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平成22年度  第1回評議員会及び理事会の開催

　平成22年６月25日㈮、東京都新宿区四谷二丁目の
当機構６階会議室において、平成22年度第１回評議
員会及び理事会が開催され、「評議員の選任」、「平
成21年度事業報告及び決算報告」及び「公益法人
改革に伴うLEVOの特例民法法人から一般財団法
人への移行」について審議され、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、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、理事会においては、評議員大和健司氏、深
尾邦彦氏、川越弘三氏の辞任及び二又大榮氏ご逝去
に伴う後任評議員として、大阪府トラック協会会長
坂本克已氏、東京海上日動火災保険株式会社常務取
締役岩崎賢二氏、株式会社三井住友銀行日比谷法人
営業第一部長小泉明朗氏及び久留米運送株式会社代
表取締役社長二又茂明氏が承認されました。

専門紙記者懇談会の開催

日   時：平成22年６月25日　16：00～19：00
場   所：財団法人運輸低公害車普及機構会議室

　専門紙８社、12名の記者の皆様にご出席いただ
き、当機構寺嶋会長以下役職員との懇談会・懇親
会を開催しました。
　懇談会では、平成21年度事業報告及び平成22年
度事業計画について報告され、EMS普及事業によ

るCO２排出量削減及びエコドライブ総合診断事業
の結果事例を報告するとともに、低公害車の普及
促進に関する啓発活動、また、政府の行っている
地球温暖化防止のための国民運動「チャレンジ25
キャンペーン」への貢献の一環として、今年度に
新規リースするCNG車について、カーボン・オフ
セットを付加した車両のリースを行うことを報告
しました。（＊関連記事３頁）
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｢平成22年度  先端的EMS普及事業｣  講習会結果

　LEVOでは、｢平成22年度先端的EMS普及事業（リ
ース方式）｣に参加申込された事業者を対象として、
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、EMS普及事業に参加された事
業所の責任者及びエコドライブ管理者等を対象に
①EMS機器の導入による省エネルギー効果
②企業における先端的EMS推進の課題と対応
③�先端的EMS普及事業を実施していく上で必要な
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５月中旬開催の東京都トラック協会の
会場を最初に全国10会場､ 延べ13回開催し合計319
名が受講しました｡ 受講者は各会場において熱心
に聴講され、最後に活発な質疑応答が行われまし
た｡
　今年度からは新たに「先端的EMS機器普及事業」

として、機器の技術的条件にエンジン回転の情報
を加え、エコドライブに必要なよりきめ細かい情
報をドライバーに与えることにより、より一層の
燃費向上によるCO２の削減を目標に事業をスター
トしました｡
　また今年度からは、補助金を受ける条件として
個々の事業者においてEMS機器による事業の結果、
目標省エネ率を達成することが求められます｡
　企業におけるEMSの導入は運行記録をもとに、
運転者に対しエコドライブ指導の徹底が図れ、省
エネ効果が発揮できる最も有効な手段と考えられ
ますので、参加事業者の省エネ目標に向けた今後
の取組みによる成果が期待されます。
　なお講習会は申請事業者の地区別に、下記の日
程（会場）に於いて開催しました｡

地　区 日　程 会　場

北海道 H22.6.18 ㈳北海道トラック協会

東　北 6. 9 ㈳宮城県トラック協会

信　越 5.21 ㈳新潟県トラック協会

関　東

5.19 ㈳埼玉県トラック協会

5.14
㈳東京都トラック協会

6.24

中部・北陸 5.28 ㈶中部トラック研修センター

地　区 日　程 会　場

近　畿
H22.5.17

㈳大阪府トラック協会
5.18

中　国 5.24 ㈳広島県トラック協会

四　国 5.25 ㈳香川県トラック協会

九　州
6. 3

㈳福岡県トラック協会
6. 4

講習会の様子
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　LEVOでは、低公害車の普及に関する啓発活動、及
び、政府の行っている地球温暖化防止のための国民
運動「チャレンジ25」キャンペーン（注１）（環境
省所管）への貢献の一環として、今年度新規にリー
スするCNG車を、カーボン・オフセットを付加した
車としてリースします。
　現在、「チャレンジ25」に参加するための準備を
行っています。

◆カーボン・オフセットとは？
　製品使用中のCO２を測り、これに対して減らせ
るCO２は極力減らす努力をした上で、それでもな
お減らしきれないCO２を海外等から購入し、日本
政府の償却口座に移転した（償却した）排出権で
埋め合わせをする（＝オフセット（相殺））ことで
す。（注２）

