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平成20年度第２回評議員会及び理事会の開催

　平成21年３月27日㈮、東京都新宿区四谷２丁目
の㈶運輸低公害車普及機構６階会議室において、
平成20年度第２回評議員会及び理事会が開催され
ました。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。
　なお、審議に先立ち、来賓として国土交通省自
動車交通局技術安全部の矢作環境課長よりご挨拶
がありました。

（1）理事および監事の選任について
　　�　任期満了に伴う理事及び監事の皆様の再任
について承認されました。

（2）役員の選任について
　　�　会長：寺嶋氏、理事長：上田氏、常務理事：
髙橋氏の再任についてそれぞれ承認されました。

（3）評議員の選任について
　　�　吉川評議員、齋藤評議員及び和田評議員の
辞任に伴い、大住氏、堀内氏及び高橋氏の新任、
また、その他の評議員の方々の再任について
承認されました。

（4）平成21年度事業計画及び予算案について
　　�　提案された事業計画及び予算案について承
認されました。

（5）長期借入金枠について
　　�　提案された長期借入金枠について承認され
ました。

理事会

評議員会

会　　長 寺嶋　　潔 財団法人運輸低公害車普及機構
理 事 長 上田　信一 財団法人運輸低公害車普及機構
常務理事 高橋　榮一 財団法人運輸低公害車普及機構
理　　事 佐野　弘明 日本通運株式会社取締役常務執行役員

小西　規夫 三菱ガス化学株式会社執行役員
瀬戸　　薫 ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長
田口義嘉壽 西濃運輸株式会社代表取締役会長
小丸　成洋 福山通運株式会社代表取締役社長
石井　健児 社団法人全日本トラック協会理事長
藤井　章治 社団法人日本バス協会理事長
高橋　晴樹 社団法人日本ガス協会副会長・専務理事
辻尾　敏明 佐川急便株式会社代表取締役専務

監　　事 高品　　敏 高品公認会計士事務所公認会計士
大西　　德 元日本トラック興業株式会社常務取締役

評 議 員 大住　一仁 大阪府環境農林水産部環境政策監
中西英一郎 社団法人全日本トラック協会会長
星野　良三 社団法人東京都トラック協会会長
小笠原和俊 社団法人愛知県トラック協会会長
大和　健司 社団法人大阪府トラック協会会長
堀内光一郎 社団法人日本バス協会会長
高橋　久男 センコー株式会社専務執行役員
二又　大榮 久留米運送株式会社代表取締役社長
小西　揚介 トナミ運輸株式会社取締役相談役
藤方　　大 王子運送株式会社専務取締役
鈴木謙一郎 信越化学工業株式会社塩ビ事業本部化成品部長
深尾　邦彦 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
川越　弘三 株式会社三井住友銀行日比谷法人営業第一部長
井内　克之 株式会社みずほ銀行四谷支店長
伊藤　献一 NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター理事長
大聖　泰弘 早稲田大学大学院創造理工学研究科教授

選任役員及び評議員
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新規事業　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
　LEVOは、平成20年９月１日より「エコドライ
ブ総合診断事業」を試行的に開始しました。本事
業は、運送事業者等における自動車の運行実態お
よび使用実態等を調査することにより、期待され
る燃費改善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
手法を具体的に提案することを目的とします。

◆平成20年度の成果について
　平成20年度は、４事業者の診断を実施しました。
以下に各事業者の紹介と診断結果を示します。
Ａ事業者
　Ａ事業者は、平成18年からEMS用機器を導入し
エコドライブに積極的に取り組んでおり、これま
でに約10％の燃費改善がありました。診断は、印
刷物や空調ダンパーを配送する２トン車および家
電製品を配送する４トン車について実施しました。
診断の結果、いずれの車両も「早めのシフトアッ
プで緩やかな加速」や「経済速度で走行」など５
項目について改善の余地があり、２トン車で最大
5.7％、４トン車で最大6.9％の燃費改善が期待され
ることが分かりました。
Ｂ事業者
　Ｂ事業者は、平成15年からEMS用機器を導入し
燃費改善に取り組んでおり、このところ頭打ち感
がありました。また、荷主からも燃費の改善が期
待されていました。診断は、自動車部品を工場か
らコンテナヤード（港）まで輸送する大型トラク
タについて実施しました。診断の結果、「早めのシ
フトアップで緩やかな加速」や「燃料搭載量の最
適化」など６項目について改善の余地があり、最
大で6.6％の燃費改善が期待されることが分かりま
した。
Ｃ事業者
　Ｃ事業者は、EMSをまだ実施していませんが、
エコドライブの効果に大変興味があり診断を受け
られました。診断は、家電製品を配送センターか
ら小売店舗に配送する４トン車について実施しま
した。診断の結果、「早めのシフトアップで緩やか
な加速」、「導風板の装着」など６項目について改

