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平成20年度  第１回評議員会及び理事会の開催

　平成20年６月20日㈮、東京都新宿区四谷２丁目の㈶運
輸低公害車普及機構（LEVO）６階会議室において、平
成20年度第１回評議員会及び理事会が開催され、「評議
員及び理事の選任について」及び「平成19年度事業報告
及び決算報告について」に関してご審議いただき、いず
れも原案どおり承認されました。
　また、当日は審議に先立ちまして、来賓として国土交

通省自動車交通局徳永環境課長よりご挨拶を賜りまし
た。
　なお、評議員会においては、理事海野孝氏の退任と後
任理事として佐野弘明氏の新任について承認され、理事
会においては、評議員増井栄一氏、八木孝氏及び永元徹
氏の退任と後任評議員として鈴木健一郎氏、深尾邦彦氏
及び川越弘三氏の新任について承認されました。

理事会

運輸関係専門紙との記者会見を開催

日　時：平成20年度６月20日  17：00～19：00
場　所：財団法人運輸低公害車普及機構会議室

　運輸関係専門紙10社、13名の記者の皆様にご出席いた
だき、平成20年度のLEVOの事業活動等について、寺嶋
会長及び上田理事長から説明を行い、短い時間ではあり
ましたが有意義な記者会見が開催されました。

評議員会

記者会見
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平成20年度  省エネルギー支援事業公募結果

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）では､ 自動車運送
事業者等の方々の省エネルギー化を支援する目的で､ 平
成20年度から新たにフォークリフトをエンジン式から電
動式に代替する場合に､ また､ アイドリングストップを
支援する機器を導入する場合に､ それぞれNEDO（（独）
新エネルギー・産業技術総合開発機構）の補助金を使い、
利便性の良いリース事業を実施して参ります。これまで

の申込み状況は下表のとおりです。ご応募いただきあり
がとうございました。

［申込み状況］

種   別 申込み台数
電動フォークリフト 29台　　　　

エアヒーター 222台　　　　

　㈶運輸低公害車普及機構（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
づくりを支援するため、３月18日㈫から４月18日㈮まで
の一ヶ月間、平成20年度  EMS（エコドライブ管理シス
テム＊）普及事業に参加される事業者の方を公募したと
ころ、終了日を待たず、４月15日には予算枠（補助金額
20億円）に達したために途中で公募を終了させていただ
く程の非常に多くのご応募をいただきました。

　応募の状況については、以下の表のとおり1,790事業所
から29,623台の申し込みをいただきました。
　今後は、参加者の方々のエコドライブに関するデータ
の収集・分析を行い、各事務所で行われるEMSを支援
して参ります。

＊�トラック等の運行においてエコドライブを計画的かつ継続的に推
進するとともに、その運行状況の指導等を一体的に行う取り組み

平成20年度  EMS普及事業公募結果

１．申し込みの状況（区域別）

北日本 関　東 中日本 近　畿 西日本 合　計
事業所数 309 336 367 398 380 1,790

車 両 数 5,655 6,371 5,432 5,941 6,224 29,623

北日本 北海道運輸局管内、東北運輸局管内、茨城県、群馬県

関　東 東京都、埼玉県、千葉県、栃木県

中日本 中部運輸局管内、北陸信越運輸局管内、神奈川県、山梨県、滋賀県

近　畿 大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県、中国運輸局管内

西日本 四国運輸局管内、九州運輸局管内、沖縄県

２．車種別車両数

トラック バ　ス タクシー 合　計
25,157 2,935 1,531 29,623

３．燃料別車両数

軽　油 ガソリン ＣＮＧ ＬＰＧ 合　計
27,691 227 306 1,399 29,623
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低公害車普及部だより

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）の低公害車普及部の活動としては、事業用の低公害トラックの普及を図るため、
セミナー等の普及促進活動及びトラック事業者が行う国や地方公共団体等への補助申請のお手伝いと、これらの制度活
用によるリース事業を実施しています。下記に今年度実施した主なセミナー等の普及促進活動について紹介します。

◆エコカーワールド2008 in 神戸
　日時：平成20年５月17日㈯、18日㈰　10：00～17：00
　場所：神戸市中央区波止場町メリケンパーク
　内容：�環境省と神戸市等の主催により、低公害車による環境

保全を推進する「エコカーワールド2008 in 神戸」が
開催されました。LEVOは、ブースにおいてパネルの
展示、パンフレットの配布及び低公害車普及の必要性
についての説明を行いました。

