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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

　新年あけましておめでとうございます。

　平成19年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上

げます。

　平素は、自動車運送事業者の皆様、関係官庁並びに

関係団体の皆様には、当機構の低公害車普及事業及び

EMS（エコドライブ管理システム）普及事業等につき

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。

　昨年は、皇室に男子が誕生され、トリノ五輪では女子

フィギュアで金メダルを獲得、国内景気においては、か

つてのいざなぎ景気を超えるなど明るいニュースもあり

ましたが、原油価格高騰による燃料費の値上げ、駐車違

反の取り締まり強化、民間監視員の導入等と自動車運送

事業者の皆様には厳しい状況が続いているものと思われ

ます。

　国内の経済状況は、景気拡大が伝えられておりますの

で、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10月末現在の自動車保有台数

は、7,930万台を超え、そのうち営業用の貨物自動車は、

被けん引車、特種（殊）用途車、軽貨物車を除き約98万台

で、全体に占める割合は僅か1.2％ですが、１台あたり

の排気量が大きいこと、走行キロが長いことから、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。

　このように、自動車運送業を取り巻く経営環境は誠に

厳しい状況下にありますが、より一層の環境改善を図っ

ていくために、更なる低公害車の普及やエコドライブの

実施が喫緊の課題であります。

　このため、国土交通省では低公害車普及促進対策とし

て、低公害車の導入に対する補助、エコドライブの普及

支援等、19年度政府予算案に総額22億３千７百万円を計

上し、また、経済産業省においても引き続き低公害車に

対する補助事業を継続されると聞いております。

　当機構では、低公害車の普及活動及び調査研究活動、

国・地方公共団体等への補助金申請の取りまとめ業務、

更には補助、助成金を活用した自動車運送事業者に対し

ての低公害車並びにEMS機器のリース事業等を実施し

ておりますが、引き続き関係各方面のご指導ご支援を賜

りながら、より一層の低公害車及びEMS機器の普及促

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

自動車交通局長　岩崎  貞二

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　平成19年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げ
ます。
　最近の我が国の社会・経済情勢に目を向けますと、企業
収益改善による景気回復傾向が報じられ、かつての「いざ
なぎ景気」の期間を超えたとも言われておりますが、原油
価格高騰の影響は極めて深刻な状況が続いていることか
ら、運輸業界にあってはなお厳しい経営環境に変わりはな
いものと思われます。
　一方で、昨年は、飲酒運転による悲惨な事故が相次ぎま
した。飲酒運転根絶を含めて、自動車交通行政において安
全対策は、これまで以上に重要な課題となっていると認識
しております。
　自動車交通関連の事業に携わっておられる皆様方におか
れましては、多様化・複雑化する利用者ニーズに対応した
サービスを提供するとともに、安全確保や環境保全に対し
て弛まぬご努力をされておられるところであり、心から敬
意を表する次第です。
　私ども自動車交通行政といたしましては、国民や社会の
安全・安心の確保は当然のことながら、環境問題への対応
も含め、バス、タクシー、トラックなどの公共輸送サービ
スについて多様な需要に的確に対応して更にきめ細かく改
善していくことを目標として、現場の意見を的確に把握し
ながら、以下のような施策を積極果敢に展開して参りたい
と考えております。
　第一は、公共交通に関する施策の推進であります。
　まず、公共交通の安全対策について申し上げます。
　交通事故による死者数は、年々減少傾向にあり、現在、
年間７千人を下回るに至りましたが、発生件数・死傷者数
は依然として高止まり傾向にあり、「くるま社会」の安全・
安心を確保するため、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。
　昨年は、飲酒運転が社会問題化し、自動車運送事業者に
おいても残念なことに飲酒運転の事案がいくつも発生しま
した。こうした中、自動車運送事業者のより一層の法令遵
守の徹底及び輸送の安全確保を図るべく、事業者が運転者
に対して酒気帯び運転や過労運転等の悪質違反を命じ又は
容認していた場合の行政処分の厳格化を行いました。本年
におきましても、法令を遵守しない事業者の是正指導に留
まらず、是正しない悪質な事業者の市場からの排除を進め
るべく、監査の徹底や行政処分の厳格な運用を行っていき
ます。
　また、昨年10月から運輸安全マネジメントを導入し、経
営トップから現場までが一丸となって、事業者としての安
全確保に関する計画の策定、対策の実施、検証及びさらな
る安全性の向上に向けた取組みを行うこととしました。本