善の余地があり、最大11.6％の燃費改善が期待さ
れることが分かりました。
Ｄ事業者
　Ｄ事業者は、平成20年11月にEMS用機器を導入
したばかりです。これから本格的にエコドライブ
に取り組むにあたって、ポイントになる部分を明
確にするために診断を受けられました。診断は、
大型観光バスについて実施しました。現在、デー
タの解析中です。

事業者 診断車両
期待される
燃費改善効果

(%)

これまでの
エコドライブの
取り組み状況

A
2トン車 5.7 H18  EMS導入

燃費改善：10%4トン車 6.9
B 大型トラクタ 6.6 H15  EMS導入
C 4トン車 11.6 EMS未導入
D 大型観光バス 解析中 H20  EMS導入

◆診断を受けた事業者の声
・当初想定した以上に詳細に分析がされている。
・�診断に基づいてエコドライブを実践する車両と
そうでない車両で燃費の比較をしてみたい。
・現場の実態がわかって非常に有益であった。
・�PDCA（Plan・Do・Check・Act）のサイクルを回
すように現場には指導しているが、具体的な実行
内容まで踏み込めないでいた。このような定量的
評価ができると、PDCAが回しやすくなる。
・�比較的運転技能の優れたドライバーが診断を受け
たが、まだ改善の余地があることがわかり、この
ような具体的な診断結果を他のドライバーにも展
開できる。さらなる社内の活性化に活用できる。

◆平成21年度の事業展開について
　以上のように、エコドライブ総合診断を受けた事
業者から好評を得たため、平成21年度より事業の本
格展開を図ります。平成21年度エコドライブ総合診
断事業の詳しい内容はLEVOホームページに掲載さ
れていますので、そちらをご参照ください。多数の
皆様のお申し込みをお待ちしております。

http://www.levo.or.jp/shindan/index.html

◇◆ 平成20年度（初年度）の成果報告 ◆◇
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平成21年度低公害車普及促進補助制度の概要

1. 国の補助制度
　低公害車導入に対する国の補助制度は、車両の種別により従来、国土交通省と経済産業省および環境省の
制度が利用できました。しかし、今年度から事業用車両（緑ナンバー）は国土交通省、自家用車両（白ナン
バー）は経済産業省と区分され、環境省の低燃費トラックも自家用（白ナンバー）のみとなりました。

2. 国土交通省の貨物自動車運送事業用低公害車の補助制度
（1）対象車両と主な要件

対象車両 車両要件 協調補助 年度内導入台数
CNGトラック

（軽貨物車も対象）
自動車検査証に可燃性天然ガスであることが記載
されていること。（バイフューエル車も含む）

導入する車両の『使
用の本拠の位置』を
有する地方自治体等
の補助金または助
成金を受けているこ
と。

年度内に3台以上導
入（ただし、次世代
自動車導入加速モ
デル事業の対象車

（*1）、中小企業者向
けの特例該当事業者

（*2）は1台から導入
可能）

優良ハイブリッドトラック
（軽貨物車も対象）

自動車検査証にハイブリッド自動車の旨の記載が
あること。

低燃費トラック 架装前の最大積載量が4トン以上で、上3桁の型
式番号が「BKG」、「PKG」の車両。

LPGトラック 型式指定があります。
クリーンディーゼルトラック ポスト新長期規制適合車であること。
電気自動車トラック 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外

部から充電する機能を備えていること。

*1　 次世代自動車導入加速モデル事業とは、国が21年度に創設した事業で、CNG車やハイブリッドトラックなどの次世代自動
車の導入に積極的に取り組む地域について、国が地方公共団体、運送事業者などの協議会に対して支援する事業です。

*2　 中小企業者向け特例は、グリーン経営認証登録済み、Ｇマーク認定済み、ISO9001/14001認証を受けている事業者は該
当します。（1台から利用可能）

（2）補助対象事業者（申請者）
　従来と同様に、一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自動車リース事業者及びこれら
に準ずるものとして大臣が認定した事業者が対象となります。

（3）補助金額等

補助対象車両 補助金交付金額算定区分
（架装前の車両総重量により以下の区分毎に補助金額が決まっています）

改造費又は差額
（カッコ内は補助上限額）

CNGトラック（新車） 軽自動車 最大積載量 200kg以下 640千円 （ 320千円）
200kg超 880千円 （ 440千円）

車両総重量 2.5トン以下 1,040千円 （ 520千円）
2.5トン超3.5トン以下 1,850千円 （ 925千円）
3.5トン超 最大積載量 4トン未満 980千円 （ 490千円）

