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平成21年度  第1回評議員会及び理事会の開催

　平成21年６月26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21年度第１回評議員会及び理事会が開催され、

「理事及び監事の選任」、「評議員の選任」及び「平
成20年度事業報告及び決算報告」について審議が
行われ、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、来賓として国土交
通省自動車交通局小田環境課長よりご挨拶があり

ました。
　なお、評議員会においては、理事佐野弘明氏及
び監事大西徳氏の辞任と後任理事として萩尾計二
氏及び監事として小谷津直喜氏の就任について承
認され、理事会においては、評議員井内克之氏の
辞任と後任評議員として安藤宏明氏の就任につい
て承認されました。

理事会評議員会

専門紙記者との懇談会の開催

日時：平成21年度６月26日㈮　17：00～19：00
場所：財団法人運輸低公害車普及機構会議室

　評議員会及び理事会の後、専門紙10社、12名
の記者と寺嶋会長との懇談会が開催されました。
LEVOから平成20年度事業報告、21年度事業計画、
トラック事業及びバス事業におけるCNG車の普及
促進へ向けての調査研究及びエコドライブ総合診
断事業の結果が説明され、この７月からの本格実
施を図るエコドライブ総合診断事業などについて、
有意義な懇談が行われました。 懇談会
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第37回  IEA自動車用先進燃料実施協定参加報告

　㈶運輸低公害車普及機構（LEVO）は、政府指定
機関として国際エネルギー機関（IEA）の先進自動
車用燃料研究開発実施協定（AMF）の活動に参加
しています。
　今年５月にAMFにおける共同研究の方針を議論
する執行委員会がフィンランドのヘルシンキで開催
され、参加しました。この会議では、日本として初
めて共同研究の提案を行い、日本を含め５カ国の賛
同を得て正式に国際共同研究としてスタートしまし
たので、フィンランドにおける代替燃料、低公害車
に関する情報とあわせて紹介します。

◆執行委員会の概要
月日：2009年５月26日㈫～28日㈭
場所：フィンランド　ヘルシンキ
出席： 日本（LEVO）、オーストラリア、オーストリー、

カナダ（副議長）、中国、デンマーク、フィン
ランド（議長）、フランス、スペイン、スウェ
ーデン、スイス、タイ、米国（計13カ国）

事務局：スウェーデン
オブザーバー： 米国アルゴンヌ国立研究所、ギリ

シャ、オランダ、ドイツ

◆執行委員会のトピックス
　今回の一番のトピックスは、（独）交通安全環境
研究所（NTSEL）とLEVOが共同で、日本として
初めて国際共同研究を提案したことです。研究は、

（独）交通安全環境研究所が主体になりバイオ燃料
を使用した貨物自動車の路上走行時の排出ガスの特
徴を調査するもので、LEVOはバイオ燃料使用時の
エコドライブとの関係の分析を担当します。
　この提案には、議長国であるフィンランド、ス
ウェーデン、米国、タイが賛同し研究資金等の支
援が約束され、日本を含め５カ国でこの研究がス
タートしました。執行委員会で承認された共同研
究（アネックスと言います）には、順に番号が付

与されますが、NTSEL及びLEVOが提案した共同
研究は「アネックス38｣ となりました。
　執行委員会では、他の国からの提案も議論され
ました。スイス等からはバイオ燃料自動車からの
排出ガス中の毒性に関する研究が提案され、その
基礎調査が行われることになりました。
　ホスト国フィンランドの主催で、執行委員会で
はフィンランドにおける代替燃料や低公害車に関
する技術見学が行われ、ヘルシンキ交通公団、ネ
ステオイル（石油会社）等を訪問しましたので、
以下に簡単に紹介します。

◆ヘルシンキ交通公団における圧縮天然ガスバス
　ヘルシンキ交通公団は、大気汚染低減に向けて、
82台の圧縮天然ガスの路線バス（全保有車両500台）
を導入しています。市内を歩くと写真に示したよ
うなバスを頻繁に見かけることができました。

◆ネステオイルにおける第二世代バイオ燃料
　ヘルシンキの北東約50kmに位置するポルボーの
ネステオイルの製油所では、NExBTLという商標
のバイオ燃料の製造を行っています。NExBTLは、
パーム油等の植物油を水素化処理して貯蔵安定性、
低温流動性等を改善し、通常の軽油とほぼ同等の
性状にしたもので、第二世代バイオ燃料と呼ばれ
ています。今年末までに年間34万トンの燃料を製
造する計画とのことで、すでにNExBTLを低濃度
で軽油に混合し販売しております。

会議風景

ヘルシンキ交通公団の圧縮天然ガスバス

ネステオイル  製油プラント
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CNG車の普及促進へ向けての調査結果

1. 調査の目的
　LEVOでは、トラック事業におけるCNG車の一
層の普及促進を図るため、CNG車の利用実態、メ
リットや効果、問題点・課題、要望等を明らかにし、
今後の普及促進策検討の基礎資料とするための調
査を実施しました。

