明るい話題で

はヤンキースの松井、水泳の北島、体操の鹿島等スポーツ選手の活躍がありました。

国内の経済状況では、年の後半になり経済指標に景気改善の兆しが見え始めましたが、この傾向が

今年も持続することを願っております。

ところで、我が国の昨年９月末現在の自動車保有台数は、7750万台を超え、その内営業用の貨物自

動車は、被けん引車と特種用途車を除き約100万台で、台数比で僅か1.3％ですが、１台あたりの走行キ

ロが長いこと、排気量が大きいことから、その排出ガスによる大気汚染への影響は無視できない状況

になっております。

また、東京大気汚染訴訟等の公害訴訟では、自動車排出ガスと健康被害の因果関係が認められる判

決が相次いでおります。これに加えて、改正Nox・PM法やディーゼル車運行規制条例の施行により、

大都市周辺では一定の基準を満たさない車両は、使用ができない状況となっております。

さらに、気候変動枠組み条約に基づく京都議定書の批准により、運輸部門における温室効果ガスの

排出削減目標達成も大きな課題となってきます。

このように、自動車運送業を取りまく環境は厳しい状況下にありますが、これらの問題を解決する

ために、低公害車を普及させることは、喫緊の課題であります。これに関連して、国土交通省では低

公害車普及促進対策として、平成16年度政府予算案に総額65億７百万円を計上していると聞いており

ます。

当機構では、低公害車の普及のため、自動車運送事業者に対して低公害車のリースを実施しており

ますが、引き続き関係各方面の補助制度を活用し、低公害車普及促進のため、微力ではありますが努

力してまいる所存でございます。どうか今後とも、皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様方にとりまして今年が明るい年となりますよう願いまして、年頭のご挨

拶といたします。
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年 頭 の ご 挨 拶

財団法人 運輸低公害車普及機構

会長　杉浦 喬也
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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。

