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　2010年の年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを
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
びに関係団体等の皆様には、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
を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨年の前半は、一昨年秋のいわゆるリーマンシ
ョックに端を発した百年に一度ともいわれる世界
同時不況に伴う未曽有の景気後退の中で推移しま
した。それでも後半は我が国を含む各国の景気対
策の効果もあって、中国をはじめマクロ的には景
気の持ち直しの動きもみられましたが、我が国で
はデフレ、円高、雇用悪化、株価低迷などマイナ
ス要因が重なり、景気の二番底も懸念される不安
定な状況が続いています。
　このような経済情勢を反映して、トラック輸送、
バス輸送等をとりまく経営環境も引き続き厳しい
状況が続いております。政府のエコカー買い換え
補助やエコカー減税の効果もあって低燃費車への
買い換え需要こそ増加しましたが、本来の低公害
車であるCNG車、ハイブリッド車等の設備投資需
要は大幅に落ち込んだまま推移しています。
　こうした中で、環境面では、昨年10月に、世界
でも最も厳しい範疇に位置付けられるポスト新長
期排ガス規制がスタートし、本年秋には一部の継
続生産車への適用が開始されることとなりました。
また、温室効果ガス削減の面でも、ポスト京都議
定書をめぐる国際的な議論の中で、我が国は、他
の国々における有効な削減目標の設定・実施との
前提付きながら、2020年に1990年比25％削減とい
う野心的な目標を掲げています。
　このように「環境」は、これからの日本の行く

末を論じる際のキーワードとしてますますその重
みを増してくるものと思われます。政府において
は、低公害車普及助成の充実強化をはじめ、環境
対策に積極的に取り組んで来ていますが、経済界
においても「環境」が単なるCSR活動のテーマと
いうだけでなく、企業のブランド力、収益力を左
右する決め手の１つともなってきております。
　既に、乗用車の分野では、昨年来急速に電気自
動車への関心が高まり、実際にも各種の電気自動
車が量産化ないし、その１歩手前まで来ています。
しかしながら一方でトラック、バスといった大型
商用車の分野では、残念ながら現時点では電気自
動車が必ずしも実用段階に至っているとはいえま
せん。従って、これからしばらくの間はCNG車、
ハイブリッド車が引き続き、低公害化、低CO２化
の中心的役割を担っていかなければならないと考
えられます。
　更に、私共のEMS普及事業やエコドライブ総合
診断事業を通じて、大型商用車の世界では、エコ
ドライブが燃費改善、CO２削減の面で想像以上に
大きな効果を発揮することがわかって参りました。
　私共といたしましては、本年もこのようなCNG
車、ハイブリッド車を中心とする低公害車の普及
促進と、EMSを通じたエコドライブの推進を２本
柱として、運送用自動車の環境対策に全力を傾注
して参る所存です。皆様方におかれましても引き
続き当機構への暖かいご理解とご支援を何卒よろ
しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、この厳しい経済情勢が一
刻も早く克服され、皆様方にとりまして今年が明
るい年となりますようお祈り申し上げまして、年
頭のご挨拶といたします。

会長年頭のご挨拶

財団法人		運輸低公害車普及機構

会長　寺  嶋  　潔

年頭のご挨拶
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平成22年「年頭の辞」

国土交通省		自動車交通局長

桝  野  龍  二

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　平成22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、平成21年度前半の実質経済成長率は２四半期
連続のプラス成長となるなど景気は最悪期を脱し
つつあるものの、失業率が高水準で推移するなど
依然として厳しい状況にあります。このような経
済状況の下、運輸業界にあっても非常に厳しい経
営環境が続いているものと認識しておりますが、
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。
　私どもといたしましては、自動車交通は国民や
社会の安全・安心の確保、低炭素社会の実現に不
可欠な極めて公共性の高い性格を有しているとの
認識の下、経済社会情勢の変化や利用者の多様な
ニーズへの対応、安定的なサービスの提供体制の
確保、低公害化の推進等自動車交通行政を巡る様々
な課題に対応し、国民の方々や自動車交通関係業
務に携わる皆様方の期待に応えられるよう、本省、
地方運輸局、沖縄総合事務局、運輸支局が一体と
なって、以下のような施策を中心に、政務３役の
ご指示をいただきながら取り組んで参ります。
　第一は、地域の活性化・再生のための地域公共
交通の実現です。
　我が国では、多くの地方で人口の減少により、
学校、病院等暮らしを支える施設の利用が不便に
なるなど、地域の活力が弱まり、さらに人口が減
るという悪循環に陥っており、地域間格差の問題

も生じています。通学、通院など地域の生活交通
を支えるバスについても、輸送需要の減少傾向が
続いており、極めて厳しい運営状況にあり、一部
の地域においては、バス事業の経営破綻や路線撤
退も生じています。現在、国土交通省では、将来
の交通体系のあるべき姿、交通にかかる基本的な
法制度や支援措置のあり方等についての検討を行
っているところです。
　このような中、昨年11月に行われた行政刷新会
議の事業仕分けにおいて、予算の一部廃止、見直
しを含む厳しい評価を頂きましたが、地域の生活
交通の維持・活性化は非常に重要な課題であるこ
とから、引き続き、限られた財源の中でより効果
的かつ効率的な予算の執行に努め、地方運輸局等
とともに、地域公共交通の活性化・再生を積極的
に推進するとともに、地域社会を支えるバス産業
のさらなる発展を図って参りたいと考えています。
　また、地方バス路線の維持対策については、21
年度補正予算に経済危機対策として、地方バス路
線において使用する車両を最新車両へ更新し、生
活交通の維持及び低炭素社会の実現を図るため、
車両購入費補助の増額（４億９千５百万円）が確
保され、22年度当初予算案においては、事業仕分
けの評価を踏まえた上で所要額が閣議決定された
ところであり、これらの予算を活用し、引き続き
地域の生活の足として重要な役割を担っている地
方バス路線の維持を図っていきたいと考えていま
す。
　タクシーについては、一昨年12月に交通政策審
議会より、利用者のニーズに合致したサービスの
提供、悪質事業者への対策、運賃規制のあり方、
供給過剰地域における対策等が示された答申をと
りまとめていただきましたが、その答申に基づき

年頭のご挨拶
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法制度上の措置が必要な部分を規定したタクシー
適正化・活性化法が昨年の通常国会で衆参ともに
全会一致で成立しました。タクシー適正化・活性
化法が昨年10月に施行となったことを受け、現在
全国142の特定地域において、地域の関係者の方々
のご協力も賜りながらタクシー事業の適正化・活
性化のための協議が進捗しているところであり、
今後具体的な取組みが進められることを期待して
おります。私どもといたしましても、地方運輸局
等による協議会への参加を通じ、各地域における
タクシー事業の適正化・活性化に関する取組みを
推進して参ります。
　また、タクシー業務適正化特別措置法に基づく
適正化事業については、交通政策審議会において、
現在、東京、大阪のタクシーセンターにおいて実
施していますが、それ以外の地域においても積極
的に取り組むことが求められるとの答申を踏まえ、
横浜地域を特定指定地域に追加する改正を本年４
月１日から施行する予定であり、引き続き、輸送
の安全及び利用者利便の向上が図られるよう努め
て参ります。
　第二に国民経済を支えるトラック輸送の適切な
発展の確保です。
　トラック輸送は、トンキロベースで国内物流の
約６割、トンベースでは約９割を占めており、我
が国の経済と人々の暮らしを支えている大変重要
な産業です。昨今では経済のグローバル化に伴い、
国際物流の強化が重要な課題となっておりますが、
これも力強く安定的なトラック輸送という国内物
流の裏付けがあってはじめて実現するものであり、
我が国の国際競争力の向上のためにもトラックの
果たす役割は極めて大きいものと考えられます。
　一方、このように重要な産業でありながら、そ
の担い手のほとんどは中小零細の事業者の方々が
多く、トラックを取り巻く経営環境を見ますと、
ここ数年異常なまでに高騰した軽油価格が落ち着
きを取り戻しかけた矢先に、一昨年秋からの世界
的な景気後退の中で荷動きが急激に減少し、回復
の兆しは見えつつあるとの一部評価があるものの、
軽油価格の再上昇の気配もあり、依然として厳し
い状況にあります。
　しかしながら、このような状況下においても安
全対策、環境対策、安定輸送の確保等は揺るがす
ことのできない課題であり、事業者の皆様方には

