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カメラ’ズ アイ
カメラの目は、人間の目と違いいつまでも「開いている」事ができます。そのため、動く被写体の「軌跡」を捉える

事が出来ます。今回は、水（光）の流れを「線」として「糸のように」表現してみました。皆様も、是非トライしてみ
てください。〈夜景では、光が躍動します〉
但し、三脚は必需品ですので、お忘れなく。また「開いている」時間の長さが「適切」でないと、作者の意図に反す

る作品となる「恐れ」が十分ありますので、ご注意ください。（次回は「マクロレンズ」登場の予定です）

上のカットは、どのような画面構成かすぐおわ
かりになりますか？ちょっと、不思議ですよ
ね！滝の撮影を終えて、帰りがけに振り返った
ときのワンショットでした。
（作品名：「白いヴェール」）

撮影データ
撮影場所：夕日の滝（南足柄市）
レ ン ズ：EF70-200F2.8  L  UMS
絞　　り：F22  シャッターAE

観覧車たちが回転しています。私の場合、夜景
（花火も）は、運を天にまかせてシャッターを
切っています。（修行中）

撮影データ
撮影場所：横浜（よこはまコスモワールド）
レ ン ズ：EF70-200F2.8  L  UMS
絞　　り：F32  シャッターAE



◎低公害車の導入に対する補助制度

国土交通省及び経済産業省では、低公害車の導入促進

を図るため、その支援措置として、次のとおり補助制度

を設けています。

◆平成16年度国土交通省「低公害車普及促進対策
費補助制度」の概要【事業用トラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送

事業者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

・車両総重量（GVW）3.5トン超のCNGトラック、

ハイブリッドトラック、新長期規制適合トラック

及び使用過程車のCNG改造トラック

・車両総重量（GVW）８トン以上、PM低減率85％

以上の低PM認定トラック

（3）対象地域

全国

（4）導入台数

当該年度に３台以上

（5）地方公共団体との協調補助

地方公共団体、トラック協会、全国通運連盟等の
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平成16年３月12日（金）東京都千代田区麹町の弘済会館

にて、標記評議員会及び理事会が開催され、平成16年度

の事業計画、予算案、借入金について審議を頂き、各議

題について原案通り承認されました。

なお、事務局から平成16年度の低公害車リースの取り

扱いについて、一部車両のリース期間の延長、注文架装

扱いの対象車両拡大等の改正点について説明があった。

（詳細は、別掲「利用し易くなった16年度LEVOのリー

ス取り扱いについて」をご参照ください。）

（財）運輸低公害車普及機構

平成15年度第2回評議員会及び理事会

評議員会 理 事 会

日　時：平成16年７月（予定）

場　所：前橋市内

講　演：学識経験者、メーカー、運送事業者

主　催：（財）運輸低公害車普及機構、関東運輸局

低公害車セミナー群馬
～環境にやさしい低公害車の導入促進にむけて～

予
　
告

平成16年度低公害車普及促進補助制度の概要



協調補助

（6）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（経済産業省の

補助金）を受けていないこと。

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車両の所

有権が留保されていないこと。

２．補助額

（1）CNGトラック、ハイブリッドトラック

改造費の２分の１

（2）新長期規制適合トラック

価格差の３分の１

価格差は現在未定

（3）低PM認定トラック

価格差の４分の１

（4）使用過程車CNG改造トラック

改造費の３分の１

３．その他

（1）トラック協会の助成制度もあります。

（2）申請書様式等が定められています。

◆平成16年度経済産業省「クリーンエネルギー自
動車等導入促進対策費補助制度」の概要【事業
用トラック関係】

１．補助制度の要件

（1）補助対象事業者（申請者）

自動車運送事業者、自動車リース事業者

（2）補助対象車両

事業用のCNGトラック、ハイブリッドトラック、

使用過程車のCNG改造トラック

（3）対象地域

全国

（4）導入台数

制限なし（率先導入計画書提出）

（5）その他の要件

①低公害車に関する国の他の補助金（国土交通省の

補助金）を受けていないこと。

②割賦販売等により、自動車販売会社等に車両の所

有権が留保されていないこと。

２．補助額

（1）CNGトラック

改造費の２分の１以内

（2）ハイブリッドトラック

車両型式ごとに補助額の上限が定められる。

例

（3）使用過程車CNG改造トラック

改造費の３分の１
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（注）これらの額によることが適当でない車両については、 
　　　個別に決定されます。 

最大積載量 
（減トン前） 改造費 補助額上限 

ト
ラ
ッ
ク 

Ｃ
Ｎ
Ｇ 

ト
ラ
ッ
ク 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド 

4トン未満 

4トン以上 

4トン未満 

4トン以上 

1,160千円 

3,400千円 

1,160千円 

2,900千円 

580千円 

1,700千円 

580千円 

1,450千円 

130千円 

200千円 

最大積載量 価格差 補助額 

8トン未満（GVW8トン以上） 

8トン以上 

520千円 

800千円 

386千円 

1,133千円 

最大積載量 改造費 補助額上限 

4トン未満 

4トン以上 

1,160千円 

3,400千円 

580千円 

1,700千円 

最大積載量（減トン前） 改造費 補助額上限 

4トン未満 

4トン以上 

1,160千円 

3,400千円 

380千円 

1,130千円 

最大積載量 改造費 補助額上限 

4トン未満 

4トン以上 

1,160千円 

3,400千円 

530千円 

530千円 

1,400千円 

通称名 クラス 補助額上限 

トヨタダイナ／トヨエース 

日野デュトロ 

日野レンジャー 

2トンクラス 

3トンクラス 

4トンクラス 
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平成16年度リースの取り扱いについて
1.  リース期間は、2トン以下は3年又は4年、2トンを超え4トン未満は4年又は5年、4トン以上は5年となります。
2.  再リース期間は1年又は2年です。
3.  4トン未満（塵芥車を除く。）は、架装を一体としたリースです。また、希望により注文架装を含めたリースと
することができます。