昨今の我が国の社会・経済に目を向けますと、一部に

景気回復の兆しは見受けられるものの、日本経済への信

用不安・完全失業率の高水準での推移など、依然として

非常に厳しい状況にあります。自動車関連産業分野もコ

スト削減のため企業が厳しいリストラを行い、大競争時

代を生き抜くため様々な努力を行っている状況でありま

す。そのような中で、皆様方におかれましては、経営の

効率化と同時に利用者ニーズに応じたきめ細かなサービ

スの提供や、安全・環境を志向した車両の開発・普及等

に取り組まれているところであり、心から敬意を表する

次第であります。

自動車交通局といたしましても、安全・環境問題、少

子高齢化、IT化等といった時代の変化やニーズに的確

に対応し、古い観念にとらわれず、積極果敢に以下のよ

うな施策を展開して参りたいと考えております。

その一は、自動車交通の安全対策の推進であります。

交通事故による死者数は、平成４年以降年々減少傾向に

あるものの、交通事故件数、交通事故死傷者数は、依然

高い水準にあり、これまでにも増して安全対策を推進し

ていく必要があります。

まず、自動車の構造面での安全対策として、シートベ

ルト非着用警報、固定機能付きチャイルドシート、歩行

者脚部傷害軽減ボディ及びフロントアンダーランプロテ

クタについて基準の策定を予定しております。また、自

動車アセスメントについては、本年度新たに自動車の歩

行者頭部保護性能に係る評価を開始したところですが、

今後とも自動車やチャイルドシートの安全性能試験の評

価等を通じ、安全情報の提供の充実を図ります。さらに、

先進安全自動車（ASV）について、車々間通信等の技

術開発や大型トラックへの活用等の普及促進を進めると

ともに、ASV技術への理解を広めるため、３月に第３

期ASV中間報告会の開催を予定しております。また、

シートベルト着用推進キャンペーンを一層進めて参りま

す。

事業用自動車について、昨年は大型トラックの相次ぐ

事故に続き、バス運転手の飲酒運転、無免許運転、乗合

バス車両の車検切れ、高速道路での逆走と自動車運送事

業者にとって不祥事の１年となってしまったことは非常

に残念であり、一旦事故が起こった場合の被害の大きさ

をかんがみると、さらに安全対策を徹底するとともに、

交通事故の防止に積極的に取り組む必要があると考えて

おります。

くるま社会のセーフティネットである自賠制度につい

ては、保険金支払適正化対策等を盛り込んだ新制度が一

昨年４月に施行されてから今年で３年目を迎えるわけで

すが、引き続き新たな制度の運営が適切かつ確実に行わ

れ、新制度の定着が図られるよう努めて参ります。また、

昨年10月に認可法人自動車事故対策センターは独立行政

法人自動車事故対策機構に移行したところであります

が、自律性・透明性の高い独立行政法人制度の枠組みの

中で、これまで以上に業務の効率化・質の向上等が図ら

れるものと考えており、関係者の努力と相まって、今後

一層の自動車事故の発生の防止、被害者保護の増進等が

図られることを期待しております。

その二は、自動車交通環境対策の推進であります。

喫緊の課題となっている大気汚染防止対策としては、

新車については、世界一厳しい排出ガス規制である新長

期規制が平成17年10月から実施されることとなるととも

に、使用過程車については自動車NOx･PM法によるデ

ィーゼル車規制等を着実かつ効果的に実施して参りま

す。また、低公害バス・トラックの導入費補助対象に新

長期規制対応車や、使用過程にあるディーゼル車の

CNG車への改造を追加するとともに、ディーゼル微粒

子除去装置（DPF・酸化触媒）に加え、低PM認定車の

導入費補助の充実を図る等、ディーゼル車排出ガス対策

を一層推進してまいります。

地球温暖化防止対策としては、京都議定書の二酸化炭

素（CO2）削減目標の達成に向けて、自動車からのCO2

の排出量抑制対策を積極的に進めます。このため、低公

害車の取得・保有に係る税負担を軽減する自動車グリー

ン化税制を活用してその普及促進を図ります。また、究

極の低公害車である燃料電池自動車について、実用化が

図られるよう、保安基準等の策定に取り組むほか、産官

学連携のもとに既存の大型ディーゼル車に代替する次世

代低公害車の開発を着実に進め、試作車を今年の東京モ

年 頭 の ご 挨 拶

自動車交通局

局長　峰久 幸義
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ーターショーで展示する予定です。

平成17年１月から本格施行される自動車リサイクル法

による使用済自動車のリサイクル制度の整備等の諸対策

を総合的に推進するとともに、フロン回収・破壊法を着

実に実施し、循環型社会の形成に努めます。

その三は、道路運送事業関係施策の推進であります。

バス・タクシー等の旅客運送については、一昨年の改

正道路運送法の施行以降、新規参入や多様な運賃設定な

どの新たなサービスの提供が全国的に活発化したものと

認識しておりますが、三年目となる本年も利用者の視点

に立ったサービスの多様化が一層進むことを期待してい

ます。

バリアフリー対策として、標準仕様ノンステップバス

に補助を重点化することにより、ノンステップバスの一

層の普及促進を着実に推進するとともに、年々その重要

性を増している生活交通の確保や福祉輸送についても、

引き続き全力で取り組んでまいります。

トラック事業については、厳しい経営環境下、荷主ニ

ーズに応じた更に質の高いサービス提供が求められると

ともに、環境問題への対応、安全確保など様々な課題を

抱えています。こうした状況の中、特に環境対策につい

ては、自動車NOx･PM法の車種規制による車両代替が

本年から本格化することもあり、融資制度、補助制度の

拡充を図ったところであります。

年々深刻化する都市内の交通渋滞問題等については、

ITS技術を活用しつつ、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ほか、公

共交通機関の活用とまちづくりが一体となったオムニバ

スタウン構想を積極的に推進します。

外国人観光客が一人歩きできる環境の整備として、観

光推奨バス路線指定制度を創設し、車両や路線図にカラ

ーリングを施すことや、行き先表示に外国語標記を加え

るなど外国人観光客に利用しやすいバス交通の実現を図

ります。

バスの利便性向上を図るために、利用者が最適な交通

機関と経路の選択を容易に行えるよう支援する「最適経

路選択支援システム」の構築・評価等ITS関連施策に取

り組み、本年、秋に名古屋地区にて開催されるITS世界

会議等の場を活用して広くアピールすることとしていま

す。

その四は、自動車の検査・登録制度等技術安全行政の

推進であります。

危機管理対策、ハードウェアの経年劣化及び制度改正

へ対応するため、本年１月５日に自動車登録検査業務電

子情報処理システム（MOTAS）の更改を実施します。

自動車保有関係手続きのワンストップサービス化に関

し、東京都及び神奈川県において実用化に係る試験運用

を行うなど平成17年のシステム稼働に向けて、国土交通

省を中心とした関係省庁間において検討を進めます。

また、平成17年１月から施行される自動車のリサイク

ル促進と不法投棄防止のための新しい抹消登録制度や自

動車重量税の還付制度については、関係機関と十分な連

携を図りつつ、その円滑な導入に向けて万全を期すこと

としております。

このほか、車両の識別を可能とするスマートプレート

については、昨年12月の名古屋市で実用化に向けた実証

実験を行ったところであり、今後とも実証実験を行い、

実用化を目指します。

自動車の点検・整備については、交通事故防止や環境

保全の観点から、引き続き点検整備推進運動を中心に点

検整備の励行を推進していくとともに、車両法改正によ

り昨年４月に施行された不正改造行為の禁止及び整備命

令制度の強化を的確に実施することにより不正改造車の

排除を図ります。また、自動車整備事業については、昨

年新たに誕生した１級自動車整備士制度を活用し、新技

術や環境問題への適切な対応による業界の地位向上、活

性化を図るとともに、ペーパー車検等整備事業者による

不正行為を根絶すべく指導監督の徹底を図ります。加え

まして、昨年、実施しました１級自動車整備士技能検定

試験において、試験問題の漏洩という不正事件が発生し

ましたが、再度、情報管理を徹底する等再発防止に努め

ます。

自動車・装置の型式認証については、安全・環境基準

の強化や拡大する対象装置に適切に対応してまいりま

す。

リコール制度については、改正車両法により後付装置

リコール制度やリコール命令の導入、不正事案に対する

罰則の強化等が図られたところであり、これらの的確な

実施を図ります。さらに、自動車ユーザー等からの不具

合情報の収集体制強化、収集した情報の分析やメーカー

への指導・監督の強化など制度の適正な運用を図りま

す。

また、自動車の生産・流通がますます国際的に行われ

るようになってきたため、自動車基準の国際調和が強く

望まれております。このため、車両等の型式認定相互承

認協定に基づく協定規則の採択、車両等の世界的技術規

則協定に基づく世界統一基準の策定をはじめ自動車の世

界的基準調和推進のためにこれまで以上に積極的な役割

を果たしていきます。

以上、年頭に当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・多様化しております。

一方で、自動車交通行政の各種施策に対する国民の期

待も非常に大きいことも痛感しており、その期待に応え

られますよう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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（財）運輸低公害車普及機構と国土交通省関東運輸局の

