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平成19年度  EMS普及事業公募結果

軽　油

19,315

合　計LPGCNGガソリン

22,4312,751191174

３.  対象車両の燃料種別台数

１.  申込みの状況（区域別）

Aブロック

事業所数

対象台数

273

5,272

231

4,213

192

2,613

244

3,509

376

6,824

1,316

22,431

Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック 合　　計

1,158

トラック

事業所数 対象台数 事業所数 対象台数 事業所数 対象台数 事業所数 対象台数

バス ハイタク 合　　計

22,4311,3162,767821,0707618,594

２.  業種別台数

補助対象機器の総額 補助金申請額

5,550 1,850

４.  機器の購入予定費用（百万円）

Ａブロック：北海道運輸局管内、東北運輸局管内、茨城県・栃木県・群馬県
Ｂブロック：東京都・埼玉県・千葉県
Ｃブロック：北陸信越運輸局管内、山梨県・神奈川県・愛知県・静岡県
Ｄブロック：近畿運輸局管内、福井県・岐阜県・三重県
Ｅブロック：中国運輸局管内、四国運輸局管内、九州運輸局管内、沖縄総合事務局管内

平成19年度低公害車普及促進補助制度の概要

◎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19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）2.5トン超のCNGトラック及び3.5
トン超の認定ハイブリッドトラック並びに使用過程車の

CNG改造トラック
（3）対象地域
　全国

（4）導入台数
　当該年度に３台以上（※特例により１台で可能もあり）

（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。
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２．補助額
（1）CNGトラック、認定ハイブリッドトラック
　改造費の２分の１

最大積載量（減トン前） ベース車との差額 補助額上限

CNG
トラック

1tクラス 1,600千円 800千円

2トン以上4トン未満 　980千円 490千円

4トン以上 3,200千円 1,600千円

認定ハイブリ
ッドトラック

2トン以上4トン未満 　980千円 490千円

4トン以上 2,900千円 1,450千円

  （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。

（2）使用過程車CNG改造トラック
　改造費の３分の１

最大積載量 改造費 補助額上限

1tクラス 1,600千円 　533千円

2トン以上4トン未満 　980千円 　326千円

4トン以上 3,200千円 1,066千円

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19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）
　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
　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

※�なお、経済産業省関係では乗用車以外のCNG車、ハ
イブリッド車を対象とした補助金もあります。

（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

最大積載量（減トン前） 改造費 補助額上限

1tクラス 1,540千円 　770千円

2トン以上4トン未満 　980千円 　490千円

4トン以上 3,200千円 1,600千円

（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）

通称名 補助額上限

日野デュトロ 　480千円

日野レンジャー 1,210千円

（3）使用過程車CNG改造トラック
　改造費の３分の１

最大積載量 改造費 補助額上限

1tクラス 1,540千円 　513千円

2トン以上4トン未満 　980千円 　326千円

4トン以上 3,200千円 1,066千円
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平成19年度LEVOのリース取扱いについて

　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、財団法人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となります。
　低公害車導入に対する補助・助成について、LEVO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の導入が可能とな
ります。
　例えば国土交通省の制度では補助要件として３台以上（CNG車普及促進モデル地域での対象車両としてのCNG車の導
入事業及び中小企業特例に該当する事業者を除く。）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（LEVOが申請者となり、３台以上をクリアーしているため。）。

1.�リース扱いの主な点
（1）リース期間
　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、４年又は５年の選択制
　②２トン超〜４トン未満……４年又は５年の選択制
　③４トン以上…………………５年又は６年の選択制

（2）注文架装の取り扱い
　注文架装として、運行管理システム、エコドライブ等に資する機器装置（装置例：デジタルタコグラフ、エコドライブ・
ナビゲーションシステム等）も取り扱います。

2.�主な車種別リース料金の事例
　（例）

　なお、ご質問や詳細については、ご遠慮なく財団法人運輸低公害車普及機構（LEVO）にお問い合わせください。

CNG車

車種

リース期間

リース料金（消費税込）

2トンロングバン 3トン広幅
ロングバン

4トンキャブ付
シャシー

3年

81,690

4年

63,735

5年

52,920

4年

67,935

5年

56,490

5年

83,790

6年

72,345

ハイブリッド車

車種

リース期間

リース料金（消費税込）

2トン広幅ロングバン 3トン広幅ロングバン

3年

99,225

4年

77,280

5年

64,155

4年

79,905

5年

66,360

（注1）上記リース料金は一事例です。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・
助成金を受けた後の額を基としていますので、これらの補助金・助成金額が異なるものがあり、リ
ース料金が異なる場合があります。
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自動車環境問題に関するアンケート調査を実施！！