4.  リース料金は、指定の銀行口座より自動引落ができます。ただし、初回請求分については、振込みとなります。
5.  預かり保証金は、原則として不要とします。

事業用トラック（CNG車及びハイブリッド車）のリ

ースによる導入については、（財）運輸低公害車普及機構

（LEVO）とリース契約をしていただくことになります。

低公害車導入に対する補助・助成について、（財）運輸

低公害車普及機構が補助・助成申請者となり国・地方公

共団体及び全日本トラック協会・都道府県トラック協会

あるいは全国通運連盟等から補助・助成を得て行うた

め、低額なリース料金で導入可能となります。又、例え

ば国交省制度では補助要件として３台以上の導入が必要

となりますが、リースの場合は１台でも導入が可能とな

ります（運輸低公害車普及機構が申請者となるため、運

輸低公害車普及機構としては３台以上が必要）。

更に、16年度はリース利用者からの要望の強かった一

部車両の「リース期間の延長」及び「注文架装扱の対象

車両拡大」について改正を行い、利用し易いリース扱に

しました。

1. リース扱の主な改正点
（1）リース期間の延長

最大積載量（基本車）によって次のとおりとなります。

①２トン以下……………………３年又は４年（従来は３年）

②２トン超～４トン未満………４年又は５年（従来は４年）

③４トン以上……………………５年（従来どおり）

（2）注文架装の取扱

注文架装のリース取扱対象車両制限の廃止を行いまし

た（従来は対象車両の車両総重量が3.5トン超～８トン

未満の要件有）。

2. 主な車種別リース料金の事例
（注１）次のリース料金は、一事例であり、実際のリー

ス料金は選択された自動車メーカー、車種、架装

等によって異なり、個別の対応となります。

（注２）リース料金には、国・地方公共団体、全日本ト

ラック協会・都道府県トラック協会などの補助

金・助成金を含んでおりますが、これらの助成

金・補助金額が異なる場合があります。この場合

は、リース料金が変わってきます。

（注３）リース料金には16年４月１日からの消費税額の

表示変更に伴い「消費税込の料金」となっています。

利用し易くなった16年度LEVOのリース取扱について

CNG車 ハイブリッド車 

 

リース期間 

リース料金（消費税込） 

2トンロングバン 3トン広巾ロングバン 2トン広巾ロングバン 

※なお、ご不明な点や詳細については、ご遠慮なく（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）にお問い合わせください。 

3トン広巾ロングバン 4トンキャブ 
付シャシー 

３年 

74,760円 

4年 

58,380円 

4年 

61,950円 

5年 

51,450円 

5年 

72,345円 

3年 

97,755円 

4年 

76,125円 

4年 

78,645円 

5年 

65,205円 

車　　種 
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１月28日（水）約３年ぶりに今年度３回目の低公害車セ

ミナーを福岡市で開催しました。

降雪が心配されましたが、当日は久しぶりの快晴で気

温も比較的高く、県内外のトラック事業者はじめ行政、

学生他一般市民の方々が多数参加され、当初予想をはる

かに上回る約300名の参加者となりました。

参加者は、講演及び展示車両（CNG車、ハイブリッ

ド車）、パネルを熱心に聴講、見学され、低公害車に対

する関心の高さがうかがわれました。

【セミナーの概要】

日時：平成16年１月28日（水）13：00～16：40

場所：福岡国際会議場

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：福岡県、福岡市、北九州市、

（社）福岡県トラック協会、（社）福岡県バス協会、

九州地区エコ･トラック推進協議会

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）

開会挨拶：

杉浦　喬也（（財）運輸低公害車普及機構会長）

大庭　靖雄（国土交通省九州運輸局長）

講　　演：

「低公害車を巡る最近の動向について」
塩路　昌宏（京都大学大学院エネルギー科学研究科教授）

（要旨）
・トラック・バスの生産台数は特にバブル崩壊後下がり
気味、保有台数では2003年、4輪車合計約77百万台、
2輪車を含めると80百万台を超える。
・自動車を取り巻く環境問題としては、地球規模では、
酸性雨、地球温暖化、オゾン層破壊の問題、局地的に
は、自動車の大気汚染物質、特にNOx、HC、PMが問
題となっている。
・環境基準達成率（一般ガス測定局）の推移をみると、
CO、SO2は燃料改善でクリアーしている一方で、
NO2、SPM、光化学オキシダントの達成率は非常に
低い。
・自動車排出ガス測定局で測定した環境基準の適合状況
の推移は、H13年度でNO2は79％と低く、PMは47％
とかなり悪くなっている。
・都道府県別非達成状況では、NO2は、東京、大阪近辺
の達成率が悪く、PMは大都市圏の達成率がひどい状
況にある。また、九州も粉塵、黄砂等の影響もあり達

成率は低い。
・自動車のNO2、PMの発生源別寄与濃度割合はいずれ
も50％前後と高い。
・各種動力システムの特徴として、ガソリンエンジンは
三元触媒によってNOx、HC、COを同時に低減できる
ため、クリーンである。一方、ディーゼルエンジンは、
①絞りによる損失が少ない、②ピストンで圧縮する割
合が大きいため、作動温度が高い、③希薄燃焼のため
同じ発熱量でも膨張量が大きいことより燃費が良い。
・ガソリンエンジンについては、排ガス浄化性能は三元
触媒によって良いが、効率化を高める努力をしている
一方、ディーゼルエンジンは、効率は良いが、排ガス
性能を高める努力をしている。
・ディーゼル車の排ガス規制は技術レベルを考慮しNOx
よりもPM対策を優先、後処理装置（酸化触媒、PM
フィルター、de-NOX触媒）で対処している。
・将来のトラックエンジンは、①クリーンディーゼルの
開発、②燃料の多様化、③新しい動力システムの採用
等必要。
・現状、低公害車開発及び普及アクションプランの目標
には程遠い状況。
・各種低公害車はそれぞれメリット、デメリットを持っ
ており、利用方法を棲み分けしていく必要がある。
・自動車に関わる諸問題解決に向けた総合的な取り組み
として、①低公害車の導入と普及促進、②モーダルシ
フト等交通システムのありかた、③エコドライブの推
進、④資源リサイクルが必要と結論づけている。

