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　2011年の年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを
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。
　我が国経済は、新興国の経済成長、エコカー補
助等の政策効果等もあり、昨年前半はようやくリ
ーマンショク以来の景気後退から抜け出したかと
思われましたが、デフレ傾向や雇用、消費の不振
が続く中で、円高傾向らがさらに進行したことや
エコカー補助金等政府の景気対策が終了・縮小し
たことなどもあって、ここに来て景気の先行きの
不透明感が再び強まってきております。このよう
な情勢を反映して、トラック輸送、バス輸送等を
とりまく経営環境も依然として厳しい状況が続い
ており、私共が取扱っております低公害車（CNG
車、ハイブリッド車等）の導入実績は、一昨年以
来低迷傾向が続いております。
　こうした中で、昨年秋には世界でも最も厳しい範
疇に位置付けられるポスト新長期排出ガス規制が本
格スタートし、本年秋にはいよいよ新規制が中小型
の継続生産車を含む全面適用となります。また、温
室効果ガス削減の面では、京都議定書の目標達成期
限が来年末に迫ってくるなど、環境対策はスローガ
ンの段階から実行の段階へとその歩みを進めなけれ
ばならない時機となってきております。
　既に、乗用車の分野では、昨年来、電気自動車へ
の関心が内外共に急速に高まり、各種の電気自動車
が実用化・量産化の時代を迎えています。しかし
ながら一方でトラック、バスといった大型商用車の
分野では、電気自動車は現実的な実用車として普
及する段階にはいまだ至っておらず、今後の技術開

発の動向を注意深く見守っていく必要があります。
したがって、これからもしばらくの間は引き続き
CNG車やハイブリッド車が有害排出ガスやCO２の削
減の中心的役割を担っていかなければならない状
況にあります。折りしもアメリカではシェール・ガ
ス革命が進行し、また、韓国をはじめとする諸外国
でも自動車燃料の多様化のためのCNG車の普及に
力を入れていることもあり、我が国においてもエネ
ルギー安全保障の観点、あるいは自動車運送事業
における燃料の安定供給と経営の安定化の面から
も、とりわけCNG車等の普及に力を注いでいく必
要があると考えております。このため、本年２月１
日より今年度にLEVOリースで導入するCNG車に
ついてカーボンオフセットを付加したLEVOリース
事業を始めることといたしました。これをきっか
けにCNG車の環境対応車としての意義を今一度皆
様方にアピールし、その普及促進を図ることがで
きればと考えているところです。
　更に、CO２削減の面からは、エコドライブの徹
底がかなり大きな効果を発揮することが知られて
いるところであり、EMS普及事業やエコドライブ
総合診断事業を通じて、大型商用車の燃費改善、
CO２削減に引き続き取り組んでまいりたいと考え
ております。
　私共といたしましては、本年もこのようなCNG
車、ハイブリッド車を中心とする低公害車の普及
促進と、EMSを通じたエコドライブの推進を２本
柱として、運送用自動車の環境対策に全力を傾注
してまいる所存です。皆様方におかれましても引
き続き当機構へ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、皆様方にとりまして今年
が明るい年となりますようお祈り申し上げまして、
年頭のご挨拶といたします。

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

年頭のご挨拶
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平成23年「年頭の辞」

国土交通省  自動車交通局長

中  田  　徹

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　平成23年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を
申し上げます。

　最近の我が国の経済は、外需等により持ち直し
てきたものの、このところ足踏み状態となってお
り、雇用情勢も厳しい状況が続いています。この
ような経済状況の下、運輸業界にあっても依然厳
しい経営環境にあ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中心に、政務３役のご
指示をいただきながら取り組んで参ります。