◆ LEVOのCNGリース車両におけるカーボ
ン・オフセット

　LEVOはカーボン・オフセットを活用しCO２排出
量を削減した車としてリースします。第三者認証機
関によるカーボン・オフセット認証が得られた場
合、車両には、ユーザーのご要望により、カーボン・
オフセットされた低公害車であることをPRするた
めのステッカーを貼付することができます。（参考：
カーボン・オフセット認証（注３））。
　これによって、LEVOのリースするCNG車が実
際にCO２削減に貢献している商品であるという点
もクローズアップされ、ユーザーの皆様にとって
商品のトータルイメージの向上に繋がり、CNG車
を使用する企業のCSR活動推進への一助となると
考えています。
　なお、カーボン・オフセットのための費用は
LEVOが負担し、ユーザーの皆様にはこのために
新たなご負担をおかけすることはありません。
　ただし、CO２排出権は、あくまでプロバイダーが
購入し、これを政府に移転するものであり、LEVO
が排出権を得て、これをリース車両に付加してユー
ザーに移転するものではありません。従って、本ス
キームは、厳密な意味での排出権付きリースではな
く、いわゆる排出権取引とは関係ありません。
　具体的なスキームを図示すれば下図のとおりで
す。

LEVOのCNGリース車両にカーボン・オフセット
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【チャレンジ25キャンペーン（注１）】
　政府では、地球と日本の環境を守り未来の子ど
もたちに引き継いでいくため、「チャレンジ25」と
名付け、あらゆる政策を総動員して地球温暖化防
止の対策を推進することとしており、そのための
温暖化防止のための国民的運動を、「チャレンジ25
キャンペーン」として2010年１月14日より、新た
に展開することとしました。
　「チャレンジ25キャンペーン」は、これまでの地
球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナ

ス６％」から、よりCO２削減に向けた運動へと生
まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭
などにおいて実践できるCO２削減に向けた具体的
な行動を「６つのチャレンジ」として提案し、そ
の行動の実践を広く国民の皆様によびかけて参り
ます。

（チャレンジ25ホームページ
http://www.challenge25.go.jp/ より）

　CNG車リースにおけるカーボン・オフセットは
下記のチャレンジ５に相当します。

【カーボン・オフセットの定義（注２）】
　カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO
／NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自ら
の温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれ
を削減する努力を行うとともに、削減が困難な部
分の排出量について、他の場所で実現した温室効
果ガスの排出削減・吸収量等（「排出権」という）
を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を
実現するプロジェクトや活動を実施すること等に
より、その排出量の全部又は一部を埋め合わせる
ことをいいます。

【カーボン・オフセット認証（注３）】
　カーボン・オフセット認証制度とは、カーボン・
オフセットの取り組みに関する信頼性を構築する
ために、環境省の策定した第三者認証機関による
認証基準に基づき設立された制度です。

環境省のカーボン・オフセットのページ
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/
carbon_offset.html

チャレンジ１
エコな生活スタイル

の選択

チャレンジ２
省エネ製品
の選択

チャレンジ３
自然を利用した
エネルギーの選択

チャレンジ６
地域で取組む温暖化
防止活動への参加

チャレンジ５
CO2 削減につながる

取組の応援

チャレンジ４
ビル・住宅のエコ化

の選択

チャレンジ２５キャンペーンでは６つのチャレンジを推進中

LEVOのカーボン・オフセット付き CNG車リース

《低公害車普及部》
　電話  03－3359－9009　FAX  03－3353－5430

《調査研究部企画室》
　電話  03－3359－9008　FAX  03－3353－5431

＊お問合せ先＊
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　環境省、（独）環境再生保全機構、横浜市が主催
するエコカーワールド2010（低公害車フェア）が、
平成22年６月５日㈯、６日㈰の２日間にわたって、
横浜みなとみらい21・赤レンガ倉庫広場で開催さ
れ、LEVOは、協賛団体として参加しました。
　エコカーワールドは、各種低公害車等の展示・試
乗等を行うとともにエコドライブの普及啓発を行う
事業として、昭和61年度から毎年開催されているも
ので、平成22年度で25回目の開催を迎えました。
　今年度は、70の企業や団体等から126台の低公害
車が出展され、実用化段階にある低公害車が一堂
に会しました。
　出展された低公害車は、電気自動車、プラグイ
ンハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、燃
料電池自動車、LPガス自動車、天然ガス自動車、
低燃費かつ低排出ガス認定車、及びDME自動車な
どでした。
　今回、出展された低公害車の中からいくつかの
車両をご紹介します。

◆電気自動車
　現在の電気自動車の技術課題といえば、なんと
いってもバッテリーの高性能化、低価格化です。
このため、現在この分野では、電動スクータや軽
自動車などバッテリー容量が小さくてすむ車両の
実用化が進んでおり、最も展示数が多くありまし
た。