「CNG車の紹介」
井上　保雄（いすゞ自動車（株）プログラムマネジメン

ト部　課長）

（要旨）
・CNGトラックは2tを中心に普及、東京では営業車4台
に1台はCNGトラックであり一般的になっている。

低公害車セミナー福岡
～環境に優しい低公害車の導入促進にむけて～
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・CNG車の特徴としては、①排ガス性能に優れている、
②低振動・低騒音である、③補助制度の利用により、
ほぼディーゼル車並みの価格で購入可能、④ランニン
グコストも通常車両と比べほぼ同等、⑤気体を燃料と
するため、1充填走行距離が短い、⑥充填所が少ない、
⑦ボンベが必要となるため、車両重量が重いなどがあ
げられる。
上記特徴を勘案すると、CNG車はインフラが整備さ
れた都市内の集配等、近距離輸送に適している。
・充填所は全国で15年度末243ヶ所、九州地区は15年4
月12ヶ所から4ヶ所増えて16ヶ所となる。
・2t車の改造費は普及台数の増加に伴いかなり低減して
いるが、4t車は2t車に比べると普及台数が少ないこと
から低減率は低い。
・今後、大都市の深刻な大気環境問題に対応していくた
めにはCNG車がベストであり、将来性、良好な排ガ
ス性能に着目しCNG車の更なる改良を進めたいとし
ている。

「ハイブリッドトラックについて」
濱野　公勇（日野自動車（株） 国内企画業務部　小型

トラック室長）

（要旨）
・地球温暖化を防ぐためにハイブリッドという結論に至
り開発、現状当社ハイブリッドトラックは新長期規制
値レベルにある。
・当社ハイブリッド車は、煤をほぼ100％削減するDPR
クリーナーとNOxを抑えるためのEGR、ターボイン
タクーラー、コモンレールの噴射を備えたベースにハ
イブリッドシステムを搭載している。
・規制には、①登録規制（新短期規制、新長期規制等新
車に対する規制、全国が対象）、②保有規制（NOx・
PM法、東京、大阪等1都1府6県が対象）、③走行規制
（東京都環境条例、進入規制）がある。
・ハイブリッド車は地球温暖化のCO2の低減とインフラ
フリーの特徴をもつ。
・日本のCO2排出量は世界4位、運輸部門で20％排出、
運輸部門のなかでガソリン乗用が36％を占める。
・国別削減目標は日本6％、2t車を7～8年使用すると5t

のCO2を排出し、いかにCO2を減らすかが運輸業界の
課題になっている。
・CO2の削減方法としては、①エコドライブ、アイドリ
ングストップ、②低燃費・低公害車の導入、③一括大
量輸送による輸送効率の向上がある。
・ハイブリッドシステムは、エンジン動力とモーター補
助の組合せであり、発進、加速時など大きなトルクが
必要な時はエンジンをモーターがアシスト。減速時に
は、減速エネルギーをバッテリーで回収して次の発進、
加速時に備え、エンジンとモーターのトルク最適化を
はかる。
・ハイブリッド車の燃費向上効果は30％、CO2はディ
ーゼル車比25％低減、メンテナンスの面でもメリッ
トがある。
・ハイブリッド車はバン、冷凍、カーゴ系等一般的な都
市内走行に適しており、また、応用例としては、go-
stopの多い塵芥車、高所作業車等がある。

「我が社の環境問題への取り組みについて」①
中川　寛茂（（有）九商物流　代表取締役）

（要旨）
・当社は九州商運（株）（年商約60億円、従業員762名、
車両347台）のコンビニ配送部門（年商8億円、従業
員178名、車両41台、うち6台はCNG車）で福岡市中
心にコンビニ246店舗に弁当、惣菜､パン等の配送と
コンビニセンター構内作業中心。
・Ｈ13.11、ISO9001（輸送品質）認証取得。その成果
としては、①顧客重視と環境問題への取り組み、②顧
客の信頼、③事故30％削減、④燃費8％～15％削減、
⑤コンプライアンスの遵守等があげられる。
・環境問題への具体的な取組みとしては、①CNG車の
導入、②酸化触媒とスピードリミッターの装着、③低
PM認定車の導入、④アイドリングストップによる騒
音の防止、⑤燃費の改善によるNOx、CO2削減があげ
られる。
・CNG車の導入は　H14年3台、H15年3台　計6台で
コンビニ配送車に導入済。
・CNG車のメリットは、①エンジン音が静か、特にコ
ンビニ店舗は住宅地に騒音のクレームなし、②排ガス
の臭いがない。配送センター内での作業時に臭いがな
いため助かっている、③顧客のイメージアップにつな
がっている。
・一方デメリットは、①ガススタンドが少ない、②深夜
営業スタンドがないため昼間に充填せざるを得ない、
③一充填あたり300kmしか走らないため遠方に行け
ないという点である。
・導入コストはLEVOのリースを使ったため補助金がで
ることから軽油車と変わらずまた、ランニングコスト
もほぼ軽油車と変わらず。
・総合的にみるとCNG車はデメリットをカバーしてお
り、さらに顧客への貢献度、環境面を重視した結果、
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佐川急便株式会社が平成16年３月19日に「関東ブロッ

ク低公害車促進協議会（議長：関東運輸局交通環境部

長）」による「平成15年度関東低公害車普及大賞」を受

賞されました。

関東ブロック協議会は平成14年に関東ブロックにおけ

る低公害車の普及促進を図る目的で設立され、各年度あ

らゆる分野で低公害車の普及に貢献された方々を表彰し

ています。

今回は平成15年度に貢献された方々でありますが、実

質、協議会発足第一回目の表彰となります。今回は最も

貢献された「大賞」には３者、「優秀賞」には５者が各

分野から表彰されました。

トラック業界からは「大賞」に佐川急便株式会社、

「優秀賞」には墨東企業運輸株式会社、湘南物流株式会

社それぞれが受賞されました。

とくに、大賞に輝いた佐川急便株式会社は関東管内に

おける低公害車の導入について、最近３カ年間860台と

トラック事業者としてもっとも多く導入された実績結果

が評価されたものであります。

当日の表彰式には本社環境推進室の別所恭一室長が出

席、受賞後、佐川急便株式会社の社内環境保全への取り

組みについて講演されました。

受賞された三社さん、誠におめでとうございました。

心よりお祝い申し上げます。

「関東低公害車普及大賞」を佐川急便（株）が受賞

CNG車導入を実施している。
・当社としては今後も、①環境問題は基本的にコストが
かかるとの認識のもと費用対効果を考えながら取り組
んでいく、②環境問題をビジネスチャンスとして捉え、
環境対応車を使用して行く。
・今後ハイブリッド車の導入、グリーン経営の認証取得
等環境に配慮した経営を目指す。