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）はENEX2007にブ
ースを出展し、低公害貨物自動車やEMSに係る普及啓
発活動を行うとともに、自動車環境問題に関する関心度
や意識を調査するために、来場者へのアンケートを実施
しました。

　〈アンケート調査実施人数〉
　　１月31日㈬　125人
　　２月１日㈭　152人
　　２月２日㈮　101人
　　　　　合計　378人（男性が約９割）

◆�地球温暖化、大気汚染およびエネルギー問題が
自動車交通に関わる重要な課題。なかでも地球
温暖化対策は最重要課題！

　全回答者の半数以上が、地球温暖化、大気汚染および
エネルギー問題が自動車交通に関わる重要な課題として
います。なかでも地球温暖化対策はおよそ９割の人が重
要な課題とし、３割弱の人が最も重要な課題に挙げてお
り、地球温暖化への関心の高さがうかがわれます。

◆�大気および地球環境問題対策として、低公害・
低燃費車の普及に期待！

　大気および地球環境問題対策として、低燃費車の普及、
低公害車などの開発・普及に期待する回答が多数ありま

回答者の職業別構成割合

自動車・部品メーカー
6.6%

旅客輸送・
運輸・物流事業
6.6%

燃料・
電気・
ガス事業
13.0%

その他会社員
31.0%

官公庁・自治体
9.5%

各種団体
6.9%

学生
4.5%

報道関係
2.9%

その他
18.8%

有効回答数
377

回答者の年齢構成割合

10代
0.3%

60代
9.3%

70代以上
6.6% 20代

17.0%

30代
18.4%

40代
20.7%

50代
27.7%

有効回答数
375

LEVOブースにおけるアンケート調査の様子

自動車交通の課題の重要性に関する意識

その他

二酸化炭素排出
（地球温暖化）

有害排出ガス
（大気汚染）

石油資源枯渇
（エネルギー）

交通渋滞

交通事故

リサイクル

騒　音

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

27.2％

10.1％ 66.7％

6.9％ 54.5％

1.6％ 23.8％

3.4％ 22.0％

0.3％ 13.8％

0.5％ 8.5％

0.5％

87.8％

最も重要

重要（複数回答）

有効回答数：378

アンケート調査の概要

調  査  結  果
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した。次いで、バイオ燃料の利用、燃費基準強化、自然
エネルギーの利用、排出ガス規制強化、エコドライブの
普及に期待するという回答が同程度ありました。代替燃
料の利用や自動車の使い方の改善よりも、自動車そのも
ののさらなる低公害化・低燃費化に期待する人が多いこ
とがわかります。

◆�旅客輸送・運輸・物流事業従事者は、ハイブリ
ッド自動車、天然ガス自動車の普及に期待！

　全回答者のほぼ半数が、ハイブリッド自動車、電気自
動車、燃料電池自動車等の電気を動力源とする自動車の
普及に期待しています。一般的に、電気を使用すれば走
行中にNOxやPMが排出されないため、クリーンという
イメージが強いのではないかと思われます。次いで期待
の大きい自動車は、水素自動車、天然ガス自動車、メタ
ノール自動車の順で代替燃料を使用した自動車となって
います。その他として、低公害ディーゼル車の普及に期

待するという意見もありました。
　しかし、旅客輸送・運輸・物流事業に従事する人につ
いてのみ分析すると、ハイブリッド自動車、天然ガス自
動車の普及に期待する意見が多数ありました。電気自動
車や燃料電池自動車はトラックやバスとしてまだ普及レ
ベルにはありませんが、ハイブリッド自動車や天然ガス
自動車は既に普及が進んでおり、インフラの利便性や使
い勝手の良さ、低燃費・低公害性など、実際に使用され
ているユーザーの満足度や期待感が示されている結果に
なっていると思われます。

◆さらに積極的に低公害車の普及を！
　低公害車の普及は「さらに積極的に進めるべき」との
意見が大半を占めました。大気汚染および地球環境問題
改善のためには、低公害車が有効かつ必要ということが
共通の認識になっているようです。

