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ポスト新長期規制時代に突入

◆ポスト新長期規制
　10月１日より、ポスト新長期規制時代に入りま
した。
　日本における排出ガス規制は、1968年（昭和43年）
の「大気汚染防止法」の制定に伴い、保安基準に
ガソリン車の排出ガス基準が制定されたのが最初
です。車両総重量が2.5トン超の大型ディーゼル車
については、新車を対象に昭和58年規制、平成元
年規制、短期規制（平成６年規制）、長期規制（平
成９年規制）、新短期規制（平成15年規制）、新長
期規制（平成17年規制）により、段階的に強化さ
れてきました。
　今回施行された「ポスト新長期規制」は、新車
のトラック・バス・乗用車から排出される窒素酸
化物（NOx）及び粒子状物質（PM）のさらなる
低減を図るため、世界最高水準の厳しい基準を設
定したものとなっています。
　新車のディーゼル車に対しては、新長期規制値
に比べてNOxを40～65％、PMを53～64％と大幅
に低減させ、基本的にガソリン車と同レベルの排
出基準とするものであり、車種により2009年（平
成21年）10月１日もしくは2010年（平成22年）10
月１日から適用されます。

◆CNGトラックはポスト新長期規制適合車
　CNG車は地球温暖化の原因となる二酸化炭素

（CO２）や光化学スモッグなどの原因となる窒素酸
化物（NOx）の排出量が少なく、喘息などの原因
となる黒煙や粒子状物質（PM）がほとんど排出さ
れません。
　現在、乗用車においてはポスト新長期規制に対
応するクリーンディーゼル車が一部販売されてい
ますが、トラックにおいては規制値をクリアして
いるのはCNG車だけです。

◆ポスト新長期規制以降の規制
　ポスト新長期規制の後、2015年重量車燃費基準１）

など世界最高水準の規制に基づく対応が進められ
ていますが、2016年以降にポスト新長期規制より
さらに厳しい「挑戦目標値」２）について検討が進め
られています。
　具体的な規制値や適用年度については、今後中
央環境審議会（中環審）の専門委員会がメーカー
へのヒアリングも行いながら検討を進めることと
なっています。

表　ディーゼルトラック・バスのポスト新長期規制の規制値

１）�「エネルギーの使用の合理化による法律」（通称：改正省エネ法）の改正により、2006年4月1日に施行された重量車（車両
総重量2.5トン超）に対する燃費基準である。2015年度（平成27年度）を基準達成の目標年度とし、トラック、バスメーカ
ーは車両総重量ごとに定められた重量車燃費値の基準達成と、2006年4月以降に販売する新型車について、商品化カタログ
へ燃費値を表示しなければならないこととなった。

２）�中央環境審議会（中環審）大気環境部会が2005年にまとめた「今後の自動車排出ガス低減対応のあり方について」��（第8次
答申）で示されたもので、将来的な技術開発動向などを踏まえて、ポスト新長期規制値よりも一段と厳しい目標値の設定
を示唆している。

PM
〔粒子状物質〕

NOx
〔窒素酸化物〕

NMHC
〔非メタル炭化水素〕

CO
〔一酸化炭素〕 達成時期

規制値（対新長期規制低減率） ← ← ←

軽量車
車両総重量1.7t以下

0.005g/km（▲62％） 0.08g/km（▲43％） 0.024g/km（0％） 0.63g/km（0％） 平成21年

中量車
車両総重量1.7t超3.5t以下

0.007g/km（▲53％） 0.15g/km（▲40％） 0.024g/km（0％） 0.63g/km（0％）
平成22年（1.7t超2.5t以下）
平成21年（2.5t超3.5t以下）

重量車
車両総重量3.5t超

0.01g/kWh（▲63％） 0.7g/kWh（▲65％） 0.17g/kWh（0％） 2.22g/kWh（0％）
平成22年（3.5t超12t以下）
平成21年（12t超）
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エコドライブ管理システム（EMS）導入による
自動車のCO２排出量削減実績

～平成17～19年度のエネルギー使用合理化事業者支援事業実績より～
◆事業の概要
　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は、平成17
年度より、国土交通省のエコドライブ管理システ
ム（EMS（※１））普及事業認定を受けて、（独）新
エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO技術
開発機構）の「エネルギー使用合理化事業者支援
事業」の補助を活用したEMSの普及促進に取り組
んでいます。平成17年度から平成20年度の４ヵ年
において、延べ4,561事業所の79,247台の車両の参
加がありました（図１参照）。
　本事業では、参加した事業所のEMS導入前後の
各１年間の車両の走行燃費を調査しています。こ
の調査結果より、EMS導入による省エネ効果及び
CO２削減効果の概要がまとまりましたので報告い
たします。

◆EMSによる省エネ効果
　図２に年度毎の省エネ率の推移を示します。
EMSを導入することによる省エネ率は、平成17～
19年度は概ね８％で推移しています。

◆EMSによるCO２排出削減効果
　EMSを行っている車両の走行実績と燃費改善率
からCO２排出削減量を試算したところ、車両１台
あたりの年間削減量は、4.24ｔ−CO２でした。
　本事業において削減したと考えられるCO２排出
量は、平成19年度時点で約21.7万トンとなりました

（図３参照）。これは、京都議定書目標達成計画に
おいて平成17年から平成22年までの５年間で運輸
部門が削減の目安としている14～17百万ｔ−CO２に
対して、約1.3～1.5％に相当する削減量となります。

◆EMSによるCO２排出削減のコスト効果
　本事業における車両１台あたりのEMS機器の導
入費用は、平均23.7万円です。また、EMSにより
1,621L／年の軽油の省エネ実績が得られました。
このEMSにかかるコストを燃費改善で得られた燃
料費削減によって回収するとして投資回収年を試
算すると、1.44年となります。

投資回収年＝（車両1台あたりEMS機器等導入費用）
　　　　　÷（軽油換算年間省エネ量×軽油価格）（※2）
　　　　　＝23.7万円÷（1,621L／年×101.17円／L）
　　　　　≒1.44年

　この投資回収効果は、家庭部門において有効な
温暖化対策と考えられている太陽光発電（投資回
収年最小26年）やハイブリッド自動車（投資回収
年８年）或いは高効率給湯器（投資回収年３～4.3
年）などの対策項目と比べて、高い効果であるこ
とがわかります。

（※1）�EMS：自動車の運行において、エコドライブを計画的かつ継続的に実施するとともに、その運行状況について客観的評
価や指導を一体的に行う取組み

（※2）�軽油価格：平成21年1月～6月の全国平均価格101.17円／Lで計算

図３  CO２排出削減量の実績

図２  EMSによる省エネ率の推移

図１  EMS普及事業参加車両台数の推移

省
エ
ネ
率
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物流ソリューション2009総合展

　LEVOでは、EMSの普及事業促進を目的に、昨
年度に引き続き「物流ソリューション2009」に出
展し、エコドライブ普及活動のパネル展示や、今
年度新調致しました普及活動のビデオ放映また、
アンケート調査を実施するなど“LEVO”の活動
内容のPRに努めました。その結果、多くの方々に
LEVOのブースへお立ち寄り頂き、様々なお話を
させて頂く機会を得ることができました。
　今年度は、昨年秋以降の景気後退の運送業界へ
の影響もあり、出展者・来場者ともに昨年度に比
べかなり少ない状況下での開催となりました。し
かしながら、間伐紙素材のブース・LED電球・再
生繊維100％のノベルティグッズ（おしぼり）など

