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平成23年度低公害車普及促進に係る補助金概算要求の概要

　来年度の国の予算編成は、８月末の各省庁から
財務省への概算要求提出により始まりました。
　この概算要求を見ると、電気自動車関係の施策
は多々あるようですが、運送事業者が低公害車導
入で利用できる補助制度は国土交通省の制度だけ
となる模様です。

　ここでは、国土交通省の低公害車普及促進対策
費の概算要求を主に、関係する補助制度等を含め、
平成23年度に運送事業用として低公害車を導入す
る場合に利用できる補助制度について、実施にお
ける要点を踏まえて紹介します。

◎国土交通省の概算要求の内容は、ホームページで閲覧できます。
　以下は、低公害車関係の補助制度に関する概算要求の抜粋です。

URL     http://www.mlit.go.jp/common/000122344.pdf



�

NEWS LEVO No.43

☆国土交通省の低公害車導入の補助制度☆

　前頁の図にあるように、運送事業者を対象とし
た国土交通省の車両導入の補助制度は次の２つと
なっています。
○EVによる公共交通のグリーン化（新規要求）
○低公害車普及促進対策（継続要求）

①補助対象事業者
○�電気自動車（EV）による公共交通のグリーン化促
進事業
　⇒�バス・タクシー事業者
○低公害車普及促進対策
　⇒�運送事業者
※�EVによる公共交通のグリーン化促進事業の補助
は、トラック運送事業者は対象となっていませ
ん。

②低公害車普及促進対策の対象車種
　運送事業者が導入する車両が対象とされ、自家
用車は対象となっていません。
◇CNG車…トラック・バス
◇�ハイブリッド（HV）車…トラック・バス・タク
シー
◇電気自動車…�（車種の記載なし）
　※�プラグインハイブリッドも含め、運送事業用
であれば全て対象となっています。

◇使用過程車…CNG車、電気バス
　※�使用している車を改造する場合、CNG車、電
気バスへの改造としており、電気トラック・
タクシーへの改造は対象となっていません。

③低公害車普及促進対策の補助率
◇�CNG車、HV車は、通常車両価格との差額の1/3
を補助としていますが、注意書きとして小規模
事業者は1/2の補助となっており、該当する事業
者は従来同様の1/2補助。該当しない場合は1/3
と補助率を低くしたものとなっています。
※�「通常車両価格との差額」と「車両本体価格」
をベースに各々の補助率を適用した上で、いず
れか低い額としていますが、実態としては「通
常車両価格との差額」が適用されることが予想
されます。

◇�電気自動車の導入、使用過程車の改造の補助率
は22年度と同様の補助率となっています。
※�これまでの本補助制度では、通常車両価格との
差額（価格差）や使用過程車の改造費について
はトップランナー方式が採用され、同じクラス
の車両で最も低い価格をベースに補助金額が決
定されています。

④�小規模事業者以外の事業者の補助金額
　平成22年度のCNG車の価格差を例に試算すると
次の表のようになります。

最大積載量 1/2補助 1/3補助
2トンクラス 461千円 307千円
4トンクラス 1587千円 1058千円

⑤小規模事業者とは？
　概算要求の説明資料に小規模事業者と表現して
補助率摘要の特例が記載されていますが、これが
補助制度として実施されるのは、補助金の交付内
容を具体的に定める補助金交付要網に規定され実
施されたときとなります。
　補助金交付要綱は、個々の補助制度ごとに実施
のための規則を定め、適正な補助金交付を図るも
ので、新年度開始直前に決定されます。
　よって、補助率1/3や小規模事業者に該当する事
業者は具体的にどのような事業者かが規定される
のは、「低公害車普及促進対策費補助金交付要綱」
が決定される平成23年３月末頃になります。

⑥概算要求について
　概算要求は、その行政を担当する各省庁が施策
を実現するために必要とする予算額を要求したも
ので、補助金の補助率は、実施する施策の目的を
達成するために最も効果的、効率的なものとして
います。今後、財務省の予算査定等を経て正式な
予算額が決定されることとなります。
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　LEVOでは、今年度新規にリースするCNG車に
ついて、政府の行っている地球温暖化防止のため
の国民運動「チャレンジ25」に貢献するため、カ
ーボンオフセットを付加した車両のリースを行う
ことになりました。
　これに先立ち、平成21年11月から平成22年１月
までの間、CNG車のCO２排出量とディーゼル車の
CO２排出量のデータを得るために走行実験を行い
ました。（日通総合研究所への委託調査）

　この走行実験により、CNG車のCO２排出量はデ
ィーゼル車に比べ、２トン車では18％、４トン車
では21％の削減効果が認められました。以下に実
験結果を紹介します。
　なお、CO２削減量は車両の燃費に影響され、車
両の燃費評価は走行条件や運転手の技量において
左右されるところが大きいので、今回の調査結果
も一定の条件下における実績データの一つとお考
え下さい。

