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平成19年度  自動車交通環境対策予算概算要求概要

　国土交通省が発表した、平成19年度における低公害車の開発、普及促進等の環境対策関係予算要求内容は次のとおり
です。

要求額（　）内はH18年度予算額　　　
　　・低公害車普及促進対策････････････････････････････････････････････････････ 2,809（	2,412）百万円
　　　　　CNGバス・トラック（使用過程にあるディーゼル車の改造を含む）、
　　　　　ハイブリッドバス・トラックの導入
　　　　　CNG車普及促進モデル事業
　　・次世代低公害車開発・実用化促進事業･･･････････････････････････････････････ 570（	 395）百万円
　　・燃料電池自動車実用化促進プロジェクト･････････････････････････････････････ 100（	 166）百万円
　　・自動車排出のNOxの低減を目的とした啓発・指導等事業	･･･････････････････････ 40（	 0）百万円
　　・自動車分野のCO2排出量評価プログラムの構築	････････････････････････････････ 62（	 62）百万円
　　・自動車排出ガス性能劣化要因分析事業････････････････････････････････････････ 62（	 62）百万円
　　・自動車排出ガス対策に係る世界統一基準導入調査･･････････････････････････････ 26（	 26）百万円

　　・EMSの全面導入等によるエコドライブの推進	･･･････････････････････････････ 2,700（	2,600）百万円
　　　	経済産業省と連携して、NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のエネルギー使用合理化

事業者支援事業について、トラック・バス・タクシー事業者等から27億円程度応募の見込み

平成18年度  EMS普及事業第2次公募結果

軽　油

12,536

合　計LPGCNGガソリン

14,1011,4736725

３.  対象車両の燃料種別

１.  申込みの状況（区域別）
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２.  業種別

補助金対象機器の総額 補助金申請額

3,536 1,178

４.  機器の購入予定費用（百万円）

Ａブロック：北海道運輸局管内、東北運輸局管内、茨城県・栃木県・群馬県
Ｂブロック：東京都・埼玉県・千葉県
Ｃブロック：北陸信越運輸局管内、山梨県・神奈川県・愛知県・静岡県
Ｄブロック：近畿運輸局管内、福井県・岐阜県・三重県
Ｅブロック：中国運輸局管内、四国運輸局管内、九州運輸局管内、沖縄総合事務局管内
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平成17年度  EMS普及事業の中間まとめ

◆事業の概要
　LEVOは、国土交通省のエコドライブ管理システム
（EMS）普及事業実施計画認定を受け、（独）新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構（NEDO）の平成17年度エネ
ルギー使用合理化事業者支援事業の補助制度を活用した
EMS普及事業を実施しています。
　本事業では、一般貨物運送事業者80社（129事業所）、
3,450台の車両にEMS機器が取り付けられ、日々エコド
ライブが実施されています。平成18年３月から平成19
年２月までの１年間、車両毎の走行距離と燃料消費量
などの運行データを参加事業者から提出していただき、
EMSによる燃費改善効果を評価する予定です。

◆中間とりまとめ
　図は、現在までに得られた平成18年３月から８月まで
の運行データをまとめたものです。平成17、18年ともに、
３月から５月にかけて燃費は徐々に向上し、それ以降は
徐々に減少する傾向がみられます。しかし、EMS機器
取付後の事業全体の燃費は、各月度で約６％から９％の
改善が図られています。

◆今後の予定
　LEVOは、運送事業者の協力を得つつ、今後も引き続
き運行データを収集し、年間を通じたエコドライブの効
果を評価していきます。

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㈶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32台、バス８台を取り扱っております。

〔平成18年10月4日現在：単位＝台数〕
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ハイブリッド車 新長期適合車CNG（中古）
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普及促進部だより

◆〔天然ガス自動車展示会 in 関空〕
・日時：平成18年８月26日㈯　11：00〜16：00
・場所：関西国際空港		団体バス駐車場
・内容：	関西国際空港でのイベントにあわせ、日本ガス協会の

コナン号による画像での説明や佐川急便様の低公害車
を使用した環境学習、関係団体のご協力によるCNG
車展示・試乗会を催し、約200名もの方々が炎天下に
も関わらず熱心に説明を聞かれ、盛況のうち終了しま
した。

◆〔川崎・横浜天然ガス自動車普及促進セミナー〕
・日時：平成18年８月29日㈫　12：30〜16：30
・場所：川崎市		川崎マリエン		体育室		特設会場
・内容：	川崎・横浜の運送事業者の皆さんにご案内し、「今、