「我が社の環境問題への取り組みについて」②
和佐野　福臣（天神地区共同輸送（株） 部長）

（要旨）
・当社は、日本初の試みとして、九州最大の商業集積地
区である天神地区の交通渋滞緩和、環境問題と35事
業者の輸送効率向上を目的に設立。
・取扱商品は宅配貨物、家電製品、衣料品、食料品、事
務用品等多岐に亘っている。
・共同集配システム導入により、各事業者の天神地区へ
乗入れ、各事業者のトラック走行量の削減を実現し輸
送効率アップに繋げるとともに、併せて、低公害車導
入を実施し、排気ガス、騒音の減少に努めた。
・H7.6、初のCNGトラック導入時は、助成金制度もな
く、また、スタンドも1箇所のみで時間的制約もあり
大変不便であったが、現在、年中無休、24時間営業
スタンドもでき便利となった。

・H11、助成金制度の開始及び充填所増加を契機に
CNG車への計画的代替を本格化、現在、保有台数の
半分の13台がCNG車となっている。
・CNG車の短所は、燃費、走行距離でディーゼル車に
劣り、また、ガスボンベ搭載により2t車約500kg増加。
さらに、車検とは別にガスボンベ点検が義務付けられ
ており、時間と費用がかかる。
・一方、CNG車のメリットとしては、①ディーゼル車
に比べ、始動、発進、加速の力の差はなし、②エンジ
ン音が静かで振動が少ない、③排気ガスは無色、無臭
で、好評、特に荷捌き所が地下にある場合は大変喜ば
れている。
・今後、一層事業者の使いやすい低公害車の開発、費用
の低減及び補助金制度の持続を希望するとともに、一
層低公害車への計画的代替を実施、環境問題に取組む
方針。

アトラクション：

「天然ガスの紹介（冷熱実験等）」（西部ガス（株））

同時開催：

・低公害車展示会（場所：同会議場屋外駐車場、１階エ

ントランスホール）

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７月（予定）

場所：前橋市内

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、関東運輸局

低公害車セミナー群馬
～環境に優しい低公害車の導入促進にむけて～

掲

示

板
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◆IWEFV 2004
国土交通省主催のEFV（環境にやさしい自動車）の

開発と普及に関する国際ワークショップ（IWEFV2004）

が、国内外の研究者や専門家を一堂に会し、平成16年３

月１～３日の３日間にわたり早稲田大学井深記念ホール

で開催された。

ワークショップには、延べ500名の参加者があり、

EFVに関する国内外の技術開発の状況や日本政府の

EFV開発支援活動などについて講演やパネルディスカ

ッションが行われた。また、国土交通省が平成14年度か

ら３ヶ年計画で進めている次世代低公害車開発促進プロ

ジェクトの中間報告がなされた。

◆環境にやさしい自動車の現状と課題
第１日目「日米欧におけるEFVの取り組み」の基調

講演において、早稲田大学の大聖泰弘教授は、自動車の

ゼロエミッションに向けた低排出ガス化対応技術は、①

燃焼の技術、②排気後処理の技術、③燃料の技術である

が、その技術はすでに出尽くしており、今は実用化に向

けた努力を進める段階である。今後は、地球温暖化対策

や石油代替エネルギーの利用に関する関心が高まってい

き、2010年頃にはその方向性が固まってゆくだろうと述

べた（図１）。

また、現状の地球温暖化対策やエネルギー消費対策は、

自動車単体の燃費改善に頼り過ぎており、自動車の利用

方法をも含めた根本的な改善が必要であると提言した。

◆次世代低公害車開発促進プロジェクト
第２日目には、独立行政法人交通安全環境研究所が国

土交通省の委託を受けて行っている次世代低公害車開発

促進プロジェクトの報告が行われた。始めに、京都大学

池上詢名誉教授（次世代低公害車開発促進会議座長）が、

次世代低公害車開発の背景と意義ならびにプロジェクト

の包括的な意味について講演した。

日本においては、自動車から排出されるNOxの54％

がディーゼルから排出されるものであり、トラックから

の排出は38％を占める。PMでは85％がディーゼルから

排出されており、NOxやPMなど特に大型車の排出ガス

対策が急がれている。2005年には現在の新短期規制の数

値を大幅に縮小した新長期排出ガス規制が始まる予定で

あるが、次世代低公害車では、これをさらに上回る目標

を掲げて大型のトラックやバスにゼロエミッションに向

けた低排出ガス化対応技術を盛り込んだ開発が行われて

いる。今後、これらの目標を達成した上で、次世代低公

害車の幅広い普及を目指していく。

プロジェクトでは、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、スーパークリーンディーゼルの開発が進めら

れており、開発の成果は、今秋平成16年11月２日（火）～

７日（日）の東京モーターショーに出品が予定されている。

次世代低公害車開発促進プロジェクトの詳細は、交通

安全環境研究所のホームページで紹介されている。

http://www.ntsel.go.jp/teikougai/teikougai01.html

調査研究より

国土交通省「EFVの開発と普及に関する国際ワークショップ」開催

①燃焼の技術 

②排気後処理の技術 ③燃料の技術 

・可変機構 
・電子制御 
・材料 

・燃焼制御 
・燃料の改質 
・添加剤 試験・実験 

診断 
シミュレーション 

触媒化学 
改質技術 

ガソリン・ディーゼルエンジンにおいて、 
排出ガスや効率を改善するための3つの鍵となる技術 

2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 

低
　
←
　
重
要
性
　
→
　
高
 

排出ガス対策 

地球温暖化問題 

石油代替エネルギー 
の利用 

図1 EFVに関する研究開発や政策の重要性

開発車両／エンジン 

 