不断に対応していくことを期待したいと考えてい
るところです。私どももこれらの課題をはじめ適
正取引の確保、公正な競争環境の整備等、トラッ
ク輸送をめぐる諸課題に対応し、国民の皆様方の
期待に応えられるよう、関係者と連携しつつ取り
組んで参ります。
　一昨年秋に成立した平成20年度第１次補正予算
に引き続き、昨年３月に、第２次補正予算が成立し、
燃費改善、事業の構造改善等を目指すトラック事
業者の取組みに対してその経費の一部を支援する
中小トラック事業者構造改善支援事業（国費150億）
を創設いたしました。当該事業は21年度に繰越の
上、４月の経済対策において要件を拡大し公募し
たところ、15,000件を超える応募がありました。
これに平成21年度第１次補正予算の措置である「荷
主等とのパートナーシップによる構造改善実証実
験事業」及び「国際海上コンテナ陸上輸送高度化
支援事業」をあわせ、中小トラック事業者の支援
を着実に実施して参ります。また、12月にとりま
とめられた第２次補正予算においては、環境性能
の高い自動車の購入支援（いわゆるエコカー補助）
の本年９月までの延長（予算額約305億円）が盛り
込まれたところであり、こうした支援措置も活用
しながら地球温暖化対策と景気回復の両立に努め
て参ります。
　さらに、トラック輸送適正取引推進パートナー
シップ会議の枠組みを今後とも活用し、荷主とト
ラック運送事業者、元請事業者と下請事業者の良
好なパートナーシップを構築することにより事業
者間の適正取引をさらに推進して参ります。
　安全の確保や環境問題への対応等トラック輸送
をめぐる課題は山積しておりますが、本年も、時
代のニーズを的確にとらえた施策を講ずることに
より、力強く安定したトラック輸送の実現に向け
て取り組んで参ります。
　第三に自動車安全対策の推進です。
　交通事故の発生については、交通事故全体でみ
ると、平成16年をピークに事故件数が年々減少し、
死者数についても近年着実に減少しています。
　しかしながら、事業用自動車については、事故
件数・死者数ともに、自家用自動車に比べて減少
の歩みが鈍い状況です。また、酒酔い運転等の社
会的影響の大きな事案についても、自家用自動車
に比べて減少幅が小さいなど、憂慮すべき状況と

年頭のご挨拶
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なっています。
　このような状況を踏まえ、昨年３月に「今後10
年間で事業用自動車の死者数・人身事故件数を半
減」、「飲酒運転ゼロ」という目標設定を盛り込ん
だ「事業用自動車総合安全プラン2009」を策定し、
本プランに基づき、メールマガジン「事業用自動
車安全通信」の創設、監査方針・行政処分基準の
強化、安全マネジメント評価対象事業者の拡大及
び第三者機関による安全マネジメント評価の実施
等のほか、事故速報等の報告範囲の拡大等を内容
とする自動車報告規則の改正などを実施して参り
ました。本年も点呼時におけるアルコールチェッ
カーの義務付けなど当面講ずべき施策を着実に進
めていくほか、本プランの目標を確実に達成する
ため、PDCAサイクルに沿った定期的・継続的な
チェックを進めて参りたいと考えております。自
動車交通局に設置されている「自動車運送事業に
係る交通事故要因分析検討会」におきましては、
平成20年度より、従来からの取り組みに加え「社
会的影響の大きい重大事故」11事例についての要
因分析を実施したところでありますが、平成21年
度以降におきましても引き続き社会的影響の大き
い個別の重大事故事例の要因分析を実施していく
ことで、同検討会の機能強化を図りつつ、事故の
調査・分析体制を充実させていくこととしており
ます。また、昨年３月及び９月に東名高速道路で
発生したバス火災事故につきましては、「自動車運
送事業に係る交通事故要因分析検討会」の下に設
置した「東名高速道路で発生したジェイアールバ
ス関東株式会社及び株式会社ローレル観光バスの
バス火災事故に関する調査小委員会」において、
火災事故の原因究明を進めてまいります。トラッ
ク事業に係る事故におきましては、特に、コンテ
ナトレーラーの横転等に係る事故が、近年、年間
10～20件程度発生しており、中でも国際海上コン
テナに係る事故は、特に被害が甚大となる傾向に
あります。このため、政務３役のご指示の下、官
民関係者によりさらなる安全対策を検討するため
の「国際海上コンテナの陸上輸送における安全対
策検討会議」を設置し、去る12月４日に第１回会
議を開催したところであります。国土交通省とし
ては、本会議での議論も踏まえつつ、痛ましい事
故の発生を確実に防ぐための、さらなる安全対策
を検討して参ります。

　自動車検査につきましては、画像取得・３次元
測定装置等を導入・運用をすすめており、今後と
もIT化された検査情報の活用等、検査の高度化に
取り組んで参ります。
　本年も自動車点検整備推進運動を実施して点検
整備の励行を促進するとともに不正改造車を排除
する運動を全国的に実施してその排除を図って参
ります。また、認証を受けないで自動車の分解整
備を行っている未認証事業者に対しては、今後も
より一層厳正に対処して参ります。
　このような課題に取組み検査の質を向上しつつ、
検査場における検査機器の老朽更新を確実に実施
していく他、検査結果の情報提供等受検者サービ
ス向上に取り組んでいくこととしております。
　自動車のリコールに関しましては、自動車メー
カーによるリコールに係る不正行為の防止対策と
して、不具合情報の収集の強化、欠陥車関連業務
の監査の強化、技術的検証体制を順次強化してき
ており、本年も引き続き着実に実施して参ります。
また、学識経験者や自動車ユーザー等が参画する
リコール検討会のとりまとめを踏まえ、使用過程
の自動車の安全の確保及び環境保全のためのユー
ザーへの情報提供の充実など必要な方策の実現に
取り組んで参ります。
　さらに、平成18年に車両の予防安全対策の普及
拡大等により、平成22年時点において死者数を平
成11年比で2,000人削減すること等の目標を掲げ、
取り組んで参りましたが、本年はこの目標年に当
たります。この目標達成のため、ASV（先進安全
自動車）等の予防安全技術の普及促進、交通事故
時の衝突被害軽減対策の充実、大型車の安全対策
の推進に加え、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等に取り組ん
で参ります。
　具体的には、大型車の衝突被害軽減ブレーキ、
ふらつき警報等の普及促進のほか、ハイブリッド
車等の静音性対策に取り組むとともに、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
セスメントについては、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。
　第四は、自動車の環境対策の推進です。
　昨年は、９月に鳩山政権が発足し、CO２削減量
を2020年までに90年比で25％の削減目標が掲げら

年頭のご挨拶
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れたところであり、当局としても、運輸部門の約
９割のCO２排出量を占める自動車からの排出削減
対策に積極的に取り組んで参ります。
　具体的には、省エネ法に基づきトップランナー
方式により設定した平成27年度燃費基準を目標と
して、自動車製作者の技術開発を促進するととも
に、燃費基準達成車が普及するよう、自動車燃費
の評価・公表制度を引き続き運用して参ります。
また、自動車からの窒素酸化物（NOx）及び粒子
状物質（PM）の排出削減のため、ディーゼル車に
対する平成21・22年規制（ポスト新長期排出ガス
規制）を適切に実施するとともに、ディーゼル特
殊自動車に対する平成23年規制を導入する予定で
す。
　さらに、予算、税制上の措置を講ずることによ
りCNG自動車やハイブリッド自動車等の導入促進
を図って参ります。
　また、予算面では、環境対策と景気対策を効果
的に実現するために平成21年度第１次補正予算に
より実施している事業用車両の環境対応車への買
い換え・購入に対する補助制度については、当初
の予算額を上回る申請をいただいたところですが、
この度、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」
により、本年９月まで制度を延長することとし、
第２次補正予算案に盛り込んでおります。
　税制面では、昨年４月からいわゆるエコカー減
税により環境性能に優れた自動車に対して自動車
重量税及び自動車取得税の減免措置が実施されま
したが、平成22年度の税制改正では、環境負荷の
小さい自動車に係る自動車税の特例措置（自動車
税のグリーン化）について、対象となる自動車を
一部見直した上で、その適用期限を延長するなど、
所要の措置を講じております。
　中長期的な視点に立った、地球環境問題、大気
汚染問題への対応については、実証走行試験を実
施する等により既存の大型ディーゼル車に代替す
る次世代低公害車の開発・実用化の取組みを進め
る他、都市・地域整備局と連携して、電気自動車
を初めとした環境対応車を活用したまちづくりに
ついての取組みを進めて参ります。
　第五に、自動車の基準の国際調和及び認証の相
互承認の推進です。
　安全で環境性能の高い自動車を早期・安価に普
及させるため、自動車の安全・環境基準の国際調

和を推進するとともに、その調和活動を通じ、日
本の新技術を国際的に普及させていくための積極
的な提案を行って参ります。
　加えて、自動車産業のグローバル化が進展した
現在、国内外で車両の安全・環境対策を効果的か
つ効率的に実施していくためには、日本発イノベ
ーションの世界的な普及も併せて考慮することが
不可欠であると考えており、国連において、最先
端の技術に関する情報を交換し新技術に係るガイ
ドライン等を策定するための活動に積極的に取組
み、国際基準の策定に貢献していく予定です。
　また、国連において、国際的な車両型式認証制
度の構築に資する議論開始が必要であると考えて
おり、現在、そのための提案の準備を進めている
ところです。
　さらに、中国・インドをはじめとしたアジア諸
国の国連における自動車基準の調和に関する活動
の参加促進を支援していくことも安全で環境性能
の高い自動車を早期に普及させるという観点から、
非常に重要であると考えており、今後もより一層
アジア諸国との連携を深めていく予定です。なお、
型式指定審査について、引き続き、国連の車両等
の型式認定相互承認協定（1958年協定）に基づく
相互承認を確実に実施して参ります。
　第六は、安心な「くるま社会」の基盤づくりの
推進です。
　自動車保有台数は、現在、約８千万台であり、