なぜ天然ガス自動車なのか」と題するパネルディスカ
ッションにより、国、自治体、運送事業者、メーカー、
ガス会社の各立場からの取組等が報告され、約200名
の方々が熱心に聴取されました。また20台の天然ガス
自動車が展示され、約50名の方が試乗されました。

◆〔低公害車セミナー in たかまつ〕
・日時：平成18年９月14日㈭　12：00〜17：00
・場所：かがわ国際会議場		多目的広場等
・内容：	四国地区での初めてのセミナーとして、四国運輸局を

はじめ、多くの関係団体のご協力により約270名のご
参加を頂き、講演を行い、また、27台の低公害車が展
示され、うち６台は試乗もされ盛況に終了しました。

・講演：	杉浦LEVO会長、石田四国運輸局長の挨拶ののち、次
の講演が行われました。

　　　　１．「自動車を取り巻く環境とエネルギーについて」
LEVO		調査研究部長		高田　寛

　　　　２．「我が社の環境問題への取組について」
㈱エコトラック		専務取締役		池田雅信

　　　　３．「	CNG、ハイブリッド自動車等低公害車の現状に
ついて」

いすゞ自動車㈱		CV設計第二部
部長		永山浩二

　　　　４．「	天然ガスとエコステーションの展望について」
四国ガス㈱		産業エネルギー営業部

部長		橋本　卓

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は、低公害車普及促進活動の一環として、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。
　18年度は、低公害車セミナー	in	たかまつの開催を最後に、計６回のセミナーを開催しました。
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◆�連�載�⑫�◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆2005年の欧州バイオ燃料普及状況
　2005年にEU25ヶ国で生産されたバイオ燃料は、
前年比65.8％増の390万トンであった。ドイツ、フラ
ンス、スペインなど従来からバイオ燃料普及に積極
的な国を中心に生産量が大幅に拡大し、過去にバイ
オ燃料が全く普及していなかった国でも、普及支援
政策により新たに製造施設が稼動するなど、EUレ
ベルでのバイオ燃料の本格的な普及に向けた準備が
進みつつある。
　バイオディーゼルの生産量は、バイオ燃料全体
の81.5％を占める318万トンで、前年比で125万トン
（64.7％）増加した。2000年からの平均年間増加率は
28.2％で、2006年の生産能力は607万トンと見積もら
れる（2005年比43.5％増）。
　一方、バイオエタノールの生産量はバイオ燃料全
体の18.5％を占める72万トンで、前年比70.5％の増
加である。これは、2000年からの平均年間増加率
28.2％と比較して非常に大きな増加率であるが、こ
の要因として、ワインアルコールの燃料用バイオエ
タノールへの転換が挙げられる。

●ドイツ
　2005年もEU最大のバイオディーゼル生産国とな
り、前年比61.3％増の167万トンを生産し、EU総生
産量の52.4％をドイツ一国で生産していることにな
る。この成果はバイオ燃料に対する現行の優遇税制
によるものだが、急速なバイオ燃料市場の拡大に伴
う財政負担の問題などから、2006年８月１日以降は
バイオディーゼルへの一部課税を開始し、バイオ燃
料への控除幅が縮小されている。
　バイオエタノールは前年比６倍の12万トンとなった。
●フランス
　バイオディーゼルの生産量は2001年以降減少して
いたが2005年には回復し、前年比41.1％増の49万ト
ンであった。フランスは、EUバイオ燃料指令にお
ける目標値（運輸部門でのバイオ燃料のシェアを
2010年までに5.75％とする）を２年前倒しで達成し、

2015年までに10％まで引き上げるという目標を掲
げたバイオ燃料普及計画を発表している。税制面で
の施策では、2006年にTIPP（石油製品内国税）の
減税策が改訂され、バイオ燃料に対する減税額がバ
イオディーゼル、バイオエタノールともにやや縮小
されている。また、所定のバイオ燃料シェア目標に
達しない燃料供給事業者に対して課せられるTGAP
（環境総合税）が変更となり、2006年の1.75％から
2010年の７％まで、毎年段階的に引き上げられるこ
とになる。
●イタリア
　税優遇対象となるバイオディーゼルの生産割当量
が30万トンから20万トンに縮小されたものの、割当
量を超過する分は輸出しているため総生産量への影
響はなく、2005年の生産量は前年比８万トン増の40
万トンであった。政府は2005年末に、2006年の認可
量20万トンに対する生産割当の入札を開始すること
を決定した。

