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東日本大震災で被災された皆様へ

この度の甚大なる被害をもたらした東日本大震災により亡くなら

れた大勢の方々のご冥福を祈念し、謹んでお悔やみ申し上げます

とともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

道路、燃料供給等、本来の物流の環境も儘ならない中、関係事業

者様の施設などにも多大な被害が及び、その復旧には大変なご苦

労が伴われますが、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上

げます。

財団法人運輸低公害車普及機構

会  長　寺　嶋  　潔　
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平成22年度  第2回評議員会及び理事会の開催

　平成23年３月25日㈮当機構６階会議室において、
平成22年度第２回評議員会及び理事会が開催され、

「役員の選任」、「評議員の選任」、「平成23年度事業
計画及び収支予算」、「平成23年度長期借入金」お
よび「評議員選定委員会委員の選任」について審
議が行われ、原案どおり承認されました。（事業計
画の主な概要は下記のとおり。）

平成23年度事業計画概要
　平成23年度は、国の施策とあいまって、引き続き
低公害車や電動フォークリフト等の低公害機器の普
及施策を着実に進めていくとともに、EMS機器の普
及とエコドライブ推進という自動車運行のソフト面
からもバックアップすることによって、自動車環境
対策をより総合的に進めていくこととする。あわせ
て、低公害車の導入・普及に係る各種実証実験等に
も積極的に対応し、低公害車をめぐる様々な環境変
化にも適切に対応できるよう支援していくこととす
る。これらの事業の推進に当たっては、その厳しい
経営環境を踏まえ、当機構自ら、より一層の収益性、
効率性に務めることとする。

主な推進事項
（1）公益法人改革への対応
　公益法人改革の一環として、現行特例民法法人は、
平成25年11月末日までに公益社団・財団又は一般社
団・財団へ移行することとされている。当機構にお
いては一般財団法人へ移行することが機関決定され
たことから、このための具体的な準備を行い、本年
夏以降のできるだけ早い時期に移行認可申請を行
い、次年度からの移行を目指す。

（2）普及促進事業
　①大型CNG車（GVW25トン）の普及促進
　　 　都市間・拠点間貨物輸送において、大型CNG

車の導入を促進するため、その実証実験事業を
含め、普及促進のための様々な取り組みに対し
積極的に参画・支援していく。

　②その他各般の実証実験等への参画・支援
　　 　電気自動車をはじめとする低公害車の導入促

進、エコドライブの推進等を目指して、各地域
又は事業者において行われる実証実験事業、普
及促進に対し、低公害車のリースや燃費測定に
係わるノウハウの提供等を通じ、これらに積極
的に参画・支援していく。

（3）公益リース事業
　国・地方自治体等の補助金、トラック協会の助
成金制度等を活用したリース事業について昨年度
に引き続き推進していく。
　①低公害車リース事業
　② EMS機器・物流施設省エネ設備・環境機器リ

ース事業
　③リース事業の付加価値の向上
（4）調査研究事業
　①国際協力・共同研究事業及び海外調査
　②情報提供事業
　③エコドライブ総合診断事業
　④その他の調査事業

　平成23年度は、上記のこれら事項を基本に具体的
取り組みを推進することとしています。
　なお、詳細な事業計画等については、当機構のホ
ームページに掲載しておりますので、ご覧下さい。
▶▶ http://www.levo.or.jp
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平成23年度  低公害車普及促進対策費補助金の概要（未確定）

　国土交通省において、昨年度に引き続き貨物自動車運送事業用に使用する（緑ナンバー）トラックに対す
る「低公害車普及促進対策費補助金」の受付が開始されることになっています。
　今年度の「低公害車普及促進対策費補助金」の概算予算額は、1,038百万円（トラック、バス、タクシー全
体の予算額）と昨年度（1,040百万円）とほぼ同額であり、手続方法も昨年度と同様内定方式が予定されてい
ます（補助金申請の流れ図参照）。
　なお、４月15日現在、本年度の交付要綱が発表されていません。今回掲載している内容は、現時点で入手
し得る情報をもとにしたものであり、要綱の発表後若干の変更も考えられますのでご注意願います。

１．補助対象事業者（申請者）
　次世代自動車を導入するトラック事業者及びこれらに車両をリースする事業者

２．補助対象及び補助率

補助対象 補助率

CNGトラック 原則通常車両価格との差額の1/3以内（※1）
又は車両本体価格の1/4以内（※2）優良ハイブリッドトラック

電気自動車
（プラグインハイブリッドを含む）

通常車両価格との差額の1/2以内
又は車両本体価格の1/4以内

使用過程のCNG車 改造費の1/3以内

※１．小規模事業者（保有車両台数2,000台未満）に対する補助率は1/2
※２．通常車両価格差との差額の1/3以内または車両本体価格の1/4以内のうち額の少ない方を適用。

