
 
◆ 電気自動車（EV）の霊柩車。特徴と導入のメリット。 

1 音が静かである。 

2 排出ガスの臭いや刺激性のガスが出ない。 

－地方によって、霊柩車の後を歩くことがあり、排ガスを吸わないで歩ける。 

3 夜間の出動はしない。夜間はじっくり充電できる。 

4 どんな時でも、80、100km／hなどの高速走行はしない。 

5 使用時の計画が事前にわかり、電気自動車の走行性能に合わせた利用が可能。 

6 業界では車両の管理上、丁寧に扱い、車両寿命の長いため、電気自動車の耐久性と持続性を実証的

に検証できる。 

7 霊枢車は、少量の改造車で、もともとコストが高く、現状での電気自動車のコストを、他の利用よ

りも吸収し易い。（今回の霊柩車は音型ではなく、洋型です。） 

8 現在、官公庁で使用されている電気自動車（トヨタ・タウンエース）の有効活用が考えられる。

（資源の有効活用） 

発表日（記事解禁） 

１９９６年６月１１日（火）午後１時 
 

 

◆発表・実車の展示日時 

1996年 6月 11日（火）午後 1時～午後 2時 

◆発表・実車展示の会場 

環境庁・（B）駐車場 

◆ニュースリリースの配付／当日会場の他に 

当日の 11時頃（環境庁・通産省の記者クラブ） 

 



 

◆ 開発経過 

1992年 藤喜代司（藤尾 代表）『92年低公害車フェアー（環境庁等主催）』（代々木公園）に参加し、 

電気自動車に初めて触れる。 

コープ電動車両開発㈹（コープ低公害車開発㈱の前身）の電気トラックを見て、霊枢車への 

応用のヒントを得る。 

1995年 コープ低公害車開発㈱と相談し、いすゞ自動車㈱森沢工場で電気トラックを見学し、 

霊柩車への応用を検討したが、デザイン上の困難があり、断念。 

1995年 コープ低公害車開発㈹の案内でトヨタタウンエースEVを試乗。可能性について夢が広がる。 

1996年 コープ低公害車開発㈱のコーディネートによりトヨタ自動車㈱の協力が得られ、 

車両の確保と改造が実現。 

 

所有者（購入者）＿共同企害者 

第1号車 有限会社 蔵屋（代表取錆役 鳶 喜代司） 

神奈川県三浦市三崎1－2－23   TEL O468（81）2301 FAX O468（82）6267 

◆ 使用エリア 

第1号車 当面、神奈川県三浦市周辺。 

地域住民、生協（コープかながわをはじめ、利用者への提供）なども。 

発表者 

コーディネーター（推進者）・開発企酉 

コープ低公害車開発株式会社（本社：横浜市港北区新横浜2－5－11） 

取挿役・統括マネジャー 若狭良治   TEL O45（472）7913  FAX O45 く472）7924 

共同企酉・開発 

トヨタ自動車株式会社 特販・特装車両部（部長 沢崎忠昭） 

担当課長 金子 撤          T E L O52（952）3624  FAX O52（952）4967 
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構造変更者 

トヨタテクノクラフト株式会社（横浜工場：横浜市港北区師岡町800） 

担当係長 菱田太郎            T E L O45（540）2111  FA X O45（540）2112 

販売者 

トヨタカローラ神奈川株式会社 特販営業所く横浜市保土ヶ谷区狩場町65） 

所長 宮村八郎              TEL O45（715）8910  FA X O45（715）8803 
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導入者のコメント 

新しい時代を幕開けを！！ 
1996年6月11日 

有限会社 藤  屋 

代表取締役 藤 喜代司 

 

子供の頃、仲間と遊んでいて、自動車の後を追いかけ、排気ガスの匂いを喚いでいい香りだと思ったも

のです。 

しかし、やがて悪臭に変わり、気分が悪くなってきました。 

まだまだ、自動車が少なく、珍しい時代でした。 

大人になって、家集を継ぎ、霊枢車の運転をしたり・お見送りをしているうちに、排気ガスが鼻につく

のに気がつきました。 

それ以来すごく気になるようになりました。 

ある所では、霊枢車に棺をお乗せしたあと、100メートル位の距離をみんなで霊柩車の後を歩いて、皆

さんが乗る車の駐車場まで行くことがあります。このような時は大変です。 

私も歩いたことが何度もありますが、相当離れていても、排ガスが気になり・ついて歩くことが苦痛で

した。排ガスの出るパイプの真後は歩きたくないものです。 

全体から見れば、走行することが少ない霊枢車でさえ、このように排ガスが気になるのです。 

これが何千万台となると、その被害は大変なものであることは間違いないでしょう。 

私が電気自動車（EV）に強い興味をもったのは、協会（全霊協：全国霊枢自動車協会）から『92年度 

低公害車フェアー（東京・代々木公園）』の資料が送られてきて・見学にいったのがそもそものきっかけ

でした。その時、電気スクーターに乗せていただきました。そのスムーズで・音もない乗り心地というの

がはじめての感想でした。 

それから何とかなりそうだと思ったり・やっぱり無理だと思ったり・様々なことがありました。 

今回、コープ低公害車開発㈱はトヨタ自動車㈱（本社特販・特装車両部、カローラ神奈川㈱、トヨタテ

クノクラフト㈱）のご支援を得て、夢がかなえられ・大変嬉しく思います。 

 