【エコ】をキーワードにブース出展を行ったLEVO
への関心は例年になく高く、また、ブース前にて

行った趣向をこらした数回のプレゼンテーション
も、大盛況のうちに終えることができました。
　ブースに立ち寄って頂いた来場者の方々には、
展示パネルやデジタコのデモ機などを通じて、
LEVOに興味を持って頂くことができ、大変有益
な２日間となりました。
　また、企業PRステージでは、【EMS（エコドラ
イブ管理システム）普及事業の概要と成果】につ
いて発表をさせて頂きました。
　今後も、LEVOの事業内容のPR活動を地道に継
続的に取り組んでいくとともに、アンケート結果
を真摯に受け止め、皆様により一層お役立て頂け
る事業を展開していきたいと考えております。

環境機器普及部

【概要】
　LEVOは平成21年７月14日、15日の両日、東京流通セ
ンター（東京都大田区）で開かれた「物流ソリューショ
ン2009総合展（物流ニッポン新聞社主催）」に出展し、
EMS（エコドライブ管理システム）に係る普及活動を行
うとともに、エコドライブに関する認知度や、当機構が
実施しているEMS機器の普及活動に対するご意見等につ
いて、来場者へのアンケート調査を実施しました。
　昨年からの不況の影響で、出展者・来場者ともに大幅
な減となりましたが、139名の方々にご協力頂き、その職
業構成は、右表のとおりでした。

回答者の
職業構成割合

貨物運送関係事業
24%

自動車・部品メーカー
22%

燃料・電気・ガス事業
3%

その他会社員
25%

官公庁・
自治体
1%

報道関係
3%

その他
22%

エコドライブに関するアンケート調査

間伐紙素材のブースで来場者に説明 プレゼンテーション風景
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【調査結果】
■エコドライブの普及に期待大
　自動車の大気・地球環境問題対策として、
昨年同様「エコドライブの普及」、「低燃費
車の普及」に期待する回答が多数ありまし
た。昨年のアンケートでは、最も期待する
ものとして、“低燃費車の普及”に期待が
寄せられていましたが、新グリーン税制の
導入などにより、今年は、“エコドライブ
の普及”というソフト面が見直されている
ようです。
　その他、共配の推進・水素エネルギーの
活用・積載率の向上等ご意見を頂きました。

■多くの方々がエコドライブを実施中
　エコドライブの実践については、「エコ
ドライブの支援装置を使い実践している」
と「エコドライブ装置は使わず実践してい
る」と答えた方が合わせて全体の約66％、
特に自動車運送関係事業者では、78％と関
心の高さがうかがわれました。
　また、“エコドライブ”自体の認知度は
95％を超えており、“エコドライブを知っ
ているが実施していない層”の、要因の分
析が今後の課題といえるでしょう。

■�最も有効、かつ日常的に実施されている
エコドライブは、「急加速・急発進をし
ない」！

　具体的なエコドライブの方法について聞
いたところ、67％が「急加速・急発進をしな
い（早めのシフトアップ）」を実践し、効
果を実感されているようです。“日常点検”

“タイヤの空気圧確認”“不要なものを積ま
ない”など、細部まで浸透しつつあるのは、
注目すべき点といえるでしょう。その他、
速度変化の少ない運転を心がける（数値化
で指導）やエンジン回転の基準内でのシフ
トアップなどのご意見をいただきました。

その他（記述有り）

バイオ燃料の利用

天然ガスの利用

低公害車等の開発・普及

低燃費車の普及

交通流の円滑化

モーダルシフトの促進

エコドライブの普及

排出ガス規制の強化

燃費基準の強化

自然エネルギー
（太陽光、風力発電等）の利用

最も期待するもの

期待するもの

0.9%

1.7%

3.1%

1.7%

2.5%

15.5% 7.8%

5.2% 16.5%

13.8% 17.4%

8.6% 11.8%

1.7%

5.0%

31.0% 19.3%

8.6% 10.9%

12.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

4.7%

実践していない

装置等は使わず実践している

装置等を使い実践している

その他

運送業界

2.7%

3.0%

40.0%

18.8%

44.0%

34.4%

9.3%

43.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

エコドライブを知らなかったので
実践していない

その他（記述有り）

不要なものを積まない

タイヤの空気圧を適正にする

日常点検・整備をきちんとする

エンジンブレーキを活用する

無駄な空ぶかしをやめる

経済速度で走る

無用なアイドリングをやめる

最も効果がある

日常的に実践している

0.6%

1.8%

6.2%

12.1%

8.5%

9.9%

15.0%

13.8%17.5%

15.8%21.1%

18.1%49.1%

3.5%

3.5%

3.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 70.0%60.0%

急発進・急加速をしない／
マニュアル車は早めにシフトアップする
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■エコドライブの推進には、EMSの性能向上・価格の低減と補助制度、普及のPR活動がカギ

LEVOの事業をご存知ですか？→ 補助・リース事業
に参加している

（28.1％）

補助・リース事業
を知っていたが
参加していない

（31.9％）

補助・リース事業
を知らなかった

（31.1％）

補助・リース事業
に今後参加してみ

たい（8.9％）↓エコドライブ推進には何が必要か？

エコドライブ支援装置等の性能や利便性の向
上と価格の低減（34.3％） 29.9％ 36.5％ 36.6％ 27.8％

エコドライブ支援装置等の購入に対する国な
ど行政による補助制度（32.6％） 38.8％ 37.8％ 22.5％ 38.9％

表彰・認定・資格制度等（8.1％） 13.4％ 6.8％ 2.8％ 11.1％

運転免許取得・更新時におけるエコドライブ
講習会（15.3％） 11.9％ 10.8％ 23.9％ 11.1％

エコドライブに関するPR活動（8.9％） 6.0％ 6.8％ 12.7％ 11.1％

その他（0.8％） 0.0％ 1.4％ 1.4％ 0.0％

　上記のように、EMSの性能向上や価格低減・また行政による補助制度の充実が、現在LEVO事業に参加を
している方の約70％が要望されています。また、当機構の事業を知らなかったという方も全体の約30％を占
めており、継続的なPR活動が今後のエコドライブ推進の一端を担うのではと考えられます。

■リース事業の継続について多大なる支持
　LEVOのEMSリース事業に対し、約96％もの支
持を頂きました。その中でも「申請手続きをもっ
と簡素化してほしい」という要望が約16％、「手続
きの時期を明確にしてほしい」「リース業者で取り
扱いさせてほしい」「時間がかかりすぎている」な

どの他、「車に限らず物流運送事業者の環境対策に
有効な機械装置の補助事業も推進してほしい」な
ど、率直なご意見も多数頂きました。
　継続して、行政当局に申請書類の簡素化・合理
化等について要望していきたいと思っています。

　平成21年度低公害車普及促進等対策補助金に係る通常申請及び実績申請の受付期間が、追加経済対策によ
る環境対応車購入補助制度の発効により、下記の通り延長されました。重複しての申請はできませんが、有
利な補助制度を活用できます。

◆受付期間
（1）低公害車普及促進等対策補助金
　CNG車、ハイブリッド車はこちらの補助金が有利です。

（2）環境対応車購入事業
　低燃費車はこちらの補助金が有利です。

（3）次世代自動車導入加速モデル事業

国土交通省の低公害車に係る補助金の受付期間延長のお知らせ

受付期間 要　　件

通常申請 Ｈ21.4.1～Ｈ21.11.30 Ｈ21.6.12～Ｈ22.3.31までの間に登録されたもの
この期間に登録されない場合は申請の取下げが必要です

実績申請 Ｈ21.6.12～Ｈ22.1.5 Ｈ21.6.12～Ｈ22.1.5までの間に登録されたもの
Ｈ22.1.5までの間に登録された日から30日を経過した日迄