３．申請方法（交付予定枠内定方式）
　４月15日現在申請受付は行われていませんが、本年度も事前に「交付予定枠内定」を得て、のち「補助申請」
となる予定です。
　交付予定枠申請期間：平成23年４月１日～平成23年６月30日
◎�全車両、６月30日までに交付予定枠の申請を行い、内定を受けなければ補助金交付申請はできませんので
ご注意下さい。

４．内定の基準
　事業者ごとの補助台数及び登録予定日を勘案し、予算の範囲内で内定が行われます。

５．交付申請の受付期間

受付期間 要　　件

実績申請（※1） 登録予定日から30以内に申請。
ただし、4月1日から8月31日までに登録
された車両は9月30日以内に申請。

平成23年4月1日から平成23年12月末日までに新車新規登
録したもの。

通常申請（※2） 平成23年8月2日から平成23年9月30日
までに申請。

平成24年1月1日から平成24年1月31日の間に新車新規登録
したもの。ただし、次世代自動車導入加速モデル事業等の対
象車両は、3月31日まで有効となっている。

※１．実績申請：車両登録後に交付申請と実績報告を同時に行う方式。
※２．通常申請：補助金申請→交付決定→車両登録する方式。
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６．補助対象車両の要件
　補助を受けるための要件として、協調補助と年度内最低導入台数のふたつが課せられています。
　（1）協調補助要件
　　　　地方自治体、トラック協会等の補助金などを受けていることが求められます。
　（2）最低導入台数
　　　 　単年度３台以上導入すること求められます。ただし、LEVOリースを利用される場合は、１台から

可能です。
　　　 　これ以外に、「次世代自動車導入加速モデル事業」（※３）及び「中小企業者の特例」（※４）に該

当する事業者は、台数要件が免除されています。
 ※３．次世代自動車導入加速モデル事業の該当車両：
 　　　 平成22年度3月31日以前に次世代自動車導入加速モデル事業実施地域として指定された地域における次世代自

動車導入加速計画に基づく低公害車の導入事業に係わる該当車両（広島市）。
 ※４．中小企業者の特例：
 　　　 資本金または出資金の総額が3億円以下または常時使用する従業員の数が300人以下の事業者でいずれかの事業者

が、エコモ財団のグリーン経営、トラック協会のＧマーク、ISO9001または14001の認証を取得している事業者。

７．その他前年との主な変更点
　　・モデル事業の指定を受けた者の優先採択及び３台要件の緩和が廃止されます。
　　・ CNG車（最大積載量４トン未満）の通常車両価格との差額が92.3万円→90万円となります。その他の

車種は前年度と同額が予定されています。

国の要綱が発表され次第、LEVOのホームページにて要綱の概要及び申請手続方法を掲載します。また、
要綱と運用方針についても国土交通省のホームページへリンクされます。http://www.levo.or.jp

（社）全日本
トラック
協会

（財）運輸低公害車
普及機構
（LEVO）

手順１：
交付予定枠申請および内定

手順2：
補助金交付申請

国土交通省

地方運輸局

地方自治体

地方運輸局
都道府県
トラック
協会

トラック
事業者
トラック協会
非会員

トラック
事業者
トラック協会
会員

補助金申請の受付の流れ

まず交付予定枠の申請をし、
「内定通知書」を受けて下さい。

手順１で交付された
「内定通知書」を添付しないと
補助金交付申請はできません。

※リースで導入する場合も車両
の使用者（運送事業者）が申請を
行います。

※リースで導入する場合はリース会社が
申請を行いますが、使用者（運送事業者）
が交付予定枠の「内定通知書」を受けて
いる必要があります。

［LEVOリース
 の場合］
全てLEVO
より提出
［買取の場合］
愛知県の場合は
LEVO経由で
提出

内定通知書
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◆事業の概要
　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）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の普及促進によ
る省エネに取り組んでいます。
　平成17年度から平成22年度までの６年間で、延
べ5,589事業所の96,305台の車両が参加し、エコド
ライブに取り組んでいます。
　本事業では、EMSによる省エネ効果を把握する
ため、導入後１年間の車両の走行距離および燃料
使用量の調査を行っています。このたび、平成21
年度に導入した事業所の車両※１のEMSによる省エ
ネ効果及びCO２排出量削減効果がまとまりました
ので概要を報告します。

※１：�集計は平成21年7月31日付で交付を受けた560事業所、
9,534台の車両を対象に行った。

◆EMSによる省エネ効果  7.9％を達成
　平成21年度事業に参加した車両は、年間を通じ
て継続的に燃費の改善が図られており、EMS導入
前の年間平均燃費は3.71km/l※２でしたが、EMS用
機器を取り付けてエコドライブを実践することに
より、年間平均燃費が4.03km/l※２にまで改善しま
した（図１）。EMSの導入による平均省エネ率は、
7.9％※３で（図２）、前年より低下しましたが、引
き続き高い省エネ率を達成しております。

