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平成23年度  第1回評議委員会及び理事会の開催

　平成23年６月28日㈫東京都新宿区四谷２丁目の
当機構６階会議室において平成23年度第１回評議
員会及び理事会が開催され、「理事、評議員の選任」、
「役員の選任」、「平成22年度事業報告及び決算報告」
及び「一般財団法人への移行申請」＊について審議
され、いずれも原案通り承認されました。
　当日は審議に先立ち、国土交通省自動車交通局
技術安全部の小田環境課長よりご挨拶がありまし
た。
　なお、評議員会において、理事萩尾計二氏、石
井健児氏、高橋榮一氏の辞任と後任理事として宮
近清文氏、福本秀爾氏、秋元豊氏の就任が承認さ
れました。
　また理事会において、評議員大住一仁氏の辞任
と後任評議員として大江桂子氏の就任が承認され
ました。新役員として常務理事秋元豊氏の就任が
承認されました。

＊「一般財団法人への移行申請」の審議内容
　　①新定款
　　②一般財団移行後の評議員、理事、監事候補
　　③公益目的支出計画について

◆専門紙記者懇談会の開催
日時：平成22年６月28日　16：00～19：00
場所：財団法人運輸低公害車普及機構会議室

　専門紙９社、12名の記者の皆様にご参加いただ
き、当機構寺嶋会長以下役職員との懇談会、懇親
会を開催しました。
　懇談会では、「平成22年度事業報告」及び「平成
23年度事業計画」について報告がなされ、続いて、
「EMS普及事業によるCO２排出量削減効果につい
て」、「大型CNG車の諸外国における動向について」
の解説が行われ、記者の皆様から活発な質疑応答
をいただき、予定時間を超える活況を呈して閉会
となりました。
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平成23年度  先端的EMS普及事業公募結果

　LEVOでは、自動車運送事業者等の方々が、エ
コドライブに取り組みやすい環境作りを支援する
ため、５月30日から６月17日までの３週間、平成
23年度先端的EMS普及事業（リース方式）に参加
される事業者を募集しました。
　その結果、応募状況については、以下の表の通
り412事業所から7,494台の申込みがありました。
本事業においては、これまでに参加事業者の熱心
な取り組みによって大きな省エネルギーの効果を
発揮しています。
　今後は、参加者の方々のエコドライブに関する
データを収集・分析して、各事業者で行われるエ
コドライブの取り組みを支援して参ります。
　EMS普及事業は、平成17年度から昨年度までの
６年間、5,500を超える事業所にEMS機器約96,000
台の普及実績をあげることができました。今年度
からは、補助金の執行事業主体が、独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
から一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）に
変更になり、また、国土交通省の事業認定制度も
無くなったことから、補助金の申請形態が募集事
業者とLEVOとの共同申請の形態になるとともに、
本事業における補助金交付の採択要件として省エ
ネ率、費用対効果等をより一層高めることが必要
となります。
　そのため、本年度は事業に応募された事業所の

自動車保有車両数に対する応募台数の割合に応じ
て、応募台数割合20％以上60％未満は省エネ目標
率が4.0％以上、応募率60％以上80％未満が省エネ
目標率4.5％、応募率80％以上が省エネ目標率5.0％
以上と設定され事業を実施することとなりました。
　昨年の一律2.1％と比較して大幅な増加となりま
すが、今までの事業で達成した平均的な省エネ率
からしても困難な値ではありません。応募された
事業者はそれぞれ該当する目標省エネ率を必ず達
成するようお願い致します。

１．申込み状況

全　国

参加事業所数 412事業所

EMS機器取付台数 7,494台

２．車種別取付台数

トラック バス タクシー 合計

7,237 257 0 7,494

　なお、本事業を効果的に実施するため、今回申
込みをされた参加事業者の責任者及びエコドライ
ブ管理者を対象として、７月上旬～８月上旬にか
けて全国運輸局管内で講習会を実施する予定です。

　LEVOでは、自動車運送事業者等が使用中のエ
ンジン式フォークリフトを電動式のフォークリフ
トに代替し、省エネを実施することを支援するた
め、SIIの補助金を活用した電動フォークリフト代
替支援事業を５月30日～６月17日までの間公募し
ました。
　その結果は以下の通りで、申込状況は低調でし
た。これは、導入する電動フォークリフトの省エ
ネ量が、当該事業所の全エネルギーの１％以上を

達成する必要があるなど、条件が大変厳しいこと
が理由であるとものと思われます。

◎申込状況

全　国

参加事業所数 4事業所

電動フォークリフト台数 8台

平成23年度  電動フォークリフト代替支援事業公募結果
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LEVOのカーボン・オフセット車両が全国で稼働中！！