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 スーパークリーンディーゼル 

性
能
目
標 

概
　
要 

排出ガス性能 

燃　　　　費 

車両のタイプ 

エンジン（動力） 

車両総重量 

積載量／定員 

NOx 

PM

新長期規制値の1/4 

ほぼ0（黒煙排出なし） 

ディーゼルエンジン 
と同等 

長距離輸送用大型トラック 
 

出力：200kW 
 

　　　　　18ｔ 

　　　　　10ｔ 

新長期規制値の1/4 

ほぼ0（黒煙排出なし） 

CO2排出量でディーゼル 
エンジン以下 

長距離輸送用大型トラック 
 

出力：235kW～257kW 
 

　　　　　25ｔ 

　　　　　― 

新長期規制値の1/4 

新長期規制値の1/4 
 

2倍以上 
 

バス 

エンジン：5L 
モーター：90kW×2 

　　　　　14ｔ 

　　　 78人乗り 

新長期規制値の1/10 

新長期規制値の1/10 
 

2倍以上 
 

トラック 

エンジン：4L  110kW 
モーター：70kW程度 

　　　　　13ｔ 

　　　　　8ｔ 

新長期規制値の1/10 

新長期規制値の1/2 

現行レベルよりも 
10％向上 

エンジン／トラック用を想定 
 

出力：280kW 
 

　　　25ｔ（想定） 

　　　13ｔ（想定） 

国土交通省　次世代低公害車開発促進プロジェクト　開発車両一覧
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◆商売の成功にも通じる先手必勝
同社の所有全車両55台中、５台がCNG車。CNG車の

導入を検討し始めたのは昨年の初春。三菱ふそうへ５月

に発注し、８月に納車された。まず、導入のきっかけを

伺った。

「私は、運送事業者として環境に配慮するのが義務だ

と思っています。ですから率先してCNG車を導入した

いと考えました。そしてお客様が、社会性・公共性の高

い新聞社ということも大きく関係しています。私共が運

んでいる新聞というものに求められている役割を考えた

のです。また、東京都の条例も私の気持ちを後押しして

くれたと思います」

印刷工場（読売新聞社）がある北区の住宅地から、都

内各所の新聞販売所へ荷物を下ろすのだが、地域住民が

ディーゼル車に難色を示し、チェックもかなり厳しいよ

うだ。

「私達の一挙手一投足を観察されている気分になりま

す（笑）。他にも走行時間帯や制限速度、駐停車、空ぶ

かしをしてないかなどを見ています。だからこそ、お客

様から言われて、重い腰を上げて低公害車を導入するの

ではなく、うちには低公害車がありますと、こちらから

アピールできるよう、率先してCNG車を導入したので

す。それが私共としての営業戦略です。」

経済動向は先行き不安定。導入検討時に躊躇がなかっ

たとは言えないが、まず仕事を確保してから物事を進め

たくなかったのだと、平井社長は言う。

◆利用して驚いたのは実感できる静かさ
実際にCNG車を利用して半年。ドライバーや整備担

当者など、現場からはどんな見解が寄せられているのだ

ろう。

「音が静かなことが最大のメリットだと、みんな口々

に言いますね。ディーゼル車に比べると車内・外への騒

音と振動、そしてアイドリング音が大幅に低減している

というのが実感です。常に気にかかっている騒音問題に

関しても、近隣住民に対し、多少は貢献できているので

はと思っています。また、排出ガスのクリーンさも評価

できるといえるのではないでしょうか」

★ユーザー訪問 INTERVIEW  ★

株式会社　磐　根

｜平井政浩社長に聞く｜

「誰かに言われてやるのではなく、
率先してCNG車を導入したいという思い」

地球規模での環境配慮が求められている昨今、運送事業者が、できることは何

かを熟考し、ある答えを出した会社がある。株式会社磐根。自然に配慮するこ

とは、事業を営んでいる者としての義務。環境への配慮がなければ、企業とし

ての存続はないと言い切る平井社長に、その新しい取組みを聞いた。
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住宅地・商店街である印刷工場から、新聞販売店まで

の道程は、道路事情もからみ、どうしても発進・停止が

多くなる。そしてほぼ24時間稼動の業務体系では、早

朝・深夜の騒音に対して、ナーバスにならざるを得ない。

その懸念を払拭してくれたのが、まさにCNG車だった

のだ。

だがもちろん、デメリットもあることは否定できない。

真っ先に上げたのは、既存のスタンドとは絶対数、営業

時間ともにまだ十分でない充填所の充実について。

「現在までのデータで申し上げると、２トン車の

CNG車で200km前後しか走れないのです。会社のある

練馬区を基点に考えた時、充填所は谷原ですから近いの

で、行きは何の問題もありません。ところが帰路。もし

客先に充填所がなかったら、ガス欠を心配しなければな

らないのです。私共は新聞の輸送がメインなので、配送

コースはほぼ決まっているので、まだ問題を起こしたこ

とはないのですが、正直、使えるコースと、使えないコ

ースが出てきます。つまり長野、神奈川県には使ってい

ないのが現状。せいぜい都内ということになっています。

また町田営業所では、営業所の近く、コース上の近くを

事前に検討してから出ています。

こういう部分で束縛されなければ、つまりどこででも

ガス充填できれば遠距離輸送にもCNG車を導入したい

と思うことも度々です」

更に現場からは、ガス充填に時間がかかるという報告

もなされている。燃料ゲージについても試行錯誤中。気

温の高低でメーターがぶれるので、後どのくらい走行で

きるか、自分なりのデータを蓄積することが必要になっ

ているのだ。

「使う側がまだ慣れていませんからね。歴史が浅い分、

これからの勉強も必要であると肝に銘じています。根本

から考え方や係わり方を変えていくことが社員全員の課

題でもあります。」

◆自然・社会と共存共栄
CNG車を導入してから、荷主との信頼関係も深まっ

たという。今後はどのような企業展開を考えているのだ

ろう。

「新聞の輸送はほとんどが平ボディーです。一般の貨

物輸送はアルミボックスが必要なので、そういうCNG

車両の導入も視野に入れています。

もっといろんな人がスムーズに導入できるよう、私達

も行政も考える時なのではないでしょうか。例えば極端

な話、ディーゼル車よりCNG車が安くなれば、あっと

いう間に普及しますよ。それは補助金によって、企業負

担が減るということでもいいと思います。同業者の中で

も、CNG車を導入するのに二の足を踏んでいる人もい

ますので、価格的なメリットというのは見逃せないでし

ょう。そして走行距離数などの技術的な発展を望みます

ね」

現状に満足せず、アグレッシブに改革を推し進める平

井社長の原動力はなんだろう。

「飲みに行ったりゴルフしたりで、気分をリフレッシ

ュしています。そうして気持ちを切り替えることが、新

たな仕事への活力になっているのでしょうね。ですが２

代目としてまだ３年目。仕事をしっかりやるのが最優先

です。」

１人１人のドライバーが、お客様、仕事、一般の人と

つながり、「我々はハンドルを握りながら感謝の心を学

び育てていくのだ」と、常に社員に話をしているのだそ

う。

「12年前、ある人に教えていただきました。人間とし

ての３大要諦は、「真剣であること、恩を感ずること、

恩を返すこと」であると。感謝の気持ちを持って接する

ことが恩を返すことです。会社として自然環境に、地域

社会に、そしてお客様に配慮するということも、そんな

ところから来ています。もちろん、人間・会社として、

まだまだ発展途上、勉強途上。更なる飛躍を目指します」

ユーザー訪問
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
INTERVIEW

物流業界を通じて環境に
配慮したいと導入を決めた。
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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 