◆�低公害車の普及拡大には導入コスト低減が課
題！

　低公害車等の普及についての自由意見が80件ありまし
た。そのうち、23件（約３割）は低公害車の導入コスト
に関するもので、
　・「低公害車は車両価格が高い。低価格化を望む。」
　・「低公害車の導入に対する補助金の拡大」
　・「低公害車に対する税制優遇」
といった意見が多く見られました。低公害車の普及は積
極的に進めていくべきだとするものの、導入コストが普
及の妨げになっていると感じている人が多く、低公害車
の導入のためには補助金や税制優遇などが非常に重要で
あることが浮き彫りになりました。

環境問題に対して期待する自動車対策の意識

特にない

低燃費車普及

低公害車などの
開発・普及

バイオ燃料利用

燃費基準強化

自然エネルギー利用

排出ガス規制強化

エコドライブ普及

モーダルシフト促進

交通流円滑化

天然ガス利用

その他

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 60％

15.4％

10.1％ 40.1％

4.5％ 27.1％

5.6％ 25.7％

6.1％ 25.5％

4.2％ 25.2％

2.9％ 24.9％

2.4％ 11.9％

1.6％ 10.9％

0.5％ 9.3％

3.4％
1.1％

0.3％

57.0％

最も期待

期待（複数回答）

有効回答数：377

普及を期待する低公害車
（旅客輸送・運輸・物流事業従事者の回答）

ハイブリッド自動車

天然ガス自動車

電気自動車

燃料電池自動車

水素自動車

メタノール自動車

LPG自動車

DME※自動車

※DME：
　ジメチルエーテル

その他

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

8.5％ 28.8％

1.7％ 16.9％

3.4％

3.4％

15.3％

15.3％

3.4％ 10.2％

1.7％ 8.5％

1.7％

1.7％

1.7％

最も期待

期待（複数回答）

有効回答数：59

今後の低公害車の普及について

わからない
0.3%

進める必要はない
0.3%

現状のままで十分
1.1%

さらに積極的に
進めるべき
98.4%

有効回答数
374
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　平成19年３月15日㈭、東京都新宿区四谷２丁目の当機
構６階会議室において標記の評議員会及び理事会が開催
され、下記議案について審議されいずれも原案どおり承
認されました。

（1）�役員の選任について
　　�会長：杉浦喬也、理事長：谷川和郎、常務理事：高

橋榮一の３名についてそれぞれ再任されました。
（2）�評議員の選任について
　　�評議員：田尾祐一氏の辞任に伴い、後任として井内

克之氏が選任されました。
（3）�理事の選任について
　　�理事：有富慶二氏の辞任に伴い、後任として瀬戸薫

氏が選任されました。同時に新任理事：辻尾敏明氏
の就任についても承認されました。また、監事：高
品敏氏、大西德氏についても再任されました。

（4）�平成19年度事業計画及び予算案について
（5）�平成19年度長期借入金について
（6）�寄附行為の変更について
（7）�自動車優良環境機器・装置評価公表事業評価委員会

の設置、評価委員会の委嘱及び評価委員会関係規程
類の新設について

　なお、当日は審議に先立ちまして、来賓として国土交
通省自動車交通局技術安全部徳永環境課長よりご挨拶を
賜りました。

平成18年度  第2回評議員会及び理事会の開催

評議員会 理事会

　今回、様々な職業構成の10代〜70代以上の男女378名
を対象に、自動車環境問題に関するアンケート調査を実
施した結果、地球温暖化、大気汚染およびエネルギー問
題が自動車交通に関わる重要な課題であり、なかでも地
球温暖化対策は最も重要な課題とする意見が多数ありま
した。大気・地球環境問題対策として、低公害・低燃費
車の普及に期待する声が多く、特にハイブリッド、電気、
燃料電池等の電気動力自動車の普及に期待する意見が多

数ありました。しかし、旅客輸送・運輸・物流事業に従
事する人は、現に普及が進んでいるハイブリッド自動車、
天然ガス自動車のさらなる普及に期待しています。今後
の低公害車の普及については、さらに積極的に進めるべ
きだとするものの、一方で低公害車の導入コストが普及
の阻害要因になっており、補助金や税制優遇への期待が
大きいことがわかりました。
　㈶運輸低公害車普及機構は、皆様の補助金や税制優遇
への期待に応えるため微力を尽くして参ります。