CNG車とディ―ゼル車の営業走行時におけるCO２排出量比較実験

◆走行実験
〈概要〉
　最大積載量２トン及び４トンのCNG車とディーゼル車の営業走行時における燃費実績を１事業者において
調査し、CO２排出量を比較した。

〈実験条件〉
試験車両

最大積載量 2トン 4トン

車　　　　両 CNG車 ディーゼル車 CNG車 ディーゼル車

車　　　　種 バン、平ボディ ← ウィングバン ←

試験車両台数 5 2 1 1

車両登録年 H20年：2台
H18,15,12年各1台

H20年：1台
H13年：1台 H18年 H17年

試験方法
　１事業者においてCNG車とディーゼル車を併走させ、営業走行時の燃費を計測した。追従による前車と後
車の走り方及び運転者の違いを考慮し、随時走行順序及び運転者を入れ替え走行した。
　なお、併走する１台は営業運行車、もう１台は追従車とし、１日ごとに営業運行車と追従車の車両（CNG
車、ディーゼル車）を入れ替えた。２日を１セットとし、２トン車は７セット、４トン車は３セットの実験
を行い、それぞれの車両の燃費を計測した。

走行地域　２トン車：大阪、京都、姫路方面への薬品、部品、家電の輸送
　　　　　　　　　　（市街地の渋滞、郊外の流れの良い走行を含む）
　　　　　４トン車：東大阪市を中心とした関西一円へのダンボール輸送
　　　　　　　　　　（流れの良いルートである）
試験期間　2009年11月９日～2010年１月29日（２トン車14日間、４トン車５日間）
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〈試験結果〉

最大積載量 2トン 4トン

車　両 CNG車 ディーゼル車 CNG車 ディーゼル車

走行距離（km） 3,878 3,759 1,119 1,127

燃料消費量 524.00 493.19 159.46 161.00

燃　費 7.40 7.62 7.02 7.00

CO２（g-CO２/km） 281 344 296 374

比 0.817 1 0.791 1

注）CNG車の燃料消費量、燃費はNm3、km/Nm3、ディーゼル車は、ℓ、km/ℓである。

〈結論〉
　営業走行時の２トン及び４トンのCNG車及びディーゼル車の燃費実績を調べ、CO２排出量を評価した結果、
CNG車のCO２排出量はディーゼル車と比較し、２トンクラスで約18％、４トンクラスで約21％少なかった。

◆2トン、4トン結果比較グラフ

km/ℓ             km/Nm3 kg-CO2/ℓ             kg-CO2/Nm3 g-CO2/km             g-CO2/km

km/ℓ             km/Nm3 kg-CO2/ℓ         kg-CO2/Nm3 g-CO2/km     g-CO2/km
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国土交通白書2010に見る環境関連施策

　大気汚染、地球温暖化等自動車に関わる環境問
題は、貨物自動車運送事業を生業とする皆様にと
って大変重要な課題となっており、低公害車の導
入、エコドライブの推進など、種々の活動に積極
的に取り組まれているものと思います。それらの
活動の方向性は、国土交通行政に大きく関係する
ものであります。そこで、国土交通白書2010（以下、
白書）から貨物自動車運送事業者の皆様に関わる
環境問題に対応するための主な施策を概観しまし
た。

　白書の第Ⅰ部では、「転換期を迎えている地域・
社会と国土交通行政」をテーマとし、日本の経済
社会やそれぞれの地域で起きていること、個人の
生活や意識の変化が整理され、次に国土交通行政
に求められているもの、最後に各地域での取組み
の芽生えがまとめられています。
　第Ⅱ部では、第Ⅰ部の流れを実現するための種々
の切り口で第１章から第９章までテーマごとに国
土交通行政の動向がまとめられています。物流の
効率化も環境改善に関係するので、それらも含め
ると白書における自動車の環境問題に関する施策
は、産業の競争力強化・活性化のための施策、美
しく良好な環境の保全と創造に関する施策、情報
通信技術の活用・普及に関する施策に分けられる
と思います。それでは、それら三つについて白書
に沿って紹介します。

◆��「競争力のある経済社会の構築　　　　　
（白書第Ⅱ部�第５章）」
　都市内物流の効率化が進められています。平成
21年度に、都市内や物流拠点周辺での共同輸配送、
モーダルシフトの取組みなど、物流の効率化を図
る取組みを支援する物流連携効率化推進事業が創
設され、12件が認定されました。
　このほか、環状道路等幹線道路ネットワークの
整備、交差点の立体化、開かずの踏切の解消等の
交通流対策、積載効率の向上を目的としたトラッ
クの自営転換等のソフト施策も併せて推進されて
います。また、安全の確保や環境規制への対応等
で経営環境が厳しい貨物自動車運送事業の活性化
に向け、環境対応車の導入に対する支援が行われ
ています。