　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、
地域の活力が弱まり、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、輸送需要の減少傾向が続いており、
極めて厳しい運営状況にあり、事業者や自治体の
懸命の努力にもかかわらず、バス事業者の経営破
綻や路線撤退が生じています。地方部を中心に地
域の生活交通はこのままでは存続が困難な状況に
あり、その生活の基盤が脅かされています。
　国土交通省では、今後の交通に関する基本理念
を定める交通基本法（仮称）の関連施策として、
平成23年度予算において『地域公共交通確保維持
改善事業「～生活交通サバイバル戦略～」』総額
305億円を確保することとしています。この事業は、
既存の地域公共交通に係る様々な支援制度を、抜
本的に見直し、統合した新たな制度であり、生活
交通の存続危機地域における最適な移動手段の確
保やバリアフリー化等移動に当たっての様々な障
害が解消されるような取組が、全国的に促進され
るよう、必要な支援を一体的に行うこととしてい
ます。
　タクシーについては、一昨年10月に施行された
タクシー適正化・活性化法に基づき、特定地域と
して指定された地域の関係者にタクシー事業の適
正化・活性化に取り組んでいただいています。また、
地域計画作成済の地域にあっては、事業者が減休
車等を盛り込んだ特定事業計画を作成し、現在多
くの地域で減休車等への取組みが始まっています。
私どもといたしましても、関係者の方々のご協力
を賜りながら、今後とも各地域におけるタクシー
事業の適正化・活性化に関する取組みを推進して
いくとともに、その効果を見極めて、必要な施策
を講じて参りたいと思います。

　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。

年頭のご挨拶
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　トラック輸送は、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、国際物流の強化も重要な
課題となっております。
　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で
あり、取り巻く経営環境はデフレ経済の影響や燃
料価格の上昇圧力もあり、依然として厳しい状況
にあります。また、地球温暖化対策をはじめとす
る環境問題や交通安全対策に対する社会的要請の
高まりなど、トラックをとりまく経済社会の環境
は大きく変化しています。
　こうした状況を踏まえ、国土交通省では、トラ
ック産業をいかに持続的かつ収益力のある産業と
して発展させていくのかという観点から、「トラッ
ク産業の将来ビジョンに関する検討会」を開催し
てきました。昨年７月の中間整理においては、今
後のトラック産業のあるべき姿として、生産性の
向上、新分野の開拓等による持続的な成長、アジ
ア等への海外進出、持続的な環境対策・安全の確
保の実現等を目指していくことが重要とされまし
た。新規参入に係る最低車両台数のあり方及び適
正な運賃収受に向けた取組みについては、ワーキ
ンググループを設け検討を進めることとされてお
り、トラック運送事業の実態を踏まえ適切に対応
して参ります。
　また、昨年度の税制改正の結果、平成23年度よ
り新たに温暖化対策税が導入されることとなりま
した。トラック運送の分野においては、昨今の環
境対策に対する社会的な要請の高まりを踏まえ、
物流の省エネ化のための支援策が設けられました
ので、これを有効に活用していただき一層の環境
対策に取り組んでいただきたいと考えております。
　なお、軽油引取税の当分の間税率を継続すると
されたことを受け、これと一体の措置である運輸
事業振興助成交付金は継続となりました。

　第三に自動車安全対策の推進です。
　交通事故の発生状況につきましては、交通事故
死者数、交通事故件数とも減少傾向にありますが、
未だ多くの尊い命が交通事故の犠牲になっていま
す。
　こうした中、事業用自動車の事故削減に向けた
取組を一層進めるべく ｢今後10年間で事業用自動