調 査 の ま と め
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普及促進部だより

　省エネルギー・新エネルギーの総合展示会「ENEX2007」に出展し、低公害車の普及により、人と環境にやさしい車
社会の実現に向けたPRをしました。

◆ENEX2007
　日時：平成19年１月31日㈬〜２月２日㈮
　場所：東京ビックサイト��西４ホール展示場
　主催：㈶省エネルギーセンター
　内容：�会場には延べ50,818人の入場があり、LEVOのブース

に約600人が訪れました。来客は企業全体の環境担当
者が多く、低公害車の普及への理解を広める事ができ
ました。更に同会場において、自動車環境問題に関す
るアンケートを実施し、約400人の回答を得ることが
できました。このアンケートの結果は本紙にて発表（４
ページ参照）。

◆�各地のCNG車普及促進協議会に参加し18年度の活動を総括するとともに、19年度の更なる低公害車普
及に向け効果的な活動を進めている。

　�尼崎市準備会（1/25）・埼玉県協議会（2/15）・長岡市協議会（2/23）・さいたま市協議会（3/12）・横浜市協議会（3/23）・
柏市協議会（3/28）

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54台、バス18台を取り扱っております。

〔平成19年3月31日現在：単位＝台数〕

CNG車
リース

国交省

経産省

計

888

589

1,477

220

249

469

34

13

47

0

0

0

94

53

147

725

392

1,117

3,309

3,309

3,808

3,808

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�⑭�◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆�2020年までに輸送用バイオ燃料比率を10
％に��－欧州委員会－

　欧州委員会は、2020年までに輸送用燃料の最低10
％をバイオ燃料にしなければならないとする新基準
を提案した。しかし新基準には、持続可能な手法で
充分な量のバイオ燃料生産が可能な場合に適用する
等、基準の強制的な色合いを薄める様々な条件が同
時に設けられており、加盟各国はそれらを理由に10
％の数字の拘束からの抜け道を探っている。
　この2020年を目標とした提案は欧州連合全体への適
用であり、各国の法制度への適用はこれからという段
階である。そのため、今後、輸送用バイオ燃料比率10
％以上の目標を掲げる国が現れる一方で、より低率を
目標とする国の出現も予想される。しかし各国とも、
CO2削減への関与については賛同している。
　2007年２月に開催された欧州環境相理事会では、加
盟国のCO2排出量を2020年までに1990年比で20％削減
するとした政策案が承認され、バイオ燃料比率10％へ
の増加と同様、欧州連合の総意となった。今後は各国
の事情にもとづいた駆け引きが予想される。
　なお「他の先進国が相応の温暖化ガス排出削減を
行う」という条件付きで、2020年までの削減目標を
30％に高める可能性についても示唆している。

GAVE�Newsletters�（2007.2.22号）より抄訳/編集
http://gave.novem.nl/novem_new/index.asp?id=25&detail=1341

◆�バイオディーゼルへの増税開始で売り上げ
急減見込み��－ドイツ－

　ドイツ連邦議会決定によるバイオディーゼルへの昨
年８月からの課税開始に伴い、今年のドイツにおける
バイオディーゼル生産量は需要の急激な落ち込みが影
響し、前年度比30〜40％程度の減少が見込まれている。
世界各国でCO2削減が叫ばれているこの時代にバイオ
ディーゼル生産の気運に冷や水を浴びせる重大な出来
事だと、同国のバイオディーゼル生産業界関係者から
は課税決定当初から非難の声が挙がっている。
　ドイツは2006年の生産量が320万トンと、欧州各
国のうち最もバイオディーゼル生産量が多く、化石
燃料への課税がリッターあたり45セントであるのに
対しバイオディーゼルへの課税は免除されていた。
この税率の差により多くの国民が化石燃料からバイ
オディーゼルに転換したため、政府の税収入の落ち
込みにつながったのである。これを危惧した政府は、
バイオディーゼルに対してもリッターあたり９セン
トの課税を開始することを決定した。2008年〜2011
年までの間は毎年６セントずつ増税され、2012年に
は45セントになる予定とされている。

GAVE�Newsletters�（2007.3.2号）より抄訳/編集
http://gave.novem.nl/novem_new/index.asp?id=25&detail=1365

