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『物流ソリューション2008総合展』に
出展しました

　2008年８月28日㈭・29日㈮の両日、『物流ソリューション
2008総合展』が東京国際フォーラムにて開催されました。主
催は物流全般を扱う物流総合専門誌を発行する株式会社物流
ニッポン新聞社。国土交通省の後援、全日本トラック協会の
協力を得て行われ、両日で計4,632名の来場者を迎えました。
　出展者は、安全・環境関連製品、情報機器、物流システム
など、多岐の分野にわたり、メーカーとユーザーが技術や情
報の交換をする場面も見受けられました。

　財団法人運輸低公害車普及
機構（LEVO）では、環境機
器普及部が、EMS普及事業促
進のため会場のLEVOブース
において、エコドライブ体験
コーナー、各メーカーのEMS
機器の展示、エコドライブ普及活動のパネル展示、エコドライブ普及活動のビデオ放映
およびアンケート調査を実施するとともに、エコドライブ関連パンフレット及び関連グ
ッズを配布してPRに努めました。
　その結果、LEVOブースには、約630人の訪問者があり、エコドライブ体験も約100人
の方にトライしていただきました。
　また、企業PRステージでは、調査研究部の植木主任研究員が「EMS（エコドライブ管
理システム）普及事業の概要と成果」と題して発表しました。

特  集

　「物流ソリューション2008総合展」への出展を契機に、LEVOが実施しているEMS普及事業の取り組みを物流事
業者さんに広くPRし、LEVO事業全体の中での環境機器普及事業を強化・促進していきたいと考えています。
　今年、7月の「洞爺湖サミット」でも、気候変動・環境対策がメインテーマとして議論され、CO2削減対策のためには、
地球全体での取り組みが必要であることが明確にされたところです。EMS普及事業は、車を運転する方なら誰でも
できる「エコドライブ」を、EMS機器を使って一体的に実施していただく、環境に優しい取り組みです。
　この度の展示会では、物流事業者、地方公共団体の環境関係者など専門家の方々に多数LEVOブースへお立ち寄
りいただき、厳しいご意見や実践的な質問をいただきありがとうございました。今後、これらの貴重なご意見を生
かし、物流事業の皆さんにより一層お役立ていただける事業を展開していきたいと思っています。

◆ 更なるEMS普及へ積極的な取り組みを 環境機器普及部長　林　純二

トータルな視点で物流を捉え、物流業界で生き抜いていくカギで
ある、現場オペレーション課題の改善を提案するイベントです。
テーマは「現場が変わる！ 社会が変わる！ 物流が変わる！」。
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◆ 特集 ◆『物流ソリューション2008総合展』に出展しました

◆ 視覚に訴えるパネルとわかりやすいデータ

 環境機器普及部EMS推進グループ　調査役　坂上  政則

　いすゞ自動車、富士通、日野など、各メーカーのEMS機器を展示
しました。エコドライブ普及活動パネルも展示し、機器導入に際し
ての省エネ効果や、車載台数の推移グラフなど、わかりやすい内容
にしました。
　同時にアンケートも実施。普段、交流のない業種の皆さんや、ト
ラック運送関係の皆さんから、忌憚のない意見をいただきました。
これらの意見を謙虚に受け止め、これまで以上にEMSを普及させる
ことができるよう取り組んでいきたいと思います。

◆ リアルな体験でエコドライブ推進

 環境機器普及部　吉田  公

　イベントでエコドライブシミュレーターを導入したのは初めてで
したが、実際に体験していただくことがEMSの普及にプラスになる
と考えています。
　体験運転中はアクセルとブレーキのペダル踏量、運転終了後には
燃料消費率と、CO２排出量がパソコン上に表示され、どのような運
転をしたか判断できるようになっています。エンジン音や周囲の音、
ステアリングの反応なども忠実に再現されていて、非常にリアルで
す。３分間という短い体験ですが、興味を持っていただけたのでは
ないでしょうか。
　体験者には「ふんわりアクセル」「アイドリングストップ」をアドバイスさせていただきました。これを機に、実際の
運転時にもエコドライブを心がけてほしいですね。

◆ EMS（エコドライブ管理システム）普及事業の概要と成果

 調査研究部　主任研究員　植木  繁

　エコドライブとは、急発進・急加速をしない、低速走行、アイド
リングストップなど、誰にでも取り組めることですが、継続するこ
とが大切です。CO２の排出量が減り、燃費が改善されるとともに、
運転が緩やかになることで事故が減り、保険料・修理費などの副次
的な効果が得られます。
　EMSとは単に、機器を取り付けることではなく、企業全体が、エ
コドライブをしやすい環境を作って、計画的にエコドライブを実践
することです。ドライバーがやってよかったと思える仕組みを会社
の中に定着させることが重要です。そのため、LEVOでは「エコドライブ総合診断事業」を開始しました。
　それぞれの企業に合った走り方を分析し、実践していくお手伝いをしたいと思っています。

《エコドライブ管理システム（EMS）の普及事業》

《エコドライブ体験コーナー》

《出展社による事例紹介・企業PRステージ》

LEVO担当者に聞きました
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◆ 特集 ◆『物流ソリューション2008総合展』に出展しました

主催者・出展者にお話を伺いました

◆安全、環境に配慮した最先端のソリューションを紹介
　私たちは創刊40周年を迎え、ますます物流業界に元気にな
ってほしいと『物流ソリューション2008総合展』を企画し
ました。
　中・小企業が9割という物流業界は、燃料費高騰、環境問題
対策、荷主の要求増など、コストは増え、収入が減るという問
題にさらされています。1社だけでは、安全対策、環境問題対
策、品質アップなどに対応できない場合も多いでしょう。そ