事はこれからだと思います。実用化というか、生活に溶け込んでいくまでにはまだまだ多くの困難を抱

えていると思います。 

私たちの業界にも、一台でも多く普及し、ユーザーの立場から環境への取組みが強化されるよう、呼か

けていきたいと思います。 

クリーンなハーモニーを奏でていきたいと思っていますが、これを機会に、ユーザーの希望がどのよう

に出てくるのか、教育と文化と、マスコミが、どう日本人を完成させてきたのか、等々も少し図れるの

か、など少し意地の悪いことも考えながら頑張っていきたいと思います。 

 

いろんなことが頭をよぎります。 

いずれにいたしましても、新しい幕を開けようではありませんか！！ 

 

今回、環境庁・大気保全局自動車環境第一課・運輸省陸運局の皆様にご指導とお力添えをいただき感謝

申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 
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コーディネーター・企画開発者のコメント 

ユーザーの立場からの電気自動車の可能性の追究 

使うメリットとコストは普及のための重要な要件 

1996年6月11日 

コープ低公害車開発株式会社 

取締役・統括マネジャー 若狭良治 

 

今、世の中では、インターネットやマルチメディアといったことが大流行です。 

また、環境ということも、－いろんなことを語る場合のキーワードになっておりますが、実際の活用の

場面になりますと、評価様々、現実は巌しいという事になります。 

私どもが、生協の共同購入事業で使用している小型トラック（現状では、ディーゼルエンジン車が多数

を占めている）の低音化を目指して、電気トラックの開発を目指しました。 

性能面では・現在の技術力でもなんとか実用化の目処は立ちました。 

もちろん、品質面では現在の内燃エンジン車に比べてまだまだ研究途上であることも現実です。 

しかし、問題はそんなことよりも、導入コストと運用コストの両面で、全く実用化の目処が立たないの

です。 

 

私どもは、次の策として、ＬＰＧ（液化石油ガス）を燃料とする小型トラックの低公害性に注目し、ト

ヨタ自動車㈱、三菱自動車工業㈱、マツダ㈱と共同でＬＰＧ小型トラックを開発し普及を進めています。 

しかし、ここでも問題になるのは、導入と運用コスト・ＬＰＧスタンドのインフラ整備の問題です。 

私どもは、ＬＰＧトラックの低公害性や経済コスト・実際に使う現場における作業環境の改善などとい

った目の前の問題を一つ一つ克服しながら進めております。 

そのような活動によって・現在2年間の積み上げで 530台を超えた導入が実現しています。 

 

さて、電気自動車もその乗り心地の良さや横出ガスを出さないというわかりやすい低公害性のためにそ

の普及を望む声が大きくなっています。しかし、そのコストの高さや性能面での限界などから、実際に使

って欲しい場面での使用ではなく、「導入のための導入」、「性能に合わせた使用」という逆転した状態に

なっています。 

 

私どもは、利用したい場所での利用を前面に掲げて、排出ガスが一番問題になっているトラックへの利

用という立場で進めてきましたが・その意味では断念せざるを得ない状況だと判断しました。 

一方、本格的な高齢化社会の訪れを前にして、生活全般への生協の役割が求められており・生協でも葬祭

事業への参加く神奈川県生協連・コープかながわなどによるコープ葬祭㈱など全国的に取り組みが拡大し

てきている）をしてきています。 

そのようなことを含めて、検討を加えてきた結果・霊柩車への応用が浮上しました。 

また、藤屋さん（代表取締役・藤喜代司、霊枢車事業者）からの相談があったことをきっかけに具体的

な検討を加えてきました。 

種々の検討を経て、この間・小型電気トラックの研究開発を進めてきた実績とＬＰＧトラックの研究開

発・普及という両面からトヨタ自動車㈱の特販・特装車両部と第３開発センター（ＥＶ）の理解と協力を

得ることができ、ＥＶ霊枢車の実現ができたものです。 

藤さんがコメントしていますように、実際の現場での導入に対する要望が強く有り、コスト側面で展望

が見えてくると民間の独力での導入が促進されていくものと考えております。 

率直にいいまして、最初に「電気自動車の導入普及」ありきではなく、「この場面・この場所で利用し

たいという具体的な要＝利用メリット」があって、その次に「性能・コストでの見通しができる」ことが



普及促進の原動力となると考えます。「補助金にのみ頼った導入普及策」は、所詮は「金の切れ目は縁の

切れ目」になるのではないかと思います。 
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（参考資料）コープ低公害車開発株式会社の活動 
（１）電気自動車の研究開発 