◆米国の「不公正」なバイオ燃料輸出に対抗
　－欧州のバイオディーゼル生産者業界－
　欧州バイオディーゼル議会（EBB）参加各国のバ

イオディーゼル生産者は欧州委員会に対し、アメリ
カ合衆国による政府奨励金付きのバイオディーゼル
の欧州への輸出に関する関税適用を要求する声明書
を提出した。
　アメリカではバイオディーゼル普及を目的に、
2004年からいわゆるバイオディーゼル混合石油燃料
に対する奨励金制度を開始し、最大でリッターあた
り20セントを補助している。しかしEBBでは、バイ
オディーゼル99.9％、つまりほんの数滴の鉱物油で
も混合していればこの奨励金を受け取れることがで
き、「混合」とは言えないバイオディーゼルが奨励
金を受け、ニートのバイオディーゼルとして欧州各
国に輸出されているとしている。2007年１月の一ヶ
月で、この種のバイオディーゼル約３万トン※が欧
州各国に輸出され、2007年末時点の輸出総量は50万
トンを超えると予測、欧州域内の生産者はダンピン
グによる安価な米国産バイオディーゼルとの競争を
余儀なくされており、不公正なバイオ燃料輸出は世
界貿易機関（WTO）の規定に抵触するとしている。

（※EBB参考値：欧州域内の2006年におけるバイオ
ディーゼル総生産量は約450万トン）

GAVE�Newsletters�（2007.3.22号）より抄訳/編集
http://gave.novem.nl/novem_new/index.asp?id=25&detail=1424

◆輸送用非化石燃料資源のすすめ
　－中国科学院－
　中国科学院（CAS）は、化石燃料に代替するエネ
ルギー資源に関し、中国の中長期開発戦略報告書を
発表した。
　2020〜2050年の中国及び世界における石油資源の需
要、供給可能性、生産に関する将来動向評価を行い、
国内の豊富な石炭及び天然ガス資源の輸送用燃料への
活用は技術的に有望で、化石燃料の価格が高止まりし
た場合の価格競争力も充分見込めるとしている。
　報告書はさらに、高効率で様々なエネルギー資源
活用が可能な新しいパワートレインシステムの採用
を促進することや、ゼロエミッション及び電力駆動
を優先課題とし、燃料電池及びリチウムイオン電池
等の高効率・低価格なシステム研究開発の必要性が
あるとしている。
　電気自動車及び燃料電池自動車の普及と早期大量
生産化への道筋は、電力供給方法と車両への水素燃
料搭載がカギとなり、これらのシステムの短い耐用
年数、高い製造コスト、低い信頼性と性能といった
技術的ボトルネックを取り除くための資源の蓄積が
必要であるとしている。その間、燃料電池やリチウ
ムイオン電池開発を促進させるため、水素燃料ステ
ーションや電気ステーションといった基礎的インフ
ラにおいて、実行可能性調査と大規模な実証試験を
実施すべきであるとしている。

Green�Car�Congress�（2007.3.6記事）より抄訳/編集
http://www.greencarcongress.com/2007/03/chinese_academy.html
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

新潟運輸グループとして、江東区を中心に、
製造機器、食料品や雑貨まで幅広い分野の荷
を取り扱う。環境への配慮、経費の節減など、
CNG車導入のメリットを中心に伺った。

東京急便株式会社

やるべきことをやるだけ。
業界全体を見据えた判断が潔い

　同社は江東区に本社を置き、板橋区、川口市に支店を
設けている。平成11年に親会社である新潟運輸がCNG
車の導入を開始したのをきっかけに、導入を検討。平
成12年９月3t車２台。平成13年下期3t車７台、4t車２
台。平成14年下期3t車５台、4t車６台。平成15年上期3t
車７台、4t車８台。平成18年下期3t車１台、4t車１台と
計39台のCNG車を導入している。特に本社では、夜間
の臨時運行のためのディーゼル車を３台残し、他は全て
CNG車へ替えてしまったのだそうだ。