◆��「美しく良好な環境の保全と創造　　　　
（白書第Ⅱ部�第７章）」
　地球温暖化対策及び大気汚染・騒音の防止等に
よる生活環境の改善について述べられており、貨
物自動車運送事業者の皆様に大きく関わる部分で
すので少し詳しく紹介します。
　自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化、交
通流円滑化、物流の効率化等の施策が主な柱にな
っています。
（1）自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化
　自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化では、
規制的手法、インセンティブそしてステッカー等
による識別化等の施策が行われています。以下、
白書の関係する文章を抜粋します。
①自動車の燃費改善
　「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ
法）」に基づくトップランナー方式の燃費基準の策
定や自動車の燃費の公表等を行っている。（中略）
19年には27年度を目標とした燃費基準を策定して
いる。さらに32年に向けた新たな燃費基準の検討
を開始し、23年春を目途にとりまとめることとし
ている。
②排出ガス低減・燃費性能の向上を促す仕組み
　最新の排出ガス基準値よりも有害物質を低減さ
せる自動車については、その低減レベルに応じ、
低排出ガス車認定制度を実施している。また、消
費者が容易に識別・選択できるよう、低燃費車の
普及促進を目的とした自動車燃費性能評価・公表
制度を実施している。なお、これらの制度による
低排出ガス認定レベルや燃費性能の表示について
は、「平成22年度燃費基準達成車」等のステッカー
を貼付している。
③環境対応車の普及促進
　排出ガス低減や燃費性能に優れた自動車に対し
て自動車税の税率を軽減し、新車新規登録から一
定年数以上を経過した自動車に対しては税率を重
くする自動車税のグリーン化や、自動車取得税の
特例措置を講じている。自動車メーカーの技術開
発や商品販売努力、消費者の環境への関心の高ま
りにより、平成20年度における自動車税グリーン
化の対象車種の登録台数は、新車新規登録台数全
体の約41％（約118万台）を占めている。
　また、22年度税制改正では、21年度税制改正に
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おいて創設された一定の排ガス性能、燃費性能等
を備えた自動車に係る自動車重量税及び自動車取
得税の時限的免除・軽減措置（いわゆる「エコカ
ー減税」）について、対象車種を一部追加するとと
もに、自動車重量税について、車体の環境負荷に
応じた段階的な複数税率を設定することによりグ
リーン化を行うこととされた。
　さらに、地球温暖化対策、大都市地域等におけ
る大気汚染対策等の観点から、トラック・バス・
タクシー事業者を中心に、圧縮天然ガス（CNG）
自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車の導入
等に対する補助を行うとともに、環境対策と景気
対策を効果的に実現するべく、21年度補正予算に
より自動車運送事業者の環境対応車への買い換え・
購入に対する支援が22年９月末まで実施すること
としている。
④次世代低公害車等の開発、実用化、利用環境整備
　大型ディーゼル車に代替する、抜本的に環境性
能を高めた非接触給電ハイブリッド自動車等の次
世代低公害車について、実使用条件下での走行評
価を行う実証モデル事業を実施し、実用性の向上
を図っている。また、21年度より電動バス・超小
型モビリティ等の環境対応車が利用しやすいまち
づくりを実現することを目的として、研究会を設
立している。燃料電池自動車については、国連自
動車基準調和フォーラム（WP29）における世界
統一基準の策定作業に積極的に参加し、その早期
策定に向けて貢献している。
⑤エコドライブの普及・推進
　エコドライブ普及連絡会において策定された「エ
コドライブ普及・推進アクションプラン」に沿って、
平成21年度もエコドライブ推進月間（11月）の積
極的な広報等を行っている。また、自動車運送事
業者等へのエコドライブ管理システム（EMS）用
機器の全面導入を支援するEMS普及事業を実施し
ている。
（2）交通流の円滑化
　交通流の円滑化による走行速度の向上が実効燃
費を改善し、自動車からの二酸化炭素排出量を減
らすことから、環状道路等幹線道路ネットワーク
の整備、交差点の立体化等を推進するとともに、
自動車需要の調整、高度道路交通システム（ITS）
の推進、ボトルネック踏切等の対策等の交通流対
策を実施している。

（3）物流の効率化
　国土交通省は、経済産業省、物流団体、荷主団
体等と協力して、グリーン物流パートナーシップ
会議を開催し、物流事業者と荷主の連携の強化に
よる物流の効率化等を推進している。また、物流
事業者と荷主のパートナーシップにより実施する
CO２排出削減に向けたプロジェクトに対し、支援
を行い（21年度末で240件）、特に優れたプロジェ
クトに対しては大臣表彰等によりそのPRを図って
いる。さらに、21年度から物流連携効率化推進事
業を創設し、物流の効率化の取組みに対して支援
を行っている。

　その他道路交通環境問題への対応についても自
動車単体対策及び走行形態の環境配慮化と同様な
対策がとられています。

◆��「ICTの利活用及び技術研究開発の推進
（白書第Ⅱ部�第９章）」
　ICTとは、情報通信技術（Information�Communi-
cation�Technology）の略で、カーナビ、道路交通
情報通信システム（VICS）、ETCなど情報・通信
に関連する技術一般の総称です。
　たとえば、ETC車載器の新規セットアップ累計
台数は、平成22年２月時点で約3,008万台で、全
国の高速道路での利用率は約83.9％となっていま
す。これにより高速道路の渋滞原因の約３割を占
めていた料金所渋滞がほぼ解消されました。また、
VICSにより旅行時間や渋滞状況、交通規制等の道
路交通情報がリアルタイムに提供されることで、
ドライバーの利便性が向上し、CO２排出削減等、
環境負荷の軽減にも寄与したとされています。
　ITを活用したトラック事業者の低燃費運転・配
送の効率化支援のため、プローブ情報及び道路環
境に適した運転教示機能を活用したトラック事業
者の低燃費運転・配送の効率化を目的とした実証
実験を積雪寒冷地の北海道で平成21年度に行い、
道路運送事業に係る高度情報化の推進が図られて
います。