※２：�燃費は、軽油、ガソリン、CNG、LPGの燃料消費量
を原油消費量に換算して集計したものです。

※３：�省エネ量、省エネ率は、エネルギー使用合理化事業
者支援事業の省エネ率の計算方法によるものです。

◆1台あたり年間CO２排出削減は4.1t
　平成21年度の事業に参加した車両が削減したCO２

排出量を対象車の走行距離とEMS導入前後の燃料
使用量から計算したところ、年間に約3.9万トンの
CO２排出量削減に相当することが分かりました。
車両１台あたりの年間CO２排出削減量は、4.1トン
-CO２／年台となりました。
　平成17年度からの５年間で、EMSにより累計で

約38.8万トンのCO２排出量を削減することができ
ました（図３）。

◆今後の予定
　現在、平成22年度事業に参加した事業者は、省
エネ目標達成に向けEMSを実践しています。
　LEVOは、その運行データを収集分析し、EMS
の効果を確認していきます。引き続き、LEVOは、
EMSを活用したエコドライブの普及を推進し、一
層の省エネとCO２排出削減が図れるよう努めて参
ります。

EMS導入による省エネルギー事業
成  果  報  告

～ （平成21年度参加事業者のEMS省エネルギー効果） ～

図３  EMSによるCO２排出削減量

図２  省エネ率（燃費改善率）の推移

図１  EMSによる燃費改善



�

NEWS LEVO No.45

高速道路で外部電源式アイドリングストップ給電スタンドを増設

　NEXCO中日本（中日本高速道路㈱）は、平成
23年３月29日㈫より伊勢湾岸自動車道刈谷パーキ
ングエリア（PA 上・下線）に「外部電源式アイ
ドリングストップ給電スタンド」を設置、今回の
上り、下り２ヵ所を合わせ、高速道路上では計６
ヵ所で給電スタンドが利用可能となりました。
　今回設置した刈谷PAの給電スタンドは、運転室
用に加え、荷室（輸送用冷蔵冷凍ユニット）用も
併設しています。
　この給電スタンドを活用することにより、駐車
中のトラックは、エンジンを止めたままでも運転
室内の空調や、荷室の冷蔵冷凍ユニットを使用す
ることが可能となり、アイドリングによるCO２排
出量や燃料費の削減効果を実現するため、NEXCO
中日本が、高速道路関連社会貢献協議会の支援と
中部電力㈱の協力を得て事業化したものです。
　LEVOでは、平成21年度より運用開始された中
央自動車道談合坂SA（上り）、新名神高速道路土
山SA（上・下線）及び東名高速道路牧之原SA（下
り）の「給電スタンド」の設置に続き、本事業に
も協力させて頂きました。
　引き続き、給電スタンド利用車両に対する機器
導入、取り付け費用のリースをご利用頂くことな

ど、普及への貢献を行っていきます。

＊ 刈谷PAの外部電源式アイドリングストップ給電
スタンドの利用にあたっては、利用目的に応じ
た車両への装置購入、装着及び利用者認定カー
ドの事前申込みが必要です。

　 詳細は下記までお問い合せ下さい。
　 中部電力㈱関連事業推進部
　電話番号：052－973－3616
　受付時間：９時～17時
［土・日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く］

　ホームページでも申込等ご案内しています。
　http://www.chuden.co.jp/corporate/

study/stu_other/istop/index.html

（文中敬称略）

外部電源式アイドリングストップ用給電システム
（冷蔵冷凍ユニット用、三相200V）
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　ENEX2011への出展において、自動車の省エネ・
CO２削減に関する関心度や認知度を調査するた
め、来場された方を対象としてアンケートを実施
しましたので、その結果を紹介します。

◆アンケート調査
　アンケート調査には、170名（男性91％：女性９
％）の10代から70代まで、幅広い年齢層の方々に
ご協力をいただくことができました（図１）。
　アンケートにご協力いただいた皆様に、この場
を借りて、御礼申しあげます。

　回答された方の職業別割合では、製造業やサー
ビス業の方が比較的多い傾向にありましたが、運
輸業を含む幅広い分野の方々にアンケートに協力
していただくことができました（図２）。

