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　あけましておめでとうございます。
　あらたまの年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　平素は、自動車運送事業者の皆様、関係官庁並びに関係団体等の皆様には、当機構の低公害車普及事業及
びEMS（エコドライブ管理システム）普及事業等につきまして、多大なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
　昨年４月には、京都議定書の約束期間がスタートし、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、それとともに国民の環境問題とりわけ地球温暖化の問題への関心も大いに高まって参りました。
　ところが、昨年秋、米国に端を発した金融危機が瞬く間に世界中を席捲し、未曽有の世界同時不況が深刻
化するにつれ、環境問題のような中長期的課題への対応は置き去りにされかねない状況となっております。
たしかに今般の景気後退は、これまでにないスピードでわが国の実体経済を浸食し、また、その直前の原油
価格等の歴史的な高騰とその後の反落とも相俟って、昨年後半のわずか半年の間に何年分とも思われるよう
な経済環境の大きな変化が集中いたしました。
　しかしながら、持続可能な社会を維持・形成し、これを次世代に引き継いでいくことは、私達に課せられ
た重大な使命であることに変りはなく、急速に進行している地球温暖化現象を食い止めるためには、かかる
困難な時代にあっても、その克服に向けての着実な取り組みの手を緩めるわけには参りません。
　自動車運送事業者も含め産業界を取り巻く経済環境は確かに厳しい状況にありますが、一方で、本年は、
いよいよ世界で最も厳しい範疇に位置付けられるポスト新長期排出ガス規制がスタートいたします。そのよ
うな意味で本年は自動車環境対策にとりましても大きな潮目の年ともいえるのであり、低公害車の開発・普
及やエコドライブの実施等の施策の推進を通じて、人々の生活環境を更に改善し、また地球規模の環境問題
に貢献していくことが、これまで以上に求められるところであります。
　こうした時代の要請に応えるべく、国土交通省をはじめ政府においては、21年度予算において、低公害車
等普及促進対策として、低公害車の導入に対する補助、エコドライブの普及支援等に対し所要の額を確保す
るとともに、低公害車の助成対象に小型CNGトラック、クリーンディーゼルトラック・バスや電気自動車を
加えるなどその制度の充実が図られたところです。
　当機構におきましても、政府と自動車ユーザー・メーカー等の皆様方との確固たる架け橋となり、政府の
施策の充実・強化と相俟って、より一層の低公害車の普及、エコドライブの推進等に全力を傾注して参る所
存でございますので、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。
　最後になりましたが、この厳しい経済情勢が一刻も早く克服され、皆様方にとりまして、今年が明るい年
となりますよう切に願いまして、年頭のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶 年頭のご挨拶

会長年頭のご挨拶

財団法人  運輸低公害車普及機構

会長　寺  嶋  　潔
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年頭のご挨拶 年頭のご挨拶

平成21年「年頭の辞」

国土交通省  自動車交通局長

本  田  　勝

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　平成21年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　最近の我が国の社会・経済情勢に目を向けますと、世界的な金融危機が我が国経済の様々な分野に影響を
及ぼし、景気の後退が顕著になってきております。このような経済状況の下、運輸業界にあっても非常に厳
しい経営環境が続いているものと認識しておりますが、自動車交通関連の事業に携わっておられる皆様方に
おかれましては、多様化・複雑化する利用者ニーズに対応したサービスを提供するとともに、安全確保や環
境保全に対して弛まぬご努力をされておられるところであり、心から敬意を表する次第です。
　私どもといたしましては、自動車交通は国民や社会の安全・安心の確保、低炭素社会の実現に不可欠な極
めて公共性の高い性格を有しているとの認識の下、経済社会情勢の変化や利用者の多様なニーズへの対応、
安定的なサービスの提供体制の確保、低公害化の推進等自動車交通行政を巡る様々な課題に対応し、国民の
方々や自動車交通関係業務に携わる皆様方の期待に応えられるよう、本省、地方運輸局、沖縄総合事務局、
運輸支局が一体となって、以下のような施策を積極果敢に展開して参りたいと考えています。

　第一は、地域の活性化・再生のための地域公共交通の実現です。
　我が国では、多くの地方で人口の減少により、学校、病院等暮らしを支える施設の利用が不便になるなど、
地域の魅力が薄れ、さらに人口が減るという悪循環に陥っており、地域間格差の問題も生じています。通学、
通院など地域の生活交通を支えるバスについても、輸送需要の減少に加え、燃料費の急激な高騰の影響もあ
り、極めて厳しい運営状況にあり、一部の地域においては、バス事業の経営破綻や路線撤退も生じています。
　このような状況を踏まえ、公共交通機関としての役割を中心にバスを捉えるだけではなく、バスを産業とし
ての視点から捉えて、バスを将来にわたって持続可能な産業として、その存続、再生、発展を図っていく必要
があるとの考えから、昨年10月に自動車交通局に「バス産業活性化対策室」を発足し、今後のバス産業のあり
方を検討しつつ、その活性化方策を推進し、地域社会を支えるバス産業の発展を図ることとしました。
　21年度には「バス産業将来ビジョン」を策定することとしていますが、これに先立ち、バス産業の現状を
様々な視点で分析しつつ、バスの産業としての課題を明らかにし、今後のバス産業の向かうべき方向性を検
討するため、㈳日本バス協会と共同で「バス産業勉強会」を設置したところです。本勉強会につきましては、
昨年10月の第１回開催からこれまで３回開催しておりますが、本年３月のとりまとめに向け、今後月１回の
ペースで開催する予定です。
　また、昨年「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を活用し、鉄道、バス・乗合タクシー、旅客
船等地域公共交通の活性化・再生に主体的に創意工夫して取り組む地域の協議会をパッケージで一括して支
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援する「地域公共交通活性化・再生総合事業」を創設したところ、81地域の協議会が事業計画の認定を受け、
そのうちの約９割にあたる72地域において路線バスの活性化やコミュニティバス、乗合タクシーの導入に向
けた取り組みが行われました。さらに、166地域の協議会において、計画策定のための調査が進められており、
そのうちの約８割にあたる140地域の調査がバスや乗合タクシーに係るものとなっています。
　自動車交通局としては、引き続き、地方運輸局等とともに、本事業を活用して地域公共交通の活性化・再生を
積極的に推進するとともに、地域社会を支えるバス産業のさらなる発展を図って参りたいと考えています。
　また、地方バス路線の維持対策については、20年度補正予算に原油価格高騰対策として、地方バス路線におい
て使用する車両について、燃費効率の良い最新車両へ更新するための車両購入費補助の増額（６億６千６百万
円）を盛り込むとともに、21年度当初予算案においても所要額の確保を行ったところであり、これらの予算
を活用し、地域の生活の足として重要な役割を担っている地方バス路線の維持を図っていきたいと考えてい
ます。
　他方、都市部については、三大都市圏において輸送人員が下げ止まりつつあるなど、明るい兆しが見えつ
つあり、更なるバス交通の活性化が必要であると考えています。このため、バスを中心としたまちづくりを
目指すオムニバスタウンの整備、バス運行の定時性を確保するための公共車両優先システム（PTPS）やバ
スレーン等を組み合わせた日本型BRTの導入、利便性・快適性向上のためのICカードやノンステップバスの
導入等に対する支援を行っていくこととしています。
　タクシーについては、一昨年の東京地区の運賃改定に際し、内閣府の「物価安定政策会議」等から、タク
シー事業が抱える課題について様々な問題提起がなされたことを契機として、国土交通大臣から交通政策審
議会に対し、タクシー事業を巡る諸問題についての諮問を行い、同審議会に設置された「タクシー事業を巡
る諸問題に関する検討ワーキンググループ」において、昨年２月から12月にかけてご審議を賜りました。
　同ワーキンググループにおいては、業界関係者、報道関係者、自治体などの各地域の関係者からのヒアリ
ングも行った上で、需給の不均衡、運賃規制のあり方、安全性、サービスの質の確保、運転者の労働条件の
確保等の各論点に関して年末まで精力的に議論をいただき、昨年12月、利用者のニーズに合致したサービス
の提供、悪質事業者への対策、運賃規制のあり方、供給過剰地域における対策等が示された答申をとりまと
めていただきました。今後は答申に基づき、本年の通常国会に法案を提出するため、早急に具体的な制度設
計を検討して参りたいと考えています。
　また、同ワーキンググループでの議論と並行して、直面する供給過剰地域における問題に対応するため、
昨年８月に期限を迎えた「仙台市」の緊急調整地域指定について、平成22年８月までの２年間を継続して指
定するとともに、昨年７月には、一昨年11月から講じている特定特別監視地域等における試行的措置につい
て見直しを行いました。今後とも、直面する課題に対しては、適時適切に必要な対策を講じて参ります。
　なお、運転者登録制度については、昨年６月14日に、改正タクシー業務適正化特別措置法が施行され、対
象地域を従来の東京・大阪地域から、主な政令指定都市等流し営業中心の地域にまで拡大するなどの見直し
を行いました。引き続き、運転者登録制度の円滑な運用を通じて、各指定地域の輸送の安全及び利用者利便
の向上が図られるよう努めて参ります。
　高齢者、障害者等の移動制約者にドア・ツー・ドアの移動を提供する福祉タクシーについては、昨年、初
めて「福祉輸送普及促進モデル事業」におけるモデル地域として京都市及び多治見市他２市の２地域を認定
し、それぞれ本年１月と３月に共同配車センターの運用が開始される予定です。引き続き、地方公共団体等
の関係者と連携しつつ、地域のニーズに的確に対応した福祉輸送サービスの一層の普及促進が図られるよう
努めて参ります。



