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平成18年６月23日（金）、東京都千代田区麹町の「弘済
会館」にて、標記の評議員会及び理事会が開催され、下
記議案について審議されいずれも原案どおり承認されま
した。
（1）評議員の選任について
評議員酒井喜正氏と山口洋二氏の辞任に伴い、後任に

矢野学氏と永元徹氏が選任されました。
（2）平成17年度事業報告及び収支決算について
（3）平成18年度長期借入金について
なお、当日は審議に先立ちまして、来賓として出席頂

きました国土交通省自動車交通局技術安全部木場環境課
長より挨拶を賜りました。
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（財）運輸低公害車普及機構
平成18年度 第1回評議員会及び理事会の開催

■EMS普及の必要性と背景
EMSとは、Ecological-drive Management System

（エコドライブ管理システム）の略です。具体的には、
環境にやさしい運転を実践するために、自動車にエコド
ライブ用車載器を、また事業所に運行データ分析装置を
設置し、自動車の運転方法、運行状況全般を電子データ
として管理することによりエコドライブ（省エネルギー
運転）と安全運転を支援するシステムです。
2005年２月京都議定書が発効し、世界各国が温室ガス

削減に向けた種々の取り組みを始めています。わが国に
おいても、2004年には「地球温暖化対策推進大綱」に評
価・見直しが行われ、温室効果ガスを2008年から2012年
までに1990年比で６％削減するための、「京都議定書目
標達成計画」が策定されました。
こうした背景により、自動車交通部門の二酸化炭素

（CO2）排出の抑制が国家的重要な課題となり、その対
策の一環として平成17年８月「エネルギーの使用の合理
化に関する法律（省エネ法）」の一部改正が行われまし
た。同法の改正（省エネ改正法）は、一定規模以上の輸

送事業者、一定規模以上の荷主企業に対し、省エネルギ
ー計画の策定、エネルギー使用量の報告等の義務付けた
もので平成18年４月から施行されました。
地球温暖化の原因となるCO2の排出抑制や大気汚染改

善のためのNOx・PM排出量削減のためには、自動車単
体の対策と併せ、エコドライブの推進が求められていま
す。特にエコドライブの効果は非常に大きく、加えて近
年の原油価格高騰に伴う燃料費対策や安全・事故防止等
にも大きな効果を発揮しています。
今後、エコドライブの推進を計画的にまた継続的に実

施し、全国的に普及させるとともにその運行結果をもと
にドライバーに適切に評価・指導を行えるシステムをで
きるだけ早く構築・促進することが必要とされました。
この結果、国の補助事業によるEMS普及事業が平成

17年度から実施され（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）
が実施主体者の認定を受け平成18年度も引き続き実施し
ております。

平成18年度 EMS（エコドライブ管理システム）普及事業

評議員会 理事会



トラック、バス、タクシー等を含めた第１次公募への応
募結果は、事業所数553事業所、車載器台数は約12,000
台であり、補助金の申請額は約9.75億円となりました。
この結果は、当初予定しておりました350事業所、１万

台を大幅に上回るものでした。これは、近年の省エネルギ
ーに対する社会的要請に加え、最近の原油価格高騰に伴
う燃料価格への影響が大きく寄与していると思われます。
（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）では、募集結果を
とりまとめ、国土交通省のEMS普及事業（リース方式）
の認定を受け、独立行政法人 新エネルギー・産業技術
開発機構（NEDO）に補助金の申請を行ったところです。

また、EMS普及事業を効果的実施するため、全国８
箇所において、EMS参加事業者に対する講習会を実施
しました。
この講習会は、参加された事業者のエコドライブ管理

者を対象に、
①EMS機器による省エネルギーの効果
②すでにEMS用機器を採用して、エコドライブを実
施している事業者における
・導入のきっかけ
・導入に際しての課題とその対策
・エコドライブ実施のポイント
・エコドライブの実施効果
③EMS普及事業を実施していくうえで必要な手続と
注意事項

などの講習を実施しました。

EMS講習会は、６月９日の東京牛込箪笥区民センタ
ーを皮切りに、７月５日の愛知県中部トラック総合研修
センターまで、全国８箇所で開催されました。受講者は
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講習会の受講風景ポスター

18年度 第1次EMS普及事業



合計で701名であり、そのほとんどがEMS普及事業に参
加した事業者のエコドライブ管理者でしたが、そのほか
機器の販売会社職員、運輸局等の行政担当者の参加も見
られました。
講習会のテーマが、直接EMS実施に関するものであ