◆調査結果
省エネやCO２削減に取り組みについて

「エコドライブ」が一番！
　職場や家庭などでどのような取組みがなされてい
るのかを聞いたところ、最も回答の多かった事項は

「エコドライブ」でした。およそ50％の方が「エコド
ライブ」を選択されています。次いで「低公害車の
導入」を行っているとの回答がありました（図３）。

図２  回答者の職業別構成割合

職業別構成
回答数：163

製造業
26.4%

その他
19.0%

サービス業
12.9%

団体
自治体
8.0%

電気
事業
6.7%

建設
不動産
6.1%ガス事業  5.5%

運輸業  4.9%

卸売り・小売  4.3%

情報通信  3.7%

教育  2.5%

図３  省エネやCO２削減の取組み事項

エコドライブ
低公害車の導入

クールBiZ・ウォームBiZ
アイドリングストップ

省エネ照明
省エネ家電
太陽光発電

マイバッグの利用
エコタイヤ
風力発電

燃料電池発電
カーシェアリング

カーボン・オフセット
パーク＆ライド

なし
その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

（回答数170）重複回答あり

ENEX2011に出展

　「低炭素フロンティアを目指して」をテーマに省
エネ・新エネを推進するための技術・製品・システ
ムに関する展示やセミナーなどの情報発信の展示会
ENEX2011が開催され、LEVOは『CO２削減に貢献
するLEVO』をメインテーマに出展しました。

ENEX2011『第35回地球環境とエネルギーの調和展』
会　　期：平成23年２月８日㈫～10日㈭
会　　場：東京ビッグサイト  西１ホール
主　　催：㈶省エネルギーセンター
出展者数：133社・団体
来場者数：12,976人

　会期中は、益々強まる環境問題・環境ビジネス
に対する関心の高さを感じ、来場者からは厳しい
ご意見や、専門的なご質問もいただき、改めて地
球環境対策における低公害車やEMSの普及が果た
す役割の重要な事を再認識する３日間でした。

☆省エネ・CO２削減の取組みに関するアンケート調査を実施☆

ENEX2011 LEVOブース

図１  回答者の年齢構成

20代
7.6%

60代
19.4%

70代～
9.4%

無回答  1.8% 10代  0.6%

30代
12.9%

40代
20.0%

50代
28.2%

回答者の年齢層
回答数：170
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　次に「自動車の省エネやCO２削減の取組みとし
て何が必要でしょうか」との設問には、「自動車の
燃費改善」だとする回答が最も多く、次いで「エ
コドライブの推進」となっています（図４）。
　自動車には、さらなる技術開発により自動車単
体の燃費の改善を図りつつ、エコドライブの実践
など自動車の使い方による省エネ・CO２削減が必
要だといえます。
　「電気の利用」を回答された方も多くありました。
今後は、電気自動車の普及が期待されていること
がわかりました。

普及が最も期待される電気自動車！
　省エネやCO２削減に向けて、普及が期待される
低公害車の第１位は電気自動車でした（図５）。
　既に乗用車クラスでは、一部の自動車メーカー
から電気自動車が市販されるようになっており、
実に７割近くの方が、電気自動車の普及に期待し
ているとの回答がありました。
　続いて、ハイブリッド車、水素自動車、燃料電
池自動車、天然ガス自動車などいろいろな低公害
車の普及も期待されています。

カーボン・オフセットって？
51％の方が「知っている」と回答されました。
　LEVOは、平成22年度に新たにリース契約した
CNG車を対象に、平成23年２月から１年間に排出
するCO２量の50％削減に貢献するカーボン･オフ
セットを付加するカーボン・オフセット事業を展
開しています。環境省の基準に則った第三者認証
を取得し、これにより当機構のCNGリース車が地
球環境問題の改善に貢献するものであることをア
ピールしています（図８）。

（以下のURLを参照  http://www.levo.or.jp/offset/）

　アンケートの結果では、半数以上がカーボン・
オフセットを知っていると回答されました（図６）。
　カーボン・オフセット付商品のイメージでは、「非
常に良い」「良い」を含めて62％の方が良いとする
印象を持っていることがわかりました（図７）。
　しかし、「聞いたことはある」が35％、「知らな
かった」という回答は12％あり、今後、さらなる
普及活動によって、より多くの方にカーボン・オ
フセットを知ってもらうことが重要であることが
わかりました。

◆まとめ
　ENEX2011におけるアンケート調査（平成23年
２月８日～10日実施）の結果、省エネやCO２削減
に向けた取り組みとして、低公害車の導入やエコ
ドライブの実践が、徐々に浸透しつつあることが
わかりました。
　また、普及が期待される低公害車として、電気
自動車が注目されていることがわかりました。

図４  自動車の省エネやCO２削減の取組みについて必要だと感じる事項

燃費の改善（技術開発）
エコドライブの推進

電気の利用
低公害車の普及
交通渋滞の解消

アイドリングストップの推進
エコカー減税
排出ガス低減
道路整備

バイオ燃料の利用
環境税導入

天然ガスの利用
モーダルシフト

補助金
その他
なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60%

（回答数170）重複回答あり

図５  普及が期待される低公害車

電気自動車
ハイブリッド車

水素自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
バイオ燃料自動車

DME自動車
その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 80%60% 70%

（回答数165）重複回答あり

図６  カーボン・オフセット認知度

無回答  2%

回答数：170 知っている
51%聞いた

ことは
ある
35%

知らなかった
12%

図７  カーボン・オフセット付商品のイメージ

悪い  1.3%

回答数：170

非常に良い
15.4%

良い
46.8%

普通
17.3%

わからない
19.2%

図８  カーボン・オフセット認証マーク（左）
LEVOの独自マーク（右）　　 　
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