車の死者数・人身事故件数を半減｣、｢飲酒運転ゼ
ロ｣ を目標として平成21年３月に策定した ｢事業
用自動車総合安全プラン2009｣ に基づき、点呼時
におけるアルコールチェッカーの使用の義務付け、
デジタル式運行記録計等の運行管理の高度化に資
する機器の導入等に対する支援等を実施したほか、
運行記録計の義務付けの拡大やIT点呼に係る要件
の拡大を検討して参りました。本年も運行管理の
高度化に資する機器の導入等に対する支援を引き
続き実施するなどを着実に進めていくほか、本プ
ランの目標を確実に達成するため、PDCAサイク
ルに沿った定期的・継続的なチェックを進めて参
りたいと考えております。
　また、交通事故の傾向を踏まえた特定テーマの
安全対策として、事業用自動車の運転者の健康に
起因する事故を防止する観点から、運転者の健康
状態を良好に維持させるための「事業用自動車の
運転者の健康管理に係るマニュアル」を策定した
ところです。今後も引き続き事故の調査・分析体
制を拡大させていくとともに、再発防止策の提言
を行っていくこととしております。
　自動車検査につきましては、不正二次架装・不
正車検の防止等を図るため、画像取得・３次元測
定装置の運用を行うとともに、受検者への審査結
果情報の提供等のための施設整備を進め、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。
　また、新技術を利用した自動車が増加している
ことに鑑み、汎用スキャンツール普及検討会にお
ける検討等整備事業者の技術的基盤強化を促進す
るための施策を検討して参ります。
　本年も自動車点検整備推進運動を実施して点検
整備の励行を促進するとともに不正改造車を排除
する運動を全国的に実施してその排除を図って参
ります。また、ペーパー車検など悪質な事案が依
然後を絶たない状況であり、厳正に対処するとと
もに未認証事業者に対しても適切に対処して参り
ます。
　自動車のリコール制度に関しましては、より一
層ユーザー目線に立った制度となるよう、情報収
集体制及び調査分析体制の強化に努めます。この
ため自動車メーカー、関係省庁、ユーザー等から
の様々な不具合情報や海外からのリコール関連情
報の独自収集、能動的調査を遂行するため、「不具

年頭のご挨拶
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合情報調査推進室」を新設するとともに不具合情
報や改善措置の内容を技術的に検証する（独）交通
安全環境研究所の技術検証体制の強化を図り、リ
コールの適切かつ迅速な実施に取り組んで参りま
す。
　さらに、車両の予防安全対策の普及拡大等によ
り、平成22年時点における死者数削減目標等を掲
げこれまで取り組んで来たところですが、昨年10
月、交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部
会技術安全WGを設置し、今後５～10年先を念頭
に新たな目標の策定及びその目標達成に向けて取
り組むべき事項、方向について具体的な検討を開
始し、本年春頃を目途にとりまとめることとして
います。
　また、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、自動車アセスメ
ント等については、今後も引き続き取り組んで参
ります。

　第四は、自動車の環境対策の推進です。
　昨年10月に閣議決定された地球温暖化対策基本
法案においては、温室効果ガスの排出量に関する
意欲的な目標に合意するという前提条件のもと、
CO２排出量を2020年までに90年比で25％削減する
という目標が盛り込まれております。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、昨年６月より、2020年に向けた乗
用車の新たな燃費基準の検討を開始したところで
あり、概ね１年を目途にとりまとめることとして
おり、自動車製造事業者の更なる技術開発を促し
て参ります。また、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
ゼル車に対するポスト新長期排出ガス規制を適切
に実施するとともに、昨年３月には、ディーゼル
特殊自動車に対する平成23年規制を導入しました。
また、昨年10月には、二輪自動車の排出ガス試験
測定方法に新たなる試験走行モードを導入しまし
た。
　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。平成22年度第１次補正予算で
は、次世代自動車に加えて環境対応ディーゼル車
についても導入支援を行うこととしたところです。
また同じく補正予算により実施することとなった

「観光地における電気自動車による公共交通のグリ
ーン化促進事業」では、電動バス・電動タクシー
を活用した意欲的な事業展開等を目指す事業者を
協力に支援することで、公共交通のグリーン化等
を促進することとしております。
　中長期的な視点に立った、地球環境問題、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
る次世代大型車の開発・実用化の取組みを進める
他、都市・地域整備局と連携して、電気自動車を
初めとした環境対応車を活用したまちづくりにつ
いての取組みを進めて参ります。