共催により、低公害車の普及促進を図るため運送事業者

等を中心に、下記のとおり普及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11月25日（火）

場所：埼玉県トラック総合教育センター

（埼玉県大里郡花園町）

内容：

（1）「低公害車普及施策について」

（関東運輸局）

（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）

（3）｢埼玉県の低公害車普及状況について｣

（埼玉県トラック協会）

（4）「天然ガススタンドの設置状況について」

（東京ガス（株））

（5）「CNGトラックを導入して」

（武蔵貨物自動車（株））

◆「車両展示・試乗会」13：00～16：30

当日は、あいにくの雨となりましたが70名余の参加者

があり、国の自動車環境対策、すなわち、一つは地球温

暖化問題、もう一つは大気汚染問題で、これを受けての

関東運輸局の施策、低公害車導入に対する補助制度、埼

玉県におけるCNGトラックの普及状況等の説明を行な

いました。

最後に、武蔵貨物自動車（株）取締役社長�篠勝正氏か

ら「CNGトラックを導入して」と題して、当社のCNG

車の導入の経緯、今後は従来よりも導入台数を増加し、

環境対策に取り組みたい、又、CNG車の優れた点、今

後改善すべき課題、特にスタンドの増加については、自

動車メーカーが各県に１ケ所ずつ設置することの要望に

加えて、中古車市場の確立の必要性が指摘されました。

CNG車については、燃費が高い、修理体制などまだ

まだ解決すべき問題点もあるが、運送事業者の責任とし

て、この環境問題に積極的に取り組む必要があると講演

を結ばれました。

低公害車普及説明会（埼玉県）

（財）運輸低公害車普及機構と国土交通省四国運輸局の

共催により、四国において初めての天然ガススタンドが

設置される機会に、低公害車の普及促進を図るため、運

送事業者等を中心に、下記のとおり普及説明会及び車両

展示会を高松市において開催しました。

記

日時：平成15年11月５日（火）

場所：オークラホテル高松　10階会議室

内容：

（1）「低公害車普及施策について」

（四国運輸局）

（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）

（3）天然ガス自動車見学

（4）「天然ガストラックの紹介」

（各自動車メーカー）

（5）「CNGトラックを導入して」

（（株）シキトウサービス）

（6）「天然ガススタンドの設置計画等について」

（四国ガス（株））

◆「車両展示会」13：00～16：30

当日は、天気にも恵まれ120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四国運輸局の施策、低

公害車導入に対する補助制度、各メーカーの天然ガスト

ラックの開発状況及び今後の天然ガススタンドの設置計

画等の説明を行ないました。

講演として、「CNGトラックを導入して」と題して、

（株）シキトウサービス取締役社長清瀬一郎氏から、当社

の環境対策への取り組み、及びPMを排出しない、NOX

排出が少ない、又、振動が少なく、騒音が静かである等

CNG車の優れた点並びにスタンドが少ない、航続距離

が短いなど今後改善すべき問題についての話がありまし

た。

また、普及説明会・車両展示会後、11月４日に開業し

た四国初の朝日町天然ガススタンドを見学して帰られる

運送事業者が見受けられました。

低公害車普及説明会（香川県）
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平成15年度は、新潟市、宇都宮市において低公害車セ

ミナーを開催いたしましたが、今年度３回目のセミナー

を福岡市において開催します。その概要は、下記のとお

りです。

記

◆セミナーの概要◆
日時：平成16年１月28日（水） 13：00～16：00

場所：福岡国際会議場　４階会議室

主催：（財）運輸低公害車普及機構、国土交通省九州運輸局

後援：九州地区エコ・トラック推進協議会、

（社）福岡県トラック協会、（社）福岡県バス協会、

福岡県、福岡市、北九州市

協賛：いすゞ自動車（株）、トヨタ自動車（株）、

日産自動車（株）、日産ディーゼル工業（株）、

日野自動車（株）、三菱ふそうトラック・バス（株）、

西部ガス（株）

講演：

１．「低公害車を巡る最近の動向について」

京都大学大学院エネルギー科学研究科

教授　塩路　昌宏氏

２．「CNGトラックの紹介」

いすゞ自動車（株）プログラムマネジメント部

課長　井上　保雄氏

３．「天然ガスの紹介（冷熱実験）等」

西部ガス（株）

４．「ハイブリッドトラックについて」

日野自動車（株）国内企画業務部

小型トラック室長　濱野　公勇氏

５．｢我が社の環境問題への取り組みについて｣

①（有）九商物流　　　代表取締役　中川　寛茂氏

②天神地区共同輸送（株） 部長　和佐野　福臣氏

◆「車両展示会」12：00～15：00

（福岡国際会議場　駐車場、エントランスホール）

※ニュースLEVO No.24がお手元に届く頃は、セミナーは終了
しているかもしれませんが、開催の結果につきましては、次
号に掲載いたします。

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～

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

予算概算決定内容は次のとおりです。

概算決定額

・低公害車普及促進対策････････････････････････････････････････････････････････････････6,507（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

