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　このたび、㈶運輸低公害車普及機構の会長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
　運輸省在官中に自動車局旅客課長、貨物流通局長、運輸審議官として自動車行政にタッチしました
ので、古巣に戻ってきたような懐かしさを覚えますが、その一方でこの間の自動車を取り巻く環境の
変化に驚きを禁じえません。これから、自動車運送事業者や自動車メーカーをはじめ関係者の皆様の
お話を承りながら、当機構が国民の皆様の期待にどのように応えていくべきか、私なりに考えそして
努力して参る覚悟でありますので、皆様方におかれましても何卒よろしくご指導ご鞭撻のほどお願い
申し上げます。

　さて、いよいよこの４月から京都議定書の約束期間がスタートいたしましたし、７月には環境サミ
ットともいわれる「洞爺湖サミット」が開催されます。このため、国民の間に環境問題とりわけ地球
温暖化の問題への関心が急速に高まってきております。自動車の環境対策という点に限ってみても、
このような地球環境対策としてのそれに加え、平成19年には新たな局地汚染対策、流入車対策を定め
たNOx・PM法改正が行われるとともに、来年にはいよいよ世界でも最も厳しい範疇に位置付けられ
るポスト新長期規制がスタートいたします。また平成27年には重量車に対する燃費規制もスタートす
るなど、ここ数年は自動車環境対策にとっても大きな潮目ともいうべき時機にきております。

　このような時代の変化に伴って、環境対策も、単に企業のCSR活動や社会貢献活動としてだけでな
く、新たな付加価値を生むものであるとの認識が次第に深まってきていると思います。しかしながら
もともと環境対策はそれ自身が必ずしも直接的な企業利益を生むものではないことから、投資へのイ
ンセンティブの付与をはじめとして、政府や公益法人によるサポートが最も必要とされる分野ではな
かろうかと考えます。そうした中で私どもLEVOの使命は、平素の普及促進活動や、補助金申請、交
付の仲立ち、リース制度を活用した企業の資金調達への支援、的確な情報分析と迅速な情報提供等の
活動を通じ、政府と自動車ユーザー、メーカー等の皆様との間の架け橋となって、自動車環境対対策
推進のお手伝いをすることにあると思っております。

　環境問題への国民の関心が高まっていく中で、このようなLEVOの使命の重要性は今後ますます高
まってくるものと思われます。私どもLEVOは自らに課せられた使命を十分自覚し、それを全うする
よう全力を傾注して参る所存でありますので、引き続き、皆様方の暖かいご理解とご支援を何卒よろ
しくお願い申し上げます。

会長就任にあたって

財団法人  運輸低公害車普及機構

会長　寺  嶋  　潔

会長就任の挨拶
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平成19年度  第2回評議員会および理事会の開催

　平成20年３月19日㈬、東京都新宿区四谷２丁目の当機
構６階会議室において標記の評議員会および理事会が開
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．役員の選任について
　　会長：寺嶋潔氏が選任されました。
２．平成20年度事業計画及び予算案について

３．平成20年度長期借入金について
４．事務局規定の一部改正について
　　�組織の名称変更（「普及促進部」を「低公害車普及部」
に、「業務部」を「環境機器普及部」に変更）