　　　　 来場者数は31,000人（主催者調べ）と発表され、開催
初日には、鴨下一郎環境相も会場に訪れ、実際に試乗
してエコカーの普及を訴えました。

◆平成20年度さいたま市天然ガス自動車普及促進セミナー
　日時：平成20年６月５日㈭　13：00～17：00
　場所：さいたま市民会館大宮及び山丸公園
　内容：�さいたま市民会館大宮において、さいたま市、さいた

ま市天然ガス自動車普及促進協議会及びLEVOの共同
主催による「天然ガス自動車普及促進セミナー」を開
催しました。

　　　　 セミナーには117名の参加者があり、LEVOの上田理
事長の挨拶に引き続き行われた、低公害車の導入方法、
事業者からみた天然ガス自動車の導入効果等の講演を
熱心に聞き入っていました。

　　　　 また、セミナー会場に隣接する山丸公園には、各社の天
然ガス自動車が展示され、来場者の注目を浴びました。

◆エコカーワールド2008 in 横浜
　日時：平成20年６月７日㈯、８日㈰　10：00～17：00
　場所：横浜みなとみらい21　横浜赤レンガ倉庫広場
　内容：�エコカーワールド2008 in 横浜は、環境省と横浜市等

の主催により、大気汚染防止や地球温暖化防止策とし
て注目を集めているエコカーの普及を目的に開催され
ました。LEVOは、ブースにおいてパネルの展示、パ
ンフレットの配布並びに低公害車普及の必要性につい
ての説明を行いました。

　　　　 来場者数は69,000人（主催者調べ）と発表され、開催
初日には、鴨下一郎環境相と中田宏横浜市長が会場に
訪れ、電気自動車の試乗を行い、来場者にエコカーの
利用を呼びかけました。
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　その他の主な普及促進活動については、以下のとおりです。

日  時 セミナー名 場所
平成20年5月28日㈬ 静岡市天然ガス自動車普及促進説明・相談会 静岡市

平成20年5月29日㈭ 掛川市天然ガス自動車普及促進説明・相談会 掛川市

平成20年6月10日㈫ 低公害車普及並びにグリーン経営に関する説明会 東京都

平成20年6月19日㈭ 低公害車普及並びにグリーン経営に関する説明会 千葉市

『物流ソリューション2008  総合展』に出展

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は８月に開催され
る『物流ソリューション2008 総合展』に出展します。
　この展示会のテーマは、「現場が変わる！会社が変わ
る！物流が変わる！」とし、物流現場に役立つ身近なソ
リューションを一同に集め、物流会社のサポートを目指
したものです。
　LEVOブースでは環境機器の普及を目指し『エコドラ
イブシミュレーター』を設置、実際にエコドライブの体
験、EMS普及事業の紹介ビデオの上映、パネルの展示
等を行います。なお、会期等は右のとおりです。

　詳しくは『物流ソリューション2008 総合展』のホー
ムページをご覧願います。

http://www.logistics.jp/exhibition/index.html

会　期：2008年8月28日㈭～29日㈮
　　　　10：00～17：00（2日間共通）
会　場：東京国際フォーラム��ホールB7
主　催：物流ニッポン新聞社
後　援：国土交通省
協　力：全日本トラック協会
入場料：無料

〜 新規事業の紹介 〜　エコドライブ総合診断事業

◆エコドライブ総合診断事業の目的
　軽油価格の高騰対策およびCO2対策として、エコドラ
イブの重要性はますます高まっています。㈶運輸低公害
車普及機構（LEVO）は、国の補助事業を活用し、運送
事業者等に対しEMS（エコドライブ管理システム）普
及事業を行っています。これまでに５万台以上のEMS
用機器が全国3,000事業所に導入され、平均で約８％の
燃費改善効果が得られました。
　一方で、実際の営業走行では、走行ルートおよび交通
状況等の運行実態、並びに車両仕様、車両保守管理等の
使用実態など様々な要因がCO2排出量に影響するため、
個々の運送事業者の車両の運行実態及び使用実態等に応
じたきめ細かなエコドライブによりさらなるCO2改善を
図ることができる可能性があります。
　そこで、本事業ではEMSを導入している個々の運送
事業者の運行実態および使用実態等の現状を調査するこ
とにより、燃費改善の期待効果を定量的に分析し、個々
の事業者に適したさらなる燃費改善のためのエコドライ
ブ手法を提案することを目的とする新たな事業です。