ういった問題を解決し、付加価
値の高い運送会社になってほし
い、荷主から選ばれる運送会社
になってほしいという思いから、
ソフト・ハード双方の各社を一
同に集めました。
　運送業界が、3Kなどと言われ
た時代は終わりました。これからは若い、優秀な人材が働きた
いと思ってもらえるような業界にしていきたいと考えています。
このイベントも20～30代のスタッフが中心になって企画しまし
た。今後、さらに夢を持てるような業界にしたいですね。

♠山田  晋 氏
【株式会社物流ニッポン新聞社】

◆タイヤの空気圧監視システムで燃費悪化防止
　タイヤ内にセンサーを取り付け、タイヤの空気圧と温度を
モニタリングするシステム『TPChecker』の企画・販売を
しています。アメリカではすでに着用が義務化しており、日
本での注目も高まっています。
　タイヤの空気圧は1ヵ月に5～10％も自然に低下します。
低い空気圧で走行すると燃費の悪化、タイヤバースト、タイ
ヤの偏摩耗促進を引き起こします。国民生活センターの調査

によると、指定空気圧より30
％低いタイヤで走行すると、
8.5%も燃費がダウンするとい
うデータもあります。
　タイヤの性能が向上し、空
気圧異常が見つけにくいとい
うこともありますが、身近な
タイヤに注目してください。これからの時代、会社として、
個人として環境に配慮が必要です。しかもこのシステムは経
費が削減でき、安全・安心、荷主にアピールすることも可能
です。

♠藤岡  芳由紀 氏
【リンクアース株式会社】

◆中・小企業の強い味方。求貨求車情報ネットワーク『WebKIT』
　輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰
り荷の確保」「融通配車」「積み合わせ輸送」など、事業の可
能性を広げるインタラクティブなシステムです。中・小企業
の皆様へ経営効率を上げてほしいと考案しました。
　1社だけではなかなか対応できない取引も、多くの業者と連
携することにより、多様化するニーズに応えるとともに、新たな
ビジネスチャンスをつかむきっかけになる可能性も高まります。

　非営利のネットワークシス
テムなので低コスト、代金支
払保証制度や荷物保険加入義
務もあり、遠距離・初取引の
クライアントにも安心で安全
です。インターネット対応の
システムなので、最新情報が
いつでも入手でき、フォロー体制も万全です。
　効率の良い運送は、車の走行台数を減らすことができ、環
境にも優しい取り組みです。環境への配慮はこの業界のマス
トアイテムです。

♠杉崎  禎浩 氏
【社団法人全日本トラック協会】

物流ソリューションセミナー報告物流ソリューションセミナー報告物流ソリューションセミナー報告

◆ドライブレコーダーの有効活用で事故半減へ
　2008年8月に起きた5号線池袋線タンクローリー火災事故は記
憶に新しいところ。60億円以上の損失とも言われ、もし自分が同
じような事故を起こしたら、という思いが常に頭から離れません。
　事故を無くしたいですね。トラック協会では、ドライブレコ
ーダーの装着により事故を3年で半減するという方針を打ち立て
ました。

　弊社で実際にドライブレコーダ
ーを使用しているドライバーから
は、「常に守られているので安心」

「急の付く操作をしなくなった」
といった言葉が聞かれ、概ね好評。
管理者からは「ドライバーの安全
運行・安全行動に対する意識が向
上した」という意見が聞かれました。ドライバーの疲労も少な
くなり、交通事故も減少。もちろん燃費は向上。効果大です。
　ドライブレコーダーは従業員の身を守る、というのが私の実感
です。

♠星野　良三 氏
【東京都トラック協会会長】
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平成18年度  EMS普及事業  成果報告
～年間燃費改善効果～

エコドライブ管理システム（EMS）導入による省エネルギー事業

◆事業の概要
　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は、国土交通省の
エコドライブ管理システム（EMS）普及事業実施計画
認定を受け、平成17年度より、（独）新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）の「エネルギー使用合理化
事業者支援事業」の補助事業を活用したEMSの普及促
進に取り組んでいます。
　平成18年度の事業では、合計1,296事業所（一般貨物
運送1,159事業所、バス75事業所、タクシー・ハイヤー
62事業所）の計24,604台の車両（ディーゼル車22,070台、
CNG車172台、LPG車2,277台、ガソリン車85台）にEMS
機器が装着され、１年間をかけて事業所ごとの走行距離
と燃料消費量などの運行データを参加事業者より提出い
ただき、EMSによる燃費改善効果を分析・評価しました。
このたび、その事業成果がまとまりましたので報告いた
します。

◆EMSによる燃費改善効果
　収集した運行データの分析結果を下図にまとめました
（注１）。事業全体でEMSによる年間平均燃費改善率は8.3％
でした。
　貨物自動車を例にとると、年間60,000kmを走行し、
燃料約15,000ℓ（注２）を消費する貨物自動車の燃費が、8.3％
改善すると、年間1,245ℓの燃料を節約することになりま
す。

◆今後の予定
　現在LEVOでは、平成19年度第１次・２次公募の参加
事業者より１年間の運行データを収集し分析を進めてい
るところです。また、平成20年度もEMS普及事業を実
施しており、参加事業者の協力を得つつ、引き続き運行
データを収集・分析評価し、EMSの普及に貢献してま
いります。