　なお、当日は審議に先立ちまして、来賓として国土交
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。

評議員会 理事会

総　務　部 調査研究部 低公害車普及部 環境機器普及部

・組織・業務の総合調整
・理事・評議員会
・人事
・財産管理・会計処理
・事業資金の調達・返済
・貸出事業の料金設定
・貸出事業の資産管理及び処分

・自動車の低害化の技術の情報
収集・調査分析

・燃料の品質・性能等の情報収
集・調査分析

・自動車の排ガス・運転性能の
情報収集・調査分析

・低公害車の国際活動
・EMS用機器・その他環境関連
機器の調査研究

・自動車優良環境機器・装置公
表事業

・低公害車の普及・啓発活動
・低公害車の補助・助成金申請
・低公害車の発注
・低公害車の貸出事業

・EMS用機器・環境関連機器等
の普及活動

・EMS用機器・環境関連機器等
の貸出事業

・EMS用機器・環境関連機器等
の補助・助成金申請

・EMS用機器・環境関連機器等
の発注

理　　　事

常 務 理 事

理　事　長

会　　　長

理　事　会 評議員会監　　　事

財団法人  運輸低公害車普及機構  組織（平成20年4月1日改正）
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平成18年度  第1次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18年度１次公募の事業では、貨物自動車運送事業
者、バス事業者、およびハイヤー・タクシー事業者の合
計532事業所、計11,618台の車両にEMS機器が装着され、
平成18年10月から平成19年９月までの１年間をかけて、
事業所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7.9％で、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
料使用量約15,000ℓ／台（注２）を例に取ると、燃費改善率
7.9％は年間約1,200ℓ／台の燃料節約に相当します。

◆今後の予定
　LEVOは、平成18年度第２次公募以降も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。

※�なお、平成17年度第3次公募における年間燃費改善効果について
下記URLにて公開しています。合わせてご覧ください。
　http://www.levo.or.jp/ems/ems_nedo/report0.html

EMS機器取付前後の月別平均燃費と燃費改善率の推移

※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18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。
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平成20年度  LEVOの主な普及事業

　LEVOでは、自動車等による大気汚染の改善、省エネ
ルギーの推進、CO2排出量削減を図る事業として、昨年
に引き続き、国等の補助金を活用して次の事業を実施し
ます。

1. 低公害車普及促進事業
　低公害性に優れたCNGトラック・バス、ハイブリッ
ドトラック・バス、使用過程車のCNG車への改造車等
の普及促進を図るため、新車のリース扱いを行い、環境
の改善に努めてまいります。

2. EMS（エコドライブ管理システム）普及事業
　トラック・バス・タクシーの自動車運送事業者等が、
エコドライブに取り組みやすい環境づくりを支援するた
めEMS用機器（車載器、事務所用機器等）を、導入し
やすいリース扱いで昨年に引き続き行い、普及を図って
まいります。
　なお、20年度の公募は３月18日㈫〜４月18日㈮の予定
で実施したところ、予想を超える多数の応募があり、平
成20年４月15日㈫予算枠（20億円）に達しましたので、
募集を終了致しました。たくさんのご応募、誠にありが
とうございました。

3. 物流施設における省エネ設備導入促進事業
　貨物自動車運送事業者等がトラックターミナル等の物
流施設での省エネ対策に取り組みやすい環境作りを支援
するため、既存の内燃機関式フォークリフトからバッテ
リー式フォークリフトに代替の場合を対象に、リース扱
いによる導入促進を図ってまいります。
　なお、20年度の公募は３月４日㈫〜４月11日㈮の間実
施し、公募期間をもって募集を終了しました。ご応募、
誠にありがとうございました。

4. 省エネに資する運送関連機器の導入促進事業
　駐車時のアイドリング等によるエネルギーの無用な使
用・放散を防止し、一層のエネルギーの使用効率化を図
るため、アイドリングストップの促進を支援する省エネ
輸送関連機器等をリース扱いによってその普及促進を図
ってまいります。
　なお、20年度の公募開始は現時点では未定です。確定
次第LEVOホームページ等でお知らせいたします。

5. 環境省「自動車使用合理化推進事業」
　自動車NOx・PM法の対象地域を運行する予定である
重量車燃費基準達成かつ排出ガス最新規制適合のトラッ
クで、環境省の認定を受けた運送事業者に対する支援と
して補助事業を実施し、その普及促進を図ってまいりま
す。

ご��挨��拶

　平素は弊財団の事業運営等につきまして、格別なるご高配を賜り誠に有難うございます。
　さて、弊財団��会長��故杉浦��喬也��去る平成20年１月16日享年82歳にて永眠いたしました。
　生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げますとともに、各方面よりご鄭重なるご弔意を賜
り誠に有難うございました。
　皆様方のご厚情に対し謹んで御礼申しあげます。
　今後とも引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。

