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平成19年度　第１回評議員会及び理事会の開催

　平成19年６月22日㈮、当機構６階会議室において標記
評議員会、理事会が開催されました。下記議案について
審議の結果いずれも原案通り承認されました。

①理事の選任について
　�　理事谷川和郎氏、上松正次氏、西村泰彦氏の辞任に
より、後任として、上田信一氏、小西規夫氏、藤井章
治氏が選任されました。
②評議員の選任について
　�　評議員矢野学氏、伊藤忠雄氏、市川俊明氏、佐藤明
氏の辞任により、後任として、吉川一郎氏、和田定晋
氏、八木孝氏が選任されました。
③役員の選任について
　�　理事長谷川和郎氏辞任により、後任として、上田信
一氏が選任されました。
④平成18年度事業報告及び決算報告について

　尚、当日は、審議に先立ちまして、来賓として出席い
ただきました国土交通省自動車交通局技術安全部徳永環
境課長よりご挨拶を賜りました。

　平成19年度低公害車普及促進対策費補助金に係る通常申請及び実績申請の受付期間等が下記のとおり延長されました。
なお、CNGモデル事業に係る受付期間等については変更ありません。

◆受付期間
（1）一般

受付期間 要　　件

通常申請
H19. 4. 2～
H19.12.31
H20. 1.31

H19.4.2～H20.3.25の間に車両登録するものに限る。

この期間に登録されない場合、補助金申請の取り下げが必要です。

実績申請
H19. 4. 2～
H19.12.28
H20. 2.29

H19.4.2～ H19.11.30 H20.1.31の間に車両登録が完了するものに限る。

車両登録日より30日以内の申請にご注意ください。

詳しくは国土交通省、LEVOのHPでご確認ください。

なおリンク先は：

　国土交通省のHP：http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/environment/cng/h19/index.htm

　　　LEVOのHP：http://www.levo.or.jp/project/prj01_01.html

評議員会

理事会

国土交通省の補助金の受付期間が延長されました
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平成17年度  EMS普及事業  成果報告
～年間燃費改善効果～

◆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、平成17年度より、
（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」
の補助事業を活用したEMSの普及促進に取り組んでい
ます。
　平成17年度三次公募の事業においては、貨物自動車運
送事業者80社（129事業所）の計3,450台の車両にEMS機
器が装着され、平成18年３月から１年間をかけて車両ご
との走行距離と燃料消費量などの運行データを参加事業
者より提出いただき、EMSによる燃費改善効果を分析、
評価しました。
　このたび、その事業成果がまとまりましたので、報告
いたします。

◆EMSによる燃費改善効果
　収集した運行データの分析結果を下図にまとめました
※注１。事業全体での燃費改善率は7.5％でしたが、事業所
別では最大で約21.3％の燃費改善がみられた事業所もあ
りました。
　なお、年間約60,000kmを走行する標準的な普通貨物
自動車の年間燃料使用量15,000ℓ／台※注２を例に取ると、
燃費改善率7.5％は、約1,100ℓ／台の燃料節約に相当し、
燃費改善率21.3％は同様に約3,200ℓ／台の燃料節約に相
当します。

◆今後の予定
　LEVOは、平成18年度以降もEMS普及事業を実施して
います。参加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・評価し、EMSの普及に貢献していき
ます。

※注１： CNG車とガソリン車の燃料消費量は軽油消費量に換
算して合算した。

※注２： 『自動車輸送統計年報（平成17年度分）』掲載の「原単位」
（「営業用普通車の実働1日1車当たり走行キロ」及び「1
日1車当たり燃料消費量（軽油）」）より計算した。

図　EMS機器取付前後の月別平均燃費と燃費改善率の推移
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EMSの導入促進に関する調査研究  成果報告

◆調査の概要
　LEVOは平成17年度より、国土交通省及び（独）新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO技術開発機
構）の補助事業を活用したエコドライブ管理システム
（EMS）の普及促進に取り組んでおり、これらを通じて
EMSによる貨物自動車の燃費改善効果に関する分析を
行っています（２ページ参照）。
　この中で、平成17年度の補助事業における参加事業所
では概ね良好な燃費改善効果が確認されましたが、事業
者又は車両により効果にばらつきがありました。そこで
EMSのさらなる推進のため、平成18年度にNEDOの委
託事業「EMSの導入促進に関する調査研究」において、
補助事業に参加した貨物運送事業者の協力を得てアンケ
ート及びヒアリング調査を行い、EMSをより効果的に
活用するための重要課題とその改善手法の実態を明らか
にしました。