「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。この点で、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
て機能しています。
　こうした情報インフラを活用した自動車登録情
報の電子提供制度につきましては、自動車所有者
確認、売買契約関係手続き確認、登録・検査関係
手続きの確認などのため、リース・信販、保険、
自動車販売、整備など各方面の自動車関係ユーザ
ーから情報提供のご利用をいただいています。今
後も、利便性の向上に資するものとして、十分な
個人情報保護対策を講じつつ本制度の周知及び適
切な利用拡大に努めて参ります。
　ナンバープレートカバーに関する検討会につい
ては、自動車関係者や取り締まり当局からもこれ

年頭のご挨拶



6

NEWS LEVO No.40

を疑問視する意見が寄せられていたのを受け、検
討会を立ち上げ、実施試験、パブリックコメント
の募集を行って参りましたが、検討会の最終報告
として、プレートカバーは全面禁止が適当、との
結論を得ました。今後、具体的精査を経て22年度
中の実施を目指して参りたいと考えております。
　国内新車販売につきましては、景気低迷・世界
的金融危機・若者の車離れなどの様々な影響を受
け、販売台数が減少傾向にあるところです。しか
しながら、今後も自動車が生活・業務の足として
果たすべく社会的役割は重要であり、このため、
自動車取得税、自動車重量税について免税を含む
特別措置（いわゆるエコカー減税）及び環境に着
目したグリーン税制を活用して自動車市場の活性
化を図り、自動車への愛着を再認識することに繋
がればと、期待しております。
　また、自動車の登録手続ワンストップサービス
については、大阪35.2％、東京22.6％となるなど、
関係各位のご協力のもと利用が早急に拡大してお
ります。
　今後とも、関係機関と連携・協力を強化し、自
動車ディーラー等利用者の皆様の要望を十分に踏
まえ、利便性が実感できるよう、改善に努めて参
ります。
　次に、自動車損害賠償保障制度については、平
成18年の「今後の自動車損害賠償保障制度のあり
方に係る懇談会」の報告を踏まえ、被害者救済対
策の充実に努めているところです。中でも昨年は、

「親亡き後問題」について、昨年４月に「自動車事
故による重度後遺障害者の「親亡き後」に関する

調査」報告書を公表し、これに基づき、自動車事
故による重度後遺障害者の「親亡き後」の生活に
備えるために、介護者が必要とする情報の入手を
容易にし、介護者、関係者間での情報の交換や共
有を行うことが可能となるような情報網作りを目
指し、「自動車事故による重度後遺障害者のための
情報サポートネットワーク」構築に取り組んでい
るところであり、また、本年４月１日より、保険
法が施行され、自賠責保険につきましても、保険
金等の請求や政府保障事業に対する請求の時効が
２年から３年に延長されるなど、保険契約者の保
護が増進されました。これも含め、引き続き自動
車事故被害者の保護及び保障の改善を図って参り
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、本年も国民及び
関係者の方々や社会の期待・要請を的確に把握し、
それに十分に応えられるように、政務３役のご指
示をいただきながら、地方運輸局等とともに、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。本年も自動車交通行政の
推進に対しまして、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。

年頭のご挨拶
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1. ユーザーからみたCNG車に対する認識
　2009年２月10日～２月12日に東京ビッグサイト
で開催されたENEX2009において、LEVOが来場
者に対して実施したアンケート結果をみてみまし
ょう。
　自動車交通に係る環境対策で重要と思われる項
目を分類してみると、①自動車の開発に関るもの

（低燃費車の普及、次世代自動車等の開発・普及）
が287件（88.0％）でもっとも多く、次いで②自動
車の使用者の意識に関するもの（エコドライブの
推進、交通流の円滑化、モーダルシフトの促進）
が207件（63.5％）、③代替エネルギーに関するも
の（自然エネルギーの利用、天然ガスの利用）が
175件（53.7％）、④排出ガス基準や燃料基準の規

制強化に関するものが129件（39.6％）となりまし
た（図表１）。
　次に、将来の期待されている次世代・代替エネ
ルギー貨物自動車についてみると、電気自動車

（25.2％）、クリーンディーゼル車（18.4％）、ハイ
ブリッド車（16.9％）等が上位を占め、CNG車（6.1
％）は必ずしも高い数値は得られませんでした（図
表２）。

　これらの結果から自動車交通に係る環境対策と
して、自動車の開発がもっとも重要であると認識
されているものの、その対象車両としてのCNG車
に対する意識は必ずしも高いとはいえないことが
うかがえます。

低公害車普及活動を振り返って

図表１． 自動車に係わる大気・地球環境問題対策として何を期待し
ますか？

◎回答者数326名・回答総数807

出典：ENEX2009  LEVO調査

低燃費車の普及

次世代自動車等の開発・普及

エコドライブの推進

排出ガス規制の強化

交通流の円滑化

バイオ燃料の利用

燃費基準の強化

モーダルシフトの促進

天然ガスの利用

その他

特にない

無回答

自然エネルギーの利用
（太陽光、風力発電等）
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回答数
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49

31

29

7

1

1

最も期待する
期待する（複数回答）

図表２． 将来の貨物自動車にはどのような次世代自動車・代替エネル
ギー自動車を期待しますか？ 1つ選んで○をつけてください。

出典：ENEX2009  LEVO調査

クリーンディーゼル自動車
18.4%

CNG自動車
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LPG自動車
0.3%

ハイブリッド自動車
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バイオ燃料自動車
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電気自動車
25.2%

燃料電池自動車
10.1%

その他
1.5%

無回答・無効
13.8%

回答数
326

　LEVOでは、事業用低公害車の普及を図るため、セミナーの開催や環境に係るイベント等に参加し普及促進活動
を行っています。昨年はさいたま市、石狩市、富士・富士宮市等でのセミナーの開催、ENEX、エコカーワールド
等のイベントの出展等多くの普及活動を実施してきました。
　この間、セミナーの参加者やイベントの来場者から多くの質問、意見をいただきました。一般の方では、低公害
車への意識は高いものの、その多くは電気自動車、クリーンディーゼル車、ハイブリッド車等であり、CNG車に
対しては、必ずしも高くないようです。トラック事業者の方では、CNG車の性能等に対し、正確な情報を得てい
ない方が多く見受けられました。講演やパンフレット等の説明では、とりわけ「CO２排出量の算出方法」、「排ガ
ス規制値による排出ガス換算台数」等について、多くの方が興味を持たれました。
　そこで、ここでは来場者からの疑問の中から、①消費者のCNG車に対する認識、②トラック事業者のCNG車に
対する誤解、③CNG車とLPガス車の比較について取り上げるとともに、パンフレット等で特に反響の多かった、
④CO２排出の算出方法、⑤排出ガス規制値による排出ガス換算台数について紹介します。
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2. CNG車に対する誤解
　トラック事業者でCNG車を導入しない理由とし
て、航続距離が短い、燃費が悪い、故障が多い、
馬力が少ない等の問題を指摘する方が多いようで
す。
　しかしながら、平成20年度にLEVOがCNG車を
利用している事業所を対象に実施した調査では、
現在のCNG車は導入当時と比べ車両性能の改善が
進んでおり、車両性能は全体的に言われているほ
ど悪くないとの指摘が多くなっています。
　燃費においては、アイドリングストップを中心
とするエコドライブの徹底により、ディーゼル車
とほとんど遜色がないとの意見もあります（ディ
ーゼル車と比較すると、運転状況でもっとも燃費
が悪くなるのはアイドリング時）。
　航続距離は、最近のタンク大型化によって伸び
ており、１回の充填で300kmを超える長距離輸送
を行っている事例もあります（図表３）。

図表３．2トン車航続距離の目安（株式会社エコトラックの事例）

市街地
町中での配送時

高速道路
夜間の長距離等

2トンショート 約200km 約300km
2トンロング 約300km 約450km

出典：株式会社エコトラック

　ちなみに、2009年11月に実施した実験では、１
充填で東京→姫路間（600km以上）の走行が成功
しています（詳細は本号17ページに掲載）。
　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を認識し、低公害車の代
替としてCNG車の有効性をあげています。

3. CNG車とLPG車
　普及促進活動を通して、CNG車とLPG車の違い
を正確に理解している方が少ないように見受けら
れました。現在、CNG車とLPG車も環境負荷の少
ない実用車として注目されていますが、燃料特性
などが異なります。そこで、その特徴を以下に紹
介します（図表４）。