年は、運輸安全マネジメントを引き続き事業者に浸透させ
ていくとともに、運輸安全マネジメント評価を本格的に実
施していきます。
　次に、旅客輸送サービスについて申し上げます。
　急速な高齢化と少子化が同時進行し、我が国社会は現在、
人口減少社会という、かつて経験したことのない大きな変
動期を迎えようとしています。また、マイカーの普及が定
着する中でライフスタイルも変化し、地域構造や都市構造
も大きく変わっています。
　こうした中で、安全・安心な輸送サービスの提供を大前
提としつつ、多様な小単位の輸送ニーズにきめ細かく対応
し、真に利用者ニーズに適う旅客輸送サービスを実現する
ことが重要な政策課題であると考えています。
　このような考え方に基づき、昨年、道路輸送法を改正し、
コミュニティバスや乗合タクシーなどの多様な運送サービ
スが地域の実情に即した形で導入されることが可能となる
ような制度改正を行うとともに、公共交通機関だけでは十
分な運送サービスが確保できていない場合において、これ
を補完するものとして、市町村バスやNPO等によるボラン
ティア輸送について、新たに登録制度を導入しました。今
後は、新制度の円滑な運用に努めたいと考えております。
　また、タクシーについては、交通政策審議会「タクシー
サービスの将来ビジョン小委員会」の報告書が昨年７月に
とりまとめられました。同報告書では、規制緩和後、タク
シーが直面している課題に対応するため、単なる輸送機関
から、公共交通機関としてのタクシーの機能を中心としつ
つ、多面的なサービスを提供する「総合生活移動産業」へ
の転換を図るとともに、運転者要件の見直しや運転者登録
制度の導入地域の拡大など、タクシーの輸送の安全及びサ
ービスの質を確保・向上させるための具体的施策が提言さ
れております。このため、今月召集される通常国会に運転
者登録制度の導入地域拡大等のための法案を提出すること
も含め、実効性の高い制度を構築すべく早急に検討作業を
進めているところであり、提言内容の確実な実施を図って
参ります。
　さらに、バスについても、昨年３月から交通政策審議会
に「今後のバスサービス活性化方策検討小委員会」を設置
し、本年６月に最終報告をとりまとめることを目途に鋭意
ご審議をして頂いています。バスについては、生活交通の
維持確保のための地方バス路線維持対策が大きな課題とな
っておりますが、特に昨今の原油価格高騰という状況を踏
まえ、昨年末の予算編成において、補正予算を含め、必要
な予算額の確保に向けて最大限の努力を払ったところであ
ります。また、バスと鉄道相互の共通ICカードを広域的に
導入し、利用者にとって乗継ぎの際の負担が少ないシーム
レスな公共交通サービスの実現を図るとともに、ノンステ
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ップバスの一層の導入促進を行っているところです。
　さらに、平成19年度予算では、バス交通の定時性、高
速性の機能を発揮させる日本型BRT（Bus Rapid Transit）
を推進するため、連節ノンステップバスやPTPS（公共交
通優先信号）の一体導入、乗継施設の整備等を促進してい
くほか、地域の活力を支えるため、交通空白地域や交通不
便地域等において、地域の実情に応じたバス交通等の導入
を支援する地域バス交通活性化事業を新たに創設します。
今後も、本年６月に予定されている検討小委員会の検討結
果を踏まえ、バスの維持・活性化に資する施策を引き続き
強力に推し進めていきます。
　バスもタクシーも、需要が停滞し収入が伸び悩んでいる
中で厳しい経営状況が続いており、各地で運賃改定申請が
提出されておりますが、運賃認可に当たっては、審査基準
に照らして、申請内容の妥当性、必要性を検討し、適切か
つ迅速に対応していきたいと思っています。
　次に貨物輸送サービスについて申し上げます。
　トラック事業は、我が国の国内貨物輸送の基幹産業とし
て、高度な経済活動を担っておりますが、運賃が低下傾向
にあるなかで、軽油価格がさらに高騰しており、トラック
業界は、大変厳しい状況が続いております。
　軽油価格の高騰問題につきましては、荷主の理解が必要
不可欠であることから、本省、地方運輸局の組織を挙げて
経済団体等への働きかけを行い、トラック業界の窮状に理
解を求めるとともに、全日本トラック協会においてガイド
ラインを定めた燃料サーチャージの導入促進についても支
援する等、引き続きできる限りの努力をして参ります。
　また、原油価格高騰の影響を受けにくいCNG車等の導
入に係る補助について、中小トラック事業者への導入を支
援するための要件緩和や小口配送に適した小型トラックを
新たに補助対象とするための予算の拡充措置を行うととも
に、トラック事業者による軽油の消費の抑制を支援するた
め、アイドリングストップに必要な外部電源を用いた冷暖
房装置の導入やエコドライブ管理システム（EMS）関連機
器の購入等に対する補助を経済産業省及び環境省と連携し
て行います。
　第二は、自動車の安全対策の推進であります。
　まず、自動車のリコールに関しましては、昨年は、道路
運送車両法等の改正を行い、独立行政法人交通安全環境研
究所にリコール技術検証部を設置し、実車実験等により、
リコールの疑いのある自動車の欠陥の原因を技術的に検証
する体制を整備いたしました。これをもって、情報収集体
制の強化、監査対策の強化及び技術的検証体制の強化の３
つの柱からなる不正行為の再発防止対策を全て措置しまし
た。本年も再発防止対策を着実に実施するよう努めて参り
ますが、特に、国民から製品の不具合情報を収集する制度
の先駆的な存在である自動車不具合情報ホットラインにつ
いては、広報活動を通してその存在の周知に努め、さらな
る情報収集の強化を図って参ります。また、一昨年に発覚
した鉄道保線用車両やトラックの荷台の架装メーカー等に
よる新規検査後の不正な二次架装問題については、厳正に
対処するため、昨年、道路運送車両法を改正し、改造等を
行った者に対する立入検査・報告徴収の権限を規定したと
ころであり、今後も、この規定を最大限活用し、不正な二
次架装の再発の防止に努めて参ります。
　さらに、自動車の検査・点検整備については、本年４月
１日より、小型二輪車の自動車検査証の有効期間について、

初回２年を３年に延長するとともに、定期点検について、
二輪車の６月点検の廃止等の措置を実施することとしてお
ります。
　自動車の安全問題に関しまして、昨年の３月に策定され
た第８次交通安全基本計画においては、平成22年までに、
死者数を5,500人以下、死傷者数を100万人以下とする目標
が示されており、これらを踏まえ、昨年６月に交通政策審
議会「技術安全ワーキンググループ」から、「交通事故の
ない社会を目指した今後の車両安全対策のあり方につい
て」が報告されました。この報告では、車両安全対策につ
いて、予防安全対策の普及拡大に努めることにより、車両
安全対策で死者数を2,000人削減すること等が目標として示
されています。
　これらの目標の達成に向け、予防安全対策の速やかな実
施及び対策の充実のほか、安全基準の拡充・強化、自動車
アセスメントの改善、先進安全自動車（ASV）の開発・普
及の促進、その他の車両安全対策に強力に取り組むことと
いたします。
　具体的な取り組みとして、安全基準の拡充・強化につき
ましては、前述の予防安全技術の普及に向け、その効果評
価を行うためのドライブレコーダ等の基本的な性能要件を
定める検討を進めるほか、前部もぐり込み防止措置や大型
後部反射器に関する安全基準の拡充・強化を行うこととし
ています。二つ目の自動車やチャイルドシートの安全性能
を評価する自動車アセスメントにつきましては、安全基準
の強化・拡充、ASV技術の普及促進のための施策と連携を
図りつつ、プログラムの改善に取り組んで参ります。三つ
目のASVに関しましては、新たに実用化されたASV技術
の本格的な普及と通信を利用した安全運転支援システムの
一部実用化を目指し、昨年より第４期ASV推進計画を５カ
年計画で開始しました。ASVの普及を促進させる具体的施
策として、平成19年度より大型車用衝突被害軽減ブレーキ
の補助制度を創設することとしています。さらに、通信を
利用した安全運転支援システムについては、官民連携のも
と、平成22年度実用化に向け取り組んでいるところです。
引き続きASVの開発・普及の促進を行っていきます。
　また、交通事故防止や環境保全の観点から、IT化による
自動車検査の高度化や街頭検査の充実を図るとともに、今
年も不正改造車を排除する運動を全国的に実施してその排
除を図るとともに、ペーパー車検等悪質で影響の大きい不
正を行った整備事業者に対しては、昨年４月に施行された
新処分基準により一層厳しい対応をして参ります。
　一方、自動車検査独立行政法人の見直しとして、
　① 指定整備率の一層の向上を図ることにより、新規検査、