4

NEWS LEVO No.36

年頭のご挨拶

　第二に国民経済を支えるトラック輸送の適切な発展の確保です。
　トラック輸送は、製造業とともにまさに車の両輪として我が国の経済と人々の暮らしを支えている大変重
要な産業です。昨今では経済のグローバル化に伴い、国際物流の強化が重要な課題となっておりますが、こ
れも力強く安定的なトラック輸送という国内物流の裏付けがあってはじめて実現するものです。
　一方、このように重要な産業でありながら、その担い手のほとんどは中小零細の事業者の方々が多く、軽
油価格が依然として高水準であることに加え、世界的な金融不安を発端として、我が国の景気が後退する中、
極めて厳しい経営環境にあります。
　このようなことから、トラック事業の構造改善を図り、活力あるトラック運送の実現を図るための対策を
講じて参ります。
　軽油価格高騰対策につきましては、昨年３月に公正取引委員会と連名で「軽油価格高騰に対処するための
トラック運送業に対する緊急措置」を決定しました。その後、「荷主・下請適正取引推進ガイドライン」及
び「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を策定・公表して以降、春先には、これ
らのガイドラインをトラック運送事業者に周知普及するための説明会を開催するとともに、荷主団体等への
協力要請を実施いたしました。さらに、秋から年末にかけて燃料サーチャージ制の導入促進の第２次対策と
して、年末の繁忙期に併せて荷主団体・物流子会社等への要請等を行っています。この結果、燃料サーチャ
ージ制の届出件数は4,800件を超えましたが、まだまだ十分と言えるものではないことから、本年も更なる促
進を図るべく、粘り強く関係者に働きかけるなどの対策を講じて参ります。
　また、昨年秋に成立した平成20年度第１次補正予算により、燃費改善、事業の構造改善等を目指すトラッ
ク事業者の取組みに対してその経費の一部を支援するトラック燃費対策構造改善事業を創設いたしました。
当該事業に対する予算は通常国会冒頭に提出が予定されている平成20年度第２次補正予算における増額分と
あわせて200億円を超える額となっており（トラック協会協調分17.5億を含む）、これにより中小トラック事
業者の支援を着実に実施して参ります。
　また、昨年２回開催したトラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議の枠組みを今後とも活用し、荷
主とトラック運送事業者、元請事業者と下請事業者の良好なパートナーシップを構築することにより事業者
間の適正取引をさらに推進して参ります。また、引き続き公正取引委員会、中小企業庁等の関係省庁とも連
携を深めて参ります。
　安全の確保や環境問題への対応等トラック輸送をめぐる課題は山積しておりますが、本年も、時代のニーズを
的確にとらえた施策を講ずることにより、力強く安定したトラック輸送の実現に向けて取り組んで参ります。

　第三に自動車安全対策の推進です。
　交通事故の発生については、交通事故全体でみると、平成16年をピークに事故件数が年々減少し、死者数
についても近年着実に減少しています。
　しかしながら、事業用自動車については、事故件数・死者数ともに、自家用自動車に比べて減少の歩みが
鈍い状況です。また、酒酔い運転等の社会的影響の大きな事案についても、自家用自動車に比べて減少幅が
小さいなど、憂慮すべき状況となっています。
　国土交通省としても、事業用自動車の安全対策については、これまでも運輸安全マネジメント制度の導入、
スピードリミッターの装着義務化等の施策を講じてきましたが、このような事故発生状況を踏まえれば、こ
れまでの取組み手法を検証しつつ、より実効性の高い措置を講じる必要があると考えています。
　このため、昨年11月に「事業用自動車に係る総合的な安全対策検討委員会」を設置し、ソフト・ハード双
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方の幅広い観点から、総合的な安全対策について検討を行い、安全・安心で、国民の皆様からの信頼を得ら
れる自動車運送事業の実現を目指すことといたしました。今後、委員の方々に十分ご議論いただき、年度内
に取りまとめを行うこととしています。
　悪質事業者の排除のためには、監査を通じた行政による事後チェックが不可欠であり、近年監査体制の強
化を進めてきましたが、現時点において必ずしも十分な体制が確立されているとは言えない状況にあるため、
今後さらに監査担当職員の増員を図るとともに、厚生労働省との連携をはじめ、引き続き、監査に際しての
関係省庁間の連携の強化等に取り組んで参ります。
　貸切バスの安全対策については、平成19年10月にとりまとめられた「貸切バスに関する安全等対策検討会」
報告を踏まえ、昨年６月に貸切バスの乗務距離に基づく交替運転者の配置指針を試行的に定めたほか、昨年
９月に「貸切バス事業者の安全性等評価・認定制度検討委員会」を立ち上げたところです。委員会では本年
２月下旬を目途に貸切バス事業者の安全性や安全に対する取組状況等について評価・公表する制度について
とりまとめることとしており、とりまとめ結果も踏まえ引き続き旅行業界等関係者と連携しながら、貸切バ
スの安全性・質の向上に向けて取り組んで参ります。
　自動車検査につきましては、不正二次架装問題や審査結果通知書の偽造・改ざん等の不正受検問題、さら
には大型トラック等に対する排出ガス規制強化への対応等、課題が山積しており、これら課題に対応するた
め、昨年より画像取得・３次元測定装置等を導入しており、今後ともIT化された検査情報の活用等、検査の
高度化に取り組んで参ります。
　本年も不正改造車を排除する運動を全国的に実施してその排除を図るとともに、認証を受けないで自動車
の分解整備を行っている未認証事業者に対しては、今後も、より一層厳正に対処して参ります。
　このような課題に取組み検査の質を向上しつつ、検査場における検査機器の老朽更新を確実に実施してい
く他、受検者サービス向上に取り組んでいくこととしております。
　自動車のリコールに関しましては、自動車メーカーによるリコールに係る不正行為の防止対策として、不
具合情報の収集の強化、欠陥車関連業務の監査の強化、技術的検証体制を順次強化してきており、本年も引
き続き着実に実施して参ります。また、平成19年８月から開催している学識経験者や自動車ユーザー等が参
画するリコール検討会において、使用過程の自動車の安全の確保及び環境保全のためにメーカーが担うべき
役割の明確化などについて議論を行い、その結果を踏まえて必要な制度や運用の改善を検討して参ります。
　さらに、平成18年の６月に交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会より報告された「交通事故のな
い社会を目指した今後の車両安全対策のあり方について」では、車両の予防安全対策の普及拡大等により、
平成22年時点において死者数を平成11年比で2,000人削減すること等の目標が示されました。この目標達成の
ため、ASV（先進安全自動車）等の予防安全技術の普及・促進、交通事故時の衝突被害軽減対策の充実、大
型車の安全対策の推進に加え、自動車やチャイルドシートの安全性能を評価する自動車アセスメント等に取
り組んで参ります。
　具体的には、大型車の衝突被害軽減ブレーキの普及促進等に取り組んでいくほか、ドライブレコーダーを
活用した予防安全技術の効果評価手法確立に向けた検討等に取り組むとともに、自動車やチャイルドシート
の安全性能を評価する自動車アセスメントについては、安全基準の強化・拡充、ASV技術の普及促進のため
の施策と連携を図りつつ、プログラムの改善に取り組んで参ります。
　また、国連の場において、自動車の安全・環境基準の国際的調和を推進するとともに、その調和活動を通じ、
日本の新技術を国際的に普及させていくための積極的な提案を行って参ります。さらに、中国、インドを初
めとするアジア諸国における国際的な基準調和を積極的に支援して参ります。
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　第四は、自動車の環境対策の推進です。
　昨年は、京都議定書に規定された５年間の第一約束期間が始まり、また、「地球環境問題」を主要テーマ
として北海道洞爺湖サミットが開催されました。また、我が国の温室効果ガス削減施策に関して「京都議定
書目標達成計画」改訂版や「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定されたところであり、当局としても、
運輸部門の約９割のCO２排出量を占める自動車からの排出削減対策に積極的に取り組んで参ります。
　具体的には、省エネ法に基づきトップランナー方式により設定した平成27年度燃費基準を目標として、自
動車製作者の技術開発を促進するとともに、燃費基準達成車が普及するよう、自動車燃費の評価・公表制度
を引き続き運用して参ります。また、自動車からの窒素酸化物（NOx）及び粒子状物質（PM）の排出削減
のため、ディーゼル車に対する平成21年規制（ポスト新長期排出ガス規制）、ディーゼル特殊自動車に対す
る平成23年、26年規制を各々導入する予定です。
　さらに、予算、税制上の措置を講ずることによりCNG自動車やハイブリッド自動車等の導入促進を図って
参ります。
　特に、平成20年度の与党税制改正大綱においては、自動車の買換・購入需要を促進し、低炭素社会の実現
を目指すため、自動車重量税・自動車取得税について、環境性能に優れた自動車の取得・継続保有に係る負
担を３年間免除・軽減するという思い切った措置が講じられることとなりました。本特例措置を最大限活用
して、自動車社会の低炭素化を推進させて参りたいと考えています。加えて自動車の使用方法を改善する、
いわゆる「エコドライブ」を励行することによる省エネルギー対策の推進を図るため、経済産業省と連携し、
エコドライブ管理システム（EMS）の自動車運送事業者等への全面普及を図るための支援措置を引き続き講
じて参ります。
　中長期的な視点に立った、地球環境問題、原油価格高騰問題、大気汚染問題への対応については、実証走
行試験を実施する等により既存の大型ディーゼル車に代替する次世代低公害車の開発・実用化の取組みを進
める他、究極の低公害車である燃料電池自動車について世界統一基準の策定に向けて取り組みを進めて参り
ます。