受付期間 要　　件

Ｈ21.6.19～Ｈ22.3.31 Ｈ21.4.10～Ｈ22.3.31までの間に登録されたもの
申請受付期間の変更を行う場合があります

〔注〕申請先は日本自動車販売協会連合会になります。

受付期間 要　　件

通常申請 Ｈ21.4.1～Ｈ22.2.12 Ｈ21.4.1～Ｈ22.3.31までの間に登録されたもの
この期間に登録されない場合は申請の取下げが必要です

実績申請 Ｈ21.6.12～Ｈ22.1.5 Ｈ21.6.12～Ｈ22.1.5までの間に登録されたもの
Ｈ22.1.5までの間に登録された日から30日を経過した日迄

〔注〕申請受付期限はいずれも地方運輸局への申請書必着日です。早めの申請をお願いします。



最新情報です  冊子から外し複写等によりCNG車内にどうぞ

全国天然ガススタンド一覧表
平成21年９月30日現在

――――― トピックス ―――――
① 埼玉県桶川市の『協同観光バス桶川天然ガススタンド』がご利用できるように

なりました。（自家用から一般用向けに）
②町田エコ・ステーションが9月30日で閉鎖しました。（道路拡張工事のため）



＊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。

■CNG供給スタンド

北海道

北海道

大谷地充填所 ●札幌市厚別区大谷地東1丁目 ●011-893-2120

北5条充填所 ●札幌市東区北5条東5丁目 ●011-751-5520

二十四軒エコ・ステーション ●札幌市西区二十四軒2条7丁目4番 ●011-621-2260

発寒エコ・ステーション ●札幌市西区発寒14条12丁目2-2 ●011-661-1297

雁来エコ・ステーション ●札幌市東区本町2条11-1 ●011-781-9645

石狩エコ・ステーション ●石狩市新港西1丁目765-1 ●0133-73-6744

永山エコ・ステーション ●旭川市永山町10-54 ●0166-46-5777

東　北

宮城県

港工場天然ガス充填所 ●仙台市宮城野区港4-13-1 ●022-387-6330

幸町天然ガススタンド ●仙台市宮城野区幸町5-13-1 ●022-256-2111

UEKIエコ・ステーション仙台 ●仙台市宮城野区福田町南1-8 ●022-259-8501

卸町エコ・ステーション ●仙台市若林区卸町4-2 ●022-232-2261

福島県

若松ガス駅前エコ・ステーション ●会津若松市扇町112-1 ●0242-37-7577

関　東

茨城県

取手エコ・ステーション ●取手市井野32 ●0297-74-9180

牛久エコ・ステーション ●牛久市牛久町3300 ●029-872-2222

学園万博通りエコ・ステーション ●つくば市上横場字中台272-8 ●029-838-2364

栃木県

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●宇都宮市越戸1-7-8 ●028-683-1655

佐野ガスエコ・ステーション ●佐野市久保町243 ●0283-22-6262

群馬県

GNクリーンエネルギーステーション前橋 ●前橋市大渡町2-1-35 ●027-251-1000

高崎エコ・ステーション ●高崎市飯塚町字十二481 ●027-362-5541

桐生ガスエコ・ステーション ●桐生市仲町3-6-32 ●0277-44-8141

伊勢崎エコ・ステ1 ●伊勢崎市日乃出町108 ●0270-25-4520

太田エコ・ステーション ●太田市西新町44-5 ●0276-31-3987

埼玉県

指扇駅前エコ・ステーション ●さいたま市西区西遊馬1243 ●048-624-5399

大宮ＴＳエコ・ステーション ●さいたま市西区三橋6-705-1 ●048-623-1811

ミツウロコ大宮エコ・ステーション ●さいたま市見沼区御蔵１２２８ ●048-663-0529

浦和エコ・ステーション ●さいたま市桜区中島2-6-1 ●048-857-0399

イズミ石油東浦和エコ・ステーション ●さいたま市緑区東浦和7-5-4 ●048-874-3802

岩槻エコ・ステーション ●さいたま市岩槻区本町4-3-3 ●048-756-0367

エコ・ステーション川越 ●川越市南台1-5-2 ●049-241-9161

協同バス熊谷天然ガススタンド ●熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1 ●048-526-2633