街頭検査、ユーザー車検の受け皿機能等に重点化する
こと

　② 国の財政支出の縮減及び法人の経営責任を高める観点
から、検査手数料の見直しを検討すること

　③ 役職員の身分を非公務員化すること
などの総務省独立行政法人評価委員会による勧告を踏ま
え、法改正など必要な措置を施し、自動車検査の厳正・公
正な実施、質の向上に取り組んでいく所存であります。
　さらに、自動車の生産・流通のグローバル化に伴い、車
両等の型式認定相互承認協定に基づく協定規則の採用、車
両等の世界的技術規則協定に基づく世界技術規則の策定に
向けた貢献など、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に取り組んで参ります。



�

NEWS LEVO No.�0

　第三は、自動車の環境対策の推進であります。
　まず、地球温暖化防止対策については、運輸部門の約９
割のCO2排出量を占める自動車からのCO2排出削減対策を
進めるため、自動車単体対策として燃費の一層の改善を図
るとともに、燃費性能に優れた自動車の普及等の施策を積
極的に推進して参ります。
　具体的には、省エネ法のトップランナー方式に基づき、
乗用自動車及び貨物自動車の新しい燃費基準を策定すべ
く、昨年12月に、交通政策審議会の「自動車燃費基準小委
員会」で中間取りまとめを行ったところです。パブリック
コメントを経て、今年夏までに省エネ法の関係法令の改正
等、必要な措置を講じて参ります。この新しい燃費基準は、
現行の2010年度燃費基準に比べて約30％厳しい基準であ
り、この基準の達成により、目標年度である2015年度には
2004年度と比べて約24％の燃費改善が図られることになり
ます。
　また、税制優遇による支援に関して、低公害車の取得に係
る自動車取得税の軽減措置については、昨年末の平成19年
度税制改正大綱において、その対象を一定の排出ガス性能
及び燃費性能を満たすものに重点化等を行いつつ、その適用
期限を２年間延長することとされました。平成19年度以降も、
これらの税制優遇を活用して、引き続き排出ガス性能及び
燃費性能に優れた低公害車の普及促進を図ります。
　さらに、自動車の使用方法を改善し、エコドライブを励
行することによる省エネルギー対策の推進については、経
済産業省と連携し、エコドライブ管理システム（EMS）の
自動車運送事業者等への全面普及を図るための支援措置を
引き続き講じて参ります。
　次に、大気汚染防止対策については、平成17年10月から
世界一厳しい新長期排出ガス規制の適用が開始されまし
た。新車対策として、本年も引き続き、自動車NOx・PM
法の車種規制への対応を目的とした買換えをはじめとし
て、新長期規制に適合するディーゼル車の早期普及の支援
に努めるとともに、低公害車のより一層の普及に向けて、
CNG自動車やハイブリッド自動車の導入促進も図って参り
ます。さらに、究極の低公害車である燃料電池自動車につ
いて世界統一基準の策定に向けて取り組みを進めるととも
に、既存の大型ディーゼル車に代替する次世代低公害車に
ついて、公道走行試験を実施する等により開発・実用化の
取り組みを進めて参ります。
　第四は、安全・安心な「くるま社会」の基盤づくりの推
進であります。
　自動車保有台数が８千万台に近づき、交通事故による死
傷者数が年間120万人と依然として高止まり傾向にある中、
我が国の「くるま社会」においては、国が責任を持って国
民の安全と安心を確保することが最重要課題であります。
このような中、「くるま社会」の更なる発展のための基盤
づくりが重要になっております。
　自動車の登録制度に基づき国が保有している登録情報
は、自動車に関する正確かつ網羅的なデータベースであり、

「くるま社会」を支える基礎的な情報インフラとして機能
しております。
　こうした自動車の登録情報が、常に最新かつ正確な自動
車のデータベースとして機能するためには、自動車ユーザ
ーが、法令の規定に基づき、より簡便に登録手続を行うこ
とのできる環境を整備する必要があります。こうした点も
踏まえ、自動車ユーザーの登録手続の負担軽減を図るため、

自動車の検査・登録、車庫証明、自動車税等の納付といっ
た自動車保有関係手続を、オンラインで一括して行うこと
ができるワンストップサービスを、平成17年12月26日から、
新車の新規登録について開始し、現在、東京、神奈川、埼
玉、静岡、愛知、大阪の６都府県でサービスを提供してお
ります。さらに本年１月29日より岩手、群馬、茨城、兵庫
の４県で地域拡大を行う予定です。今後は、利用者の意見
を踏まえたシステムの改修を行い、関係省庁、関係団体と
連携して利用促進策を進めて参ります。
　また、自動車が国民各層に広く普及するに伴い、自動車
の登録情報は、自動車の安全・環境対策はもとより、自動
車の取引、リース、保険等様々な分野での活用が一層求め
られるようになってきております。このような問題意識か
ら、平成17年６月に行われた「登録制度等の見直しに関す
る検討会」の中間とりまとめを踏まえ、昨年の通常国会に
おいて道路運送車両法の改正を行ったところです。今後は、
登録情報の電子的提供制度や登録識別情報制度の施行に向
けた具体的な取り組みを進めて参ります。
　自動車のナンバープレートに関しましては、昨年10月10
日に、新たな地域名表示ナンバープレート、いわゆるご当
地ナンバーの交付を17地域で開始しました。本年２月13日
には「つくばナンバー」の交付を開始しますが、この18の
ナンバーが地域振興、観光振興や地元への愛着の醸成等に
寄与することを期待しております。
　一方、自賠責保険制度は、昨年、「今後の自動車損害賠
償保障制度のあり方に係る懇談会」において、被害者救済
対策及び自動車事故防止対策のあり方について見直しの議
論が行われましたが、本年は、同懇談会での議論を踏まえ、
自動車事故対策機構における療護センター機能の一般病院
への委託や短期入院協力病院の拡充、重度後遺障害者の方
への介護料支給対象品目の見直しなど、被害者救済対策の
一層の充実を図るとともに、制度全体が確実かつ効果的に
運営されるよう努めて参ります。また、平成19年度からの
自動車事故対策機構の新たな中期目標期間に当たり、業務
運営の一層の効率化が図られるよう努めて参ります。
　さらに、特別会計改革につきましては、行革推進法に基
づき、自動車の安全対策、被害者救済対策といった事務・
事業を国として責任を持って遂行するため、平成20年度に
車検特会と自賠特会を統合して新たに「自動車安全特別会
計（仮称）」を設置することとしました。統合に際しては、
事務・事業の合理化・効率化を図りつつ、約８千万台に達
する「くるま社会」における安全・安心を確保するという
喫緊の課題に総合的、機動的、重点的に対応していくこと
としています。
　以上、年頭に当たり、本年推進していく自動車交通行政
の重点施策を申し述べて参りましたが、自動車交通局とい
たしましては、本年もこうした国民や社会の期待・要請を
的確に把握し、それに十分に応えられるように、地方運輸
局はもとより、関係する諸機関・団体との連携を一層密に
しつつ全力を尽くす所存です。どうぞ、私どもの行政に対
しまして、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願
い申し上げます。
　最後になりましたが、自動車交通に関連する事業に携わ
れておられる皆様方が、本年もまたそれぞれの分野におい
て大いにご活躍され、利用者や国民・社会の高い評価と広
い支持を得て、一層の発展を遂げられますことを祈念いた
しまして、年頭の挨拶とさせていただきます。
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平成19年度国土交通省自動車交通環境対策予算概算決定