　第五は、安心な「くるま社会」の基盤づくりの推進です。
　自動車保有台数は、現在、約８千万台であり、「くるま社会」の更なる発展のための基盤づくりが重要に
なっています。この点で、自動車の登録制度に基づき国が保有している登録情報は、自動車に関する正確か
つ網羅的なデータベースであり、「くるま社会」を支える基礎的な情報インフラとして機能しています。
　こうした情報インフラを活用した登録手続の簡素化の一つとして、昨年11月から登録識別情報制度を導入
し、所有者と使用者が異なる自動車で、所有者が登録識別情報の通知を希望する場合、所有者情報を削除し
た車検証を使用者に交付することとしたところです。現在、60者程度の所有者に利用されておりますが、今
後とも、利便性の高い本制度の定着を図るべく、リース車両・所有権留保車両を大量に保有する所有者に対
し、本制度の周知を進めて参ります。
　また、対象地域が２つの県にまたがる初めてのご当地ナンバーとして、11月４日から山梨運輸支局、静岡
運輸支局沼津自動車検査登録事務所において、富士山ナンバーの交付を開始いたしました。富士山ナンバー
が、富士山周辺地域における広域的な地域振興や観光振興に寄与するとともに、地域の一体感を醸成するた
めのシンボルとしての役割を果たしていくことを期待しております。
　国内新車販売については、景気低迷・世界的金融危機・若者の車離れなどの様々な影響を受け、販売台数
が減少傾向にあるところです。しかしながら、今後も自動車が生活・業務の足として果たすべく社会的役割は
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重要であり、このため、環境性能に優れた自動車の取得等に係る自動車重量税・自動車取得税の３年間免除・
軽減等の税制特例を活用して自動車市場の活性化を図るとともに、「ご当地ナンバー」の導入を契機として、
地域振興とともに、自動車への愛着を再認識することに繋がればと、期待しております。
　また、平成17年12月より開始した自動車の登録手続ワンストップサービスについては、19年11月に印鑑証
明書でも申請を可能にするなど改善をしましたが、今後とも、関係機関と連携・協力を強化し、自動車ディ
ーラー等利用者の要望を良く聞いて、利便性が実感できるよう、改善に努めて参ります。
　次に、自動車損害賠償保障制度については、平成18年の「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る
懇談会」における見直しの議論を踏まえ、被害者救済対策の充実に努めているところです。中でも昨年は、
被害者団体や各被害者の方々のニーズの把握に努めつつ、各地域の医療機関等の関係者、警察庁や厚生労働
省などの関係行政機関との連携や連絡調整の充実を図るため、被害者保護に係る企画・立案を総合的に掌る

「被害者保護企画官」を自動車交通局保障課に設置しました。本年は、この被害者保護企画官を中心に、関
係行政機関や関係団体等との連携強化を図るとともに、重度後遺障害者の方々への介護料支給をはじめとす
る自動車事故対策事業を実施することにより、被害者救済対策の充実が図られるよう、努めて参ります。ま
た、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理機能の強化等により、自賠責保険金支払の適正化を更に推進
し、制度全体が円滑かつ効果的に運営されるよう取り組んで参ります。

　以上、年頭に当たり、本年推進していく自動車交通行政の重点施策を申し述べて参りましたが、自動車交
通局といたしましては、本年も国民及び関係者の方々や社会の期待・要請を的確に把握し、それに十分に応
えられるように、地方運輸局等とともに、関係する諸機関・団体との連携を一層密にしつつ、全力を尽くす
所存です。本年も自動車交通行政の推進に対しまして、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申
し上げます。
　最後になりましたが、自動車交通に関連する事業に携われておられる皆様方が、本年もまたそれぞれの分
野において大いにご活躍され、利用者や国民・社会の高い評価と広い支持を得て、一層の発展を遂げられま
すことを祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。
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平成19年度  EMS普及事業  成果報告
～6ヶ月間の燃費改善効果（速報）～

エコドライブ管理システム（EMS）導入による省エネルギー事業

◆事業の概要
　㈶運輸低公害車普及機構（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19年度の事業では、現在、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
者より随時提出いただいているところで、このた
び６ヶ月間の途中経過（速報値）がまとまりまし
たので、報告いたします。
　平成19年度第１次公募事業では平成19年12月
から、同第２次公募事業では平成20年１月から、
EMS機器を装着した車両で運行データを随時収集
しています。平成19年度事業の途中経過における
燃費改善効果の概要を評価するため、双方ともに
運行データのある平成20年１月からの６ヶ月間の、
合計1,416事業所、計23,185台の車両（ディーゼル
車19,921台、CNG車221台、LPG車2,830台、ガソリ
ン車213台）について、EMS機器取付前の運行デ
ータとの比較を行いました。

◆EMSによる燃費改善効果（速報）
　収集した運行データの月別の平均燃費及び燃費
改善率の推移を下図にまとめました。
　EMS機器取付前の６ヶ月の平均燃費3.7km/lに
対し、取付後は4.1km/lとなり、現在のところ事業
全体で、EMS導入による平均燃費改善率は8.9％と
なりました。

※分析条件及び注意
・ EMS機器取付前の走行距離・燃料消費量は、第1次・第2
次公募事業分とも平成18年1月から同年6月までの値。
・ EMS機器取付後の走行距離・燃料消費量は、第1次・第2
次公募事業分とも平成20年1月から同年6月までの値。
・ 速報値のため、今後、運行データの再確認等による若干
の数値変更の可能性がある。
・各燃料の消費量は、原油消費量に換算して合算した。

◆今後の予定
　現在LEVOでは、平成19年度事業について引き
続き参加事業者から運行データを収集するととも
に、平成20年度事業についても実施中であり、今
後も各参加事業者のEMSの推進に貢献してまいり
ます。
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～物流ソリューション2008総合展～
エコドライブに関するアンケート調査

◆アンケート調査の概要
　LEVOは平成20年８月28日、29日の両日、東京国際フォー
ラム（東京都千代田区）で開かれた「物流ソリューション
2008総合展（物流ニッポン新聞社主催）」に出展し、EMSに
係る普及活動を行うとともに、エコドライブに関する認知
度や、LEVOが実施しているEMS機器の普及事業に対する
ご意見等について、来場者へのアンケート調査を実施しま
した。
　アンケートには68人の方々にご回答いただき、その職業
構成は、貨物運送関係事業者35.3％、自動車・部品メーカー
16.2％を中心として、右表のとおりでした。

◆調査結果
【低燃費車とエコドライブの期待が大】
　自動車の大気・地球環境問題対策として、「エコドライ
ブの普及」、「低燃費車の普及」に期待する回答が多数あり
ました。また、平成19年２月及び平成20年２月に開催した
ENEX2007、2008（地球環境とエネルギーの調和展・㈶省
エネルギーセンター主催）においてLEVOが実施した同様の
アンケート調査では、「エコドライブの普及」が24.9％（７
位）、33.9％（３位）であったものが、今回は42.6％（１位）
と大幅に増加しています。これは、原油価格の高騰に伴って、
燃料費削減のためのエコドライブに対する関心が確実に高
まっているためと思われます。また、最も期待するものと
しては「低燃費車の普及」を挙げる方が最も多く、抜本的
なハード対策が期待されていることがわかりました。この
傾向は、自動車運送関係事業者に強く見られました。