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●熊谷市大字代1 ●048-524-8645

川口エコ・ステーション ●川口市朝日3-22-17 ●048-223-5178

川口あずま橋エコ・ステーション ●川口市朝日5-4-40 ●048-223-7006

協同観光バス桶川天然ガススタンド ●桶川市加納2534-1 ●048-778-7216

所沢エコ・ステーション ●所沢市東新井町1186-1 ●04-2994-8502

春日部エコ・ステーション ●春日部市緑町4-7-34 ●048-736-7025

狭山エコ・ステーション ●狭山市広瀬台2-1-3 ●04-2900-0880

鴻巣エコ・ステーション ●鴻巣市上生出塚770 ●048-543-8810

深谷エコ・ステーション ●深谷市折之口2022-1 ●048-551-2135

日産ディーゼル上尾天然ガススタンド ●上尾市向山584-1 ●048-780-1517

上松輸送草加吉町エコ・ステーション ●草加市吉町2-1-60 ●048-922-2202

越谷エコ・ステーション ●越谷市瓦曽根1-20-44 ●048-962-1148

新座エコ・ステーション ●新座市栗原3-11-23 ●042-421-1888

久喜インターエコ・ステーション ●久喜市江面1663-1 ●0480-23-1171

八潮レインボーエコ・ステーション ●八潮市八潮8-9-8 ●048-996-2550

三郷インターエコ・ステーション ●三郷市彦倉2-62 ●048-953-6464

エコ・ステーション坂戸 ●坂戸市千代田5-5-4 ●049-284-3036

三芳エコ・ステーション ●入間郡三芳町藤久保字西1081-1 ●049-259-1112

埼玉白岡天然ガススタンド ●南埼玉郡白岡町下大崎129-1 ●0480-91-0067

千葉県

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉市稲毛区長沼町335-9 ●043-258-0460

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉市若葉区桜木6-1-18 ●043-233-6527

千葉幸町エコ・ステーション ●千葉市美浜区幸町1-21-2 ●043-241-3773

市川エコ・ステーション ●市川市市川南2-7-6 ●047-325-4664

市川二俣エコ・ステーション ●市川市二俣717-44 ●047-327-6049

木更津エコ・ステーション ●木更津市畑沢1-2-26 ●0438-36-0891

松戸エコ・ステーション ●松戸市紙敷中内653 ●047-392-4651

茂原エコ・ステーション ●茂原市茂原661 ●0475-25-2017

成田空港エコ・ステーション ●成田市三里塚御料牧場1-2 ●0476-32-5415

東習志野エコ・ステーション ●習志野市東習志野6-18 ●047-471-4192

新習志野エコ・ステーション ●習志野市茜浜3-2-7 ●047-453-0008

柏第一エコ・ステーション ●柏市十余二249-60 ●04-7146-1001

沼南エコ・ステーション ●柏市大島田759-2 ●04-7191-2700

市原市役所前エコ・ステーション ●市原市惣社2-1-12 ●0436-22-5490

浦安エコ・ステーション ●浦安市千鳥12-5 ●047-305-0006

袖ヶ浦エコ・ステーション ●袖ヶ浦市長浦580-264 ●0438-63-3921

東京都

永代橋エコ・ステーション ●中央区新川1-29-14 ●03-3551-4476

南麻布エコ・ステーション ●港区南麻布1-8-20 ●03-3454-0057

都庁天然ガススタンド ●新宿区西新宿2-5（高架道路下） ●03-5339-0456

墨田エコ・ステーション ●墨田区東墨田3-4-41 ●03-3610-4161

枝川エコ・ステーション ●江東区枝川3-8-12 ●03-3647-1611

南砂エコ・ステーション ●江東区南砂1-23-15 ●03-3645-2094

品川エコ・ステーション ●品川区東品川1-39-19 ●03-3471-0531

品川八潮エコ・ステーション ●品川区八潮1-4-1 ●03-3790-2121

平和島エコ・ステーション ●大田区平和島5-2-1 ●03-3765-5366

京浜島エコ・ステーション ●大田区京浜島3-7-1 ●03-3790-5441

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●大田区平和島2-1-1 ●03-3762-5117

世田谷天然ガススタンド ●世田谷区粕谷1-7-8 ●03-3329-1127

京王エコ・ステーション永福町 ●杉並区永福2-60-19 ●03-5301-0799

赤羽北エコ・ステーション ●北区赤羽北2-24-1 ●03-3907-1535

千住天然ガススタンド ●荒川区南千住3-28-1 ●03-3806-9771

板橋エコ・ステーション ●板橋区新河岸2-1-18 ●03-3930-6151

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●板橋区高島平6-1-1 ●03-3938-7120

練馬エコ・ステーション ●練馬区谷原1-1-34 ●03-5372-1640

足立エコ・ステーション ●足立区堀ノ内1-14-17 ●03-3899-5528

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●足立区入谷6-1-1 ●03-5839-8680

東京竹の塚エコ・ステーション ●足立区西保木間3-9-1 ●03-3860-8171

葛飾エコ・ステーション ●葛飾区白鳥4-1-16 ●03-3602-2111

江戸川エコ・ステーション ●江戸川区谷河内2-10-13 ●03-3670-3311

葛西トラックターミナルエコ・ステーション ●江戸川区臨海町4-3-1 ●03-3878-4804

アロッズ八王子エコ・ステーション ●八王子市左入町684-1 ●042-691-1101

青梅ガスエコ・ステーション ●青梅市末広町2-10 ●0428-31-8111

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●府中市晴見町2-33-7 ●042-334-9015

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 ●昭島市福島町1000 ●042-546-1111

R246横浜インターエコ・ステーション ●町田市鶴間1772-1 ●042-799-6751

町田図師エコ・ステーション ●町田市図師町１８１-４ ●042-798-5233

日野自動車エコ・ステーション ●日野市日野台3-1-1 ●042-586-5776

国立いずみエコ・ステーション ●国立市泉2-1-15 ●042-573-2522

東大和エコ・ステーション ●東大和市仲原3-19-1 ●042-562-9966

多摩エコ・ステーション ●多摩市貝取1450 ●042-375-7700

保谷エコ・ステーション ●西東京市柳沢2-19-20 ●042-461-6480

神奈川県

環状2号線新横浜エコ・ステーション ●横浜市鶴見区駒岡2-5-25 ●045-581-0928

鶴見天然ガススタンド ●横浜市鶴見区末広町1-7-7 ●045-506-6906

横浜浅間町天然ガススタンド（物流拠点型） ●横浜市西区浅間町4-340-1 ●045-323-5834

根岸天然ガススタンド ●横浜市磯子区新磯子町34 ●045-753-1167

金沢エコ・ステーション ●横浜市金沢区幸浦2-6-6 ●045-701-9199

都筑エコ・ステーション ●横浜市都筑区東方町1698 ●045-942-1131

横浜佐江戸エコ・ステーション ●横浜市都筑区佐江戸町25 ●045-937-0135



ミツウロコ横浜エコ・ステーション ●横浜市都筑区川向町689 ●045-472-0211

川崎塩浜エコ・ステーション ●川崎市川崎区塩浜2-2-1 ●044-287-4881

平成町エコ・ステーション ●横須賀市平成町2-10-2 ●046-821-1871

エコ久里浜サービス・ステーション ●横須賀市内川新田1088-1 ●046-835-0825

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●平塚市田村1-5-6 ●0463-55-0741

藤沢エコ・ステーション ●藤沢市片瀬92 ●0466-50-6805

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●藤沢市土棚8 ●0466-45-2554

小田原エコ・ステーション ●小田原市南鴨宮2-39-14 ●0465-49-7873

新相模原エコ・ステーション ●相模原市大山町4-12 ●042-771-2278

秦野エコ・ステーション ●秦野市曽屋965-1 ●0463-84-6580

厚木エコ・ステーション ●厚木市下津古久598 ●046-228-7550

厚木ガスエコ・ステーション ●厚木市旭町4-15-33 ●046-228-3211

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 ●海老名市大谷南5-1-2（東名海老名SA内） ●046-231-1019

寒川・田端エコ・ステーション ●高座郡寒川町田端878-1 ●0467-75-7006

山梨県

甲府エコ・ステーション ●甲府市飯田3-2-34 ●055-235-7377

富士急ハイランドエコ・ステーション ●南都留郡富士河口湖町船津6663 ●0555-22-7976

長野県

サンリン長野エコ・ステーション ●長野市鶴賀緑町1024-3 ●026-225-1120

松本ガスエコ・ステーション ●松本市渚2-7-9 ●0263-25-6060

北　陸

新潟県

赤道エコ・ステーション ●新潟市東区鴎島町6 ●025-271-8232

新潟白根エコ・ステーション ●新潟市南区七軒字前211-1 ●025-373-3195

小新エコ・ステーション ●新潟市西区小新大通2-5-8 ●025-231-3454

東蔵王エコ・ステーション ●長岡市東蔵王2-7-89 ●0258-24-0023

長岡新産エコ・ステーション ●長岡市新産2-12-1 ●0258-46-9381

柏崎松美エコ・ステーション ●柏崎市松美2-5-5 ●0257-21-8611

新発田ガスエコ・ステーション ●新発田市豊町1-4-23 ●0254-22-4181

木田エコ・ステーション ●上越市新光町2-2-15 ●025-524-3431

上越北エコ・ステーション ●上越市松村新田3-5 ●025-545-6739

聖籠エコ・ステーション ●北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 ●025-256-3332

富山県

エコ・ステーション富山黒瀬 ●富山市黒瀬北町2-4-8 ●076-493-7787

エコ・ステーション新庄東 ●富山市新庄本町2-8-1 ●076-451-4485

石川県

エコ・ステーション長田 ●金沢市駅西本町1-1-1 ●076-221-1017

エコ・ステーション鳴和 ●金沢市神宮寺3-1-13 ●076-251-9027

エコ・ステーション増泉 ●金沢市増泉3-17-25 ●076-241-0144

エコ・ステーション小松 ●小松市園町へ30番地 ●0761-24-0525

福井県

福万エコ・ステーション ●福井市二の宮4-17-11 ●0776-26-3700

敦賀エコ・ステーション ●敦賀市津内町1-14-2 ●0770-22-0840

東　海

静岡県

エコ・ステーション静岡 ●静岡市駿河区池田50-5 ●054-283-2116

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡市葵区加藤島12-7 ●054-261-4347

エコ・ステーション清水 ●静岡市清水区永楽町14 ●054-361-1151

浜松上西エコ・ステーション ●浜松市東区上西町68-6 ●053-461-0689

エコ・ステーション沼津 ●沼津市西椎路167-1 ●055-969-3535

エコ・ステーション富士 ●富士市伝法宇中村3201-1 ●0545-57-7550

富士花の木エコ・ステーション ●富士市今泉字花の木646-1 ●0545-52-9389

エコ・ステーション掛川 ●掛川市長谷3-8-25 ●0537-24-3796

エコ・ステーション駿東 ●駿東郡長泉町下土狩375-1 ●055-988-0025

岐阜県

エコ・ステーション岐阜 ●岐阜市加納坂井町2 ●058-272-8028

エコ・ステーション羽島 ●羽島郡笠松町田代若宮1105 ●058-388-8345

愛知県

エコ・ステーション徳川 ●名古屋市東区出来町1-11-4 ●052-953-3900

名西エコ・ステーション ●名古屋市西区中小田井2-427 ●052-502-3388

丸の内エコ・ステーション ●名古屋市中区丸の内2-1-5 ●052-231-7725

桜田エコ・ステーション ●名古屋市熱田区桜田町19-18 ●052-872-9378

エコ・ステーション八田 ●名古屋市中川区万町2412 ●052-351-5229

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●名古屋市中川区広川町5-1 ●052-361-1271