　LEVOでは、大気汚染の防止、二酸化炭素（CO２）
の排出量削減など環境問題の改善を図って行くた
めには、環境対応車としてのCNG車のより一層の
普及促進を図って行く必要があると考え、平成22
年度より新たにリース契約いただいたCNG車を対
象にカーボン・オフセットを付加することによっ
て、LEVOのCNG車リース事業が地球環境問題に
貢献するものであることを内外にアピールするこ
とといたしました。
　このカーボン・オフセットが信頼のあることを
表すため、環境省の認証基準に則った第三者認証
機関である気候変動認証センターのカーボン・オ
フセット認証を取得し、自動車リース事業では初
めてとなるオフセット事業が平成23年２月１日よ
りスタートしました。
　カーボン・オフセット付車両であることを表す
ために、車体貼付用の「カーボン・オフセット認

証ラベルステッカー」、「カーボン・オフセット実
績車両明示ステッカー」及び「カーボン・オフセ
ット証明書」を導入ユーザー様の希望により配布
しました。オフセット期間は平成23年２月１日か
ら平成24年１月31日までの１年間です。
　カーボン・オフセットのステッカーを添付いた
だいた事業者様からは…

○�『環境に優しい取組は当然やらなければならな
いこと。これをカーボン・オフセット付で後押
ししてくれることはすごく嬉しい』
○�『カーボン・オフセットのことは、２年ほど前
から知っていた。これが、LEVOのCNG車リー
ス導入で実現できる事は大変良いこと』
○『荷主さんに、アピールできる』

などのご好評をいただいております。
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　LEVOのカーボン・オフセット付CNGリース車
両は、軽自動車から中型以上のトラックまで、全
国の主要都市で稼働しており、人と環境やさしく、
CO２削減に貢献しているクルマとして荷主や一般
の方々にアピールしています。

低公害車普及促進活動報告

― 札幌で天然ガス自動車補助制度等
合同説明会開催される ―

【5月17日（火）  札幌環境プラザにて】

　札幌市では、地球温暖化や大気汚染の防止を図
るため、事業者が使用する車両を中心に天然ガス
自動車（CNG車）等の低公害車の普及を積極的に
努めており、平成20年５月20日に全国で12番目（東
北以北で初）となるCNG車普及促進モデル事業地
域に指定されています。
　「天然ガス自動車補助制度等合同説明会」は当モ
デル事業の協議会（北海道環境局）が開催したも
ので、今年で３回目を迎えています。
　講演では北海道運輸局、北海道トラック協会、
札幌市をはじめとする７団体が実施している低公害
車導入に対する補助制度、融資制度等の説明を行
いました。LEVOは、平成23年度国土交通省の補助

制度と平成22年度から実施しているカーボン・オフ
セット付CNG車リース事業の説明を行いました。
　北海道では、勇払ガス田での天然ガス生産があ
るため、他の地域より燃料購入費が比較的安価と
いうこともあって、参加者も100名近く集まり、支
援制度の説明を熱心に聞いていました。
　なお、北海道においては天然ガススタンドが札
幌市近郊に６ヶ所（札幌市５ヶ所、石狩市１ヶ所）、
旭川市に１ヶ所あります。北海道は燃料の費用対
効果が高いことから、道内主要都市での天然ガス
スタンドの増設による効果はかなり高いと思われ
ます。ちなみに、CNG車を導入している事業者か
らは、「充填スタンドがもっと増えて、稼動エリア
の拡大や、充填時間短縮等で便利になればCNG車
をもっと導入したい」との要望も寄せられていま
す（＊関連記事５・６ページ参照）。

補助制度について説明するLEVO秋元常務理事
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

札幌圏の生産・物流の拠点である石狩湾新港地域を本拠地に、道内・東北・関東に営
業所を配し、ネットワークを駆使した配送を行っている。取引先は大手菓子卸や日用
品雑貨卸売り商社。コンビニエンスストアのルート配送や引越しサービスも行ってい
る。平成6年には敷地内に物流センターを設置。商品の管理業務を充実させた。

株式会社エース

代表取締役
　  林  博己 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   係長   永富   やよい

株式会社エース株式会社エース株式会社エース

物流は庶民の力
世の中になくてはならない仕事だと思っています

《北海道石狩市》

　「CNG車を導入したのは、11・12年ぐらい前の
ことです。７台でした。充填所が無いので、作っ
てほしいと嘆願しました。」と林代表。インフラの
整備とCNG車の導入のどちらを先に進めるべきな
のか、多くの事業者から同じような話を伺う。同
社の場合、関係機関との交渉が実り、敷地のすぐ
近くに充填所ができた。
　「札幌エリアにしか充填所がありませんでしたか
らね。なのに国はCNG車を導入しろって“がさい”
よ。」
　“がさい”とは北海道の方言で、良くないという
意味。しかし林代表は有言実行。充填所ができた
からにはCNG車を使い続けると、現在は5t車10台、
4t車６台、2t車７台の計23台が稼働中。今年度も
数台導入予定だ。
　「現在、車両を425台所有していますが、80台程度
はCNG車にしたいのです。ただし、インフラが整え
ば、ですが。インフラが整えば導入したいと思って
いる事業者は多いと思います。インフラが整えば、
他社へCNG車のメリットをアピールしやすいし、実
際に道内でCNG車を一番多く導入している私が勧め
れば、口コミ効果があるのではないでしょうか。」