4トン以上 3,200千円 （1,600千円）
使用過程車のCNG改造車 改造費の1/3 最大積載量 4トン未満 980千円 （ 326千円）

4トン以上 3,200千円 （1,066千円）
優良ハイブリッドトラック 最大積載量 4トン未満（含軽自動車） 980千円 （ 490千円）

4トン以上 2,750千円 （1,375千円）
低燃費トラック 型式番号上3桁がBKG、

PKG
最大積載量 4トン以上8トン未満 200千円 （ 100千円）

8トン以上 400千円 （ 200千円）
LPGトラック *1  型式指定有り 230千円 （ 115千円）

*2  型式指定有り 450千円 （ 225千円）
クリーンディーゼルトラック 個別判断
電気自動車トラック 個別判断

*1　基本型式番号：NGB-TRY231,NGB-TRY281
*2　基本型式番号：NBG-BZU300,NBG-BZU340,NBG-BZU300A,NBG-BZU300M,NBG-BZU340M,NBG-BZU300X

（注意事項）① 次世代自動車導入加速モデル事業の対象車は、「次世代自動車導入加速協議会」が認めたものとなります。
　　　　　 ② これまでCNG車普及促進モデル事業として指定されていた地域については、対象車種の拡充等により新たに次

世代自動車導入加速モデル地域として申請するか、もしくはCNG車普及促進モデル地域として期間を延長する
かによりますが、4月1日現在、全国10エリアのモデル事業が存続します。

　　　　　 ③車両区分によることが適当でない車両については、別途定められます。（早めにご連絡下さい）
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（4）補助金申請の受付の流れ
　事業用トラック（緑ナンバー）の低公害車普及を積極的に支援するため、国（国土交通省）以外に地方自
治体、トラック協会及び全国通運連盟では、低公害車を導入する際に利用できる補助制度・助成制度を設け
ています。申請の流れは以下のとおりになります。

（5）申請期限
　実績申請…７月31日までに車両登録、登録後30日以内に申請書運輸局必着
　通常申請…７月31日までに申請書運輸局必着
　次世代自動車導入加速モデル事業…該当車両の申請は平成22年２月12日までです。
　及びCNG車普及促進モデル事業

補助制度：経済産業省　申請先：一般社団法人  都市ガス振興センター
【新設】
①�天然ガス小型充填設備（昇圧供給装置）
　�　特別な資格や届出等は不要でどなたでも使用できる小型の充填設備です。現在、
日本では１時間あたり2.3～8.0m3の充填能力の装置が使われています。

　・補助率；機器費、工事費等の1/2
②天然ガス急速充填設備
　�　急速充填設備には、設置者またはその構成員等が
使用する標準型燃料供給設備と、設置者と利用契約
を締結した利用者が使用する物流拠点型燃料供給設
備があります。
　ア．標準型燃料供給設備
　　・�補助率；機器費、工事費等の1/2。ただし、塵芥車、

路線バスは2/3
　イ．物流拠点型燃料供給設備
　　・�補助率；機器費、工事費等の1/2。ただし、塵芥車、

路線バスは2/3
　　・�今回、年間の最低供給量の規制が緩和され、営業開始翌々年度に概ね年間10万m3の供給量があるまた

は見込まれることが条件となりました。
【増設】
　増設した燃料供給設備も、年間の最低供給量の規制が緩和され、増設した翌々年度に概ね年間10万m3の供
給量があるまたは見込まれることが条件となりました。
　・�補助率；機器費、工事費等の1/2。ただし、塵芥車、路線バスは2/3

国土交通省

補助申請の受付の流れ

地方運輸局
㈶運輸低公害車
普及機構（LEVO）

㈳全日本
トラック協会

都道府県
トラック協会

地方自治体 ㈳全国通運連盟 地区連盟

トラック事業者
（トラック協会非会員）

トラック事業者
（トラック協会会員）

通運事業者

申請者

CNG車用天然ガススタンドの補助制度の紹介
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低公害車普及部だより

　LEVOのブースでは、映像コーナー、パネル、パンフレットコーナー、
相談コーナーを設け、地球環境対策として当機構が行っている低公害車
及びEMS（エコドライブ管理システム）の普及活動、エコドライブ総合
診断事業等について紹介しました。
　映像コーナーでは、「排出ガスCO２対策編」（15分）、「低公害車普及編」（10分）をナレーター付きで放映
しました。映像によるプレゼンテーションは、今回始めての試みでしたが、LEVOのイメージアップに大き
な効果を発揮しました。
　映像の効果もあり多数の来場者が訪れ、厳しいご意見や専門的なご質問等をいただき、改めて地球環境対
策における低公害車の導入やEMS等の普及の果たす役割が重要であることを認識するところとなりました。

第33回地球環境とエネルギーの調和展「ENEX2009」に出展しました。
　「省エネ、新エネ、環境技術が未来を変える－低炭素社会実現にむけて、活かすビジネス、変わるくらし－」
をテーマに㈶省エネルギーセンター主催の「ENEX2009」が東京と大阪で開催され、LEVOは、両会場に出
展しました。