　電気自動車のほとんどは、家庭にある100Ｖ／
200Ｖのコンセントからの充電が可能で、１充電あ
たりの走行距離は160kmを越えています。

　大型車の分野では、極東開発工業が、将来の電
池の低価格化、小型軽量化を見越して、大型車両（塵
芥車）の電動化に取り組んでいます（写真下）。
　これまでの塵芥車は、エンジンを動力としてい
たため、ゴミの収集作業時にかなりの騒音と排出
ガスを発生させていましたが、ゴミ圧縮機構を電
動化することでエンジン使わずにゴミの収集がで
き、塵芥車の作業中におけるCO２排出や騒音を抑
えることができるそうです。
　現在、価格は通常車のおよそ２倍と高額となっ
ていますが、電池の低価格化、高性能化により普
及が期待されるところです。

エコカーワールド2010に見る低公害車の動向

エコカーワールド2010（低公害車フェア）会場

三菱自動車工業株式会社（アイ・ミーブ）

極東開発工業株式会社（ｅパッカー）
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◆ハイブリッド自動車
　ガソリンや軽油と電気で走るハイブリッド車で
は、乗用車だけでなく大型バスの分野でも実用化
が進んでいます。横浜市交通局は、既に市販され
ている電気式ハイブリッドノンステップバスを導
入し、低公害化、省エネルギー化をすすめています。

◆燃料電池ハイブリッドバス
　水素を燃料として走る燃料電池ハイブリッドバ
スが、桜木町駅とエコカーワールドの会場を結ぶ
シャトルバスとして活躍しました。
　燃料電池ハイブリッドバスは、高圧の水素ガス
を燃料とする燃料電池と２次電池（ニッケル水素
電池）を動力源として走行するもので、車から排
出されるのは、水だけとなります。ディーゼル車
やガソリン車のように二酸化炭素や窒素酸化物な
どの有害物質を排出しない、21世紀の低公害車で
す。

◆天然ガス自動車
　国土交通省が次世代低公害車開発実用化プロジ
ェクトの一環で試作した長距離用大型CNGトラッ
クが、㈳日本ガス協会から出展されました。
　日本国内のCNG自動車は、延べ３万７千台以上
が普及し、そのうちトラックは最大積載量２ｔク
ラスを中心に約１万７千台が実用化されています。
長距離用大型CNGトラックとして天然ガス自動車
の弱点であった航続距離の課題を解消すべく、１
回の燃料充填で500km以上の走行が可能となり、
東京－関西間の営業運行を実施しています。

◆DME自動車
　DME（ジメチルエーテル）は、天然ガスやバイ
オマス等、いろいろな資源から製造することが可
能で、燃焼時に全く煤や硫黄酸化物を排出しない
クリーンな燃料として注目されています。
　このDMEを燃料とした自動車が、DME自動車
です。現在、実用化に向けて、関東および新潟県
内において、緑ナンバーのDME自動車による実証
運行試験が実施されています。

横浜市内の路線に使われているハイブリッドバス

社団法人日本ガス協会　パナソニック・ビエラ号

いすゞ中央研究所　エルフ（NPR 75 Ｎ改）

トヨタ自動車と日野自動車が共同開発
燃料電池ハイブリッドバス（FCHVバス）
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

東京三多摩地域を中心に、事業展開をしている同
社。自治体から委託を受け、家庭や事業所からの一
般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物処理、下水道施設
維持管理などを行っている。CNG導入から9年。そ
のメリット・デメリットを伺った。

常務取締役
　加藤慎次郎 氏

時代を担う事業にはクリーンでエコな取り組みが似合う

環境企画部  次長
　松川　甚太 氏

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構   低公害車普及部
　　　　調査役   原田訓男／関東地区担当   林雅彦

株式会社加藤商事

安全衛生課  課長
　加藤　　寛 氏  に聞く

松川次長（左）、加藤常務（中）、加藤課長（右）

《東京都狛江市》《東京都狛江市》《東京都狛江市》

　創業者である加藤長次郎氏が清掃業を始めたの
が昭和21年。昭和47年には東京都第一号となる産
業廃棄物収集運搬処理業許可を取得。以来、地域
社会へさまざまな形で貢献してきた。平成16年に
はISO9001認証取得、平成18年にはエコアクショ
ン21認証を取得など環境にも配慮している。本社
所在地である狛江市東野川は今や住宅地。同社の
周辺も一般住宅が立ち並んでいる。このような状
況下での事業展開だからこそ、より環境への配慮
が必要なのだ。
　「いつの間にか、会社の周りは住宅地になってし
まいましたね。騒音や悪臭には細心の注意を払っ
ておりますので、クレームもなく、近隣住民の方
にはご理解いただいています。」と加藤常務。同社
のCNG車導入のきっかけは「自動車NOx-PM法」
だったのだそう。
　「廃棄物の収集運搬車は上物の架装費が高いので
す。ですから車両を長く使いたい。ところがディ
ーゼル車への規制が制定され、車両の使用年度に
も限界ができてしまった。そこで、長期間、運用
できる車をということでCNG車を導入しました。」
　導入時にはディーラーがCNG車の詳細データを
提供してくれ、クライアントである自治体からの
要請もあった。そして補助制度が導入の後押しを
してくれたという。平成13年10月に１台、11月に
１台導入。現在では53台がCNG車だ（内リースは