ったため、いずれの講習会場においても、受講者は熱心
に聴講されておりました。
今回のEMS普及事業に参加された事業者のほとんど

は、省エネルギーに関心が高く、しかも燃料費消費の削
減目標数値をクリアしたいとの意向の強い現れでもあっ
たと思われます。

（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）は、平成18年度
EMS普及事業第１次に引き続き第２次募集を開始いた
します。
対象は、前回と同様にトラック（軽トラックも含む）、

バス、タクシー等のリース方式による導入を希望する事
業者を予定します。
募集開始時期は、８月中旬頃からを予定しております

が、公募要領・内容等が確定次第、LEVOホームページ
等にて公開いたします。
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■EMS導入後に、燃費改善率が20％向上した事業者も！
（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）は、平成18年度
EMS普及事業に先立ち国土交通省の補助事業として実
施された「平成17年度EMSモデル事業」における実績
データの分析結果をまとめるとともに、走行講習会で実
施されたエコドライブの効果実績についても併せてその
実施成果を発表しました。

参加事業者13社、26事業所、機器搭載車両1,048台の
EMS導入後の効果は以下のとおりでした。
・参加事業所の95％で、EMS導入後に燃費改善効果が
みられた。
・改善率が最も高い事業所では、EMS導入後に約20％
の燃費向上が図られた。

LEVOが平成17年度EMSモデル事業の実施成果を発表

平成18年度 EMS普及事業第2次募集がスタート

モデル事業参加事業者の導入後の効果実績



◆EMS講習会における走行実施での効果実績
テストコースにおけるエコドライブの効果は以下のと

おりでした。
・受講者29人の平均燃費改善率は、約26％であった。

・平均燃費改善率の範囲は、約10～65％であった。
・運転者によって燃費改善率は異なるが、全ての運転者
で大きな改善率が得られた。
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（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）は、国土交通省
及び関係機関等との協調の下に、環境と人に優しい車社
会を実現することを理念として、低公害車の普及促進に
取り組んでおります。
この一環として、低公害車についてのPR・啓発活動

及び低公害車の普及促進を図るため、全国各地において
低公害車普及セミナーを開催しております。
平成18年度は全国で６箇所程度計画しておりますが、

既に実施済のもの、また今後予定されているセミナー開
催は次のとおりです。

◆開催済の低公害車普及セミナー

【小牧セミナー実施報告】
日　時：平成18年７月19日（水） 12：30～17：00
場　所：小牧勤労センターホール、特別駐車場にて「低

公害車車両展示、試乗会」を併せて開催
小牧市はじめ、関係団体等の協力により230名の参加

者があり、講演会及び車両展示・試乗会とも盛況でした。

普及促進部だより

開催地 開催日時 会　場 参加者数

さいたま市

小牧市

西宮市

平成18年5月24日

7月19日

7月27日

埼玉スタジアム2002

小牧勤労センター

西宮市大ホール

200名

230名

150名

パネルディスカッション

展示場・試乗会



なお、講演内容等は次のとおりでした（敬称略）。
１.「自動車環境対策の課題と取組みについて～低公害

車の普及促進」
国土交通省自動車交通局　総務課企画室

課長補佐　大森隆弘
２.「小牧市のCNG車普及促進モデル事業への取組み」

小牧市環境部環境保全課　課長　近藤俊夫
３.「パネルデスカッション」CNG車の更なる導入促進

に向けて
パネリスト：国土交通省、佐川急便、いすゞ自動車、

東邦ガス
司　　　会：（財）運輸低公害車普及機構

４.「国、県、トラック協会等のCNG車導入支援」
（財）運輸低公害車普及機構　普及促進部

部長　石井　曉
車両展示：展示車両16台、試乗車３台

◆今後開催予定の低公害車普及セミナー
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開催地 開催日時 会　場

関西・りんくうタウン

横浜・川崎市

高松市

平成18年8月26日

8月29日

9月14日

関西国際空港エリア

川崎マリエン

サンポートホール高松

平成18年度低公害車普及促進事業の国、地方自治体等への補助金申請に係る（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）が
取り扱った営業用トラックの低公害車の受付台数状況は、下記のとおりとなっております。

なお、営業用トラック以外に、ハイヤー・タクシーの低公害車の申請受付を17台取り扱っております。

平成18年度 低公害車普及促進事業の低公害車取扱状況

〔平成18年7月12日現在：単位＝台数〕

CNG車
リース

国交省

経産省

計

848

371

1,219

200

170

370

32

5

37

0

0

0

88

30

118

728

132

860

3,019

3.019

3,526

3,526

買　取 リース 買　取 リース 買　取 リース 買　取
ハイブリッド車 新長期適合車CNG（中古）
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低公害車・燃料供給施設（平成18年3月31日現在）