2. 調査の実施概要
　LEVOからCNG車のリースを受けている事業者
を対象としたアンケート調査を実施しました（発
送658件、有効回答306件、回答率46.5％）。さらに、
アンケート回答事業者のなかから中堅事業者11社
を抽出して、ヒアリング調査を実施しました。

3. アンケート調査結果の概要
１）CNG車導入の理由・動機
　CNG車導入の理由・動機としては、「環境問題
の改善に貢献できる」への回答が最も多くあげら
れています。「企業のイメージアップを図ることが
できる」がこれに次いで多く、「他の燃料と比べて
燃料価格が安い」「補助・助成制度が使用できる」
の順となりました（図表１）。
２）当初の導入理由・目的に対する満足度
　CNG車を導入した結果、当初の導入理由・目的
に対して、「ほぼ満足している」との回答が６割を
超え、「不満」とする14％の回答を上回っています

（図表２）。
３）航続距離・燃費の問題
　１日１台あたりの平均走行距離の分布をみると、

「100km以上150km未満」が最も多く、前回調査時
に比べて長くなっています（前回調査では50km以
上100km未満がもっとも多い）。また、導入当初に
比べて、航続距離・燃費は「改善している」とな
りました（図表３）。
４）スタンド（充填所）の問題
　スタンド（充填所）の現状については、概ね不満
とする意見が多く、とくにスタンドの数が不足して
いることに対する不満が強いようです（図表４）。
５）�問題点・課題の改善状況（改善しているとみ
られる項目）

　従来指摘されてきたCNG車の問題点・課題につ
いての改善状況をみると、「改善」への回答比率か
ら「悪化」への回答比率を差し引いた値で、プラ

スの値が大きい上位５項目は、①CNG車は修理日
数がかかる、②CNG車の走行性能が不十分である、
③CNG車の耐久性に問題がある、④メーカーや販
売店のサービス体制が不十分である、⑤CNG車は
ディーゼル車に比べてメリットがない、となりま
した。
６）�問題点・課題の改善状況（悪化しているとみ
られる項目）

　「改善」への回答比率から「悪化」への回答比率
を差し引いた値で、マイナスの値が大きい上位５
項目は、①CNG車の自家スタンド整備に費用が掛
かる、②CNG車の燃料費が高い、③CNG車導入に
対する補助制度が不十分である、④CNG車の燃料
補給設備数が少ない、⑤ディーゼル車に比べて車
両購入コストが高い、となりました。
　④燃料補給設備数が少ない、②燃料費が高いに
ついては、前回調査に比べて、「悪化」への回答が

「改善」をより大きく上回る結果となりました。
７）今後必要と思われるCNG車の普及促進策
　今後必要と思われるCNGの普及促進策として
は、「スタンドの整備・拡充」がもっとも多くあげ
られ、以下、「車両導入に対する補助・助成の拡充」

「燃料費の低減」「CNG車の使用に対するインセン
ティブの付与」「車両価格の低減」と、コスト低減
につながる施策が続いています（図表５）。

4. 事例集を通じたCNG車の普及促進
　今回の調査を通じて、現在の条件のもとでも
CNG車の導入に踏み切り、CNG車を使った事業・
取り組みで大きな成果をあげている事例があるこ
とが明らかになりました。
　そこで、これらの事例のなかから、中堅事業者
による事業・取り組みの内容を紹介し、CNG車の
導入・使用にあたってのポイントを整理した事例
集を作成しました。現在の条件のもと、中堅事業
者でもCNG車による事業展開が十分に可能である
ことを知っていただき、今後のCNG車の導入・使
用にあたっての参考にしていただけるものと思い
ます。本事例集を通じて、CNG車の一層の普及・
促進を期待したいところです。

事例集をご希望の方は低公害車普及部へご連絡
ください。《TEL：03−3359−9009》
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順位
前回調査（平成13年） 今回調査（平成20年）

項　目 回答率 項　目 回答率

１ 環境問題の改善に貢献できる 94.9% 環境問題の改善に貢献できる 86.8%

２
企業のイメージアップを図る
ことができる

74.3%
企業のイメージアップを図る
ことができる

78.2%

３
住宅地や都市内の集配車両と
して適している

33.1%
他の燃料と比べ燃料価格が安
い（燃料コストを低減できる）

53.1%

４
補助金制度により経済的に有
利だから

26.5% 補助・助成制度が使用できる 45.2%

５ 顧客からの要請による 19.5%
本社等会社の上部からの指示
による

39.6%

図表１　CNG車導入の理由・動機 図表２　当初の導入目的・理由に対する満足度

前回調査
（平成13年）

回答
件数

（359）

（301）今回調査
（平成20年）

大変満足している ほぼ満足している どちらともいえない
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15.8％ 73.7％ 5.3％