出典：国土交通白書2010　平成22年7月23日発行
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

昭和55年に創業した同社。神戸ポートアイランドを拠点に、近畿2府4県をカバー
している。現在は、コンビニエンスストアなどへの食品配送を中心に、家庭用品、
医薬品の運送なども行っている。CNG車について伺った。

株式会社マツムラ
代表取締役
　  松村  守 氏
常務取締役
　  松村  憲明 氏  に聞く
聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構　低公害車普及部
　　　　調査役　原田  訓男
　　　　関西地区担当　渡辺  春男

株式会社マツムラ株式会社マツムラ株式会社マツムラ

業態が低排出ガスの特性を求めていた

《兵庫県神戸市》

松村社長（左）
松村常務（右）

　CNG車の導入は平成12年11月。現在は所有車両
台数127台中23台のCNG車を導入している。導入
のきっかけを教えていただいた。
　「環境・安全に配慮しました。そしてお客様の
ニーズですね。コンビニエンスストアへの配送は
オンタイムでなければダメ。待機していたくても、
エンジン音がうるさいなどのクレームが来ること
があり、早急な対応を迫られていました。」と松村
社長。
　当初28台のCNG車を導入した。昼間はスーパー
の配送、夕方にドライバーを交替しコンビニエン
スストアへの配送と２交代制で運用。１台の車両
を複数の顧客に使うことで、運賃を安くすること
ができ、環境にも優しいとまさに一石二鳥。ただ、
ディーゼル車と比較すると、性能が勝るとは言え
なかったそうで、ドライバーからもパワー不足だ、
ディーゼル車と同じじゃないなどという声があっ
たが、年々メーカーの改良が進み、今では不安は
ないという。

◆「どこにいたの？」がうれしかった
　「導入直後、いつも納入させていただいているコ
ンビニエンスストアの店長が、どこにいたの？静
かすぎてわからなかったよ、と言ってくださった
のです。CNG車を導入してよかったと実感した瞬

間でした。」と松村常務。松村社長の話にもあった
待機中のエンジン音がうるさいというクレームも
導入後は皆無。ディーゼル車と比較すると燃費も
良く、経費削減にも一役買っているそうだ。また、
“環境に優しい”と車両に書いてあると、荷主の先
のお客様のイメージがアップすることで、荷主に
喜ばれるという。
　「トラック特有の音がないのが良いですね。イメ
ージ的にも良いし。しかしインフラの整備はしっ
かりお願いしたいですね。導入当初はガスの残量
を確認し、この程度ならここにしか行けないと配
車も大変でした。そして弊社は24時間走行してい
るので、エンジン負担が大きい。ディーゼル車な

今年度からLEVOのCNGリース車両はカーボン・
オフセット付であることを説明するLEVO担当者
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

ら下取り可能ですが、CNG車の場合は引退させな
ければならない。これが残念です。」と松村社長。
平成12年に導入後、走行距離が35万km前後で故障
が相次いだ。ディーラーから交換時だと言われ、
平成18年11月に29台のCNG車を入れ替えた。他に
も２年に１度のタンク検査に約10万円かかり、負
担になる。メンテナンス費が高いので、燃料費が
安くてもトータルコストがディーゼル車と変わら
なくなってしまうという意見をいただいた。
　「利益を追求するならディーゼル車に軍配が上が
るかもしれません。東京などCNG車でないとダメ
という自治体もあると思いますが、兵庫県は違い
ますし、顧客の要望がありますので、今後もCNG
車を継続利用していきたいとは考えています。」と
松村常務。インフラ整備、法整備など課題は散在
している。LEVOは問題解決のため、低公害車普
及のため、リースのお客さまのため、今後も取り
組んでいかなければならない。

◆トラック業界を何とかしたい
　同社ではハイブリッド車の導入も検討したこと
があるという。
　「100台、200台所有の中で１台導入するなら良い
が、５～６台所有していて、１台でも抜けたらダメ
という会社にはお勧めしないとディーラーから言わ
れましたので、導入は見合わせました。」と松村常
務。ハイブリッド車や電気自動車は、使用用途、コ
ース、経済性で考える選択肢の一つであるという考
え方が主流である。同社には導入のメリットがなか

ったかもしれないが、常に攻めの姿勢で、可能性を
探る同社の心構えには敬意を表したい。
　「平成18年にはEMSを導入しました。運行デー
タが数字で残るので、ドライバーは素直に指導に
従ってくれます。スピード超過、追突事故が減少
しました。」と松村社長。今後はトラック業界全体
を底上げしたいとのこと。例えば運賃。燃料費が
値上がりし、燃油サーチャージを導入したのは航
空業界。しかしトラック業界は荷主の要望に応え、
運賃を値下げするしかなかった。また、スタッフ
を募集しても若い世代の応募はない。これはトラ
ック業界が弱い立場で、魅力的ではないことを意
味しているという。
　今後、松村社長は「自分だけの城を築くのでは
なく、みんなで良くなりたいのです。現状を打破
するため、有志で取り組みたいですね。」と話して
くれた。松村常務は「あっ！これをしてもらいた
かったんだ、というサービスを提供していきたい
と思っています。」と熱く語ってくれた。お二人と
も意欲に満ち溢れている。
　同社のロゴは、マツムラの頭文字Ｍをかたどっ
ている。掲載の写真では紹介できないが、青・緑・
赤の３色を配し、青は海、緑は山、赤は同社の活
性化を意味している。シンプルだが印象に残るデ
ザインで、そのデザイン性の高さにも注目したい。
同社のCNG車には小さく表示してあるが、もっと
大きくても良いのではと申し上げると「以前は、
大きく塗装していたのですが、経費削減の意味も
込め、現在はステッカーで対応しているのです。」
と松村常務が明かしてくれた。
　兵庫県にあるタイヤメーカーのタイヤ再生工場
への見学も予定しているそうで、そのコスト意識
を見習いたい。