■メタノール供給スタンド

新木場トラックステーション ●東京都江東区新砂町1-10-25

えびな本郷ステーション ●神奈川県海老名市本郷4037

安城給油所 ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96

名神高速多賀SA（上り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字背戸山70-2

名神高速多賀SA（下り） ●滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字西谷66-36

■CNG供給スタンド

北海道

ひばりヶ丘エコ・ステーション ●北海道札幌市厚別区厚別中央1条2丁目

大谷地充填所 ●北海道札幌市厚別区大谷地東1丁目

北5条充填所 ●北海道札幌市東区北5条東5丁目

二十四軒エコ・ステーション ●北海道札幌市西区二十四軒2条7-4

雁来エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町二条11-1

発寒エコ・ステーション ●北海道札幌市発寒14条12丁目2番2号

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54

石狩エコ・ステーション ●北海道石狩市新港西1丁目765-1

東　北

新港工場天然ガス充填所 ●宮城県仙台市宮城野区港4-13-1

幸町天然ガススタンド ●宮城県仙台市宮城野区幸町5-13-1

卸町エコ・ステーション ●宮城県仙台市若林区卸町4-2

UEKIエコ・ステーション ●宮城県仙台市宮城野区福田町南1-8

若松ガス駅前エコ・ステーション ●福島県会津若松市扇町112-1

関　東

GNクリーンエネルギーステーション前橋 ●群馬県前橋市大渡町2-1-35

高崎エコ・ステーション ●群馬県高崎市飯塚町十二481

伊勢崎エコ・ステ1 ●群馬県伊勢崎市日乃出町108

太田エコ・ステーション ●群馬県太田市西新町44-5

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32

協同バス熊谷天然ガススタンド ●埼玉県熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市戸越1-7-8