　第五に、自動車の基準の国際調和及び認証の相
互承認の推進です。
　自動車産業のグローバル化が進展した現在、国
内外で車両の安全・環境対策を効果的かつ効率的
に実施していくためには、安全・環境基準の国際
調和を推進するとともに、日本発イノベーション
の世界的な普及も併せて考慮することが不可欠で
あると考えており、国連等の場において積極的に
取組み、国際基準の策定に貢献していく予定です。
　具体的には、昨年３月より国連において、日本
提案に基づき国際的な車両型式認証制度の創設に
向けた作業が開始され、現在、WP29の下に設置
された作業部会において制度創設に向けたロード
マップ等の検討が行われています。
　さらに、自動車基準の調和に関する活動にアジ
ア諸国の参加促進を支援していくことも非常に重
要であり、昨年11月に第８回日ASEAN交通大臣
会合で承認された日ASEAN自動車基準・認証制
度に関する協力プログラムや本年１月に東京で開
催予定の自動車の安全性及び環境性能の向上に関
する官民フォーラム等の枠組みを通じ、アジア諸
国との連携を一層強化して参ります。
　国際調和の推進は、昨年６月に閣議決定しまし
た政府の「新成長戦略」及び昨年５月に取りまと
めた「国土交通省成長戦略」においても成長戦略
の一つとして位置付けられているところです。こ

年頭のご挨拶
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れについては、昨年11月に、官民で構成する「第
１回自動車基準認証国際化ハイレベル会議」を開
催したところであり、今後、電気自動車をはじめ
とする革新的自動車技術に関連する基準や車両型
式認証相互承認制度等の国際的な取組みに関し行
動計画を策定することとしております。

　第六は、安心な「くるま社会」の基盤づくりの
推進です。
　現在自動車保有台数が約８千万台であり、「くる
ま社会」の更なる発展にとって自動車の登録制度
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。リース・信販、保険、自動車販売、
整備など各方面の自動車関係ユーザーから情報提
供のご利用をいただいていますが、十分な個人情
報保護対策を講じつつ本制度の周知及び適切な利
用拡大に努めて参ります。
　また、自動車保有関係手続のワンストップサー
ビスについては、関係各位のご協力のもと、稼動
しているすべての地域で利用が拡大しております。
今後とも、関係機関と連携・協力を強化し、中間
登録への手続拡大及び稼働地域拡大に向けた取組
を継続するとともに、自動車ディーラー等利用者
の皆様の要望を十分に踏まえ、利便性が実感でき
るよう、改善に努めて参ります。
　なお自動車登録制度に関しては、昨年10月の特
別会計事業仕分けにおいて、「自動車安全特別会計」
が議論の対象となりました。自動車検査登録勘定
の廃止、自動車検査独立行政法人の抜本的見直し、
自動車登録検査システムの予算縮減という結論が
示され、今後、これらの結果を真摯に受けとめ、
対応を検討して参ります。
　さらに、昨年５月に内閣府行政刷新会議が開催
した「政策グランプリ」において、「自動車登録手
続きの簡略化」が取り上げられたことを契機とし、
自動車登録制度に詳しい関係者の方々を招いて「自
動車登録のあり方に関する検討会」を開催してお
ります。この検討会で頂きました意見をもとに、
今後の自動車登録制度のあり方について、見直し
ていくこととしています。

　次に、自動車損害賠償保障制度に関しても、昨
年10月の特別会計事業仕分けにおいても、その制
度のあり方が議論されましたが、自賠責の特別会
計は、自動車ユーザーの支払った保険料を原資と
し、交通事故の被害者救済に欠くことができない
役割を果たしている「クルマ社会のセーフティー
ネット」であるという主張が認められ、現行制度
を継続することとされました。ただし、この制度
において行っている事業を、より被害者救済に直
結するものとなるよう見直しが求められました。
このため、被害者・家族の支援を強化するため、
安定的な介護生活を送る上で必要となる短期入院
協力事業について、遷延性意識障害者、高次脳機
能障害者の在宅介護を行う被害者家族、医療・看
護の実務担当者等の意見を十分お聴きして、被害
者・家族のニーズにあったものに改良することと
しています。また、依然として検査対象外軽自動車、
原動機付自転車による無保険車が多いことから、
本年４月１日より強制保険への加入の有無を確認
するための重要なツールである保険標章について、
保険期間が満了する日の属する年ごとに色を変更
することにより、保険期間の失効をより認識しや
すくするなど、効果的な無保険車対策を図ります。
これらも含め、引き続き自動車事故被害者の保護
及び保障の改善に努めて参ります。

　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。（終）

年頭のご挨拶
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「エコドライブ総合診断」受診事業者の追跡調査結果