◆北海道の距離感を理解してほしい
　デメリットは利用している充填所の営業時間が
短いことと、充填口がひとつしかないこと。現在は、
定期配送便にCNG車を当て、毎朝・夕に充填する
ことで乗り切っている。タイミングによっては30
分以上待つこともあるので、充填所を増やせない
なら、せめて充填口を２～３個に増やしてほしい
そうだ。
　「札幌・釧路間は片道約400km、札幌・根室間は
片道約500kmです。この距離感、わかりますか。
充填所がいかに必要か、ご理解いただきたいので
す。」
　同社では、片道100km圏にのみCNG車を利用し
ているという。つまり、用途が決まってしまうと
いうこと。広範囲で事業展開している同社にとっ
ては死活問題なのだ。
　東北、関東にも営業所があるため、こんな提案
も伺った。
　「関東でガスを入れたら“がさい”ですよ。統一
カードを作ってほしいですね。」
　埼玉県、千葉県など、それぞれガス会社が異な
るため、それぞれの会社のカードを持たなければ
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

ならない。しかしそれではドライバーの管理が大
変になるし、請求先が増えるのも、経理担当者の
仕事が煩雑になる一因になる。
　「ガス会社統一カードが実現したら、関東圏へも
CNG車を導入します。」

◆市民のため、地球のため
　「導入を決めたのは、補助金があるからでした。
軽油と比較して燃料の価格が安定していたことも
決め手になりました。」と林代表。補助金、リース
代、燃費、ランニングコストなど、５年間のコス
トを計算した結果の決断だった。
　もちろん、ハイブリッド車、ガソリン車の性能
も比較検討した。
　「地球環境を良くしたいという思いもありまし
た。公害を出さないようにしたい、市民の役に立
ちたいという思いです。」
　物流は世の中になくてはならない仕事だという
林代表は、CNG車がこれからの時代を担う車両で
あると確信し、使い続けている。
　CNG車の課題はないか伺ったところ、「ない」
と即答いただいた。導入当初は、冬季にエンジン
がかかりにくいなどの課題があったが、現在は改
善され問題ないという。音は静か、馬力もディー
ゼルと比較しても遜色なしと、ドライバーからも
好報告を受けているそうだ。

◆鋭くユニークな発想と行動力で前進
　さらに提案をいただいた。
　「LEVOのリースの内容を選択できるといいので
すが。そして国は、５年後にどこに何基の充填所
を作り、10年度に何台のCNG車を普及させるとい
った、充填所の設置とCNG車の普及台数の計画を
発表してほしいですね。青写真があれば、導入を
検討する事業者が増えると思います。」
　リースの内容に関しては、機構内でもいろいろ
検討しており、以前よりも選択肢を増やしつつあ
ることをご説明した。
　林代表には、CNG車普及のためのアイデアもさ
ることながら、素晴らしい発想力に驚かされる。
いくつか紹介しよう。
　まず、昭和59年の創業当時より、女性ドライバ
ーを多数採用してきた。荷主から、男性ドライバ
ーに替えろなどというお叱りを受けたこともあっ
たそうだが、引越し見積もりのとき、お客様から
変な運転手さんは嫌だという話を聞き、ドライバ

ーのイメージを払拭したいと積極的に女性ドライ
バーを起用した。
　社員教育も徹底し、普段厳しく接している分、
月ごとに誕生会を開いたり、勤続10年で海外旅行
のプレセントをしたりという思いやりも。
　「厳しさと優しさ、両方持たないと社員に失礼だ
と思います。」と林代表。
　実は、その教育が行き届いていることを訪問当
初に思い知らされていた。入口に立つ私に、社員
全員が起立をし、挨拶をしてくれたのだ。壮観と
も言える光景であった。
　ニュースで知った子どもの誘拐事件をきっかけ
に、“子ども110番”を導入。車体にシールを貼り、
子どもから助けを求められたら乗せるというもの
だ。幸いにも大事はまだないが、警察からは抑止
力になると評価を受けた。
　「社員が社会貢献をしているという自負にもなり
ます。」と林代表。毎年、交通遺児育英会へ100万
円を寄付している。今後はAEDを会社に設置する
べく、社員と奮闘している。社会貢献をしながら、
会社を大きくしていきたいと、抱負を語ってくれ
た。その発想力と行動力に感服する。