◎車両の区分
　CNG車とは燃料に圧縮天然ガス（Compressed 
natural gas）を用いる天然ガス自動車です。
　LPG車とは燃料に液化石油ガス（Liquefied 
petroleum gas）を用いるLPガス自動車です。

◎成分等
　天然ガスは、メタンガスを主成分とする可燃性
ガスで油田やガス田から採取されるものが大部分
です。
　LPガスは、ブタン、プロパンを主成分とする可
燃性ガスで石油等の随伴ガスから生産されていま
す。

◎輸送方法等
　天然ガス、LPガスとも一部国内でも産出してい
ますが、天然ガスの96％、LPガスの75％（2007年度）
を海外から輸入しています。輸入の場合、天然ガス、
LPガスとも輸出基地で低温で液体にして、専用タ
ンカーで運び、国内で気化して使用しています。

◎使途等
　国内での用途としては、両方とも家庭用、工業
用、自動車用など様々な分野で使用されています。
自動車用では、CNG車は、保有台数が約２万２千
台でこのうち66％と過半数が貨物車両です（平成
20年３月末現在）。LPG車は、保有台数が約29万台
でこのうち90％近くがタクシーです（平成21年３
月末現在）。

◎環境負荷等
　天然ガス、LPガスは、他の化石燃料（石油・石炭）
と比べ、地球温暖化の原因となるCO２や喘息等の
原因となる黒煙や粒子状物質（PM）、光化学スモ
ッグ等の原因となる窒素酸化物（NOx）の排出量
が少なく、PMにおいてはほとんど排出しません。

4. パンフレット等の説明から
　パンフレット、チラシ等の説明で特に反響が多
かったものの中から「CO２排出量の算出方法」、「排
ガス規制値による排出ガス換算台数」について取
り上げてみましょう。

あなたの車からCO２の排出量は♢♢♢kg？
　自動車からのCO２排出量は、「地球温暖化対策推
進に関する法律」により、使用した燃料の種類ご
とに計算する係数が決められています。
　たとえば、自家用車のガソリンを１ヶ月50リッ
トル、年間600リットル使用した場合、これに係数
2.32kgをかけると1,392kg、これがCO２排出量です。
　説明を受けた来場者は、通常の自家用車１台の
使用により、年間１トン以上のCO２を排出してい
ることに、一様に驚いていました。
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　試みにあなたの車からのCO２排出量を算出して
みてはいかがですか（図表５）。

排出ガス規制値による排出ガス換算台数
　排出ガス規制値については、内容が難しく、あ
まり興味を持たない方が多いようです。そこで、
一般の方に少しでも理解しやすくするため、排出
ガス規制値を台数換算した数値で説明しました（図
表６）。
　現在（平成20年）の車種別平均使用年数（新規
登録から抹消登録されるまでの期間の平均）は、
乗用普通車が11.6年、貨物普通車が13.5年であり、
いずれも10年を超えていることから、図表６でみ
るように平成10年の排出ガス規制値を基準としま
した。
　これでみるように、平成10年規制値の車両の排

出ガス量は、ポスト新長期規制の車よりもNOxで
約６台分、PMで25台分になります。来場者には、
このような数値を示して「少しでも早く、少しで
も多く、低公害車の導入」について理解を求めて
おります。

5. 本年の低公害車普及促進の取組み
　ここでは、昨年実施した低公害車普及促進活動
での一般ユーザー及び事業者の方々の主な感想の
一部を紹介しました。本年は、こうした経験を踏
まえ、①一般ユーザーに対するCNG車の認識（環
境に良いこと等）の向上、②トラック事業者に対
するCNG車の正確な情報提供、③一般ユーザーの
方にもわかりやすいパンフレット、チラシの作成
等を行うことにより、低公害車の普及に向けて積
極的な活動を展開して参ります。

天然ガス LPガス

名
称

天然ガス／Natural gas
液化天然ガス／LNG（Liquefied natural gas）
圧縮天然ガス／CNG（Compressed natural gas）

液化石油ガス／LPG（Liquefied petroleum gas）

成
分
等

天然ガスは、メタンガスを主成分とする可燃性ガス。油田やガス
田から採取されるものが大半である。

液化石油ガスは、ブタン、プロパンを主成分とする可燃性ガス。
天然ガス田及び、油田の随伴するガス及び製油所から精製されて
いる。

輸
送
方
法

日本の天然ガスは、大部分が輸入である。輸入天然ガスは、採取
地でマイナス162℃に冷却され、硫黄分等の不純物が除かれた液化
天然ガス（LNG）の状態（体積600分の1）で専用タンカーで運ば
れる。輸入基地で気化され、ガス導管を通して充填施設で受け入
れたガスを圧縮（CNG）して貯蔵し、自動車に充填する。

日本のLPGの8割が輸入（2007年度）で、残りは国内製油所の副
産物である。輸入LPGは、採取地で不純物を取り除き、圧縮装置

（20度℃での圧縮圧力ブタン約2.1気圧、プロパン約8.5気圧）や冷
却容器で液化石油ガス（LPG）の状態（体積250分の1）で専用タ
ンカーで運ばれる。自動車用は、輸入基地から液体状態でタンク
ローリーに積まれ、LPG自動車スタンドに運ばれる。

安
全
性

ガス自体は無色、無臭、無害。空気より軽く、常温では急速に大
気に拡散するため、安全性が高い。密閉した場所に閉じ込めない
限り、危険性はない。また、ガスが漏れた際に感知できるように
メルカプタン等を添加して着臭（タマネギの腐ったような臭い）。

ガス自体は無色、無臭。ガスが漏れると比重が空気より重く下に
滞留するため、引火する可能性がある。ガスが漏れた際に感知で
きるようにメルカプタン等を添加して着臭（タマネギの腐ったよ
うな臭い）。

輸
入
先

インドネシア20％、マレーシア19％、オーストラリア17％、カタ
ール12％（2008年度※1）

サウジアラビア34％、UAE23％、カタール18％、クウェート11
％（2007年度※2）

自
動
車
等

CNG車保有台数（2008年３月末）：
22千台（貨物車66％、特種（殊）車24％、乗合車6％、乗用車4％）
スタンド数：344箇所（2009年3月末※1）

LPG車保有台数（2009年８月末）：※3

285千台（乗用車88％、貨物車8％、特種（殊）車4％、乗合車0.1％）
スタンド数：約1900箇所（2009年4月発表※2）

図表４．天然ガスとLPガスの特徴

出典　※1  社団法人日本ガス協会　　　※2  日本LPガス協会　　　※3  社団法人エルピーガス協会
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図表６．排ガス規制値による排ガス換算台数

排ガス規制適用年 平成10年
長期規制

平成15年
新短期規制

平成17年
新長期規制

平成21年10月
ポスト新長期規制

窒素酸化物（NOx） 1台 1.3台 2.3台 6.4台

（規制値） （4.50g/kwh） （3.38g/kwh） （2.0g/kwh） （0.7g/kwh）

粒子状物質（PM） 1台 1.4台 9.3台 25台

（規制値） （0.25g/kwh） （0.18g/kwh） （0.027g/kwh） （0.01g/kwh）

出典：「地球環境にやさしい車社会の実現を」財団法人運輸低公害車普及機構

図表５．省エネ法による係数×あなたの燃料使用量＝あなたの車のCO２排出量排出量です。

燃料別 省エネ法
による係数

燃料
使用量

CO２

排出量 対　策

ガソリン 2.32kg

×

？㍑

＝

♢♢♢kg

車の使用を少なく、燃
費の良い車を使用軽　油 2.62kg ？㍑ ♢♢♢kg

CNG 2.08kg ？㎥ ♢♢♢kg

出典：「地球環境にやさしい車社会の実現を」財団法人運輸低公害車普及機構

◆昨年の普及促進活動

天然ガス自動車自動車普及促進セミナーin栃木 さいたま市環境フォーラム展示報告会

ひろしまトラックまつり エコカーワールド2009（横浜赤レンガ倉庫広場）



11

NEWS LEVO No.40

高速道路初「外部電源式アイドリングストップ
給電スタンド」の運用開始

　地球温暖化や大気環境の悪化抑制のため、中日
本高速道路㈱、東京電力㈱ならびに高速道路関連
社会貢献協議会が協力し、平成21年７月17日より
中央自動車道談合坂SA（上り線、６台分）と新名
神高速道路土山SA（上・下線、各２台分）、10月
30日より東名高速道路牧之原SA（下り線、５台分）
の各SAで、「外部電源式アイドリングストップ給
電スタンド」の運用が試行的に開始されました。
　「給電スタンド」については、平成20年度より各
地の駐車場所有者と東京電力㈱が、協力して整備
を進めているもの＊で、外部電源式冷暖房装置を
搭載したトラックは、給電スタンドから電力供給
を受け、エンジンをかけずに冷暖房を行うことが