・次世代低公害車開発促進事業･････････････････････････････････････････････････････････････909（996）百万円

・燃料電池自動車実用化促進プロジェクト･･･････････････････････････････････････････････････342（350）百万円

・バイオマス燃料対応自動車開発促進事業･･･････････････････････････････････････････････････135（ 0）百万円

（注）括弧内は15年度の予算額

平成16年度自動車交通環境対策予算概算決定



北海道から九州まで、全国規模で事業展開をされてい

る中、CNG車を４台所有。伊藤社長に、導入のきっか

け・経緯を伺った。

「私どもは、生活協同組合の商品、つまり食品を中心

に輸送しています。生活協同組合の企業理念にもあると

おり、安心・安全を運ぶということです。地球環境への

対処を含め、安心・安全をどう実現していくかは、当社

にとって大きな課題であると考えています」

◆立ち遅れていた環境問題への取り組み
以前、日本生協連では、各地の運送会社へ業務を委託

していた。そして時代背景もあり、会員生協に配送する

“車”にまで環境課題の枠に含まれなかったことが、積

極的な取り組みになっていなかった要因であるという。

「本来、生活協同組合や関連企業は、率先して環境問

題へ取り組まなければなりません。各地の生協では組合

員への配達に多くのLPG車を使用しており、環境への取

り組みとして高い評価を受けています。一方で幹線輸送

は前記のように対処が遅ればせになっていた分、対策が

遅れていました。」昨今の規制強化に併せ、早急に問題

を解決したかった伊藤社長は、猛勉強をしたという。と

ころが大型車に関しては、どんな方法も決め手がなかっ

た。

「LPG車では力不足。ではディーゼルをどう改造して

いくかなど検討を重ねた結果、CNG車を選択したので

す。国、自治体からの補助金制度もありましたし、買い

やすかったというのも本音です。もちろんCNG車はま

だ歴史が浅いし、導入にはいろいろ不安もありましたが

ね（笑）」

CNG車は環境に優しいということはもちろんだが、

200強ある店舗への配達は夜間が大半という事情を考え

合わせ、夜間騒音問題への配慮もされていたことはいう

までもない。

◆メリット・デメリットをどう生かすかがカギ
「夜間稼動も多い弊社の業務体系から見ると、24時間

対応の充填所が近郊にないなど、インフラ面での不安は

ありましたが、むしろ取り組む中で不安をどう解消して

いくかが問われる所です。外堀を埋めてから、というこ

とでは中々進まないだろうと導入を決断しました」

導入前・後で、伊藤社長ご自身のCNG車への評価は

どう変化したのだろう。

「実際使ってみて感じたのは、音が静かということで

す。これは業務上、大きな課題であった騒音・公害問題

に大きく貢献できたのではないかと感じています。

また、乗務員からは、運転感覚としてディーゼル車と

変わらないという感想を聞いています。導入１年目とい

うこともあり、ていねいに乗っているようです。ただ、

乗りやすい、乗りにくいということよりも、ガス欠にな

らないように乗務員も神経を使っているようですね。こ

の辺が今後の課題でしょうか。

実は思いがけないメリットもありました。車体のカラ
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★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

株式会社シーエックスカーゴ
｜伊藤隆志社長に聞く｜

「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
シ
ン
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ン
グ
が