45台）。同社の所有車両台数は140台。ここには４ｔ、
10ｔ車も含まれており、２ｔ車はほぼCNG車。た
だ、災害時など、不慮の事態が起きた時、家庭ご
み収集に支障をきたさないよう、ディーゼル車も
数台、残してあるそうだ。
　現在検討しているのは、平成13年に導入した
CNG車をいつまで使用するかということ。上物の
修繕が不必要な場合、予備車両として使用するな
どの方法を考えている。

◆地域に密着した業務だからこそ環境に配慮
　収集・運搬するのは家庭ごみ。つまり車両が走
行するのは人が住むエリアだ。だからこそ、排気
ガスがクリーンで、騒音もないCNG車を選択した。
　「収集・運搬は早朝行われることが多いので、
CNG車にしてからは助かっています。車両後部か
らごみを投入するので、排気ガスがクリーンであ
るということは、ドライバーへの配慮にも繋がっ
ています。」と加藤常務。
　ごみを収集するときにはエンジンをかけたまま。
積み込み作業担当者からは「排気ガスを常に浴び
たままでイヤだ」という声もあったそうだが、現
在では、「排気ガスが…」という話題すら出なくな
ったほどだという。
　デメリットは何だろう。
　「充填所が少ないので、もっと増やしてほしい
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ですね。弊社は狛江、調布、三鷹がメインなので、
まだ大丈夫ですが、各市町村に１か所あるといい
ですね。」と松川次長。同社では毎日の充填が欠
かせない。しかし、充填所が混んでいると、充填
のための残業が発生することもあるので、充填所
が増えれば是正されるのではという期待もあるそ
うだ。充填所が混んでいると、待機中の車両がじ
ゃまだという苦情が寄せられることもあるという。
ハード面の整備については、今後、検討していか
なければならない課題である。
　加藤課長は「ディーゼルと比べると燃費が良く
ないとドライバーは言っています。充填の頻度が
高いそうです。そして登り坂での加速力がないと
いう意見も聞きますね。」
　実はロー発進したほうが、燃費が良いことをご
存じだろうか。セカンド発進だと消費率が高いの
だ。これは空車でも同じであるとお話しすると、
加藤常務は「今日から全員に徹底させます。」と話
してくれた。また、加藤常務はボンベの点検に不
便を感じているという。
　「ボンベは２年ごとに検査しますが、車検とは同
日ではありません。いっしょにできると楽ですね。
また、車検証のようなものもないため、うっかり
期限切れになってしまうと充填ができなくなって
しまいます。このあたりの改善を期待しています。」
　９年間、運用しているからこそのご意見。もっ
と使い勝手が良くなるよう努力していきたい。

◆ 近隣住民と共に歩む。 
これまでも、これからも

　天然ガス車ということで、ガス漏れや爆発があ
るか、一般市民から問い合わせがあったこともあ
るという。
　強度と安全性を十分兼ね備えた部品を使用し、
各種の公的実験をクリアしているので安全ですと
説明してきた。CNG車の安全性について、もっと
PRが必要であろう。これは業界全体で取り組んで
いきたい課題だ。同社では、近隣住民とは長い付
き合いなので、理解してもらっているそうだ。そ
の付き合いは仕事という壁を超え、ボランティア
活動という形でも表れている。
　例えば、地域の小学生の通学時に交通整理をし
たり、川の美化清掃に参加したり、近隣住民との
融和を心がけている。また、行政からの要望もあり、
小・中学生の社会科見学で工場内を案内し、ゴミ
やリサイクルについての理解を深めてもらうこと

にも取り組んでいる。
　「企業としての使命だと思っています。通常の仕
事とは違う準備が必要ですが、できる限り尽力し
たいですね。」と加藤常務。
　同社に伺い、産業廃棄物を扱うという業態のイ
メージが一新された。敷地内には騒音も悪臭もな
い。きびきびとしていて礼儀正しい社員の皆さん
の対応にも目を見張った。真摯な仕事への姿勢が、
CNG車のアピールにもつながっていると感じた。

CNG車の低公害性をいかにアピールしているかを
説明いただくLEVO担当者

創業時から変わらぬ統一デザイン

車体には頭文字をデザインしたロゴマークが

小学生などを工場見学に招待し、
清潔で安全な処理施設を案内している
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

バス事業、旅行業関連、公用車運行請負の3業務を
中心に、交通業に特化した事業を展開している同
社。社会性・公共性の高い業務の遂行には、いかな
る困難があるのだろうか。神峰営業所でEMS導入
の経緯と共にお話しいただいた。