◆事業の概要

◆事業の開始時期
平成20年９月（予定）
＊平成20年度は試行期間とします。
※詳しい内容は、今後、LEVOホームページに掲載します。

http://www.levo.or.jp/

運送事業者 LEVO

LEVO

LEVO

燃費改善期待効果の定量的分析

個々の事業者に適したさらなる燃費改善のための手法を提案

（帳票・
ヒアリング）

営 業
走 行

現 地
調 査

運行実態
・車速
・エンジン回転数
・車両位置
・走行距離
・給油量
　等

使用実態
・タイヤ空気圧点検頻度
・タイヤ空気圧調整値
・タイヤの種類
・ムダな積載物の有無
・給油頻度・給油量
　等

◇◆ EMSを推進中の運送事業者の皆様へ ◆◇
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エコドライブに関するアンケート調査を実施  〜ENEX2008〜

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）はENEX2008※東
京会場に出展し、低公害貨物自動車やEMS（エコドラ
イブ管理システム）に係る普及啓発活動を行うととも
に、エコドライブに関する認知度や意識等を調査するた
めに、来場者へのアンケートを実施しました。

　《アンケート調査実施人数》
��平成20年1月30日㈬
����　同��　1月31日㈭
����　同��　2月 1 日㈮

145人
150人
100人

　　　　　　　合　計 395人

◆ 低燃費車・低公害車とエコドライブの普及への期待が大
　自動車交通に関わる大気及び地球環境問題対策とし
て、「低燃費車の普及」、「低公害車等の開発・普及」に
期待する回答が多数ありました。また、昨年同時期開催
のENEX2007における同内容のアンケート調査（回答者
数377）では24.9％（７位）であった「エコドライブの普及」
に期待する回答が、今回は33.9％（３位）と大きく増加
しているのが目立っています。これは原油価格高騰に伴
って、燃費向上、あるいは燃料費削減のためのエコドラ
イブに対する一般の人々の関心が高まっていることの現
れと考えられます。
　その一方で、昨年は27.1％（３位）と大変期待の高か
った「バイオ燃料の利用」が、今回は17.0％（８位）と
大きく減少しています。これは、石油代替燃料として話
題となったバイオ燃料も、原料となるとうもろこしや大
豆等の食料生産と競合してしまうという課題が、一般の
人々にも広く知られるようになったことが、理由のひと
つとして考えられます。

※第32回地球環境とエネルギーの調和展  ENEX2008
　【東京会場】
　会場：東京ビッグサイト西3、4ホール
　会期：2008年1月30日㈬～2月1日㈮
　主催：財団法人�省エネルギーセンター
　後援：国土交通省、文部科学省、環境省、経済産業省ほか

自動車・部品メーカー
7.1%

運輸関連事業
4.3%

燃料・電気・
ガス事業
8.4%

その他会社員
42.8%

官公庁・自治体
12.2%

各種団体
8.1%

学生  3.8%

報道関係  1.8%

その他  11.6%

回答者の
職業
構成割合

アンケート調査の概要 調査の結果

～20代
13.9%

30代
22.3%

40代
30.9%

50代
18.7%

60代
11.1%

70代～
2.5%

無回答
0.5%

回答者の
年齢
構成割合

低燃費車の普及

低公害車等の開発・普及

エコドライブの普及

交通流の円滑化

自然エネルギーの利用

燃費基準の強化

排出ガス規制の強化

バイオ燃料の利用

モーダルシフトの促進

天然ガスの利用

その他

特になし

0% 60%50%40%30%20%10%

11.6%

8.1%

5.1%

5.3%

6.8%

1.8%

3.5%

2.3%

3.3%

1.5%

0.5%

0.0%

51.4%

42.8%

33.9%

27.1%

27.1%

24.6%

23.8%

17.0%

13.2%

10.6%

5.8%

ENEX2008
有効回答者数  395

最も期待する

期待する（複数回答）

低燃費車の普及

低公害車等の開発・普及

バイオ燃料の利用

燃費基準の強化

自然エネルギーの利用

排出ガス規制の強化

エコドライブの普及

モーダルシフトの促進

交通流の円滑化

天然ガスの利用

その他

特にない

0% 60%50%40%30%20%10%

15.4%

10.1%

4.5%

5.6%

6.1%

4.2%

2.9%

2.4%

1.6%

0.5%

1.1%

0.3%

57.0%

40.1%

27.1%

25.7%

25.5%

25.2%

24.9%

11.9%

10.9%

9.3%

3.4%

ENEX2007（参考）
有効回答者数  377

最も期待する

期待する（複数回答）

自動車交通に関わる大気・地球環境問題対策として期待するもの
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◆ 運輸関連事業従事者は自動車交通に関わる大気・
地球環境問題に対し、より積極的な姿勢