※注１：CNG車・LPG車とガソリン車の燃料消費量は、軽油消費量に換算して合算した。
※注２：�『自動車輸送統計年報（平成18年度分）』掲載の「原単位」（「営業用普通車の実働１日１車当たり走行キロ」及び「１日１車当たり燃料

消費量（軽油）」）より計算した。

EMS機器取付前後の月別平均燃費と燃費改善率の推移
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低公害車普及部だより

◆フレンテ西宮
日　　時：平成20年７月28日㈪　午前10時～午後３時30分
場　　所：JR「西宮」駅南側「フレンテ西宮」出入り口
展示車両：コナン号（天然ガス啓発車両）
　　　　　いすゞ自動車（２トン車両）
　　　　　三菱ミニキャブ（軽車両・バイフュエル）
　　　　　西宮市公用車（軽車両・パトロール車）

◆ららぽーと甲子園
日　　時：平成20年７月29日㈫　午前10時～午後３時
場　　所：甲子園球場側「ららぽーと甲子園」出入り口
展示車両：コナン号（天然ガス啓発車両）
　　　　　三菱ミニキャブ（軽車両・バイフュエル）
　　　　　西宮市公用車（軽車両・パトロール車）

平成20年度  EMS普及事業  講習会の開催
　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）では､ 平成20年度
EMS普及事業（リース方式）に参加申込された事業者
を対象として､ 本事業を効果的に実施するため講習会を
実施しました｡
　講習会では､ 参加事業者のエコドライブ管理者等を対
象に
　①EMS機器の導入による省エネルギー効果
　②企業におけるEMS推進の課題と対応
　③EMS普及事業を実施していく上で必要な手続き等
について各講師から説明するとともに､ 平成20年度事業と
して新たに開始した電動フォークリフト及びエアーヒーター
等のリース事業について紹介し、広く普及を促しました。
　講習会は６月上旬開催の東京都トラック協会の会場を最
初に７月末の福岡トラック協会まで全国10会場､ 延べ14回
開催し合計830名が受講しました｡ 受講者は各会場におい

て熱心に聴講し､ 最後に活発な質疑応答が行われました。
　企業におけるEMSの導入は､ 省エネルギー効果のみ
ならず、事故防止等にも役立ちます｡ 目標とする成果が
得られることを期待しております｡

講習会の様子

　低公害車普及部の活動は、事業用低公害トラックの普
及を図るため、セミナー等の普及促進活動、およびトラ
ック運送事業者が行う国や地方公共団体等への補助金申
請のお手伝いと、これらの制度活用によるリース事業を
行っています。今回は７月に西宮市CNG車普及促進モ
デル地域協議会が実施した「西宮天然ガス（CNG）自
動車普及啓発展示会」について紹介します。

概要：�CNG車普及促進事業として、CNG車の理解を深
めるため、以下の２ヶ所でパネル展示、パンフレ
ット配布を実施しました。フレンテ西宮では、途
中強風や雷雨があり中断したこともあって、来客
数は50名ほどにとどまりましたが、ららぽーと甲
子園では370名程の来客がありました。
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◆ 連 載 ⑰ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆2007年の欧州輸送用バイオ燃料の状況
　2008年５月に欧州連合（EU）から発表された
BIOFUELS�BAROMETER（注１）の暫定報告によると、
2007年にEU加盟27ヶ国で消費された輸送用バイオ
燃料は、前年の5.6百万toe（注２）から37.4％増の約7.7
百万toeとなった。これは全加盟国の道路交通部門
における全燃料消費量の2.6％を占めている。
　バイオディーゼルはバイオ燃料全体の75.0％を占
める約5.8百万toeで前年に比べ41.7％の増加となり、
一方、バイオエタノールは全体の15.2％を占める約
1.2百万toeで前年に比べ33.8％の増加となった。ま
た、純植物油（主にドイツ、アイルランド等）及び
バイオガス（主にスウェーデン）等、その他のバイ
オ燃料の消費量は全体の9.8％を占める約0.8百万toe
で前年に比べ14.9％の増加となった。

●ドイツ
　前年に続き2007年もEU最大のバイオ燃料消費国
で、前年比15.2％増の約４百万toeを消費、EU総消

費量の52.0％をドイツ一国で消費したことになる。
しかし、2005年から2006年の１年間に86.2％の伸び
を示したのに比較すると、増加率は鈍化している。

●フランス
　ドイツに続くバイオ燃料消費国で、2007年の消費量
は前年のほぼ２倍にあたる約1.4百万toeとなった。バ
イオディーゼルは前年比97.0％増の約1.2百万toe、バ
イオエタノールは前年比84.7％増の約0.3百万toeで、運
輸部門におけるエネルギー消費量の3.5％がバイオ燃
料ということになる（2006年は1.76％）。
　フランスではバイオ燃料生産やバイオ燃料販売に際
して、政府による様々な税制優遇措置が講じられてお
り、国全体でバイオ燃料消費の拡大に取り組んでいる。