港明エコ・ステーション ●名古屋市港区港明2-3-5 ●052-661-9096

エコ・ステーション北頭 ●名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15 ●052-612-5308

R1鳴海エコ・ステーション ●名古屋市緑区境松1-510 ●052-621-0082

エコ・ステーションベニックス ●名古屋市名東区姫若町24 ●052-705-4401

豊橋花田エコ・ステーション ●豊橋市花田町荒木41-1 ●0532-31-5046

岡崎エコ・ステーション ●岡崎市錦町4-17 ●0564-21-7013

一宮エコ・ステーション ●一宮市大字浅野字正木山1 ●0586-76-1030

瀬戸エコ・ステーション ●瀬戸市南山口町86 ●0561-87-0020

エコ・ステーション春日井 ●春日井市鳥居松町4-147 ●0568-83-3167

刈谷エコ・ステーション ●刈谷市中手町3-712 ●0566-23-1001

メグリア元町エコ・ステーション ●豊田市深田町1-103 ●0565-27-0789

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●豊田市永覚町上長根6-256 ●0565-28-5446

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●豊田市西田町外林3 ●0565-28-5448

豊栄エコ・ステーション ●豊田市鴛鴨町中原268-3 ●0565-27-2107

安城エコ・ステーション ●安城市東栄町横根畑59-96 ●0566-97-8333

西尾エコ・ステーション ●西尾市法光寺町流6-12 ●0563-57-8985

セントレアエコ・ステーション ●常滑市セントレア1-1 ●0569-38-8181

名犬小牧エコ・ステーション ●小牧市多気中町430-1 ●0568-75-0415

小牧インター北エコ・ステーション ●小牧市大字横内字西横内33-6 ●0568-74-0312

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●稲沢市福島町字大福寺85-1 ●0587-36-7408

武一東海エコ・ステーション ●東海市加木屋町石田1-2 ●0562-33-2111

新舞子エコ・ステーション ●知多市新舞子字大口204-2 ●0569-42-2191

日進エコ・ステーション ●日進市梅森町西田面101-1 ●052-800-1221

北名古屋エコ・ステーション ●北名古屋市鹿田字東村前７９ ●0568-26-6777

三重県

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●鈴鹿市算所2-2-11 ●0593-78-1775

四日市東インターエコ・ステーション ●四日市市大字羽津字糠塚山4379-1 ●0593-66-2011

近　畿

滋賀県

大津エコ・ステーション ●大津市富士見台5-9 ●077-537-0647

草津エコ・ステーション ●草津市木川町319 ●077-562-1852

京都府

大水下京エコ・ステーション ●京都市下京区朱雀分木町42 ●075-323-9631

上鳥羽エコ・ステーション ●京都市南区上鳥羽北花名町14 ●075-672-5901

ヤサカ・171久世エコ・ステーション ●京都市南区久世中久世町3-76-1 ●075-922-7419

US国道伏見エコ・ステーション ●京都市伏見区下鳥羽南柳長町72番地 ●075-605-7477

京都東エコ・ステーション ●京都市山科区西野山階町30-6 ●075-593-8255

福知山西エコ・ステーション ●福知山市字奥野部6-8 ●0773-22-5659

宇治エコ・ステーション ●宇治市槇島町目川1974 ●0774-22-1327

ルート１京都八幡エコ・ステーション ●八幡市下奈良新下１-１ ●075-982-6511

大阪府

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション ●大阪市此花区島屋2-128-1 ●06-6466-6289

南堀江エコ・ステーション ●大阪市西区南堀江4-24-2 ●06-6531-5770

弁天町エコ・ステーション ●大阪市港区弁天2-12-2 ●06-6571-2256

船町エコ・ステーション ●大阪市大正区船町1-1-66 ●06-6555-3089

芦原橋エコ・ステーション ●大阪市浪速区塩草3-12-3 ●06-6561-3551

西淀川エコ・ステーション ●大阪市西淀川区大野2-2-21 ●06-6473-2889

アロッズ東淀川エコ・ステーション ●大阪市東淀川区豊新2-14-3 ●06-6327-7747

巽エコ・ステーション ●大阪市生野区巽東2-8-36 ●06-6753-6886

森之宮天然ガス充填スタンド ●大阪市城東区森之宮1-6-102 ●06-6963-1293

南津守天然ガススタンド ●大阪市西成区南津守5-5-48 ●06-6656-2021

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪市鶴見区鶴見4-3-28 ●06-6934-9433

大阪府トラック協会南港エコ・ステーション ●大阪市住之江区南港東4-10-131 ●06-6569-7121

住之江エコ・ステーション ●大阪市住之江区泉2-2-6 ●06-6684-6065

長柄エコ・ステーション ●大阪市北区長柄東2-11-16 ●06-6352-5788

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪市北区中津5-7-12 ●06-6458-0005

堺南出島エコ・ステーション ●堺市堺区出島海岸通4-4-24 ●072-247-2464

ＡＰ泉北エコ・ステーション ●堺市南区若松台3-2-3 ●072-295-0015

※「物流拠点型ガススタンド」とは、供給契約を行っているもののみを対象とする自家用スタンドです。



KAJIエコ・ステーション ●堺市美原区菩提6 ●072-361-1861

岸和田エコ・ステーション ●岸和田市加守町3-12-13 ●072-422-3629

宇佐美豊中エコ・ステーション ●豊中市箕輪2-3-1 ●06-6842-0005

池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション ●池田市豊島北1-126-1 ●072-763-3268

泉大津天然ガススタンド ●泉大津市新港町1-32 ●072-522-2027

高槻天然ガススタンド ●高槻市西冠3-38 ●072-675-8089

ニュー門真エコ・ステーション ●守口市東郷通2-4-8 ●06-6998-1770

枚方CNGエコ・ステーション ●枚方市出屋敷西町1-13-1 ●072-849-1052

茨木エコ・ステーション ●茨木市三咲町5-17 ●072-624-4810

北大阪流通業務団地充填所（新北大阪エコ・ステーション） ●茨木市宮島2-4-8 ●072-634-1220

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●茨木市宮島2-5-1 ●072-633-8120

八尾エコ・ステーション ●八尾市服部川1-65 ●072-941-6308

りんくうタウンエコ・ステーション ●泉佐野市りんくう往来北１-９ ●072-458-7770

寝屋川エコ・ステーション ●寝屋川市大成町１２-２ ●072-821-4006

外環藤井寺エコ・ステーション ●藤井寺市大井1-1-10 ●072-953-3566

中環東大阪エコ・ステーション ●東大阪市稲田三島町3-71 ●06-5744-3311

中環長田エコ・ステーション ●東大阪市七軒家1-19 ●06-6746-6250

兵庫県

石屋川エコ・ステーション ●神戸市東灘区御影塚町4-3-20 ●078-821-9760

敏馬エコ・ステーション ●神戸市灘区岩屋南町4-50 ●078-861-3973

神戸布施畑インターエコ・ステーション ●神戸市須磨区弥栄台4-7 ●078-793-7795

ＭＫ神戸空港前エコ・ステーション ●神戸市中央区港島8-11-2 ●078-303-6125

神戸京橋インターエコ・ステーション ●神戸市中央区新港町12-2 ●078-392-0386

姫路・城の東エコ・ステーション ●姫路市城東町清水8 ●0792-81-3421

姫路東インターエコ・ステーション ●姫路市東山255-1 ●0792-46-5252

尼崎東エコ・ステーション ●尼崎市次屋3-3-15 ●06-6498-3361

尼崎エコ・ステーション ●尼崎市元浜町1-95 ●06-6419-1839

Good尼崎南エコ・ステーション ●尼崎市大高洲町3 ●06-6409-1567

西明石エコ・ステーション ●明石市小久保1-6-3 ●078-928-6688

西宮マリナパークシティエコ・ステーション ●西宮市西宮浜3-6-2 ●0798-32-3866

西宮インターエコ・ステーション ●西宮市今津出在家町10-71 ●0798-23-9033

東加古川エコ・ステーション ●加古川市平岡町新在家116-2 ●079-421-3883

奈良県

奈良平城エコ・ステーション ●奈良市左京6-2-1 ●0742-71-8775

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●大和郡山市下三橋167-1 ●0743-55-2003