5.3％

2.8％
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2.8％

29.2％ 55.6％ 12.0％

2.9％
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軽自動車
（黒ナンバー車）

図表３　導入当初と比べた航続距離及び燃費の変化 図表４　スタンドでの燃料補給の待ち時間

スタンドの整備・拡充

車両導入に対する補助・助成の拡充

燃料費の低減

CNG車の使用に対するインセンティブの付与
（有料道路使用料金の低減、公共駐車場の優先使用権等）

車両価格の低減

スタンドの営業時間の延長

車両の性能向上

メンテナンス費用の低減

車両の種類・サイズの拡充

CNG車の優れた点についての一般への情報提供・PR

メンテナンスの簡易化

CNG車の導入支援策に関する
トラック事業者への情報提供・PR

その他
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図表５　今後必要と思われるCNG車の普及促進策
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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、
EMSを実践している貨物運送事業者等のさらなる
燃費改善のため、個々の自動車使用実態に適したき
め細やかなエコドライブ手法およびその経済効果を
総合的に提案することを目的としています。

◆これまでの診断結果について
　これまでに７事業者（８台）の診断を実施しまし
た。診断結果の概要を下表に示します。すでにEMS
を導入されている事業者の期待される燃費改善効
果は６～15％、EMS未導入あるいは導入間もない
事業者では12～26％となりました。
　診断を受けられた事業者からは、「当初想定した
以上に詳細に分析がされている。」「現場の実態が
わかって非常に有益であった。」など、好評を得ま
した。

事
業
者

動　機 診断車両
診断結果

（燃費改善）
％

これまでの
エコドライブの
取り組み状況

A
燃費改善やりつくした。
具体的にやることがもう
ない

2トン車 5.7
H18 EMS導入
燃費改善：10%

4トン車 6.9

B 燃費改善が頭打ち 大型
トラクタ 6.6 H15 EMS導入

C エコドライブに興味あり 4トン車 11.6 EMS未導入

D 導入間もない。どうした
らよいかわからない

大型
観光バス 12.5 H20 EMS導入

E
エコドライブを十分やっ
ている。自分たちのレベ
ルを知りたい

4トン車 25.7 EMS未導入

F
エコアクション21に取り
組んでいるがこれ以上燃
費改善できない

塵芥車 16.9 EMS未導入

G 燃費改善が頭打ちである
が、次の手を検討している CNG車 15.2 H16 EMS導入

◆平成21年度の事業展開について
　平成21年７月１日より、下記の通り事業を本格
実施し、診断希望事業者の募集を開始しました。

①診断の概要
　以下の流れに従って、LEVOは診断対象者の自
動車の運行実態、使用実態およびEMS取り組み状
況を詳細に調査・分析し、その事業者に適したさ
らなる燃費改善のための手法および経済効果を総
合的に提案します。

②対象者
　原則として以下の事業者を対象者とします。
　イ． LEVOのEMSあるいは低公害車の新規リー

ス契約事業者または既リース事業者
　ロ． LEVOのEMSあるいは低公害車リース導入

を新たに検討している事業者
　ハ．その他（相談の上、診断実施可否を決定）
③対象車両
　ディーゼル自動車またはCNG自動車で、ハイブ
リッド車、オートマチック車を除く自動車
④診断手数料

対象者 イ ロ ハ

手数料（税込み） 168,000円 168,000円 199,500円

調査経費

出張旅費 実　費 実　費 実　費

機器脱着費 実　費 実　費 実　費

機器送料 実　費 実　費 実　費

　なお、簡易的に分析するメニューも用意する予定
⑤その他
　診断修了者には、「エコドライブ総合診断修了証」
を授与します。

　詳しい内容はLEVOホームページに掲載されて
いますので、ご参照ください。

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

◇◆これまでの診断結果と平成21年度事業の実施概要◆◇

運行実態 使用実態 EMS取組状況
計測機器を搭載し、
事業者の営業走行で
データ計測

タイヤ空気圧の管理状
況等のメンテナンス情
報をヒアリング調査

導風板の有無等の車
両仕様を実車で確認

EMSの取り組み状況
をヒアリング調査

期待される燃費改善効果および効果的なEMS取組方法を分析

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総合的に提案
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エコドライブ管理システム（EMS）導入による
省エネルギー事業成果報告

◆事業の概要
　LEVOは、平成17年度より、国土交通省のエコ
ドライブ管理システム（EMS）普及事業認定を受
けて、（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」の補助を活用したEMSの普及促
進による省エネに取り組んでいます。
　平成17年度から平成20年度までの４ヵ年におい
て、EMS用機器は延べ4,561事業所の79,247台の車
両に導入されました。
　平成19年度については、1,417事業所から23,211
台の車両がこの事業に参加しました。
　この事業では、EMSによる燃費の改善効果を明
らかにするため、EMSを導入する前の各事業所に
おける１年間の車両運行データとEMSを導入した
後の１年間の車両の運行データを集計し、分析を
行っています。

◆EMSによる燃費改善効果  8.7％を達成
　平成19年度に参加した事業者の省エネルギー効
果を集計、分析した結果、対象とした車両全体の
年間平均燃費は、EMS導入前の3.7km/l※１でありま