　国土交通省が発表した平成19年度における低公害車の開発、普及促進及び燃料電池自動車の実用化・普及促進関係等
の予算概算決定内容は次のとおりです。
環境対策の推進 概算決定額
　・低公害車普及促進対策････････････････････････････････････････････････････ 2,237（2,412）百万円
　　CNGバス、トラック導入（使用過程車にあるディーゼル車の改造を含む）、
　　ハイブリッドバス、トラックの導入
　　CNG車普及促進モデル事業
　　＊ 上記以外に、経済産業省と連携してEMSの全面導入によるエコドライブの推進につ

いて、NEDO（独立行政法人  新エネルギー・産業技術総合開発機構）のエネルギ
ー使用合理化事業者支援事業について運送事業者等から27億円程度応募の見込み

　・次世代低公害車開発・実用化促進事業･･････････････････････････････････････ 　413（  395）百万円
　・燃料電池自動車実用化促進プロジェクト････････････････････････････････････ 　 66（  166）百万円
　・自動車排出のNOxの低減を目的とした啓発・指導等事業 ･････････････････････ 　 12（　  0）百万円
　・自動車分野のCO2排出量評価プログラムの構築 ･･････････････････････････････ 　 49（　 62）百万円
　・自動車排出ガス性能劣化要因分析事業･･････････････････････････････････････ 　 50（　 62）百万円
　・自動車排出ガス対策に係る世界統一基準導入調査････････････････････････････ 　 22（　 26）百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 2,849（3,123）百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 ）内は前年度予算額

新しい事業を開始しました！
～自動車優良環境機器・装置評価公表事業創設～

◆事業創設の目的
　地球温暖化に対するCO2削減意識は近年高まりつつあ
り、特に原油価格高騰を機に自動車の燃費への関心は高
い状況にあります。このため、市場では使用過程車に装
着する様々な機器・装置が考案、商品化されています。
　㈶運輸低公害車普及機構では、燃費向上に有効な機器・
装置の普及を図ることを目的とし、その性能等について
客観的に評価・審査を行い、優良なものについて公表す
る制度を創設することとしました。

◆対象となる機器・装置
　燃費の改善に寄与する機器・装置を当面の対象とし、
以下の要件を満たしているものとします。
＊ 公的な燃費、排出ガス試験法で計測可能なものである

こと。
＊装着後直ちに効果を発揮するものであること。
＊ 異なる燃料類、潤滑油、添加剤等及びこれらの燃料へ

の混和、添加等を行う装置等は対象としない。
＊ ECU（電子制御ユニット）等制御システムに関する

ものは対象としない。 等

◆主な評価方法
　㈶運輸低公害車普及機構に設けられた評価委員会に
て、下記の事項のほか申請者より提出された当該機器の
性能、品質等に関する提出書類の評価及び必要に応じヒ
ヤリングを行い、優良であると認められるものであるか
総合的に評価します。
　なお、（2）燃料消費量及び（3）排出ガスについては、公
的な試験機関において、当該機器・装置を自動車に装着
する前後で所定の試験モードにより行われた走行試験デ
ータにより判定することとします。

（1）効果原理：科学的根拠に基づいたものであること。
（2）燃料消費量：５％以上の低減率を有すること。
（3） 排出ガス：NOX、PM等の排出量が当該機器・装置

を装着する前より悪化しないこと。
（4） 耐久性：３万km以上の走行後も当面の性能を保持

できること。
（5） 安全性：当該機器・装置の装着により車両の安全性

を損なわないこと、人体に健康障害が生じるおそれ
がないものであること等。
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◆実施時期

　2007年１月より相談等を開始し、第１回の受付期間は
2007年４月中を予定しています。受付は年４回程度行う
予定です。

◆公表制度の手続

申請書類の準備＊

申請者

申請受付

㈶運輸低公害車普及機構

優良認定 公  表評価委員会での検討、評価
（書類審査、ヒヤリング等）

委員：学識経験者等 ㈶運輸低公害車普及機構

注記）＊：申請書類の準備にあたっては、㈶運輸低公害車普及機構に事前に相談するようお願いします。
　　　　　詳細はウェブサイト（http://www.levo.or.jp/efd/index.html）をご覧下さい。

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 スタンド名称（仮称） 所　在　地

関　東

北陸信越
　

中　部
　

近　畿

中　国

四　国

九　州

沼南エコ・ステーション

エコ･ステーション新庄東店

富士花之木エコ･ステーション

エコ･ステーション掛川

西宮今津エコ･ステーション

尾道エコ･ステーション

松山エコ･ステーション

苅田エコ･ステーション

千葉県柏市大島田759－2

富山県富山市新庄本町2－8－1

静岡県富士市今泉646－1

静岡県掛川市長谷8－25、26

兵庫県西宮市今津出在家町55－1

広島県尾道市東尾道18－1

愛媛県松山市空港通5－11－4

福岡県京都郡苅田町苅田3787－65
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普及促進部だより

　各自治体等の主催する、環境関係イベントへ参加し、パネル展示、パンフレット配布等による普及活動を行いました。

◆エコ・カーフェア埼玉2006
　日時：平成18年11月３日㈷、４日㈯  10：00〜15：00
　場所：所沢航空記念公園「ミューズ」前広場
　内容： 天候に恵まれ、２日間で３万人の方々が来場、環境に