学園万博通りエコ・ステーション ●茨城県つくば市上横場字中台272-8

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300

取手エコ・ステーション ● 茨城県取手市井野１５

浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市桜区中島2-22-14

指扇駅前エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区西遊馬1243

東浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市緑区東浦和7-5-4

ミツウロコ大宮エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市見沼区御蔵１２２８

大宮ＴＳエコ・ステーション ●埼玉県さいたま市西区三橋６-７０５-１

川口エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日3-22-17

川口あずま橋エコ・ステーション ●埼玉県川口市朝日5-4-1

久喜インターエコ・ステーション ●埼玉県久喜市江面１６６３-１

日産ディーゼル上尾天然ガススタンド ●埼玉県上尾市大字1-1

深谷エコ・ステーション ●埼玉県深谷市大字折之口字稜威ヶ原2022-1

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●埼玉県熊谷市大字代1

三芳エコ・ステーション ●埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1

新座エコ・ステーション ●埼玉県新座市栗原3-11-23

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-46

八潮レインボーエコ・ステーション ●埼玉県八潮市八潮8-9-8

エコ・ステーション川越 ●埼玉県川越市南台1-5-2

春日部エコ・ステーション ●埼玉県春日部市緑町4-7-34

所沢エコ・ステーション ●埼玉県所沢市東新井町1186-1

エコ・ステーション坂戸 ●埼玉県坂戸市千代田5-5-4

草加エコ・ステーション ●埼玉県草加市吉町2-1-60

岩槻エコ・ステーション ●埼玉県岩槻市本町4-3-3

狭山エコ・ステーション ●埼玉県狭山市広瀬台2-1-3

鴻巣エコ・ステーション ●埼玉県鴻巣市上生出塚７７０

三郷インターエコ・ステーション ●埼玉県三郷市彦倉２-６２

千葉幸町エコ・ステーション ●千葉県千葉市美浜区幸町1-21-2

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉県千葉市若葉区桜木町490-3

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉県千葉市稲毛区長沼町335-9

市川エコ・ステーション ●千葉県市川市市川南2-7-6

市川二俣エコ・ステーション ●千葉県市川市二俣717-44

東習志野エコ・ステーション ●千葉県習志野市東習志野6-18

袖ヶ浦エコ・ステーション ●千葉県袖ヶ浦市長浦580-264

成田空港エコ・ステーション ●千葉県成田市三里塚御料牧場1-2

柏第一エコ・ステーション ●千葉県柏市十余二249

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653

浦安エコ・ステーション ●千葉県浦安市千鳥12-5

木更津エコ・ステーション ●千葉県木更津市畑沢1-2-26

茂原エコ・ステーション ●千葉県茂原市茂原661

市原市役所前エコ・ステーション ●千葉県市原市惣社2-1-12

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-41

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18

板橋Ｔ・Ｔエコ・ステーション ●東京都板橋区高島平6-1-1

滝野川天然ガススタンド ●東京都北区滝野川5-42

品川エコ・ステーション ●東京都品川区東品川1-39-19

品川八潮エコ・ステーション ●東京都品川区八潮1-4-1

エコ・ステーション平和島 ●東京都大田区平和島5-2-1

京浜島エコ・ステーション ●東京都大田区京浜島3-7-1

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都大田区平和島2-1-1

世田谷天然ガススタンド ●東京都世田谷区粕谷1-7-8

練馬エコ・ステーション ●東京都練馬区谷原1-1-34

葛飾エコ・ステーション ●東京都葛飾区白鳥4-1-16

南麻布エコ・ステーション ●東京都港区南麻布1-8-20

永代橋エコ・サービスステーション ●東京都中央区新川1-29-14

枝川エコ・ステーション ●東京都江東区枝川3-8-12

南砂エコ・ステーション ●東京都江東区南砂1-23-15

江戸川エコ・ステーション ●東京都江戸川区谷河内2-10-13

葛西トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都江戸川区臨海町4-3-1

足立エコ・ステーション ●東京都足立区堀ノ内1-14-17

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都足立区入谷6-1-1

三愛石油東京竹の塚エコ・ステーション ●東京都足立区西保木間3-9-1

赤羽北エコ・ステーション ●東京都北区赤羽北２-２４-１

都庁天然ガススタンド ●東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下）

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19

国立いずみエコ・ステーション ●東京都国立市泉2-1-15

保谷エコ・ステーション ●東京都西東京市柳沢2-19-20

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 ●東京都昭島市福島町1000

東大和エコ・ステーション ●東京都東大和市仲原3-19-1
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東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●愛知県豊田市永覚町上長根6-256