【今後の見通し】
　EUにおけるバイオ燃料の重要性はますます大き
くなっている。ドイツやスペイン、スウェーデンで
は全額免税、フランスと英国では部分免税が施行さ
れており、ポーランドでもまもなく全額免税が採択
される見通しである。またバイオディーゼル、バイ
オエタノールとも生産能力に余裕があり、急速な増
産の潜在性がある。バイオ燃料の普及により、低迷
していた農業部門に新たな販路と雇用が創出される
ため、状況は農業大国ほど有利であると思われる。
農業部門へのメリットは、バイオ燃料普及施策とし
て行われる税優遇により生じる税収低下を、部分的
にではあるが補うことにもなる。
　バイオ燃料の普及政策としては今後も税制優遇など
の方策が考えられるが、燃料関連税は加盟国の税収の
重要な部分を占めていたため、加盟国の中にはEUバ
イオ燃料指令における義務を遂行するのに必要な投資
を遅らせる国も出てくると考えられる。その結果、多
くの国が2010年のバイオ燃料シェア目標に到達できな
くなるおそれがある。欧州委員会によると、目標達
成に必要なバイオ燃料の生産量は石油換算で1,800万
トンであるのに対し、現状から予測される2010年の
バイオ燃料生産量は990万トンである。ただしこの数
字は、加盟各国が免税政策などにより積極的に取り
組むことで上方修正される可能性もある。
　欧州委員会は、加盟各国の期待やニーズに対応す
る明確なガイドラインを示すため、バイオ燃料指令
の改正の可能性を検討している。

BIOFUELS	BAROMETER（2006年５月発表）より抜粋、編集
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/

stat_baro/observ/baro173b.pdf

EU25ヶ国のバイオ燃料生産量の推移
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

広瀬社長・渡辺専務  に聞く

静岡県でいち早くCNG車の導入を決めた東
部急送株式会社。そのきっかけ、クライア
ントの反応、これからの夢など、お二人の
話は尽きない。企業としてはもちろん、個
人としても環境に留意しているという取り
組みを伺った。

東部急送株式会社

２年後にはCNG車導入100％

左：広瀬社長
右：渡辺専務

　「100％CNG車は夢ではなく、現状から判断した計画
です」と代表取締役社長の広瀬順之氏。同社がCNG車
を導入し始めたのは平成10年。東京都が自動車排出ガス
規制導入を決めたというTVニュースを現会長が見て即
決。その後、1年に３台ペースで導入し、今や26台中19
台がCNG車である。

◆�もはや運送会社だけの問題ではない。CNG車普
及に足りないものは何？

　会社の財政的に、一度に全車をCNG車にするのは難し
いのでと謙遜するが、経営者として先を読み、的確な判断
を常にしているということなのだろう。導入には、どの車
がいいのか情報が多くはないため不安もあったというが、
各メーカー１台づつ導入するという方法で、これを切り抜
けた。それは、同社の業務体系と照らし合わせた相性や、
車の性能、メーカーの対応などにより淘汰されたという。
　「各ディーラーの営業マンはもっと勉強してほしいで
すね」と専務取締役の渡辺末雄氏は手厳しい。自社の
CNG車について知らないことが多すぎるという。逆に
走行距離など教えてくれと頼まれることもあるのだと
か。CNG車の普及のためにも、メーカーはこのような
ユーザーの意見を把握・集約し、問題点を改善していく
ようなシステムを作るべき時がきたのではないだろか。
　「燃料がどれだけ持つか、不安な時期もありましたね」
渡辺専務は語る。「ですが、１台の総走行距離は30〜40
万km。耐久性はあるし、排気はキレイ。オイルの汚れ	
もないのです。もしかしたらディーゼルより持つかもし
れないと今は思っています」
　特に今、天然ガスは軽油より安価。ガソリンに比べた
ら半額といっても過言ではない。燃費が変わらないとす
れば、この差は大きいだろう。