出来ます。この「給電スタンド」を利用すること
により不要なアイドリングが抑制されるため、CO２

等の排出量削減や、燃料消費コストの低減が図ら
れるとともに、エンジン振動が無くなることから
ドライバーはゆっくり休め、周辺への騒音も抑え
られるという大きな効果もあります。
　ＬEVOでは、今回の高速道路上の「給電スタン
ド」設置、及び、車両側への機器導入、取付費用
について、リースをご利用いただくことにより普
及への貢献を行っています。

＊�高速道路SA各地点他、成田空港、関西空港、大宮・東神他各
地トラックステーション等合計29地点

高速道路のサービスエリア（SA）におけるCO2、燃料コスト削減と
ドライバーの皆さまの快適な休憩・休息の実現に向けて

・駐車中の車両が給電スタンドを利用中（イメージ図）

・高速道路の給電スタンドの設置状況（H21.12.31現在）

新名神高速道路土山SA給電スタンド（給電中）
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◆ 「給電スタンド」ご利用の際、運送事業
者の皆さまにご準備、お手続きいただく
こと

１   外部電源式冷暖房装置搭載車両のご購入か、
又は後付装置をご購入下さい。

　ともに、付属の「給電ケーブル」が必要となり
ます。詳細は東京電力アイドリングストップデス
ク（TEL：0570−064−234  平日９～17時）にお
問い合せください。

２  「利用者認証カード」をお申し込み下さい。
　外部電源式アイドリングストップ給電システム

「ホームページ」＊よりお手続き下さい。
＊�http://www.tepco.co.jp/eco/i-stop��または、「給電スタンド」
で検索してください。

３  サービス利用料金について
　毎月の基本料金〔認証カード１枚につき月額
1,050円（税込）〕と「従量料金」〔ご利用１時間78
円（税込）。ただし１分ごとに課金。平成22年３月
までは特別料金58円／時間〕。給電スタンドによっ
ては、料金体系が異なる場合がありますので、事
前にご確認ください。

　高速道路サービスエリアの給電スタンドを定期利用し、給電システムの今後のサービス向上
に向けたご意見をいただける「モニター」を募集しています。
　モニターの皆さまには、モニター対象となる外部電源式給電システム対応装置を導入いただ
く負担を軽減するため「協力金」を用意しております。
　モニターの応募には、申込要件、所定の審査等必要な手続きがございます。詳細についての
お問い合せ、お申し込みは以下の窓口までご連絡ください。

　受付窓口：アイスト倶楽部※事務局モニター係（株式会社  日通総合研究所）
　電話：03（6251）6454〔平日10：00〜18：00〕
　Fax：03（6251）6450
	 ※	アイスト倶楽部とは「外部電源式アイドリングストップ給電システム」（給電システム）の普及促進

に取り組む会員組織で、LEVOも後援しています。

簡単！給電スタンドの操作方法

＊高速道路SA外部電源式冷暖房装置モニター募集のご案内＊
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

昭和46年創業し、現在は愛知県小牧市を中心に拠点を置き、物流サービスを提供している。
取引先は、大手家電系の総合物流サービス提供会社や食品会社。国内に不況の嵐が吹き荒
れている昨今、昨年10月には、冷蔵冷凍センターである小牧南物流センターを開設した。
CNG車導入について、そして業績好調の理由を教えていただいた。

代表取締役社長
　倉田　直樹 氏

学校給食運搬車だから環境に優しい車両を選ぶ

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　総務部　石崎   智彦

名豊興運株式会社

　長谷川和也 氏

《愛知県小牧市》

左より、山田氏、筧氏、倉田社長、長谷川氏

　「CNG導入のきっかけは、小牧市の学校給食配
送業務の受託でした。昭和60年４月から関わって
きましたが、環境に配慮するべきだという思いが
強くなり、平成15年に導入を開始しました。」と倉
田社長。子どもたちのいる学校へ入る車両だから、
子どもたちが口にする給食を運搬する車両だから、
環境に優しいものを選んだのだという。平成15年
に２台導入し、現在は23台のCNG車を導入してい
る。環境に配慮した車両の中でも、CNG車を選択
した理由はなんだったのだろう。
　「CNG車には、一番クリーンなイメージを持っ
ていました。」と倉田社長。車両メーカーのバック
アップや、ガス事業者からの天然ガスはクリーン
なエネルギーであるというアピールがあり、決定
したのだそうだ。

◆年間を通じて安定した仕事量を目指す
　元々、大手家電メーカーの配送が中心で会社を
興した同社。現在も業務の大きな柱であることは
変わりがない。しかし、家電の仕事は、夏と年末
にボリュームアップ。大きな波がある。それを吸
収したいと食品関連の仕事に着手。現在では、総
合的に配送業務を担っている。
　倉田社長は、「平成21年12月には、南部給食セン
ターの配送業務が受託でき、CNG４台の導入を決

めました。入札だと価格的には厳しいのですが、
弊社の目標である３給食センターの配送業務受託
を達成することができ、大変うれしく思っていま
す。」と、喜びを語ってくれた。
　これまでは不問であった車両について、環境対
応車両が指定されたのは、平成17年11月に小牧市
が環境都市宣言をしたことに端を発する。公用車
へ低公害車を積極導入することを基本計画の中に
盛り込んでいるのだ。翌年６月には、国土交通省
の「CNG車普及促進モデル事業実施地域」に指定
され、市内におけるCNG車の普及を図っている。
　また、同社は、「小牧市CNG車普及促進協議会」
のメンバーでもあり、CNG車普及に尽力している。
学校給食担当者からは、早くからCNG車を導入し
ていることについて褒められたこともあったのだ
そうだ。同社は、食品のみならず、大手家電メー
カーの配送業務についても、CNG車を導入してい
る。
　「企業姿勢として取り組んでいるのです。」と倉
田社長。
　環境問題については、全社員一丸となって取り
組んでいる。たとえば、平成20年10月に開設した、
同社の小牧南物流センター。冷凍冷蔵センターだ
が、冷凍は環境に配慮した設計になっている。こ
こではフロンを使わずに自然冷媒を使用した省エ

　筧　　浩司 氏
　山田　健二 氏  に聞く
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

ネ自然冷媒冷凍装置を導入。導入コストはかかっ
たが、費用の一部に環境省からの補助を利用する
などして、環境に配慮した物流センターを完成さ
せた。
　また、平成16年10月には、ISO9001認証取得。
平成19年８月には、グリーン経営認証取得という
ことが、環境への配慮に対する何よりもの評価な
のではないだろうか。

◆積み重ねた信頼の高さが強み
　ドライバーの質の高さも同社の売りのひとつだ。
まず、小牧市給食センターの職員からは絶対の信
頼を得ているという。
　「トラブルなくやっているからだと思います。ド
ライバーへの指導も積極的に行っています。」と倉
田社長。
　信頼を持ち続けてもらいたいと、毎月１回ミー
ティングを行っている。平成21年６月には、大手
コンビニエンスストアのフローズンの配送を始め
たが、この業務は、取扱商品の品質に厳格な基準
が定められており、ドライバーの資質についても
厳しい注文がある。それを高いレベルで維持する
教育をしているのだそうだ。
　「それは、一人ひとりといかに話をするかという
ことです。もちろん集合教育も大切ですが、個人
の存在を認めることが大事なのではないでしょう
か。」と倉田社長。デジタコを導入し、日報で管理。
一定のレベル以下の項目に関しては、具体的に指
導をしているが、何より大切にしていることは、“声
かけ”なのだそうだ。
　倉田社長は、「ドライバーはいったん会社を出る
と孤独です。だからこそ、帰社した時に声をかけ
てもらうことを求めています。「どうだった？」「お
疲れさま」という一言が大事なのです。このよう
な基本的なことで、ドライバーは10の力を11とか
12で発揮してくれます。」と言う。努力を惜しまな
いドライバーであればあるほど、その要求が高い
そうだ。内勤のスタッフへも徹底し、活気のある
職場を目指している。難しい教育をするのではな
く、一人ひとりが心を通じ合わせること。業績好
調の理由をここで見つけた気がした。

◆業績好調、もう一つの秘策
　「弊社では営業マンをおいていません。要は配送
してくれるドライバーが、お客様が満足する仕事
をしてくれれば、口伝えで「ちゃんとした仕事を
してくれる会社だよ」と広がるはず。そうすれば、