したが、EMS用機器を取り付けてエコドライブを
実施することにより、燃費の改善が図られ、その
結果、EMS導入後の年間平均燃費は、4.1km/l ※１

になりました。
　EMSの導入による平均省エネ率は、8.7％※２とな
り、さらに、一年間を通じ、継続的に燃費の改善
が図られていることが分りました（下図参照）。

※１：�燃費は、軽油、ガソリン、CNG、LPGの燃料消費量を原
油消費量に換算して集計したものです。

※２：�燃費改善率は、エネルギー使用合理化事業者支援事業の
省エネ率の計算方法によるものです。

◆今後の予定
　現在、平成20年度事業について、参加事業者の
協力を得て、運行データを収集し、燃費の評価を
進めています。
　エコドライブ管理システム（EMS）は、“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組み”です。LEVOは、事業
所にEMSが定着し、エコドライブによる省エネが
継続的に推進されるよう努めて参ります。

～平成19年度参加事業者の省エネルギー効果～



�

NEWS LEVO No.38

平成21年度  EMS普及事業公募結果及び講習会の開催

　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16日㈪から４月１日㈬までの17日間､
平成21年度EMS普及事業（リース方式）に参加さ
れる事業者の方を公募しました｡
　その結果､ 応募状況については､ 以下の表の通
り882事業所から14,848台の申込みをいただきまし

た｡ EMS普及事業においては､ 参加事業者の熱心
な取り組みにより大きな省エネルギー効果を発揮
しております｡
　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､ 各事業所で行われる
EMSを支援して参ります｡

　また今回､ 申込みされた参加事業者のエコドラ
イブ管理者及びEMS機器を取扱っている機器販社
の担当者を対象として､ 本事業を効果的に実施す
るため講習会を実施しました｡ 講習会では
①EMS機器の導入による省エネルギー効果
②EMS普及事業を実施していく上で今後の手続き等
について各講師から説明を実施しました｡
　講習会は４月末の㈳大阪府トラック総合会館をは
じめに、６月上旬の㈳広島県トラック総合研修セン
ターまで全国12会場､ 延べ15回開催し、合計651名

が受講しました。受講者は各会場において熱心に
聴講し､ 最後に活発な質疑応答が行われました｡
　企業におけるEMSの導入は､ 環境保全にのみな
らず､ 省エネルギーによる経済効果また事故防止
等にも役立ちます｡ 目標とする成果が得られるこ
とを期待しております。

1.�申込みの状況

北海道・東北 北関東 南関東 中部・北信 近　畿 中国・四国 九州・沖縄 合　計

事業所数 136 133 150 87 171 71 134 882

車 両 数 2,107 2,095 2,869 1,330 2,568 1,062 2,817 14,848

◦北海道・東北：北海道運輸局管内､ 東北運輸局管内　　　◦近畿：近畿運輸局管内
◦北関東：茨城県､ 群馬県､ 栃木県､ 埼玉県　　　　　　　◦中国・四国：中国運輸局管内､ 四国運輸局管内
◦南関東：東京都､ 千葉県､ 神奈川県､ 山梨県　　　　　　◦九州・沖縄：九州運輸局管内､ 沖縄総合事務局管内
◦中部・北信：中部運輸局管内､ 北陸信越運輸局管内

2.�車種別車両数

トラック バス タクシー 合計

12,899 1,645 304 14,848

平成21年度  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の省エ
ネルギー化を支援する目的で､ エンジン式フォー
クリフトを電動式フォークリフトに代替する事業
をNEDOの補助金を用い平成21年度省エネルギー
支援事業（リース方式）として３月２日㈪から４
月８日㈬までの期間で公募しました｡
　公募に当たっては、事前に事業者に対する説明

会を行った結果､ 最近の経済状況にもかかわらず
前年度（２回公募）とほぼ同様の申込みを頂くこ
とができました｡
＜申込みの状況＞

申込み台数 事業所数
平成21年度 41台 34事業所

平成20年度（参考） 43台 21事業所
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◆ 連 載 ⑳ ◆（最終回）

＊＊世界の代替燃料情報＊＊
◆ネステオイルが欧州最大の再生可能
　軽油精製工場をロッテルダムに建設
　～ オランダ ～
　フィンランドの石油会社であるネステオイル

（Neste Oil）はオランダのロッテルダム港内に再
生可能な軽油精製工場のための基礎を築いた。
完成すると、年間生産量80万トンの能力をもつ
欧州最大の再生可能な軽油精製工場になる。
2008年の６月に発表されたこのプロジェクトは
６億７千万ユーロ（約900億円）＊１の予算規模で、
100種以上の雇用を生み出すことになる。
　ネステオイルの再生可能な軽油であるNExBTL