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 ●埼玉県さいたま市桜区中島2-22-14 

指扇駅前エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区西遊馬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 

川口あずま橋エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日5-4-1 

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 

ミツウロコ長沼エコ・ステーション ●千葉県千葉市稲毛区長沼町335-9 

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 

品川八潮エコ・ステーション ●東京都品川区八潮1-4-1 

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 

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都大田区平和島2-1-1 

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
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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 

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 

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12 

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 

甲府エコ・ステーション ●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 

エコ・ステーション増泉 ●石川県金沢市増泉3-17-25 

小松エコ・ステーション ●石川県小松市園町へ30 

福万エコ・ステーション ●福井県福井市二の宮4-17-11 

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

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 

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 

東名高速道路海老名SA（上り線）エコ・ステーション ●神奈川県海老名市大谷字向原4887 

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 

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1 

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
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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 

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市黒田261-2 

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 

呉中央エコ・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 ●鳥取県鳥取市五反田町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 

久留米市ハイテクパーク・エコ・ステーション ●福岡県久留米市合川町1490 

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 

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1032-2 

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

アロッズ大阪梅田エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区中津5-7-12 

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 

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪府大阪市鶴見区鶴見4-3-28 

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 

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 

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38 

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 

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 

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市若松台3-2-1 

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 

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19 

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 

岸和田エコ・ステーション ●大阪府岸和田市加守町3-12-23 

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32 

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

※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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単位：台低公害車の地域別普及台数（平成16年1月末現在稼動台数）
地　　区 メタノール CNG ハイブリット 計 

北　海　道 

宮　城　県 

福　島　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 

富　山　県 

石　川　県 

滋　賀　県 

京　都　府 

 

 

 

 

2 

6 

9 

39 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

43 

 

13 

13 

452 

300 

3,458 

434 

68 

19 

448 

4 

26 

1 

11 

 

17 

13 

159

2 

2 

1 

2 

2 

3 

7 

36 

9 

2 

2 

11 

 

2 

 

5 

1 

 

 

 

76 

45 

1 

15 

17 

461 

316 

3,533 

444 

70 

21 

460 

4 

28 

1 

16 

1 

17 

13 

159

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 

長　崎　県 

熊　本　県 

宮　崎　県 

鹿児島県 

 

合　　計 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

1,452 

351 

3 

8 

9 

3 

10 

112 

 

5 

 

 

75 

1 

 

12 

2 

5 

 

7,601

5 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

109

1,459 

362 

3 

9 

9 

4 

10 

113 

1 

6 

1 

2 

75 

1 

1 

12 

2 

5 

 

7,773

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 

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 

グッドハンド稲沢エコ・ステーション 

敦賀エコ・ステーション 

西淀川エコ・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 

大和郡山下三橋エコ・ステーション 

筑紫ガス永岡エコ・ステーション 

宮城県仙台市宮城野区福田町南１－８ 

愛知県稲沢市福島町字大福寺85－１ 

福井県敦賀市津内町１－14－２ 

大阪府大阪市西淀川区大野２－２－21 

大阪府大阪市浪速区塩草３－12－３ 

大阪府茨木市宮島２－５－１ 

奈良県大和郡山市下三橋167－１ 

福岡県筑紫野市永岡34－６ 

2004年６月 

2004年７月 

2004年７月 

2004年４月 

2004年４月 

2004年６月 

2004年８月 

2004年４月 
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◆ 連 載 ⑧ ◆

◆米国の代替燃料自動車実態調査
米国エネルギー情報局（EIA：Energy Information

Administration）は2004年２月、2003年度の米国に

おける代替燃料自動車の実態をまとめた（表１参

照）。これによると、2003年度に米国内を走行した

天然ガス、エタノールブレンド、電気（ガソリンハ

イブリッド自動車を除く）等の代替燃料を使用した

自動車は51万台強であり、前年度比で8.4％、５年

前と比較すると73.1％の増加となっている。

また、2004年度にはおよそ7.3％伸びて54万８千

台強になると予測している。

（財）石油産業活性化センター　石油情報プラザ

Alternatives to Traditional Transportation Fuels 2003 Estimated Data 

http://www.eia.doe.gov/cneaf/alternate/page/datatables/atf1-13_03.html

◆水素生産に新技術①　｜エタノール｜
現在、天然ガスやメタノール等から生産されてい

る水素を、エタノールから効率的に生産する方法が

開発された。米国のミネソタ大学のグループが2004

年２月発行の科学誌「サイエンス」303号で発表した。

同グループは触媒を使った部分酸化により、エタ

ノールと水の混合物から直接、水素を取り出すこと

に成功した。反応速度は100分の１秒と非常に短く、

炭素、アセトアルデヒド、エチレン等の生成は最小

限に押さえられ、また反応効率はほぼ100％である。

燃料システムが小さく、シンプルな構造で、かつ

強固でなければならない燃料電池自動車への液体燃

料としての搭載が期待される。

米国再生燃料協会（RFA）の統計では、2002年度

の米国のエタノール生産量は21億ガロン（約80億リ

ットル）であり、主にとうもろこしから生産されて

いる。このエタノールは代替燃料としてガソリンに

混ぜて使われており、これらバイオマス（生物資源）

によって作られるエタノールから水素を生産するこ

とで、地球温暖化対策の有効な手法のひとつとなる。

Science magazine (On Line)