㈶運輸低公害車普及機構

理事長　上田  信一
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低公害車普及部だより

　低公害車普及促進活動として、さいたま市環境フォーラム（11月２日〜３日）、ENEX2008（１月30日〜２月１日）」
に出展し、パネルの展示、パンフレット配布とともに来訪者からの質問に対応しました。
　また、大阪府の流入車規制の実施に伴い、和歌山県（11月22日）、奈良県（11月26日）、滋賀県（１月24日）において、
各トラック協会からの要請を受け、国の補助制度等の説明を行うとともに、富士・富士宮市（２月６日）においては、
運輸事業者を対象としたCNG車導入説明会にて補助制度の説明を行いました。
　日本ガス協会（10月25日）、メーカー（11月20日）と平成19年度の低公害車を普及促進するための情報交換会を行いました。
　以下に主な取り組み内容をご紹介します。

◆さいたま市環境フォーラム
　日時：平成19年11月２日㈮、３日㈯　10：30〜16：00
　場所：さいたま新都心駅改札前自由通路イベント広場
　内容：�さいたま市主催の環境フォーラムに参加し、パネルの

展示とパンフレットの配布を行うとともに、展示ブー
スを訪れた方々からのCNG車やハイブリッド車につ
いての質問にお応えして、低公害車普及の必要性を説
明しました。

◆ 「大阪府の流入車規制」に関する説明会
　日時：平成19年11月26日㈪　13：30〜
　場所：大和郡山市　奈良県トラック会館
　内容：�平成21年１月１日より実施される大阪府への流入車両

規制条例に対応する必要のある運送事業者の方々約
240名の参加者に、国の補助制度等とともに、CNG車
の燃料補給や使用方法の説明を行い、流入規制への対
応をお願いしました。

◆ENEX2008
　日時：平成20年１月30日㈬〜２月１日㈮　10：00〜17：00
　場所：東京ビッグサイト
　内容：�地球環境とエネルギーの調和をテーマにしたENEX2008

に、昨年に引き続いて出展し、パネルの展示・パンフ
レットの配布とともに、低公害車の普及についての説
明、燃費改善努力を呼びかける「エコドライブに関す
るアンケート」を行いました。
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◆ 連 載 ⑯ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆ ディーゼル車に対し競争力をもつ天然ガス

車（米国の報告書）
【大型ディーゼル車と大型天然ガス車の2010年技術
におけるコストに関するスタディ】
　天然ガス車は、生産台数が少ないことと燃料搭載
システムが比較的高価なことなどから、一般的には
ディーゼル車より高コストであると考えられてい
る。しかし、カリフォルニアエネルギー委員会（CEC）
とカリフォルニア大気資源局（CARB）は、2010年
の連邦政府およびカリフォルニア州の排出ガス規制
に適合するために求められる先進排出ガス対策技術
による追加コスト等により、ディーゼルエンジンは
将来、さらに高価なものになるとしている＊１。
　このような中、「2010年における大型ディーゼル車
および大型天然ガス車の技術に関するコスト比較」
と題した報告書が2005年７月に発表された。これ
は、カリフォルニア州南海岸地区大気質管理委員会
（SCAQMD）および南カリフォルニアガス会社の依頼
を受け、技術関連調査会社大手のTIAX�LLC社が行
った調査で、それぞれ排出ガス性能が同程度の３車種
（ゴミ収集トラック、路線バス、および短距離トラック）
の大型ディーゼル車と大型天然ガス車について、新規
ユーザー（最初の所有者）のLCC（ライフサイクルコ
スト：平均寿命の間に発生する費用で、車両、燃料、運
転及び保守等の費用）を評価したものである。
　同報告書によると2010年の排出ガス規制適合車の
場合、同じレベルの装備を持つ車両の維持などに関
連する年間平均コストについて、天然ガス車とディ
ーゼル車の差は予測される燃料価格や車両の技術開
発コストなどの差よりも小さく、天然ガス車は排出
ガスが同程度のディーゼル車に対し、LCCの面で大
きな競争力を持っていると結論づけている。具体的
には2010年以降、ゴミ収集車、路線バス、およびク
ラス7/8＊２短距離トラックなどの天然ガス車につい
て、石油価格が１バレルあたり31ドル（2007年12月
時点の日本円換算で１リットルあたり約22.2円）よ
り高値となった場合、LCCはディーゼル車よりも低