和歌山県

和歌山エコ・ステーション ●和歌山市小野町3-46-1 ●073-428-7774

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山市黒田261-2 ●073-473-7925

中　国

鳥取県

鳥取エコ・ステーション ●鳥取市幸町143-4 ●0857-22-6825

五反田エコ・ステーション ●鳥取市五反田町1 ●0857-32-2700

島根県

松江南エコ・ステーション ●松江市古志原3-17-8 ●0852-21-7977

岡山県

築港エコ・ステーション ●岡山市築港栄町7-27 ●086-262-8885

エコ・ステーション岡山中央 ●岡山市天瀬３-９ ●086-225-0351

広島県

江波エコ・ステーション ●広島市中区江波西1-24-59 ●082-232-6455

西白島エコ・ステーション ●広島市中区西白島町22-15 ●082-228-5029

出島エコ・ステーション ●広島市南区出島1-32-44 ●082-254-1015

商工センターエコ・ステーション ●広島市西区商工センター7-4-1 ●082-277-1266

福島町エコ・ステーション ●広島市西区福島町2-34-1 ●082-231-6579

広エコ・ステーション ●呉市広多賀谷2-8-4 ●0823-72-2222

呉中央エコ・ステーション ●呉市築地町2-8 ●0823-21-4284

尾道エコ・ステーション ●尾道市東尾道18-1 ●0848-46-4301

海田エコ・ステーション ●安芸郡海田町栄町6-3 ●082-821-0533

四　国

香川県

高松朝日町エコ・ステーション ●高松市朝日町2-2-2 ●087-821-0023

丸亀エコ・ステーション ●丸亀市今津町508 ●0877-25-2200

坂出エコ・ステーション ●坂出市昭和町1-2-31 ●0877-46-5139

愛媛県

松山エコ・ステーション ●松山市空港通5-11-4 ●089-972-2511

今治エコ・ステーション ●今治市共栄町5-2-1 ●0898-33-7225

九　州

福岡県

東浜エコ・ステーション ●福岡市東区東浜1-10-20 ●092-643-7111

松島エコ・ステーション ●福岡市東区松島6-3-1 ●092-622-1214

山王エコ・ステーション ●福岡市博多区東光寺町1-2-27 ●092-411-2510

天神エコ・ステーション ●福岡市中央区那の津2-46 ●092-771-7568

西福岡エコ・ステーション ●福岡市西区拾六町1-24-34 ●092-891-0126

東港エコ・ステーション ●北九州市小倉北区東港1-5-2 ●093-581-5160

幸神エコ・ステーション ●北九州市八幡西区幸神1-11-2 ●093-622-1903

久留米市合川エコ・ステーション ●久留米市合川町1488-8 ●0942-30-0303

筑紫野エコ・ステーション ●筑紫野市永岡34-6 ●092-923-3111

太宰府エコ・ステーション ●大野城市御笠川5-12-20 ●092-583-3666

苅田エコ・ステーション ●京都郡苅田町苅田3787-65 ●093-435-2611

佐賀県

唐津エコ・ステーション ●唐津市神田2329 ●0955-72-3121

鳥栖エコ・ステーション ●鳥栖市藤木町2073-2 ●0942-83-1718

伊万里エコ・ステーション ●伊万里市二里町大里甲2250 ●0955-23-4192

長崎県

長崎エコ・ステーション ●長崎市尾上町17-1 ●095-829-2881

大村エコ・ステーション ●大村市水主町1-747-52 ●0957-53-3320

熊本県

本荘エコ・ステーション ●熊本市本荘5-14-18 ●096-372-4678

大分県

大分エコ・ステーション ●大分市大字三佐1032-2 ●097-521-6128

鹿児島県

谷山エコ・ステーション ●鹿児島市南栄3-25 ●099-260-2326

新栄エコ・ステーション ●鹿児島市新栄町22-1 ●099-206-6801

阿久根エコ・ステーション ●阿久根市晴海町6-1 ●0996-64-6556

※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）
　の天然ガススタンド検索でご確認ください。

※メタノール供給スタンドは、廃止されました。

※一般の天然ガス供給スダンド数は、289カ所です。

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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連載　LEVOの国際協力活動

第３回  AMF  アネックス15の概要
　今回より、LEVOが政府指定機関として参加している国際エネルギー機関（IEA）の「自動車用先進燃料研究開発実
施協定（AMF）」の共同研究成果を順次紹介していきます。
　AMFの活動では、それぞれの共同研究テーマをアネックスと呼び、順に番号を付与しています。研究中のアネック
ス含め現在までその数は39に達します。AMFは1984年にスタートしましたので25年の歴史があり、今となっては古
いテーマの研究もありますので、昨今の代替燃料、低公害車の動向に関連のあるアネックスを順不同で紹介します。
なお、アネックスの成果報告書は専門的な技術事項を多く含み、数百ページに及ぶこともあるので、必要な事項を中
心に概要を説明したいと思います。
　今回は、LEVOも参加し、共同研究に協力したアネックス15「自動車用代替燃料の導入障壁｣ を紹介します。

◆アネックス15の概要◆
参 加 国： 日本（LEVO）、フィンランド、オランダ、

スウェーデン、米国
研究期間：1998～1999（２年間）
運営機関：Innas（オランダ）
目　　的：
　新しい燃料の導入には多くの市場障壁がある。
それらは、燃料の生産、輸送および販売・供給か
ら自動車の利用まで広範囲に存在する。また、技
術的課題、法律上の障害あるいは社会的認知度の
低さなども含んでいる。さらに障壁の内容と解決
策は、燃料の種類、それぞれの国の状況等により
千差万別である。
　この研究の目的は、いろいろな国における自動車
用代替燃料導入に関するさまざまな燃料の市場障
壁の概要をまとめ、今後、代替燃料を導入しようと
考える方に有用な情報源を提供することである。

◆アネックス15の結論◆
　この報告書では、各国で推進している代替燃料
の導入障壁事例及び解決案が示され、また障壁の
相対的な重要性の記述も行われている。結論とし
て以下の点が指摘されている。
○ すべての代替燃料にとって、ライフサイクルで

の経済性が最も重要な事項である。ガソリンや
軽油より１km走行当たりの価格が高い代替燃
料で成功した例はない。この障壁を解決するた
めには、従来から使われている石油燃料等の価
格に外部環境コストを加えることにより代替
燃料のコストを相対的に低くするか、あるいは
法律により代替燃料の使用を不可避のものに
するなどの措置が必要である。

○ 最もよく知られた障壁だけに焦点を当てるこ
とがないよう注意すべきである。たとえ重要な
障壁が解決されたとしても、燃料の導入では小
さな障害が、特定の状況では致命的になること

がある。一例として、あるバス会社がLPGバス
の導入を試みた時に、安全基準のためLPGをそ
の会社まで輸送できず、LPG給油装置の設置が
不可能となった。

○ 障壁は、一般に絶対的なものではなくすべてを
取り除く必要があるという訳ではない。たとえ
ば、オランダの例では、LPGの価格が安く燃料
経済性が良いために、LPGタンク装着による貨
物スペースのロスがあっても、LPG自動車の購
入をやめようと考える人は10％にすぎない。