◆調査の内容
　38都道府県で営業する貨物運送事業者93社155事業所
（装置装着車両4,498台）にアンケート調査を行いました。
　アンケート調査では、EMSの導入から活用時におけ
る段階を、①検討段階、②導入・取り付け段階、③運行・
データ取得段階、④指導・講習段階の四つに分け（下図）、
各段階での課題の有無と内容、その課題に対し講じた対

応策、さらにその対応策の効果度について聞きました。
また各事業所内のエコドライブの取り組みに関する担当
業務を、経営者、エコドライブ管理者、運転者の三つに
分類し、それぞれの段階において担当業務別の設問を設
けました。
　アンケート調査の回答内容から、課題に対して効果的
な対策を講じている12事業者を選出してヒアリング調査
を行い、EMSの導入促進に関する具体的な事例につい
て調べました。

◆調査の結果
　アンケート調査に回答いただいた事業所（69社98事
業所、装着車両2,610台）のうち86％が車両保有台数100
台未満、95％がEMS導入による効果があるとしており、
EMS導入前後の燃費改善率は平均７％でした。
　また、EMSの導入・活用の各段階において、運転者
がエコドライブを効果的に実践するための環境づくりを
経営者とエコドライブ管理者が行い、その下で運転者が
エコドライブを確実に実践することが重要であることが
わかりました。

※�今後この調査結果を、ニュースLEVOの中で順次紹介
していく予定です。

○EMSの導入から活用時における段階
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平成19年度　第１次及び第２次EMS普及事業

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）では、平成19年度
第１次及び第２次EMS普及事業（リース方式）の募集
結果をとりまとめて、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いました。
　本事業を効果的に実施するため、全国14会場において
延べ17回の講習会を実施しました。
　この講習会では、EMS普及事業に参加された事業者
のエコドライブ管理者等を対象に、
　①EMS機器を使用した省エネルギー効果
　②企業におけるEMS推進の課題と対応
　③EMS普及事業を実施していく上で必要な手続き等
等の講習を実施しました。
　講習会は、６月11日の東京都トラック協会の会場を最
初に、10月24日の福岡県トラック協会の会場まで、合計
17回開催しました。受講者は、合計1,100名あまり、そ

のほとんどは今回のEMS普及事業に参加したエコドラ
イブ管理者で、いずれの講習会場においても熱心に聴講
されていました。
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普及促進部だより

　㈶運輸低公害車普及機構は、低公害車普及促進活動の一環として、運送事業者等を対象に、下記のとおり低公害車の
普及促進活動を行いました。

◆低公害車普及セミナーin札幌
　日時：平成19年６月29日㈮　13：30～16：00
　場所：札幌コンベンションセンター
　内容：�北海道運輸局との共同主催によるCNG車、ハイブリ

ッド車など低公害車普及のイベントとして開催し、運
送事業者、各種団体、行政の方々を中心に予想を上回
る314名の参加がありました。参加者は、講演、車両・
パネル展示を熱心に聴講、見学され、低公害車に対す
る関心の高さが伺われました。当日はテレビ局等の取
材もあり、ニュースで放映されるなど、反響の大きさ
も感じるセミナーとなりました。

◆自動車環境セミナー in あまがさき
　日時：平成19年７月２日㈪　13：00～17：00
　場所：アルカイックホールオクト
　内容：�尼崎市が６月25日に国土交通省のCNG普及促進モデ

ル地域の指定を受けた直後の開催となり、低公害車へ
の関心が高まっている中、会場は約300名の参加者で
埋まり、低公害車への関心の高さが伺われました。こ
のセミナーには地元出身の冬柴国土交通大臣、白井尼
崎市長も出席、低公害車の必要性について説明され、
尼崎市の環境意識の強さを感じました。

◆天然ガス自動車普及促進セミナー（横浜）
　日時：平成19年９月19日㈬　13：00～16：30
　場所：セミナー（関内ホール）、展示・試乗会（赤レンガ倉庫）
　内容：�CNG車普及促進モデル指定地域のイベントとして、