くなると予測されている。
　また、モデルを使ったLCCの試算において、ある特
定の自動車用燃料が他の燃料に対して明らかな優位
性を持つという結果は得られなかった。2004年排出ガ
ス規制適合のディーゼル車が天然ガス車に対しコスト
面で大きな優位性を持っているという現在の状況に比
べ、「特定のものが優位性を持つとは言えない」とい
う結論が出たことは、重要な結果といえる。
【コスト比較の前提条件】
　今回の比較分析に使用した大型天然ガス車および
大型ディーゼル車は共に、2010年の米国環境保護庁
（EPA）／CARBによる厳しい排出ガス規制に適合す
る技術が2010年時点で開発されていることを前提と
している。年間平均コストの具体的な検証をおこな
った３車種の天然ガス車について、車両、エンジン
などの条件は表１に示すとおりである。

表１　年間平均コスト比較の前提条件

ゴミ
収集車 路線バス クラス7/8

短距離トラック
エンジン定格�（hp）�＊3 325 285 470
年間走行距離�（マイル） 24,855 46,603 55,923
使用年数�（年） 6.5 12.0 10.0
燃費�（マイル／ガロン）�＊4 3.3 3.2 4.3
年間維持コスト�（＄）�＊5 25,833 39,733 27,404
ベース車両コスト
車体�（＄） 115,882 238,374 132,476
エンジン�（＄/kW） 50 50 50
燃料システム
ディーゼル�（＄） 150 150 150
天然ガス�（＄） 9,000 12,000 9,500

＊1： 「石油依存低減のためのカリフォルニアの戦略（AB2076）」
カリフォルニアエネルギー委員会・CARB（2001年12月）

＊2：最大積載量26,000lbs（約11.8t）超の重量車
＊3：hp＝英馬力の1馬力、1hp=0.7457kw
＊4：1マイル=1,609m、1ガロン=4.4L
＊5：年間維持コストはディーゼル車・天然ガス車とも同等とみなす。

Comparative�Costs�of�2010�Heavy-Duty�Diesel�and�Natural�Gas�
Technologies�–Final�Report–（2005年７月発表）より抄訳、編集

http://www.tiaxllc.com/reports/HDDV_NGVCostComparisonFinalr3.pdf

図１��新規ユーザーにかかる年間平均コスト比較　―�クラス7/8短距離トラックの例�―
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

こぐまのマスコットを使用した親しみやすい
運輸会社、名古屋鉄道グループの一員。長野
県内を中心に、東京、大阪、新潟などの長距
離も得意としている。EMSを導入して約１
年半。計画通りの結果は得られたのだろうか。

信州名鉄運輸株式会社

策定（Plan）、実行（Do）、チェック（Check）、改善（Act）
安全確保のために、全社心を一つにして取り組む

管理本部  安全車両部  部長

　  祢津  正一 氏  に聞く

管理本部��安全車両部��部長��祢津正一�氏

　「導入のきっかけは安全性の向上を図るためでした」
と祢津正一氏。
　全社で取り組んでいるグリーン経営認証推進の中で、
環境に配慮することを求められ、2006年９月にEMS普
及事業へ参加。2007年２月には長距離用車両500台中142
台に、2008年１月現在では６台増の148台に導入した。
　今後は、古い車の代替え時に導入していく予定で、も
ちろん全車両への導入が最終目標だ。

◆わかりやすい働きかけで
　ドライバーのモチベーションUP
　2005年度、国土交通省のEMSモデル事業における運
行調査データによると、参加事業所中、最大で約20％の
燃費改善率を得られたという結果がある。同社では既に、
燃費改造に取り組んでいたため、平均燃費改善率目標を
３％に運用開始。
　「燃費の改善には目を見張りましたね。疑っていたわ
けではないのですが、目標をクリアすることが出来たこ
とに安心しましたし、うわさ通りだという驚きもありま
した」
　燃費の改善を目標にかかげても、持続しないのが悩み
だったと祢津氏は語る。確かにドライバーのモチベーシ
ョンを日々保ち続けるのはむずかしいが、EMS導入で
常に意識せざるを得ない状況が功を奏した。
　「ドライバー一人一人が常に燃費のことを考えて運転
するよう、EMSが一役買っていると思います」
　もちろん、EMS導入で入手した確かなデータで、タイ
ミング良くドライバーへ指導しているからこそ、結果が出