場　所 日　時 出展者数 来場者数
東京：ビッグサイト 2月10日㈫～12日㈭ 128団体 47,992名

大阪：インテックス大阪 2月19日㈭～21日㈯ 46団体 23,673名

ＥＭＳ機器導入事業者への実態調査の実施
　EMS機器導入事業については、各運転者が計画
的かつ継続的にエコドライブを実施するとともに、
管理者等がその運行状況を見て、更にエコドライ
ブが進展するよう運転者を適切に指導することが
大切です。このため、EMS機器を導入して頂いて
いる運送事業者様の営業所等において、機器の設
置状況、運転者のエコドライブ実施状況、管理者
の運転者指導状況について実態を調査しました。
　調査事業所は、EMS機器導入７区域の導入事業
者から任意に選定しました。
　調査結果の概要は以下のとおりで、エコドライ
ブの実施状況を運転者の評価点として扱っている

事業所も見られました。LEVOからは、特にドラ
イブレコーダー付きEMS機器導入事業者に対し、
管理者等が運転者を指導した際は、指導事項欄に
指導内容を記述しておく旨指導を行いました。

（参考：EMS機器導入状況と燃費改善率）

年度 導入事業所数 導入機器台数 燃費改善率

平成17年度 143 4,498台 7.5%

平成18年度 1,296 24,604台 8.3%

平成19年度 1,419 23,217台 8.6%

平成20年度 1,703 26,928台 －

東京会場

【調査日】平成20年11月～平成21年2月 【調査実施事業所】14事業所
【調査結果】　□内の数値は事業者数
① EMS機器

の状況
◆普通EMS機器 ₇
◆ドライブレコーダー付きEMS機器 ₇

④ 事業者
　の意見

◆ 運転者が機器（カメラ）に常に見られている
ことから、運転者の省エネ意識が変わった。
₂

◆ GPS、音声警報などの採用により機器の能
力が上がり運転者の評価が高い。₂

◆ エコドライブの実施でタイヤの減り具合が少
なくなった。₂

◆運転者にとって厳しい装置である。

② 運転者指導
の状況等

◆乗務後毎日実施 �
◆月1回の会議時に実施 ₁
◇画像を運転者に見せて指導 ₅
◆ エコドライブ、無事故を点数化して運転者報

奨金制度を創設 ₂
◆上記点数を事業所に掲示した事業所 ₂

③ 燃費改善
　状況

◆3％以下 ₅　　◆6～9％ ₃
◆4～5％ ₆

⑤要望等 ◆申請書類を簡素化してほしい。　◆新車に適用してほしい。
◆現下の経済状況の中、1/3の補助率を1/2にしてほしい。　等々

※ ◇マークは、ドライブレコーダ付きEMS機器導入7事業所における状況。
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連載　LEVOの国際協力活動

第2回  自動車用先進燃料  実施協定（AMF）の概要

　前号から始まった連載「LEVOの国際協力活動」では、LEVOが政府指定機関として参加している国際エネルギー機
関（IEA）の「自動車用先進燃料実施協定（AMF）」の活動から得られた成果や低公害車普及等に関する最新のトピッ
クス等を紹介していきます。
　第2回となる今回は、AMFの概要をご紹介します。

◆AMFの発足と経緯◆
　LEVOが参加している「自動車用先進燃料実施
協定（Implementing�Agreement�on�Advanced�
Motor�Fuels（以下、AMFという）」は、1984年
５月に米国、カナダ、スウェーデン及びニュージ
ーランドの４カ国が、自動車燃料用のアルコール
の共同研究を行うため「自動車燃料としてのア
ルコール及び混合アルコールに関する研究開発
及びデモンストレーション計画の実施協定」を締
結したのが始まりです。その後、1989年11月のロ
ーマでの第11回執行委員会で「自動車用代替燃料
実施協定」に名称が変わり、さらに、「代替燃料」
のみならずこれを含む「先進燃料」にまで研究対
象を広げるために、1998年10月に東京で行われた
執行委員会で「自動車用先進燃料実施協定」に名
称が変わり、現在に至っています。

◆AMFの参加国◆
　この協定の目的は、自動車用の先進燃料に関す
る技術開発を進めることと、効率的な研究開発に
向け、複数の国による類似の研究開発を避けるこ
とを、国際協力によって実現することです。
　2009年２月現在の参加国は、オーストリア、カ
ナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、
イタリア、日本、スペイン、スウェーデン、スイス、
タイ、英国及び米国の14カ国で、オーストリアは
2008年１月、タイは同年６月、そして中国は同年
７月に正式メンバーとして承認されたばかりで
す。
　日本は、LEVO及び新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO）の２機関が政府指定機関と
なっており、LEVOは1996年から参加して具体的
な活動を行っています。