【多くの方がご自身の車又は会社の車でエコドライブを実践
している】
　エコドライブの実践については、「エコドライブの支援
装置を使い実践している」と「エコドライブ装置は使わず
実践している」と答えた方が合わせて全体の約70％と、多
くの方がエコドライブを実践していることがわかりました。
特に、自動車運送関係事業者では、同様の方が約84％に達
しており、自動車運送関係事業者のエコドライブに対する
関心の高さがうかがわれました。

貨物運送関係
事業者
35.3％

その他会社員
26.5％

自動車・部品
メーカー
16.2％

その他  16.2％

貨物運送関係

その他  16.2％

旅客運送事業  2.9％

燃料・電気・ガス関係
1.5％

官公庁  1.5％

回答者の
職業
構成割合

有効回答数：68

エコドライブの普及

低燃費車の普及

低公害車の開発・普及

自然エネルギーの利用

燃費基準の強化

交通流の円滑化

排出ガス規制の強化

モーダルシフトの促進

バイオ燃料の利用

天然ガスの利用

その他

自動車の大気・地球環境問題対策として期待するもの

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

42.6%10.3%

30.9%16.2%

30.9%5.9%

16.2%8.8%

17.6%5.9%

16.2%5.9%

14.7%4.4%

8.8%1.5%

1.5%
4.4%
1.5%
4.4%

1.5%

最も期待するもの

期待するもの

有効回答数：68

エコドライブ
支援装置を使い
実践している
38.2％
【53.8％】

エコドライブ
支援装置は使わず
実践している
30.9％
【30.8％】

エコドライブは
知っているが
実践していない
25.0％
【11.5％】

エコドライブは知らない
ので実践していない
5.9％【3.8％】

有効回答数：68

支援装置を使い

エコドライブ
支援装置は使わず
実践している

エコドライブは
知っているが
実践していない

有効回答数：68

エコ
ドライブの
実施状況

※【 　】内の数字（グラフの内円）は、
　自動車運送関係事業者（26回答）を示す。

低燃費車の普及

エコドライブの普及

燃費基準の強化

低公害車の開発・普及

交通流の円滑化

排出ガス規制の強化

自然エネルギーの利用

天然ガスの利用

モーダルシフトの促進

バイオ燃料の利用

その他

自動車の大気・地球環境問題対策として期待するもの（自動車運送関係事業者のみ）

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

最も期待するもの

期待するもの

有効回答数：26

34.6%19.2%

42.3%3.8%

30.8%11.5%

30.8%

15.4%

15.4%

11.5%

3.8%

3.8%

3.8%

7.7%3.8%

3.8%

3.8%

0.0%
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【最も有効なエコドライブの手法は「急加速・急発
進をしない」】
　日頃エコドライブを実践している方に対して、
具体的なエコドライブの方法について聞いたとこ
ろ、85％以上が「急加速・急発進をしない（早め
のシフトアップ）」を実践していることがわかりま
した。また、最も燃費向上に効果があると思われ
るエコドライブの方法も「急加速・急発進をしな
い（早めのシフトアップ）」と答えた方が約43％で
最も多くなっています。

【エコドライブの推進には、支援機器等の性能の向上、
価格の低減と機器購入に対する補助制度が必要】
　エコドライブ推進に何が有効かを聞いたところ、

「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」（68.7％）、「エコドライブ支援装置等
の購入に対する国など行政による補助制度」（48.3
％）と、この２項目を多くの方が有効と答えていま
す。このことは、自動車運送関係事業者に特に顕著
に表れており、エコドライブのみの支援でなく、安
全、労務などと一体となった利便性の高い機器が要
望されているとともに、機器の購入に対する負荷を
少なくするため、価格の低減、国などによる補助制
度が強く要望されていることがわかります。

【LEVOのEMS用機器の普及（補助・リース事業）
と今後の継続について圧倒的なご支持】
　LEVOのEMS用機器のリース事業については、
約９割の方から「今後も続けてほしい」と圧倒的
なご支持を頂きました。なお、約２割の方から「申
請手続きをもっと簡素化してほしい」との意見が
あることから、今後、行政当局に申請書類の簡素化・
合理化等について要望していきたいと考えていま
す。

無用なアイドリングを止める

経済速度で走る

無駄な空ぶかしを止める

エンジンブレーキを活用する

タイヤの空気圧を適正にする

日常点検・整備を実施する

不要な物を積まない

急発進・急加速を止める
（早めのシフトアップ）

日常的に実施しているエコドライブ手法

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

最も効果があるもの

日常的に実践しているもの

42.6%42.6%

42.6%10.6%

38.3%12.8%

48.9%2.1%

44.7%

38.3%2.1%

29.8%

25.5%2.1%

有効回答数：47

◆調査のまとめ
　今回、EMS用機器の普及事業として、「EMS機器で人と環境に優しい車社会の実現」をテーマに、物流ソ
リューション2008総合展（会場：東京国際フォーラム）に出展しました。
　自動車運送関係事業者を初めとして、自動車・部品メーカー、機器メーカーなど多数の入場者（主催者発
表：延べ4,632名）があり、LEVOのブースには約630名の訪問者がありました。
　今回の調査では、地球環境問題として、「誰でも手軽にできるエコドライブ」が大きな支持を得ていること、
LEVOのEMS用機器の普及事業について、約９割の方に今後の継続について支持をいただいたこと、EMS
用機器の性能・利便性の向上及び価格の低減が大きく要望されていることがわかりました。LEVOといたし
ましては、今後これらのご意見を参考にして、EMS用機器のリース事業を通じて、多くの皆様に適切なエコ
ドライブを実践していただき、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きたいと考えてい
ます。

機器の利便性向上と
価格の低減
68.7％
【80.0％】

購入に対する補助制度
47.8％【44.0％】

エコドライブ
講習会の実施
31.3％
【32.0％】

エコドライブの
PR活動

22.4％【24.0％】

表彰・資格制度
9.0％【16.0％】

その他  3.0％【0.0％】

有効回答数：67

※【 　】内の数字（グラフの内円）は、
　自動車運送関係事業者（26回答）を示す。

機器の利便性向上と

％】

9.0％【16.0％】

エコドラ
イブ推進に
有効な手法

今後とも
続けて欲しい
89.2％
【92.0％】

必要ない
0％
【0％】

事業内容は良いが
申請手続きを
簡素化してほしい

18.5％
【20.0％】

その他
1.5％【4.0％】

有効回答数：65

※【 　】内の数字（グラフの内円）は、
　自動車運送関係事業者（25回答）を示す。

事業内容は良いが

簡素化してほしい

LEVO
リースへの
ご意見
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平成20年度（補正）   「EMS普及事業」及び
「省エネルギー支援事業」公募結果

　LEVOでは、自動車運送事業者等の方々が、エ
コドライブに取組みやすい環境づくりを支援する
ため、平成20年11月４日から11月18日までの７日
間、「平成20年度（補正）EMS普及事業」に参加
される事業者の方を公募しました。
　今回は、補正予算に基づく緊急経済対策の一環
として実施したものですが、公募期間が７日間と
非常に短かったことなどから、公募を受付した件
数は33事業所、455台と非常に少ない状況でした。

今後は、参加事業者の方々のエコドライブに関す
るデータの収集・分析を行うとともに、各事業所
で行われるEMS機器による燃費改善事業を支援し
て参ります。
　また「省エネルギー支援事業」として、アイド
リングストップ支援機器（エアヒーター）､ 電動フ
ォークリフトについて公募したところ、エアヒー
ター１社10台、電動フォークリフト４社10台の応
募がありました。ご応募ありがとうございました。

低公害車普及部だより

◆メーカー及び主力ディーラーとの情報交換会
日時：平成20年10月28日㈫
場所：㈶運輸低公害車普及機構  ６階会議室
内容： 平成20年度補正予算により、国土交通省の

補助内容が拡充されましたので、申請が円
滑に進められ、より多くの低公害車が普及
されるよう、「メーカー及び主力ディーラー
との情報交換会」を開催し、補助制度利用
による皆様の負担軽減を図りました。

　　　 情報交換会では、参加したメーカー６社（16
名）に対し、LEVO及び国土交通省、㈳ト
ラック協会、㈳日本ガス協会より、関連す
る制度の概要等の説明後、活発な質疑応答
があり、皆様からの低公害車導入の際の質
問等にお答えできたものと思います。

◆富士宮市低公害車普及促進説明・相談会
日時：平成20年11月17日
場所：富士宮市
内容： 「CNG車普及促進モデル事業実施地域」に

指定されている富士市・富士宮市地域の富
士宮市において、さらなる低公害車の普及

をお願いするため、富士宮市とLEVOとの
共同主催による説明・相談会を開催しまし
た。

　　　 説明・相談会には、市内のトラック運送事
業者や自家用トラック使用の事業者の方が
多数参加され、太田精一副市長のご挨拶に
続き行われた説明を熱心にお聞き頂きまし
た。

◆低公害車普及促進セミナーin帯広
日時：平成20年12月３日午後１時半～４時
場所：帯広市十勝地区トラック協会研修センター
内容： 十勝地区の運送事業者を対象に国土交通省