　解決策として以下の点が指摘された。
　市場への代替燃料の導入を促進するために、基
礎的な研究開発から商業化まで、すべての段階で
以下のような支援が必要である。
○技術課題を解決するための研究開発
○ 代替燃料とその利点を社会に知らしめる実証と

宣伝、及び技術の信頼性を高めることによる「情
報の障害」の克服

○ 代替燃料の環境面の利点を考慮した、燃料税、
自動車税及び価格政策による経済性の障壁の
克服

○代替燃料自動車に有利に働く自動車利用の制限
○ 代替燃料自動車の理解を妨げている不適切な法

律の改正と代替燃料自動車の製造と使用を強
制する法律の利用

○ 「鶏と卵」の障壁を克服するための資金面の動
機付けによる大量購入の促進および市場の立ち
上げ

　詳細はLEVOホームページに掲載しております
のでご興味のある方は参照ください。

【参考】
アネックス15報告書（翻訳） 
URL   http://www.levo.or.jp/research/rsc00_lib00.html
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★お客さま訪問（電動フォークリフト導入）  INTERVIEW  ★

今回初めてLEVOリースにより、電動フォークリフトの導入を行った事業者を訪
問した。これは、運送事業者等が使用しているエンジン式フォークリフトを電動
式へ代替する際、価格の1/3を補助金で充当し、実質2/3の料金でリースを行うも
の。平成20年度からの事業で、全国で約100台の実績がある。

有限会社プレテック運輸

代表取締役
　  福田  武夫 氏
ドライバー
　  齋藤  光夫 氏  に聞く
聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　環境機器普及部���EMS推進グループ���野間���陽子

有限会社プレテック運輸有限会社プレテック運輸有限会社プレテック運輸

経費を削減し、地球環境にも配慮したい

《栃木県日光市》

左：福田代表取締役
右：齋藤氏　　　　

　栃木県日光市で、30年の歴史を持つ、有限会社
プレテック運輸で話を伺った。
　「電動フォークリフトは全然違います。」と代表
取締役の福田社長。
　「静かで、排気ガスが出ないのがいいですね。」
とドライバーの齋藤氏が言葉をつなぐ。
　「屋根のあるところで作業しているので、排気ガ
スはない方がいいですし、匂いも気になりません。」
　排気ガスが、運転者や周囲で作業している人の
健康や、製品に影響を及ぼすことは、十分に配慮
しなければならない。日々、フォークリフトを使
わなければならないドライバーにとっては、重大
な問題だ。齋藤氏が目を輝かせて語ってくれたの
は、心から実感しているからなのだろう。
　「寒くてもすぐに動くのが良いですね。エンジン
を温めなくてもOKなのです。」
　他にも、ハンドルが軽い、振動が少ないなど、
齋藤氏は次々に作業性向上の利点を挙げてくれた。

◆人身事故ゼロ  安全が第一
　欠点を問うと、齋藤氏は「レバーの上げ下げの
加減が難しいですね。一番心配なのは、バッテリ
ー切れ。バッテリーがなくなると、どうにもなら
ないですね。」

　対応策として、１日の仕事が終了したら必ず充
電することを自ら課しているそうだ。フォークリ
フトは一定の範囲で使用されることが多いので、
バッテリー切れなど万が一の場合でも、即、対応
策をとることができる。大きな過失にはつながり
にくいだろう。しかし、充電のタイミング・方法
でバッテリー自体の寿命にも関係してくるため、
利用者同一のルールに則るのも良いのではないだ
ろうか。
　また、音が静かなので、周囲の人への配慮がド
ライバーに必要になるそうだ。騒音軽減は大歓迎

以前は、隣室の製造部門から騒音に対する苦情があったが、現在は皆無
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　お客さま訪問
￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤　INTERVIEW

だが、周囲に存在を知らしめることも安全上重要
で、「フォークリフトの作業も荷走に関しても、事
故の可能性はゼロではありません。弊社では、事
故のないよう、月に一度、全社員参加のミーティ
ングを開催しています。」と福田社長。安全には細
心の注意を払っているそうだ。フォークリフトに
関しても、トラック運送に関しても、これまで人
身事故はない。

◆地球に優しく  ドライバーへも優しく
　同社では、４t車９台、３t車４台、２t車３台所有。
大手電気機器メーカーの茨城、埼玉の工場と、日
光市の工場を行き来している。製品を納品したら、
部品を積み戻ってくるというのがルーチンワーク。
クライアントが以前から電動フォークリフトを使
用していたので、早いタイミングで替えたいと考
えていたそうだ。
　「クライアントから要望はなかったのですが、自
主的に替えました。」と福田社長。この周辺では、
まだまだエンジン系のフォークリフトが多く、他
社からは疑問視されることもあったそうだ。
　「もちろん企業なので利益の確保は重要ですし、
弊社に余裕があるわけでもありません。しかし、
地球に優しいということも大切なのではないでし
ょうか。」
　電動フォークリフト導入のきっかけは経費削減
だったが、環境への配慮があった。
　現在、所有しているフォークリフト２台はすべ
て電動。仕事量の変化もあるので一概には言えな
いが、１台に付き３万円強かかっていた燃料費が、
今や4,000～5,000円程度に削減されたという。
　また、さまざまな操作タイプのある中、どのド
ライバーも作業しやすいよう、腰かけタイプを選
んだ。

　取引先もドライバーの安全確保のため、遠距離
走行のない現クライアントに。
　「遠いと、ドライバーも疲れますし、人繰りも効
率が悪いので、７～８年前に決断しました。」
　別会社の有限会社ハロー観光バスでは、大型バ
ス・中型バス・小型バスそれぞれ３台の計９台所有。
平成19年にEMSを導入した。
　「安全運転を心がけてもらいたいのが１番でし
た。思いがけずに付随したのがエコドライブと燃
料費削減。全ての会社におすすめしたいですね。」
　他社ではドライバーがいやがるという話も聞く
が、同社では全員が真剣に取り組んでくれたとい
う。トラックでエコドライブが実践できると、自
家用の乗用車でも、エコドライブに。結果、燃費
が良くなり、環境へも優しくなれるのだ。
　「電動フォークリフトもEMSも補助金がありが
たいですね。」
　電動フォークリフトに関しては、福田社長から
リース料とリース期間の選択制などについてご意
見をいただいた。今後の検討課題となりそうだ。
　同社には太陽パネルが取り付けてあり、環境整
備に力を注いでいるのが印象的だった。

♠日光市の名物
　日光といえば、世界遺産にも登録された日光東照宮。他にも鬼
怒川や湯西川など数々の温泉、自然を満喫することのできる霧降
高原など、出かけたいスポットが目白押しのエリアだ。
　日光ならではの名物料理も多く、湯葉や、ソバなどが根強い人
気。だが、今回、紹介したいのは水ようかんだ。
　なぜこの季節に水ようかんを紹介するのか、と思うことなかれ。
冷蔵技術が発達していなかった時代、日光では、瑞々しさを保つ
ため、冬季のみ製造していたのだとか。のど越しがなめらかで、
小豆の風味が豊かに感じられる。一箱ぺろりと平らげてしまいそ
うなおいしさだ。販売している店舗は数々あるので、食べ比べて
みるのも一興。

バス車庫の屋根に太陽パネルを設置してある
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CNG車の普及促進へ向けての調査結果（その２）

◆はじめに
　前回報告したように、回答事業者の多くは、CNG
車の効果を認識しており、荷主企業からの評価も高
まってきています。その一方で、CNG車普及に対し
て様々な問題点・課題が明らかにされました。
　そこで、今回はCNG車の見通し、及び問題・課
題を中心に整理することにします。

◆CNG車の市場拡大の可能性
（1）保有車両の分布
　最大積載重量別車種別内訳をみると、「２トン以
上４トン未満」のクラスにCNG車がもっとも多く
集中（85.3％）していますが、それでもCNG車の
割合は25.6％で残りの大部分はディーゼル車です。
４トン以上では、９割以上がディーゼル車となっ
ています。