Renewable Hydrogen from Ethanol by Autothermal Reforming

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/303/5660/993

◆水素生産に新技術②　｜牧草｜
一方、同じく米国のアイオワ州立大学では、機械

科工学部のブラウン教授のもと、アイオワ原産のス

ゥイッチグラス（イネ科の多年生草本）から水素を

生産する方法を開発した。いわゆるバイオマス（生

物資源）を利用した水素製造である。刈り取ったス

ゥイッチグラスを細かく切り、次にそれをリアクタ

ーに入れて加熱、そこから水素を始め、一酸化炭素

やメタンなどのガスを抽出する方法。

この研究プログラムは米国エネルギー省（DOE）

の支援を受け、真に天然の素材を使用した水素製造

に注目してきた同グループの、３年間の研究成果と

して発表されたものである。

Fuel Cell Today

Iowa State University Researchers find Ways to turn Grass into Hydrogen

http://www.fuelcelltoday.com/FuelCellToday/IndustryInformation/

IndustryInformationExternal/NewsDisplayArticle/0,1602,4179,00.html

＊＊世界の代替燃料情報＊＊

表1.  米国で使用されている代替燃料自動車の台数（燃料種別）（1995～2004年） 

燃料の種類 

年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

予　測 実　　績 増加率（％） 

平均年間 

※ａ：M85、E85、E95はガソリンとの混合。 
※ｂ：1997年以降、一部の自動車メーカーはE85を燃料として使用できる特定車種を開発、発売している。 
※ｃ：ガソリンハイブリッド自動車を除く。 
注） 2003年度の数値は計画に基づく。過去の概算数字は、新たな情報により将来改正されることもある。 
 
出典　1995データ："Alternative Transportation Fuels and Vehicles Data Development" Science Applications International Corporation 
　　　1996-2004データ：Energy Information Administration, Office of Coal, Nuclear, Electric, and Alternate Fuels

液化石油ガス（LPG） 

圧縮天然ガス（CNG） 

液化天然ガス（LNG） 

メタノール85％混合（M85）※a 

メタノール100％（M100） 

エタノール85％混合（E85）※a、※b 

エタノール95％混合（E95）※a 

電気※c 

非LPG　小計 

合計 

172,806 

50,218 

603 

18,319 

386 

1,527 

136 

2,860 

74,049 

246,855

175,585 

60,144 

663 

20,265 

172 

4,536 

361 

3,280 

89,421 

265,006

175,679 

68,571 

813 

21,040 

172 

9,130 

347 

4,453 

104,526 

280,205

177,183 

78,782 

1,172 

19,648 

200 

12,788 

14 

5,243 

117,847 

295,030

178,610 

91,267 

1,681 

18,964 

198 

24,604 

14 

6,964 

143,692 

322,302

181,994 

100,750 

2,090 

10,426 

0 

87,570 

4 

11,830 

212,670 

394,664

185,053 

111,851 

2,576 

7,827 

0 

100,303 

0 

17,847 

240,404 

425,457

187,680 

120,839 

2,708 

5,873 

0 

120,951 

0 

33,047 

283,418 

471,098

190,438 

132,988 

3,030 

4,917 

0 

133,776 

0 

45,656 

320,367 

510,805

194,389 

143,742 

3,134 

4,592 

0 

146,195 

0 

55,852 

353,515 

547,904

1.3 

12.4 

20.1 

－14.3 

0.0 

78.8 

0.0 

39.1 

19.0 

9.3
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◆GTLの特徴
GTLはGas To Liquid（ガス・ツー・リキッド）の略