【欧州が直面するバイオ燃料輸入問題】
　2003年に発効したEU指令による、2010年までに
輸送用燃料の消費量における再生可能エネルギーの
割合を5.75％とする目標に向けて、各国の産業界は
バイオ燃料の生産設備に投資を行ってきた。しかし、
2007年の数字を見ると、バイオディーゼルの消費量
が前年比41.7％増となったのに比べて同生産量は前
年比16.2％増にとどまっており、欧州バイオディー
ゼル審議会（EBB）はこの理由を、米国からの輸
入量の大幅増加とみている。米国ではバイオディー
ゼルにごく微量でも鉱物ディーゼルが含まれればバ
イオ燃料混合燃料と見なして補助金を支給する制度
があり、さらにこれをEU域内に輸出する際にはEU
各国の税制優遇制度にも適合するため、二重の優遇
措置を受けることになる。こうした状況に対して、
EBBは反ダンピング措置を求める訴状を欧州委員会
に提出し欧州委員会は調査を開始した。ドイツ等各
国ではバイオ燃料の導入率を引き上げつつもバイオ
燃料への課税率を増加させる措置を検討する等、一
層デリケートな状況になりつつある。

【将来に向けた欧州の取り組み】
　こうした状況の中、EUの中でもフランスやドイツ
のように自国の生産部門を保護する国と、英国やオラ
ンダのように輸入に頼って需要を満たそうとする国で
は主張が異なる。しかし、原料生産地の環境に悪影響
を与えることなく、化石燃料使用によるCO2排出量を
削減するという、EU諸国共通のバイオ燃料開発に係
る目的に向けて、現在直面している試練を受け入れ、
従来のバイオ燃料が持つ様々な制約を補うことのでき
る次世代バイオ燃料の開発を積極的に進めていくとい
う準備は、各国とも整いつつある。

BIOFUELS�BAROMETER（2008年５月発表）より抄訳、編集
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro185.pdf

（注１）�BIOFUELS�MAROMETERは、欧州委員会が推進するプロジェクトの一
環として、新エネ関連の進捗率等を調査・発表する役割を担う組織で
あるEurObservʼERにより、各国のエネルギー関連省庁等公的機関のデ
ータを元に作成された報告書。

（注２）toeは発熱量を原油換算して示した量、石油換算トン

表１  主なEU加盟国の2007年の輸送用バイオ燃料消費量

バイオ
ディーゼル

バイオ
エタノール 合　計

EU27ヶ国
総　計

5,774,207 1,166,243 7,694,097
（75.0） （15.2） （100.0）

141.7 133.8 137.4

ドイツ
2,957,463 293,078 4,002,748

（73.9） （7.3） （100.0）
116.8 96.2 115.2

フランス
1,161,277 272,937 1,434,215

（81.0） （19.0） （100.0）
197.0 184.7 194.5

オーストリー
367,140 21,883 389,023
（94.4） （5.6） （100.0）

110.1 －（注3） 116.7

スペイン
260,580 112,640 373,220
（69.8） （30.2） （100.0）

481.6 98.4 221.3

英　国
270,660 78,030 348,690
（77.6） （22.1） （100.0）

205.3 161.1 193.4

上段：消費量／単位＝toe（発熱量を原油換算して示した量、石油換算トン）
中段： 各国消費量の種類別内訳、ただし純植物油等「その他のバイオ燃料」

を省略しているため、合計は100％とならない。／単位＝％
下段：対前年比／単位＝％

（注３）オーストリーの2006年における輸送用バイオエタノール消費量はゼロ

※ 訳者追記：2006年度の日本の運輸部門におけるガソリン消費量は約49
百万toe、軽油は約28百万toe（資源エネルギー庁『平成18年度（2006年度）
におけるエネルギー需給実績（確報）』より計算）。
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★ユーザー訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

昭和17年、日豊本線杵築駅、日出（ひじ）駅などの通運事業者を統合して発足以来、地域に
密着した通運事業を営んできた。その後、鉄道貨物駅が廃止されたのを機に、九州を中心にト
ラックでミカン・米などの農産物を輸送するとともに、肥料・飼料を工場から農家へ直配する
など、地域に密着した堅実な地場輸送を行っているという。EMS機器導入の経緯を伺った。

豊後通運株式会社

代表取締役社長
　  中島  茂樹 氏

安全が第一 ドライバーを信頼し、理解を求めながら取り組む

左：中島社長、右：沢間氏

　H18年にEMS機器を導入。導入前、アナログのタコグ
ラフに限界を感じていた中、急ハンドル、急ブレーキ等
のデータが把握できるEMS機器の導入に至った。
　「経費の管理、安全の問題でEMS機器導入を決めまし
た。」と中島社長。
　事故件数減少についての同社での導入効果はどんなも
のだったのだろう。
　「事故は減りました。スピードが減少したからでしょ
うか。燃費や保険料も削減でき、タイヤの摩耗度も減り
ました。」
　一番怖いのは事故です、と中島社長。導入前の平成17
年度に年間14件だった事故件数は、導入後の平成19年に
は６件と半分以下に。

　「事故が減ると、お客様の信頼も得られます。」と沢間
さん。
　しかしEMS機器を取り付けるということは、常に管
理されるということ。乗車中に管理され続けることをド
ライバーは嫌がらなかったのだろうか。

◆全員の理解を得るまで十分に時間をかける
　「なぜ導入するのか、今でも安全運転をしている、と
ドライバーには言われました。わざわざ暴走するドライ
バーはいませんからね。」
　中島社長は、まず理解してもらうのが先だと考えた。
ドライバーに理解してもらうためにかけた時間は２年
間。ここまでの取り組みをしている会社も少ないだろう。
上からの目線ではなく、これまでいっしょに仕事をして
きた仲間を、これからもチームとして取り組むのだとい
う団結力を感じるエピソードだ。
　「導入に成功した会社は、よく従業員に説明したらしいと
聞いたので。メーカーに協力してもらい、ドライバーに安
全・省エネ講習をしながら、実際に運転してもらいました。」
　当初、管理されることに抵抗を覚えていたドライバー
たちだが、実はそう後ろ向きでもなかったのだという。
協力的に講習を受講し、納得を重ねていった。