◆CNG車にもっと普及してほしい

　「デメリットが少ないのに、どうして導入しないので
しょう」
　渡辺専務はCNG車普及のため、展示会を開催する力の
いれようだ。供給スタンドが三島にできるという計画が
あり、導入時に燃料供給についての不安はなかったのだが、
突然の計画中止。自社でスタンドを作ることになった。
　駐車場用に購入していた土地の50m先にガスパイプが
通っていたという幸運を味方に、着々と計画は進行。平
成16年２月６日スタンドオープンにこぎつけた。ディー
ラーに協力してもらい、試乗車の提供、営業マンの派遣
と大掛かりな展示会を企画。相談コーナーも設け、静岡
県トラック協会からは補助金や税金も安くなるという話
を。ある損保には保険が安くなるという説明をしてもら
った。結果、“CNG車を知ってもらいたい”という一途
な思いが伝わり、地域の一般住民が自家用車にCNG車
を導入。今もガスを入れに来てくれるのだそうだ。
　「環境の一端を担っているようでうれしかったですね」
と渡辺専務。さらに「みなさんも故障が多いのではとか、
パワーが無いのではなどという偏見を持たずに導入して
ほしいですね」と話す。今後は２台１度に充填できる装
置を設置予定。専務の目標はさらに広がりを見せる。

◆特長を打ち出して生き残れる運送屋に
　順風満帆に見える同社の取り組みだが、導入当時には
苦労もあった。
　「天然ガスは軽油と比べて１割高でしたから、燃料費
がかかり運賃を値上げしたいくらいでした」
　しかし、すばらしいクライアントに恵まれた。天然ガ
スが高価なのは周知の事実。クライアントの方から運賃
を値上げしてもいいよと言ってもらえたのだそうだ。さ
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らにうれしいことが続く。
　「東京では排ガス規制があり、規制に則した車で納品
できることで、依頼主も配達先も喜んでくれました」
　いざなぎ景気を超える景気拡大と発表されても、実感
が湧かないほど現実は厳しい状況が続いている日本経
済。他の運送会社と同じことをやっていても生き残りは
難しいといえるだろう。運賃を安くして仕事を取りに行
くという方法もあるだろうが、より特長を打ち出し、理
解してもらえるお客様に利用していただくという方針を
選んだ同社。運んでいるのは自動車部品、食品、薬な
どで、配送先はISO14000を取得している企業や、病院・
ホテルだ。当然のことながら環境に敏感であり、CNG
車を導入したことは大きなアピールになったことだろ
う。搬入口で一般の方に関心を持たれることも多いのだ
そうだ。各車両の前後に「天然ガス自動車」というステ
ッカーを貼り、世の中全般へ向けてもPRを欠かさない。
広瀬社長自身の自家用車も天然ガス車のクラウンという
念の入れようだ。

◆�メーカーも役所も、もっと低公害車をPRしてほ
しい

　渡辺専務の話は続く。

　「まず自治体や役所が先頭を切ってCNG車を導入して
ほしいですね」
　同社のある沼津市はCNG車を１台導入しているが、
これは同市が環境問題に関心を持ち始めたと推測される
だろう。また、『ニュースLEVO』を低公害車を導入し
ていない会社へ送付してはどうかと提案を受けた。アイ
デアマンの渡辺専務。そして決断力のある会長・社長の
コンビネーションが、今後、どんな取り組みをしていく
のか興味深い。
　「あとは24時間営業のガススタンドを高速道路へ多く
設置してほしいですね」
　静岡県周辺でいえば海老名、上郷の２カ所。排ガス規
制のない地域では、やはり普及しにくいということもあ
り、全国的に規制が統一されると普及率も上がると同氏
は分析する。ドライバーからは、音が静か、振動が少な
いから疲れにくいなど、高評価。この良さを伝えるには
どうしたらいいのか、日々考えをめぐらせている。こう
した人々の支えがなければ、CNG車は普及していくこ
とはむずかしいだろう。
　「補助金に助けられていますよ。だから今があると思
っています」
　謙虚な心構えが更なる飛躍を生むことを期待したい。

自社の燃料供給施設

各メーカーの低公害車を使い分けている



7

NEWS LEVO No.29

★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

　環境問題を解決するために、自動車からの排気物質削
減は必須である。これに大きく貢献するのがエコドライ
ブなのだ。例えば急発進・急加速をしない、急ブレーキ
の常用をやめる、アイドリングストップなど、ドライバ
ーへの課題は多大といえる。これを組織的に継続させる
にはEMSが有効であると、同社では独自に導入し、日々
成果を上げている。
　「データで客観的に分析することができるからです」
と主管支店長の原田和充氏。同社は、平成10年より燃費
向上運動を、平成14年からはエコドライブ運動を展開し
ていたが、満足の行く結果が出せなかったのだという。
確かに、アナログタコグラフでは事後に指導するという
方法になり、ドライバーの意識にも限界があるのだろう。