（2）低公害車の代替車両
　CNG車は、環境対策と燃料コスト削減が両立す
ることから、６割以上の事業者が今後とも低公害
車の代替として、CNG車を中心に転換する意向を
持っています。
　次いで、ディーゼル車、ハイブリッド車となって
います。ディーゼル車及びハイブリッド車の利用は、
長距離輸送や緊急対応として考えていますが、スタ
ンドが十分に整備されれば、これらの車両もCNG車
に切り替えたいとするところが多くなっています。

（3）期待されるCNG車の市場
　CNG車の８割以上を占めている「２トン以上４
トン未満」のクラスにおいても、ディーゼル車が
７割以上を占めています。
　また、近年は事業者のみならず、荷主企業から

も環境、騒音などの対策としてCNG車導入の要請
が増える傾向にあります。
　さらには、10月からポスト新長期規制時代が始
まり、現在各種の低公害車の開発が進められていま
すが、その中で実用性やコスト面からみて、CNG車
の必要性が今後さらに高まることが予想されます。

◆CNG車拡大に向けての課題
（1）スタンド（充填所）について
①スタンドの整備拡充
　とくに、スタンドの数が不足していることに対
する不満が強く、CNG車普及促進にはスタンドの
増設が不可欠とされています。そのため、まずは
スタンドの空白地帯をなくすことがCNG車導入促
進につながります。
　また、主要幹線道路や高速道路上に一定の間隔

（200km程度）で整備されれば、スポット業務、緊
急輸送や長距離輸送などへの利用拡大が見込まれ
ます。
②待ち時間の解消及び営業時間の延長
　燃料補給の際の待ち時間についての不満も多く
なっています。これはCNG車が普及するなかで、
スタンドの整備が十分でないことから、スタンド
での混雑・待ち時間の発生が増加しているためと
考えられます。
　また、スタンドの営業時間が短く、深夜営業・
24時間営業を行っているところが少ないとの指摘
も多くなっています。

（2）車両について
①導入コストの低減
　車両価格に対しては、ディーゼル車並みの引き
下げの要望が多く、このため、車両メーカーに対

　今回の調査結果では、CNG車は、車両性能が改善され、エコドライブの徹底により、燃費、航続距離ともディーゼル車
と遜色がないとの意見が多くなっています。
　また、CNG車を利用している多くの事業者は、企業のイメージアップ、環境改善、振動や騒音が少ないといったメリッ
ト・効果を認識しており、低公害車への代替としてCNG車を筆頭にあげています。
　一方、燃料供給施設数は、06年度末で従来の国からの定額補助が打ち切られたのを契機に増加数が鈍り、08年3月末で
327ヶ所にとどまっており、これがCNG車普及の最大のネックになっています。車両については、大型車などのラインア
ップの拡充、車両価格の低減などの要望が多く出されています。
　いよいよ、ポスト新長期規制の時期に入りました。現在、低公害車の開発が進められていますが、実用性やコスト面から、
CNG車の必要性が今後さらに高まると予想されます。このためにも、問題点や課題について、関係者の共通認識のもと改
善を図り、CNG車の導入しやすい環境を整備することが急がれます。
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して低価格車両の開発、国に対して車両開発に対
する補助拡充を求める必要があります。
②車両の開発・ラインアップの充実
　車両メーカーでは、CNG車製造からの撤退が相
次ぎ、ユーザーにとって選択肢が少なくなってい
ます。
　このため、国に対して車両開発への補助の拡充
を要望する一方で、事業者のなかにCNG車のライ
ンアップ拡充のニーズがあることを車両メーカー
に伝え、CNG車の開発・製造に取り組んでもらう
必要があります。

（3）燃料価格・充填価格について
①燃料価格の抑制
　燃料コスト面では、昨年夏までの原油（軽油）価
格上昇時には、ガス価格が相対的に安くなり、軽油
価格が下落に転じた後、ガス価格が軽油よりも遅れ
て値上げされることに対する不満が大きく、CNG車
普及の大きな阻害要因とみられています。
　このため、国やガス会社に対して、家庭用のガ
スと同じく、価格変動幅を抑制するなどの措置を
求めることが必要となります。
②カードの統一化・共通化
　スタンドによって充填価格が異なっており、県外
のスタンドでは同じカードが使えないとの指摘も
多くなっています。基本的には、カードの統一化・
共通化を推進し、利便性を図る必要があります。

（4）リース・補助制度について
①リース・補助制度の充実
　補助制度については、金額の増加、補助率の引
き上げ、補助枠の拡大などを求める意見が多くな
っています。
　リース制度については、料金・金利の引き下げ
を求める一方、長期リースに対する要望や台数面
での制約要件の撤廃を求める意見もあります。

　また、中古車の販売やリースアップ車両の購入
への要望も多く、リース以外にこうしたニーズへ
の対応の拡充も必要と思われます。
②ディーラー側への周知・教育
　ディーラー側にリース・補助制度に関する知識が
不足しており、CNG車の導入を検討するトラック事
業者から問合せを受けても答えられないために、な
かなか普及しないとの指摘もあります。CNG車の性
能やリース・補助制度について、ディーラーへの
周知・教育を充実していくことが重要です。
　この方法として、現在のリースや補助制度を使
った導入モデル・雛形を策定し、ディーラーが説
明資料として使えるようなパンフレットなどを作
成することも考えられます。

（5）広報活動について
①PRの拡充・認知度の向上
　現在、CNG車に対して、「音が静か」「黒煙が出
ない」「臭いがない」「振動が少ない」といった五
感で感じられるメリットについては、かなり評価、
認知されています。一方、他の低公害車や次世代
燃料車などに比べると宣伝・PRが不足していると
の指摘もみられます。
　CNGは低公害とされる車両、燃料のなかでは最
も実用性が高いこと、確実にポスト新長期規制を
クリアできること、CO２排出削減効果が見込まれ
ることを含め、そのメリットをさらにPRしていく
ことも重要と思われます。
②現状での取り組み事例の普及
　今回の調査を通じて、現在の条件のもとでもCNG
車の導入に踏み切り、CNG車を使った事業・取り
組みで大きな成果をあげている事例があることが
明らかになっています。
　そこで、これらの事業・取り組みの内容を事例
集やパンフレットなどを作成し、より認知・普及
させ、導入を働きかけていく必要があります。

この調査結果を基に事例集を作成しました。

天然ガス自動車（CNG車）による

事業・取り組み事例集
～トラック事業におけるCNG車の普及・促進へ向けて～

事例集をご希望の方は低公害車普及部へご連絡ください。
《TEL：03-3359-9009　 FAX：03-3353-5430》
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（秋号）

秋の空色々　今回は秋の空模様を集めてみました。どの写真も広大なる空をバックに、雲の形、色が変化してゆく「一
瞬」（1分そこそこ？特に「虹」が代表選手ですね）を、うまく切り取ることが出来た作品と思います。残るは、皆さ
んがいかなる「脇役」を登場させるかで、作品の「個性」が決まると言えますね。写真は「出会い」です。是非カメ
ラを片手に空を見上げ、「大空」を切り取ってみてはいかがでしょうか？〔但し、足元には十分ご注意を！〕

明け方5時目覚めたら空一面、燃える様な恐ろしくも感じる
しかし何とも美しい景色が広がっていました。

江の島へ渡る「橋」よりみた富士山です。
太陽が落ちてからの光景ですが、粘った甲斐がありました。

（すぐ帰らなくて良かった！！）

現代の「5重の塔」でしょうか？
秋の夕暮れの新宿ドコモビルのシルエットです。

夕立の直後、空を見上げたら鮮やかな二本の虹が。。
思わずシャッターを押しました。