北海道運輸局帯広運輸支局とLEVOとの共
同主催により開催し、参加者は市内と周辺
地域を含め約70名に上りました。

　　　 セミナーでは、CNG車普及への啓蒙を含め、
低公害車の現状、補助・助成制度の説明を
行い、会場前にはハイブリッドトラックを
展示する等、関係者の注目を浴び、当日の
模様は北海道NHK放送でテレビ放映されま
した。

　低公害車普及部からは、平成20年10月実施の「メーカー・主力ディーラー殿との情報交換会」、11月の「富
士宮市低公害車導入説明・相談会」、12月の「低公害車普及促進セミナーin帯広」を報告するとともに、平
成21年２月に予定されている「ENEX2009」の概要について紹介します。
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新連載　LEVOの国際協力活動

第1回　国際エネルギー機関（IEA）実施協定の概要
　昨今の原油価格の乱高下に関する新聞記事やニュース報道の中で、「国際エネルギー機関（IEA）」という組織の名
前を目にすることがあると思います。また、組織のトップである事務局長は、2007年から日本人の田中伸男氏が務め
ていることをご存じの方もいるのではないでしょうか。
　国際エネルギー機関（以下、IEA）の活動は幅広く、国際間のエネルギー協力、省エネ、代替エネルギー開発等を
総合的に推進しています。そのひとつの活動として、自動車用代替燃料（天然ガス、水素、バイオ燃料等）技術に関
する研究・関発を行う「自動車用先進燃料研究開発 実施協定（以下、AMF協定）」があり、LEVOは政府の指定機関と
して、日本の低公害車の普及促進状況を発表するなど積極的な国際協力に努めると共に、国際共同研究に参加し、各
国の低公害車の技術動向調査や情報収集等を行い、国内における低公害車等の普及に貢献しています。
　今号から始まる新連載「LEVOの国際協力活動報告」では、このAMF協定への参加により得られる活動成果や、低
公害車普及等に関する最新のトピックスを紹介していきます。初回は、IEAと実施協定の概要をご紹介します。

◆ IEAの設立経緯 ◆
　IEAは、第一次石油危機後の1974年11月に、経
済協力開発機構（OECD）枠内の国際機関として
生まれました。
　その目的は、先進石油消費国である加盟国の、
短期的・中長期的なエネルギー事情を改善するこ
とでしたが、その後の国際的な状況の変化に伴
い、石油以外のエネルギー源（天然ガス、石炭、
原子力等）への対応や、中国・インド・ロシアな
どIEAに加盟していない国との協力、気候変動問
題に対処するためのエネルギー技術面での貢献
等、当初は想定されていなかった活動も次第に増
えています。

◆ IEAの組織と加盟国 ◆
　IEAはパリに本部があり、最高意思決定機関と
してすべての参加国で構成される理事会があり
ます。その下に５つの常設委員会が設けられ、さ
らにその下で国際的な共同プロジェクトである

「実施協定」（IA：Implementing Agreement）が
活動しています。
　IEAには、OECD加盟国（現在30カ国）のうち
緊急時の石油備蓄の基準を満たした国が加盟で
き、2008年11月現在の加盟国は下表の28カ国で
す。また、近年その石油消費量が飛躍的に伸び
ている中国やインドもIEA加盟の検討を始めてお
り、IEAのエネルギー安全保障のための枠組みと
しての性格が、さらに確固たるものになることが
期待されます。

表　IEA加盟国（2008年11月現在）
オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ

チェコ デンマーク フィンランド フランス
ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド
イタリア 日　本 韓　国 ルクセンブルク
オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド
ポルトガル スロバキア スペイン スウェーデン
スイス トルコ 英　国 米　国

◆ 実施協定（Implementing Agreement）の概要 ◆
　実施協定の活動は、化石燃料や再生可能エネル
ギー等幅広い分野のエネルギー技術に関して、そ
れぞれの技術分野の専門家が共通の問題に取り
組み、その研究成果を共有することによって、新
しい燃料やエネルギー技術の開発・普及に貢献し
ようとするものです。2008年10月現在、42の実施
協定の活動が行われています。
　実施協定に加盟して具体的に研究等を行う団
体は、各国の政府機関や、政府から任命された民
間団体等です。また、IEAに加盟していない国の
団体であっても、協定に加盟して活動することが
できます。
　協定の活動を執行するための機関として「執行
委員会」という会議があり、加盟団体が出席して、
おおよそ半年から１年に１回の割合で、各国持ち
回りで開催されています。
　個々の具体的な研究調査活動は、この執行委員
会の下に設置される「アネックス」（Annex：付
属物の意）で行われます。それぞれのアネックス
の活動は、そのプロジェクトに関心のある２カ
国以上が参加し、研究費用を分担すれば開始す
ることができます。その際、アネックスの運営に
ついては１カ国を「運営機関」（OA：Operating 
Agent）とし、ここが責任を持ってプロジェクト
を進めていくことになっています。

　次回からは、LEVOが日本政府の指定機関とし
て1996年から参加している「自動車用先進燃料研
究開発 実施協定」の活動内容とその研究成果等
について、詳しく紹介します。

【参考ホームページ】
IEAの紹介サイト（英語）
　http://www.iea.org/about/index.asp
IEA発表「2008年世界のエネルギー見通し－概要・日本編」
（日本語）
　 http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/
WEO2008_es_japanese.pdf
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★ユーザー訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

　朝日運輸㈱は、石油製品を東海３県のガソリン
スタンドへ、石油化学製品を全国のユーザーへ輸
送している。平成19年に69台中13台へEMS機器を
導入した。グループ会社である日章運輸株式会社
は、石油製品タンクローリー運送業務を担う23台
全車に、同じく明治運輸株式会社は、液化石油ガ
スタンクローリー運送業務の、11台中９台にEMS
機器を導入。経緯を伺った。

◆導入して機器の高性能にビックリ！
　導入のきっかけは、従来使用していた端末では
満足できなくなったことだという。
　「新しい機器の導入を検討しましたが、コスト面で
どうかがネックになっていた時に、あるメーカーか
らEMS機器導入で補助金が支給されると紹介されま
した。」と代表取締役の堀田さん。三重県トラック協
会からも案内が届き、検討を開始。資料を取り寄せ、
コスト面の問題はクリアできそうだと申請を決定。平
成20年４月から本格的に実働し始めた。
　中田さんは「現状より必ず良くなると確信してい
ました。ですが、ここまで省エネ・安全運転ができ
るのかと正直驚きました。」と、興奮気味に語ってく
れた。現在は、運行管理、安全管理、労務管理及び、
一部の機能しか使っていないほどなのだとか。クラ
イアントである出光興産株式会社とのデータやりと

りや、夜間配送の運行管理など、以前の機器より改
善され、非常に高い満足度を得られたようだ。
　しかし、労務管理のデータでトラブルもあった。
トラブル発生後、敏速にソフトを修正し対応。現
在では、問題なく運用している。

◆ ドライバーはもちろん、全社員の意識改
革をも得られた

　EMS機器導入で結果が目に見えて表れたこと
で、ドライバー一人ひとり、そして業務担当者一
人ひとりの意識が、安全や省エネへ向いたことも
利点の一つだという。

朝日運輸株式会社は、石油化学製品などの危険物を、タンクローリー車により専
門的に輸送している。グループ会社5社と連携し、お客様はもちろん、社会のニー
ズに俊敏に対応する柔軟性と機動性を持つことを目指している。

朝日運輸株式会社

代表取締役
　  堀田  正二 氏

危険物を輸送しているからこそ徹底した安全管理を

右：堀田社長、左：中田氏

業務課
　  中田  浩司 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   調査役   岩崎   浩

朝日運輸株式会社朝日運輸株式会社朝日運輸株式会社
《愛知県名古屋市》

データ管理について説明する中田氏。
後右、堀田社長。左、LEVO担当者
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

　「エンジン回転数、スピード記録など、運行デー
タを毎日出し、月ごとにまとめています。そのデー
タを目視することで、ドライバー自身の安全や環境
に対する意識が今まで以上に高まりました。これま
での原油高もあり、意識が働いてコストダウンへも
つながっています。」と堀田さんは語る。
　データを分析することで、各ドライバーの傾向
も見えてきた。会議や講習会、点呼の時などに、
個人に合ったアドバイスを行っている。
　正確な機器故に、データ分析上での配慮が必要
だ。雨の日、雪の日など、鉄板の上でスリップし
てしまうこともある。データにはそれもペナルテ
ィと出てしまうので、分析上の判定では不可抗力
に分類しているそうだ。