せているのだろう。今では、燃費の改善に全員が熱心だ。
　「車ごとにドライバー個別の燃費データを取ります。
それは公表し、悪いところがあれば指導。ドライバー同
士切磋琢磨する姿も見られます」

◆本来の目的はコスト削減ではない
　常に目指しているのは安全の追求
　「安全を優先させた副産物が燃費の向上だと思ってい
ます」と祢津氏。
　EMSメーカーが開催する省エネ運転セミナーへは、
燃料の使用量が高い長距離のドライバーは全員参加させ
た。早めのシフトアップ、下り坂ではアクセルを離すと
燃料消費ゼロなど、安全で具体的な指導を受けたという。
また、同社では安全監視官が各店を巡回。安全運転を指
導する試みもしている。日々の努力が燃費改善という目
標を達成させたのだ。
　「今後は、各ドライバー間の競争をさせようと考えて
います。成績を給料に反映させるとか、意欲をかき立て
続けたいですね。車の個体差が出ないように、１人の昨
年と今年を比べるなど、工夫をしたいと思っています」

◆デジタルだからこそ人間対人間の温かさが必要
　EMSの良かった点はどこかと、いつもの質問をぶつ
けてみた。
　「現場管理作業の簡素化ができました。アナログのタ
コグラフは手間がかかりましたから。ドライバーは運行
管理者へ１運行ごとにデータを提出。エンジン回転オー
バーなどの違反はその場で指導します。ドライバーもピ
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ンとくるみたいですね」
　導入前のドライバーへの説明が良かったからか、ドラ
イバーの不満はゼロ。抵抗もなかったのだとか。むしろ
手書きのときは書類の数値に記入漏れがあったが、デジ
タルではきっちり。ドライバーも楽だと喜んでくれてい
る。これはどちらの企業でも同じであろうが、現状では
一律に回転数オーバーを設定せざるを得ない。同社でも、
車の特性でエンジン回転数が高い車両があるので、車ご
とに替えてほしいという声はあった。祢津氏は一人一人
納得してもらうまで丁寧に説明。それができないので我
慢してもらったという。
　それまでとは異なる方法を、納得してもらいながら運
用している同社は成功例といえるだろう。

◆今後も目指すのは安全
　もちろん全員団結して望む
　ドライバーから意外な要望があったそうだ。
　「EMS装着のステッカーがほしいと言うのです。高速
道路上で、後ろの車からあおられたりすることがあるよ
うで。ただ、EMSは他社でも導入しているし一般化し

たと判断しているので、今のところ、対外的にPRする
ようなことはあえて考えていません」
　同社の目標はアイドリングストップを今以上に徹底さ
せること。燃料の高騰などがあるので、会社の台所内情
をドライバーにも理解し、協力してもらえるようにした
いのだとか。燃費向上だけでは太刀打ちできない現状が、
ここにはある。
　ターミナルを作って地域の車が配達というシステム、
そして特積みは運営に経費がかかる。協配システムに向
かっているこの業界。他社と提携するということも視野
に入れて、会社としての体力を高めておきたいところで
ある。
　EMS導入後は重大事故ゼロという同社は、特に新人
の運転研修に力を入れていく予定だ。期間、内容を見直
し、自信を持って行動できるように導くと祢津氏は熱く
語ってくれた。
　「松本ルール的なものがありましてね。ウインカーを
出すタイミングが遅いんですよ」
　地方の特性を生かし、今後、どのような発展をしてく
れるのか楽しみである。

ドライバーから事前の不安はなし。データ管理も正確で楽と喜ばれている風光明媚な信州。この風景を美しいまま守りたい

一目見たら忘れない、かわいらしいマーク
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日本有数の総合物流企業である同社。1957年の創
業以来、大切に荷物を運ぶという飛脚の精神を継
承しつつ、時代を見据えた変革を常に心がけてい
る。他企業に先駆けた環境への取り組みを教えて
いただこう。