経費節減のため現在のロゴの大きさに 環境にやさしい天然ガス自動車
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★お客さま訪問（電動フォークリフト導入）  INTERVIEW  ★

トヨタ自動車株式会社の物流子会社である同社。物
流の中心は、トヨタグループへの自動車部品輸送。
無駄を削減するトヨタ生産方式に基づく合理的な
物流オペレーションで、多彩な事業を展開してい
る。電動フォークリフト導入について伺った。

常務取締役管理本部長

　桑原  広 氏

良さを実感　将来的には全フォークリフトを電動フォークリフトへ

取締役豊田事業部長

　伊藤  正彦 氏

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　環境機器普及部　吉田　公

愛知陸運株式会社

豊田物流センターセンター長

　仁枝  克哲 氏  に聞く
仁枝センター長（左）、伊藤取締役（中）、桑原常務（右）

《愛知県豊田市》《愛知県豊田市》《愛知県豊田市》愛知陸運株式会社愛知陸運株式会社愛知陸運株式会社

　平成20年３月に竣工、４月に開業した「豊田物
流センター」で話を伺った。豊田市内に四か所あ
った中継基地を一か所に集約したこの施設。敷地
面積は45,000㎡。Ａ・Ｂ棟があり、作業内容によっ
て分かれている。
　「各部品メーカーから集荷した製品をセンター内
で組み立て、配送するのが弊社の業務。納品先の
スケジュールに合わせた多回納品で、クロスドッ
ク物流と呼ばれる方式です。荷主は約150社。納品
先も数十社に上ります。１日の納品はそれぞれ８
～24回とさまざま。お客様のニーズにきめ細かく
対応できるよう、物流センターを設立しました。」
と仁枝センター長。
　所有フォークリフトは80台。電動フォークリフ
ト31台中、LEVOリースは10台だ。物流センター開
業時に本格的に導入した。実際にどのような作業
なのか、物流センター内を見学させていただいた。

◆電動フォークリフトの静かさを実感
　集荷した部品を細かく納品場所別に仕分けし、
管理・配送している。この部品の移動にフォーク
リフトが使われている。数十台のフォークリフト
が整然とスムーズに動いている姿は圧巻だ。
　「倉庫内のハンドリングは、電動フォークリフト
を使っています。フォークリフトに乗っている作
業者はもちろん、乗っていない作業者の健康を考

えました。エンジン式フォークリフトを使ってい
た以前の倉庫では、毎日、鼻の中が真っ黒でしたが、
現在はきれいです。顔を洗ってもその違いに気が
つきます。」と伊藤取締役。また桑原常務は「エン
ジン式フォークリフトを建屋で使っていたときは、
倉庫内の空気が埃っぽかったのですが、電動フォ
ークリフトにはそれがないのが良いですね。」と語
ってくれた。
　話を伺っている途中、気がついたことがある。
何十台もの電動フォークリフトが行き来している
隣で話をしているのだが、走行音が気にならない
のだ。もちろん匂いや埃っぽさもない。働く人の
健康はもちろん、精神的なストレスも少ない状態
で作業できるだろうと実感した。

説明を受けるLEVO担当者
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◆“電動”でのメリット・デメリット
　「電動フォークリフトを導入したきっかけは、会
社の方針でもある環境に配慮するということと、
コスト面です。数年で維持費はとんとんになりま
すし、そして何より作業者の健康を大切にしたい
ということ。健康面を考えた場合、電動フォーク
リフトに勝るものはありません。ゆくゆくは全車
を電動フォークリフトにしたいと計画していま
す。」と伊藤取締役。荷主が既に電動フォークリフ
トを導入しており、同社の作業員が積込み先でそ
のフォークリフトを使う場面もあったため、扱い
に慣れていたことで、導入の際の混乱はなかった。
　「製品に埃が付着してクレームになっても困りま
すし、お客様からのニーズもありましたので、電
動フォークリフトの導入は必然と言えます。リー
マンショックなどがあり、全車を電動フォークリ
フトへ替えるには少々時間がかかりそうですが、
鋭意努力しています。」と桑原常務。
　物流センター計画時に、屋内での作業になるか
ら電動フォークリフトにしようと充電施設を整え
ていた。充電コーナーには、１人で交換できるよ
うに電池交換用のリフトが１台配置してある。バ
ッテリーは１台に付き２個準備。２交代制で稼働
率が高いので、時間ではなく目盛りで交換の時期
を計っている。