　LEVOのエコドライブ総合診断事業は、エコド
ライブを実践している運送事業者のさらなる燃費
改善のため、個々の自動車使用実態に応じたきめ
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。今回、
一部受診事業者の診断後のエコドライブ実践状況
と燃費改善効果等について追跡調査を実施しまし
たので、その結果を紹介します。
　受診事業者の診断車両、診断結果および実践結
果を下図に示します。追跡調査の結果、受診事業
者が提案項目の一部実践により2.8～10％の燃費向

上を達成されるとともに、業務改善、外部PR、顧
客対応など、事業者独自の工夫による診断結果の
活用例があることがわかりました。
　このように、エコドライブ総合診断は燃費改善だ
けではなく、業務上の様々な課題を改善するきっか
けになることがわかりました。この機会に是非エコ
ドライブ総合診断の受診をご検討ください。
　詳しくは、LEVOホームページをご覧ください。

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

受診事業者 株式会社建総  様 株式会社日本パープル  様 富士観光バス株式会社  様

所　 在 　地 千葉県市川市 東京都江戸川区 栃木県栃木市

診  断  車  両

2トン塵芥車 4トンバン 大型観光バス

業  務  内  容 ゴミ収集 機密書類回収 貸し切り

Ｅ　 Ｍ 　Ｓ 未導入 未導入 H20/11導入

診 　断 　日 H21/5/1〜5/8 H21/4/13〜4/16 H21/2/23〜3/1

診  断  結  果
（燃費改善率期待値） 16.9％ 25.7％ 12.5%

燃費改善の可能性
のある実施項目数 7 9 8

事業者の実践

診断項目実践 事業者独自の活用

燃費向上

事業者 燃費改善率 実践項目数

㈱建総様 10% 6

㈱日本パープル様 10% 3

富士観光バス㈱様 2.8% 7

業務改善 外部PR 顧客対応

・ ドライバーのエコ
ドライブ意識改善
による社内コミュ
ニケーション向上

・ CSR報告書への診
断データ活用

・ 乗客向け環境クイ
ズへの診断データ
活用
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

福岡市の中心部、天神地区で、昭和53年2月にスタートした「天神地区共同集配
システム」は、全国に先駆けて取り組まれた制度。多くの人・物が集まり、交通
混雑が激しいエリアで実施された共同集配システムの運営について、先駆者であ
るが故の苦労、その中でCNG車を導入した経緯や現状などを伺った。

天神地区共同輸送株式会社

業務課  課長
　  杉内  忠久 氏  に聞く

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　低公害車普及部   係長   永富やよい

天神地区共同輸送株式会社天神地区共同輸送株式会社天神地区共同輸送株式会社

大手運送業者と地場の運送業者の共存共栄を目指す

《福岡県福岡市》

　「国内初の取り組みということで、現在も国内外
から視察にいらっしゃいます。スタートして30年
以上経過しましたが、未だに試行錯誤しています。」
と杉内課長。
　「天神地区共同集配システム」は、「集配業務を
共同化することによる運送効率の改善」「都心部に
流入する物流車の総量削減」「交通混雑の緩和・排
気ガス問題等の都市環境改善」「集配業務の定時性
確保による輸送サービスの向上」を目的に取り組
みを開始。当初は集荷は行わず、配送のみを行っ
ていた。その後、取扱貨物量の減少、共同事業か
ら撤退する運送事業者の増加、駐停車禁止などの
交通規制強化があり、システムを再構築。昭和62
年５月からは、配送に加え集荷も開始した。現行
のシステムが実施されたのは平成６年９月から。
地元金融機関４行とトラック運送事業者36社（当
時）の共同出資による新会社「天神地区共同輸送
株式会社」を平成６年３月に設立し、参加運送事
業者各社は、天神１～５丁目及び西中州エリアの
集配業務を同社に委託。同社はターミナルに持ち
込まれた各社の貨物を仕分けし、配送する一方、
集荷した荷物も仕分けし、各社に渡すという手順
になっている。