◆活動中のアネックス◆
　前号で紹介したように、実施協定での具体的な
研究活動は、執行委員会の下におかれる「アネッ
クス」で行われます。各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、研究費用を分担することで開始、実行されま
す。
　AMFではこれまでに31のアネックスが終了し、
それぞれ大きな成果を上げています。2009年３月
現在では、以下の６つのアネックスが活動中で
す。
アネックス28：AMFに関する情報提供
アネックス33：二輪車から排出されるナノ粒子
アネックス34：バイオディーゼルに関する調査
アネックス35：自動車用燃料としてのエタノール
アネックス36：エタノールの排出ガス計測技術
アネックス37：バスに関する代替燃料技術
　LEVOはこの中で、アネックス28、アネックス
35、及びアネックス37に参加し、積極的に活動し
ています。

　次回からは、これまでに終了したアネックスの
内容と成果について、詳しく紹介します。

【参考：IEA-AMF公式ホームページ（すべて英語）】

トップページ：http://www.iea-amf.vtt.fi /

設立経緯：http://www.iea-amf.vtt.fi /2activities.html

参加国：http://www.iea-amf.vtt.fi /5participants.html

活動中のアネックス：http://www.iea-amf.vtt.fi /7annex.html
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★ユーザー訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

本社機能を熊谷に置き、秩父、深谷、高崎で営業展
開している協同貨物自動車株式会社。同社が扱うの
は、梱包していないセメント関連製品。EMS導入
について話を伺った。

協同貨物自動車株式会社

代表取締役社長
　浅見  禄郎 氏

データによる客観的な評価でドライバーの向上心がアップ

取締役
　山中  恒雄 氏

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   倉田   武彦

協同貨物自動車株式会社協同貨物自動車株式会社協同貨物自動車株式会社

営業部
　斉藤  正己 氏  に聞く

左：山中取締役　中央：浅見社長　右：斉藤氏

　「導入のきっかけは経費の節減でした。」と浅見
社長。
　山中取締役が「従来のタコグラフでは管理しきれ
ない部分を把握したかったのです。」と、話をつなぐ。
　以前、使用していたタコメーターは回転数チェ
ックのみ。同社では燃料費率が高いので何か手を
打ちたいと、平成13年頃から検討を始めたのだそ
うだ。補助金が出ることもあり、導入を決定した。

◆驚きの実施省エネ率
　その取り組みとは
　同社がEMSを導入した平成19年。省エネ率の実
績は、秩父営業所11.7％、深谷営業所10.6％、高崎
営業所9.5％の高水準であった。LEVOのEMS普及
事業は平成17～20年で、累計で4,561事業者、車載
器取付台数の合計約８万台が導入。燃費の改善実
績平均は、17年度7.5％、18年度8.3％、19年度は8.6
％だ。この数字から見ても、かなりの好成績。一般
論として、導入直後には高い効果が得られるとい
うことを差し引いて考えても、評価に値するだろ
う。どのような取り組みなのか、ぜひ教えていただ
きたいと話を向けると、浅見社長は「極めて当り前
のことをしただけ。導入以前は、その当たり前をし
ていなかったのです。」と謙遜された。ドライバー

へはどのような指導をしているのだろうか。
　「点呼時には、エコドライブを心がけるよう、話
をしています」と山中取締役。さらに、燃費のラン
キングを発表。ドライバー間の向上心・ライバル心
をあおった。データによる客観的な評価は、それま
でドライバーが利己的に分析していた自身のドライ
ビングを、他人の目から見ても良い運転なのかとい
う俯瞰的な意識をも生み出したという。
　「特に、ランキングを貼り出してからドライバー
の意識が変わりましたね」と斉藤さん。
　昨年は燃料費価格が高騰したこともあり、意識が

左：山中取締役、中：データについて説明する斉藤氏、右：LEVO担当者

《埼玉県熊谷市》
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

改善。自分の運転に、より注意深くなったそうだ。
　平トレーラー、バラ物専用トレーラーなど、車
種により特性が異なるが、ドライバーが話し合い、
導入から１年経った今でも互いに切磋琢磨してい
る。

◆これまで培ってきた社風が
　エコドライブの追い風に
　同社では月に１度、エコドライブ講習を実施。
各ドライバーは２～３か月に１度講習を受けてい
る。知識豊富な、高崎営業所の所長が中心になっ
て実施。急発進・急ブレーキ注意、定まった速度
で運転することを指導している。また、今後も、
より効果が得られるよう、給料などのインセンテ
ィブを来年度以降に導入を検討している。
　「どの車両に乗るのか、どのコースを走るのかで
燃費が変わります。これらをどう計算するのかが