　自動車交通に関わる大気及び地球環境問題対策につい
て、運輸関連事業に従事する方についてのみ分析すると、
低燃費車・低公害車等、自動車そのものの開発・普及も
さることながら、エコドライブの普及やモーダルシフト
の促進といった、それぞれの事業者の努力によって何ら
かの成果が得られる内容に対しても高い関心が寄せられ
ていることがわかりました。
　大気・地球環境問題の解決という大きな目標に対して、
事業者の皆さんが受け身ではなく積極的に取り組む姿勢
の現れであると考えられます。

◆ 多くの方が実践しているエコドライブ手法は、
「急発進・急加速をしない／マニュアル車は早め
にシフトアップする」

　日頃運転する機会がありエコドライブを実践している
方の８割以上が、日常的・継続的に実践しているエコド
ライブの内容として「急発進・急加速をしない／マニュ
アル車は早めにシフトアップする」を選びました。この
手法は、燃費向上に最も有効であるとする選択肢でも群
を抜いており、多くの方が実践していることがわかりま
した。

◆ エコドライブ推進に対する有効な手法は、エコ
ドライブ支援装置の購入しやすさとエコドライ
ブに関する情報提供

　エコドライブ推進のために有効な手法は、「エコド
ライブ支援装置等の性能や利便性の向上と価格の低減

（27.2％）」、「運転免許取得・更新時におけるエコドライ
ブ講習会（25.6％）」、「エコドライブの方法や効果等に関
する情報の提供（21.4％）」、「エコドライブ支援装置等の
購入に対する補助制度（19.0％）」とする回答がほぼ拮抗
し、この４つの回答で全体の93％を占めました。
　これらをまとめると、エコドライブ支援装置の導入の
しやすさ（補助による購入の支援、価格低減、利便性向
上）と、エコドライブの手法や効果に関する適切な情報
提供が強く求められているといえます。
　また自由回答の中には、新車へのエコドライブ支援装
置の取り付け義務化といった、非常に積極的な意見も見
られました。

　今回、様々な職業・年齢構成の395名を対象に、エコド
ライブに関するアンケート調査を実施した結果、一般の方
のエコドライブの認知度は想像以上に高く、自動車交通に
関わる大気及び地球環境問題対策として、低公害車や低
燃費車の開発・普及に期待する声が多く聞かれたと同時
に、１年前に比べてエコドライブの普及に対する期待が増
していることがわかりました。特に運輸関連事業に従事す
る方は、エコドライブの普及やモーダルシフト等、事業者
の努力により成果が得られる項目に対する関心が高いこ
とがわかりました。また、エコドライブ支援装置の補助に
よる購入支援、価格低減と取扱の利便性向上及びエコドラ
イブ手法や効果に関する情報提供が、エコドライブの推進
に有効であるということもわかりました。
　LEVOは、より多くの皆様にエコドライブを実践して
いただき、燃費改善によって自動車交通に関わる大気・
地球環境問題対策に寄与していただくために、これらの
ご意見を参考に、今後も努力して参ります。