◆問題解決で新たな問題発生
　天神エリアの荷物を全て扱っているのではないと
いう。このシステムに参加している運送事業者は自
由な動きをしているし、個人事業者がルート配送し
ている場合もある。また、百貨店などは物流倉庫か
らの配送のため、このシステムには当てはまらない
のだとか。「全体の６％程度の荷扱いでしょうか。
12～13年前は、取扱貨物量の減少が影響し、複数
の運送業者間で荷物の取り合いが起ったこともあり
ましたが、30年来の流れがありますので、現在は
お互い問題を起こさずに支障なくやっています。」
と杉内課長。集荷は塩梅が難しいもの。共同輸送
よりも、遅い時間に集荷可能な個人事業者に集荷

都心部でのCNG車の重要性について伺うLEVO担当者
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

を頼みたいという荷主や、運賃が安い事業者に荷
物を出す荷主がいても、責めることはできないと
語ってくれた。その安い運賃は、対抗できないほ
どのため、同社としては運賃競争には加わらず、
鉄材からペットまで、安心して配送するというお
客様サービスを徹底することで対抗していくそう
だ。他にも予断を許さない現実がある。集配時の
駐車が最大の問題であったため、福岡市の主導で
貨物専用パーキングメーター設置が実施されたが、
これにより自社配送が可能になり、共同輸送のメ
リットが減少してしまった。共同輸送をめぐる状
況は、一段と厳しいものになっている。

◆天神の環境を守りたい
　CNG車の導入は平成７年から。現在は２ｔ車17
台、３ｔ車１台、４ｔ車２台、軽車両１台の21台
を所有している。
　「西部ガスの営業マンからCNG車の良さを聞き、
先代の社長が導入を決めました。元々、天神エリ
アの環境を守ることが弊社発足の目的の一つです。
総合的に考えて、当社にはまさにCNG車がぴった
りです。今後も代替のときなどCNG車を導入し続
ける予定です。」
　クライアントである地元の家電量販店の集荷場
所が地下であるため、イヤなにおいがなく、音も
静かなCNG車は大変好評であるという。他でも物
流部門担当者は敏感で、CNG車に注目してくれて
いるそうだ。充填についても、同社の配送ルート
は片道約５kmなので、１週間に１度程度の充填で
済むため、不便はないという。
　「ただ一つだけ心配があります。CNG車は車両
が重くなるため、２ｔ車でも車両総重量が５ｔを
越えるものがあり、普通免許では運転できません。
これから中型免許を持たない若い人が入社してき
た場合の対応を考えなければならないのです。低

公害車には特例が認められると良いですね。それ
にはCNG車の良さをもっと知ってもらうことが大
切なのではないでしょうか。トラック協会には率
先してPRしてほしいですね。」
　同社はCNG車のPRにも一役買っている。よく視
察に来るのが警備会社なのだそう。
　「CNG車は力がないと思い込んでいるのですが、
実際に走行しているのを見て、これはいいと言っ
ていますよ。エコスタンドオープン時にもCNG車
で伺いPRしてきました。」

◆これからも天神地区の発展に貢献したい
　「弊社発足のきっかけになった天神地区物流対策
推進協議会にも盛り上がってほしいと思っていま
す。」
　協議会員は、九州運輸局、九州地方整備局、福
岡県など。天神地区の共同集配がこれからも受け
継がれていくために、時代や顧客ニーズの変化に
合わせた取り組みが必要となる。協議会のイニシ
アチブが重要とも言えるだろう。
　「視察の方にも申しあげているのですが、大手運
送事業者の一人勝ちではなく、地域と一緒に発展
することが共同集配を長続きさせるコツです。良
い面も悪い面も、もちろんありますが、天神地区
に貢献したいのでやり続けるだけです。」
　今後の展望について伺った。
　「平成22年からはゆうパックの取り扱いを始めま
した。これで取扱貨物量の減少を食い止めること
ができました。また、他地区での共同集配も視野
に入れています。」
　同社のシンボルキャラクター「イエローバード」
は、アメリカで幸運を願うイエローリボンや幸せ
の黄色いハンカチにあやかり名付けられた。黄色
は快適な都市環境を応援する色なのだそうだ。こ
の鳥のようにいつまでも羽ばたいてほしい。