交通事業部  事業部長

　仲野  徳寿 氏

地域の人々に喜んでいただけるサービスの一環でEMSを導入

交通事業部  運行部  運行部長

　増子  佳男 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
　　　　EMS推進グループ　　　　野間   陽子

日立電鉄交通サービス株式会社

交通事業部  運行部  神峰営業所所長

　鈴木  章裕 氏  に聞く
増子運行部長（左）、仲野事業部長（中）、鈴木所長（左）

《茨城県日立市》《茨城県日立市》《茨城県日立市》日立電鉄交通サービス株式会社日立電鉄交通サービス株式会社日立電鉄交通サービス株式会社

　EMSはバス事業での導入だ。街の主要道路（路
線）を定時運行し運賃をいただく「乗合バス」、東
京、成田、羽田や東京ディズニーリゾートなどを
結ぶ「高速バス」、温泉旅行などのチャーター便で
ある「貸切バス」が主な業務である。
　「特に定期路線は、毎日運行しているのでCO２の
排出量が気になっていました。環境に配慮したい
という思いが、EMS導入のきっかけです。平成20
年８月、３事業所のバス169台に導入しました。」
と仲野事業部長。
　それまでにも、アイドリングストップ、省エ
ネ運転、事故防止などの取り組みを行ってきた
が、目が行き届かない部分が生じてきたことから、

EMS導入を決めたという。導入当時の話を増子運
行部長に伺った。
　「各事業所の管理者は前向きに取り組んでくれま
した。しかし一部の乗務員からはデータ管理され
ることに抵抗があると言われたことも事実です。
EMSを導入することで得られるデータで、我々が
何を手に入れることができるかを理解してもらえ
れば、その抵抗感はなくなると思い、機会がある
たびに説明してきました。私なりに工夫をし、数
値をお金に換算して説明しています。自分にとっ
て、会社にとってどんな意味があるのかを具体的
にイメージできるので理解も早いのです。」

◆ 数値目標達成のため、乗務員の実力を底
上げしたい

　「燃費は８％アップを目標にしているのですが、現
状は６％の伸びにとどまっています。乗務員の実力
には個人差がありますから、総合運転評価点数の100
点を取るものもいれば、良い成績を残せないものも
１割程度いる。目標を達成するには、良い成績を残
せない１割の乗務員の底上げが必要だと考えていま
す。」と増子運行部長。
　バス運行の特性を考えれば、燃費の６％アップ
は褒められるべき成績なのではないだろうか。
　鈴木所長は「できれば次のステップへ進みたい
のです。目標達成の妨げになるものは排除し、目運行管理データの説明を受けるLEVO担当者
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標の数値も上げていきたい。そこで良い成績を残
せない乗務員へは、その都度個人指導を行い、本
人に自覚してもらいます。また誰が乗車しても100
点を取れない車両もありますから、車両特性を考
え評価基準の設定を変えるなどの措置を取ってい
ます。」
　最終の目的は自分の運転特徴を理解してもらう
ことだという。100点という点数を目標にするだけ
ではなく、自分の性格や運転の個性を捉えること
で、100点の質を上げることができるのだ。100点
満点のさらなる上を目指している同社の取り組み
に感服した。
　自動車メーカーが実施している省エネ講習会へ
も積極的に参加している。
　「いつもの運転をし、データを取ります。講習を
受け、再度運転すると20％以上燃費が伸びる乗務
員もいるのです。講習を受けない手はないでしょ
う。ただ、課題もあります。一か月もすると、ま
た癖が出てしまう。講習直後の運転をどこまで持
続させることができるか、現在試行錯誤中です。」
と仲野事業部長は語る。
　省エネ運転の指導についても紹介しよう。それ
ぞれ運転の特徴が異なるため、個人ごとに指導す
るのは、もはや当たり前。同社では、「停止時はエ
ンジンブレーキ活用しましょう。なぜならエンジ
ンブレーキ時は無噴射。つまり燃料費はゼロです
よ。」と実にきめ細やかな指導を実施している。指
導される側の心に届く指導。見習いたいものだ。

◆不況時にも生き残れる企業の真髄を見た
　一般的に公共交通の利用が減少している昨今。
同社は新しい取り組みを始めた。日立市とタイア
ップし、ある路線で団地内への乗り入れを開始し
たのだ。これまではバス停が団地の入り口にしか
なかったのだが、団地内を巡回運行することで高
齢者や子どもが利用しやすくなった。また、団地
内はフリー乗降なので、玄関先まで送り届けても