◆同社だけにとどまらない
　業界全体のレベルアップを目指す
　さらに堀田さんは言葉をつづけた。

　「業界を発展させる補助金は非常に良い制度で
す。これから同業者にもっと浸透させてほしい。
そして業界全体のレベルを上げなければならない
と思います。」
　危険物を運んでいるからこそ、万全の態勢で管
理しなければならない。実にやりがいのある、誇
り高き仕事なのだ。
　同社は今後、全車両への導入を目指す。グルー
プ会社を含め、全社統一の安全管理へ向け検討中
だ。イニシャルコスト、ランニングコストは発生
するが、全体的なコストは削減できるし、全体像
が把握しやすくなる。
　メリットばかり伺ってきたが、デメリットはな
かったのだろうか。
　「申請書類の簡略化を希望します。」と堀田さん。
時間の猶予がなく、全車の写真など、準備の業務
が負担だったという。運送業界全体の発展のため
にも、この意見をありがたく頂戴する。

EMS機器導入後、省エネ・安全意識が向上 データはドライバー自身が毎日確認。
成績内容により担当者からアドバイスも

♠愛知県の名物
　愛知県には独自の食文化がある。取材先では、「手羽先」「ひ
つまぶし」「味噌煮込みうどん」などなど、数々の名物を推薦
していただいたが、今回は「喫茶店」に注目したい。
　全国的に名高い愛知県の「モーニング」。コーヒー１杯の
価格で、トーストやゆで卵、そしてなぜか柿の種系の米菓が
ついてくる。至れり尽くせりのこのサービス。最近ではバイ
キング形式のモーニング、朝だけではなく夕方まで注文でき
るモーニングなどもある。
　発祥については諸説あり、「製パン業者がもっとパンを売ろ
うと始めた」「商談客にサービスで出した」など、はっきりし
ていない。いずれにせよ、低価格で高サービスなのがうれしい。
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★ユーザー訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

輸送、配送、保管、情報管理などの物流サービ
スを、一貫して提供している日晶運輸株式会社。
旭川、釧路など道内に６カ所の営業所を持つ。
CNG車導入から３年。経緯を伺った。

代表取締役社長
　  橋場  　宏 氏

『G８北海道洞爺湖サミット2008』が追い風に。
環境問題をビジネスチャンスへ

左：髙田専務、中央：橋場社長、右：佐藤部長

専務取締役統括本部長
　  髙田  敏昭 氏

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　総務部   石崎   智彦

日晶運輸株式会社
《北海道北広島市》

　平成17年、日晶運輸㈱はCNG4t車を２台導入。
きっかけはクライアントからの要望だった。
　「北海道へ初出店する、コンビニエンスストアの
ファリミーマートが、環境に優しい車で配送をと
指定してきたので、応えました。」と橋場社長。
　その後、平成20年にはまとめて20台を導入。大
谷地営業所所有の80台中20台とは、ずいぶん思い
切った施策であると想像できる。

◆クライアントからの期待に応えたい
　それが大量導入へつながった
　コンビニエンスストアの物流を得意としている
同社。北海道内に1,000店を超える店舗展開をして
いる、コンビニエンスストアチェーン大手のセイ
コーマートグループが主クライアントである。物
流はセンター方式を採用しており、配送ルートが
確定しているため、走行距離の予測がしやすいと
いう背景があった。
　「大量導入の決め手は、何と言っても北海道洞爺
湖サミットですね。」と佐藤部長。
　平成20年７月に開催された、『Ｇ８北海道洞爺湖
サミット2008』へ参入しようとしていたクライア
ントから、地球に優しい物流へ替えていくという

姿勢を試された。
　そして燃料費の高騰。さらに、天然ガス自動車
北海道㈱の配慮で、大谷地充填所の営業時間が大
幅に延長されるという諸事情があり、決断に至っ
たのだという。
　佐藤部長は「これまで、インフラの整備が思う
ようにいかず、なかなかCNG車を導入できなかっ
たことも事実です。」と語ってくれた。

取締役部長
　  佐藤  潤一 氏  に聞く

社名は控えめに。両側のこの部分にのみ入れている
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

　ところが、利用していた充填所の営業時間が延
長。当初８時から17時だったのが８時から21時へ。
祝日は12時までの営業が15時30分までと、大幅に
改善された。正月も営業してほしいとお願いして
いるところだとか。24時間営業のコンビニエンス
ストアがクライアントである同社だからこそ、充
填所の営業時間の長短は死活問題なのだ。

◆ 導入前、業態に即したメリットを得られ
ると確信

　先に述べたとおり、コンビニエンスストアは24
時間営業。配送は朝方の３時・４時のこともある。
　「北海道は夏場など窓を開けて寝る人が多いの
で、外の音には敏感。導入前にはうるさいと苦情
を言われることもありました。」と橋場社長。
　CNG車のエンジン音が静かなことは、大きなメ
リットであった。
　そして燃費。当初、予想していた以上に良かっ
たという。往復300kmを超えるルートでは燃費が
半分になったこともある。
　デメリットはどんなことだろう。
　「ドライバーからは、車輌重量が重いので積載量が
減る、空車時でもディーゼル車より重いなどの意見が
ありました。ただし、重いことが凍結路面でも走りや
すいというメリットになっています。」と佐藤部長。
　これは北海道ならではのメリットと言える。地
域によってさまざまな意見があるのは、興味深い
ことである。
　当初、ドライバーからガス爆発するのではと心配さ
れたこともあったそうだ。その対処として、ドライバ
ーを厳選して乗車させた。もちろん爆発することは
ないと、各ドライバーへは説明し、納得してもらった
が、より優秀なドライバーを乗車させることで、運送

に関するドライバーの意識を上げることにもなった。
　また、気温が低いところだとエンジンのかかり
が悪いという意見も聞かれた。ドライバー自身が
何度も試すことで感覚を掴ませ、今は慣れたとい
う。こうしてデメリットを一つ一つ無くしていく
管理側の取り組みもすばらしい。

◆これからの物流
　これからの北海道
　コンビニエンスストアを利用しているお客様か
らの評判が良いそうだ。それはつまりクライアン
トの評価を上げることでもある。
　髙田専務は「コンビニエンスストアの配送には、い
ろいろな会社が入っているので、CNG車導入で、同業・
他社との差別化ができてよかったですね。」と語る。
　今後は、残りの60台を順次CNG車に入れ替え予定。
　「充填所の問題はありますね。それが整備されれ
ば、例え燃料が同じ価格でもCNG車の方が良いと
思っています。各方面へ、何度もお願いしていま
すが、実現するのは難しいかもしれないですね。」
と佐藤部長。今後、道南・帯広に各１カ所設置さ
れることを希望すると、ご意見をいただいた。
　『Ｇ８北海道洞爺湖サミット2008』で、運送業界
内も、一般の人々も環境に関心を持つようになっ
た。つまり、CNG車で走行している会社への注目
度も上がったということになる。
　同社ではEMS機器も導入し、環境問題、安全走
行について、ドライバーの意識を高めている。省
エネ法のCO２排出量も目標達成が確実だという。
　「最近、雪が降り始めるのが遅いのです。地球温
暖化を実感しています。」と橋場社長。環境問題は、
もはや地球人すべてで考えるべきこと。運送業界
全体の発展のためにも、避けては通れない問題だ。

データを前に説明する右：橋場社長、左：佐藤部長、中央：LEVO担当者 CNG車であることは、車体横と後ろでアピール
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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（明治通り新木場給油所） ●東京都江東区新砂町1-10-25

■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

発寒エコ・ステーション ●北海道札幌市西区発寒14条12丁目2-2

雁来（カリキ）エコ・ステーション ●北海道札幌市東区本町2条11-1

石狩エコ・ステーション ●北海道石狩市新港西1丁目765-1

永山エコ・ステーション ●北海道旭川市永山町10-54

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

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

卸町エコ・ステーション ●宮城県仙台市若林区卸町4-2

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

取手エコ・ステーション ●茨城県取手市井野32

牛久エコ・ステーション ●茨城県牛久市牛久町3300

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

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●栃木県宇都宮市越戸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