やさしい、エコカーの展示・試乗を通じ理解を深めま
した。LEVOは専用ブースでパネル展示・パンフレッ
ト配布をし、普及活動をしました。

◆富士・富士宮市天然ガス自動車普及促進展示・試乗会
　日時：平成18年12月９日㈯  12：00〜16：30
　場所：富士市農協会館　駐車場特設会場
　内容： 天然ガス自動車10台（バス、トラック等）展示、内３

台試乗しCNG車への理解がはかられた。LEVOは普及
促進協議会の後援として開催をしました。

◆その他参加イベント
件  名 日  時 会  場

 柏市  天然ガス自動車展示会  11月21日㈫  イオン柏
 エコカーフェア2006 in おおさか  11月30日㈭〜12月2日㈯  インテックス大阪

平成18年度  低公害車普及促進事業の低公害車取扱状況

　平成18年度低公害車普及促進事業の国、地方自治体等への補助金申請に係る㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）が取
り扱った営業用トラックの低公害車の受付台数状況は、下記のとおりとなっております。

　なお、営業用トラック以外に、ハイヤー・タクシーの低公害車の申請受付を45台、バス17台を取り扱っております。

〔平成18年12月31日現在：単位＝台数〕

CNG車
リース

国交省

経産省

計

728

513

1,241

196

230

426

31

12

43

0

0

0

89

41

130

629

352

981

2,677

2,677

3,190

3,190

買　取 リース 買　取 リース 買　取 リース 買　取
ハイブリッド車 新長期適合車CNG（中古）
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◆ 連 載 ⑬ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆世界のエネルギー将来予測
　－ バイオ燃料と石炭液化燃料（CTL）への
　　生産シフト－
　米国エネルギー省（DOE）エネルギー情報局（EIA）
は、2007年発表予定の「2007年エネルギー年次見通
し（AEO2007）」のうち、将来予測の一部を12月５日
に先行発表した。この中で、バイオ燃料（バイオエタ
ノールおよびバイオディーゼル）の消費増大、石炭液
化燃料（CTL）製造量の拡大等が予測されている。
　世界のバイオエタノール消費量は2005年の1,510
万klから2030年には5,510万klに増加し、ガソリンに
混合される量は2030年には5,440万klになると見込ま
れる。バイオエタノールは主にトウモロコシとセル
ロース系原料から生産されるが、セルロース系原料
由来分は110万klのみで、大部分はトウモロコシが
原材料となると推測される。2012年のエタノール消
費量は「2005年エネルギー政策法（EPACT 2005）」
の一部として発効した、輸送用燃料における再生可
能燃料利用の最低要求事項である再生可能燃料基準

（Renewable Fuel Standard）が規定する、2,380万
klを大きく超えると予想される。
　一方、バイオディーゼルの消費量は2030年に1,510
万klに達し、また石炭液化燃料（CTL）は2030年に
2,150万klに達すると見込まれている。
　また、従来のガソリン自動車と異なる自動車技術
が市場に浸透するとして予測している。ガソリンと
E85（エタノール85％混合燃料）を使用するフレキ
シブル燃料自動車やハイブリッド車は、2030年の新
車販売台数がそれぞれ200万台に達し、ディーゼル
車の120万台を大きく超える。電気自動車、燃料電
池自動車等を含めた代替燃料自動車の2030年の新車
販売台数は、2005年の８％から大きく上昇し、約28
％となることが予想されている。
Annual Energy Outlook 2007（Early Release）より抜粋、編集

http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/earlyrelease.pdf
【参考】
平成17年  日本国内自動車用ガソリン生産量：5,840万kl

◆オランダ
　－バイオ燃料の市場流通を義務づけ－
　 オ ラ ン ダ 国 内 法 の「 運 輸 バ イ オ 燃 料 法2007

（Transport Biofuels Act 2007）」により、オランダ
国内のガソリンおよび軽油販売業者は、2007年１月
１日からエネルギーベースで取引高の２％をバイオ
燃料とすることが定められた。
　この内容は、バイオ燃料の化石資源由来燃料への混
合率ではなく、市場での自動車燃料総使用量を規定し
たもの。この規定により、ガソリンおよび軽油の倉庫業
者は、定められた割合のバイオ燃料を確実に市場に流

通させるべく努力しなければならない。
　オランダ国内のバイオ燃料の市場シェアは、EU
バイオ燃料指令2003/30/EGで規定されている、
2010年の最終目標である5.75％を目指して着実に拡
大している。目標の第１段階である2007年には２％、
第２段階の2010年には3.5％に達する見込みである。
　オランダは、バイオ自動車燃料あるいは再生可能
な自動車燃料の使用促進を加盟国に義務付けたEU
バイオ燃料指令2003/30/EGに準じ、生物由来燃料
の市場シェアを義務づける新法を公布する西ヨーロ
ッパ最初の国となる。
　ドイツでも同様の法律がまもなく発効予定で、
2006年10月末に政府により承認された「バイオ燃料
割当法」が2007年１月１日に発効する予定である。
イギリスでも類似の法律を準備中で、2008年４月に
発効の予定である。

GAVE Newslettersより抜粋、編集
http://gave.novem.nl/novem_new/index.asp?id=25&detail=1194

◆中国
　－トウモロコシ価格高騰と需給バランス逼迫－
　中国政府は、2006年11月度に５％急騰したトウモ
ロコシ価格を抑えるため、トウモロコシを原材料と
するエタノール産業の拡大を当面停止させると発表
し、産業界の動揺を招いている。政府はまた、バイ
オエタノールの需要が国際的に増加しているため、
需給バランスを保つためのトウモロコシの輸出規制
も開始した。
　中国国家発展改革委員会（NDRC）は、トウモロ
コシを産業用エタノールに加工するための新規プロ
ジェクトの承認をやめ、より効率的な生産を行うた
めに、セルロース系等、非穀物由来エタノール等の
バイオ燃料生産を地方自治体に命じた。
　昨年、国内のトウモロコシ生産高が2001年比で
21.9％の増加率であったのに対し、産業用目的での
トウモロコシ加工量は同年比84％という高い増加率
となっている。
　産業界の需要と家畜飼料用トウモロコシの需要が
増大する一方で、高値を期待したトウモロコシ生産
者が売り渋りをしたことが、今年のトウモロコシ価
格を6.8％押し上げる結果となった。過度のトウモロ
コシの生産拡大は、小麦や米といった他の穀物の生
産を圧迫すると危惧されている。
　中国は米国に次いで世界第２位のトウモロコシ生
産国で、畜産用飼料としての需要が高い。また今や
ブラジル、米国に次ぐ世界第三の燃料用エタノール
生産国になっている。