らえる安心感も生まれた。
　「他にも、金曜日の最終便の運行時間を繰り下げ
る、高校生を対象に、通学定期で全路線乗車可能
にするなど、バスに乗っていただくためにさまざ
まなサービスを実施しています。」と仲野事業部長。
良いアイデアと、それを実践していく行動力がカ
ギなのだろう。
　最後にEMSのメリット・デメリットを伺った。
　「省エネ効果が確実に出ました。また、因果関係
ははっきりしないのですが、事故が極端に減少し
ました。昨年前期が十数件あった事故件数が、昨
年後半は２件です。もちろん人身がからんだ事故
はゼロ。うれしい誤算でした。チャート紙不要で
車内もすっきり。デメリットは無いと思います。」
　増子運行部長は「乗務員が点数を気にしすぎる
のがデメリットでしょうか。100点を取りたいため、
例えば下り坂道でもエンジン回転数の設定値を超
えないようブレーキを多用するなど本当の省エネ
運転をしているのか、今後、検証していきたいと
思っています。」
　鈴木所長は「デジタルタコグラフ搭載車、エコド
ライブ宣言などのステッカーを貼っていると、同業
種の方や一般車の方が気づいてくれます。社のイメ
ージアップにもつながりました。EMSを導入した良
さを実感しています。」と話してくれた。EMS導入
から２年。同社の今後の動向に注目していきたい。

♠日立市の名物
　日立製作所発祥の地である日立市。企業城下町ならではの名物を取材先で紹介していただいた。
その名もユニークな『モーター最中』。皮の詳細を良く見てほしい。日立製作所が開発した国内
初の電動機である5馬力誘導電動機（モーター）をかたどっているのだ。味は3種類。餅入り粒餡、
ウグイス餡、白餡で、それぞれ程よい甘さが楽しめる。
中でも餅入り粒餡は秀逸。サクサクとした皮と、やわらかな餅という異なる食感に心惹かれ、粒
餡の甘さに懐かしさを覚える。
東側には太平洋、西側には阿武隈山系の山々と、まさに風光明美な日立市。お出かけの際は、お
土産にぜひ。

EMS機器販社の対応は迅速ていねい。夜中でも駆けつけてくれる
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第39回  IEA自動車用先進燃料実施協定参加報告

　LEVOは、政府指定機関として国際エネルギー
機関（IEA）の自動車用先進燃料実施協定（AMF
協定）の活動に参加しています。
　2010年５月にAMF協定における共同研究の方針
を議論する「執行委員会｣ がカナダのオタワで開
催され、参加しました。この会議での主な議論お
よび北米における代替燃料の開発、利用状況に関
する情報を紹介します。

◆AMF協定執行委員会の概要
月日：2010年５月12日㈬～14日㈮
場所：カナダ��オタワ
出席： 日本（LEVO、NEDO）、オーストリア、カ

ナダ、中国、デンマーク、フィンランド（議
長）、フランス、ドイツ、スウェーデン、ス
イス、タイ、米国（計12カ国）

事務局：スウェーデン
オブザーバー：オランダ、ノルウェー

　執行委員会では新規の国際共同研究に関する提
案、議論のほか、各国における自動車用代替燃料の
動向等の話題提供が行われます。今回の執行委員会
では、LEVOより日本における運輸部門からのCO２
排出の動向およびLEVOが進めているEMSの活動、
成果を報告しました。各国から、日本の運輸部門の
CO２削減動向及びエコドライブによるCO２削減の実
績に対し、大きな関心が寄せられました。

◆執行委員会のトピックス
　最近は、CO２削減のための燃料の役割が注目さ
れており、いろいろなバイオ燃料を用いた場合の
燃費、排出ガスに関する国際共同研究が行われて
おります。さらに燃料の採掘から最終消費までの
間の総CO２排出量であるライフサイクルアセスメ
ント研究の必要性が議論されています。次回は、
2010年11月にギリシャで開催される予定です。

◆北米における自動車用代替燃料のトピックス
　AMF協定執行委員会に合わせて、2010年５月10
日㈪～11日㈫に、カナダのオタワで開催されたカ
ナダ天然資源省および米国エネルギー省の主催に
よる運輸技術燃料フォーラム2010に参加しました。
そこで得られた北米における自動車用代替燃料の
トピックスについて紹介します。
　現在、化石燃料の枯渇が懸念されるなか、カナダ
には従来型の化石燃料とは異なるシェールガスと呼
ばれる燃料が大量に埋蔵されていて、採掘するため
の技術開発が進められています。シェールガスと
は、圧力を受けて有機物が熱分解を起こし、地下
100～2,600mに眠る、固く薄片状にはがれやすい頁
岩（シェール）の微細な割れ目に閉じこめられた天
然ガスのことです。21世紀に入り、強力な圧力（500
～1,000気圧）の水を当ててシェールに人工的な大き
な割れ目を作りガスを取り出す技術が確立しまし
た。それは水平坑井技術と呼ばれるもので、垂直に
掘ってシェール層に到達した後、水平方向に掘り進
む技術です。今後、シェールガスが大量生産される
ようになると、石油よりも相当安価に供給される可
能性が高く、日本国内においても天然ガス自動車が
さらに大きく普及すると期待されます。