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

メグリア元町エコ・ステーション ●愛知県豊田市深田町1-103

豊栄エコ・ステーション ●愛知県豊田市鴛鴨町中原２６８-３

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17

名犬小牧エコ・ステーション ●愛知県小牧市多気中町430-1

小牧インター北エコ・ステーション ●愛知県小牧市大字横内字西横内３３-６

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86

新舞子エコ・ステーション ●愛知県知多市新舞子字大口204-2

東浦エコ・ステーション ●愛知県知多郡東浦町大字生路字生片山５２-３

セントレアエコ・ステーション ●愛知県常滑市セントレア1-1

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1

西尾エコ・ステーション ●愛知県西尾市法光寺町流6-12

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●愛知県稲沢市福島町字大福寺85-1

一宮エコ・ステーション ●愛知県一宮市大字浅野字正木山1

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147

エコ・ステーション岐阜 ●岐阜県岐阜市加納坂井町2

エコ・ステーション羽島 ●岐阜県羽島郡笠松町田代若宮1105

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●三重県鈴鹿市算所2-2-11

四日市東インターエコ・ステーション ●三重県四日市市大字羽津字糖塚山4379-1

甲信越・北陸

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市鴎島町6

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市小新大通2-5-8

木田エコ・ステーション ●新潟県上越市新光町2-2-15

上越北エコ・ステーション ●新潟県上越市松村新田3-5

東蔵王エコ・ステーション（12A） ●新潟県長岡市東蔵王2-7-89

新発田ガスエコ・ステーション ●新潟県新発田市豊町1-4-23

新潟白根エコ・ステーション ●新潟県白根市大字七軒字前211-1

柏崎松美エコ・ステーション ●新潟県柏崎市松美2-5-5

聖籠エコ・ステーション ●新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24

富士急ハイランドエコ・ステーション ●山梨県南都留郡河口湖町船津6663

甲府エコ・ステーション ●山梨県甲府市飯田3-2-34

山梨県甲府天然ガススタンド ●山梨県甲府市飯田3-2-34

サンリン長野エコ・ステーション（12A） ●長野県長野市鶴賀緑町1024-3

松本ガスエコ・ステーション ●長野県松本市渚2-7-9

エコ・ステーション長田 ●石川県金沢市駅西本町1-1-1

エコ・ステーション鳴和 ●石川県金沢市神宮寺3-1-13

エコ・ステーション増泉 ●石川県金沢市増泉3-17-25

エコ・ステーション小松 ●石川県小松市園町へ30

福万エコ・ステーション ●福井県福井市二の宮4-17-11

敦賀エコ・ステーション ●福井県敦賀市津内町1-14-2

エコ・ステーション富山黒瀬 ●富山県富山市黒瀬北町２-４-８

近　畿

大津エコ・ステーション ●滋賀県大津市富士見台5-9

草津エコ・ステーション ●滋賀県草津市木川町319

五条御前エコ・ステーション ●京都府京都市下京区西七条赤社町25

大水下京エコ・ステーション ●京都府京都市下京区朱雀分木町４２

上鳥羽エコ・ステーション ●京都府京都市南区上鳥羽北花名町14

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

US国道伏見エコ・ステーション ●京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町38

日野自動車エコ・ステーション ●東京都日野市日野台3-1-1

町田エコ・ステーション ●東京都町田市木曽町489

R246横浜インターエコ・ステーション ●東京都町田市鶴間1772-1

町田図師エコ・ステーション ●東京都町田市図師町１８１-４-1

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●東京都府中市晴見町2-33-7

アロッズ八王子エコ・ステーション ●東京都八王子市左入町684-1

鶴見天然ガススタンド ●神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-7

環状2号線新横浜エコ・ステーション ●神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-5-25

平沼天然ガススタンド ●神奈川県横浜市西区西平沼5-55

根岸天然ガススタンド ●神奈川県横浜市磯子区新磯子町34

金沢エコ・ステーション ●神奈川県横浜市金沢区幸浦2-6-6

都筑エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区東方町1698

横浜佐江戸エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２５

ミツウロコ横浜エコ・ステーション ●神奈川県横浜市都筑区川向町６８９

新相模原エコ・ステーション ●神奈川県相模原市大山町4-12

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088

平成町エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市平成町2-10-2

厚木エコ・ステーション ●神奈川県厚木市下津古久598

厚木ガスエコ・ステーション ●神奈川県厚木市旭町4-15-33

川崎元木エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区元木2-3-21

川崎塩浜エコ・ステーション ●神奈川県川崎市川崎区塩浜2-2-1

藤沢エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市片瀬92

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●神奈川県藤沢市土棚8

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●神奈川県平塚市田村1-5-6

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 ●神奈川県海老名市大谷字向原4887

小田原エコ・ステーション ●神奈川県小田原市南鴨宮2-39-14

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋字六反地965-1

寒川・田畑エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田畑878-1

中　部

浜松上西エコ・ステーション ●静岡県浜松市上西町68-6

エコ・ステーション静岡 ●静岡県静岡市池田50-5

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡県静岡市加藤島12-7

エコ・ステーション富士 ●静岡県富士市伝法宇中村3201-1

エコ・ステーション清水 ●静岡県静岡市清水区永楽町14-40

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1

エコ・ステーション駿東 ●静岡県駿東郡長泉町下土狩字川島３７５-１

桜田エコ・ステーション ●愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18

エコ・ステーション八田 ●愛知県名古屋市中川区万町2412

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中川区広川町5-1

港明エコ・ステーション ●愛知県名古屋市港区港明2-3

名西エコ・ステーション ●愛知県名古屋市西区中小田井2-427

丸の内エコ・ステーション ●愛知県名古屋市中区丸の内2-1-5

エコ・ステーションベニックス ●愛知県名古屋市名東区姫若町24

エコ・ステーション徳川 ●愛知県名古屋市東区出来町1-11-4

エコ・ステーション北頭 ●愛知県名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15

R1鳴海エコ・ステーション ●愛知県名古屋市緑区鳴海町字境松20-1

北名古屋エコ・ステーション ●愛知県北名古屋市鹿田東村前７９

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96

豊橋花田エコ・ステーション ●愛知県豊橋市花田町荒木41-1
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尼崎東エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市次屋3-3-15