課題ですね。インセンティブか表彰かを考えてい
ます。」と浅見社長。
　EMS導入にあたり、ドライバーからのブーイン
グは皆無。ベテランドライバーが多く、特に秩父
営業所では平均勤続年数20年ということも、協力
を得られた要因の一つだろう。
　ここ数年、車両事故はゼロ。創業者が安全運転
にこだわっていたのだそうだ。ドライバーの固定
率の高さに加え、この伝統を受け継ぐ全員の意識
が同社の強み。ドライバーへこまめに声をかける
ことで働き方が変わるという。
　浅見社長は「人間として成長させるのが会社の
勤め。問題は、私がデータを解析しきれていない
点だけです。特性を分析して先へ進みたいですね。
効率の良い配車、荷主探し、運行の組み合わせなど、
まだまだ改善の余地はあると思っています。」と意
気込みを語ってくれた。

♠埼玉県秩父の名産
　「しゃくしな」という野菜をご存じだろうか。ご飯を盛っ
たり、汁をよそうときに使用する、“杓子”に葉の形が似てい
ることから、名付けられたと言われている野菜で、秩父地方
の特産品だ。シャキシャキとした食感で歯切れがよく、漬物
などに加工されている。
　写真は、取材先で推薦された有限会社新井武平商店の『し
ゃくしなたまり漬』。同社の創業は1929年で、味噌漬・しょ
う油漬を製造している。
　しゃくしな漬けは、海苔の替わりにおにぎりに巻く、油で
炒めるなど、さまざまな食し方がある。細かく刻み、七味唐
辛子やカツオ節を混ぜ、ふりかけにするのもおすすめだ。秩
父観光の際には、ぜひ試してほしい。

はずすのに費用がかかるので、現在は平タコとデジタコを同時使用 ランキングを貼り出すことで「見える化」できた
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★ユーザー訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

昭和43年に創業以来、千葉県など関東近県の物流に貢献。現在は、
コンビニエンスストアへの食品配送業務を中心に、物流システム
も完備。特長を生かしたオンリーワンの物流を目指している。

増田運輸株式会社

代表取締役会長
　  増田  彰司 氏

左：増田会長　右：柳楽部長

部長
　  柳楽  英樹 氏  に聞く
聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　総務部   石崎   智彦

増田運輸株式会社増田運輸株式会社増田運輸株式会社

クリーンな走りでトラック業界全体をイメージアップしたい

　CNG車導入のきっかけは、千葉県トラック協会
からの推薦だったという。
　「平成10年に１台導入しました。しかし、近隣の
エコステーションは、土・日・祝日休み。４・５
年はお飾りでした。」と増田会長。
　ソフトの充実が先か、ハードの充実が先かは、み
なさんも多様な意見をお持ちだろう。しかし、コン
ビニエンスストアへの配送という業務で求められる
のは24時間365日の対応なのだ。５年間という時間の
損失も、会社としても小さくはない。そこで打ち出
した増田会長の打開策は驚嘆に値するものであった。
　「平成19年５月21日。自社倉庫を建てるときに、
配送車をCNG車にすると決定しました。使い勝手
の良いエコ・ステーションがないのであれば、自
分で作ればいいと考えたのです。これは赤字だけ
ど、奉仕の精神ですよ。」
　当初はハイブリッド車も候補に挙がっていたが、
検討の結果CNG車に決定。自社スタンドを設置し、
運用し始めた。この自社スタンド（新習志野エコ・
ステーション）の営業時間は３：00～18：00で365
日無休。地域の皆さんにも使ってもらっていると
いう。これは時代を先取りした取り組みと言える
だろう。１日60～70台が充填しており、全国一の
販売量かもしれないと増田会長は話してくれた。

◆ ドライバーからも、クライアントからも
高評価

　CNG車は、現在226台中51台（その内49台は２
ｔ車）。ドライバーからはどのような意見があった
のだろう。
　「静か、臭わないと高評価でした。」と、柳楽部長。
　実は導入前、配達先の近隣住人からクレームを
受けていたのだそうだ。配達するのは冷凍食品。
配達のみならず、陳列までがサービスだ。冷凍食
品なのでエンジンを切ることができず、エンジン
音がうるさい、排気ガスが臭いというクレームが
少なからずあった。風向きで、店内に排気ガスが

右：さまざまな取り組みの説明をする柳楽部長、左：LEVO担当者

《千葉県習志野市》
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　ユーザー訪問
　INTERVIEW