シェールガスの水平坑井技術

LEVOの発表及び執行委員会の様子
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第６回  AMF  アネックス16の概要
　この連載では、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「自動車用先進燃料研究開
発  実施協定（AMF協定）」の共同研究成果を紹介しています。今回は、LEVOも参加しましたアネックス16「自動車
エンジンにおける生分解性潤滑油の環境･経済性評価｣ を紹介します。共同研究報告は、技術情報が中心ですので概
要を簡単に紹介し、関連する話題を平易に解説します。
注）共同研究をアネックス（Annex：付属するもの）と呼び、スタートした順にNo. を付与しています。

◆アネックス16の概要◆
参 加 国：�日本（LEVO）、米国、イタリア、デン

マーク、スウェーデン、フィンランド
研究期間：2000～2003年
運営機関：DTU（デンマーク工科大学）
経緯及び目的：
　原油から作られたエンジンの潤滑油は、微生物
により分解されにくく、自然界で長期間残存しま
す。そのため、建設用機械、農業用機械などでは
潤滑油による土壌汚染、排出ガス中のPMによる
健康面への影響の懸念から、植物油等の生分解性
の潤滑油が使用される場合があります。
　AMF協定では、生分解性潤滑油（本ページの
解説参照）を使ったエンジンのデータが少ないこ
とから、乗用車用ディーゼルエンジンを用い排出
ガスの特徴を調査しました。
試験自動車：
　副室式ディーゼルエンジン搭載の乗用車
　排気量：1.5リットル　　製造年：2001年
　排出ガス対策　酸化触媒とEGR（排出ガス再循環）
燃料：標準的な軽油、バイオディーゼル燃料

◆アネックス16の主な結果◆
○�標準的な軽油及びバイオディーゼル燃料を用
いて生分解性潤滑油を使用した乗用車の長期
路上走行を行った結果、エンジンの異常摩耗は
なかった。
○�新油の生分解性潤滑油の生分解率は90％（潤滑
油の90％が微生物で分解される）であったが、
エンジンに使用し、潤滑油が劣化すると生分解
性は低下した。標準的な軽油を燃料とした場合
生分解率は76％、バイオディーゼル燃料の場合
は85％であった。バイオディーゼルを使うと標
準的な軽油よりも生分解性は高くなった。
○�生分解性潤滑油を使用した場合、燃料消費量が
数パーセント増加し、その結果、NOx及び多
環芳香族炭化水素（PAH：本ページの解説参照）
も増加した。

　この研究は、生分解性潤滑油を用いた場合のあ
る限定的な条件で行われたものです。関係論文を
LEVOホームページに掲載しております。ご興味
のある方は参照ください。

【参考】http://levo.or.jp/lib/report/

◆解説◆　－生分解性潤滑油とは？－
　「生分解性潤滑油」とは、植物油などの天然油
脂を原料とし、自然界に存在する微生物によって
二酸化炭素と水に分解される潤滑油のことをい
います。
　土壌や湖沼に漏洩した潤滑油が環境汚染を引
き起こす懸念があるために、ヨーロッパでは、“湖
沼での船外機用２サイクルエンジン油、森林で使
うチェーンソー油、河川で使用する建設機械の油
圧作動油等には生分解性の潤滑油を使用するこ
とが行政指導で義務付けられています。

潤滑油の生分解性の比較
潤滑油 生分解率（％）

鉱物油
（原油から作られた潤滑油）

0～60
（種類により異なる）

植物油 80～100

◆解説◆　－PAHとは？－
　PAHとは、多環芳香族炭化水素という化学物質
で、ベンゼン環を２つ以上有する炭化水素の総称
です。英語のPolycyclic�Aromatic�Hydrocarbons
を略してPAHと表わします。重油や軽油など原
油を精製した燃料に含まれており、ディーゼルエ
ンジンや船舶などの排出ガス中の微粒子（PM）
にも微量含まれている事が知られています。これ
らは発がん性があると疑われており、排出ガス規
制によりPMの重量が規制されています。

連載　LEVOの国際協力活動

多環芳香族炭化水素の化学構造例
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エコカーワールド2010に出展