社内に掲示している誕生会や社内旅行の写真について説明を受ける

斬新な車体デザインは林代表のアイデア
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

仙台市若林区卸町にある本社では、主に建材、自動車
部品、オートバイの運送を、加美郡加美町にある仙北
営業所では乳製品を扱っている。県内・岩手県の関連
会社と連携し、東北地方を中心にサービスを提供。「運
んでいるのは誠意（こころ）です」を信念に顧客のニ
ーズに応えている。EMS導入の経緯を伺った。

代表取締役

　庄子  清一 氏

社員全員に浸透しているエコドライブ・燃費向上の理念

専務取締役

　庄子  信浩 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   EMS推進グループ
　　　　調査役   佐藤   勝昭

株式会社庄子運送

常務取締役

　庄子  雅之 氏  に聞く

庄子代表（左）、庄子常務（右）

《宮城県仙台市》《宮城県仙台市》《宮城県仙台市》株式会社庄子運送株式会社庄子運送株式会社庄子運送

　東日本大震災の爪痕も痛々しい仙台市で、EMS
導入について、どのような取り組みを行ってきた
か取材をさせていただいた。
　「私は昭和53年に入社したのですが、燃費を良く
したいと省エネの取り組みを開始したのです。」と
庄子代表。当時は第二次オイルショックで、燃料の
高騰で頭を悩ませていた。そこで導入したのが、ア
ナログ式だがエンジン回転数も記録できるレボタコ
グラフ。エンジン回転数の上限を定め、スピードを
管理し、ドライバーへ省エネ運転の指導を行った。
　「運転技術の標準化が必要だと考えていました。
導入当初、燃費の良いドライバーと、燃費の悪い
ドライバーには３割の開きがありましたが、差が
10％にまで縮まりました。」
　レボタコ導入に際し、ドライバーからは強い抵
抗があったと庄子代表は語る。
　「一般的に、出かけたら後は自由という思いがド
ライバーにはあったのだと思います。レボタコ導
入で、管理されて自由な運転ができない、データ
解析に主観が入るなどの不満が噴出しました。」
　根気強く指導をし続け、省エネ運転への理解を
得ることができ、運転技術の向上につながった。
しかし、一定の結果を出すことができていたため、
さらにデジタル式のタコグラフを導入することに
二の足を踏んでいたという。

◆EMS導入のメリット・デメリット
　同社のEMS導入は平成20年。補助金制度がある
普及事業に参加しようと決意した。
　「アナログ式のレボタコを導入した時に抵抗した
ドライバーが、デジタコには興味を持ってくれま
した。結果、燃費は10％向上しました。」と庄子代表。
　30年余り指導をし続け、ドライバーの心にもエ
コドライブの精神を植え付けることに成功したと
言えるだろう。デジタコ導入後の基準値設定は、
車速が一般道65㎞/h、高速道85㎞/h、エンジン回
転数が中・小型車で2000rpm、大型車で1800rpm、
アイドリング時間は渋滞などを考慮し11分として
いる。運転結果の評価はほとんどが100点だという。

庄子専務より、各車両にはデジタコ、ドライブレコーダー、ETCが
搭載されていると説明を受ける
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

♠仙台市の名物
　仙台の名物は、笹かまぼこ、ずんだもち、地酒、仙台味噌、仙台駄菓子など、数々
あるが、今回は牛タンを紹介したい。仙台で牛タンと言えば、「牛タン定食」が一般
的だ。各店によっても異なるが、牛タン焼き、麦飯、スープ、白菜などの漬物、トウ
ガラシの味噌漬けがセットになっている。終戦直後、あまり一般的ではなかった牛タ
ンのおいしさに魅せられた和食の料理人が、考案したと言われている。
　現在では、各店により工夫がなされ、塩味、味噌味などがあったり、牛タンの厚み
もさまざま。自分の好みを探して食べ歩くのも楽しいだろう。持ち帰り用に、弁当も
販売されている。全国駅弁大会で人気の、ひもを引くと温まる加熱式容器に入った駅
弁も気になる。

　「デジタコは評価が公平なのが良いですね。運転
日報も自動的に出力されるので、記入の手間が省
け、ドライバーの負担軽減にもつながりました。」
と庄子常務。
　燃費の改善が第一の目標であったが、スピード
管理の徹底を重点とした取り組みを続けるうちに、
燃費向上のほか、タイヤが長持ちする、車両故障
が少ない、人身事故などの大事故がゼロになった
など、大きな効果を得られた。
　同社では、EMS導入の１年前にドライブレコー
ダーも導入。月に一度実施している安全会議で、
危険運転の実例として映像を公開している。
　「実際の映像には説得力があります。危険を共有
し、各自の運転に生かしてもらおうと始めました。」
と庄子常務は語る。異常なデータについては、デ
ジタコとドライブレコーダーの画像を合わせて分
析し、判断。それぞれのドライバーへ指導をして
いる。
　「運送会社の車は、とかく敵視されがちです。
EMS導入後は優しい運転になり、クレームもなく
なりました。事業活動を通じ、少しでも環境に貢
献していきたいですね。」と庄子代表。自分の子ど
もに見られてもはずかしくない運転をしようと心
がけているそうだ。全ドライバーが地域に優しい
運転を実行している。
　デメリットについてはどうだろうか。
　「各車両には、デジタコ、ドライブレコーダー、
ETCが搭載されています。そのため、それぞれの
メモリーカードを持ち運ばなければなりません。
携帯品を無くさないかなど、個人で管理しなけれ
ばならないことが増えたことがデメリットです
ね。」と庄子常務。今後は、カード不要で、リアル
タイムに運行状況が把握できるテレマティクスへ
移行することも検討中だ。
　庄子代表は、「最新の機器を導入していきたいと