流れ込んでくることもあり、どうにかしなければ
とは考えていたのだ。それが、CNG車の導入で一
気に解決。計り知れないメリットを得た。
　また、配達中、エンジンを止めないのは、けし
からんというおしかりもあった。もちろんドライ
バーが説明して納得してもらったが、天然ガスは
クリーンな車なので、イメージアップにも一役買
ってくれたという。
　他にも、東京ガス、千葉県のステッカーを車体
に貼り、CNG車であることをアピールしている。
　「地味に走らせるつもりはないのです。一般の人
への理解を得るため、アピールしなければならない
と思います。業界の皆さん、もっとアピールしまし
ょうよ。」と柳楽部長。これは良い車だと言って走り
たい、全国で盛り上がっていってほしい、自己満足
で終わらせたくないと、熱く言葉を重ねる。
　同社が運んでいるのは、コンビニエンスストア
の食品、老人ホームの介護食など、100％食品。会
社として、クリーンなイメージを持ちたい。
　「洗車にも注意しています。汚い作業服は着るな、
軍手もきれいにと、ドライバーへ徹底させていま
す。」全国の皆さんに“運送”を理解してほしいと
言う。ともすれば、ネガティブな側面のみをクロ
ーズアップされがちな業種ゆえに、ポジティブな
取り組みは正当に評価されるべきであろう。生活
を支えているという自負と、仕事に妥協をしない
姿勢が柳楽部長の言葉の端々ににじみ出ていた。

◆強気の姿勢が仕事を呼び込む
　増田会長は、「習志野市営ガスの場合、天然ガス
の使用量が年間計画どおりでないとペナルティを
課せられるので、改善してほしいですね。」と、自
社エコ・ステーションゆえの悩みを語ってくれた。

自己資金だけで運営することは簡単なことではな
い。今後、行政側も補助などの対策を検討してほ
しいという意見をいただいた。
　近隣のエコ・ステーションと比較すると、多少
高めの価格設定なのに、周囲の同業者が利用して
くれるのがうれしいと柳楽部長。
　「付き合いという意味もあると思いますが、応援
をされているようでありがたいですね。」自社スタ
ンド経営で他社との交流ができたのも、うれしい
誤算だ。
　「充填に時間がかかるのは、あたりまえという考
えが浸透したので、その時間でコミュニケーショ
ンし、情報交換しています。」
　同社には創業当時から営業部がない。飛び込み
で売り込みをすることもしていないそうだ。しか
し、このご時世、どうしたら同社のように業績を
右肩上がりにすることができるのだろう。
　「例えば、クライアントへの見積もりにも工夫を
凝らしています。」と柳楽部長。ディーゼル車とCNG
車で配送する場合の２通り見積もりを出すことで、
CNG車の価値を高めているのだ。低価格競争から
脱するヒントがここにあるのかもしれない。今後の
同社の取り組みから、目が離せなくなりそうだ。

物流センターと自社エコ・ステーション。看板も大きい。

千葉県のステッカーを車体横と後ろに貼っている。

エコステーション担当の緑川さん。
「65％が自社、35％が他社利用ですね。」
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全国の低公害車への燃料供給施設一覧（平成21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（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丁目4番

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 ●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 ●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 ●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

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境松1-510

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 ●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

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糠塚山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 ●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

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

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

横浜浅間町天然ガススタンド（物流拠点型）※ ●神奈川県横浜市西区浅間町4-340-1

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

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

エコ久里浜サービス・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南5-1-2（東名海老名SA内）

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 ●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 ●新潟県新潟市南区七軒字前211-1

小新エコ・ステーション ●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 ●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

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 ●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 ●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

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

※「物流拠点型」とは、供給契約を結んでいるユーザーのみが利用対象のスタンドです。
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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 ●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1-10-20

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

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

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

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

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

●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）
　の天然ガススタンド検索でご確認ください。

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 ⑲ ◆

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆ 原油価格急落を機にバイオ燃料生産者に政

府補助金支給へ　～インドネシア～

　インドネシア政府は代替エネルギーの普及促
進のため、2009年度からバイオ燃料への補助金
を支給する計画である。政府は動き出したばか
りのバイオ燃料産業の支援を目的として、今年
度からその使用義務を課す方針だが、原油価格
が昨年７月のピーク時から70％も下落したこと
でバイオ燃料の相対価格が上昇したため、より
迅速な対応が必要となった。
　現在インドネシアでは、パーム油が原料のバ
イオディーゼルは１ℓあたり5,800ルピア（44.7
円）※１で、豊富な補助金によりアジアで最も安
価な国産のディーゼル燃料よりも1,500ルピア
（11.6円）高い。一方、キャッサバ等が原料の
バイオエタノール価格は、石油燃料よりも安
い。今回の補助金は、バイオ燃料価格が石油燃
料価格を上回る場合に限り１ℓ当たり平均1,000
ルピア（7.7円）が燃料生産者に支払われる計画
で、2009年には58万㎘のバイオディーゼルと19
万４千㎘のバイオエタノールが出荷されると見
積もられるため、政府は、7,745億ルピア（59.6億
円）の補助金を支払うことになる。
　使用義務については、昨年11月に公布され
た政府令で、運輸部門において、パーム油原
料ディーゼルを１％混合したディーゼルとバ
イオエタノールを１～５％混合したガソリン
が義務づけられることとなった。パーム油原
料ディーゼルは、さらに2010年までに、その
割合が2.5～3.0％まで引き上げられる。