◆入念なリサーチが最大のトラブル対策
　「導入前の懸念事項は走行距離だけでした」と山際社
長。供給スタンドの場所など、ハード面の整備がどう
なのか検討を開始。同社の集配車ルートは台東区、江戸
川区などの同一地区を回るもの。走行距離は１日平均
100km程度なので、問題はないと判断した。「ドライバ
ーの評判は導入当初から良かったですね」音、振動が少
ないので、運転中車内が静かなことに加え、使い勝手も
ディーゼル車と大差ないのが好評の理由。ひとつだけ不
評だったのが、ディーゼル車では１週間に１度の給油だ
ったのが、4tCNG車では一日置きに充填しなければなら
ないのが多少の手間だということぐらい。ドライバーの
理解を得て、導入後もトラブルなく取り組んでこられた。

◆1社でも多くの人にCNG車導入を勧めたい
　CNG車であることは車体の色とシールでアピールし
ている。ボディ横にさわやかなミントブルーのラインを

入れ、シールを横と後ろに貼っているのだ。導入当初は
クライアントや一般の人からも反応があったが、現在で
は特別なことではなく、環境に配慮した経営をしている
ことが当たり前という捉え方をされているというエピソ
ードからも同社の環境へ取り組む真摯な姿勢が感じられ
る。「低公害車補助制度があったから導入が出来たと感
謝しています」39台中３台は自社購入だったのだが、リ
ースの方がさまざまな部分で優遇されていると感じてい
るのだとか。今後、導入することがあれば、リースでと
心を決めているのだそうだ。東京都内では充填所に不便
はない。他社にもどんどんCNG車を導入してほしいと
力強く語ってくれた。
　ただ、ひとつだけ危惧していることがある。それはラ

代表取締役社長
　　　山際  守 氏  に聞く

ボディ横と後ろにCNG車であることをアピール
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

ンニングコストだ。最近の軽油値上がりで、現在ではデ
ィーゼル車とCNG車の燃料費を比べても遜色はないが、
今後はどう推移するのか。また、一般道と高速道路の燃
費に関わるデータなど、メーカー側に求めることも少な
くない。同社では各車両に関し、充填ごと、日、月、年
ごとなど、経費の分析をしている。そのデータをドライ
バーへ掲示することで競争意識を高め、更なる優しい運
転を目指しているのだ。ドライバーは全員、急発進・急
ブレーキ・空ふかしはしないなど、エコな運転に対して
の意識が高い。燃費を良くし、経費節減になることを体
現しているのだ。会社にとって経費が節減できることは
大きなメリット。環境に貢献できることも、もちろん大
きなメリットだ。

◆環境への配慮はまだまだ続く
　「私どもは一般の道路を使わせていただいているので
すから」と社長の発言は謙虚だ。続く発言にも人柄が覗

く。「“運送”という業界の地位が、あと少しで良いから
上がってほしいのです」聞けば、景気が少しでも良くな
ると、求人へ応募してくる人が激減するのだとか。時間
厳守で、お客様のリクエスト通りにものを運ぶことが、
今では当たり前になったこの業界。安全運転というテク
ニック、接客の妙、手積み手降ろし配達順序の組み立て
など経験と頭脳を使う仕事である。今後も有能な働き手
が活躍できる場であってほしいと切に願う。「今後はグ
リーン経営を取得したいと考えています」
　常に社員全員の環境への意識を向上させ、取り組む姿
勢には拍手を送りたい。実は身近に手本があるのだ。親会
社である新潟運輸は木製パレットやラップなど、ゴミの出
し方から徹底し、環境へ取り組んでいる。合わせて今後の
動向を応援したい。「都知事の発言で、東京の空がきれい
になったと都民から意見を寄せられていると聞いたとき
にはうれしかったですね」協力した甲斐があったと、山際
社長。あくまで謙虚な言動には頭が下がる思いだ。

同社のディーゼル車

4t車・3t車を使い分けている
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

　2006年2月にEMSを導入。自動車産業
で潤う都市、群馬県太田市で活躍する同社
が運んでいるのは、乗用車など高価でデリ
ケートなものだ。だからこそ社員の意識も
以前から高い。EMSによってドライバーの
運転はどのように変化したのだろうか。

太田運輸株式会社

導入成功の陰には入念なリサーチと
敏速な決断があった

代表取締役社長　星野　勝美 氏
　　　　総務部　大久保達生 氏  に聞く

　「数年前から導入を検討していたのですが、踏み切
るには様々な角度からの検討が必要でした」と星野社
長。導入費用の問題と、経費がどれだけ削減できるのか
見えない部分があり、二の足を踏んでいたのだそうだ。
EMSを導入している同業他社へも見学へ行き、独自の
勉強も重ねた。そうしている間に“ガソリンの高騰”と