考えています。そしてコストを減らしたい。コス
ト減は競争力のアップですから。」と語る。

◆震災からの復興
　「玄関の階段をご覧になりましたか。」と庄子代
表に促され、改めて建物を眺めてみると、地盤沈
下のため、玄関付近は階段が１段増えた状態に。
また、事務所内の窓枠は歪み、隙間が生じたため
ガムテープで補強していた。
　「震災では、運行先で車両５台が水没しました。
ドライバーは屋根の上に登って助かり、人的被害
がなかったのが幸いでしたね。」と庄子専務。市内
には、震災以前の生活が戻ってきているとはいう
ものの、海沿いの地域には、今だがれきが散乱し、
避難所生活をしている方も少なくない。
　「仙台港の被災により、自動車部品のコンテナド
レージ作業を失ってしまいました。厳しい状況で
す。」と庄子代表。現在は他エリアから部品が運ば
れているが、仙台港は６月中旬に復旧する予定な
ので、まずは以前と同じ仕事ができるよう営業し
ていくという。
　「これからも１人も解雇することなく、やってい
きます。」と力強く語る庄子代表に、社員を信頼し
思いやる心意気をひしひしと感じた。

デジタコの記録について説明を受けるLEVO担当者
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　LEVOは、政府指定機関として国際エネルギー
機関（IEA）の自動車用先進燃料実施協定（AMF
協定）の活動に参加しています。
　2011年５月にAMF協定で実施されている国際共
同研究の進捗報告や新規提案等を議論する「執行
委員会｣ がドイツのカールスルーエで開催され、
参加しました。今回の執行委員会は、新議長およ
び新事務局で進められる初めての会合でした。
　この会議での主な議論およびカールスルーエの
交通事情等を紹介いたします。

◆AMF協定執行委員会の概要
月日：2011年５月24日㈫～26日㈭
場所：ドイツ・カールスルーエ
出席：�日本（LEVO、NTSEL＊1、AIST＊2）、オース

トリア、カナダ（議長）、中国、デンマーク、フ
ィンランド、ドイツ、スウェーデン、スイス、
イタリア、スペイン、タイ、米国（計13カ国）

　　　��＊1（独）交通安全環境研究所
　　　��＊2（独）産業技術総合研究所
事務局：オーストリア
オブザーバー：チェコ、ノルウェー、トルコ、韓国

◆執行委員会のトピックス
　今回の執行委員会では、スウェーデンから提案
のあった大型天然ガスエンジンに関する調査に日
本からLEVOおよび一般社団法人日本ガス協会が
研究資金を支援し協力することを表明し、了承さ
れました。その他、カナダ、ドイツ、フィンランド、
デンマークが研究資金支援、研究作業分担などを
通し参加しています。この調査では、大型車用の
ディーゼルデュアルフューエル（天然ガス＋軽油）
エンジンの排出ガスおよび普及の可能性について
調査、検討される予定です。
　また、NTSELとLEVOが共同で実施しているバ
イオディーゼル燃料の路上排出ガス調査について、
現状報告を行うとともに、次期計画を提案し、ス

ウェーデン、米国、ドイツ等７カ国から賛同が得
られ、正式にスタートすることが決まりました。
　次回は、2011年10月にトルコ・イスタンブール
で開催される予定です。

◆ドイツ・カールスルーエの交通事情
　カールスルーエはフランクフルト空港から南に
特急列車で約１時間の距離にあります。
　市内は路面電車が縦横無尽に走っていて、市民
の足となっています。その他、路線バスも走行し
ています。乗用車は、ドイツ車でかつディーゼル
車が多く、日本車はあまり多く見かけませんでし
た。市内の道路脇には駐車スペースが整備されて
いて、そこにきちんと車が止められており、路上
駐車は見られませんでした。

◆ドイツ・カールスルーエの実勢燃料価格
　カールスルーエでは、LPG、天然ガス（CNG）、
軽油バイオエタノール10％混合ガソリン（E10）
およびハイオクガソリンが販売されていました。
スタンドにおける2011年５月現在の燃料価格は概
ね下表のとおりであり、LPGを除く燃料は日本よ
り１リットルあたり（CNGは1Nm３あたり）40～
50円程度高くなっています。