横浜市、川崎市及びLEVO共同主催による３回目の天
然ガス自動車普及促進のためのセミナーを開催しまし
た。

　　　　�セミナーには130名の参加者があり、CNG車使用の運
送事業者からご講演をいただき、非常に興味深い話し
に参加者も熱心に聞き入っていました。

　　　　�展示・試乗会においては、実用車としてのCNG車両
に多数の来場者があり、低公害車に対する感心の高さ
が伺えました。
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◆ 連 載 ⑮ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆2006年の欧州バイオ燃料消費状況
　2006年にEU加盟25ヶ国で消費された輸送用バイ
オ燃料は、前年の299万トンから約80％増の538万ト
ンとなった。これは全加盟国の運輸部門で消費され
る燃料全体の1.8％を占め、前年のシェア１％から大
きく増加した。
　このうちバイオディーゼルは全体の71.6％を占め
る385万トンとなり、前年に比べ71.4％増加した。一
方、バイオエタノールは全体の16.3％を占める88万
トンで、前年に比べ57.5％増加した。
　また、ベジタブルオイル（燃料用植物油）（総消費量
63万トン：主にドイツ、アイルランド等で消費）及びバ
イオガス（同１万トン：主にスウェーデンで消費）等、
その他のバイオ燃料の消費量は全体の12.1％を占め
る合計65万トンで、１年間で3.4倍の急増となった。

♠ドイツ
　前年に続き2006年もEU最大のバイオ燃料消費国
で前年比79.2％増の334万トンを消費、EU総消費量
の62.2％をドイツ一国で消費したことになる。また
ドイツ全体で消費するすべての燃料のうち、バイオ
燃料がエネルギー換算で６％を占め、全EU加盟国
の中で最も高い比率である。
　バイオ燃料のうちバイオディーゼルは前年比55.6

％増の241万トン、バイオエタノールは前年比2.1倍
の31万トン、その他のバイオ燃料は前年比3.6倍の63
万トンで、これは主にベジタブルオイルである。

♠フランス
　ドイツに続くバイオ燃料消費国で、前年比62.7％
増の68万トンとなった。バイオディーゼルは前年比
54.5％増の53万トン、バイオエタノールは前年比２
倍の15万トンで、バイオ燃料消費量全体に占めるバ
イオディーゼルの割合が78.0％と高くなっている。
　フランスのバイオ燃料消費量の増加は、バイオ燃
料産業界を活性化しようという国の強い政治意志に
よるところが大きく、バイオ燃料への税制優遇や燃
料供給事業者への環境税等の施策が奏功している。
【EUバイオ燃料指令の目標は達成可能か】
　2010年末時点で全燃料消費量に対するバイオ燃料
の占有率を5.75％とするEU指令の達成可否は、ひと
えに各国の政治的意志の強さにかかっている。
　バイオ燃料への税制優遇は既にEU加盟各国で実
施されており、燃料供給事業者に対するバイオ燃料
の市場導入義務等、新しい制限内容の措置も導入さ
れつつあるが、各国の足並みは完全には揃っていな
い。大多数の加盟国がバイオ燃料導入の体制を整備
し、EU指令は2005年時点の占有目標率を２％とし
たものの、実際には１％と低い水準で、欧州委員会
の予測では、2010年時点での占有率は目標を大きく
下回る4.2％となる見込みである。
【今後のバイオ燃料導入促進のために】
　今後のバイオ燃料導入促進のためには、「バイオ
燃料総合指令」とでも言うべき指令が欧州理事会と
欧州議会の双方で批准されるのを待たなければなら
ない。それまでの手だてとして欧州委員会は、現在、
バイオ燃料のための特別な市場導入ルートやラベリ
ング制度無しでも10％のバイオ燃料混合が実現でき
るよう、燃料品質に関する現存指令の改訂を提案し
ている。またすべての自動車がバイオ燃料を10％混
合した燃料を使用できるような、自動車産業界の体
制整備が必要で、そのためには欧州標準化委員会に
よる燃料品質基準の改定を行う必要もある。
　また、国際的な法的枠組みの整備も欠かせないも
のであり、地球全体の環境を考慮に入れた国際的な
市場の確立が重要である。無秩序なバイオ燃料輸入
を制限し、EU加盟国以外の国におけるバイオ燃料
の原料生産に関して持続可能な環境を確保し、環境
や農作物生産への悪影響を排除することを念頭にお
かなければならない。