ターミナルに黄色の車両がずらりと並ぶ姿は圧巻 イエローバードに思いを込めて配送している
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

豊かな発想で右肩上がりの実績
EMS導入でつなぎとめた仕事もある

専務取締役　中村  信子 氏

営 業 課 長　片野  　努 氏

総 務 係 長　向坂  剛一 氏  に聞く

大阪・九州間のトレーラー輸送がメイン。昭和45年
には、フェリーを使用し、台車だけをやり取りする
「フェリー無人航送」を独自開発した。現在は、エ
ンジン付きの車両を100台所有。普通トラックから
トレーラーまでを取り揃え、顧客のニーズに応えて
いる。EMS導入のきっかけ、経緯を伺った。

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   瀬下修司

上神谷梱包高速株式会社《大阪府堺市》《大阪府堺市》《大阪府堺市》上神谷梱包高速株式会社上神谷梱包高速株式会社上神谷梱包高速株式会社

営 業 課 長　向坂  憲二 氏

左：向坂総務係長、中：中村専務、右：向坂営業課長

　EMS導入は平成18年。トレーラー27台、10ｔ車
８台の計34台だった。その後、自社負担で導入し、
現在はほぼ全車に導入している。
　「平成14年頃の話です。タコメーターを使ってい
た当時、顧客からスピード管理をしてほしいという
要望がありました。しかし現状でスピードを管理す
るには手間がかかりすぎました。数年検討を重ねる
中、車両台数も増えてきて、燃料の高騰もあり燃費
の負担が膨らんできました。その時、親しくしてい
る運送システム販売会社の担当者からEMSは補助
金もあるし良いよと勧められ、導入を決めました。」
と中村専務。目で見て安全管理ができ、燃費も向上
するとアピールされたそうだ。
　「導入してすぐ、劇的に効果が現れてきました。燃
費は約８％向上。事故は３～４割減。スピードの出
し過ぎが減ったため、製品の荷崩れや水ぬれなども
減少しました。」と片野課長。導入２～３か月後に
は個別指導を始めたそうだ。車種、運送内容が異な
るため、点数の良し悪しで判断はできないものの、
走り方にむらがあるドライバー、事故を起こしたド
ライバー、データ的に危険とみなされたドライバー
に対し、データを一緒に見ながら指導を行った。

◆ ドライバーの意識の変化でより良い結果
が得られた

　「導入当初、私が機器の担当だったので、自分で
運転し、どういう評価が出るのかなど実際に試し
ました。いかに良い点を出すのが大変か実感しま
したね。」と向坂係長。回転数を仕事の条件で変え
たほうが良いのではという話し合いもなされたが、
EMS導入の意味を考え、そのままに。点数で評価
をするという意味ではないが、点数の一覧表を社
内に貼り出すことを実施した。予想外だったそう

事務所内での機器操作について話を伺うLEVO担当者

に わ だ に
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だが、ドライバーの意識に変化があった。点数で
他人と比べられるため、競争意識が働き、それが
運転に表れるようにもなったそうだ。
　「２～３年目には、Ａランクが50％、Ｂランクが
30％、Ｃランクは20％と、成績が向上しました。
それに伴い、燃費もさらに良くなりました。」と片
野課長。ドライバー同士で、良い点数を取るため
にはどうしたら良いかを話し合うなどの姿も見ら
れるようになった。
　「ドライバーが燃費を意識するようにもなりまし
たね。実績が出るので、もっと改善しよう、評価
を上げようという気持ちが出始めました。指導す
る側としても、評価対象がはっきりするので指導
しやすくなったというメリットもありました。」と
向坂課長。デメリットはドライバーがコツをつか
むまでの半年程度、苦情があったぐらいという。
一般道路、高速道路の切り替えをボタンで操作す
るタイプの機器なので、慣れるまでが大変。また
アナウンスの声がうるさくて仕事にならない、気
が散るというドライバーが多かった。新しいもの
を取り入れるとき、混乱は付きもの。半年で全員
が納得したことには、日頃の同社のドライバー指
導が行き届いている証拠が表れているのではない
だろうか。