環境に配慮し、安全に確実に、新聞を届ける

約40年間、新聞を配送し続けている同社。何があ
っても必ず届けなければならないという責任を負
った「新聞」という公器の配送とはどんなことなの
か。CNG車導入の経緯、配送の実態を伺った。

代表取締役

　宮崎  功 氏
業務課長

　本庄  真 氏

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

ミヤザキトランスポート株式会社

　藤田  照代 氏  に聞く
左：宮崎社長、中：藤田氏、右：本庄課長

《大阪府東大阪市》《大阪府東大阪市》《大阪府東大阪市》

ミヤザキトランスポート株式会社ミヤザキトランスポート株式会社ミヤザキトランスポート株式会社

　所有車31台全てがCNG車だ。平成12年２月に導
入を始め、３年のリース後は買い取り。現在のリ
ースは14台である。
　「新聞は必ず届けなければならないため、ガス欠
や故障は許されません。」と宮崎社長。同社は朝日
新聞、日刊スポーツなどと、折り込みチラシを配
送している。印刷工場へ受け取りに行き、中継所
で積み替え、さらに各販売店へ配送する。朝刊は
21時30分～３時、夕刊は10時から。その間の２時
～８時には折り込みチラシの配送だ。
　「チラシと簡単に言いますが、これも責任重大な
のです。ある意味、新聞よりシビアと言えるかも
しれません。部数が限られているので、代替えが
ききませんし、特売日などのタイミングで入れな
ければならない日が決まっており、何かあったら
補償問題になるかもしれないほどです。」
　天候や道路事情も把握していなければならない。
大雪が降る、○○で事故があった、○日からは○
○道路が工事中で迂回が必要など、配送に関する
情報は通常の出発時間の２～３時間前に朝日新聞
からファックスで送られてくるそうだ。その情報
を見て悪天候の場合は30分早く出発するなどの対
策を取る。最悪の場合に備えてスペアの車両と人
員は確保しているという。
　「40年前は、新聞の他に鉄骨の配送もしていまし

た。時代が変化し、建設現場周辺に鉄骨を保管す
る場所が無くなり、非効率に。そこで14年前から
新聞一筋に専念しています。」

◆CNG車の低公害性、静粛性を活用し配送
　早朝、深夜などの時間帯に住宅地へ配送すると
いう厳しい条件の中、CNG車の特性に注目した。
　「これからは環境の時代だと考え、平成12年に
CNG車を導入しました。」
　顧客である朝日新聞が、環境に配慮した配送を
検討していたことも背中を押した。朝日新聞大阪
エリアでは７社が配送を担当しているが、全車両

所有車両31台全てがCNG車。
全てCNG車で新聞を配送しているのは同社だけ
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　お客さま訪問
￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤　INTERVIEW

がCNG車なのは同社だけである。
　導入当初、近所の充填所の営業時間が７時から
20時と限られていたため、夕刊の配送が終わった
ドライバーを再出勤させ、充填していたこともあ
った。今は営業時間も伸びたので、滞りなく充填
している。
　「新聞販売店からも近隣の住民からもうるさいと
言われたことがありません。」と本庄課長と藤田氏
は口をそろえてCNG車の静粛性を評価した。音が
静かなことはもちろん、振動も少ないため、ドラ
イバーにも好評。そしてボディの持ちも良いとい
う。道路事情や車体の性能向上という要因もある
と思われるが、10年は走らせたいと宮崎社長は語
る。
　車両メンテナンスを含む車両管理に関して、デ
ィーラーと深い信頼関係を結び、整備管理者と詳
細な打合せを行い実施していることも同社の強み
の一つだ。
　「70万km走っている車両もありますよ。自社で
整備を行おうとすれば、整備工を置かなければな
りませんし、その分、経費が掛かります。ですか
ら専門の会社へ任せているのです。言い換えれば
人を信用するということですね。」
　コスト削減はどんな会社にとっても命題である。
積極的な合理化を計画中だ。以前、ドライバーは
朝刊を配送し、自宅へ戻り、夕刊を配送するとい
うシフトであった。その自宅へ戻る時間にチラシ
を配送することで効率をアップ。その新聞とチラ
シは、現在、別々の車両で配送しているが、今後、
同じ車両で配送できるよう試行錯誤している。
　「コストを下げ、合理化するのが物流。入札で決
定する仕事などは、やみくもに運賃を下げるので
はなく、無駄を省いて安くして、他社に対抗する
ということです。」