　「メリットは音が静かなことですね。エンジンの
音がしないと言っても過言ではありません。メン
テナンスしやすく、形状がコンパクトなので扱い
やすいのも利点ですね。」と仁枝センター長。
　デメリットは何だろうか。伊藤取締役は「強い
て言えば、充電用スペースを取らないとならない
ということでしょうか。LPGであれば、ボンベを
一か所に置いておくだけですから場所を取りませ
ん。」そして仁枝センター長は「１度の充電で稼動
できる時間がもっと長くなればうれしいですね。」

◆環境への配慮。さらなる挑戦
　同社では昨年１月、所有車両台数約800台の全車
にデジタルタコグラフを導入。トラックの燃費向
上にも取り組んでいる。
　「１年目は燃費が７～８％向上しました。しかし、
今年は昨年のような結果が出ない。ドライバーが
良い点数を取ることを意識しているからだと思い
ます。そこで今年の７月に採点の項目を見直しま
した。」事故件数は減少し、相対的には向上してい
るが、ドライバーのモチベーションを保ち、結果
を出し続けたいと桑原常務。
　さらに、こんな取り組みも実施している。アイ
ドリングストップクーラーと蓄熱式ベッドの導入
だ。夏、アイドリングストップと言っても、状況
により難しい場合がある。そこでエンジンをスト
ップした状態でも冷気を得られるアイドリングス
トップクーラーを６時間以上車中泊する車両へ設
置した。寒さ対策は同じく、エンジン停止時にも
使用可能な蓄熱式ベッド。物流センター開業時よ
り実施している環境へ配慮した取り組みだ。ドラ
イバーの負担を減らし、安全に運行することが大
切であるという同社の真摯な姿勢が伺えた。
　「公共の道路を使って商売させていただいていま
すから、少しでも社会貢献をしたいのです。」と伊
藤取締役が締めくくってくれた。

屋内での作業。騒音・匂い・埃っぽさはない

♠知立市の名物
　取材に伺った豊田市のお隣の街、知立市のスイーツを紹介していただいた。『大あんまき』だ。その名の通り、

餡を生地で巻いてある和菓子で、地元でも昔から親しまれているという。

　この周辺、江戸時代以前は用水路が未整備だったため、水田での米作ができず、畑で麦栽培をしていた。

その小麦粉を使った生地を伸ばして焼き、中に餡を挟んだものが始まりで、知立神社の参拝客などに評判に

なっていたのだそうだ。

　現在では餡の他に、白餡、チーズ、カスタードなどバラエティに富んだ味が楽しめる。中には、あんまき

を揚げた天ぷらという変わり種も。10cmを超える大きさなので、食べきれるだろうかという印象を持たれる

方もいらっしゃるだろう。しかし心配は御無用。ふんわりとした生地に後味すっきりの餡が絶妙のバランス

で、知らず知らずのうちに完食してしまう。名古屋駅などでも販売しているそうだ。ぜひお試しあれ。
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米国における天然ガス価格と天然ガストラックの将来動向

　米国における将来的な天然ガス価格および天然ガ
ストラックの普及台数について、米国エネルギー省
（DOE）に属するエネルギー情報局（EIA）が実施
した予測シミュレーション結果を紹介します。以下
の文章は、EIAの“Annual�Energy�Outlook�2010�
（AEO2010）”から抜粋し要約したものです。

◆�天然ガス価格および天然ガストラックの
将来動向

　米国では、輸送用燃料として化石燃料を使用する
ことによる環境破壊やエネルギーセキュリティー問
題が懸念されるなか、最近では国内の天然ガス確認
埋蔵量やシェールガスのような技術的に採掘可能な
天然ガス資源が増加しており、自動車用燃料、特に
大型トラック用燃料として天然ガスの利用促進を狙
った政策提案に関心が示されるようになった。
　これまで、米国では輸送用燃料としての天然ガ
スの利用は限定的であり、2008年の天然ガス消費
量は自動車全体の燃料消費量の0.2％となってい
る。また、2008年現在、天然ガストラックの普及
台数は2.7万台であり、大型トラック全体（8.7百万
台）の0.3％のシェアでしかない。
　シミュレーション結果では、軽油の価格は上昇
傾向にあるが、天然ガスは比較的安定した価格推
移となり、2035年には軽油価格の半額程度になる
と予測される（図１）。
　したがって、天然ガストラックのシェアは増加
すると予測されるものの、高い車両価格、短い航
続距離、限られた燃料インフラ等が天然ガストラ
ックの普及において大きな阻害要因になっている。

よって、現状のまま推移すれば、2035年には大型
トラックの総台数15百万台のうちの1.7％（26万台）
にしかならないと予測される。

◆インセンティブの効果
　天然ガストラックのコストアップ分に相当する
補助金、天然ガスステーション建設に対する補助
金（10万ドル（約8.5百万円）／施設）および天然
ガス燃料の減税（ガソリン同等ガロンあたり0.5
ドル（約15円/Nm3））を2011年から導入し、2019
年まで付与した場合と、同様のインセンティブを
2027年まで付与した場合の天然ガストラックの普
及予測を行った。前者は天然ガストラックの新車
販売台数が、2008年の500台から2035年には3.25万
台に達する。後者の場合は2035年に27万台にまで
増加し、大型トラックの販売シェアの35％に達す
る（図２）。また、2035年の全大型トラック保有台
数に占める天然ガストラックの割合は、現状のま
まの推移で1.7％、前者の場合で2.8％、後者の場合
では23.3％に達すると見込まれる。
　天然ガストラックの増加は、天然ガスの需要増
加になり、石油使用量の低減につながる。2027年
までインセンティブが付与される場合では、米国
全体の石油消費量が国内の石油生産量で80％以上
まかなえるようになるため、輸入への依存度が大
幅に低減される。
　なお、天然ガスの需要増加分は2/3以上が国内で
生産されるものであり、残りはカナダからのパイ
プラインおよびLNGの輸入によりまかなうことが
できる。