◆�デジタコ導入での不公平感をドライバーに納得
させたものとは

　デジタルタコグラフは、スピード、エンジン回転など
の設定をし、加速度が大きすぎたり、必要以上にアイド
リングをした場合、警告音声でドライバーのエコドライ
ブを支援する。帰社後はメモリーカードに記録したデー
タをパソコンで分析、プリントアウト。ドライバー自身
がこのデータをチェックすることで、冷静に改善点を見
出せるのだ。
　運行管理課長の阿部英二氏は「最初はドライバーから
嫌がられました」と語る。警告音声が聞こえることが常
にプレッシャーになる、運転に集中できないなどの意見
が出されたのだという。そして新たな問題点も発覚した。
重い荷物を運べばエンジンの回転数は上がってしまう

し、信号の多い一般道では停止・発進が多くなる。つま
り、軽い荷物のドライバー、高速道路を走行するドライ
バーの運転評価が高くなる傾向が生まれるわけである。
データの分析結果でA・B・Cランクを決め、安全運転
ランキングを毎月発表しているため、ドライバーの不満
も募った。
　「設定基準は全社統一でやるしかありませんでした」
　車両メーカーや年式、運行経路、積荷の状況などで条
件が異なるのは当然で、そのたびに評価基準を変えるわ
けにはいかない。全員にヒアリングし現状を把握。不都
合が出たらその都度改善するという方法を取った。
　評価点は客観的な値。ドライバーの長所・短所を見極
め、長所を伸ばし、短所をどうしたら改善できるか、い
っしょに向き合って考えたことで、当初は不満だらけだ

原田主管支店長  
阿部運行管理課長  に聞く

EMS（エコドライブ管理システム）導入で
得たものは計り知れない

西日本を中心に、全国展開で物流のあらゆる分野で
活躍している同社は、平成14年よりエコドライブ運
動を展開。倉敷主管支店でデジタルタコグラフを独
自導入後、津山主管支店にてEMモデル事業制度を活
用し、平成17年10月にデジタコグラフを30台導入し
た。その経緯と、現状を伺った。

岡山県貨物運送株式会社

左：原田主管支店長、右：阿部運行管理課長

帰社後、安全運転日報をプリントアウトする
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ったドライバーも３ヶ月で落ち着きを見せ、納得して運
転するようになったのだそうだ。

◆思わぬ好結果が生まれた
　原田主管支店長は語る。
　「環境に優しい、安全、経費節減、運転マナーの向上と、
EMSを導入することにより、たくさんの財産を手に入
れました」
　急発進、急加速をしないことで燃費は改善、経済速度
走行やアイドリングをしないことでCO2排出低減する。
また、空ふかし、急発進、急ブレーキとは、どんな状況
を指すのか、データで示すことが運転技術の向上にもつ
ながった。それらが事故を軽減させ、安全という宝物を
生み出したといえるだろう。
　また、ドライバーの安全意識や使命感も高まったのだ
そうだ。
　「データやランキングの発表を見て、良い点数を取ろ
うと努力したり、以前よりも自信を持って仕事に励んで
います」

　うれしい誤算というところだろうか。同社はこれまで
もエコドライブへの取り組みを行ってきた。一般道路・
高速道路とも法定速度の順守、エンジン回転数は1500回
転／分以下など、具体的な指導だ。それがドライバー30
人中25人Aランクの評価という好結果につながっている
のだろう。
　通常、EMSを導入した会社では、燃費10〜15％改善
と聞くが、同社では５〜６％の改善。数字上では良い結
果とはいえないが、逆にこれも以前からの取り組みの証
明といえる。

◆�心と心のつながりがあるからこそ、一丸となっ
て取り組むことができる

　「EMS導入後、良い意味での競争意識が生まれました」
と原田主管支店長。
　１点でも良い点を取りたい、どこがダメなのかと研究
する気持ちが全員にあるのだという。管理側がドライバ
ーの短所を責めるのではなく、改善ポイントを共有し、
個別指導をし続けること。いかに良い方向へ継続的に導
くかがカギなのだ。
　「一人ひとりと真摯に向き合い、本音で話し合うこと
が大切です」
　こうして生まれた信頼こそが会社というチームの強
さ。利益を生み出す力だ。データに基づいたこのきめ細
やかな対応が、更なるステップアップにつながる。
　「企業責任が問われる時代ですからね。今後もEMSを
有効に活用していきます」
　良いこと尽くめのEMSだが、１つだけ改善を望んで
いる。現在使用しているEMS用機器は、制限速度設定
が２段階。一般道、バイパス、高速道路と３段階の区別
が出来るようにしてほしいと阿部運行管理課長。各社の
実状に則した仕様に簡単にしていくことができれば、と
節に願う。