積
極
的
な
Ｃ
Ｎ
Ｇ
車
導
入
の
決
め
手
」

“coop（コープ）”の愛称でおなじみ、日本生活協

同組合連合会（日本生協連）の物流子会社である株

式会社シーエックスカーゴ。1995年に設立され、

今や社員総数が約2,500名にまでのぼる。



ーリングが目立ちますし、納入先での関心も高く、いろ

んな意味でのイメージアップを図ることができているの

です。CNG車についての質問をいただくこともあり、

注目を浴びれば社員の気持ちも引き締まるという、好影

響が生まれました」

更に環境への配慮が表れているのがISO14001の取得

だ。もちろん取得自体が目的なのではなく、環境問題へ

の取り組みを継続的に実施していくことが狙いであり、

引き続きISO9001へのチャレンジが始まっている。

「弊社は環境への配慮として、“使わない”という取

り組みをしています。例えばエンジンオイル。長持ちす

る添加剤を使用しています。コスト的には目に見える効

果は望めませんが、オイルの使用量を１／５に減らすこ

とが出来ました。バッテリーを長持ちさせる器具を装着

させることも実験中です。

また、全車両に、デジタルタコグラフによる運行管理

も行っています。エンジンの回転数の目標値を大型は

1500回転、４ｔ車は1700回転と決めているのです。燃費

は改善され、急加速・急発進といった危険走行が無くな

ると共に、事故や荷傷みも少なくなりました。こういっ

た走行は、一般的に懸念されているCNG車の馬力不足

も感じないことにつながっています。

今年度中には小型車以外の全車両にETCを搭載し、

渋滞緩和、ひいては燃費の向上を図る計画です」

◆自前のガス充填所を作ることが次なる目標
近年、生協組合員へ配達する仕事も増大しているとい

うが、いわゆる路地裏へもトラックは入っていかなけれ

ばならない。こういった状況での車両についても、検討

が必要なのではないだろうか。

「設備が簡単に作れる、規制が少ないという部分では

プロパンに分があるのですが、私としては排気ガス対策

としてはCNGのほうが良いのではと考えています。行

政の対応強化などを含め、導入コスト・ランニングコス

トを安くしてもらえるのが一番ですが、技術的・コスト

が整えば、補助金に頼らない導入をしたいと考えていま

す。

また、インフラ上、コースが限定されているのもネッ

クです。ですから自前のスタンドを整備することも、も

ちろん視野に入れています。社会的にインフラを整える

ことが出来なければ、自社で問題解決していくしかない

のです。デメリットをいつまでも嘆いているわけにもい

きませんしね。

要望を言わせていただけるのなら、冷凍車に適した大

型車の開発を急いでほしいですね。物を運ぶには、大型

のほうが高効率なので。冷凍機用サブエンジンもCNG

で動かしたいですし、実態に即した使い勝手の良いボン

ベもほしいですね」

全国を飛び回っている伊藤社長だが、プライベートも

大切にしている。趣味は海釣り。釣った魚は自分でさば

くほどの腕前だそう。

「先日もイカの塩辛を作って社員に振舞いましたよ。

時間は自ら作り出すものです。忙しい時にはリフレッシ

ュが必要。仕事に追われるだけでは的確な判断は出来ま

せん。貧乏性なのか、休日を家でゴロゴロ過ごすのは逆

に苦手です。

事業をやっていて、環境に取り組むのであれば、自分

でやれることが何かを決めて、実行していくことしかな

いのでしょうね。それを全社員がやれば、全体の意識も

高まり、環境問題の進展につながるのではないでしょう

か。環境問題はお金がかかると思いがちですが、長いス

パンで見れば、私はむしろコストが下がると感じて取り

組んでいます」
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ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW

お客様にも大好評のカラーリングが光る。本社社屋をバックに。



9
NEWS LEVO No.24

低公害車・燃料供給施設（平成15年12月31日現在） 

 
■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 

学園万博通りエコ・ステーション ●茨城県つくば市大字上横場字中台272-8 

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 

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-45 

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 

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都足立区入谷6-1-1 

東京竹の塚エコ・ステーション ●東京都足立区西保木間3-9-1 

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
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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 

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17 

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 

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86 

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 

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

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 

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 

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10 

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 

新相模原エコ・ステーション ●神奈川県相模原市大山町4-12 

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 

厚木ガスエコ・ステーション ●神奈川県厚木市旭町4-15-33 

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 

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋字六反地965-1 

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 

中川運河エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中川区広川町5-1 

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
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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・四国 

築港エコ・ステーション ●岡山県岡山市築港栄町7-27 

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 

呉エコ・ステーション ●広島県呉市築地町2-8 

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 

松江南エコ・ステーション ●島根県松江市古志原3-17-8 

高松朝日町エコ・ステーション ●香川県高松市朝日町2-2-2 

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 

新栄町エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町2411-31

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 

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

※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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低公害車の地域別普及台数（平成15年10月末現在稼動台数） 単位：台

地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

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 

 

 

 

2 

6 

9 

39 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

71 

42 

11 

13 

434 

283 

3,310 

408 

65 

19 

417 

3 

26 

1 

11 

16 

8 

148

 

 

2 

2 

 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

42 

13 

17 

440 

293 

3,368 

409 

65 

19 

418 

3 

26 

1 

11 

16 

8 

148

地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

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 

香　川　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 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

1,384 

325 

2 
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2 

9 

110 
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12 
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7,225
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29

1.386 

328 

2 

8 

8 

3 

9 

110 

1 

3 

1 

2 

68 

1 

12 

2 

5 

7,317

現在建設中でオープンが予定されているCNGスタンド
地　区 

東　北 

 

 

 
関　東 

 

 

 

 
中　部 

 

 

 
甲信越・北陸 

 

 

 

 

 

 
近　畿 

 

 

 

 

 