急発進・急加速をしない

無用なアイドリングをやめる

経済速度で走る

無駄な空ぶかしをやめる

タイヤの空気圧を適正にする

エンジンブレーキを活用する

不要なものを積まない

日常点検・整備をきちんとする

その他

0% 100%80%60%40%20%

30.2%

10.1%

6.7%

3.4%

0.6%

2.2%

1.7%

0.6%

0.6%

84.9%

63.1%

61.5%

61.5%

50.8%

47.5%

33.0%

22.3%

2.2%

有効回答者数  179

最も有効である

有効である（複数回答）

日常的・継続的に実践しているエコドライブ手法

エコドライブの普及

低燃費車の普及

モーダルシフトの促進

バイオ燃料の利用

排出ガス規制の強化

交通流の円滑化

低公害車等の開発・普及

燃費基準の強化

その他

天然ガスの利用

自然エネルギーの利用

特になし

0% 60%50%40%30%20%10%

5.9%

11.8%

5.9%

11.8%

0.0%

11.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

41.2%

35.3%

35.3%

29.4%

23.5%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

11.8%

11.8%

自動車交通に関わる大気・地球環境問題対策として期待
するもの（運輸関連事業従事者の回答）

有効回答者数  17

最も期待する

期待する（複数回答）

調査のまとめ

エコドライブ支援装
置等の性能や利便性
の向上と価格の低減
　　  27.2%

エコドライブ支援装
置等の購入に対する
補助制度
　　  19.0%

運転免許取得・更新
時におけるエコドラ
イブ講習会
　　  25.6%

エコドライブの方法
や効果等に関する情
報の提供
　　  21.4%

表彰・認定・資格制度等
3.8%

その他
2.4%

無回答
0.6%

エコドライブ
推進に

有効な手法
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

ユトリアグループの「ユトリア」とは、「ユートピア」と「ゆとり」
の造成語。お客様の視点に立ったゆとりのある社会を目指し
ている。EMSの導入は所有全車両の284台。その経緯を伺った。

山交バス株式会社

手作りだからこそ社員全員に伝わる省エネルギー対策
　山交バス株式会社は山形県下最大規模のバス会社とし
て乗合・貸切バスを運行している。観光、イベント、観
光ツアーや学校行事など、幅広く活躍。都市間輸送も得
意とし、山形県山形市と宮城県仙台市間を宮城交通と共
同運行している。事業所は山形市の他、米沢市、寒河江
市など６ヵ所。平成18年10月からEMS（エコドライブ
管理システム）を本格稼働させた。20年以上前から使用
していた、とあるメーカーの運行管理システムをデジタ
ルタコグラフに替えたことで、乗務員は違和感なく移行
できたという。
　導入前と導入後１年間の運行データから割り出した、６
営業所の平均実績省エネ率は5.49％と、燃費の目標省エネ
率２％から判断すると高い達成率を得られたと言える。
　ところが、その後、実績省エネ率は2.38％にまで落ち
込んだ。目標の２％は上回っているものの、乗務員のモ
チベーションを維持する難しさを痛感したのだそうだ。

◆EMS導入後のさらなる取り組み
　「バス輸送への信頼を深めるため、今年の４月に、エコ
ドライブ推進チームを結成しました。」と、板坂豊治氏。
　燃料高騰に伴い、費用を削減したいのはもちろん、環
境への配慮という企業の社会貢献を視野に入れた取り組
みである。EMS導入当初のような意欲を取り戻したい
という思いもあったのだろう。
　井上昭弘氏は、「走行は７～８割が高速道路なので、

整備は車両故障ゼロを目指しています。プラス、エコド
ライブで事故を減らしたい、乗務員の意識を向上させた
いと考えました。」と語る。
　各営業所でエコドライブ講習を開催。板坂氏は自作の
資料でエコドライブとは何か、という基本から講義を始
めた。
　文字の羅列では内容が頭に入りにくいのではという配
慮から、プレゼンテーション用資料作成のソフトを駆使。
動画を多用したり、エンジンブレーキの十分な活用を促

路線ごと、乗降を自動的に記録。GPS付き

ユトリアグループ

営業部 整備車両課 係長

　井上  昭弘 氏  に聞く
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

営業部  整備車両課
整備車両担当チーフ  兼
安全指導課
エコドライブ推進担当チーフ

　板坂  豊治 氏

左：板坂豊治 氏、右：井上昭弘 氏
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

進するため、燃料消費量比較表を作るなどの工夫が板坂
氏らしい。
　今後は各営業所の運行管理者向けに講習会を予定。エ
コドライブ推進チームが乗務員全員に指導することは難
しいが、このシステムが構築されれば各事業所で乗務員
への教育が徹底されることだろう。

◆ユニークな施策でモチベーションアップ
　同社が行った「エコドライブコンテスト」について伺
った。
　「EMS導入後、実績省エネ率に各事業所間で2.5倍の差
が出てしまいました。そこで全乗務員参加のコンテスト
を考えたのです。」と板坂氏。
　チームで競い合うことで、事業所ごとの連帯感が生ま
れ、エコドライブへの関心も上がるという一石二鳥の施
策だ。
　平成19年９～11月、各事業所の各月、乗合車両の対前
月燃費率で順位を決定。３ヵ月の合計ポイントで表彰順