◆「言葉で説得」ではなく実際の「数字で納得」
　講習会では、２回走行してもらう。１回目に自分の運
転で、２回目は装置プラス横にメーカーの担当者が同乗

商事部保険課
　  沢間  弘之 氏  に聞く

前列の中島社長を中心に、データを見せていただく。
右から沢間氏、荒巻博文営業本部長、LEVO担当者

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　環境機器普及部���調査役���坂上���政則

《大分県杵築市》
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

してデータを取った。
　「弊社のドライバーは勤続年数が長い人が多いのです。
今まで、ギアチェンジをするのに音で判断をしたり、ふか
して回転数を上げるなどしていました。他にも本人は無意
識ですが、それぞれにくせがある運転をしていたのです。」
　ドライバーたちの納得を得て、EMS機器を導入。導
入後も講習会は実施し続けている。ドライバーたちはデ
ータを見て納得。数値という目に見えるものだと納得が
早い。それが燃費改善に即つながったという。
　「平成18年は杵築営業所で７％も燃費が改善されまし
た。正直期待していなかったので、予想以上の数字。結
果が出せてよかったです。」

◆意識、緊張感の持続が今後のカギ
　「現在は、1,900回転でブザーが鳴るように設定してい
ます。理想は1,200回転らしいですが、弊社では、常時
1,200回転を維持するのはむずかしいですね。導入から
３年目。ドライバーも慣れてきた部分があるので、モチ
ベーションの維持が今後の課題になります。」
　“慣れ”は良い局面も。EMS機器が付いているから、で
はなく無意識のうちに安全運転をしているのだそうだ。

当初、どう反応がでるのか意識過剰になっていた部分も
あったが、今では自然に取り組みが浸透している。
　「急制動、急ハンドルは、各ドライバーと管理者がデー
タを見て毎日反省しています。急制動、急ハンドルをいか
にゼロに近づけるかも課題ですね。今後、引き続き指導し
て、どのくらい時間がかかるか、永遠のテーマです。」
　出た結果だけを論じるのでは限界がある。同社では、数
字のみでの判断はしていないそうだ。走行場所や、積荷条
件によって考慮しなければ、意味はない。ただ、データで
ドライバーの優劣はつけないが、優秀なドライバーへは評
価をしてあげたいと中島社長。ドライバーのモチベーショ
ン維持という課題は、こうした配慮も一つの解決法だろう。
　ドライバーのモチベーションが維持されれば、「事故を
ゼロにする。」というもうひとつの目標にも繋がっていく。
　「データを取っているわけではないのですが、事故は
連鎖すると思うのです。」
　なぜかわからないが、１件事故が起きると連鎖して起
きるという話は、あちらこちらで聞くことがある。
　「事故を起こすなと言って、意識させすぎるのもダメ、
言わないのもダメ。むずかしいですね。こちらも永遠の
テーマです。」

♠大分県の特産物
　大分県といって何をイメージするだろうか。関サバ・関アジとい
った海の幸、ハウスみかんや豊後牛、さらには別府や湯布院などの
温泉と、数え上げればきりがないほど。豊の国の名の通り、ここは
豊かな地域なのだ。
　中でも特におすすめなのが『大分かぼす』。取材先の豊後通運株式
会社も運送に一役買っているという。
　生産量は全国の99％。つまり、ほとんどのかぼすは大分で作られ
ているのだ。
　焼き魚や天ぷらにかけたり、みそ汁に入れたりと、地元の人は�“何
にでもかぼす”�なのだとか。搾るときには、横半分に切って、切り口
を上向きにして搾ります。外皮に含まれている香りもいっしょに味
わうところがポイントです。

毎日のデータはPCで管理管理されているという意識ではなく、安全走行のためのデータ
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★ユーザー訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

株式会社誠輪物流

21世紀の物流は環境問題を避け
ては通れないという見解で、独
自の物流を目指している同社の
野坊戸社長に話を伺った。物流
力はもちろん、高い組織力を維
持する秘策とは？CNG車導入後
の取り組みとは？

環境問題に積極的に取り組む
目指すのは人間にも地球にも優しい物流

代表取締役社長

　  野坊戸  邦夫 氏  に聞く

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　調査研究部���調査役���園田��憲治

安全品質管理部  次長
富田  康夫氏

野坊戸社長 統括部長
東條  将樹氏

業務一課  課長
作間  勇樹氏

　同社のCNG車導入は平成13年６月から始まる。
　「弊社はホンダの部品を運ぶのが主な仕事です。です
が導入当初、CNG車は日産車のみ。クライアントが環
境への取り組みに積極的だったため、理解していただき、
導入に至りました。」
　スタートするまでには相当の苦労があったと野坊戸社
長は語ってくれた。その苦労が実を結んだことは言うま
でもない。納車式がクライアントの工場内で行われ、日

本経済新聞にもその記事が掲載された。これはクライア
ントの大きな信頼を得たということだけではなく、同社
の環境への取り組みを、広く世間に発信したことになり、
その意義は計り知れない。
　その後、年２台ペースで導入を進め、現在では16台の
CNG車を保有。所有車128台中、半数をCNG車にするの
が目標であるという。埼玉エリアで、CNG車導入の先
駆者となった同社だが、そのきっかけは何だったのだろ
う。
　「環境マネジメントシステムISO14001認証取得が目標だ
ったのと、時代を考慮しました。車体価格が高いので、即
決とはいきませんでしたが、これしかないと思いましたね。」