九　州 

スタンド名称（仮称） 所　在　地 開設（予定月） 

SUNエコ・ステーション 

川口あずま橋エコ・ステーション 

ミツウロコ長沼エコ・ステーション 

品川八潮エコ・ステーション 

京浜トラックターミナルエコ・ステーション 

新多摩エコ・ステーション 

東名高速道路海老名SA（上り線）エコ・ステーション 

エコ・ステーション沼津 

パロマ熱田橋エコ・ステーション 

西尾エコ・ステーション 

山梨県甲府エコ・ステーション 

エコ・ステーション増泉 

福万エコ・ステーション 

敦賀エコ・ステーション 

アロッズ大阪梅田エコ・ステーション 

西淀川エコ・ステーション 

今福鶴見エコ・ステーション 

芦原橋エコ・ステーション 

北大阪トラックターミナル・エコ・ステーション 

堺泉北エコ・ステーション 

岸和田エコ・ステーション 

大和郡山下三橋エコ・ステーション 

和歌山くろしおエコ・ステーション 

筑紫ガス永岡エコ・ステーション 

久留米市ハイテクパーク・エコ・ステーション 

ストーク大分エコ・ステーション 

宮城県仙台市宮城野区福田町南１－８ 

埼玉県川口市朝日５－４－１、－２ 

千葉県千葉市稲毛区長沼町335－９ 

東京都品川区八潮１－４－１ 

東京都大田区平和島２－１－１ 

東京都多摩市唐木田２－2809 

神奈川県海老名市大谷字向原4887 

静岡県沼津市沼北２－６－１ 

愛知県名古屋市瑞穂区桃園町７－６ 

愛知県西尾市法光寺町流６－４ 

山梨県甲府市飯田３－２－34 

石川県金沢市増泉３－17－25 

福井県福井市二の宮４－17－11 

福井県敦賀市津内町１－14－２ 

大阪府大阪市北区中津５－７－12 

大阪府大阪市西淀川区大野２－２－21 

大阪府大阪市鶴見区鶴見４－３－28 

大阪府浪速区塩草３－12－３ 

大阪府茨木市宮島２－５－１ 

大阪府堺市若松台３－２－１ 

大阪府岸和田市加守町３－12－23 

奈良県大和郡山市下三橋167－１ 

和歌山県和歌山市黒田261－２ 

福岡県筑紫野市永岡34－６ 

福岡県久留米市合川町1490 

大分県大分市大字三佐1032－２ 

2004年３月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年１月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年２月 

2004年２月 

2004年３月 

2004年２月 

2004年１月 

2004年１月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年２月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年２月 