（商標）は植物油や動物性脂肪の水素化生成に
よって製造される。フィンランドにある工場
では、原料としてパーム油、菜種油および食
品産業からの廃油を使用している。燃料はパ
ラフィン系炭化水素で構成されており、GTL
軽油と似た性状をもつ。NExBTL軽油は軽油
の品質規格に適合しており、一般的な軽油と
混合することができる。
　年間80万トンの生産能力はEUの交通部門に
おける再生可能燃料10％導入目標を達成する
ための大きなステップとなる。ネステオイル
の固有技術であるNExBTLは世界で最もクリ
ーンな軽油であり、CO２排出量の40～80％の
低減に貢献し、局所大気汚染の大幅改善を証
明した中立機関の報告がある。
　ネステオイルは原料調達における持続可能
性に傾注し、2015年の終わりまでに、あるい
は十分な量が利用可能ならばそれ以前にパー
ム油のみを使用するとしている。ネステオイ
ルの研究の大部分は新たな再生可能原料の開
発に費やされている。
　パーム油のライフサイクルで見た温室効果は
原料によって大きく変わると考えられる。温室
効果ガスの大部分は、パーム油プランテーショ
ンによる熱帯雨林の開拓が原因であり、強力な
温室効果ガスであるメタンがパーム油の生産工
程で放出される。現在、パーム油を生産しなが
らメタンを捕集できる技術を開発中である。

＊1：1ユーロは134.35円（2009年6月19日時点）

DieselNet News  2009年5月27日記事
およびMarketwire  2009年5月28日記事より抄訳

http://www.dieselnet.com/news/2009/05neste.php Business
http://www.marketwire.com/press-release/Neste-Oil-Oyj-994527.html

◆2020年までにパーム油の生産量を倍増
　～ インドネシア ～
　インドネシアは2020年までに収穫量の増大
やプランテーションの拡大によってパーム油
の生産量を２倍の4,000万トン以上に拡大する
ことを計画している。
　プランテーション用の土地を現状の790万
ヘクタールから約1,000万ヘクタールに拡大す
る一方、パーム油の生産量を１ヘクタールあ
たり平均3.5トンから4.5トンに増やすとしてい
る。
　環境団体は、インドネシアの森林が気候変
動との闘いにおいて不可欠な二酸化炭素吸収
源であり、掛け替えのない生物の多様性の源
であるとして、パーム油プランテーションの
拡大計画に反対した。このため、開発計画が
１年間凍結されたが、2009年中に解除され、
泥炭地域のプランテーションを開発すること
ができるようになる。
　パーム油生産量世界一であるインドネシア
は、2009年のパーム油生産量が1,900～2,000万
トンになると見込んでいる。パーム油はビス
ケットからスープ、化粧品、バイオ燃料まで
あらゆるものに使われている。
　インドネシアの経済担当調整副大臣は、パ
ーム油生産量の大幅な増加は供給過多になる
危険があるとしている。近年のパーム油価格
の上昇は小規模農家に、コーヒーやゴムとい
った農作物の生産からパーム生産へと転換さ
せた。需要と供給のバランスを保たなければ
ならない。バイオディーゼル燃料のような産
業は、パーム油生産の拡大に対し、安定した
市場があることを保証するための後押しにな
らなければならない。
　また、インドネシアは2020年までにパーム
油の40％をエネルギー生成に、30％を食料に、
そして残りを化粧品等の他の目的に使用する
ことを計画していると語った。

AFP（JAKARTA）2009年5月28日記事より抄訳
http://sg.news.yahoo.com/afp/20090527/tbs-indonesia-commodities-

palmoil-1be4cf7.html 

　「世界の代替燃料情報」は今号をもって終了
とさせていただきます。長らくのご愛読あり
がとうございました。
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

日本の食糧基地と評される十勝地方で、1,100以上
の組合員を有するJA大樹町の子会社として事業を
展開している株式会社大樹貨物。運んでいるのは農
産物や肥料など。EMS導入の経緯について伺った。

株式会社大樹貨物
代表取締役
　金丸  栄省 氏

目標は100点満点を取ることではなく、
エコ・安全に対する意識を全員が共有すること

専務取締役
　飯野  正志 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   佐藤   勝昭

株式会社大樹貨物株式会社大樹貨物株式会社大樹貨物

営業部長
　岩岡  昭雄 氏  に聞く

左：岩岡営業部長  　中：飯野専務取締役  　右：金丸代表取締役

《北海道広尾郡》

　「EMS導入当時、ドライバーからはかなり抵抗
があったようです。」と、専務取締役の飯野氏。運
行データが数値化され、点数によってドライバー
自身の運転手法が分析されてしまうことに不満を
覚えるのは当然のこと。エンジン回転数、アイド
リングなど、全てのチェック項目を守らないと100
点にならないことが、ドライバーへのストレスと
なっていたようだ。
　同社は車両総重量20tクラスの大型車を中心に、
ダンプやバスなども含め64台を保有。EMSは、補
助金で26台、独自に６台導入した。EMSを導入で
きない町営バス以外は、すべてカバーしているこ
とになる。
　「地球環境と安全は一体ですからね。」と、代表
取締役の金丸氏。
　２年前から、グリーン経営、安全性優良事業所
の認証を受けている同社。平成17年から無事故無
違反。EMS導入には、省エネルギー対策プラスア
ルファの視野があったことは言うまでもない。