佐川急便株式会社
安全・環境部  環境推進課  係長

　  南  和明 氏  に聞く

　きっかけは1997年に議決した京都議定書であった。
　「トラック使用という事業形態は、環境へ与える影響
が大きい。公害をまき散らしているだけではダメだと取
り組みを開始しました」と南和明氏。
　会議が行われたのが本社のある京都であったことも、
何かしらの巡り合わせを感じたのだという。さっそくエ
コプロジェクト推進委員会を発足し、アイドリングスト
ップを全車両で実施。CNG車を大阪で15台導入した。

◆企業の利潤追求にとどまらず
　視点は常にグローバル
　「クライメート・セイバーズ・プログラム」をご存じ
だろうか。WWF（世界自然保護基金）と、世界中の先
進環境対策企業がパートナーシップを結び、温室効果ガ
スの削減を計画・実施していくもの。同社は日本企業初、
物流企業としては世界で１社のみの参加だ。
　2003年にWWFと覚書を締結し、2012年度までにCO2
総排出量を2002年度比で６％削減という目標を立てた。
この目標値は、電力使用量などを基に策定した、同社全
体で排出しているCO2の総排出量である絶対量である。
事業活動を拡大すれば必ず増加するCO2を自ら認めない
という過酷なものなのだ。日本を代表する企業の宿命と
はいえ、ひいてはそれがお客様のためになること。創業
当初から受け継がれている“常にお客様に誠心誠意尽く
す”という精神をここにも感じる。
　「2012年までに、CNG車7000台導入が目標です」
　仮に試算してみると、ディーゼル車のみを増車し続け
た場合、CO2の排出量は2002年の約36万トンから約39万

トンに増加してしまう。６％削減の約34万トン達成のた
めの施策のひとつとして、CNG車導入数を決定した。
　CNG車は2008年１月現在で3625台（軽自動車４台含
む）。
　「実は、導入目標を達成できていません」
　それはインフラ整備の遅れが大きな要因になってい
る。解決策として自社スタンドを全国で７ヵ所設置した
が、十分とはいえない状況だ。最寄に供給スタンドがな
いところでの導入は無理。結果として、荷送の行き帰り
に供給スタンドがあるところのみの導入にとどまってい
る。

多様化する時代に応えることはもちろん、
その先を常に見据えることが大切

佐川急便株式会社
安全・環境部環境推進課係長

南��和明�氏

車体の横・後ろに天然ガス自動車の表示をしている
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　自社スタンドとはいえ車両数もかなりあるため、充填
に行っても最大30分待ちなどがあるという。
　「そのような報告を受けて自社スタンドを増やすこと
を検討しています」
　更なるCNG車普及のため、公共利用可能な供給スタ
ンドが増えることを願うと、続けてくれた。
　各社で話を伺い、話題になるのがこのインフラ整備。
一層のCNG車普及に向けて、より良い策を練り、実行
していくしかない。

◆ 「クライメート・セイバーズ・プログラム」参加
が社員の意識をも変えた

　「公表することで意識が変わりました。年間を通して
環境に取り組んでいます」
　グループ会社全体で、環境への意識は高まっているの
だとか。顧客からもCNG車の話題を振られることが多
く、排気ガスがきれいだという世間の認識の高さを改め
て感じているそうだ。
　「トラックは黒い煙を吐きながら走るイメージですか
らね。事業者の責任として低公害を実践していきたいと
思っています」
　運用していて感じているデメリットについて伺った。
　「何と言ってもスタンドですね」
　まず、充填がドライバーに負担をかけているのだとい
う。以前より改善されたとはいえ、充填に時間がかかる。
そして、業態の性質上、同じような時間帯に充填が集中
してしまうのだ。
　ドライバーは、１日の走行距離を常に意識していなく
てはならない、残燃料の量を気にしなければならないな
ど、精神的な部分の重圧がある。CNG車を導入してい
る配送エリアは市街地。ストップアンドゴーが多いため、
燃料に余裕を持って走行したい。残量が半分になったら
充填しているため、充填の間隔が他車と比較して頻繁に