◆供給スタンドが少ない
　しかし会社PRになるというジレンマ
　「現在は増えてきましたが、導入を検討していた当初
は供給スタンドが少なく、走行距離も限られると悩みま
した。」
　輸送範囲がクライアントの工場、半径50kmだからこ
そ、決断できたと野坊戸社長。結果、ドライバーにも高
評価で、会社のアピールにもなると、一石二鳥の結果が
得られた。
　「特に女性ドライバーに好評です。」

CNG車の燃費、費用比較等を説明する野坊戸社長（右）

《埼玉県鶴ヶ島市》
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

　CNG車は、振動やにおいがなく、女性のドライバー
はディーゼル車に乗りたくないという人もいるほどなの
だとか。もちろん男性ドライバーからも音が静かで良い
などという意見が上がってきているそうだ。
　社長の右腕である東條統括部長、富田次長、作間課長
ら３人も、声を揃えてCNG車のメリットを認め、ドラ
イバーからの支持を話してくれた。
　野坊戸社長は、導入当初を思い出し語ってくれた。
　「ガス欠が怖かったですね。現在は走るルートを限定
しているので、心配はしていません。しかしガス欠にな
ってしまったらレッカーを呼ぶしかないですから、ドラ
イバーへは300kmをめどに充填考えろと、厳しく言って
います。」
　クライアントはもちろん、同業者からの関心も高く、
環境に配慮している会社であるというアピールができて
いることも導入のメリットだ。
　CNG車との付き合いも長くなった今だからこそ考え
る、メーカーへの要望は何だろう。
　「昔に比べると車の性能は良くなったと感じます。今
後は、最低500km走行可能な車両を作ってほしいです
ね。」
　当初はジレンマに悩まされていた野坊戸社長も、導入
台数が増え、ルートなど使い道の幅を広げている。ま
た、クライアントの協力会社でもCNG車導入に踏み切
ったり、埼玉県の取り組みも積極的になるなど、同社の
起こしたムーブメントが着々と広まっているといえるだ
ろう。

◆これからは女性ドライバーの時代
　女性に優しいCNG車
　“女性に優しい車”というのは野坊戸社長が考えた、
CNG車のキャッチコピーだ。
　「女性ドライバーが増えてきました。振動や匂いがな
いし、運送という仕事自体がきれいな仕事になってきま
したからね。」
　パッケージ荷物が多くなった昨今、フォークリフトの
運転ができれば、女性でも十分活躍できる。
　「昔と違って、フォークリフトもパワーハンドルです
し、パッケージ荷物が多いです。合理化・スピードアッ
プが求められているので、荷降ろしに時間をかけません。
つまり女性が進出しやすいということです。」
　働き手の人口を考えた場合、今後は女性ドライバーを
確保した会社が運送を制する時代なのではないだろう
か。
　「子供を産んでほしいし働いてほしい。少子化問題も
あります。そういったことを見据えて、託児所を作る取
り組みを推進中です。」
　女性が働きやすい環境を作りたい、地域のために貢献
したいという考えなのだそうだ。野坊戸社長は、自社の
繁栄のみならず、社会に役立つ活動をすることが、企業
のあるべき姿であると言う。
　「運送会社も環境に対してシビアな考えを持たないと
だめです。地球に対して考えないと。」
　会社の特性を打ち出し、対社会への考えをはっきりさ
せるのが野坊戸社長流。「今後は環境対策で、地域一番
の会社になります。」と抱負を語ってくれた。
　「CNGやEMSの次はタイヤです。」
　アピールをするには細かいデータが必要だと、現在デ
ータを収集中だそうだ。

車体の左右と後ろにCNGの大きなロゴでアピール
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全国の低公害車への燃料供給施設一覧（平成20年9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（明治通り新木場給油所） ●東京都江東区新砂町1-10-25

■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

発寒エコ・ステーション ●北海道札幌市西区発寒14条12丁目2-2

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町2条11-1

石狩エコ・ステーション ●北海道石狩市新港西1丁目765-1

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54

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

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市越戸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

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

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

高崎エコ・ステーション ●群馬県高崎市飯塚町字十二481

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32

足立エコ・ステーション ●東京都足立区堀ノ内1-14-17

赤羽北エコ・ステーション ●東京都北区赤羽北２-２４-１

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

練馬エコ・ステーション ●東京都練馬区谷原1-1-34

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19

保谷エコ・ステーション ●東京都西東京市柳沢2-19-20

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1

葛飾エコ・ステーション ●東京都葛飾区白鳥4-1-16

永代橋エコ・ステーション ●東京都中央区新川1-29-14

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

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

都庁天然ガススタンド（エコ・ステーション） ●東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下）

南麻布エコ・ステーション ●東京都港区南麻布1-8-20

世田谷天然ガススタンド ●東京都世田谷区粕谷1-7-8

品川エコ・ステーション ●東京都品川区東品川1-39-19

平和島エコ・ステーション ●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

東大和エコ・ステーション ●東京都東大和市仲原3-19-1

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

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

国立いずみエコ・ステーション ●東京都国立市泉2-1-15

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

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450

町田エコ・ステーション ●東京都町田市木曽東1-15-12

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

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

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

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-41

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

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10

品川八潮エコ・ステーション ●東京都品川区八潮1-4-1

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

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

都筑エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区東方町1698

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

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

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19-3

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

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

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088-1

厚木エコ・ステーション ●神奈川県厚木市下津古久598

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

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

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

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

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

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4887

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋965-1

厚木ガスエコ・ステーション ●神奈川県厚木市旭町4-15-33

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

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

エコ・ステーション坂戸 ●埼玉県坂戸市千代田5-5-4

日産ディーゼル上尾天然ガススタンド ●埼玉県上尾市向山584-1

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

浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市桜区中島2-6-1

イズミ石油東浦和エコ・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

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

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-44

上松輸送草加吉町エコ・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 ●埼玉県さいたま市岩槻区本町4-3-3