◆きめ細やかな指導でモチベーションアップ
　プラスのベクトルの競争意識が芽生えた
　飯野専務は「速度や急加速や急減速など、運転
内容が数字で出ますので、それをもとに一人一人
を指導しました」と話す。

　内容を分析し、状況を理解した上でのフォロー
に、各ドライバーも納得。導入から半年で、もっ
と良い点数を取りたいと各ドライバーが口にする
ほど、理解が得られたという。
　「今ではドライバー同士で点数を競い合っているほ
どです。無事故無違反の記録を更新し続けられてい
るのも、データを毎日確認し、工夫し合っているか
らでしょう。」と、営業部長の岩岡氏。問題点の解決
にも、ドライバーが協力してくれているそうだ。
　「長距離走行では良い点数になるものの、ダンプ
の運行では点数が良くないなど悩みがあったので
す。例えば、ダンプで畑からビートを積んで出ると
き、ぬかるみがあった場合、回転数が上がるでしょ。

《北海道広尾郡》《北海道広尾郡》

EMS機器導入後、ドライバーの資質が向上
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

ところが、EMSをすることでそれを個人個人うまく
走る方法を勉強してくれています。」と岩岡部長。

◆導入してから始まる、さらなる工夫
　荷物によって運行成績が左右される。肥料を運
ぶ時と液体のミルクを運ぶ時とでは、同じ車両を
使用しても運転の仕方には雲泥の差が生じるそう
だ。そのすり合わせには半年かかったという。部
門ごとに自動車メーカーの研修を受けた。調整を
繰り返し、当初、評価がマイナスだったドライバ
ーも一定レベルまで上げることができた。
　「データをチェックしていると、人間の性格まで
わかりそうですよ。」と飯野専務。
　今後、データに基づいて個人表彰もしたいと意欲
的だ。また、毎月第２火曜日には主任以上が集まり、
エコ・安全運転会議を行っている。各自が担当部署
へ戻り、ドライバー一人一人へ指導。長距離はまだ
まだ伸びるはずと、持続して評価アップへ努力して
いる。さらに今年の目標は、整備点検の強化。
　岩岡部長は、「悪い車で走ってもダメですからね。

早め早めのオイル交換や、早め早めの修理を指示
しています。人間ドックと一緒。予防が大切です。」
と話す。
　工具や作業道具の積み過ぎの見直しも平成19年
に実施。平均で段ボール箱２つ分程度の不要な物
を積んで運行していたことが判明した。
　「積みっぱなしでは道具が痛むなど、いいことは
ありません。夏に不要なタイヤチェーンは積まな
いなど、小さなことを積み重ねて努力しています。」
と飯野専務。
　EMS導入後、組合員からはドライバーの資質が
向上したという太鼓判を押してもらっている。導
入から２年、実績省エネ率は12％を上回った。こ
の数字に甘んじることなく、今以上の省エネとコ
スト削減のため、ドライバー全員に意識を持って
取り組んでもらいたいと金丸代表。常に、地域の
人に信頼してもらえるセールスドライバーになれ
と話をしているそうだ。
　「会社を伸ばしてもらうには、ドライバーを信頼
するしかありません。」

車体後部にはステッカーでエコドライブの実施をアピール

♠大樹町の名物
　十勝地方の南部に位置している大樹町。太平洋や日高山脈に
囲まれ、海からも、山からも恩恵を受ける自然豊かなエリアだ。
　今回のおすすめは、高品質のしぼりたて牛乳から作られた
『半田ファーム』のチーズ。オーチャード、チモシー、ルーサ
ンと、牧草の名前がついている。ひとつひとつ手作りされた
チーズは、味わい深いがクセがなく、さまざまなレシピに取
り入れやすそうだ。
　例えば、はんぺんやちくわと炒め、しょう油で味付ける。お
ろしてみそ汁に入れるなど。そう、味噌とチーズの愛称は抜
群だ。ちなみに味噌漬けにしたタイプのチーズもあるので、
ぜひ試してみてほしい。ホームページからの取り寄せも可能。

《http://www11.ocn.ne.jp/~michina/Homepage.htm》

システムの説明を受けるLEVO担当者
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

昭和57年10月創業の有限会社筑紫輸送。車好きが高じて起業したという、
代表取締役三宅満男氏と、営業部長として手腕を発揮している2代目の三
宅浩一氏に、CNG車導入と地方の運送事情について伺った。

増田運輸株式会社

代表取締役
　  三宅  満男 氏
営業部長
　  三宅  浩一 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有限会社筑紫輸送

発想力、企画力、実行力のバランスが、
時代を生き抜く力となる

《福岡県筑紫野市》

左：三宅満男代表取締役
右：三宅浩一営業部長　

　CNG車の導入は平成16年１台、平成17年１台、
平成18年２台、平成19年２台。平成20年にも導入
を検討したが断念。４t車の積載量が十分に確保で
きなかったのがその理由だ。
　今日は、話したいことがたくさんあると笑顔で出
迎えてくれた代表の三宅満男氏。「積載量の件は、
荷主に相談したのですが、それなら２t車の運賃し
か払えないと言われ、あきらめました。」