2004年３月 

2004年２月 

2004年３月 

2004年３月 

2004年３月 
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◆ 連 載 ⑦ ◆

◆英国：代替燃料事情
天然ガス；英国においてトラックやごみ収集車など

の商用車に天然ガス燃料が使用されるようになって

いる。これまで約800台の天然ガス自動車および24カ

所の急速充填所が普及している。英国政府は、二酸

化炭素レベルに応じた累進車両課税、二酸化炭素排

出量に応じた企業自動車税および燃料差別課税の導

入により輸送用低炭素燃料への移行支援が重要とし

ている。天然ガスの気体燃料に関する税金は軽油よ

りかなり安く、自動車用燃料として奨励されている。

LPG；英国では約80,000台のLPG自動車（ガソリ

ン・LPG併用式が主体）、1,200カ所の燃料充填所が普

及している。Powershift計画では、個人や企業がLPG

自動車への改造やLPG自動車を購入する場合の補助

を行っている。さらにガソリンや軽油の自動車燃料

税１リットル45.8ペンスに対しLPGは燃料の“グリ

ーン”さにより6.5ペンスとなっており、税制優遇

を行っている。しかし、英国政府は2004年にはLPG

自動車への補助の打ち切りすることを検討している。

水素；英国政府は、水素燃料自動車や水素燃料イ

ンフラの研究開発のための支援を行っている。この

中には燃料電池や水素製造研究も含まれている。英

国では二つの水素燃料バスのデモンストレーション

プロジェクトがある。ヨーロッパクリーン都市輸送

（CUTE）計画の一部としてロンドンにおいて３台

の燃料電池バスの試験が2004年１月より計画されて

いる。さらにケンブリッジにおいて、2005年より

「都市におけるソーラー水素社会実現プロジェクト

（USHER）」の一部として水素バスの試験が計画さ

れている。また英国政府は水素自動車の開発支援の

ための税制優遇を発表している。

バイオエタノール；これまで英国にはバイオエタ

ノール産業は存在しなかった。しかし、2005年１月

より１リットル当たり20ペンスの税優遇が計画され

ている。これによりバイオエタノール産業への投資

が活発になると期待している。主な用途はガソリン

への5％程度の混合になるであろう。

Datamonitor, Aug.27, 2003

IEA AMF Fuels Update September 2003 Vol.6 No.3

◆ドイツ：バイオ軽油製造
ドイツは、過去２年間製造能力の大幅な増加を加

速させており、年間の高品質バイオ燃料総生産量は

85万トンに届いている。ドイツ14事業者、フランス

１事業者、オーストリア１事業者が加盟している品

質保証協議会によると、2003年３月までに生産量は

88.3万トンになるだろう。バイオ軽油は、当初純度

100％であったが、現在ではDIN E 51.606基準に従

って販売されている。バイオ燃料はドイツ全土で

1,500カ所のスタンドで流通している。市場には混

合燃料は流通していない。

◆国際エネルギー機関報告：GTL
国際エネルギー機関（IEA）の温室効果ガス研究

プログラムにおいて、英国のAEAテクノロジーは、

いろいろな方法で天然ガスを市場導入する方法に関

する比較研究を実施した。一番目は、圧縮天然ガス

としてそのまま導入する方法、二番目はフィッシャ

ートロプシュ合成法ルート（間接的方法、天然ガス

からガソリン等の液体炭化水素燃料を製造する）で

製造した液体燃料を既存の燃料供給インフラを用い

て利用する方法である。AEAテクノロジーは、フ

ィッシャートロプシュ合成法ルートにおいて、発生

する製造時の二酸化炭素を固定、貯蔵する方法が、

輸送分野に気体状燃料を導入するより排出ガス、コ

スト的に有利としている。

IEA Greenhouse gas R&D Programme

◆アフリカ諸国有鉛ガソリンより脱却
現在、世界中で供給されている約90％のガソリン

は無鉛である。しかし約10％は有鉛で、主に開発途

上国、特にアフリカ諸国で使用されている。昨年２

月に約100人の各国の環境関係閣僚が集まり、ナイロ

ビで開催された国連環境プログラム（UNEP）管理

委員会では、今後５年以内にほとんどのアフリカ諸

国が有鉛ガソリンから脱却するであろうということ

が報告された。エジプト、リビア、モーリシャスお

よびスーダンでは現在完全に無鉛ガソリンが使用さ

れている。今年は、モロッコ、チュニジア、西サハ

ラがこれに加わるであろう。エリトリア、ガーナ、

ケニア、ナイジェリア、南アフリカトーゴ、ウガンダ

など他の22カ国は2005年から2006年には有鉛ガソリ

ンからの脱却に関するアクションプランに署名する

見込みである。有鉛ガソリンが使用されている地域

の子供たちは、脳への障害に苦しめられていること

が研究により示され、これが、ヨーロッパ、北米、一

部アジアなどで急速に有鉛ガソリンが使われなくな

った理由である。また無鉛ガソリンにより、排出ガ

スを90％以上低減できる触媒の使用が可能となる。

www.unep.org

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
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◆水素の特徴
水素原子（元素記号H）は宇宙で最も軽く、豊富に存

在する原子であり、水や有機化合物、生物内部にも多数

存在します。水素（H2）は、常温で無色・無臭の気体と

して存在します。標準状態（０℃、１atm）での比重は、

空気を１とすると0.07と非常に軽い気体です。－253℃

まで冷却すると液化します。

水素は工業的にあらゆるところで使用されています。

例えば、アンモニアの製造や、石鹸、化粧品、マーガリ

ンなどの油脂の製造、メタノールやDMEの製造過程な

どで水素が使用されます。

水素は可燃範囲が広く、単位質量あたりの発熱量がガ

ソリンや軽油の約３倍と非常に大きいため、燃料として

の利用も進められていますが、液化するための低温技術

が必要なことや、燃焼が速すぎて制御が難しいことなど

から、これまで自動車用内燃機関にはほとんど用いられ

ませんでした。

最近では、水素を内燃機関で直接燃焼させるのではな

く、水素をイオン化して電気的エネルギーを取り出す燃

料電池用燃料としての利用が注目されています。

◆生産・供給方法
現在、水素の工業的製造方法には大別して、メタンの

水蒸気改質（リフォーミング）法、部分酸化法および電

解法の三種類があります。

日本で消費される水素は年間約235億m3であり、ガソ

リンの年間消費エネルギー量の約12％にあたります。ほ

とんどが工業用であり、外販されている水素の量は全水

素消費量の１％程度しかありません。

現在の製造方法における課題は、コストおよび製造時

の二酸化炭素（CO2）排出です。

◆環境への影響
水素を内燃機関用燃料として使用した場合、燃料中に

炭素分を含まないため、一酸化炭素（CO）、炭化水素

（HC）やすすが全く排出されません。三元触媒等により

窒素酸化物（NOx）も浄化できるため、排出ガスは非

常にクリーンになります。また、燃料電池に適用した場

合は、水しか排出されません。自動車から地球温暖化ガ

スであるCO2は排出されませんが、化石燃料からの水素

製造時にガソリンや軽油よりも多く排出されるため、ラ

イフサイクルによる評価が必要です。

◆水素を燃料とする自動車の開発と普及状況
水素を燃料とする自動車には、従来の内燃機関により

動力を得るものと、燃料電池を搭載するものがあります。

水素内燃機関自動車は、ドイツのBMW社が乗用車の

商品化を目指した開発を進めており、現在、試作車によ

る試験走行を行っています。日本では、2003年開催の東

京モーターショーにおいて、マツダが水素ロータリーエ

ンジン乗用車を発表したほか、武蔵工業大学は1986～

1994年に液体水素エンジン搭載トラックの開発を行いま

した。

一方、燃料電池自動車は欧米を中心に路線バスや乗用

車の開発プロジェクトが進められてきました。日本では

2002年に圧縮水素燃料電池自動車の技術指針が策定さ

れ、東京都が路線バスの営業運行を開始するなど、実用

化に向けて実証試験が行われています。

常温常圧下の状態 

ガス比重（空気=１） 

液密度（２０℃） 

自然発火温度 

可燃範囲 

理論空燃比 

沸　点 

低発熱量 

オクタン価（リサーチ法） 

セタン価 

― 

― 

kg/m3 

℃ 

λ 

kg/kg 

℃ 

MJ/kg 

― 

― 

項　目 単位 軽　油 ガソリン 水　素 

液　体 

― 

831 

250 

0.48～ 

14.6 

180～370 

42.7 

― 

40～55

液　体 

― 

750 

― 

0.4～1.4 

14.7 

30～190 

43.2 

98 

― 

気　体 

0.07 

― 

― 

0.5～10.5 

34.2 

－253 

120 

― 

― 

注）軽油、ガソリンは代表的な数値を示す。 出典：オランダTNO研究所 

出典：燃料電池自動車の開発と材料（太田健一郎）シーエムシー出版2002.12を修正

水素製造技術の概略図

◎燃料電池バス

なるほど！ザ・ワード　～今後の掲載予定～ 

第15回　GTL第14回　水素 

出典：東京都HP

第14回 水素



「旅は憂いもの辛いもの」という慣用句があるが、確
かに知らない土地を歩くには、それなりの心配事はある
が、辛いと思ったことはない。むしろ新しいことを発見
する喜びがある。
今までの旅で、一番記憶に鮮明なのは、北海道の幹線