BIOFUELS�BAROMETER（2007年5月発表）より抄訳、編集
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro179_b.pdf

上段： 消費量／単位＝TOE（発熱量を原油換算して示した量、原油換算トン）
中段： 各国消費量の種類別内訳、ただしベジタブルオイル等「その他のバイ

オ燃料」を省略しているため、合計は100％とならない。／単位＝％
下段：対前年比／単位＝％

※ 訳者注：2005年度の日本の運輸部門におけるガソリン消費量は4,980万
TOE、軽油は2,871万TOE（資源エネルギー庁『平成17年度エネルギー
需給実績』より計算）。

表１　主なEU加盟国の2006年におけるバイオ燃料消費量

バイオ
ディーゼル

バイオ
エタノール 合　計

EU25ヶ国総計

3,849,210 877,936 5,376,296

（71.6） （16.3） （100.0）

171.4 157.5 179.7 

ドイツ

2,408,000 307,200 3,343,692

（72.0） （9.2） （100.0）

155.6 212.4 179.2 

フランス

531,800 150,200 682,000

（78.0） （22.0） （100.0）

154.5 200.5 162.7 

オーストリア

275,200 0 275,200

（100.0） （0.0） （100.0）

347.8 0 347.8

スウェーデン

51,309 162,924 233,573

（22.0） （69.8） （100.0）

613.3 112.7 140.2

スペイン

62,909 114,522 177,431

（35.5） （64.5） （100.0）

271.2 101.4 130.3
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

建築材料、空調機器を、秦野市などにあるメ
ーカーの工場から都内、静岡の建築現場へ運
ぶのが同社の業務。官公庁、銀行、ホテルか
ら個人住宅まで納入先は様々だ。CNG車導
入のいきさつを伺った。

大磯運輸有限会社

ドライバー同士の連携プレーが会社の動力

　「所有していたディーゼル車の老朽化にともない、低
公害車導入補助制度を利用しようと考えました」と添田
勝弘氏は語る。
　神奈川県トラック協会へ申請書を提出。平成15年３月
に２t車６台導入。同年８月には２t車４台、９月には３
t車１台と台数を増やし、現在では２t車11台、３t車１台、
４t車５台の計17台のCNG車を導入している。
　実は100％の導入率。このことを決心させたのは何だ
ったのだろう。勝弘氏は語る。
　「導入してすぐに、すばらしい車に出会えたと感動し
ました」
　導入以前から、納入先の大きなビルは駐車場が地下に
あり、排気ガスが気になっていた。戸建の個人住宅へ納
品する時には、周囲の住民へ気兼ねがあったのだそうだ。
そして所有ディーゼル車のメンテナンス問題もからみ、
CNG車導入を決心した。

◆エンジン音が静かでびっくり
　ドライバーも振動なしで疲れ知らず
　面白いエピソードを披露してくれた。同社は自宅に隣
接して事務所がある。ドライバーが早朝出発する時な
どは、始動時のエンジン音で目が覚めていた。それが
CNG車へ替えたところ、気がつかない間にドライバー
達が出発していたのだそうだ。
　「あまりにも静かでびっくりしました」と勝弘氏。
　音が静かなのはドライバーにも好評だった。他にも乗
り心地が良い、疲れないなど、良いことづくしの評価。

それがCNG車導入率100％という結果につながったの
だ。
　ではデメリットはないのだろうかと伺うと、確かに導
入前は充填の問題が気になっていたという。しかし、同
社のCNG車導入後、充填所は増え続け、現在では不自
由を感じることはないと断言してくれた。