◆否定ではなく、まずは挑戦してみる
　結果が得られれば、それで良し
　導入のきっかけは、筑紫ガスの充填所が、同社か
ら１kmのところに設置されたこと。三宅代表は、
当初、CNG車について全く知識がなかったという。
　「力がない、爆発が怖いという認識でした。しか
し筑紫ガスから２年間、びっしり営業され根負け。
導入に至りました。２t車１台に付き、140万円の
補助が出たのも魅力でした。」
　ところがドライバーからは猛反対を受けたそう
だ。ガスは怖い、パワーがない、事故で爆発した
らどうするなど、賛成意見は皆無。
　「まずは使ってみようとドライバーを説得しまし

た。しかし、使ってみたら大好評。導入して本当
に良かったと思いました。」
　同社が所在するのは住宅地。朝４時・５時とい
った早朝に出発する場合もあるため、音が静かな
CNG車は、ドライバーからはもちろん、近隣の住

筑紫ガスオリジナルのロゴ・イラストでアピール
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

人からも高い評価を得ることができた。
　「インフラが整うのであれば、全車CNG車にし
たいと思っているほどです。大手はすでに導入し
ていますが、他の中小の運送業者はまだ。厳しい
情勢を勝ち抜くためにも、CNG導入を弊社のウリ
にしていきたいですね。」と、営業部長の三宅浩一
氏。

◆ハードが先か、ソフトが先か
　荷の８割は冷凍食品だという同社。大手冷凍食
品会社からの直接取引と、大手運送会社の専属と
いう形で運送しているため、工場から問屋・スー
パーへなど、ルートや配送の時間が決められてい
る。CNG車導入に支障はなかったという。
　「しかし、充填所は広範囲にほしいですね。現状、
高速道路にもないし、宮崎にも行けませんよ。」
　デメリットは比較的インフラが整備されている
九州北部でしか利用できないことだと三宅代表は
語る。毎回、ご指摘を受けることだが、インフラ
の整備は、今後も大きな課題だ。
　「他社さんもCNG車の素晴らしさは勉強会で知
っています。ですが、先が見えるように対策を立
ててもらわないと、運送屋としては導入を躊躇し
てしまいがちです。」
　運送業界は規制緩和による新規参入など、競争
の激化でチャーター料も減少する中、昨年の燃料
高騰、今年になってさらに深刻化している世界同
時不況が追い打ちをかけ、地方運送業者は疲弊し
きっている。厳しい状況を踏まえ、燃料サーチャ
ージ制導入に関する、国土交通省の講習会・勉強
会に積極的に参加しているが、半数以上が荷主と
の関係で導入できていないのではないかとのこと。

方や、補助金は年々減少。インフラの整備は進ん
でいるとは言い難いなど、三宅代表は、日ごろの
思いの丈をぶつけてくれた。
　また、ボンベが重いので軽いものに変えるなど、
車の仕様についても意見をいただいた。改良の余
地があるということは、まだまだ発展するという
こと。メーカーやユーザーともに協力体制を取り
あっていきたいものだ。
　ドライバーからは、黒煙が出ない、振動が少ない、
静かなど、導入当初の大反対からは想像できなか
ったほどの高評価。三宅代表自身も、ディーゼル
に比べ約10％の燃料費削減ができたことで満足し
ているそうだ。

◆思い立ったら即実行
　いろいろな仕事を手掛けた
　「母が痴呆になり施設へ預けた時の話です。廊下
で散髪していることにショックを受けました。」
　広島で老人ホームへ散髪・毛染めに行くサービ
スがあると知る。視察と研究を重ね、平成13年に
中型車を改造して美容車をつくった。
　「車の中ですが、美容院の感覚を味わってもらい
たかったのです。」
　現在は権利を譲渡したが、九州で６年間、20施
設で営業していた。三宅代表ならではの、発想と
行動力に感服した。
　「今は100年に一度の大不況です。中小企業は実
感としてヒシヒシ感じています。経営者の企業努
力でやれることを超えていると思います。政治家
にも、そんな現実を知ってほしい。」と三宅代表。
今後も提案・要望をいただきたい。

九州運輸局からの表彰。説明を受けるLEVO担当者（左）

目標は全車両CNG車



13

NEWS LEVO No.38

低公害車普及促進活動報告

　今回は、「エコカーワールド2009」、「平成21年度さいたま市天然ガス自動車普及促進セミナー」、「静岡県長泉
町低公害車普及促進説明・相談会」、「低公害車普及促進セミナーin石狩」を報告します。

◆エコカーワールド2009
日時：平成21年６月６日㈯  11：00～17：00、６月７日㈰  10：00～16：00
場所：横浜みなとみらい21  横浜赤レンガ倉庫広場
内容： エコカーの普及を目的に環境省、横浜市等の主催で「エコカー