自然と仕事が増えると考えています。」と倉田社長。
　現在、同社で扱っているのは食品が８割。輸送
物量が減少し、効率化が求められている。安定感
のある多角経営、仕事の質の高さは、ライバル社
に差をつけるチャンスとなるであろう。
　倉田社長は、CNG車についてもっとPR活動をし
たいと言う。同業者や一般の方へ試乗してもらう
イベントなどがあれば、積極的に車を提供したい
そうだ。
　「車体にシールなどを貼り、CNG車であること
を一般の方へアピールすることも必要ですよね。」
と山田健二氏。CNG車が環境に優しい車であるこ
と、その車両を使っている会社であることをもっ
とPRしても良いと、強く思う。
　最後に、倉田社長に中・長期的にCNG車の位置
付けを伺った。
　「環境重視のクライアントは多いですから、CNG
車でアピールすることも選択肢の一つとして視野
に入れています。すぐの導入につながるかはわか
らないですが、クライアントの多様な要望に、即、
対応できる体質持ち続けたいですね。」
　中部国際空港セントレアの土産物売り場行きの
荷物が、常温とチルドで365日あるそうだ。この路
線にCNG車を導入できたらと、倉田社長は目標を
語ってくれた。
　小牧南物流センターの竣工式には、社員とその
家族を招待し、500名以上が同じ時を楽しんだとい
う。ここにも集団としての結束力を見た気がした。

車体にグリーン経営承認
のシールでアピールして
いる
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

さいたま市に本社を置き、運送に関しては、浦和、柏、岩槻、
栃木、大阪へ拠点を置いている。雑貨や日用品など、大手デ
ィスカウントストアの取扱商品や電化製品、食品運送が業務
の主流だ。EMS導入について話を伺った。

より環境に優しく、より安全な運転を目指す

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
　　　　調査役　佐藤   勝昭

篠崎運輸株式会社 《埼玉県さいたま市》

左より、秋田課長、川代部長、大鷲部長、小杉係長

　同社の代表取締役である篠嵜泰夫社長の主義は
「安全とエコには金を惜しむな」であるという。そ
の言葉通り、会社全体としてエコに取り組んでい
るのだそうだ。同社がEMSを導入したのが平成19
年。導入前後では、ドライバーたちがどのように
変化したのだろうか。
　「EMS導入前に、実験的にデジタコを使用して
いました。その後、より一層安全なものはないか
と検討し、EMSを導入したのです。導入前には大
きな事故がありましたが、導入後には大事故はほ
ぼゼロ。ドライバーの走り方にエコドライブの意
識が浸透し、燃費も改善されました。」と大鷲部長。
　デジタコ導入直後には、ドライバーから「なぜ
こんなものをつけなければならないのか」、「今ま
では自由に運転できて良かった」、「監視されてい
るような気がする」など、クレームが多々寄せら
れていたが、半年ほどでアレルギーは消え、EMS
導入時には、すんなりと受け入れてくれたという。
　同社が選んだのは、ドライブレコーダー機能が
ついたEMS機器。あらかじめ設定しているエコド
ライブの基準から外れて運転した運転者には再生
映像を利用して、管理者がエコドライブの指導し、
危険な運転を少しでも減らそうという試みだ。
　「交差点での事故では、映像が残っていたおかげ
で、事実を確認できたこともありました。」と小杉

係長。事故の相手側車両が赤信号で侵入していた
映像が残っていて、過失割合が100対０になったの
だそうだ。
　小杉係長は、「映像が無かったら過失割合が０に
はなっていなかったと思います。良い面もありま
すが、実は、角度的に事故が映っていない、夜間
など映っていても判別できない場合もありますし、
機械にのみ頼ることは避けたいとも思います。」と、
あくまで安全運転のためのアイテムのひとつであ
ると語ってくれた。
　また、メーカーへの厳しい要望もいただいた。
　ドライブレコーダー部の「映像が記録されるＧ
値の設定は模索中なのです。メーカーが設定した
ものでは映像が残らないことがありますから。ど
んな事故でも残らないと困ります。」と、小杉係長。
既に事故規定の衝撃・ブレーキ値の微修正を６～
７回、設定値を替えて試しているそうだが、納得
は得られていないようだ。すぐにでも、各メーカ
ーの対応方法など、きめ細やかに把握する必要が
あるだろう。

◆ 省エネ効果が得られ、ドライバーのモチ
ベーションもアップ

　EMS導入で、安全運転・経済運転が各ドライバ
ーに浸透したという。速度を抑えて走れば、空気

運輸事業部業務管理部長
　川代  米造 氏
車両管理部部長
　大鷲  曻男 氏
運輸事業部運行管理課係長
　小杉  　誠 氏
総務・経理部総務課課長
　秋田  慎一 氏  に聞く
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

抵抗が減少し、エネルギーコストの削減になる。
平成20年の実績でみると、EMS機器取付車両32台
の平均実績省エネ率は約8.89％。目標省エネ率の
３％をはるかに上回る好成績だ。また、日報で具
体的に安全運転と経済運転の分析評価が数値とし
て出るため、ドライバーたちは競い合い、100点満
点を取ることが目標になっている。
　「数値には敏感ですね。皆、自分のドライブテク
ニックには自信を持っていますから、負けたくな
いとがんばるのです。切磋琢磨しているからこそ、
良い点数を取ることがドライバーの励みになって
います。」と大鷲部長。月に一度は、ドライブラ
ンキングを発表。ワースト５人は、その都度各々
の運転結果をもとに指導し、良い点数の人は、年
初めの安全決起集会のときに表彰の対象にしてい
るという。この表彰もドライバーのモチベーショ
ンアップにつながっている。ただ、坂道の多い道
路ではエンジン回転数が高くなり評価が下がる等
運行ルートにより不公平が生じるので、数値だけ
でドライバーを締め付けるのは良くないと、今後、
数値目標に代わる何かを探したいそうだ。
　エコが大切という掛け声だけでモチベーション
を維持するのは難しい。同社では、新たな気持ち
を持ち、モチベーションを維持できるようにと、
月に一度、エコ安全運転指導書を出してドライバ
ーにフィードバックしている。速度超過、急加速、
アイドリングなどの項目で採点し、過去と現在を
見比べられるようになっている。
　「今後、さらに経済的な運行方法を探り、燃費の
向上を目指したいですね。それがドライバーの負
担の軽減にもつながります。」と大鷲部長。

◆具体的な目標でモチベーションを維持
　同社が行っている月に一度の教育指導では、月

別の教育目標と、その月の重点項目をミーティン
グ時に指導している。例えば、取材に伺った12月は、
飲酒・酒気帯び運転の厳禁、新型インフルエンザ
対策が教育目標として指導され、急発進、急加速
は燃費悪化のもととわかりやすい図表などを用い、
エコドライブを促していた。明確な中・長期的な
目標の設定と、わかりやすい資料を配布すること
は、全員で取り組むのだという団結力を生むので
はないだろうか。
　「EMSの導入のメリットは他にもあります。」と
小杉係長。運転結果を再生映像で見ることができ
るため、具体的に指導を行うことが可能になった
そうだ。また、改めて映像で見ることで、事故を
起こさなくなったドライバーもいるのだとか。事
故の再発防止、自分の反省材料になっていること
も挙げられる。
　川代部長は、「私は交通事故担当なので、EMS
の効果をより実感しています。本当に大きな事故
が減りました。そして追突事故がない。これは、
速度守って走行している証拠。イコール、エコド
ライブをしているということです。EMS導入で、
急ブレーキはするな、車間距離をとれと、数値か
ら判断した説得力ある指導ができるようになりま
した。」と話してくれた。
　「環境という広い意味での話で言わせていただけ
ると、環境に配慮すると、経営面では辛い面があ
りますね。例えば、倉庫内の電灯を省エネ型なも
のに替えようとすると環境に良いのは理解できま
すが、従来の電灯よりもコストがかかります。そ
ういった部分に助成をもらえると、ありがたいの
ですが。」と秋田課長が総務・経理の視点から提案
してくれた。それぞれの立場で、精いっぱい安全
とエコに取り組んでいる同社の物流に、今後も注
目したい。

EMSを導入してドライバーのモチベーションがアップ。 ランキングを発表することで、良い意味での競争心が芽生えた
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CNGトラック東京～姫路620km無充填走破

　CNG車は航続距離が短いと言われてますが、そ
の定説を覆し長距離走行にも耐え得ることを証明
する試みが、平成21年11月１日㈰に行われました。
　実施したのは、CNG車を先駆的に利用し業績を
伸ばしている㈱エコトラック（大阪・門真市  池
田治子社長）で、同社の池田雅信取締役がドライ
バーを務めました。
　使用車両は、いすゞのエルフ（平ボディ）の２
トン車で、積載貨物はなし。東京・新宿の都庁天
然ガススタンドで朝の開店直後に充填し出発。首
都高の新宿インターから入り、東名高速、伊勢湾岸、
東名阪、新名神高速、名神高速を走行。
　当初は、そのまま門真市の自社へ戻る予定で、
燃料メーターに余裕があれば神戸までと考えてい
ました。しかし名神高速・京都南インターを通過
した際にまだ１メモリ分の燃料が残っていたため、
尼崎インター経由で阪神高速へ進み、第二神明、
姫路バイパスを経て姫路東ランプで一般道に降り
ました。ここで大渋滞に巻き込まれ、燃料警告等
が点灯して肝を冷やしたそうですが、17時過ぎに
姫路・城の東エコ・ステーションに到着しました。
　見事、東京から姫路までの無充填走破に成功。
都庁前からの走行距離は619.6km、ガス充填量は
55.4㎥。㎥当りの燃費は11.18kmでした。