なるということも、ドライバーにとっては喜ばしいこと
ではないのだ。
　また、ディーゼルより力がないと感じる、エンジンが
かかりにくいと感じると話すドライバーもいるという。
路上で何かあった場合、レッカーを呼ぶしかない、とい
うリスクも見逃せないという南氏だが、
　「当初はレギュレーターの不具合など車の故障が多く、
修理費用がかなりかかっていましたが、最近は車の性能
がUPしましたね。その点は改善されたと思います」

◆物流事業者の使命をかけ
　今後も挑戦し続けたい
　「メリットはお客様からの好印象です。皆さん、環境
に興味を持っていらっしゃるので、環境にやさしい運送
会社を選ぼうとしています。ですからCNG車は喜ばれ
ますね。営業面でもプラスになっています」
　1997年にはメタノール車という選択肢もあったが天然
ガスを選んだ。燃料単価はディーゼルと同じ。最近では
経済効果が上がってメリットが出てきたそうだ。
　「静か、というのもメリットですね」
　音、振動が静かなのだ。ドライバー自身にはもちろん、
外から聞いても音が静か。エコドライブも徹底している
同社に、騒音に関するクレームはない。
　形は変化しても運送はなくならないと南氏。
　「世間にたいしてアピールしたいですね。この取組に
対して評価があればうれしいし、CNG車が一般に広ま
ってほしい」
　今後はCNG車を子供が見てもわかるように世の中に
広めていきたいと語ってくれた。
　トラックに描かれている飛脚のマークにさわると幸せ
になれるという都市伝説が生まれた同社。伝説が史実に
なるであろう活躍に期待したい。

自社充填所。時間帯によっては長蛇の列になることも 充填作業手順は簡便



11

NEWS LEVO No.33

低公害車・燃料供給施設（平成20年2月29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

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

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
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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（12A） ●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

エコ・ステーション新庄東 ●富山県富山市新庄本町2-8-1

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

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

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

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
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低公害車・燃料供給施設

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

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

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

※CNGスタンドの詳しい情報については、㈳ガス協会のホームページ（http://www.gas.or.jp/ngvj/index.html）
　でご確認ください。
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不要な物を50kg減らすことで走行抵抗は約1％減少する。

CO2排出量=△1％

走行抵抗=△1％

△50kg

半積

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

第８回　不要な物を積まない

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８回は「不要な物を積まない」をとりあげます。

　使用しない作業道具、不要な物等を積んで走ると車両
の総重量が重くなり、エンジンに余計な負担がかかりま
す。この結果、無駄な燃料を消費することになります。
　また、車両の制動距離が延びる、黒煙やNOxが増加
する、車両騒音が大きくなる等の要因にもなってしまい
ます。

◆不要な物を降ろした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、
小型ディーゼル貨物車の車両総重量を50kg減らすこと
によって、走行抵抗は１％低減することがわかりました。
これは、ほぼ燃料消費量１％低減に相当し、CO2排出量

も同様にほぼ１％低減できます（下図）。
　CO2低減率と燃費改善効果が等しいとして、不要な物
を降ろしたときの燃料経済性を比較した結果、燃費改善
率は１％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１万７千円以上の燃料
費の削減が可能になります（表１）。

＊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10月軽油ローリー価
格全国平均98.5円で計算

表１��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

1.0
68 6,698円

60,309 （普通） ＊2 151 14,874円

○車両総重量と走行抵抗比の関係
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春の彩り
皆様、新年度4月を迎えて、もう一度（1月とは別に）再出発ですね。今年度の「高い目標」はセット済みでしょうか？
季節を感じさせる「代表選手」を求めて、再び「彩り」シリーズを始めたいと思います。春は、色とりどりの「花」が
代表選手ですね。公園などで見つけた春ショットをお届けします。（「春一番」に遭遇しましたので、記念に一枚）

群れをはなれた控えめな桜です。

撮影データ
カメラ：EOS3
レンズ：タムロン90mmマクロ／EF70-200mmF2.8
フィルム：E100VS

この梅はバックが決めてです。

新緑の季節もすぐ間近です。 青空のもと、はなモクレンです。
（撮影場所はおわかりですか？）

福寿草の黄色が、地上に輝きました。

◀東京に春一番が吹き荒れた時のショットです。
　（飛びそうな人もファインダーにおさめられれば、満点でしたね）