で、一酸化炭素（CO）と水素（H2）の混合ガス（合成

ガス）を化学反応させ合成した液体燃料のことを指しま

す。石油代替燃料の一つとして有望視されています。

GTLは製造工程によって、ガソリンに近い性質を有

するものと軽油に近い性質を有するものができますが、

ここでは、ディーゼルエンジンへの使用が期待されてい

る軽油に近い性質を有するGTLについて紹介します。

GTLはセタン価※が非常に高く、自己着火性に優れる

ため、ディーゼル燃焼に適していると言えます。燃料中

にすすや粒子状物質（PM）の発生原因となる硫黄分や

アロマ（芳香族系炭化水素）分をほとんど含まないクリ

ーンな燃料です。

しかし、潤滑性に乏しいことや、ゴム材の膨潤性が軽

油と異なる等の性質があり、既販のディーゼル車に

GTLを使用した場合の耐久・信頼性上の課題が発生す

る可能性があることが指摘されています。

◆生産・供給方法
GTLは石炭や天然ガスを原料として製造されます。

工業的製造方法には、大別して直接合成法と間接合成法

がありますが、現在主流となっているのは間接合成法で

す。間接合成法は、原料である石炭や天然ガスから、一

旦、COとH2からなる合成ガスを中間体として製造し、

それを合成して液化させる方法です。

合成ガスからGTLを製造する過程には、主にフィッ

シャー・トロップシュ合成法（FT合成法）が用いられ

ています。このため、本方法により製造された軽油は、

合成軽油のほか、フィッシャー・トロップシュ軽油

（FTD）と呼ばれることがあります。

GTLの製造方法における課題は、エネルギー効率の

改善です。原油から軽油を精製した場合のエネルギー効

率は85％程度ですが、現状のGTL製造法におけるエネ

ルギー効率は60～65％であるため、エネルギーの損失が

大きく、それに伴い二酸化炭素（CO2）排出量が多くな

ります。

しかし、既存のインフラ設備をそのまま使用できるメ

リットがあるため、市場導入が期待されています。

◆環境への影響
GTLをディーゼル車に使用した場合、燃料中に硫黄

分やアロマ分をほとんど含まないため、PMの排出量は、

軽油を使用した場合と比べて大幅に低減できるとの研究

報告例があります。

◆GTLを燃料とする自動車の開発と普及状況
GTLは軽油に近い性質を有するため、CNGやDMEの

ような専用車の開発が不要で、既存のディーゼル車が使

用できると期待されています。昭和シェル石油、シェ

ル・インターナショナル・ガス、三菱商事および生活協

同組合連合会・首都圏コープ事業連合の４社は、平成15

年11月より、GTLを既存のディーゼル車に使用した実

証試験を開始しました。試験期間は７ヶ月間で、車両の

走行性や排出ガス特性などの検証が行われる予定です。

参考：http://www.showa-shell.co.jp/

http://www.mitsubishi.co.jp/

http://www.pal.or.jp/

第15回 GTL

常温常圧下の状態 

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 

硫黄分 

アロマ分 

― 

kg/m3 

℃ 

λ 

kg/kg 

℃ 

MJ/kg 

― 

― 

ppm 

%

項　目 単位 軽　油 ガソリン GTL（例） 

液　体 

831 

250 

0.48～ 

14.6 

180～370 

42.7 

― 

40～55 

＜50 

― 

液　体 

750 

― 

0.4～1.4 

14.7 

30～190 

43.2 

98 

― 

＜50 

1

液　体 

783 

― 

― 

15.0 

170～338 

43.5 

― 

87.8 

＜１ 

0

注）・軽油、ガソリンの出典：オランダTNO研究所 
　　・軽油、ガソリンの硫黄分は現在国内で流通しているものについて示した。 
　　・GTLの出典：NEDO・ACEプロジェクト平成12年度報告書 

◎各種燃料の特性 

出典：NEDO・ACEプロジェクト平成12年度報告書 
注）ISOF：不溶解性有機成分 
　　SOF：溶解性有機成分 

◎GTLのPM排出特性　報告例 

P
M
排
出
量（
g/
km
） 

0.12 

0.10 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00
JIS2号 
軽油 

スウェーデン 
クラス1軽油 

供試合成 
軽油（GTL） 

排気量2L 
ターボインタークラー付 
直噴ディーゼル車 

10･15モード 

－51％ －44％ 

ISOF 

SOF
※燃料の着火性の尺度。高いほど自己着火性が高い。通常の軽油の
セタン価は50前後。
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「旅は道連れ」という言葉が「いろはかるた」にある
が、自分には一人旅が合っている。今でもシーズンにな

ると各地で〇〇マーチと称して、束になって歩く催しが

報道されるが、どうも人の後に付き従って歩くことは性

に合わないので、参加することをやめにしている。一人

の方が行動の自由がきいて気楽である。考えてみると、

寝る時間も起きるのも、その日の行程も、何を食べるか

も、休憩のタイミングも、経路の選定も、一人だと自由

気ままに思いのとおり出来るからいい。歩いているとき

ぐらい、一切の拘束から解放されたいと思っている。

今まで歩いた所でもう一度行ってみたいと思う所は？

一番よかった所は？とよく聞かれるが、そういわれても、

この齢ではすぐには頭にうかんでこない。以下は、良か

った道の思いつくままを述べる。

「海沿いの道」は、や
はり日の出と日没時がい

い。夕陽がきれいなのは、

北海道の国道231号線の

通称オロロンライン。こ

のうち留萌～羽幌～初山

別までの海沿いの道（写

真１）は、幅も広く、適

当にアップダウンもあ

り、見通しもよく、歩く

には快適。ただし日陰が

ないのですぐ日に焼ける

するので要注意。

九州の「道の駅阿久根」

から海岸線を南下する薩

摩高木駅付近までの道

（写真２）も静かで変化

がありすばらしい眺め。

ただし、海辺の道は風の

ある日は、なかなか前に

進まない。

「峠道」は、真冬でも
風がない日はうっすらと

汗をかく。汗をかきたい

なら、峠道ほどよい所は

ない。東海道の箱根（写

真３）と中山道の碓氷峠

（写真４）は、今でも歩

く人にとってはなるほど

天下の険である。

箱根の湯本・三島間は一日で歩くのはかなりの健脚で

ないと無理。特に石畳の道は車が通らなくていいが、ゴ

ツゴツして意外と歩きづらい。しかし箱根峠から眺める

芦ノ湖、旧道の山中新田あたりから眺める裾野を広げた

富士の雄姿と伊豆の山々の眺めは一見の価値がある。

碓氷峠はバイパスが出来たため、旧国道18号線が歩き

やすい。峠は苦しくても、登り切った先に下りがあるの

で楽しい。しかし、松井田・軽井沢間は、どちらから歩

くかで、登りだけ又は下りだけとなる。山中はかなりの

ヘヤピンカーブが続き、緑も多く深山幽谷の感があり、

初夏には名も知らぬ花が咲き乱れ、野鳥のさえずる声に

足取りも軽くなる。野猿に出くわしたりもする自然の残

る場所である。

もう一つ忘れられない

峠道は、九州の田原坂。

いわずと知れた明治十年

の西南の役で西郷軍と政

府軍が激突した所（写真

５）。南下する政府軍と

迎え撃つ反政府軍との最

大の激戦地であるが、今

は道の両側が所々オレン

ジ畑になっていて平和な

風景である。坂の頂上に

は田原坂資料館があり、

歴史好きには絶好の散策

コースである。

「並木道」では、やは
り日光街道の杉並木がい

い（写真６）。今市市大

沢あたりから日光まで

所々途切れはするが、15

キロ程続く。車が通らな

いと森閑として気持ちが

落ち着くコースである。

約380年前の寛永年間に

紀州熊野から移植された

もので、単一樹種の並木

でこれだけの規模は国内

でここだけらしい。

松並木としては北海道

の函館から大沼に抜ける

国道５号線の通称赤松街道（写真７）といわれる所がい

い。並木はそんなに長くはないが、このように歩道が広

く平坦である道路だと歩いていて疲れを感じさせない。

もう一つは沼津市にある千本街道沿の防潮、防風林

（千本松原）の散策路（写真８）。樹齢は若いが路は約10

キロぐらい続く。曲がりくねっているので、街道筋より

よけいに時間がかかるが、街道からは離れ騒音も、排ガ

スもなく、踏みしめる大地も、落ち葉でふわふわとして

快適である。

「これから歩く道」は、この３月に甲州街道（日本橋
～下諏訪）を終了したので、次は中山道（歩いてない区

間は滋賀県草津～軽井沢追分）の旅を考えています。い

ずれにしてもこの一人旅は、始めがあって終わりのない

旅という感じがします。これからも、一切の拘束から解

き放たれて、カメラを片手にあてのない旅を楽しみたい

と考えています。（終わり）
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写真１

写真２

写真３

写真６

写真７

写真８

写真４

写真５