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字十二481

桐生ガスエコ・ステーション ●群馬県桐生市仲町3-6-32

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

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

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

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

浦和エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市桜区中島2-6-1

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

岩槻エコ・ステーション ●埼玉県さいたま市岩槻区本町4-3-3

エコ・ステーション川越 ●埼玉県川越市南台1-5-2

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

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

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5-4-40

所沢エコ・ステーション ●埼玉県所沢市東新井町1186-1

春日部エコ・ステーション ●埼玉県春日部市緑町4-7-34

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

深谷エコ・ステーション ●埼玉県深谷市大字折之口2022-1

日産ディーゼル上尾天然ガススタンド ●埼玉県上尾市向山584-1

上松輸送草加吉町エコ・ステーション ●埼玉県草加市吉町2-1-60

越谷エコ・ステーション ●埼玉県越谷市瓦曽根1-20-44

新座エコ・ステーション ●埼玉県新座市栗原3-11-23

久喜インターエコ・ステーション ●埼玉県久喜市江面1663-1

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

三郷インターエコ・ステーション ●埼玉県三郷市彦倉2-62

エコ・ステーション坂戸 ●埼玉県坂戸市千代田5-5-4

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

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

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

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉県千葉市若葉区桜木6-1-18

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

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

木更津エコ・ステーション ●千葉県木更津市畑沢1-2-26

松戸エコ・ステーション ●千葉県松戸市紙敷中内653

茂原エコ・ステーション（12A） ●千葉県茂原市茂原661

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

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3-2-7

柏第一エコ・ステーション ●千葉県柏市十余二249-60

沼南エコ・ステーション ●千葉県柏市大島田759-2

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

浦安エコ・ステーション ●千葉県浦安市千鳥12-5

袖ヶ浦エコ・ステーション ●千葉県袖ヶ浦市長浦580-264

永代橋エコ・ステーション ●東京都中央区新川1-29-14

南麻布エコ・ステーション ●東京都港区南麻布1-8-20

都庁天然ガススタンド（エコ・ステーション） ●東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下）

墨田エコ・ステーション ●東京都墨田区東墨田3-4-41

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

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

平和島エコ・ステーション ●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

京王エコ・ステーション永福町 ●東京都杉並区永福2-60-19

赤羽北エコ・ステーション ●東京都北区赤羽北2-24-1

千住天然ガススタンド ●東京都荒川区南千住3-28-1

板橋エコ・ステーション ●東京都板橋区新河岸2-1-18

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●東京都板橋区高島平6-1-1

練馬エコ・ステーション ●東京都練馬区谷原1-1-34

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

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

葛飾エコ・ステーション ●東京都葛飾区白鳥4-1-16

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

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

青梅ガスエコ・ステーション ●東京都青梅市末広町2-10

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

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

町田エコ・ステーション ●東京都町田市木曽東1-15-12

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

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

国立いずみエコ・ステーション ●東京都国立市泉2-1-15

東大和エコ・ステーション ●東京都東大和市仲原3-19-1

＊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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富士花の木エコ・ステーション ●静岡県富士市今泉字花の木646-1

エコ・ステーション掛川 ●静岡県掛川市長谷3-8-25

エコ・ステーション駿東 ●静岡県駿東郡長泉町下土狩375-1

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

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

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

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2-3-5

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

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

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

岡崎エコ・ステーション ●愛知県岡崎市錦町4-17

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

瀬戸エコ・ステーション ●愛知県瀬戸市南山口町86

エコ・ステーション春日井 ●愛知県春日井市鳥居松町4-147

刈谷エコ・ステーション ●愛知県刈谷市中手町3-712

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

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

豊栄エコ・ステーション ●愛知県豊田市鴛鴨町中原268-3

安城エコ・ステーション ●愛知県安城市東栄町横根畑59-96

西尾エコ・ステーション（ＬＣＮＧ） ●愛知県西尾市法光寺町流6-12

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

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

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

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

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

日進エコ・ステーション ●愛知県日進市梅森町西田面101-1

北名古屋エコ・ステーション ●愛知県北名古屋市鹿田字東村前79

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

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

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番地

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（ＬＣＮＧ） ●京都府福知山市字奥野部6-8

宇治エコ・ステーション ●京都府宇治市槇島町目川1974

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

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2-128-1

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

弁天町エコ・ステーション ●大阪府大阪市港区弁天2-12-2

船町エコ・ステーション ●大阪府大阪市大正区船町1-1-66

多摩エコ・ステーション ●東京都多摩市貝取1450

保谷エコ・ステーション ●東京都西東京市柳沢2-19-20

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

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

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19-3

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

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

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

久里浜エコ・ステーション ●神奈川県横須賀市内川新田1088-1

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

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

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

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

秦野エコ・ステーション ●神奈川県秦野市曽屋965-1

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

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4887

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

甲府エコ・ステーション ●山梨県甲府市飯田3-2-34

富士急ハイランドエコ・ステーション ●山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663

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

北　陸

赤道エコ・ステーション ●新潟県新潟市東区鴎島町6

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

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

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

柏崎松美エコ・ステーション ●新潟県柏崎市松美2-5-5

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

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

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

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

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（ＬＣＮＧ） ●石川県小松市園町へ30番地

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（ＬＣＮＧ） ●福井県敦賀市津内町1-14-2

東　海

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

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・ステーション富士 ●静岡県富士市伝法宇中村3201-1
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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

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

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

江波エコ・ステーション ●広島県広島市中区江波西1-24-59

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

出島エコ・ステーション ●広島県広島市南区出島1-32-44

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

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

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

海田エコ・ステーション ●広島県安芸郡海田町栄町6-3

四　国

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（ＬＣＮＧ） ●愛媛県松山市空港通5-11-4

今治エコ・ステーション（ＬＣＮＧ） ●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1-10-20

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

山王エコ・ステーション ●福岡県福岡市博多区東光寺町1-2-27

天神エコ・ステーション ●福岡県福岡市中央区那の津2-46

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

東港エコ・ステーション ●福岡県北九州市小倉北区東港1-5-2

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

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

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5-12-10

苅田エコ・ステーション ●福岡県京都郡苅田町苅田3787-65

唐津エコ・ステーション ●佐賀県唐津市神田2329

鳥栖ガスエコ・ステーション ●佐賀県鳥栖市藤木町2073-2

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

本荘エコ・ステーション ●熊本県熊本市本荘5-14-18

ストーク大分エコ・ステーション ●大分県大分市大字三佐1032-2

谷山エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市南栄3-25

新栄エコ・ステーション ●鹿児島県鹿児島市新栄町22-1

阿久根エコ・ステーション ●鹿児島県阿久根氏晴海町6-1

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

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

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

巽エコ・ステーション ●大阪府大阪市生野区巽東2-8-36

森之宮天然ガス充填スタンド ●大阪府大阪市城東区森之宮1-6-102

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

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

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

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

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

ＡＰ泉北エコ・ステーション ●大阪府堺市南区若松台3-2-3

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

宇佐美豊中エコ・ステーション ●大阪府豊中市箕輪2-3-1

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

泉大津天然ガススタンド ●大阪府泉大津市新港町1-32

高槻天然ガススタンド ●大阪府高槻市西冠3-38

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

枚方CNGエコ・ステーション ●大阪府枚方市出屋敷西町1-13-1

茨木エコ・ステーション ●大阪府茨木市三咲町5-17

北大阪流通業務団地充填所（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

八尾エコ・ステーション ●大阪府八尾市服部川1-65

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1-9

寝屋川エコ・ステーション ●大阪府寝屋川市大成町12-2

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

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3-71

中環長田エコ・ステーション ●大阪府東大阪市七軒家1-19

東大阪エコ・ステーション ●大阪府東大阪市今米2-9-49

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

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

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255-1

尼崎東エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市次屋3-3-15

尼崎エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市元浜町1-95

Good尼崎南エコ・ステーション ●兵庫県尼崎市大高洲町3

西明石エコ・ステーション ●兵庫県明石市小久保1-6-3

西宮マリ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

西宮インターエコ・ステーション ●兵庫県西宮市今津出在家町10-71

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

※CNGスタンドの詳しい情報については、㈳日本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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◆ 連 載 ⑱ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆輸送用バイオ燃料政策に関する新たな動き
　石油など化石燃料の代替資源として期待さ
れたバイオ燃料だが、トウモロコシや小麦な
ど穀物類を原料とするバイオ燃料生産量の急
増により食糧価格が高騰するなど、食糧との
競合が懸念されている。
　その一方で、麦わらや雑草、廃材等の食糧
以外の原料から作られ、環境を破壊せず食糧
原料とも競合しない、いわゆる「第二世代バ
イオ燃料」の研究開発も進みつつあり、これ
までのバイオ燃料普及策の見直しを求める動
きが出始めている。

【「第二世代バイオ燃料」への欧州の期待】
　2008年１月、欧州委員会（EC）は、2020年
における欧州全体での最終エネルギー消費量
の20％、および各国の運輸部門における同消
費量の10％を再生可能エネルギーとすること
を義務づける指令案を提案し、法制化に向け
た検討を進めている。
　さらに、欧州議会※１産業委員会は同年９月、
2020年の道路輸送部門における再生可能エネ
ルギーの割合を10％とし、かつ、少なくとも
そのうち40％、すなわち道路輸送用燃料全体
のうち４％は、食糧を原料としないバイオ燃
料、電力または水素とする修正提案を発表し
た。委員会は、2015年における道路輸送部門
における再生可能エネルギー割合を５％とす
る中間目標も提案しており、少なくとも１％
については食糧生産と競合しない、再生可能
資源からの電力や水素、リグノセルロース系
バイオマス※２、藻類からのバイオガスまたは
輸送用燃料とするとしている。
　委員会はまた、これまで重視されていなか
った、地域コミュニティの土地利用権の尊重
や、すべての労働者に対する公正な報酬とい
う、社会的な持続可能性に関する評価基準に
ついても含めることとしている。これらは、
食糧を原料とするバイオ燃料生産による、小
農民や先住民からの土地の搾取、労働者の虐
待、森林や生物多様性の破壊など、持続可能
性に対する懸念が背景となっている。