位を決めた。賞金をかけた戦いは大いに盛り上がったそ
うだ。社員が楽しみながら、企業としての結果も出せる
この施策はすばらしい。
　EMSを導入し、平成19年の１年で導入前と比べ3,000
万円の費用対効果があったと板坂氏。今後はデータに基
づく個人指導を徹底させたいそうだ。
　「納得してもらえるよう指導するのが課題ですね。」
　現在、定期的に行っている指導員による抜き打ち添乗
と合わせ、乗務員の技術向上に意欲を燃やしている。
　板坂氏は「管理者はもちろん、全社員の意識ももっと
アップさせたいですね。」と語る。
　しかし、会社が環境に配慮しているからといっても、
アイドリングストップの車を、再発進時にうるさいと感
じるお客様もいる。
　「今後はアイドリングストップのステッカーを全車に貼
って、お客様からの理解も深めたいですね。」と井上氏。
　地域密着型の同社。今後はどんな取り組みを編み出す
のか、期待したい。

さわやかなブルーのラインが印象的な同社の貸切バス

♠山形県の特産品
俳人、松尾芭蕉の句にも登場する「山寺」「最上川」など、自然豊か
な山形。フルーツ王国としても名高い。春にはイチゴ、夏にはスイ
カ、スモモ、秋にはラ・フランス（洋梨）など、四季折々の味わい
が楽しめる。中でもおすすめなのが赤い宝石とも呼ばれるサクラン
ボ。佐藤錦、ナポレオンなどの種類があり、さわやかな酸味とほの
かな甘さが人気の秘密だ。生産量日本一を誇り、6月から7月にはサ
クランボ狩りを楽しむことができる。
サクランボ狩りを楽しむコツは、いろいろな木のサクランボを食べ
てみること。太陽をたくさん浴びたツヤの良いものを選ぼう。
2009年には大河ドラマの舞台にもなるという山形。他にも板ソバや
日本酒、米沢牛など気になる食が満載だ。さっそく出かけてみては
いかがだろう。

左：井上昭弘 氏、中：板坂豊治 氏、右：LEVO担当者
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★ユーザー訪問  INTERVIEW  ★

兵庫県西宮市で、学校給食などの食料品配送、楽器などの
精密機械配送と、幅広い分野で活躍中の同社。温暖化ガス
の排出、大気汚染など環境への負担は、事業展開の上で避
けては通れないが、少しでも改善し続けたいと日々取り組
んでいる。

金田運輸株式会社

　最初のCNG車導入は平成11年４月。５台の２ｔ車を
導入した。
　「学校給食の配送用に導入しました。１日の走行距離
が50～80km以内なので決断したのです。」と野村社長。
　同社が学校給食事業を始めたのは昭和30年。現在では、
西宮市内の小・中学校、養護学校計63校へ、１日５回も
の配送がある。
　野村専務は語る。
　「配送の車両は、学校の敷地内へ直接入っていくので、

排気ガスが子どもたちの健康へ影響しないかなど、常日
頃から気になっていたのです。」
　配送先で働く調理人のほとんどは子供のいる“お母さ
ん”。環境に配慮したCNG車にはすぐに反響があり、導
入当初から、黒煙を出していないね、などと声をかけら
れることもあったのだそうだ。

◆導入前にクレーム！？
　数々の壁が立ちはだかった
　実は導入にあたり、西宮市学校給食会から難色を示さ
れた。ガス燃料車は爆発するなど危険ではないかという
のが、先方の言い分だった。当時、まだ知名度の低かっ
たCNG車への風当たりは強かったのだ。さっそく野村
社長は大阪ガス㈱の職員を同行し、説明。安全性につい
てはもちろん、特性について理解を促した。
　努力の末、手に入れたCNG車での配送だったが、現
在に至るまでには先駆者としての苦労が絶えなかったで
あろうことは想像に難くない。
　ドライバーの反応はどうだったのだろう。
　「ドライバーへは、その時想定されたメリット・デメ
リットを包み隠さず説明して納得していただきました。
環境へ配慮するということに共鳴してくれたのがうれし
かったですね。」と野村社長。
　乗る前は「いややな」とこぼしていたドライバーもい
たそうだが、乗った時の第一声が「乗ったらなんてこと