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

川口エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日3-22-17

新座エコ・ステーション ●埼玉県新座市栗原3-11-23

所沢エコ・ステーション ●埼玉県所沢市東新井町1186-1

狭山エコ・ステーション ●埼玉県狭山市広瀬台2-1-3

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

深谷エコ・ステーション ●埼玉県深谷市大字折之口2022-1

川口あずま橋エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日5-4-40

三郷インターエコ・ステーション ●埼玉県三郷市彦倉２-６２

鴻巣エコ・ステーション ●埼玉県鴻巣市上生出塚７７０

燃料供給施設では、「ガス種類：13A、圧縮機能力：250～300㎥/h」が基本になっています。
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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

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147

北名古屋エコ・ステーション ●愛知県北名古屋市鹿田字東村前７９

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

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

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・ステーション清水 ●静岡県静岡市清水区永楽町14-40

エコ・ステーション富士 ●静岡県富士市伝法宇中村3201-1

富士花の木エコ・ステーション ●静岡県富士市今泉字花の木646-1

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・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1

エコ・ステーション掛川 ●静岡県掛川市長谷3-8-25

エコ・ステーション駿東 ●静岡県駿東郡長泉町下土狩３７５-１

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

北　陸

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

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

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市東区鴎島町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

柏崎松美エコ・ステーション ●新潟県柏崎市松美2-5-5

東蔵王エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市東蔵王2-7-89

長岡新産エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市新産2-12-1

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

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

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・ステーション小松 ●石川県小松市園町へ30番地

エコ・ステーション増泉 ●石川県金沢市増泉3-17-25

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

エコ・ステーション新庄東 ●富山県富山市新庄本町2-8-1

近　畿

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

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

森之宮天然ガス充填スタンド ●大阪府大阪市城東区森之宮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2-128-1

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

枚方CNGエコ・ステーション ●大阪府枚方市出屋敷西町1-13-1

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

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38

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

久喜インターエコ・ステーション ●埼玉県久喜市江面１６６３-１

埼玉白岡天然ガススタンド ●埼玉県南埼玉郡白岡町下大崎129-1

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

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 ●千葉県柏市十余二249-60

沼南エコ・ステーション ●千葉県柏市大島田759-2

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

新習志野エコ・ステーション ●千葉県習志野市茜浜3-2-7

浦安エコ・ステーション ●千葉県浦安市千鳥12-5

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

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6-1-18

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653

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

袖ヶ浦エコ・ステーション ●千葉県袖ヶ浦市長浦580-264

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

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

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300

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

取手エコ・ステーション ●茨城県取手市井野32

富士急ハイランドエコ・ステーション ●山梨県南都留郡富士河口湖町船津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

東　海

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

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

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

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

港明エコ・ステーション ●愛知県名古屋市港区港明2-3-5

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

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

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

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96

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

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

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

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17

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

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
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全国の低公害車への燃料供給施設一覧

草津エコ・ステーション ●滋賀県草津市木川町319

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

中国・四国

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

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

海田エコ・ステーション ●広島県安芸郡海田町栄町6-3

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

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

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

尾道エコ・ステーション ●広島県尾道市東尾道18-1

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

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1-10-20

山王エコ・ステーション ●福岡県福岡市博多区東光寺町1-2-27

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46

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

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

東港エコ・ステーション ●福岡県北九州市小倉北区東港1-5-2

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

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5-12-10

筑紫野エコ・ステーション ●福岡県筑紫野市永岡34-6

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

苅田エコ・ステーション ●福岡県京都郡苅田町苅田3787-65

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1032-2

大村エコ・ステーション ●長崎県大村市水主町1-747-52

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

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町22-1

阿久根エコ・ステーション ●鹿児島県阿久根市晴海町6-1

茨木エコ・ステーション ●大阪府茨木市三咲町5-17

北大阪流通業務団地充填所（新北大阪エコ・ステーション） ●大阪府茨木市宮島2-4-8

ニュー門真エコ・ステーション ●大阪府守口市東郷通2-4-8

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19

東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市今米2-9-49

中環東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市稲田三島町3-71

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

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

KAJIエコ・ステーション ●大阪府堺市美原区菩提6

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32

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

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

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市南区若松台3-2-3

岸和田エコ・ステーション ●大阪府岸和田市加守町3-12-13

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

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

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

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1

寝屋川エコ・ステーション ●大阪府寝屋川市大成町１２-２

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１-９

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

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番地

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

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

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

宇治エコ・ステーション ●京都府宇治市槇島町目川１９７４

尼崎東エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市次屋3-3-15

尼崎エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市元浜町1-95

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3

西宮マリ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

西宮インターエコ・ステーション ●兵庫県西宮市今津出在家町10-71

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

神戸京橋インターエコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区新港町12-2

神戸布施畑インターエコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3

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255-1

ＭＫ神戸空港前エコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区港島８-１１-２

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

大津エコ・ステーション ●滋賀県大津市富士見台5-9

※CNGスタンドの詳しい情報については、㈳日本ガス協会のホームページ（http://www.gas.or.jp/ngvj/index.html）
　でご確認ください。