図２  米国における天然ガストラックの新車販売台数の予測結果図１  米国における軽油および天然ガス価格の将来動向
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第７回　AMF  アネックス14の概要（その１）
　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協定）」の共同研究成果を紹介しています。今回は、LEVOが参加しているアネックス14「ディーゼ
ルエンジン燃料としてのジメチルエーテル（DME）に関する可能性調査｣ を紹介します。DMEは、将来のディーゼル
代替燃料としても注目されているので、何回かに分けて報告したいと思います。なお共同研究報告は、技術情報が中
心ですので概要を紹介し、関連する話題を平易に解説します。
注）共同研究をアネックス（Annex：付属するもの）と呼び、研究がスタートした順にNo. を付与しています。

◆アネックス14の概要◆
参 加 国：�日本、カナダ、デンマーク、フィンラ

ンド、オランダ、スウェーデン、英国、
米国

研究期間：1997～1999年
運営機関：TNO（オランダ応用科学研究機構）
経緯及び目的：
　ジメチルエーテル（DME）は、重要なディー
ゼル代替燃料として位置づけられています。その
理由は、以下のとおりです。
・�バイオマスを含む種々の炭素系原料から製造可
能であり、豊富な供給が期待できる。
・�DMEを用いたディーゼルエンジンは、粒子状
物質（PM）やNOxが低く、騒音も低い。
・�DMEは低圧で液体になるので、車両に多く搭
載可能。
　そのため、自動車用燃料としてDMEを導入す
る際、一般的に重要となる、燃料品質、環境影響、
安全および車両導入のガイドラインについての
情報を得ることを目的としました。

◆アネックス14の調査内容◆
　アネックス14では、主として以下の五つの問題
を扱いました。
・燃料品質と製造コスト
　�DME普及のためには、燃料製造コストを下げ
ることが不可欠である。コストと燃料品質の関
係を調査する。
・安全調査
　�DMEの流通、車両搭載上の、環境、安全に関
する設計ガイドラインを作成する。
・再生可能原料からのDME
　�持続可能エネルギーとするためには、バイオ
マスからのDME製造が重要である。木材から
DMEを製造する技術に関する調査を行う。
・ライフサイクル分析
　�原料の採掘からDMEの最終消費までの間に排
出される温室効果ガスを他の燃料と比較する。

・DMEインフラのコスト
　�DMEを供給するためのインフラコストについ
て調査する。
　DMEは新しいディーゼル代替燃料ですので、
この国際共同研究ではエンジンの研究だけでな
く、安全、コスト等燃料を市場に導入することに
伴う問題点について多岐にわたる調査が実施さ
れました。次回以降、その成果の概要に関して順
次紹介していきます。

◆解説◆　－DMEとは？－
　DMEは、大気条件下では気体ですが、約６気
圧の圧力で液化します。家庭用等の熱源として使
われているプロパンガス（LPG：液化石油ガス）
と性質がよく似ていて、同様な貯蔵・運搬が可能
で、取り扱い上の問題も少ないです。このため、
LPGの代替エネルギーとしても期待されておりま
す。また、毒性がなく、整髪料や殺虫剤等のスプ
レー剤としても広く使用されています。
　軽油分子は、主に、炭素原子が10個以上つながっ
た鎖状の形をしていますが、DMEは炭素原子が２
個、水素原子が６個そして酸素原子１個で構成され
ている非常に単純な分子で、炭素と炭素の間に酸素
が入っており、炭素の直接的な結合がないために、
燃焼しても（炭素の塊である）煤が出ません。また、
ディーゼル排出ガス中のPM発生原因の一つとなる
硫黄を含まないため、非常にクリーンな燃焼が可能
です。着火性が良い（セタン価が高い）という性質
があり、（DMEエンジンはディーゼルエンジンと）
出力、燃費性能等もほぼ同等であり、ディーゼル
エンジンに適した性質を持った代替燃料です。

連載　LEVOの国際協力活動
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低公害車普及促進活動報告

　LEVOでは、事業用の低公害車トラックの普及を図るため、普及啓発活動の一環として、セミナーの開催
やイベントへの出展などによる普及活動を行っています。今回は、９月19日に行われた「第６回みんなで学
ぼう！トラックと交通安全・環境フェア」及び、９月23日に行われた「第20回ひろしまバスまつり」につい
てご紹介します。