Green Car Congressより抜粋、編集
http://www.greencarcongress.com/ethanol/index.html
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

代 表 取 締 役 社 長  平木正廣
専務取締役物流本部長  平木秀典
物流本部運輸部部長  河内信夫  に聞く

ジャスト・イン・タイムでの供給が求めら
れている昨今。同社は倉庫管理から輸送、
配送、そして適正在庫情報までをも提供し
ている。ユーザーの要望に、きめ細やかに
対応する柔軟性、創造性は新しい“物流会社”
の姿といっても過言ではない。

日本商運株式会社

EMS（エコドライブ管理システム）導入は
当然の成り行きだった

中：代 表 取 締 役 社 長　平木正廣
右：専務取締役物流本部長　平木秀典
左：物流本部運輸部部長　河内信夫

　禅寺でおなじみ『曹洞宗大本山永平寺』近く、福井県
吉田郡永平寺町にある日本商運株式会社。町内には県内
最大の河川、九頭竜川が流れ、自然豊かな場所である。
　「だからこそ環境問題には敏感なのです」と平木社長。
町内初の企業誘致で移転してきたのだそうだ。企業説明
会では、運送屋は環境汚染を引き起こすのではないかな
どという厳しい意見も頂戴した。幾度もの話し合いを経
て平成16年11月に移転。平成17年３月には物流センター
を完成させた。
　平木専務は語る。「つまりエコドライブは当たり前の
こと。どのように取り組むかということの選択肢のひと
つがデジタコ導入だったのです。目標を『事故ゼロ』と
し、全車両にデジタコを導入しました」
　食品、化学薬品の運送、引越し、福祉タクシーなど同
社の業務は幅広いが、全車両に導入しなければ意味がな

いと決断。平成17年度EMS普及事業への応募から始ま
り、第２回の平成18年度EMS普及事では79台を完備す
ることができた。結果、大きな事故はゼロという成果を
手に入れた。

◆「うっとうしい」から「当たり前」に
　「導入当初、ドライバーからは不満があがりましたね」
とは河内運輸部部長。導入後は、年間の目標を『エコド
ライブの実施』と掲げ、アイドリングストップ、車間距
離確保など各月ごとに目標を設定し、個別指導を繰り返
した。元になるのがデジタコデータのプリントアウトと
ドライバーが記入する点検簿。整備部が赤ペンで添削し、
管理者から各ドライバーへ毎日指導。導入から１年経過
した現在では、エコドライブが当たり前という意識に変
化したという。
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

　「今年はドライバーの意識を更に向上させたいですね」
　目標を数値化し、評価する方法をとる予定だ。デジタ
コデータで得られる情報と、各月の重点目標を達成度で
判断すれば、ドライバーの納得度も増し、生まれる競争
意識から“エコ”に対するマインドも変わってくるだろ
う。大いに期待したい。

◆CO2削減はNSの森を広げる
　平成17年３月グリーン経営認証取得、平成18年８月
ISO14001認証取得と、同社の取り組みはすばらしい。
　「自分たちの身になることなので、やっているだけな
のです」と平木専務は謙虚だ。そしてユニークな試みを
紹介してくれた。EMS導入で得られたNOxやCO2削減の

量を、自分たちの森（仮想）を育てるというコンセプト
で表現しているのだ。
　『N（日本）S（商運）の森』と名付けられたこの取り組み。
例えば平成18年11月のCO2削減量（前年度比）90,568kg
は、270本の植樹と同じ効果があると表しているのだ。
これは、CO2を樹木（スギ、樹高200cm直径25cm）が１
ヶ月で酸素交換するために必要な数値として割り出した
もの。確かに削減量が○○kgと言われるより、スギが
○本と言われたほうがわかりやすいし合点が行くという
ものだ。NSの森を作り（環境活動のスタート）、広げ（拡
大）てきた。今後はどう育てる（拡大）かが課題だろう。
同社からますます目が離せなくなった。

◆広い視野で環境問題にチャレンジし続ける
　昨年８月には地域住民とボランティア活動も行った。
アユ釣りのメッカ、九頭竜川でのゴミ収集を企画し、毎
年アユが戻ってくるようにと願いを込めて、地元の人と
ともに河川の清掃を行ったのだ。今後も地域に根付いた
活動を企画する予定だ。
　「本当にいいところでしょう。だから汚せないのです」
と平木社長。「各省庁は連携して、荷主、運送会社とも
に環境物流について取り組めるようにしてほしいです
ね」とも。社長を始め、社員全員のエコ意識が高い同社
の動向を、楽しみに見守りたい。

URL：http://www.nihonshoun.co.jp/

組み込み型EMS 独自の取り組み『NSの森』のちらしを作成。
クライアントの理解を求めている。

全てのデータはパソコンで分析・管理している
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

生本明生常務取締役
運行管理部長  に聞く
札幌市内を中心に、生鮮食料品の配送・管
理を行っている同社のモットーは「人にや
さしく、車にやさしく」。全社員で環境に
配慮する意識を持ち、日々努力している。
CNG車の運用について話を伺った。

株式会社アイアイテー

期待通りの効果をもたらしたCNG車

　平成17年に９台のCNG車を導入、今年２月には７台
の導入が決定している。
　「１年間運用してみましたが、全くトラブルはありま
せん」と生本常務。供給スタンドの場所、数が限られて
いるため、コースを限定し運用。整備面でもメーカーの
バックアップを得て、スムーズに導入できたのだという。

　「CNG車の使い勝手がどうか、ドライバーの意見が気
になっていたのですが、当初から非常に良かったですね」
　まず第一印象は「振動がない」ということだったそう。

「力がある」「音が静か」「お客さまから良い印象をもた
れる」など、うれしい報告が相次いだ。同社のクライア
ントは生協やスーパーなどが多い。そのお店の買い物客

物流センターと配送先を1日に3往復。運行管理の徹底でトラブルはない。
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