右のQRコードを、QR対応の携帯電話で
読み取ればモバイル天然ガスサイトの
URLが表示されます。
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第10回（最終回）　エコドライブの多様な効果

連載「エコドライブ －燃費向上のための10箇条－」の最終回となる今回は、これまで9回にわたってご紹介したさ
まざまなエコドライブ手法を実践することで、得られる多様な効果について紹介します。

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）では、平成18年度（独）新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業「エコ

ドライブ管理システム（EMS）の導入促進に関する調査研究」

により、すでにEMSを導入・実践している貨物自動車運送事業

者の皆さんにアンケート調査及びヒアリング調査を行い、EMS

の取り組み内容について調べました。

　その中で、燃費改善（燃料費削減）効果についてはもちろん、

EMS導入によるその他の効果についても、様々な具体例が明ら

かになりましたので、代表的な事例を紹介します。

◆燃料費の削減
　EMSの導入によって燃費が改善され、
燃料費を削減することができます。
・�自社の目標燃費改善率7.8％を、全体
の95％の車両で達成した。
・EMS導入３ヶ月後に、対前年比で約５～８％燃費が改善した。
・�トレーラー１運行あたり1.4km／ℓから1.7km／ℓに、年間で
タンクローリー１台分の燃料（約10㎘）が削減できた。

◆安全運転意識の向上／交通事故の削減
　エコドライブは安全運転意識
の向上につながり、さらには交
通事故、特に重大事故の削減に
つながります。
・�燃費向上を意識して走行するためおのずとより緩やかな運転
になり、事故削減には非常に効果があった。
・�顕著に現れた効果として、急ブレーキ抑止のため副次的に車
間距離が保たれるようになった結果、追突事故が減った。
・�EMS導入前は大小合わせて年間30件あった事故が、導入後は
年間４～５件に減少した。
・�以前は事故が多かったが、EMS導入後１年以上無事故を達成
している。

◆交通事故関連費用と保険料の削減
　交通事故件数の削減は、
事故関連費用、さらにはそ
の後の保険料の削減につな
がります。
・�事故件数も減少したが、事故内容も軽微なものになったため、
事故関連費用が大幅に減少した。EMS導入前は年間11件の事
故で430万円の費用がかかっていたが、導入後（10ヶ月）は
事故数が半減、費用は80万円まで削減できた。

・�事故関連費用は前年度の１千万円から今年度は10ヶ月目まで
ゼロ。
・�事故数減少により保険料率が低減でき、保険料が1/4程度に
下がった結果、より充実した保険を全保有車両にかけること
ができた。

◆保守費用・消耗品費の削減
　エコドライブによって丁寧な運
転が自然に身につき、車両の保守
費用の削減や、消耗品の取替えサ
イクルの延長、すなわち消耗品費の削減につながります。
・�タイヤ、オイル、オイルエレメント、エアエレメント、ファ
ンベルト、ブレーキパッド等の費用削減が見込まれる。
・�タイヤの摩耗が明らかに違う。例年12月にスタッドレスに換
え、２月頃には摩耗のためローテーションを行うが、今年は
まだ行っていない。また、例年、ショックアブソーバーのス
プリング折損が発生することがあるが、今年は発生していな
い。車両の使い方が丁寧になったためだろう。

◆社内のコミュニケーションの活性化
　エコドライブを実践していくう
ちに、社内の皆さんの燃費改善や
安全運転の意識が高まり、コミュ
ニケーションの活性化につながり
ます。
・�ドライバーの安全運転への意識
が向上した。どのような運転がよいか、EMS機器からのエコ
ドライブの点数をもとに考えるようになった。
・�社内の関係者の間でのコミュニケーションが活発になり、充
実した業務ができるようになった。

　この連載ではこれまで10回にわたり、日常の運行あるいは点検

の際にできる燃費向上のための様々な手法とその効果について

紹介してきました。今回で連載は終了しますが、エコドライブは

地球温暖化防止に寄与できるだけでなく、運送事業者の皆さん

にとっては、安全確保と燃料費等のコスト削減による経営改善が

図れるという大きなメリットのある手法です。今後もぜひ積極的

に実践してください。ご愛読、ありがとうございました。

※�上記の内容はあくまで調査の範囲で得られた代表的な事例をまとめたもの
で、実際の数値は車種・使用条件・社内事情等それぞれの事業者の実態に
よって異なります。
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秋色の彩り　秋は静かに訪れ、いつの間にか主役の座を
次の季節にゆずっているようですが、秋の彩りの主張は、
しっかりと「天・地」に宣言していますね。地味ですが、
人気のスポットといえる「平林寺」（埼玉県新座市）の秋
をご紹介しましょう。特に、境内の雰囲気と色合いの組
合せ、光の入り加減、紅葉の形など、見所満載です。機
会がありましたら、是非一度お立ち寄り下さい。
次回は、一転、白色系「冬の彩り」でお会いしましょう。

撮影データ
カメラ：EOS3
レンズ：タムロン90mmマクロ／EF70-200mmF2.8
フィルム：E100VS

▲光と影で、境内の雰囲気を。

▲広がる青空、心もゆったり。

▲鐘楼を紅葉のヴェールで。

▲境内の水も、秋ふうにお化粧。

▲夕日を独り占め。