※１　 欧州連合（EU）の議会であり、EUの活動に対して
民主的なコントロールを行うことを目的として設置
されている。

※２　 植物や木材の主要構成成分を原料とするバイオマス
で、代表的なものには、木材、稲わら、パルプや古
紙などが挙げられる。

【持続可能な社会構築か・不公正な貿易障壁か】
　こうした流れの中で、世界最大のバイオデ
ィーゼル消費国であるドイツ政府が、各国の
再生可能エネルギーの数値目標に換算できる

「持続可能なバイオ燃料」のリストから大豆と

パームオイルを原料とするバイオディーゼル
を除外する動きがあり、これによってバイオ
ディーゼルの輸出国であるマレーシアが打撃
をこうむることになる。
　このような動きは今後も加速することが考
えられ、パームオイルなどのバイオ燃料生産
に利用できる未開発耕作可能地のストックを
多くもち、バイオ燃料生産促進を開発政策の
重要な柱としている途上国は、「EUが法制化
しようとしている持続可能なバイオ燃料政策
に関する内容は、不公正な貿易障壁だ」とし
て反発しており、世界貿易機関（WTO）への
提訴も辞さない構えを見せている。

“AMFI Newsletter October 2008, issue No.4” IEA AMF
http://www.iea-amf.vtt.fi /news/amfi newsletter2008_4october.pdf

“More sustainable energy in road transport targets” Press release from 
European Parliament, September 11, 2008

などから抄訳、編集

◆食糧生産と競合しない“代替”バイオ燃料
　インドネシアでは、国内各地で地域住民に
よって運営される合計100万ヘクタールのサト
ウヤシ混合樹林地から、バイオ燃料を生産す
るプロジェクト「エコ・インテグレーション」
が2008年11月から始まり、これによってオラ
ンダのガス・電力需要の半年分に相当するエ
ネルギーがまかなえる計画である。
　サトウヤシの木は熱帯雨林や農地に手を加
えることなく、荒廃地に他の種類の灌木類と
ともに植えられ、採取された樹液は発酵過程
を経て、最終的にはエタノールが生産される。
このプロジェクトではエタノールを生産する
だけでなく、オランダのロッテルダム港への
輸出・輸送のシステムも確立される予定で、
プロジェクトの責任者は３億ユーロ※３の資金
を市場から調達し、インドネシアのほかコロ
ンビアやタンザニアのサトウヤシ樹林にも資
金提供を行う。
　最近、バイオ燃料と食糧との競合が取りざ
たされているが、このプロジェクトでは、サ
トウヤシを竹、バニラ、バナナなど他の栽培
作物と混合植林することで、農地にならない
浸食土壌でも栽培できるため、こうした問題
は避けられるという。また、サトウヤシは多
くの水や肥料を必要とせず、サトウキビの６
倍の生産性であるとされている。

※３　１ユーロ約124円で約372億円換算

“AMFI Newsletter October 2008, issue No.4” IEA AMF
http://www.iea-amf.vtt.fi /news/amfi newsletter2008_4october.pdf

“iNS/news/net”
http://www.insnet.org/ins_headlines.rxml?id=24901&photo=

などから抄訳、編集
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１  イタリア時間
　今回は、目的地への移動はすべて貸し切りバス
を利用しており、上記各社との面談の成否は、ひ
とえにバスの運転手さんの力量（=到着時間）に
かかっておりました。（参加者は、毎朝午前６時起
床、朝食後、８時よりバスで移動を開始しています）
　ところが、連日、目的地に接近はするものの、
玄関口に到着するまでに、何回か訪問先との直接
連絡を要し（写真１）、１時間前後は、予定時間を
経過して現地に到着することが続きました。
　運転手さんの名誉のために付け加えますと、部
品メーカーでは、工業団地内にあり迷路状態、また、

「プールを目当てに」といわれ、運動競技場の「プ
ール」近くを目指しましたが、実際は、本社ビル
の入口にある、小さな「水を張ったスペース」の
ことだったり、難航する原因はありました。
　ここからが本題なのですが、上記事情にもかか
わらず、各社のご担当の皆様が全員、にこやかに
お出迎えいただき、厭味の一言もなく気持ちよく、
会議が無事にスタート、終了できたことが新鮮な
驚きとなっています。（もちろん運行状況等は、ガ
イドさんより都度訪問先に連絡済なのでしょうが）
この対応等を見て、私自身も「余裕を持った」仕
事の時間配分等、大いに見習わなくてはいけない
と反省いたしました。

２  駐車空きスペース争奪戦（ミラノにて）
　下の写真をご覧ください（写真２）。道の両側が、
乗用車で完全に占領されております。
　ミラノは、歴史のある都市で、歴史遺跡の調査
等もあり、容易に新しいビル建設が進まず、駐車
場スペースも確保困難な状況で、結果「路上駐車」
となっているとのことです。

北 イ タ リ ア 見 聞 録

　筆者は、昨年11月2日㈰より9日㈰まで、正味1週間の天然ガス自動車フォーラム「イタリア調査団」に参加す
る機会を与えられました。
　本調査は、日本の10倍以上となる45万台もの天然ガス自動車が普及し、今なお増加を続けているイタリアに
ついて、最近の開発、導入状況、普及施策などについて調査を行ったものです。
　訪問地は、北イタリア各都市（ミラノ、トリノ、ボルツアーノ）で、天然ガス自動車に関し、自動車メーカー、
部品メーカー、天然ガス供給会社、公共交通運営会社を訪問、さらにボルツアーノ市当局の環境対策、地元企業
による小型天然ガス充填機普及の取組状況等についてヒアリング、見学をおこないました。
　なお、最終日は、水の都ベネツィアを経由、帰国の途につきました。
　本調査団の報告書は、現在作成中であり、近日中に完成する予定となっていますが、本稿では、報告書項目外
の北イタリアの出来事、感想をご報告したいと思います。

写真１  携帯電話で目的地照会中 写真２  両サイド駐車で埋め尽くし
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　もちろん、駐車には地元住民用の駐車許可シー
ル等が必要ですが、環境にやさしい「天然ガス自
動車」は、フリーパスだそうです。
　このような状況ですと、駐車スペースの効率的
な使用、狭い路地の曲がり角におけるドライバー
テクニック等は、「かなり上級」なものが要求され
ますね。
　前述の「大型」貸し切りバスの運転手さんは、
大型バスの左折で、駐車中の車があったため、「不
可能、あきらめるか」という状況で、実に１cm程
度の間隔で見事脱出。また遅刻の原因かと心配し
た全員より拍手をあびました。

３  職務ルール
　某社においては、入館時にパスポートの提出、
退館時返却とのルールがありましたが、入館人数
11名中１名がパスポートをバス内に置いてきてし
まったという事態が発生（バスは、既に離れた駐
車場へ移動済み）。

　受付に事情を話して（写真３）、特別扱いをお願
いししましたが、結果は「ノー」で、結局、10名
は入館し会議開始、１名はバスまで取りに行くこ
ととなりました。
　「情報管理」等機器管理対策は、全世界共通、時
代の流れでしょうか？

４  地下鉄内にて
　「ミラノに行ったら、ドゥオーモ広場は必見」と
のすすめもあり、調査終了後ホテルより地下鉄で
現地まで出かけました。
　右上の写真（写真４）が、乗り合わせた地下鉄
内部ですが、芸術的な「落書き」（消してない！！

もちろんきれいな車内の車両もありますが）が目
立ち、また、到着駅の案内放送もないため、完全
に「自力解決」となります。
　日本の交通機関は至れり尽くせりですね。

５  洪水対策
　最後の訪問地「水の都」ベネツィアでは、「サン
マルコ広場の寺院、宮殿等は必見」とのことで、
立ち寄りましたが、下の写真の手前の「台」（写真
５）は何のためにあるかおわかりでしょうか？そ
うです。これは増水、冠水した時の観光客用の通
路となる「台」だそうです。運河が道路、交通手
段が水上バス、ボート、ゴンドラでは、この台は
観光客向けには必需品とのことでした。

（文責：総務部   末廣   豊仁）

写真３  受付風景

写真４  地下鉄車内

写真５  サンマルコ広場と非常用の踏み台
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冬の彩り　冬は雪、白色の世界が定番ですね。今回は都会
で「白色の世界」を求めてみました。登場するのは、①本物
の雪の世界（昨年2月に降った雪、駆け付けるまでがひと苦
労でしたが）、②昨年末、イルミネーションで飾った「白色
の世界」、③輝く日光が作り出す「反射」の白色の世界です。
他にも探せば、都会でもいろいろ発見できるでしょうね。

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

▲新宿御苑にて

▲新宿駅南口　サザンテラスより

▲新宿駅南口　サザンテラスより

▲新宿御苑にて、ツバキの葉の輝き