　ドライバーを勤めた池田氏は、出発に際し、
「CNG車は航続距離が短いという‘うわさ’を払
拭したい」と強調。走行に当たっては、省燃費運
転を徹底するため時速80kmを堅持。東名高速での
事故渋滞、阪神高速での断続的な渋滞、姫路のエ
コ・ステーション直前の渋滞等に見舞われました
が、600kmを超える距離を途中一度も充填するこ
となく走破することに見事成功しました。

◆池田氏のコメント
　CNG車をこれまで使ってきたなかで、世間で言
われるCNGの航続距離は絶対におかしい。あれは
ガス欠が怖くて早めに燃料を入れてしまっている
だけで、本当はもっと走れるのではないかとの思
いが絶えずあり、一度限界まで走らせてみたいと
思っていました。
　今回は航続距離を出すために貨物も積まず、徹
底した省燃費運転を行いましたが、通常でも東京
から東名高速の上郷SAエコ・ステーションまで走
るのは全く問題ないことが分かってもらえたと思
います。長距離でもCNG車は対応出来るのです。
これをきっかけに、世間の噂に惑わされずいろん
な場面でCNG車を使ってもらえればうれしいで
す。

無充填走行実験に使用した車両（いすゞエルフ２ｔ、CNG車） ドライバーを務めた㈱エコトラックの池田雅信取締役
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連載　LEVOの国際協力活動

第４回  AMF  アネックス17の概要
　この連載では、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）」の共同研究成果を紹介しています。
　今回は、アネックス1７「大型天然ガスバスの実走行モードによる燃費及び排出ガスの評価｣ を紹介します。この
共同研究はベルギーのフラマン技術研究所（VITO）が中心になって行われ、LEVOも参加しました。以下に、共同研
究の成果を紹介します。

◆アネックス17の概要◆
参 加 国： 日本（LEVO）、米国、イタリア、オ

ランダ、スウェーデン、ベルギー、フ
ィンランド

研究期間：1998～1999（２年間）
運営機関： VITO（ベルギーのフラマン技術研究所）
目　　的：
　自動車の燃料消費量や排出ガスは、道路、交通
状況などの外部的な要因、運転者の運転方法など
の運転に関する要因及び自動車の排出ガス対策
などの技術要因に大きく影響されます。そこでこ
のアネックスでは、低公害車が実際の路上走行で
は、どのくらいの排出ガス低減効果があるか調べ
るため、圧縮天然ガス（CNG）を利用した大型
バスの燃料消費量及び排出ガスの調査を行いま
した。
　なお、本研究は1998から1999年にかけて実施さ
れたものであり、試験自動車の仕様、排出ガスレ
ベルは現在とは異なります。
試験自動車：
　カミンズ社製の希薄燃焼天然ガスバス、IVECO
社製の三元触媒天然ガスバス及びDAF社製のユ
ーロII排出ガス規制適合ディーゼルバスの３台の
都市バス（全長12m）

　注） 希薄燃焼：燃料に対して空気の量を多くして、希
薄な状態で燃焼させ、窒素酸化物（NOx）を低減
する方式

　　　 三元触媒：燃料と空気を理論混合比で燃焼させ、
触媒でNOx等を処理する方式（現在、普及してい
る天然ガス自動車の排出ガス処理方式）

◆アネックス17の結論◆
○ 天然ガスエンジンのNOx低減手法として、希

薄燃焼方式と三元触媒方式があります。さまざ
まな台上試験モードでは、三元触媒方式天然ガ
スエンジンのNOxは、ディーゼルエンジンの
約1/10以下でした。しかし、希薄燃焼方式では、
NOxの顕著な低減は見られませんでした。

○ 天然ガスは、軽油に対してエネルギー単位量あ

たりの二酸化炭素（CO２）排出量が約25％少
ないため、もしエネルギー効率が同じであれ
ば、CO２排出量は25％少なくなります。しかし、
実際には天然ガスエンジンの効率はディーゼ
ルより若干低いので、台上における試験モード
では、希薄燃焼方式では約15％、三元触媒方式
では、約２～５％少ないという結果でした。

○ 希薄燃焼天然ガスバス、三元触媒天然ガスバス
及びディーゼルバスの３台の都市バスをいろい
ろな条件で路上走行させ、CO２排出量とNOxの
関係を調査した結果を下図に示しました。

　 　路上走行時のCO２排出量は、バラツキが大
きく一概に言えませんが、希薄燃焼天然ガスバ
スと比較して、三元触媒天然ガスバス及びディ
ーゼルバスが少ない傾向でした。NOx排出量
は、三元触媒天然ガスバスが最も少なく、希薄
燃焼天然ガスバスが最も多くなりました。

　希薄燃焼の天然ガスバスやディーゼルバスの
NOxレベルは高く、当時の技術で昨今の厳しい
新排出ガス規制をクリアしているのは、この図に
示す最も低いNOxを示した三元触媒方式の天然
ガス自動車だけです。
　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してください。

【参考】
アネックス17報告書（翻訳）
URL   http://www.levo.or.jp/research/rsc00_lib01.html
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小学校訪問で課外授業《横浜市立長津田小学校》

　このほどLEVOでは、「環境・社会貢献」の活動
の一環から小学校を訪問、児童への環境教育をテ
ーマとした課外授業を行う機会を持つことができ
ました。
　訪問したのは、横浜市立長津田小学校です。き
っかけは、本号22頁でも紹介している新作パンフ
レット「低公害車とは？」を制作するにあたって、
同パンフレットの作成趣旨が「一般の誰にでもわ
かりやすく」としていることから、縁あって同小
学校に制作のための調査協力をお願いしたところ、

「エコとクルマ」をテーマとした課外授業を依頼さ
れたものです。
　同小学校の４年生の児童は、環境をテーマにグ
ループによる調査学習を行っているとのことです。
LEVOとしても未来を担う子供たちへの絶好の情
報発信、啓蒙活動と捉え、楽しみながら学んでも
らうことを心がけて演目を練り、手作りの教材を
手に１月20日㈬に訪問しました。
　同校の視聴覚ルームに４年生全生徒78名が集ま
り、担任の先生２名、副校長先生１名の手助けを
得て、以下の学習内容で講演しました。
①クルマが環境に及ぼす影響と働く低公害車
②限りあるエネルギー
③低公害車の仕組み実験
④寸劇「子供から親へのエコ運転のすすめ」
⑤質問コーナー  アンケート
　さっそく新作パンフレットを用いての学習をスタ
ート。「働くクルマ」を中心に、低公害車の種類、ク
ルマが環境に及ぼす影響、石油資源の大切さなどを
わかりやすく工夫を凝らして授業を進めていきます。
　普段から環境についてグループ学習していること
もあって、すべての児童がとても熱心に授業に聞き
入り、講師からの質問にも積極的に発言するなど、児
童の学習意欲の高さに驚くとともに、普段からの先

生方の指導の素晴らしさもうかがえました。
　低公害車の仕組み実験では、自転車とモーター
付きミニカー、豆電球を使って「ハイブリッド自
動車の発電実験」を行い、多くの児童に発見と驚
きをもって注目してもらいました。また、子供の
目線から見る大人へのエコ運転のすすめという観
点で行った寸劇では、実際に生徒さんとの競演で、
この授業で一番の盛り上がりを見せ大変好評でし
た。後に行ったアンケートでも「家の父と母もエ
ンジンかけっぱなしなので教えます。」という感想
文を目にし、身近なクルマとエコに感心をもって
もらえたようで、ほっと胸を撫で下ろす気分でし
た。
　今回は、およそ２時間の課外授業でしたが、児童
たちの真剣なまなざしを通して環境に対する率直な
気持ちに接することができ、また、その反響の大き
さの面からも大変有意義なものであったと実感しま
した。ご協力いただいた同校校長先生をはじめ先生
方に改めて感謝申し上げる次第です。
　この授業で用いたパンフレットには、LEVOの合
言葉として「かけがえのない地球のため  私たちの
一歩は  未来への百歩」と表現しています。その未
来を担う子供たちに、今後もこのような機会を積極
的に設けて行きたいと心を新たにしました。

熱心に聞き入る児童たち 児童からの感謝の手紙
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LEVOに中学生の訪問学習《茨城県取手市立藤代南中学校》