※１：1,000ルピアは約7.7円（2009年2月19日時点）
　　　 Business�Times�（Malaysia）　2009年1月31日記事より抄訳
http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/iof/Article/

◆原油価格急落でエタノール工場操業に遅れ
　～タイ～

　タイ政府は代替燃料開発を本格的に開始した
５年前、日産総能力が1,000万ℓに達する47の代
替燃料生産ライセンスを燃料製造者に与えた。
しかし、原油価格急落のためにこれらの半分以
上が操業を開始できそうにない状況にある。原
油価格が昨年７月のピーク時の１バレルあたり
147米ドルから43米ドルにまで暴落したため、ガ
ソホール（エタノール・ガソリン混合燃料）を
使う魅力がすっかりなくなってしまったのだ。
さらにパイプライン等のインフラ設備の不足
のため、タイのエタノール物流コストはブラ
ジル等のエタノール輸出国に比べて25～30％
も高い。加えて今年はベトナムも供給過剰に
よる輸出が予想され、国際市場での競争相手
も加わることになる。
　エネルギー開発効率局によると、稼働中の11
の認可工場のエタノール日産総能力は120万ℓ

で、93万ℓの需要に対して30万ℓの過剰生産と
なっている。日産40万ℓの２工場の生産開始準
備が整い、さらには日産30万ℓの１工場も完成
間近で、年末までには合計100万ℓほどが過剰
になりそうだ。エネルギーの主流である原油が
無くなるまで、供給過剰をかかえて投資を継続
するのは大きなリスクを伴うため、ライセンス
保有者が将来のビジネス環境の厳しさを見越し
て、ライセンスを放棄する恐れもある。
　現在、ガソホール95※２とプレミアムガソリン
との価格差は1ℓ当たり13.3バーツ（35.2円）※３、
レギュラーガソリンとの差は5.5バーツ（14.6
円）しかない。

※２： オクタン価95の石油・エタノール混合燃料で、石
油90％・エタノール10％を混合したもの

※３：1バーツは約2.65円（2009年2月19日時点）
Bangkok�Post�（Thailand）　2009年２月２日記事より抄訳
http://www.bangkokpost.com/business/economics/10571

◆エタノール用トウモロコシの消費量予測
　下方修正　～米国～

　米国農務省（USDA）は「世界農産物月次需
給報告」2008年12月版の中で、米国の2008／
2009年度のエタノール用トウモロコシの消費
量予測を、同年11月版では１億160万トンとし
ていたものを9,400万トンに下方修正した。こ
れは2008／2009年度のトウモロコシ総生産量
予測の30.8％、備蓄及び輸入を含めた総供給量
予測の27.1％にあたる。
　USDAではこの状況について、国内のエタ
ノール生産者の財政金融問題が生産工場稼働
率の低下を招き、建設中の設備の新規稼働を
遅らせていること、また、ガソリン価格の下
落がエタノールの相対価格を押し上げたため
に、燃料生産者の生産動機を鈍らせているこ
と等が一因とみている。
　トウモロコシの輸出量は、海外産の穀物供給
量の増加による競争激化および、これまでの販
売ペース鈍化の影響により、254万トン少ない
と見積もられる。また、季節平均農産物価格は
１ブッシェル（25.4kg）あたり3.65～4.35米ドル
と予測され、前月の4.00～4.80米ドルから最安
値、最高値とも下落している。
　また、世界全体の粗粉雑穀※４の消費量は、主
に米国のエタノール向けトウモロコシ消費量の
減少により740万トン減少すると予測されている。
さらに世界全体の粗粉雑穀の備蓄量は、前月よ
り1,460万トン多い１億6,550万トンと見積もられ、
2004／2005年度以降、最も多くなっている。

※４： トウモロコシ、大麦、オート麦、ライ麦等の雑穀で、
主に飼料用

Green�Car�Congress　2008年12月23日記事より抄訳
http://www.greencarcongress.com/2008/12/usda-reduces-fo.html#more
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（春号）

春の彩り（2巡目）　毎年、春は、梅に始まり、桜で、あわただしくも幕をと
じますね。今回は、思い切り「春の色調」の作品を集めてみました。かなり
接近していますので、撮影場所が見えませんが、「新宿御苑」と山中湖「花
の都公園」横です。

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

▲ 梅満開、手前の黄色いぼけも春らしい？

▲  少し色調がちがいますね。（桜にもたくさんの種類
があります）

▲ 梅のアップです。バックに暗い色調をえらんでいます。
▲  うまく「ライトアップ」されて

いました。

素早い動きが持ち味ですが、

▲

「ナイスキャッチ」ですね。　 