代表取締役
野村  健二 氏
専務取締役
野村めぐみ 氏
取締役部長
吉村  武久 氏  に聞く

やると決めたらとことんやる。
柔軟な姿勢でさまざまな取り組み　

左：取締役部長  吉村武久 氏、中：専務取締役  野村めぐみ 氏、右：代表取締役  野村健二 氏

聞き手： 財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　関西地区担当  保田  一昌

西宮市立上ヶ原南小学校へ配送中。
CNG車導入でドライバーの意識もアップした
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ない」。社内の理解は早かったようだ。
　「現在ではスムーズに運用していますよ。」と吉村部長。
　以前は探し歩かなくてはならないというイメージのあ
った充填所も、西宮、神戸、姫路、京都など充実。ドラ
イバーの不安材料であったエンスト、エンジントラブル
については、ディーラーの協力を得て、車両を改良。以
来、車両トラブルもなくなり、年平均２～３台の導入を
実施し続け、今ではCNG車20台、ハイブリッド車５台
を所有している。
　その後、黒煙が出ないのでにおいがない、エンジンが
静か、乗用車に近い乗り心地で振動が少ないなど、ドラ
イバーからは高い評価を得ている。
　デメリットはないのだろうか。
　「燃料の充填時間を懸念しています。」と野村専務は語
る。
　１台あたりにかかる時間が、ディーセル車と比較した
場合、若干長いのが難点。特にバスなど、大型車の後に
なった場合、待ち時間が長くなることもあり、充填に行
くタイミングには工夫を凝らしているという。
　「１番怖いのはガス欠です。ドライバーには、燃料ゲ
ージが半分になったら充填するように習慣づけていま
す。」と野村社長。

◆率先してCNG車をPR
　一般市民へも良さを伝えたい
　西宮市は平成17年、国土交通省から全国で第一号の
CNG車普及促進モデル事業の指定を受け、『西宮市CNG
車フェスティバル』などを開催。その旗振り役が同社で
あった。
　実際に乗車し、良さを体感してもらいたいと、通常、
配送に使用しているCNG車をイベント会場へ持ち込み、
一般市民に試乗してもらったのだ。さらにマフラーに靴
下をかぶせての排気ガス実験など、わかりやすい形での

普及啓発、メーカーとも協力してのパネルディスカッシ
ョンの実施、導入に関しての相談コーナーの開設など、
野村専務を筆頭に会社全体でモデル事業をバックアップ
した。「やる時は徹底的にやる」という同社の意気込みは、
そんなところにも感じられる。
　野村専務はこう語る。「メインの仕事は西宮市内です。
これからも地域密着型で地域に貢献したいと考えていま
す。」

◆努力が形に
　これからも全員が営業マン
　平成13年から平成18年に近畿運輸局長優良事業者表彰
４回受賞、平成17年に兵庫県“あおぞら大賞”受賞、平
成19年には西宮市環境局表彰を受賞と、同社の経歴は輝
かしい。
　荷主さんのお得意先へ届けるのだから、清潔に、環境
に配慮した形で配送するというのが同社の理念。
　「創立以来営業マンはいません。」と野村社長。
　お客様とお客様の橋渡しをしている車とドライバーが
営業マンなのだそうだ。社員教育を徹底し、常にレベル
アップしているからこそ、仕事がついてくると社長。
　柔軟でパワフルな思考を維持する秘訣を伺った。
　「力作業はパワーのある人に、ベテランには人当たり良
く対応しなければならない作業など、弊社では適材適所で
幅広い年齢層の人材を配置しています。若い人と話をして
エネルギーをもらう。年配の人と話して知識をもらう。こ
れが柔軟な経営につながると思っています。」
　このような取り組み方に刺激を受けた。引き続き、会社
一丸となって取り組む同社の動向を注目していきたい。

　ユーザー訪問
　INTERVIEW

ボディ横と後ろでCNG車のアピール

勲章ともいえる近畿運輸局長優良事業者表彰受賞のシール
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全国の低公害車への燃料供給施設一覧（平成20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

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

イズミ石油東浦和エコ・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

埼玉白岡天然ガススタンド ●埼玉県南埼玉郡白岡町下大崎129-1

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・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

燃料供給施設では、「ガス種類：13A、圧縮機能力：250～300㎥/h」が基本になっています。
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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（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

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



13

NEWS LEVO No.34

全国の低公害車への燃料供給施設一覧

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

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

神戸京橋インターエコ・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

神戸布施畑インターエコ・ステーション ●兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7

ＭＫ神戸空港前エコ・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。

右のQRコードを、QR対応の携帯電話で
読み取ればモバイル天然ガスサイトの
URLが表示されます。
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第９回　いろいろなエコドライブ手法