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3

姫路・城の東エコ・ステーション ●兵庫県姫路市城東町清水8

姫路東インターエコ・ステーション ●兵庫県姫路市東山字神田255-1

西宮マリーナパークシティエコ・ステーション ●兵庫県西宮市西宮浜3-6-2

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3

奈良平成エコ・ステーション ●奈良県奈良市左京6-2-1

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●奈良県大和郡山市下三橋167-1

和歌山エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市小野町3-46-1

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山県和歌山市黒田261-2

中国・四国

築港エコ・ステーション ●岡山県岡山市築港栄町7-27

エコ・ステーション岡山中央 ●岡山県岡山市天瀬３-９

商工センターエコ・ステーション ●広島県広島市西区商工センター7-4-1

西白島エコ・ステーション ●広島県広島市中区西白島町22-15

福島町エコ・ステーション ●広島県広島市西区福島町2-34-1

出島エコ・ステーション ●広島県広島市南区出島１-３２-４４

江波エコ・ステーション ●広島県広島市中区江波西１-２４-５９

海田エコ・ステーション ●広島県安芸郡海田町栄町6-3

広エコ・ステーション ●広島県呉市広多賀谷2-8-4

呉中央エコ・ステーション ●広島県呉市築地町2-8

鳥取エコ・ステーション ●鳥取県鳥取市幸町143-4

五反田エコ・ステーション ●鳥取県鳥取市五反田町1

松江南エコ・ステーション ●島根県松江市古志原3-17-8

高松朝日町エコ・ステーション ●香川県高松市朝日町2-2-2

丸亀エコ・ステーション ●香川県丸亀市今津町５０８

今治エコ・ステーション ●愛媛県今治市共栄町5-2-1

九　州

東浜充填所 ●福岡県福岡市東区東浜2-9-118

東浜エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区東浜1-130-1

山王エコ・ステーション ●福岡県福岡市博多区東光寺町1-27-1

西福岡エコ・ステーション ●福岡県福岡市西区拾六町1-24-34

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46

愛宕充填所 ●福岡県北九州市小倉北区愛宕1-5-1

東港エコ・ステーション ●福岡県北九州市小倉北区東港105-2

幸神エコ・ステーション ●福岡県北九州市八幡西区幸神1-11-2

ストーク松島エコ・ステーション ●福岡県福岡市東区松島6-3-1

大宰府インターエコ・ステーション ●福岡県大野城市御笠川5-12-7

久留米市合川エコ・ステーション ●福岡県久留米市合川町1488-8

筑紫野エコ・ステーション ●福岡県筑紫野市永岡34-6

ストーク長崎エコ・ステーション ●長崎県長崎市尾上町17-1

大村エコ・ステーション ●長崎県大村市水主町1-747-52

唐津エコ・ステーション ●佐賀県唐津市神田2329

伊万里エコ・ステーション ●佐賀県伊万里市二里町大里甲２２５０

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1034-1

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町2411-31

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

京都東エコ・ステーション ●京都府京都市山科区西野山階町30-6

福知山西エコ・ステーション ●京都府福知山市字奥野部６-８

ルート１京都八幡エコ・ステーション ●京都府八幡市下奈良新下１-１

宇治エコ・ステーション ●京都府宇治市槇島町目川１９７４

南堀江エコ・ステーション ●大阪府大阪市西区南堀江4-24-2

長柄エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区長柄東2-11-16

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪府大阪市北区中津5-7-12

大阪府森ノ宮天然ガススタンド ●大阪府大阪市城東区森ノ宮1-6-102

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション ●大阪府大阪市此花区島屋2-11

巽エコ・ステーション ●大阪府大阪市生野区巽東2-8-36

船町エコ・ステーション ●大阪府大阪市大正区船町1-1-66

南津守天然ガススタンド ●大阪府大阪市西成区南津守5-5-48

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

住之江エコ・ステーション ●大阪府大阪市住之江区泉2-2-6

アロッズ東淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市東淀川区豊新2-14-3

西淀川エコ・ステーション ●大阪府大阪市西淀川区大野2-2-21

弁天町エコ・ステーション ●大阪府大阪市港区弁天2-12-2

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪府大阪市鶴見区鶴見4-3-28

芦原橋エコ・ステーション ●大阪府大阪市浪速区塩草3-12-3

新北大阪エコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-4-8

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●大阪府茨木市宮島2-5-1

茨木エコ・ステーション ●大阪府茨木市三咲町5-17

ニュー門真エコ・ステーション ●大阪府守口市東郷通2-4-8

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1

枚方CNGエコ・ステーション ●大阪府枚方市出屋敷西町350-1

池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション ●大阪府池田市豊島北1-126-1

泉南天然ガススタンド ●大阪府泉佐野市上瓦屋849-1

りんくうタウンエコ・ステーション ●大阪府泉佐野市りんくう往来北１-１９

堺南出島エコ・ステーション ●大阪府堺市出島海岸通4-4-24

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市若松台3-2-3

東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市今米2-9-49

御厨エコ・ステーション ●大阪府東大阪市西提本通東1-4-14

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19

中環東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市稲田三島町89

八尾エコ・ステーション ●大阪府八尾市服部川1-65

外環藤井寺エコ・ステーション ●大阪府藤井寺市大井1-1-10

美原インターエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町黒山369-2

KAJIエコ・ステーション ●大阪府南河内郡美原町菩提6

岸和田エコ・ステーション ●大阪府岸和田市加守町3-12-13

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32

寝屋川エコ・ステーション ●大阪府寝屋川市大成町１２-２

神戸京橋エコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区新港町12-2

長田北エコ・ステーション ●兵庫県神戸市長田区北町1-6

石屋川エコ・ステーション ●兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-3-20

敏馬エコ・ステーション ●兵庫県神戸市灘区岩屋南町4-50

布施畑エコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7

ＭＫエコ・ステーション ●兵庫県神戸市中央区港島８-１１-２

尼崎エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市元浜町1-95

※以上の燃料供給施設の電話番号、営業時間、地図等については、（財）エコ・ステーション推進協会の
　ホームページ（http://www.eco-station.or.jp）で閲覧できます。
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◆ 連 載 ⑪ ◆