からも好印象を持たれ、高い評価を得られた。店舗は住
宅街にあることも少なくない。近隣住民との騒音問題へ
配慮し、CNG車を導入した経緯もあり、この結果に経
営陣は安堵したという。

◆独自の工夫でデメリットを克服
　供給スタンドの問題から、中・長距離の運送に使用で
きない、コースが限られるなどのデメリットはあるもの
の、運用の工夫でそれらを乗り越えた。言うまでもなく、
供給スタンド数は増えてほしいし、長距離を走ることが
できれば理想的、価格はリーズナブルになってほしいな
ど要望はある。
　「今後、100万km走行後にエンジンがどうなるかや、
５年、10年乗った後に車体がどう老朽化していくのかな
ど、見えない部分が多く心配でもあります」
　ディーラーはもちろん、㈶運輸低公害車普及機構も積
極的にデータを収集し、開示していくことが求められて
いる。これからの課題として検討していくことになるだ
ろう。
　今後の計画を伺った。
　「毎年５台はCNG車へ替えていきたいですね。最終目
標は全車両CNG車です」
　現状のハード面を考慮し、１日の走行距離が250km圏
内のコースについて導入可能かを検証中だ。札幌市内、
小樽、千歳など約50コース30台が該当するという。更に
は大型車の導入も検討中だと意欲的に語ってくれた。

◆企業イメージUPに貢献。大ステッカー
　掲載の写真を観ていただきたい。同社のCNG車には、
こんなに大きなステッカーが貼ってある。
　「自社の看板を半分にしても、CNG車をアピールした
かったのです」
　先に述べたように、CNG車での運送はクライアント、
その先の消費者にも高い評価を得られている。その影の
立て役者は、天然ガスというわかりやすい言葉で表現し
たこのステッカーなのだ。他社にも、もっとCNG車で
あるということをアピールしてほしいというのが生本常
務の考えだ。一般消費者の注目度が高まれば、CNG車
普及率向上にもつながるだろう。経費をかけずにできる
良い取り組みではないだろうか。

◆社長のアイデアで独自の取り組み
　生本常務はこう語る。「社長がアイデアマンなのです」
創業時は青果商。運送業としてだけではない独自の視点
が経営方針として光っている。青果商だった当時、配達
に来ていたドライバーは、失礼ながらいわゆる３Kのイ
メージそのもの。良い印象を持つことができなかったの
だとか。その後、運送業務を手がけることになった時、“運
転手”という職業を、どんな人からも憧れてもらえるよ
うな存在に変えたいと、さまざまな試みを展開している。
社員は清潔感のあるオリジナルデザインの制服を着用。
社内では明るく元気なあいさつが飛び交っている。確か
に社員全員のモチベーションが高いと見受けられた。
　また、車体搭載カメラの画像を、全車毎日分析し、エ
コドライブに苦慮している。
　「ドライバーの環境へ配慮する意識も高まり、事故も
減少。良いこと尽くしです」
　北国、北海道で熱く語ってくれる姿が印象的だった。

左右と後方にCNG車であることを示すロゴを大きく入れている
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低公害車・燃料供給施設（平成18年12月31日現在）

■メタノール供給スタンド

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

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

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

■CNG供給スタンド

北海道

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

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町二条11-1

発寒エコ・ステーション ●北海道札幌市発寒14条12丁目2番2号

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

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

UEKIエコ・ステーション ●宮城県仙台市宮城野区福田町南1-8

若松ガス駅前エコ・ステーション ●福島県会津若松市扇町112-1

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

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

協同バス熊谷天然ガススタンド ●埼玉県熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1

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

取手エコ・ステーション ● 茨城県取手市井野１５

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

ミツウロコ大宮エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市見沼区御蔵１２２８

大宮ＴＳエコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区三橋６-７０５-１

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

久喜インターエコ・ステーション ●埼玉県久喜市江面１６６３-１

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2022-1

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●埼玉県熊谷市大字代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

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-46

八潮レインボーエコ・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 ●埼玉県狭山市広瀬台2-1-3

鴻巣エコ・ステーション ●埼玉県鴻巣市上生出塚７７０

三郷インターエコ・ステーション ●埼玉県三郷市彦倉２-６２

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

ミツウロコ千葉北エコ・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

茂原エコ・ステーション ●千葉県茂原市茂原661

市原市役所前エコ・ステーション ●千葉県市原市惣社2-1-12

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3-4-41

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18

板橋Ｔ・Ｔ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

三愛石油東京竹の塚エコ・ステーション ●東京都足立区西保木間3-9-1

赤羽北エコ・ステーション ●東京都北区赤羽北２-２４-１

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

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
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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

メグリア元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103

豊栄エコ・ステーション ●愛知県豊田市鴛鴨町中原２６８-３

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

小牧インター北エコ・ステーション ●愛知県小牧市大字横内字西横内３３-６

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

東浦エコ・ステーション ●愛知県知多郡東浦町大字生路字生片山５２-３

セントレアエコ・ステーション ●愛知県常滑市セントレア1-1

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●愛知県稲沢市福島町字大福寺85-1

一宮エコ・ステーション ●愛知県一宮市大字浅野字正木山1

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147

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

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市小新大通2-5-8

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

東蔵王エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市東蔵王2-7-89

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

新潟白根エコ・ステーション ●新潟県白根市大字七軒字前211-1

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

山梨県甲府天然ガススタンド ●山梨県甲府市飯田3-2-34

サンリン長野エコ・ステーション（12A） ●長野県長野市鶴賀緑町1024-3

松本ガスエコ・ステーション ●長野県松本市渚2-7-9

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

エコ・ステーション小松 ●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

敦賀エコ・ステーション ●福井県敦賀市津内町1-14-2

エコ・ステーション富山黒瀬 ●富山県富山市黒瀬北町２-４-８

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

大水下京エコ・ステーション ●京都府京都市下京区朱雀分木町４２

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

ヤサカ・171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

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

町田図師エコ・ステーション ●東京都町田市図師町１８１-４-1

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

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●東京都府中市晴見町2-33-7

アロッズ八王子エコ・ステーション ●東京都八王子市左入町684-1

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

横浜佐江戸エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２５

ミツウロコ横浜エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区川向町６８９

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

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

川崎塩浜エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区塩浜2-2-1

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

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●神奈川県平塚市田村1-5-6

東名高速道路海老名SA（上り線）天然ガスエコ・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 ●静岡県静岡市清水区永楽町14-40