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。今回は、これまで紹介したもの以外で重要なエコドライブ手法を紹介します。

◆定速走行をする
　定速走行とは、文字通り一定の速度で走行することで
す。これに対し、車間距離を詰めつつ追い越しのチャン
スをうかがう運転や、常に前の車と連なって走るといっ
た、加速と減速を繰り返すような運転を波状運転といい
ます。このような走り方では無駄な減速と加速を何度も
繰り返すことになります。一般に、40km/hで定速走行
すると、30km/hと50km/hとの間での波状運転をした場
合に比べ、大型車・中型車ともに約25％の燃料節約が可
能になると言われています＊１。
　㈶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、市街地を40km/h程度で走行する頻
度（距離）は24.6％でした。その部分がすべて波状運転
であると仮定し、これを定速運転に改善したとすると
6.2％の燃費改善効果があり、年間約6.1万km＊３を走行す
る営業用普通貨物自動車の場合、燃料費の削減効果は１
年間で11万円以上に相当します（表１）。

○表１  年間の燃料費削減効果（試算）

車速
（km/h）

年間走行
距離（km）

燃費改善率
（%）

燃料削減量
（L）

年間削減燃料費
（円／年）＊7

30～50
↓
40

27,006
（小型）＊4

6.2
201＊5 23,316

61,498
（普通）＊3 953＊6 110,548

《試算条件》40km/h程度で走行する頻度（距離）＝24.6％（実験＊2より）

◆無駄な空ぶかしをやめる
　エンジン始動直後や信号待ちでの空ぶかしは、まった
くの無駄です。燃費を悪くするばかりか、自動車の寿命
にも影響します。

　10回の空ぶかしで、大型ディーゼル車の場合では
100cc～170ccの燃料が無駄になります＊８。

◆適正な暖機運転をする（参考：乗用車の場合）
　一般に、エンジンが暖まっている時に走る方が、冷え
ている時に走るよりも燃費は良くなります。しかし、現
在の乗用車は性能的に長時間の暖機運転は必要なく、実
際にはほとんどの場合で、徐行程度の速度で走りながら
暖機したほうが燃費は良くなります＊９。

　これまでこの連載で紹介したエコドライブ手法による
年間の燃料費削減効果は、LEVOが行った市街路走行実
験及びシャシダイナモメータ試験の結果等から得られた
試算値ですので、実際には交通流や運転条件等によって
異なります。しかし、エコドライブによる燃費改善効果
があることは明らかです。
　連載の最終回となる次号では、貨物運送事業者の皆さ
んから聞いた、エコドライブによる副次的な効果を紹介
します。

＊1：�参考－日産ディーゼル工業㈱　ウェブサイト　http://www.
nissandiesel.co.jp/service-info/eco-drive-6.html

＊2：�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

＊3：�「自動車輸送統計年報」より　平成18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：�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における平均燃費0.12L/kmより計算

＊6：�「自動車輸送統計年報」より　平成18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

＊7：�㈳全日本トラック協会調べ　平成20年3月軽油平均スタンド
価格116円／Lで計算

＊8：参考－国土交通省四国運輸局

＊9：�参考－㈶省エネルギーセンター
　　��ウェブサイト　http://www.eccj.or.jp/drive/02/04.html
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初夏の彩り　今回は福島県裏磐梯で、初夏の彩りを見つけてきました。朝の4時30分から、秋元湖で「まだかまだか」
状態でしたが、霧のなかから朝の太陽が「ふわり」と顔を出したときは、その場に居合わせた全員が無我夢中でしたよ。
恒例の5色沼巡りをして、新緑と青空を「キャッチ」してきました。ほんの少しでもお仕事の目を休められたら、と思
います。では次回は、「秋色の彩り」でお会いしましょう。

撮影データ
カメラ：キヤノン��EOS3　��レンズ：EF70-200mmF2.8　��フィルム：E100VS

到着後1時間半待ちのの
ち、「千載一遇」の出会
いとなりました。

その後、太陽はぐんぐん
「力強さ」を増しました。

風が、光を、水面に、踊らせています。

静かな、新緑の季節を、感じられるでしょうか？ 弁天沼と青空と雲の役者がそろいました。

毘沙門沼で、新緑の季節を水面で表現しています。（ちょっと月並み？）