第41回IEA自動車用先進燃料実施協定参加報告

執行委員会の様子

市販燃料の価格

燃料の種類 ユーロ価格
（ユーロ／L, *Nm３）

円価格
（円／L, *Nm３）

LPG 0.749 約90
CNG* 0.999 約120
軽油 1.399 約168
エタノール混合
ガソリン（E10） 1.569 約188

ハイオクガソリン 1.619 約194

道路脇に整備された
駐車スペース

市民の足として
活躍する路面電車
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LEVO自動車環境講座

　LEVO自動車環境講座では、運送事業者等の実
際に自動車を使われる方をはじめとする多くの
方々に自動車に関わる環境問題に興味を持ってい
ただくため、自動車交通に起因する大気汚染問題
や地球温暖化問題とその解決に向けた取組みの現
状などについて話題を提供しております。
　６月11日、LEVOは、磐城通運株式会社（本社：
福島県いわき市）環境問題対策委員会が主催する
グリーン経営講習会に招かれ、LEVO自動車環境
講座を実施しました。今回で５回目となる講習会
には、磐城通運株式会社及びグループ企業から、
およそ30名の方のご参加がありました。
　講座では、自動車交通に起因する以下の問題を
解説しました。
　１．自動車の普及と大気環境問題
　２．地球温暖化問題
　３．エネルギー問題

　また、その解決に向けた取り組みとして、
１．排出ガス規制の強化
２．燃費基準とグリーン化税制
３．実用段階にある低公害車の普及
４．エコドライブの普及・推進
に関する最近の状況を説明しました。
　最後に行ったアンケートにおいて、今後の事業
に活かせるものとして「次世代自動車の導入によ
るNOxやPMの低減、CO２排出量の低減」、「エコ
ドライブの実践による燃費改善」といった回答
がありました。また、エコドライブ管理システム
（EMS）の導入による燃費低減や今後のエネルギ
ー対策などが、特に大きな関心事であることがわ
かりました。

『LEVO自動車環境講座』の概要
①対象者
　�自動車の環境問題にご興味のある方
　実際に営業等で自動車を使用されている方
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
意しております。
④時間
　�講座回数：１回（約１～２時間を想定）
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/index.html

開会の挨拶をされる磐城通運㈱加治常務取締役
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安城北中学校の生徒がLEVOへ訪問学習

　５月24日㈫、LEVOに中学生が学習のために訪
れ、環境講座が行われました。
　昨年１月の取手市立藤代中学校の訪問学習と同
様に、学校外の専門的な教育体験となる企業訪問
学習を企画・運営管理する特定非営利活動法人学
校サポートセンターの要請から、今回は愛知県安
城市立安城北中学校３年生の生徒５名の皆さんの
訪問を受けました。
　同校では、このたび東京への修学旅行があり、
その機会を活用してグループ分けされた270名を
超える生徒が、都内の様々な公共機関、行政機関、
多種多様な企業等へ訪問し、キャリア学習の一環
として、日々の事業内容、仕事の社会的役割を理
解しようというものです。
　LEVOには「環境」がテーマとして含まれてい
るグループの皆さんで、事前学習にも力を注がれ
ていて、訪問前の質問事項などはとても具体的で
踏み込んだものでした。よって当日も活発な質疑
応答が交わされるとても有意義なものとなりまし
た。
　はじめにLEVO高橋常務理事からLEVOの財団
としての成立ち、事業概要とその社会的役割など
について講話が行われ、これまでの日本のクルマ
社会が歩んできた道のりにおいての環境、エネル
ギーの問題を紐解き、LEVOの事業の必要性をわ
かりやすく解説するとともに、安城市は隣の岡崎
市と並び早くから環境に対する意識の高さをもつ
地域であったため、低公害車の普及推進する立場
にありながら逆に刺激を受けた経緯やエピソード
が紹介されました。また、安城北中学校が「敬・愛・
信」の校訓をもつことに因んで、LEVOの事業目

的「人と環境にやさしい車社会の実現」は、同校
の教育精神と生徒の皆さんが暮らす地域の風土に
相通じるものとして、是非この機会に大いに学ん
でいただきたいと生徒の皆さんに語りかけました。