◆欧州におけるバイオ燃料の生産と優遇施策
EUは世界のバイオ燃料開発の最先端である。バ

イオ燃料生産国は2004年には11ヶ国となり、同年１
年間の圏内のバイオ燃料生産量は242万トン（2003
年比25.7％増産）超となった。2010年末時点で全燃
料消費に対するバイオ燃料の占有率目標を5.75％に
するというEU指令達成に向けて更なる増産が予想
されるが、バイオ燃料生産量には各国の様々な優遇
施策が絡んでいる。
●フランス
フランスは2001年にはEUの主要なバイオディーゼ

ル生産国だったが、近年、生産量は減少を続け、2004
年には前年比2.5％減の34万８千トンで、認可生産
量＊1）を下回った。一方、バイオエタノールは2003
年の８万２千トンに対し2004年には10万トンを超え
た。認可生産量を満たす量のバイオ燃料の流通を販
売業者に促すため、2005年、財務法によりTGAP＊2）

が新たに導入された。これは販売業者が、１m3あた
りに目標とする率（目標率）のバイオ燃料が混合され
ていることを証明すると免税されるもので、この目標
率は、EU指令が定めるその年の目標値に連動し毎年
上昇する。また2004年９月の首相声明で、バイオ燃
料の認可生産量を2007年までに合計80万トンまで増
やす計画が発表されたことを受け、バイオ燃料に対
する優遇策は今後さらに進められると思われる。

＊１）認可生産量：バイオ燃料に対する優遇税制により税収
総額が減少することを防ぐため、財務大臣がバイオ燃
料の生産量を規定している。入札によって製造業者を
選定し生産を認可する。

＊２）TGAP：「環境総合税」。大気汚染、家庭ゴミなどへの課
税を統合する形で創設され、2003年1月1日以降は石
油製品にも適用されている。

●イタリア
イタリアのバイオディーゼル生産量は増加を続

け、2004年には32万トンに達した（前年比17.2％増）。
このうち90％は自動車用燃料である。しかし同国で
はバイオ燃料の認可生産量とその割当を規定してお
り、2005年にはバイオディーゼルが10万トン削減さ
れる見通しであり、その分バイオエタノールの生産
割当が増加する。穀物とワインを原料とする国産ア
ルコールを量産するイタリアにとって、主として輸
入植物油を原料とするバイオディーゼルよりも、国
産農産物を原料とするバイオエタノールの生産促進
は、自国の利益にかなっていると言える。
●ドイツ
ドイツは前年に続き2004年もEU第１のバイオデ

ィーゼル生産国で、生産量は初めて100万トンを超
え、EU全体の生産量の53.5％を占める。生産量急増
には国による優遇策が寄与している。2004年１月１
日、鉱油税法が改訂され、100％バイオ燃料、化石

燃料混合のいずれについてもバイオ燃料への課税が
全額免除されることになった。1999年に導入され、
石油製品税に加算されるエコロジー税も、バイオ燃
料については免除されている。
●スペイン
スペインはバイオエタノール先進国であり、生産

量は2003年の16万トンであったものが2004年には19
万４千トンに増加した。フランスと同様にETBE
（エチルターシャリーブテルエーテル）に変換され、
2004年には41万トン余りを生産した。スペインのバ
イオエタノールの生産増加には、ガソリン、軽油等
に課せられる炭化水素税を、バイオ燃料については
2012年まで100％免税とする政策が大きく寄与して
いる。また、主に穀物を原料とするため、バイオエ
タノールの増産は低開発地域に農業生産と関連産業
を創出し、また新しい環境技術を発展させることに
つながる。
●ポーランド
ポーランドはEU加盟国の中で唯一、2004年のバ

イオエタノール対前年生産量が激減している（－
40.7％、３万６千トン）。これは、2003年11月に投
票が行われたバイオ燃料法を、翌年、憲法裁判所が
裁可しなかったためである。同法はエタノール混合
ガソリンの税控除を規定し、ガソリンの混合率と控
除額を年度予算の可決後に年ベースで決定するもの
で、現在修正中である。
【総括】
バイオ燃料市場は、免税措置と緊密に連携しつつ