国道である。とにかく直線で、車線が広く、障害物がない
ので、車はどんどん飛ばす。特にトラックが隊列をなし
て轟音をたて走り去る姿を見て、事故のないようにと祈
らずにはいられない。
その北海道で写真１の
日本一長い直線道路（美
唄―深川）を発見。約
30キロであるが、アップ
ダウンがあるため先は見
えない。しかし確かに方
位計で確認すると真北か
ら北東側に36度といつま
でたっても変わらない。元々は明治20年前後に、空知と
樺戸集治監の囚人（主として新政府に反抗した政治犯）
が原野を開削したのが原型とのこと。今でも北海道の道
路や鉄道の工事現場から、鎖の絡まったままの人骨が出
ることがあるという。
歩いて越えた最高地点
は峠道より高い国道18号
線の軽井沢付近。小諸方
面から来ると、御代田で
794M、軽井沢に入ると
929M、軽井沢追分付近
が1003Mの標識がある
（写真２）。あの箱根峠で
も846Mであるので、こ
こは下界から見ると気温
は５～６℃低い勘定にな
り、なるほど５月の昼間
でもヒンヤリと感じる。
ついでに歩いた最低地
点は、関門海峡の人道ト
ンネル。35年前に通った
時は雨漏りしていたトンネルの中も、明るく快適である。
エレベーターを降り下関側から入ったところが写真３、
ゆるい下り坂で、真ん中付近でまた緩い上りとなる。所
要時間約10分。ふつうのトンネルと違い出口が見えない
ので不安といえば不安である。
「これは便利」と思っ
たのは、北海道の豊富町
から稚内市の間にある、
写真４の開源パーキング
シェルターという施設。
シェルター内は片側２車
線でそのうち１車線が駐
車帯、もちろん歩道もあ
り、立派なトイレもある。
付近は全くの原野と牧草地なので雨の日や、日差しの強
いときには、人も車も有り難い。
「ちょっと待ってくれ」といいたくなるのが二つある。
ひとつは、歩道を歩いていて突然人の歩けない車道だけ
になる場所。写真５の名古屋市内国道23号線の中川運河
に架かる橋は手前で歩道が切れ人が歩けない。側道には
橋がなく直進できないので、30分も迂回し下流の橋を渡
った。国道１号線の岡崎市内でも、突然歩道がなくなり

「この先歩行者通行禁止」
の立看板に出会う。地図
を見ると東名岡崎ICの
出入口。迂回させられる
のがしゃくで、そのまま
車道をかまわず直進。同
様の道路構造は全国至る
所の高速道路出入口で見
かける。
もう一つは、市街地の
波打つ歩道。写真６のよ
うに、家々の入り口で車
が出入りしやすいよう
に、歩道がえぐられてい
る。歩道が車道より高い
ほど段差が大きく膝がガ
クガクする。こういう場
所は疲れるので、車道を歩いている。同じように疲れる
のは、地下道、歩道橋を利用しないと交差点を渡れない
ところ。東海道では、愛知県に入るとこれが多かった。
「怖い思い」をしたの
が、危ない橋とトンネル。
写真７は、新潟県の信濃
川の大河津分水に架かる
路側帯のない渡部橋の
例。ここは寺泊に近く観
光バスがよく通る。この
ような場所では、車が来
ると横向きに立ち止まら
ざるを得ない。もう一つ
はトンネルの中、国道ト
ンネルでも歩道やガード
レールがない場所もかな
りある。写真８は熊本県
の八代から芦北に向かう
途中の赤松トンネルの例
である。僅か50センチ程
の路側帯のみがある。なるほど入口に、「歩行者自転車に
注意」と表示されているが、車はそんなことお構いなし
に疾走する。こちらは赤色点滅灯と懐中電灯で進むが、
時々横を向かないと接触する程。何かにつまずき転倒す
れば、交通事故間違いなし。当時のメモに「もうこうい
う所はできれば歩きたくない」とある。何故か？熊本県
にはこのようなトンネルが多かった。
「楽しみ」は昼めし時に各地のラーメンを味わえるこ
と。１日12時間も歩くことがあるので、とにかく腹が減
る。軽い食料は持って歩くが、昼は街道筋のラーメンや
に入ることが多い。西の方は圧倒的に豚骨味、北の方は
みそ味がうまい気がする。
まずいと思ったのは、北海道の北の方の駅舎にあるラ

ーメン屋で食べた醤油ラーメン。しょっぱい味もそうだ
が、578円という半端な勘定を取られたのはラーメン屋で
ははじめて。
これは旨いと思ったのは、鹿児島県枕崎線の山川駅前

「くりや」の豚骨ラーメンで薄味が良く、値段は380円。
「うちは、お客様が満足してくれればそれでいいんです」
との女主人の言葉。地方に行けばまだこういう店がある
のである。儲けるのが目的で商売をやっているのではな
いナアと嬉しく感じる。

次回は、「歩きたくなる道」を掲載予定
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