◆自分ができる範囲で効率よく
　LEVOの「カーボン・オフセット付CNG車リース」
も利用していただいている。これは、大気汚染の
防止、CO２排出量削減など環境問題の更なる改善を
図っていくため、環境対応車としてのCNG車のより
一層の普及促進を図っていく必要があると考えた取
り組みである。平成22年度に新たにリース契約した
CNG車を対象に、平成23年２月から１年間に排出す
るCO２量の50％削減に貢献するカーボン・オフセッ
トを付加することにより、LEVOのCNG車リース事
業が、地球環境問題にも貢献するものであることを

内外にアピールしている。同社の対象車両にはステ
ッカーを貼っていただいている。
　「環境に優しい取り組みは、当然やらなければな
らないこと。自分でできる範囲でいいと思うので
す。」
　宮崎社長は「77」という数字が好きなのだそう
だ。100％じゃない、77％ぐらいがちょうどいいと
いう。100％ではどこかで無理が生じ、続かない。
特に仕事は余力を持ってあたることだと話してく
れた。同社で働くドライバーもユニーク。もとも
とドライバーではない人を採用しているそうだ。
　「近所の人や、リストラされた人を採用していま
す。それが時代に合ったと感じています。教育は
もちろんしますが、ほどほどに。うるさく指導す
ると緊張して良い結果は得られません。平常心で
運転してもらいたいですから。」
　ここにも77％の宮崎法則がある。肩の力を抜い
た生き方は、誰にもマネできない。

カーボン・オフセット事業に賛同し、
該当車両にはステッカーを貼付している
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

熊本駅前の観光旅館「春日屋旅館」が、同社の出発点。創業者の稲葉延四郎氏は、自転
車タクシーの時代から乗用車タクシーの時代が来ると考え、大正１年３月にＴ型フォー
ドを３台購入。以来、熊本市民、観光客の足として活躍し続けている。EMS導入について、
同社のエコの取り組みを伺った。

株式会社熊本駅構内タクシー
代表取締役
　  稲葉  伸一郎 氏
統括本部長
　  平本  國昭 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    調査役　坂上   政則

株式会社熊本駅構内タクシー株式会社熊本駅構内タクシー株式会社熊本駅構内タクシー

旅館のおもてなしの心がこめられたタクシー

《熊本県熊本市》《熊本県熊本市》《熊本県熊本市》

左から、稲葉吉彦氏、平本國昭氏、稲葉伸一郎氏、後藤吉春氏、奥村高春氏

　「EMSを導入したのは平成19年の10月です。社
会貢献の一つとして、環境にやさしいタクシーに
したい、CO２を削減したいと考えました。」と４代
目の稲葉伸一郎社長。導入から１年間の実績省エ
ネ率は、熊本駅営業所10.03％、西営業所11.11％、
野中営業所8.82％という好成績。報告書を手にし
たLEVO担当者が、その数値に驚き、間違ってい
ないか何度も確認したほどだった。
　「進行先の信号が黄色になったら、手前からゆっ
くり減速しなさい。急ブレーキ、急発進はお客様の
迷惑になりますなど、小さなことから細かく指導
したので良い結果が得られたのだと思います。」と
平本本部長。
　これまでも各ドライバーへの安全指導は行ってき
た。だが、言葉は忘れ去られることもある。そこで
EMS導入後は、数字でドライブテクニックを可視
化。成績を表にして社内に貼り出すなど、社内全体
でエコドライブに取り組んでいる。

◆ 徹底した省エネでも顧客サービスの質は
下げない

　アイドリングストップとはいえ、タクシーという
業務にお客様へのサービスというジレンマがつきま
とうのではないだろうか。同社は社名の通り、JR熊

本駅構内をはじめ、市内４カ所で待機し、お客様を
送迎している。お客様を待つ間、アイドリングスト
ップを実施すれば、暑さ・寒さをお客様へ強いてし
まうことにはならないのだろうか。
　「例えば熊本駅で待機している場合、30分ごとに
特急が到着します。到着の５分前にエンジンをかけ
るという方法を取りました。運行管理者が直接タク
シープールへ行き、ドライバーがその状況に慣れる
まで徹底して指導しました。」と稲葉社長。以前は、
待機中はアイドリングし続けていることもあったと
か。現在、暑い季節にはドライバーへ冷却枕などを

当初よりタクシーメーター内蔵型のものを導入した
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　お客さま訪問
￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤　INTERVIEW

♠熊本市の名物
　太平燕（タイピーエン）を紹介したい。明治時代、中国福建省から熊本へ伝わった
のが始まりだとか。アレンジされ、今では熊本の郷土料理となっている春雨のスープ
だ。スープの味は、塩、しょう油、とんこつなど、店によりさまざまなバリエーショ
ンがある。春雨の上に載っている具材は、キャベツ、豚肉、キクラゲ、ゆで卵など。
これも店によってイカやエビが入ったり、ゆで卵が揚げ卵になるなどさまざまだ。一
般的に中華料理店で食することができる。今回いただいたものは、味わい深いスープ
に、野菜たっぷりの具、それらを邪魔しないツルツルとした春雨が何ともおいしかっ
た。春雨は低カロリーでもあり、メタボを気にする向きには特におすすめ。空港など
で家庭で作るタイプのものも販売されており、手軽に楽しめる。