発達した点が他の市場と異なる。バイオ燃料の免税
措置が、減収等、国の財政全般にも影響を与えるた
め、バイオ燃料の生産割当を規定する国もあり、バ
イオ燃料市場自体が閉鎖的になり、あるいは認可生
産量の内訳をめぐってバイオディーゼル部門とバイ
オエタノール部門が生産割当を争う国もある。しか
しEU加盟国には、バイオ燃料にいかなる生産制限
も規定しないことが、欧州法により課せられている。
つまり今日のバイオ燃料の生産割当規定は、すべて
各国の政策的な措置なのである。ドイツとスペイン
はこの規定に沿って生産割当を行わないことにした
ため、バイオディーゼル、バイオエタノールの両部
門が急速に成長した。
他のEU加盟国でのバイオ燃料産業の振興と、フ

ランス、イタリア等での生産割当制度の廃止を併せ
れば、EU指令の目標値を達成することは難しいも
のの可能である。バイオ燃料市場には潜在力があり、
業界も準備が整っている。残る問題は、政治的判断
のみである。

BIOFUELS BALOMETERより抜粋、編集
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/

stat_baro/comm/baro167b.pdf

＊＊世界の代替燃料情報＊＊



◆経済速度とは
経済速度とは、円滑な交通流を乱すことなくできるだ

け低いエンジン回転数で効率よく走れるスピードのこと
で、最も燃費が良いとされる速度です。一般道では時速
50km程度、高速道路では時速80km程度が経済速度と言
われています。
車が走行する際に受ける空気抵抗は速度の２乗に比例

します。すなわち、速度が２倍になると空気抵抗は４倍
になります。高速で走行する＝空気抵抗に打ち勝って走
行することであり、経済速度を超えた速度で走行する場
合は超えた速度分だけ余計な抵抗を受けることになり、
燃費が悪くなります。

◆経済速度で走った場合の効果
（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）が行ったシャシダ
イナモメータによる実験＊１では、小型ディーゼル貨物車の
CO2排出量は約50km/hのときに最も少ない174g/kmで、
60km/hのときの179g/kmに比べて約2.8％削減できるこ
とがわかりました（下図）。このように、50km/hを超える
走行はCO2排出量を増大させるので、郊外路や高速道路
でもできるだけ速度を抑えて走行することが重要です。
（財）運輸低公害車普及機構（LEVO）が行った路上走
行による実験＊２では、60km/h以上で走行する頻度（距
離）は14.6％でした。そこで、CO2低減率と燃費改善率

が等しいとして、時速60km以上の部分を時速10km下げ
て走行したときの燃費改善効果を実際の燃料費に換算す
ると、年間約6.2万km＊３を走行する営業用普通貨物自動
車の場合、0.4％の効果があり、１年間で約６千円近く
に相当します（下表）。

＊１：平成16年度（社）全日本トラック協会委託事業において、
小型ディーゼル貨物車（半積載・新短期規制車）を使用し、
シャシダイナモメータ上で計測したもの

＊２：平成16年度（社）全日本トラック協会委託事業において、小
型ディーゼル貨物車（半積載・新短期規制車）を使用し、東
京・横浜で行った市街路走行実験

＊３：「自動車輸送統計年報」より　平成16年度営業用普通貨物車
全体の年間１台当たり平均実働走行距離

＊４：NEDO「運送事業用クリーンエネルギー自動車の導入普及に
係る調査研究報告書（H12年度）」より　2トンクラス貨物
自動車の平均年間走行距離

＊５：「自動車輸送統計年報」より　平成16年度営業用普通貨物車
全体の1kmあたり軽油消費量0.25Lで計算

＊６：（社）全日本トラック協会調べ　平成18年６月軽油ローリー
価格全国平均93.26円で計算
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第3回　経済速度で走る

連載「エコドライブ －燃費向上のための10箇条－」では、燃料消費量を削減するための様々な手法について紹介します。
第３回となる今回は、「経済速度で走る」をとりあげます。

年間の燃料費削減効果（試算）

年間走行距離
（km）

燃費改善率
（%）

燃料削減量
（L）＊5

燃料金額
換算＊6

27,006（小型）＊4

61,607（普通）＊3
27

62

2,518円

5,782円
0.4

《試算条件》
60km/h以上で走行する頻度（距離）＝14.6％（実験＊2より）



季節の花便り
長い梅雨も終わり、夏真っ盛りですね。本欄を、四季折々の花たちを「追っかけ」ることで、再開して参ります。
まずは、６～７月編です。お気に入りの花がありますか？
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行田市の古代蓮の里にて 町田市の薬師池公園にて
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神代植物園（水生植物園）にて

国営昭和記念公園にて