生協で使用している共同購入車両の「黒煙」や「窒素酸化物く NOx）」等を排出しない電気トラックを

開発しようとコープかながわく本部：横浜市）が呼びかけて有志生協で90年7月にコープ電動車両開発株

式会社を設立した。現在22生協が株主生協となり、総計38生協が開発に参加している。 

いすゞ自動車株式会社と共同で、第 1次試作車（91．1）、第 2次試作車（92・5）、第 3次試作車（93・

10）を完成した。 

 

＊ 93年3月に第2次試作車の実用走行車を東都生協・ジョイコープ（東京都）に納車した。 

＊ 94年3月に第3次試作車の実用走行車をコープとうきょう（東京都）に納車した。 

 

このようにユーザーの立場で研究・実験を行ってきたことで、性能面（走行距離・積載重量・実用走行

性能）では業務を遂行することが可能だが、導入と運用には、現状の車と比べてコストが高く、大幅に導

入普及することが困難なことがわかった。 

しかし、NOxをはじめとする大気汚染が改善の兆しを見せないことから、より低公害な車の開発と普及

が急務となっていた。 

現在、コストが優先するトラックの分野では、電気トラックの導入の目処が立たないため、電気トラッ

クの開発は、コープ低公害車開発㈱としては中止状態になっている。 

 

（２）NOx対応で第1段階は、直噴式ディーゼルを副宝式ディーゼルへ切り替え 

全国で 1 万数千台走っている共同購入車両をすべて電気自動車にしていくまでにはかなりの年数を要す

ることから、開発に参加してきた生協で、「ディーゼルトラックを直噴式を副室式に切り替えること」や

「配達コースの見直しによる効率改善」等による排出ガスの低減化に取り組んできた。 

しかし、黒煙や発癌性があるといわれている SPM（浮遊粒子状物質）を根絶できないし、NOx も充分

こ減らしたと言えない状態であった。 

 

（３）絵合的な判断で、くLPGトラック）の導入普及をはかる 

開発参加している生協の実務担当者による『生協EV・低公害車検討実務担当者会議』を 92年 7月に第

1回を開催し、現在までに16回を数えた。 

そこで当面のNOxなどの排出ガスに対する「効果的な具体的策」を検討を進めてきた。 

その結果・当面の対応策として、LPGトラックの検討を始め、メーカー（トヨタ自動車と具体的に進ん

だ。それ以外のメーカーとも接触を行なった。しかし・他メーカーはその時点では同意を得られなかった）

と交渉し、93年11月にモニター車の完成をみた。 

その後、モニター車を全国30カ所以上で説明会と実証テストを行なった。 

その結果を踏まえて・94年6月から生産を開始し、94年7月4日にえひめ生協に第1号車が導入され・

その後順次導入が進み、96年5月で530台が生協に納車された。 

 

その普及の経過で三菱自動車工業㈱・マツ卵㈹が共同開発に参加し、96年より供給を開始している。 
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ＥＶ霊枢車主要諸元表 
車   名 トヨタ タウンエース・バンEV（霊柩車＝寝棺車＝仕様） 

会 社 名 トヨタ自動車株式会社 

主要寸法 

全  長 m 4．395 

全  幅 m 1．685 

全  高 m 1．940 

架装寸法 

架装形態 ワンボりクス・バンタイプ 寝棺車架装 

構造変更 

後部3方窓を骸め殺し、ガラえへ付替 

荷室部 棺格納装置設置 

 

床面ベニヤロンリウム張り 

Hいつぎ搬入用レール取付 

棺固定装置取付 

運転席後方カーテン取付 

塗装 ダークブルーマイカ（濃紺） 

質     量 

空車覚量 kg 2，060 

最大積載量 kg 2 

乗車人員 人 0（圭蔓手8けンJト l引 

自動車総重量 k 2，520 

性     能 

最高速度 kn／h 110 

登坂性能 tanβ 0．35 

最小回転半径 m 4．50 

一充電走行距離 
kn／10km／h 160 

kn／市街地走行 100（参考卓） 

駆 動 方 式  後輪駆動 

原  動  機 

原動機種類 交流かご型誘導電動機 

定格出力・電圧・時間 

kV・V・h 
20／120／1 

制 御 方 式  トランジスタインバータ制御方式 

タ イ ヤ 
前輪 175R14・6PRLT 

後輪 175R14・8PRLT 

電     池 

種類・型式（メーカー） 電池・ED150A（日本電池） 

定格容量・電圧 

Ah・HR・V 
150／5・12 

積載個数 個 16 

総電圧  V 192 

補助電池 型式・電圧 V 80 Ｄ26Ｒ・12 

充 電 装 置 

携帯型 2段定電流自動充電 

交流入力電源 

相数Φ・電圧V・電力A 
1・200・30 

標準充電時間 h 12 

 