配布する、空車で帰社するときには、エアコンを使
わず窓を開けるなど、なるべくエンジンをストップ
するよう全員で取り組んでいる。
　平本本部長は「タクシープールへ行くのは、ド
ライバーへの指導という意味もありますが、タク
シーを利用していただくお客様へさらなるサービ
スをするためでもあります。熊本駅前には計３社
のタクシー会社が入っていますが、お客様がどの
タクシーに乗車されても、ドアを開ける、荷物を
トランクへ入れるなどのサービスを実施していま
す。」と話してくれた。
　効率の良い勤務シフトも実施した。利用者の多い
時間帯に、多く待機できるようにシフトを変更。ま
た、JRの始発は６時30分なので、それまで早番は４
時からの勤務だったが、５時からの勤務に変更し
た。エコへの取り組みはもちろん、お客様への掛け
値なしのサービス精神には驚き入る。

◆エコにつながるすべてのことを全員で
　データは、急発進、急加速、アイドリング時間、
速度オーバーの結果で評価している。その設定は
標準よりも厳しい。
　稲葉社長は、「やるなら徹底的にエコを追求した

かったのです。」と語る。こまめにエンジンを切ら
ないと評価はすぐに「B」「C」になってしまう。
　毎日のデータを成績順にし、発表しているのは、
ドライバーの士気を鼓舞する意味もあり、実際に
個別指導も行っているが、自分自身でなぜ悪いの
かを考えるきっかけになってほしいという考えで
もある。毎日のデータで、燃費の悪い車があった
場合、すぐに翌日、整備工場へ持って行き点検す
ることも忘れない。
　走行中、ギアをニュートラルにすると燃費が良
くなる、アクセルを一度踏んで離し、また踏み込
むと燃費が一定になるなど、燃費がアップする方
法を見つけ、全員で共有しているそうだ。これは
すぐに実行できることなので、まだご存じない方
はぜひ試してほしい。
　EMS導入以来、事故件数も減ったという。社長
が目指しているのは事故ゼロ。事故防止の教育は
定期的に行っているが、導入後の１年間で64％減、
２年目は前年度比10％減と著しい。エコドライブ
同様にこちらも細かな指導がある。
　「小さな自損事故が多いですね。車から降りて確
認する、遠回りでもバックをしないなどの指導を
しました。」と平本本部長。頭で理解していること
も具体的に指摘することで、人間はより注意深く
なり、結果、事故件数の削減につながったといえ
るだろう。
　「タクシーはサービス業です。事故はあってはな
りません。」と稲葉社長。お客様が忘れ物をするの
は、ドライバーの責任という考えなのだそうだ。
　現在、所有車すべてにEMSを導入している同社。
稲葉社長は顧客サービスのため、カード決済、プリ
ペイドカード、ポイントカードの導入もいち早く行
った。九州新幹線が開通し、ますます利用者の増加
が見込まれる熊本で、今後、どのようなサービスを
展開するのか、注目していきたい。おもてなしの心は、熊本駅前広場前の3階建て観光旅館「春日屋旅

館」から引き継がれている
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第９回　AMF  アネックス14の概要（その３）
　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。前号に続き、LEVOも参加しましたアネックス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注目されているものです。なおこの共同研究報告は、技術情報が中心ですので概要を紹介し、
DMEに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、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、バイオマスを
含む種々の炭素系原料から製造可能であること、
排出ガスはクリーンであること、液体なので車両
に多く搭載可能で航続距離が従来車と同等であ
ること、及びセタン価が高く圧縮着火が可能であ
ることなどの理由により、ディーゼル代替燃料と
して位置づけられています。
　そのため、自動車用燃料としてのDME燃料の
品質、環境面、安全および車両設計のガイドライ
ンについての情報を得ることを目的に共同研究
が実施されました。今回は、アネックス14の概要
の第３回目として、DMEの環境性能について紹
介します。
◆アネックス14の成果◆
【排出ガス】
　DMEは、燃料分子中に酸素を含むため、燃焼し
ても微粒子（PM）の発生がありません。従って、昨
今ディーゼルエンジンの排出ガス対策では不可欠に
なっているディーゼルパティキュレートフィルター

（DPF）を取り付ける必要がありません。また、ディ
ーゼルエンジンの場合、NOxとPMとのトレードオ
フ（二律背反：例えば、NOxを減らすとPMが増加
する、PMを減らすとNOxが増加する）が問題にな
りますが、DMEエンジンの場合PMの発生がない
ので、NOx対策のみ行えば済むため、排出ガス対
策がシンプルで、コスト的にも有利になります。
【温室効果ガス】
　乗用車のケースを例にとり、天然ガスから製造
したDMEとその他の燃料における温室効果ガス
発生量を比較しました。WtTは、燃料の採掘か
ら自動車の燃料タンクまでの間で発生する温室
効果ガス、TtWは自動車の走行中に発生する温