◆ ドライバーの意識向上がさらなる経済効果を生
んだ

　「ドライバーに恵まれました」と勝弘氏。当初は手探
り状態だったが、ドライバー同士、情報交換をし合い、
充填所場所、タイミング、走行ルートなど、各現場への“ベ
スト対応”を確実に探していったという。例えば暑い夏
には、気温が上がる前の早朝に出発し、エアコンのスイ
ッチをオフにしたり、窓を開けて涼をとる、アイドリン
グは止めるなど、個人個人の努力で燃料を節約。ディー
ゼル車と同程度の燃費をひねり出した。
　勝弘氏はうれしそうに「社長が貧乏だから協力しよう
としてくれたのです」と笑う。
　実は導入当初、ドライバー達は、燃料を切らしたらど
うしようという不安があったという。それを連係プレー
で切り抜けた同社のチームワークに拍手を送りたい。
　更に注目すべきことがある。行く先々の納品場所で
CNG車が注目され、質問をされるようになり、ドライ
バーがCNG車についてはもちろん、環境について勉強
するようになったというのだ。また、他から注目される
ことで洗車にも力が入った。いつもピカピカにし、車を

代表取締役
　  添田　勝弘 氏
　  添田キク江 氏  に聞く

左：添田キク江氏��／��右：代表取締役��添田勝弘氏
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傷つけないようにという意識も働き、事故も減った。環
境に優しいという看板をつけていると、ドライバーの意
識の向上にもなるのは間違いない。

◆思いは地球全体の環境へ
　こまめに燃料を充填することで連続走行をしないとい
う結果も生んだ。
　「ドライバーの休憩にもなり、安全運転へつながって
います」とキク江氏は語る。そして、CNG車導入が成
功した要因を明かしてくれた。
　同社では６台同時に導入したのがカギだったという。
チームができ、情報交換をしたり、お互い話し合うこと
で環境問題への問題意識が高まるなど、輪が広がり、使
いなれたディーゼル車に固執するドライバーがいなくな
った。気がつけば抵抗なく全員で取り組み、全車両、低
公害車へ移行したときには、ドライバー全員の勉強がで
きていたという。この数台同時導入、CNG車導入を検
討中の皆さんへ、ぜひおすすめしたい。
　同社がある大磯は、周囲の林でたぬきが出るほど恵ま
れた環境。この良い環境を守りたいと勝弘氏。
　「だからこそ、同業者みんなで取り組みたいのです。
他社では燃料を入れるのが面倒など思い込んでいる人も
多い。もっとアピールしたいですね」と熱い思いを語っ
てくれた。

「環境に優しい」の表示でドライバーのモチベーションもUP

同社のCNG車（2t）
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京成バス株式会社 奥戸営業所長
　池田　直 氏
企画部企画課長補佐
　佐野　勇 氏
企画部企画課
　星　暁子 氏  に聞く
京成電鉄株式会社のバス部門が平成15年
10月に京成バス株式会社として独立分社
化した。東京都東部・千葉県北西部を中
心として路線バスのほか高速バスも多方
面に運行している。今回は高速バスの中
核を担う奥戸営業所でお話を伺った。

燃費向上、クレーム激減
EMS導入で実感できる効果が得られた

　京成バスでは平成18年11月より、Smile（安心）、Safety
（安全）、Saving�energy（省エネ）の頭文字をとった『３
S運動』を実施している。
　省エネ法が平成18年４月に改正されたことをきっかけ
に、同社ではEMSを導入。LEVOで公募していた第１次
EMS普及事業に応募し、154台、第２次では90台プラス、
更に日本バス協会からの補助を受けて30台の計274台を
導入した。
　奥戸営業所では63台の高速バス全車両にEMSを導入。
導入から11ヵ月。現在の状況はどうなのだろう。

◆あまりの効果に全社全車両へ導入を決定
　「予定を繰り上げ、２年間で全車両へ導入することを
決めたほどです」と佐野氏。効果がすぐに出たのだそう
だ。「導入した各営業所で確かな効果がありました」と
星氏が続ける。
　経費削減はどの企業でも掲げている目標のひとつだろ
う。人件費、車両費、燃料費のうち、経営努力で削減で
きるのは人件費と車両費ぐらいのものというこれまでの
定説をくつがえすほどの燃費改善だった。
　「前年度比５～６％は改善されました」と佐野氏は語
る。この結果からEMSを全車両に導入することを決定
したのだという。
　現場のドライバーはどのような意見を持っていたのだ
ろうかと伺うと、導入当初、数字での評価に敏感に反応
したという。それはネガティブな思考ではなく、Aから

Eまである評価ならポジティブにオールAを狙うという
意識だった。
　「新たな自覚が生まれ、職場環境も格段に変化しまし
た」と、営業所長の池田氏。数字的に分析した運転評価
が今までなかった。それを、安全運転、経済運転という