　大都市地域を中心とする窒素酸化物（NOx）、粒
子状物質（PM）等による大気汚染や地球温暖化対
策に有効な低公害車について、国民の理解を深め、
その普及促進を図ることを目的に、様々な低公害
車を展示する恒例の「エコカーワールド2010」が、
６月５日㈯、６日㈰の２日間、横浜みなとみらい
21・赤レンガ倉庫広場で開催されました。
　低公害車の展示の規模に関しては国内最大級と
いわれるエコカーワールドは、環境省、独立行政
法人環境再生保全機構及び横浜市の主催のもと、
毎年、環境省が環境保全に関する普及・啓発活動
に取り組む６月の「環境月間」に開催されている
ものです。
　今年で25回目（横浜市では７回目）となる今回
は、『ついに、時代が走りだした』をテーマに次世
代自動車が本格的に普及した近未来社会をイメー
ジし、「働くエコカー」を中心に子供達が見て触れ
てみることのできる体験型のフェアとして、電気
自動車、天然ガス自動車をはじめとする過去最高
の126台の展示や試乗が行われたほか、エコドライ
ブ診断、手作りエコカーコンテスト、交通安全教
室など、盛りだくさんのイベントが催され、２日
間とも晴天の好日和もあって家族連れを中心に延
べ95,000人に上る来場者で大変な盛況振りでした。
　LEVOは、今年も協賛団体の一員としてブースを
出展し、LEVOの事業を紹介するとともにLEVOが
普及を進める天然ガス自動車などの「働くエコカ
ー」や「エコドライブ」について、より多くの来場
者に関心をもってもらい、普及の必要性を少しでも
理解してもらうための啓発活動を行いました。

◆未来のユーザーに描いてもらう
　その出展の内容をどのようなものにするかにあ
たっては、毎年家族連れの来場者が多いことや、
今回のテーマが、いよいよエコカーが走り出した
「今」を子供達が見て触れて体感し、これからの
クルマの未来を想像してもらうことから、未来の
エコカーのユーザーとなる子供たちに何か参加し
てもらうものを考えました。そこで、来場する家
族連れのお子さんには、未来に走るエコカーを自
由に描いたり、塗り絵をしてもらうブースを設け、
また、その親御さんには、「働くクルマのエコ検定」
と題したクイズに参加してもらいました。
　その結果、好天の休日とあってLEVOのブースで

は93人もの子供たちに塗り絵を楽しんでもらいまし
た。塗り絵には、今年からエコなイメージキャラク
ターとしてデザインしたイラスト「レボまる君」と
働くクルマや可愛い生き物が住む地球を合わせたも
のを用意し、子供たちは夏日の暑さにもかかわらず
熱心に24色のクレヨンを使い想い々の色で描いてく
れました。未来のエコカーを自由に描いてもらった
中では、普段は太陽光パネルから充電し、もしも雷
が落ちる悪天候のときはその落雷をも利用して充電
するエコカーという子供ならではの斬新な発想に驚
きつつ、また、タンクにゴミでも何でも詰め込めば
燃料となって走る夢のようなエコカーを描く傍ら、
エコカー専用のエコナンバープレートの装着やその
クルマやドライバーのエコの度合いを表すエコカー
マークの表示など具体的な差別化に踏み込んだアイ
デアもあり、大いに感心するところでありました。
未来に向け、これからも地球環境問題が常に人間社
会の大きな関心事となっていく中、この子供たちの
エコに対する今の気持ちはこれからも大切してもら
いたいと願うばかりです。

◆エコ検定で環境問題を考える
　子供たちが塗り絵に夢中になっている間、手持
ち無沙汰の親御さんに参加してもらった「働くク
ルマのエコ検定」クイズは、子供の塗り絵が終わ
るまでの一休息となったこともあり、低公害車に
関して理解が深まったと好評でした。地球温暖化、
自動車の排出ガス、エコドライブなどに関するク
イズで構成されており、「少し難しかった。」とい
うご意見もいただきましたが、このクイズを通し
て意外と知ってるようで知らなかったことがわか
ったとの感想をいただきました。全問正解を告げ
た方の中には、結構喜んでもらえた方もおられて、
多少なりと関心と意識を持っていただけたのでは
ないでしょうか。
　今回のエコカーワールド2010での２日間の普及
活動を通して、家族連れをはじめとする一般の多
くの方々に接することができました。そして、少
なからず低公害車に関心があることがわかりまし
たが、その認知度、理解度はまだまだ十分深いと
はいえないことも感じました。LEVOではこれか
らもこのような機会に広く一般の方への情報発信
と普及啓発の活動を続け、低公害車への理解を深
めていきたいと思います。
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好天に恵まれた展示会場

子供は塗り絵に夢中、大人はクイズに挑戦中

家族連れで賑わうLEVOのブース

寄せ集められた子供たちの塗り絵・イラスト

レボまる君と働くクルマ

エコナンバープレートにエコカーマークでアピールを！

カミナリを充電する恐るべきエコカー！

レボまる君と生き物が住む地球
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マクロレンズで超接近、やっとお出まし。友好的な出会いでした。 真昼の江の島。望遠レンズでシャッターチャンスを狙いました。

波打ち際で遊ぶ子供たちの姿が水辺に映え、爽快感が伝わりますか？夕暮れの戦場ヶ原に霧が出て、幻想的な風景になりました。

足利のフラワーパークでの一枚。リズミカルなアメジストセージの花が綺麗でした。 夕暮れ前の中禅寺湖の風景。