置き型EMS 組み込み型EMS

車体にはシールを貼りアピール
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低公害車・燃料供給施設（平成18年10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

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

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

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
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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

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

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

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
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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

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

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

尼崎東エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市次屋3-3-15

※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、㈶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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第４回　タイヤ空気圧の適正化

　　連載「エコドライブ －燃費向上のための10箇条－」第4回は、「タイヤ空気圧の適正化」です。
　　今回は㈶運輸低公害車普及機構が行った調査と実験の結果から試算した、燃費改善効果を紹介します。

◆タイヤ空気圧適正化による燃費改善効果（試算）
　㈶運輸低公害車普及機構が行ったアンケート調査＊１

では、12社23事業所のうち約1/3の運送事業者が、ほぼ
３ヶ月に１度の頻度で営業用貨物自動車のタイヤ空気圧
を充填し、また３社の貨物自動車18台を対象に行った実
態調査＊１では、３ヶ月間の自然漏洩によるタイヤ空気
圧低下率は約7.8％であることがわかりました（図１）。
　この調査結果を利用して、都市内の代表的な走行パタ
ーンであるJE05モードで走行したときの、タイヤ空気圧
の低下にともなう走行抵抗増加率を計算し（図２）、さら
に、この走行抵抗増加率がそのまま燃費悪化率に相当す
ると仮定して、２トンクラスの貨物自動車での時間の経過
にともなう燃料消費量の変化率を計算しました。
　その結果、タイヤ空気圧以外の条件が変わらないと仮定
して、３ヶ月に１度空気圧充填を行った場合、燃料消費量
は３ヶ月間平均で0.41％増加しており、１ヶ月に１度行った
場合、燃料消費量は３ヶ月間平均で0.14％増加しているこ
とがわかりました。つまり、３ヶ月ごとの空気圧充填を１ヶ
月ごとに変えると、差し引き0.27％の燃料消費量削減（もし
くはCO2排出量低減）が期待できることになります。
　これを実際の燃料費に換算してみると、１年間で約
2.7万km＊２を走行する２トンクラス貨物自動車の場合、
１台あたり１年間で1,800円近くの削減が可能になりま
す。これはCO2排出量に換算すると47.7kgになります。

　この結果は一見小さいものに見えますが、この改善量は
確実に見積もることができるものであり、年間走行距離の
長い車両ではさらに大きな燃料費削減効果が期待できま
す。エコドライブはひとつひとつの小さな効果の積み重ね
が大切です。タイヤ空気圧の適正化も１台あたりの効果は
小さいのですが、他のエコドライブ手法も合わせて実行す
ることで、目に見える効果となることが期待できます。

◆タイヤ空気圧適正化によるその他の効果
　タイヤ空気圧の適正化は、空気圧の低下によって起き
やすくなるタイヤの偏摩耗や、たわみが原因の故障など
を減らすことができ、その結果、事故の減少など安全面
のメリットと同時に、タイヤの寿命が延びる／車両やタ
イヤのメンテナンスコストが削減できる／保険料や修理
費用などが削減できるなど、相乗的に燃料費以外のコス
ト削減効果ももたらしてくれる、非常に有効なエコドラ
イブ手法なのです。

＊1：�平成17年度㈳全日本トラック協会委託事業において、タイヤ
空気圧適正化と燃費改善効果について行った実態調査

　
＊2：�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

＊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1kmあたり軽油消費量0.25Lで計算

　
＊4：�㈳全日本トラック協会調べ　平成18年9月軽油ローリー価格

全国平均97.48円で計算

3ヶ月ごとの空気圧充填を1ヶ月ごとにした場合の
年間の燃料費削減効果（試算）

1,774円

年間走行距離
（km）

燃費改善率
（%）

燃料削減量
（L）＊3

燃料金額
換算＊4

27,006（小型）＊2 0.27 18.2

図１��時間の経過とタイヤ空気圧の低下率 図２��時間の経過と燃料消費量の変化率

18台平均値



季節の花便り
８〜９月編では、夏の「華」＝お祭り＝に迫りました。場所は、原宿、スーパーよさこい2006からのスナップです。
老若男女、入り交じった踊り手の皆様の笑顔（本当はかなり息切れ状態？）、衣装の色合い、軽やかなステップに元気
をもらってきました。
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