高速バスに取り付けられたEMS

企画部企画課長補佐
佐野　勇氏

企画部企画課
星　暁子氏

奥戸営業所長
池田　直氏
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観点で分析したデータ表を元に終業時にアドバイス。評
価によって給料が減るのではなどという、今思えば笑い
話のような懸念もあったそうだが、ゲームをクリアして
いくような感覚でどんどん楽しくなり、お互いアドバイ
スしあうなど切磋琢磨を今でも繰り返している。
　EMSは導入すればそれで終わりというシステムではな
い。更なる燃費の改善、ドライバーのモチベーションの維
持など、取り組まなければならない問題は常にある。池田
所長は「最優秀乗務員表彰などの評価方法も考えていま
す」と、ドライバーを奮起させるべき手を打つという。

◆他営業所との意外な格差のわけは？
　奥戸営業所の成績内容を見てみよう。オールAは全体
の２割。後はほとんどがB。Cはあっても故障車両だと
いう。実は他営業所でのオールAは７～８割。なぜなの
だろうか。

　一般道と高速道ではEMSの数値設定が異なる。切り
替えは料金所通過時に自動で行われるが、首都高では料
金所を経由して別の高速道へ接続していることが多く、
この場合もEMSは料金所を通過したから一般道だと判
断してしまう。ドライバーが手動で切り替えているのだ
が、100％完璧に実行するのは容易ではないというのが
現状だ。つまり高速バスゆえの泣き所と言えるだろう。
　「これが完全な自動切り替えになってくれればいいで
すね」と佐野氏より、メーカーへのリクエストをいただ
いた。
　EMSだけの効果とは断言できないが、という前置き
で池田所長が話してくれた。「運転に関するお客様から
の苦情が減りました」もちろん事故も減った。乱暴運転
などのクレームが激減。ドライバーが、ブレーキの掛け
方、速度などの癖を数値的に知ることで、運転技術を磨
いているからである。
　常に頭にあるのは、お客さまが降りるまで無事でいて
ほしい。また乗ろうと思っていただける快適さを提供し
たいという思いだという。これが同社の掲げる『３S運
動』につながっている。

◆省エネの次の目的は安全  今後への夢もふくらむ
　「メーカーと提携して、やりたいことがあります」と
佐野氏。EMSのデータを利用し、こういう運転をする
と事故が起きないなど、安全面でももっといろいろチャ
レンジしたいという。
　「補助金をいただいているので、いい意味で“使い倒す”
ぐらいの気持ちです」という佐野氏の言葉の積極性が頼
もしい。乗務員に強制するのではなく、個人の意識を芽
生えさせ、どんどん育てたいという同社の姿勢に、今後
の期待が持てる。切り替えスイッチはハンドルの右手に

奥戸営業所は高速バスの中核を担っている
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低公害車・燃料供給施設（平成19年9月30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

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・ステーション仙台 ●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

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

佐野ガスエコ・ステーション ●栃木県佐野市久保町243

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

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

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

新習志野エコ・ステーション ●千葉県習志野市茜浜3-28-20

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

沼南エコ・ステーション ●千葉県柏市大島田759-2

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（12A） ●千葉県茂原市茂原661

市原市役所前エコ・ステーション（12A） ●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

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

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
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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

武一東海エコ・ステーション ●愛知県東海市加木屋町石田1-2

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 ●新潟県新潟市東区鴎島町6

小新エコ・ステーション（12A） ●新潟県新潟市西区小新大通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

長岡新産エコ・ステーション ●新潟県長岡市新産2-12-1

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（12A） ●新潟県新潟市南区七軒字前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

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

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南柳長町72

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

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・田端エコ・ステーション ●神奈川県高座郡寒川町田端878-1

中　部

エコ・ステーション静岡 ●静岡県静岡市駿河区池田50-5

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡県静岡市葵区加藤島12-7

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・ステーション富士 ●静岡県富士市伝法宇中村3201-1

富士花之木エコ・ステーション ●静岡県富士市今泉646-1

浜松上西エコ・ステーション ●静岡県浜松市東区上西町68-6

エコ・ステーション沼津 ●静岡県沼津市西椎路167-1

エコ・ステーション掛川 ●静岡県掛川市長谷8-25,26

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

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
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低公害車・燃料供給施設