★中学生のレベルに合わせて環境講座
　講座では、LEVOが昨年度から広く一般向けに
開設した「LEVO自動車環境講座」のカリキュラ
ムをベースに、生徒さんたちのレベルに合わせた
わかりやすいもので行われました。生徒さんたち
の真剣な表情の中、自動車の誕生にはじまり大気
汚染、地球温暖化という環境の変化とエネルギー
の未来をうけ、なくてはならない「低公害車」と
広まり始めている人と環境にやさしいクルマの使
い方「エコドライブ」について、具体的なデータ
に基づき、時折りキーワードやポイントとなる数
値や事柄を問題解答式にして講座が進められ、目
標である「持続可能な車社会の実現」に向けた取
組などを学んでもらいました。
　日常生活のテレビ・新聞などを通して目にする
ことからか、事前の質問事項や講義中では、主に
ハイブリッド自動車、電気自動車に関する意見・
質問が多く、また、燃料電池自動車など次世代の
クルマなどにも関心が集まっていましたが、講座
を通して、今現在、石油に頼ることなく、環境性、
経済性などで実用段階にある低公害車は天然ガス
自動車であることも認識してもらえました。我々
LEVOにとってこのことは、言い替えればまだま
だ天然ガス自動車の一般的認知度は決して高くな
く、環境にやさしい低公害車としての実力はあま
り知られていないことを示すものであり、これか
らも天然ガス自動車の優位性をさらに普及啓発し
ていかなければならないことを再認識するところ
です。

★講座を終えて
　講座を終えた生徒の皆さんそれぞれに感想を聞
いたところ、「自動車の排出ガスによる環境問題、
地球温暖化について具体的に理解できた。」、「日頃
のブレーキ、アクセル、操作ひとつでCO２削減に
つながる。」、「人に対しても環境に対しても排出ガ
ス対策がとても重要。」と成果を実感するなか、な
かでも「排出ガスが出ない電気自動車や燃料電池
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自動車がもっと増えれば良いのに増えないのはな
ぜ？と日頃疑問を感じていたのが、お金がかかる
ことや水素が扱いにくいなどの理由がわかりまし
た。早くこの課題が解決されることを願い考えな
がら、大人になったときにはこれらのクルマを使
って行きたい。」という、意識の高い大変にうれし
い感想もありました。
　今回の訪問学習においては、学校側からの依頼
文には「日々のお仕事について学び、仕事の役割
ややりがいを理解する絶好の機会と期待していま
す。」と記されていました。私たちLEVOも公益法
人としての社会貢献の立場から身が引き締まる思
いです。生徒さんたちには、今回の訪問で学んだ
中で、少しでも大切だと感じたことが心に残り、

そして将来、夢を実現する広い社会へと羽ばたい
てほしいと心から願ってやみません。

★LEVO自動車環境講座（資料抜粋）

＊ 早稲田大学　大聖泰弘教授の「自動車の環境・
エネルギー技術の将来展望」をもとにLEVO作成

−解  説−
図は、今後の自動車に起因する環境課題の重要性を相対的に示したものです。今後、今の中学生の年代が社
会に出て活躍する頃には、CO２排出低減などの地球温暖化対策の重要性が増す一方で、エネルギー対策も同
様に重要な課題になっていくと思われます。
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第10回　AMF  アネックス26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も参加しましたアネックス26「含酸素軽
油のプロジェクト調査｣ を紹介します。含酸素軽油とは、アルコールやバイオ燃料等のような分子中に酸素を含む燃
料を混合した軽油のことで、排出ガス低減やディーゼル代替燃料として期待されています。この共同研究報告は、技
術情報が中心ですのでこれまで同様、研究概要を紹介し、関連する話題を平易に解説します。今回は、アネックス26
の第1回目として、含酸素燃料の一つであるエタノールの特性について紹介します。
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26の概要◆
参 加 国：日本、カナダ、イタリア、英国
研究期間：2002～2005年
運営機関：�TEC（運輸エネルギーコンサルティ

ング社（フィンランド））
経緯及び目的：
　石油への依存度低下、温室効果ガスや有害汚染
物質排出低減などの観点から、バイオ燃料等の含
酸素燃料の自動車用への利用が求められている。
これらの燃料を軽油に混合することで、現在の燃
料インフラ、エンジンの変更は最小限に抑えられ
るため、含酸素混合軽油は商業化段階をむかえて
いる。
　そのため、この共同研究では自動車用燃料とし
ての種々の含酸素軽油の燃料特性、実証試験の評
価結果等を調査した。

◆アネックス26の調査概要（エタノールの特性）◆
・燃焼に関する特性
　エタノールは、オクタン価が非常に高い（エン
ジンのノッキングが起こりにくい）燃料である。
いわゆる、ハイオクタンガソリンのような性質を
持っており、ガソリン車のような火花点火式のエ
ンジンの高性能化に適している。ガソリン車に用
いた場合、オクタン価が高いので圧縮比を上げる
ことができ、その結果、効率向上が期待できる。
一方で、圧縮着火しにくい性質があるのでディー
ゼルエンジンにはあまり適さない。エタノールは
燃料中に酸素を含むので体積当たりの発熱量は
軽油の６割程度であり、燃料消費量は増加する。
・軽油との混和性
　エタノールは、ガソリンには比較的混じりやす
いが、軽油に混じりにくい性質を持っている。そ
のため、ディーゼルエンジンに使用する場合は、
軽油に混合させるため乳化剤のような混合を促