◆�第６回みんなで学ぼう！トラックと交通安全・環境フェア
日時：平成22年９月19日㈰
場所：ポートメッセなごや名古屋市国際展示場２号館（名古屋市港区）
内容：
　「第６回みんなで学ぼう！トラックと交通安全・環境フェア」は、㈳
愛知県トラック協会の主催で、トラック輸送が社会と共生できる事業
であることなどを広く業界内外にPRすることを目的に開催し、家族連
れ約４千人を集める盛況となりました。
　会場内は、CNG車やポスト新長期規制の大型適合車の展示と合わせ
て、家族参加型の交通安全・環境に係るゾーンやパトカー等の乗車体
験など親子が楽しめるゾーンが多数配置されていました。
　LEVOは、協賛の一員として参加し、低公害車普及やエコドライブ
総合診断のパネル、パンフレット等を展示・配布し、その必要性につ
いて来場の方に普及活動を行いました。

◆第12回ひろしまバスまつり
日時：平成22年９月23日㈭
場所：広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区）
内容：
　ひろしまバスまつりは、㈳広島県バス協会が中心となって組織する
実行委員会の主催で、日頃バスを利用していただいている人や沿線の
方々に感謝するとともに、人・街・環境にやさしい公共機関の一翼を
担うバスにより関心をもってもらい、バス事業の活性化を図ることを
目的に開催されたもので、今年で12回目を迎えました。
　LEVOは、2009年９月広島市が全国で初めて「次世代自動車導入加
速モデル事業」に指定されて以来、当事業協議会と協同で出展し、パ
ネルやパンフレットを用いて普及活動を行ってきました。
　会場には、呉市内を定期観光バスとして走る1963年式ボンネットバ
スや洞爺湖サミットで使用したハイブリッドバス等計17台が登場し、
家族連れなど２万人近くでにぎわいました。
　また、北広島町を運行する大朝交通がBDF（廃棄される食用油をリサ
イクルした油を燃料としている。）を使用しているバス（三菱ふそうエア
ロミディ）が展示されていました。ちなみに、このバスから排出される
ガスは、テンプラ油の臭いがしました。BDFを利用した車の普及には、
排出ガスの臭いの解消がひとつの課題ではないかと感じました。
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LEVOからのお知らせ

　８月６日大阪府の八尾市文化会館で開催された
八尾市女性団体連合会※が主催する「第48回消費者
大会」の式典において、LEVOは『環境問題を認
識し、物流におけるグリーン配送の推進に積極的
に参加、協力した』として主催者より感謝状を頂
きました。
　全国でも環境保護に対する意識の高い大阪府の
中で、八尾市は物流においても消費者の立場から
「八尾市グリーン配送推進協議会」を設立し、販売、
荷主、輸配送、交通、エネルギーの企業に、行政、
自治体を加えた20団体以上のメンバーで早くから
環境問題に取組んできました。また、この協議会が、
平成20年２月に八尾市が国土交通省から次世代自
動車加速モデル事業の指定を受ける要因ともなり
ました。
　LEVOは、この協議会発足時より会員として参加
協力しており、今般、他の参加企業・団体とともに
その活動が認められ、感謝状の授受となりました。
　当日は、高橋常務理事以下３名で式典、各種展
示に参加し、消費者の環境問題に対する意識の高
さを感じてきました。
　平成21年11月の事業仕分けによってモデル事業

は廃止になり、CNGやハイブリッドの低公害車を
導入する予定を立てていた事業者には大変残念な
結果になりましたが、ますます強まる環境保護、
CO２削減を八尾市からも盛り上げて行くために
「八尾市グリーン配送推進協議会」は、更に意識を
高め、結束を強くして推進することとなります。

※ 八尾市女性団体連合会は以下の4団体の総称です。
　①八尾市消費者問題研究会
　②八尾市食生活改善推進協議会
　③NPO法人関西消費者連合会
　④主婦連合会大阪支部

★八尾市女性団体連合会から感謝状★

　LEVOでは、リースご契約お客様と伴に環境保全活動を推進するため、カーボン・オフセットを付加した
CNG車をリースしますが、この度、第三者認証機関による認証制度の認証を申請しました。今後、正式に認
証を取得しますと、LEVOのCNGリース車両は、お客様のご希望により車体に認証ラベルを貼付することが
可能となります。

★LEVOのCNGリース車両「カーボン・オフセット認証制度」の認証を申請★

カーボン・オフセット認証制度の目的
○ 適切なカーボン・オフセットの取り組みに対して、

カーボン・オフセット認証ラベルの使用を認めると
ともに、信頼性の高いカーボン・オフセットの取り
組みの普及を図る。

○ 認証ラベルの使用により、信頼性の高いカーボン・
オフセットの取り組みの普及を図り、国民による温
室効果ガス排出量の認識及び一層の削減努力の促進
を図る。

認証ラベルを貼付するメリット
○ 信頼性の高いカーボン・オフセット商品であると認

知され、お客様が選択する際の指標となります。
○ 御社のイメージの向上やCSRの取り組みへの認知度

を高めることに貢献します。
○ 消費者が人目でカーボン・オフセット商品と認識で

きます。
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コスモスたちの「序列」に着目しました。

爽やかな秋風が、
すすきも草たちも等しく揺らして通り過ぎていきました。

花と人と青空で埋め尽くされた
昭和記念公園コスモスの丘

赤トンボも物思いにふけっているためか、
ゆったりとカメラに収まりました。

晩秋の小田代ガ原（奥日光）。冷え込みが厳しい晩秋に見られる風景です。

＊ニュースLEVOでは読者の皆さまの投稿写真を募集しています。詳しくは下記までお問い合せ下さい。