東加古川エコ・ステーション ●兵庫県加古川市平岡町新在家116-2

奈良平城エコ・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

尾道エコ・ステーション ●広島県尾道市東尾道18-1

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

坂出エコ・ステーション ●香川県坂出市昭和町1-2-31

松山エコ・ステーション ●愛媛県松山市空港通5-11-4

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

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

苅田エコ・ステーション ●福岡県京都郡苅田町苅田3787-65

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

鳥栖ガスエコ・ステーション ●佐賀県鳥栖市藤木町2073-2

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

阿久根エコ・ステーション ●鹿児島県阿久根市晴海町6-1

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

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 ●大阪府堺市堺区出島海岸通4-4-24

泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市南区若松台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

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

KAJIエコ・ステーション ●大阪府堺市美原区菩提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

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

西宮今津エコ・ステーション ●兵庫県西宮市今津出在家町55-1

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3

※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、一部を除き㈶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７回　急発進・急加速をしない

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7回は「急発進・急加速をしない」をとりあげます。

　信号待ちの後などに自動車を発進させる場合は、どう
しても急発進になりがちです。急発進すると燃費の悪い
高回転域を多く使うため、通常の走行に比べて燃費が著
しく悪くなると同時に、アクセルを大きく踏み込んだと
きにはエンジンに高い負荷がかかり燃焼温度が高くなる
ため、NOxの排出量も増えてしまいます。
　アクセルの踏み込みは大型車で80％くらい、中型車で
50％くらいが目安になると言われており、アクセルを踏
み込みすぎないことが省エネ運転のポイントです。

参考：日野自動車㈱「省エネへの挑戦」

◆急発進・急加速をしないときの具体的な効果
　㈶運輸低公害車普及機構が行った実験＊1において、市
街路走行における発進後３秒間の車両加速度と走行エネ
ルギーの関係を調べた結果、市街路走行の２速ギアでの
車両加速度が平均値（1.2m/s2）に対し、加速度を25％
抑えたとき（条件A）（表１）と25％上げたとき（条件B）
（同）を比較すると、CO2排出量が1.3倍以上に増加する
ことがわかりました（下図）。すなわち、急発進・急加

速をゆるやかな発進・加速にすると、発進時のCO2排出
量を大幅に削減できるということを示しています。
　CO2低減率と燃費改善効果が等しいとして、ゆるやか
な発進・加速にしたときの燃料経済性を比較した結果、
燃費改善率は1.8％で、年間約６万km＊2を走行する営業
用普通貨物自動車の場合、１年間におよそ２万６千円以
上の削減が可能になります（表２）。

表1：試算条件

発進後3秒間の燃料消費量
（条件Ａ）＝1.96cc

（条件Ｂ）＝4.30cc

1km走行あたりの平均発進回数 2回

（いずれも実験＊1より）

表2：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）＊4 燃料金額換算＊5

27,006（小型）＊3

1.8
122 11,749円

60,309（普通）＊2 271 26,097円

＊１：�平成16年度㈳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

＊２：�「自動車輸送統計年報」より　平成17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

＊３：�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

＊４：�「自動車輸送統計年報」より　平成17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

＊５：�㈳全日本トラック協会調べ　平成19年9月軽油ローリー価格
全国平均96.3円で計算
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市街路における2速ギアの
平均値に対し－25％

（条件A）
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平均値に対し＋25％

（条件B）

CO2排出量：
1.35倍

小型ディーゼル貨物車
（半積載・新短期規制車）
での試験結果



季節の花便り
今回は、秋の「華」、お祭りです。場所は“小江戸”とよばれる埼玉県川越市、「川越祭り」です。今年は10月の２日
間で115万人の方が訪れたそうです。各町内の皆様が、老若男女総出で、笛、太鼓を奏で、おかめ、ひょっとこ、狐な
どの面をつけて踊り、独自性を競った山車をひき、市内を回ります。天候にも恵まれ、「ひと、ひと、ひと」でしたが、
この一体感がお祭りの醍醐味でしょうか？（参加するためには、脚力、体力が間違いなく要求されます。）
2008年も10月２日間行われますので、蔵作りの町並みと豪華絢爛な山車を一度、ご覧になってはいかがでしょうか？
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