“助成制度の開始”のタイミングが重なり決断。「導入す
るなら全車両一気にと決めていました」
　社員の志気を高めるための英断であった。

◆心と心のつながり重視でトラブルを回避
　ドライバーは導入直後、不公平感を募らせた。各車両
の製造メーカーは異なり、製造年式もバラバラなのに、
同一の数値設定で比較されるのが不満だったのだ。そこ
で管理していた大久保氏は各車両ごとに設定を変更。人
間の目で微調整をすることで公平感を払拭した。他社で

は機械に管理されるようで心地よくないと、拒否反応を
示すドライバーも少なくないと聞く。しかし同社は人間
の心を重視した対策を講じ、今ではドライバーに不満は
ほぼなくなった。安全運転日報、運転日報が自動的にプ
リントされ、手書きをしなくても良いので楽だという声
もあるほどだ。エコドライブ講習会へドライバーを参加
させ、環境に優しい運転ができるのではないかとも考え
てはいたが、改善できていると実感できるレベルではな
かった。そしてEMSを導入。星野社長は「やってよか
ったと心から感じています」と話してくれた。
　データ分析の評価はA〜Dの４段階。エコドライブを
心がけていると自負していたドライバー達だったが、当
初はD評価のドライバーもいたのだとか。現在ではAが
４割、Bが４割と格段の進歩がみられる。これから掲げ
る目標はA評価８割。少額ではあるが一時的に報奨金を
出して、ねぎらったり、ドライバー自身も目標達成をゲ

左：代表取締役社長　星野　勝美��氏
右：総務部　　　　　大久保達生��氏
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

ーム感覚で楽しむなど、キツイだけではない取り組み方
は、みなさんにもぜひ参考にしてほしい。

◆会社にとって大切なのは費用対効果
　経費も格段に削減できた。走行距離は増える一方、総
燃料消費量は2.5％減。１回の運行で見ると、燃費は平
均8.5％向上した。つまり、EMS導入に成功したといえる。
導入して１年間、ドライバーの運転レベルを常に高水準
にキープしている。ここまでくるとこれ
以上燃費改善するのが難しいと感じてい
るほどだ。
　「EMSを導入しマイルドな運転になり
ました」ぜひ他社にもすすめたいと大久
保氏。全車に取り付ければ、日本中どこ
を走行しても急発進・急ブレーキに敏感
になり、追い越しなどない安全運転がで
きるのではないかと思いを語ってくれた。

「実際EMSを導入して驚いたのは重大事
故がゼロだったことです」大久保氏によ
ると、同社では追突などの重大事故がゼ
ロになった。事故費用は前年度の25％。
保険料も下がり、想定はしていたものの、
それを遙かに越える効果が実感できた。
実際、会社の業績は上向きになり、コス
トがかからない強い体質を作ることが出
来たことも大きな収穫である。

◆�実際に導入したからこそ言える「デメリットは
ない」

　星野社長はEMS普及事業に報告制度があったのも同
社としてプラスになったと考えている。
　「やりっぱなしでは現状を振り返ったり、反省し次へ
のステップへ進むということができないですからね」ま
た、意外なメリットもあった。良い運行評価を得られな
いドライバーが他のドライバーに教えてもらう、会社に
対してアドバイスを求めるなど、新たな交流が生まれた
のだ。EMSは機械だけれど、仕事は人間対人間。最終
的にはコミュニケーションをいかにとるかが大切だと大
久保氏は語る。「デメリットはありません」言い切る。
最初は管理する側もドライバーもとまどいがなかったと
は言えないが、多方面にわたり、考えるチャンスを与え
てくれたのがEMSであった。

◆今後の課題はモチベーションを維持し続けること
　大久保氏からメーカーへの提案をいただいた。感覚に
訴えるものだから、機械の音声を柔らかい声にしてみて
はどうだろうというのだ。確かに、パソコンのインター
フェイスも、今日の注意事項が流れるとか、最後にお疲
れさまと出るなど、人間味を出すことでドライバーの気
持ちも癒されることがあるだろう。ここはアナログな時
代に立ち戻って再考してもいいのかもしれない。同社の
導入当初の目標は、前年度の燃費５％UP。もちろんク
リアした。これからは１％UPし、絶対にマイナスにな
らないように努力していくのが目標だ。モチベーション
をいかに保ち続けるかが課題になるだろう。時間をおい
て、同社をまた訪問してみたい。