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1

エコ・ステーション駿東 ●静岡県駿東郡長泉町下土狩字川島３７５-１

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

ミツウロコ中川運河エコ・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

北名古屋エコ・ステーション ●愛知県北名古屋市鹿田東村前７９

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
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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255-1

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

奈良平城エコ・ステーション ●奈良県奈良市左京6-2-1

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●奈良県大和郡山市下三橋167-1

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

エコ・ステーション岡山中央 ●岡山県岡山市天瀬３-９

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

福島町エコ・ステーション ●広島県広島市西区福島町2-34-1

出島エコ・ステーション ●広島県広島市南区出島１-３２-４４

江波エコ・ステーション ●広島県広島市中区江波西１-２４-５９

海田エコ・ステーション ●広島県安芸郡海田町栄町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

丸亀エコ・ステーション ●香川県丸亀市今津町５０８

今治エコ・ステーション ●愛媛県今治市共栄町5-2-1

九　州

東浜エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区東浜1-130-1

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

東港エコ・ステーション ●福岡県北九州市小倉北区東港105-2

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

久留米市合川エコ・ステーション ●福岡県久留米市合川町1488-8

筑紫野エコ・ステーション ●福岡県筑紫野市永岡34-6

ストーク長崎エコ・ステーション ●長崎県長崎市尾上町17-1

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

伊万里エコ・ステーション ●佐賀県伊万里市二里町大里甲２２５０

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1034-1

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町2411-31

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

福知山西エコ・ステーション ●京都府福知山市字奥野部６-８

ルート１京都八幡エコ・ステーション ●京都府八幡市下奈良新下１-１

宇治エコ・ステーション ●京都府宇治市槇島町目川１９７４

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2-11-16

アロッズ梅田エコ・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4-10-131

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-2-6

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

西淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市西淀川区大野2-2-21

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

芦原橋エコ・ステーション ●大阪府大阪市浪速区塩草3-12-3

新北大阪エコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-4-8

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-5-1

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

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1

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

りんくうタウンエコ・ステーション ●大阪府泉佐野市りんくう往来北１-１９

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3-2-3

東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市今米2-9-49

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3-12-13

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32

寝屋川エコ・ステーション ●大阪府寝屋川市大成町１２-２

神戸京橋エコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区新港町12-2

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

布施畑エコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7

ＭＫエコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区港島８-１１-２

尼崎エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市元浜町1-95

※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、㈶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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第５回　早めのシフトアップ

連載「エコドライブ  －燃費向上のための10箇条－」では、燃料消費量を削減するための様々な手法について紹介
します。第５回は「早めのシフトアップ」をとりあげます。

◆シフトアップのポイント
　燃料消費量はエンジン回転数を上げると増大するの
で、なるべく高速段のギアを利用し、エンジン回転数を
抑えるようにしましょう。また、シフトアップの間は若
干速度が低下するのが一般的です。そのため、シフトア
ップ操作が遅いとエンジン回転数と車速の落ち込みも大
きくなり、次のシフトアップ・ポイントまでアクセルペ
ダルを踏み込むことで燃料を多く使うことになります。
したがって、素早いシフトアップ操作によりエンジン回
転数と車速の落ち込みをできるだけ抑えることも、燃料
消費量を減らすためのポイントになります。

◆早めにシフトアップしたときの効果
　㈶運輸低公害車普及機構が行った実験＊１では、路上
走行中いたるところでCO2排出量のピークが発生するこ
とが確認されました。最大ピーク地点では、実験コース
全体平均の18〜25倍のCO2が発生しました。そこでエン
ジン回転数を抑えてシフトアップし、ゆっくり加速する

運転をおこなったところ、下図に示すA地点とB地点の
間（発進から120m）で11.2％のCO2排出量低減効果が得
られました。

　この実験の中で、１kmあたりの平均発進回数を２回、
またCO2排出量低減率と燃費改善率が等しいとして、早
めにシフトアップしたときの効果を実際の燃料費に換算
すると、年間約6.2万km＊２を走行する営業用普通貨物自
動車の場合、2.0％の燃費改善効果があり、１年間で約
３万円近くに相当します（下表）。
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シフトアップ

＊1：�平成16年度㈳全日本トラック協会委託事業において、小型デ
ィーゼル貨物車（半積載・新短期規制車）を使用し、東京・
横浜で行った市街路走行実験

＊2：�「自動車輸送統計年報」より　平成16年度営業用普通貨物車
全体の年間1台当たり平均実働走行距離

＊3：�NEDO「運送事業用クリーンエネルギー自動車の導入普及に
係る調査研究報告書（H12年度）」より　2トンクラス貨物自
動車の平均年間走行距離

＊4：�「自動車輸送統計年報」より　平成16年度営業用普通貨物車
全体の1kmあたり軽油消費量0.25Lで計算

＊5：�㈳全日本トラック協会調べ　平成18年10月軽油ローリー価
格全国平均94.4円で計算

○年間の燃料費削減効果（試算）

年間走行距離
（km）

27,006（小型）＊3

61,607（普通）＊2

燃費改善率
（%）

2.0

燃料削減量
（L）＊4

135

308

燃料金額
換算＊5

12,744円

29,075円

《試算条件》1kmあたりの平均発進回数＝2回（実験＊1より）

○車両発進時において早めにシフトアップしたときの効果



季節の花便り
　新年あけましておめでとうございます。皆様の趣味について、年頭のご決意は如何ですか？本欄では、少しでも、皆
様の感動を呼ぶ作品を掲載できたらと思います。
　さて、季節は12月〜１月、「一般」にはもっとも花の少ない時期といわれていますね。それでも、公園では、スイセン、
ロウバイ、椿などが訪れた皆様を迎えていました。（では、当日の暖かいやわらかな「日の光」を感じて頂ければ大成
功ですが…）

2007.  No.30

発　行：㈶運輸低公害車普及機構
発行日：2007年２月15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）5439
 http://www.levo.or.jp　E-mail：info@levo.or.jp

撮影データ
撮　影　地：新宿御苑、神代植物園
使用カメラ：EOS3
レ　ン　ズ：SP90mmF2.8マクロ
　　　　　　EF70-200mmF2.8USM