ワールド2009」が開催されました。LEVOはこのイベントに協
賛者として参加しました。

　　　 展示場では、バイクからトラックまで約90台のエコカーが展示
されたほか、試乗会も行われました。LEVOは、ブースにおい
てパネルの展示、パンフレットの配布等により低公害車普及の必要性について説明をし、今回はじめ
ての試みとして、PRステージにおいて映像による環境と低公害車普及の関係について説明を行いま
した。

　　　 開催初日は小雨の中で斉藤鉄夫環境大臣と中田宏横浜市長が会場に訪れ、エコカーの利用を呼びか
けました。来場者は横浜開港150年記念イベントと重なった影響もあってか９万3000人と昨年の６万
3000人を大きく上回る結果となりました。

◆ 静岡県長泉町低公害車普及促進説明・相談会
日時：平成21年６月16日㈫  13：30～16：00
場所：長泉町役場大会議室
内容： 長泉町とLEVOとの協同主催により「低公害車普及促進説明・

相談会」を開催しました。
　　　 説明・相談会には長泉町を含む近郊のトラック事業者や自家用

トラック使用の事業者等17社が参加がありました。高橋泰裕長
泉町都市環境部長の挨拶に引き続き行われたCNG車の特徴や助
成制度の説明に対して、活発な質疑が行われました。

◆ 平成21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21年６月11日㈭  13：00～16：30
場所：さいたま市民会館大宮・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の協同主催による「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、100名を超える参加者があり、LEVOの上田理事
長の挨拶に引き続き、低公害車普及に向けた国の取組み、助成
制度等の講演を熱心に聞き入っていました。

　　　 また、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ていました。
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◆低公害普及促進セミナーin石狩
日時：平成21年６月19日㈮  13：30～15：30
場所：石狩商工会議所  ３階  大ホール
内容： 国土交通省北海道運輸局とLEVOの協同主催で「低公害車普及促進セミナーin石狩」を開催しました。

会場は、運輸事業者30社、総勢約60名の多数の参加者で埋まり、低公害車の関心の高さが伺われました。
　　　 石狩地域は、CNGスタンドが１ヶ所あり、今年から2012年度の完成を目指したLNG受け入れ基地の整

備も開始され、加えて運送事業者が多く立地していることから、当地域はCNG車に対する意識も醸成
されつつあり、今後の普及促進が期待されます。

LEVOからのお知らせ

◆LEVO事業紹介パンフレットのリニューアル
　この度、LEVOでは事業紹介パンフレットを全面的にリニューア
ルしました。「かけがえのない地球のため私たちの一歩は未来への
百歩」と題し、車社会と環境をテーマとしたLEVOの活動内容とそ
の社会的必要性をこれまで以上にわかりやすく紹介しております。
今後、低公害車、自動車関連環境機器等の普及に関する展示会など
のPR活動に使用されて行きます。

◆LEVO駐在担当の紹介
　これまでLEVOでは、中部圏と関西圏における低公害車の普及活動等の現地拠点として駐在事務所を設け
てきましたが、この度、新たに関東地区担当駐在事務所を開設しました。従来の中部地区及び関西地区の担
当と併せ以下のとおり駐在担当を紹介します。
　低公害車の導入に関することなどお気軽にご相談ください。

◆ LEVOリース契約に関
する変更届について

　これまでLEVOリースに
より低公害車をご使用い
ただいておりますお客様には、そのリース契約の内容（お客様の社
名・代表者・住所・振替銀行口座・使用の本拠等）に変更が生じる
際は、変更届の提出をお願いしております。
　この度、その手続に関する案内をホームページに掲載しました。
届出様式のダウンロードが可能で、記入例も併せて掲載しておりま
す。
《URL：http://www.levo.or.jp/project/prj05.html》

◇関東地区担当　清水　武司　連絡先���090-3248-3756
◇中部地区担当　奥村　　巌　連絡先���090-7810-4881
◇関西地区担当　保田　一昌　連絡先���090-3475-6684
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（夏号）

夏の彩り　今回は夏の代表の花、ひまわり中心で作品を集めました。撮影場所は山梨県山中湖畔「花の都公園」、「忍
野八海」からのワンショットです。「忍野八海」の水面の色の「元」は何かおわかりになりますか？そうです。屋根か
ら一面干されている「トウモロコシ」が映っているのです。見渡すといろいろな色が散らばっていますね。シャッタ
ーチャンスを逃さないように、カメラ片手にでかけましょう。（暑いですから、水分、帽子をお忘れ無く！）

撮影データ　カ メ ラ：キャノンEOS3
　　　　　　レ ン ズ：EF70-200mmF2.8
　　　　　　フィルム：E100VS

表紙と同じ場所から撮影。撮り方もいろいろありますね。 狙うひまわりの手前にあるひまわりの花びらごしに（但し、超接近です）
カメラをセット、「ぼかし」を入れています。

写真は「出会い」です。この「朝もや」は30分そこそこで、消えました。

水が澄んでいると、映っている形、色、生き物が、「生き生き」
して見えますね。