万が一のために旧式のタコメーターも搭載している

乗用車なら６〜７台を積載。エコドライブは必須
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低公害車・燃料供給施設（平成19年4月30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

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

UEKIエコ・ステーション仙台 ●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

佐野ガスエコ・ステーション ●栃木県佐野市久保町243

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（12A） ●千葉県茂原市茂原661

市原市役所前エコ・ステーション（12A） ●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

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

武一東海エコ・ステーション ●愛知県東海市加木屋町石田1-2

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 ●新潟県新潟市東区鴎島町6

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市西区小新大通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（12A） ●新潟県新潟市南区七軒字前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

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南柳長町72

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・田端エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田端878-1

中　部

浜松上西エコ・ステーション ●静岡県浜松市東区上西町68-6

エコ・ステーション静岡 ●静岡県静岡市駿河区池田50-5

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡県静岡市葵区加藤島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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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

東加古川エコ・ステーション ●兵庫県加古川市平岡町新在家116-2

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

尾道エコ・ステーション ●広島県尾道市東尾道18-1

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

坂出エコ・ステーション ●香川県坂出市昭和町1-2-31

松山エコ・ステーション ●愛媛県松山市空港通5-11-4

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

鳥栖ガスエコ・ステーション ●佐賀県鳥栖市藤木町2073-2

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

阿久根エコ・ステーション ●鹿児島県阿久根市晴海町6-1

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 ●大阪府堺市堺区出島海岸通4-4-24

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市南区若松台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 ●大阪府堺市美原区菩提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

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

※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、一部を除き㈶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。



��

NEWS LEVO No.31

第６回　エンジンブレーキを活用する

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６回は「エンジンブレーキを活用する」をとりあげます。

　ディーゼル車は、走行中にアクセルペダルを離しエン
ジンブレーキの状態にすると燃料無噴射状態となり、ク
ルマは燃料を消費せずに惰力だけで走行します。すなわ
ち、燃料消費量を削減できることになります。

◆エンジンブレーキを活用した場合の効果
　㈶運輸低公害車普及機構が行った実験＊１をもとに、
下図に示す三つの減速・停止のパターンについて、小型
ディーゼル貨物車の時速40kmから停止までの間の燃料
消費量を比較しました。
　その結果、A地点とB地点の間にエンジンブレーキを
活用して停止したとき（条件①）は、減速と同時にクラ
ッチを切ってアイドリングの状態で停止したとき（条件
②）や、制動距離を35mに短縮して急ブレーキで停止し
たとき（条件③）と比べ、燃料消費量を約1/10以下に削
減できることがわかりました（表１）。
　CO2低減率と燃費改善効果が等しいとして、エンジン
ブレーキを活用したときとしないときの燃料経済性を比

較した結果、燃費改善率は3.1％で、年間約６万km＊２を
走行する営業用普通貨物自動車の場合、１年間におよそ
４万２千円の削減が可能になります（表２）。

表１  減速・停止時の燃料消費量（実験＊１の結果より）

条件① 0.4cc（3事例の平均値）

条件② 4.6cc（計算値）

条件③ 4.3cc（計算値）

※いずれも停止1回あたり

表２  年間の燃料費削減効果（試算）

年間走行距離
（km）

燃費改善率
（%）

燃料削減量
（L）＊4

燃料金額
換算＊5

27,006（小型）＊3

3.1
209 18,935円

60,309（普通）＊2 467 42,310円

《試算条件》1kmあたりの平均停止回数＝2回（実験*1より）

＊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17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17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19年1月軽油ローリー価格
全国平均90.6円で計算

○減速・停止パターンのイメージ



季節の花便り
　今回は３〜４月編ですが、この時期は年度末、年度初めが錯綜し、多忙の毎日を過ごされた方も多いことと思われます。
ただ、目を外に転じますと季節はめぐり、桜をはじめとして華やかな色合いが随所に誕生しています。
　これから青葉の季節の中、新鮮な空気を胸いっぱいにすいながら、カメラ片手に「目の保養」をなさってはいかがで
しょうか？〔私は先日、撮影をする前に大地に寝転がり、空・雲をみることもよい作品つくりに効果ありといわれました。
お試しあれ！〕
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