室効果ガス、WtWは、燃料の採掘から自動車で
消費されるまでの全体で発生する温室効果ガス
です。この計算ではDMEは、天然ガスから合成
されたものを前提にしております。
　結果を下図に示しました。DMEの温室効果ガ
ス排出量はディーゼルと比較して遜色ないこと
がわかりました。

◆解説◆　－DMEトラックの実証走行試験－
　国土交通省の次世代低公害車開発・実用化促進
事業の一環で、現在、２台のDMEトラックが新
潟、関東エリアで営業走行による実証走行試験を
行なっています。
　DMEトラックは、軽油を燃料としたディーゼル
トラックと同等の実用性（出力、燃費、航続距離等）
を持ち、特別な排出ガス後処理システムを搭載しな
くても最新排出ガス規制に適合しているため、重
量車の分野で普及が期待されています。

連載　LEVOの国際協力活動

中型DMEトラック 燃料DME製造プラント（新潟）

出　典：国土交通省ホームページより
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LEVOからのお知らせ

　LEVOは、自動車交通の増加に起因する大気汚
染、CO２の増加に対応するため、運送事業者等に
低公害車やエコドライブの普及をしていますが、
さらなる普及のためには、運送事業者等の実際に
自動車を使われる方以外にも、多くの方々に自動
車に関わる環境問題に興味を持っていただくこと
が必要です。
　LEVOは、昨年４月より「LEVO自動車環境講座」
を開始しております。本講座では、初心者又は一
般の方を対象とした自動車に関わる環境、エネル
ギー問題に関わる動向の紹介をはじめ、可能な限
りニーズに応じた情報を提供して参ります。平成
23年度も引き続き実施いたしますので、お気軽に
ご相談ください。

◆『LEVO自動車環境講座』の概要
①対象者
　実際に営業等で自動車を使用されている方、自
動車の環境問題にご興味のある方。

②受講費用
　無償です。ただし、資料が必要な場合および開
催場所等により経費が発生する場合があります。
③講座のレベル
　初心者向けおよび一般向けの二つのレベルを用
意。イメージ的には、初心者向けは小学生高学年～
中学生レベル、一般向けは、自動車を使用している
運送事業者等の一般の方向けとお考えください。
④時間
　講座１回あたり約１～２時間を想定しておりま
す。
⑤その他
　講座の受付は、先着順の予約になります。ただし、
お申し出の内容によってはご希望に添えないこと
もありますので、事前にご相談ください。希望者
には講座修了証（有償）を発行いたします。

　詳しい内容はLEVOホームページをご参照ください。

　URL   http://www.levo.or.jp/chosa/kouza/

★ LEVO自動車環境講座の継続実施のお知らせ ★

　LEVOは大気汚染の防止、CO２排出量削減など
環境問題の更なる改善に向け、環境対応車として
のCNG車のより一層の普及促進を図るため、平成
22年度に新たにリース契約したCNG車を対象に、
平成23年２月から１年間に排出するCO２量の50％
削減に貢献する「カーボン・オフセット付CNG車
リース事業」を実施しております。このカーボン・
オフセットが信頼のおけるものであることを表す
ため、環境省の認証基準に則った気候変動対策認
証センターのカーボン・オフセット認証を取得し、
当機構のCNG車リース事業が地球環境問題にも貢
献するものであることを内外にアピールすると同

時に、このCNG車リースをご利用いただく皆様方
には、このような認証を得た車両をご活用いただ
くことで、荷主の皆様更には広く一般の皆様に地
球規模でのCO２削減に貢献している企業であるこ
とをアピールできるなど様々な効果があり、多く
の方々からご評価をいただいております。
　平成23年度は、頂いたご意見等も参考に、より
効率的で効果的なやり方がないか現在検討中です。
皆様方により一層LEVOのCNG車リースをご愛顧
頂けるよう更に考えて参りたいと思っています。
方針が決定次第、皆様方にお知らせします。

★ 平成23年度カーボン・オフセット付低公害車リース事業について ★



発　行：㈶運輸低公害車普及機構
発行日：2011年４月25日

〒160－0004 東京都新宿区四谷２丁目14番地８ YPCビル
 TEL. 03（3359）8461（代表） FAX. 03（3353）5439
 http://www.levo.or.jp　E-mail：info@levo.or.jp

2011.  No.45

（春号）

＊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。

河津桜  春の日和

ポピーの咲くころ

芝桜と富士

光と若葉とそよ風　上を向いて歩きましょう

新宿御苑にて都会の春