　小学校への訪問授業を行った翌週の１月28日㈭
には、今度は中学生の訪問学習を受け入れること
となりました。LEVOが訪問を受けたのは、茨城
県取手市にある市立藤代南中学校２年生の生徒５
名（男子２名、女子３名）の皆さんです。
　これは、学校教育だけでは補えない専門家の協
力や学外での体験機会などを必要としている学校
側のニーズに、企業訪問学習などの企画・運営管
理をサポートする特定非営利活動法人（NPO）学
校サポートセンターの要請を受け、藤代南中学校
の都内における教育旅行の機会に１グループを受
け入れることになったものです。
　LEVOとしても社会貢献とLEVOが行う事業の
社会的役割、必要性を理解してもらう絶好の機会
と捉え、より理解してもらうための資料、機材等
を準備し、およそ１時間半の学習を行いました。
　生徒さんたちは、すでに事前学習を行っており、
訪問以前に伝えられていた学習テーマ、①LEVO
設立の経緯、②低公害車の開発動向、③種々の低
公害車の特徴、④この分野での課題・問題点と改
善策、努力目標、などに沿って学習は進みました。
　LEVOの設立経緯では、上田理事長によるこれ
までの日本のクルマ社会における大気汚染等の環
境問題、石油に依存するエネルギー事情、地球温
暖化への影響の観点から、LEVOの果たす社会的

役割と活動目的を身近な社会現象と生活体験事例
を交えながらわかりやすく講話が行われ、生徒さ
んたちは真剣な面持ちで耳を傾けていました。
　また、その後の低公害車とエコドライブなどの専
門的分野における技術及びその効果などに関する学
習では、簡単な実験などを通しての講義に興味を持
ってもらえたようで、後に提出を受けた感想文では、
様々な低公害車の特徴と必要性が理解できたととも
に、日常生活の身近なところで、ほんのわずかな心
がけでCO２を減らすことができることが勉強になっ
たとあり、とてもうれしくなりました。
　学習を終え、今回の訪問に低公害車の分野を選
択した動機を聞いたところ、常日頃から何かと環
境に関することが話題なっているからという主な
理由のほかに、ひとりの生徒さんは、親御さんが
運輸業界に勤めているということで、仕事と生活
に密接しているクルマを介して、これからの低公
害車というものに興味を抱いたそうです。
　このような訪問学習で学んだことが、将来を担
う生徒たちの未来を切り開くうえでの一助となる
ことを願うとともに、身近な生活の中へ、また、
そこからの知りたいという声に対して、普及活動
の努力を絶え間なく続けていくことが大切である
と改めて感じた日でした。

児童も参加して学習を進行 ハイブリッド自動車の発電実験の様子

上田理事長による講話でLEVOを紹介 低公害車、エコドライブに関する講義

積極的な発言をする児童
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第38回IEA自動車用先進燃料実施協定参加報告

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は、政府指
定機関として国際エネルギー機関（IEA）の先進
自動車用燃料研究開発実施協定（AMF）の活動に
参加しています（関連記事は本号18ページ参照）。
　2009年11月にAMFにおける共同研究の方針を議
論する「執行委員会｣がタイのバンコクで開催され、
参加しました。この会議での主な議論及びタイに
おける代替燃料の開発、利用状況に関する情報を
紹介いたします。

◆執行委員会の概要
月日：2009年11月17日㈫～20日㈮
場所：タイ  バンコク
出席：日本（LEVO、NEDO）、オーストラリア、
オーストリー、カナダ、中国、デンマーク、フィ
ンランド（議長）、フランス、スペイン、スウェー
デン、タイ、米国（計12カ国）
事務局：スウェーデン
オブザーバー：タイ・エネルギー省、タイ自動車
工業会、アジア天然ガス自動車協会、ドイツなど

　タイは、2008年にこの協定に加盟したため、今回
は同国での初めての執行委員会開催となりました。
　通常、執行委員会では新規の国際共同研究に関
する提案、議論のほか、執行委員会開催国がホス
トになり、自動車用代替燃料の動向等の話題提供
並びに関連施設の技術見学等が行われます。今回
の執行委員会では、タイの天然ガス自動車、バイ
オ燃料に関する話題提供、バイオ燃料製造設備、
研究施設見学等が行われました。

◆執行委員会のトピックス
　今回の執行委員会で新たに発足した国際共同研
究はありませんでしたが、バイオ燃料自動車の排
出ガス毒性に関する研究、燃料のCO２に関するラ
イフサイクルアセスメント研究の必要性等が議論
されました。次回は、2010年５月にカナダのオタ
ワで開催されることが決まりました。

◆タイにおける天然ガス自動車の普及状況
　タイは自国で天然ガスが産出すること、近隣諸国
からの輸入が可能であることから、石油輸入量削減
のため、天然ガス自動車の普及を奨励しています。
そのため、自動車用天然ガスの価格は、石油系燃料
の1/3～1/4に設定されています。バンコク市内で
調査した各種市販燃料の価格を表に示しました。
　燃料の値段が安いため、多くの圧縮天然ガス

（CNG）自動車が走っています。タクシーはほと
んどCNG自動車です。タイでは、関税等が300％※

をこえるため、完成車輸入は現実的に行われてお
らず、ほとんどが現地組立による自動車です。
※ASEAN諸国６ヶ国において2010年1月関税が撤廃されました。

市販燃料の価格（2009年11月19日現在）

燃料の種類 バーツ価格 円価格
B5（バイオディーゼル5%
混合軽油） 26.8  バーツ／L 72.3  円／L

軽　油 28.2  バーツ／L 76.1  円／L
E20（バイオエタノール
20%混合ガソリン） 29.4  バーツ／L 79.5  円／L

ガソリン（レギュラー） 30.9  バーツ／L 83.5  円／L
ガソリン（ハイオク） 31.7  バーツ／L 85.7  円／L
CNG 8.5  バーツ／kg 23.0  円／kg

1バーツ＝2.7円で換算

◆タイにおけるバイオディーゼル燃料
　タイの中北部は水が多く、常夏であるためバイ
オディーゼル燃料生産に適しています。執行委員
会ではバンコク北部のサラブリの油やし農園及び
バイオディーゼル燃料製造設備を見学しました。
　現在、世界的に見ても大規模な製造設備（１日
当たり生産量300kL）の稼動が始まっています。
タイにおけるバイオディーゼル燃料生産への大き
な期待がうかがわれる事業です。

油やし農園

バイオディーゼル燃料製造設備

油やしの実
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「低公害車とは？」パンフレットの発行について

　この度、LEVOでは「低公害車とは？」パンフ
レットを制作、発行いたしました。このパンフレ
ットは、トラックを中心とした低公害車の種類や
しくみ、普及動向、普及施策等をクイズ形式を取
り入れて、一般の方にもわかりやすく解説したも
のとなっています。今後、低公害車の普及に関す
るセミナーや展示会などで配布する予定です。

　このパンフレットでは、LEVOの新キャラクタ
ー『レボまる君』が登場し、低公害車についてわ
かりやすく解説します。

〈低公害車の概要〉
おしえて！レボまる君
・低公害車って、何？
・トラックやバスの低公害車はあるの？
・低公害車の良いところはどんなところ？

〈低公害車の詳細〉
低公害車に関するよくある質問
　質問１：低公害車はどうして必要なの？
　質問２： 低公害車は何台くらい普及している

の？
　質問３： 低公害車の排出ガスは、どのくらい

きれいなの？
　質問４： 天然ガス自動車についてもっと教えて
　質問５： ハイブリッド自動車についてもっと

教えて
　質問６： 国などの低公害車普及の取組みや補

助金などは？

「低公害車とは？」パンフレットの主要構成

新設天然ガススタンドについて

平成21年12月４日㈮より営業を開始いたしました天然ガススタ
ンドの詳細です。

名　　称：札幌流通センターSS天然ガススタンド
住　　所：札幌市白石区流通センター５丁目３番30号
Ｔ Ｅ Ｌ：011（864）7665
営業時間：月～金  ７：30～21：00
　　　　　　　土  ７：30～20：00
　　　　　日・祝  ８：00～20：00

圧縮機：吐出量  320N㎥／時×２基、圧力  24.5MPa
蓄ガス器：容器本数  450L×16本、蓄ガス量  1,770N㎥、２バンク方式
ディスペンサー：マルチ型×１基  直充填対応、最大流量  25kg／分
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冬景色点描　冬らしさは透明感と厳しい寒さとで表現されますね。今回は、都会の朝と夜の「透明感」と、高原での「厳冬」
をご案内いたします。まずは船上からみた師走のレインボウーブリッジです。水平線が少し傾いていますが、これは「揺
れ」によるものです。つぎは、都会の朝ですが、中央彼方に建設が進む東京スカイツリー（「新東京タワー」）がくっきり
とそびえていますね。冬定番の樹氷は美ヶ原高原  王ヶ頭です。マイナス14度といわれていました。

ナイトクルージングにて、美しさに夢中でシャッターを押しました。 画面下部が、白くかすんでいます。風の通り道です。

青空のもと、か細い木も、雪化粧で力強いですね。 完成が待ち遠しいスカイツリー、どこまで届くのか今から楽しみです。

撮影データ
厳冬版：EOS3  70-200mmf2.8  E100VS
透明版：デジタル  夜景モード、及び風景モード