進させる添加剤を数％入れる必要がある。軽油と
エタノールの混合燃料の濃度は10～15％が一般
的である。
・燃料の揮発性
　エタノールをガソリンや軽油に混合すると燃
料の揮発性が高くなる。燃料の揮発性が高くなる
と、ガソリン車の場合高温時などに、ベーパーロ
ックといわれる燃料中に発生した気泡により出
力が低下するなどの運転性が損なわれる現象が
生じる。また、軽油に混合した場合、燃料の揮発
性が軽油より高くなることによる引火＊等の安全
面での注意がより必要になる。

＊ 引火とは、液体に何らかの火種を近づけたときに、その液
体が燃焼することを指し、その時の液体の温度を引火点と
いう。

◆解説◆　－エタノール利用の歴史概要－
紀元前6000～4000年 ･････飲用（酒類）
1800年代後半 ･･･････････アルコールランプ燃料
1900年代初頭
　　　　 ～1920年代 ･････ 石油燃料不足により大量生産

され自動車用として利用され
た（その後はガソリンが主流）

第１、２次世界大戦 ･･･････需要増加
　　　　 ～1970年頃 ･････需要減少
1970年代～ ･････････････石油危機により需要増加
現在･････････････････････ エネルギー安全保障、排出ガ

ス削減、温室効果ガス削減の
観点から注目されている。

　このように、エタノール利用の歴史は古く、過
去において主要な自動車用燃料の一つとして利
用された経緯もあります。歴史的にみると需要
は、増減を繰り返していますが、最近は需要が増
える傾向にあります。

連載　LEVOの国際協力活動
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　㈳物流団体連合会は5月23日、第12回物流環境大賞選考委員会を開催し、物流環境大賞ほか各賞を発表しました。
この中でLEVOのカーボン・オフセット付きCNG車リース事業が、「物流環境啓蒙賞」を受賞しました。選定理由は、
CNG車リース事業のCO２削減効果を広めたこと、自動車運送分野のCNG車リース事業で初めて環境省の第三者認
証機関による認証を取得し、内外へのアピールを広く行ったことなどが高く評価されたものです。
　LEVOの「物流環境啓蒙賞」の受賞は、第8回（平成18年）のEMS（エコドライブ管理システム）普及促進事業
に続き2度目となります。
　なお、物流環境大賞は、センコー株式会社の「センコーEcoイノベーション2012」が受賞しました。

　運送事業者の皆様から、CNG車に関して「燃料メ
ーターの減りが早い。」、「一充填あたりの走行距離
が短い。」、「排出ガスはきれいで黒煙がまったく出
ないので非常に良いが、燃費が悪い。」「力が少なく、
発進加速が悪い。」、「音が静かで疲れないが、故
障が多い。」など、様々な声を耳にすることがあり
ます。これらの声の中にはCNG車に対する誤解も含
まれています。例えば、CNG車の燃料メーターの減
りが早いのは、燃料が気体の天然ガスであるため、
ディーゼル車よりも燃料搭載量が少ないことによっ
て起こる現象です。見かけ上燃料メーターの動きが
早くなりますが、これが直ちに燃費が悪いというこ
とを示している訳ではありません。
　CNG車の性能を十分に引き出すには、その特性を
良く理解してお使いいただくと同時に、正しい使い
方をしていただくことが重要です。そこで、LEVO
では事業者の皆様のCNG車に対する疑問や誤解を解
消し、一台でも多くのCNG車が普及することを狙っ
てCNG車の普及啓発DVDの制作を進めています。

　DVDの内容は、事業者の皆様が日頃抱いてい
るCNG車の燃費や実用性等に対する疑問に一つ一
つ答えていく構成になっています。また、実際に
CNG車を使用しているユーザーの声も収録する予
定です。
　このDVDは今夏中に完成を予定しています。完
成後は、LEVOの各種講習会等で使用するほか、
ご希望の皆様には配布する予定です。完成次第
LEVOホームページ等で告知しますのでご期待く
ださい。

物流環境大賞とは
　物流環境大賞は、㈳日本物流団体連合会が平成12年
度より制定されたものです。その趣旨は、近年、物流
分野においても環境問題への対応が益々重要となって
いる現状を鑑み、物流部門において環境保全活動や環
境啓発活動等の面で優れた功績を残した団体、企業、
個人を表彰する制度を設け、もって環境施策の一層の
推進を図るというものです。

CNG車の普及啓発DVDを制作中

　表彰式は、海運クラブで開催された㈳物流団体連合会第
20回通常総会（6月30日）の席上で行われました。

〔写真〕 選考委員長の㈳物流団体連合会宮原前会長より表彰
を受けるLEVO上田理事長

LEVOが「物流環境啓蒙賞」を受賞
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