◆今後の課題
　「導入４年目になり、数字が横ばいになりました。
効果を高めるため、グリーン経営取得をこの夏に
予定しています。」と片野課長。荷降ろし、積み込
みへ行き、待ち時間が多い場合があるため、アイ
ドリングはまだまだ改善できると言う。真夏、真
冬は体調管理もあるのでストップできない。一部
の車両に取り入れている蓄熱式ヒーターには効果
があったが、クーラーは今一つだったため、今後
の対応を検討中だ。ドライバーが無理をしなくて
済むように会社ができることは何でもやると片野

課長。成績を上げろと言うだけではない姿勢に感
銘を受けた。
　この１月からは個別の燃費実績比較を始めた。
これまで全体の燃費で比較していたが、公平性を
高め、燃費向上成績上位者を表彰するのも良いの
ではないかという考えからだ。現在、管理者のみ
が参加している外部講習会へ、ドライバーも参加
させることも検討中。
　「本当のプロになってほしいのです。仕事ではク
レームをつけられたくありませんからね。」と中村
専務。
　同社が輸送しているのは紙製品、鋼材、銅線、化
学樹脂などが中心。北九州営業所ではコンビニエン
スストアのルート配送も請け負っている。さまざま
な荷物を、いつでもフレキシブルに運べるのが同社
の強み。ドライバー教育も徹底している。「どんな
荷物をいただいても安全に輸送します。」とにこや
かに話す中村専務に、更なる期待が高まる。
　最後に上神谷梱包高速の会社名の由来を尋ねたと
ころ、「以前、堺市に上神谷（ニワダニ）という地
名がありました。当初は、中村商店として運送店
を営んでいましたが、会社組織の変更に伴い、会
社名に地名を採り入れました。」とのことでした。

♠堺市の名物
　「くるみ餅」が名物と紹介され、くるみが餅に練り込んであるのか、くるみの餡の餅な
のかなどと想像していたら、見てビックリのウグイス色。頭の中をいくつもの「？」が駆
け巡った。
　由来を伺うと、その昔、周辺の農家では田の畔道に枝豆を植えていたそうだ。お祭りの
時期に、その枝豆で餡を作り、お餅にくるんで食したことから「くるみ餅」なのだとか。
丸い餅と、枝豆餡の組み合わせは特別ではないものの、「くるみ餅」は別格。程よい大き
さでもちもちとした食感の餅、優しい甘さの枝豆餡は、初めて食するのに懐かしさを感じ
る味わいだ。夏はカキ氷をかけて食べるとオツなのだとか。日持ちしないため、やはり堺
市へ食べに行くしかないだろう。

ドライバー同士で切磋琢磨するようになり、さらなる燃費向上へつ
ながった
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「エコプロダクツ2010」見聞後記

　日本最大級の環境展示会といわれ、今回で第12回
目となる「エコプロダクツ2010」が、平成22年12月
９日㈭～11日㈯の３日間、東京ビッグサイト東展示
場にて開催されました。その様子を紹介します。

　今回は、「2020年までに温暖化効果ガスを25％削
減する」ことを前提として、持続可能な社会を実
現するために何が出来るのか、次の10年で何をし
なければならないかを考え、実践する場として会
場を構成、「グリーン×クリーン革命！いのちをつ
なぐ力を世界へ」をテーマとしています。
　出展者数として745社・団体、1,762小間セット、
来場者数は３日間合計183,140名、平均６万人を越
える来場数を記録しています。（＊1999年の第１回
は参加者数288社・団体、4.7万人参加）
　出展内容は、消費財や産業資材、エネルギー、
金融、各種サービスまで、あらゆる分野のエコプ
ロダクツやサービスを対象として、会場はそれを
６部門ごとホールに分かれて展示されていました。

　第１「公共（官公庁・自治体）環境ビジネス他」
　第２「小売・食品・容器・衣料・日用品・素材他」
　第３「事務機・文具・印刷・素材・金融・学習他」
　第４「家電・照明・建設・住宅他」
　第５「エネルギー・NPO・NGO／大学・教育施設」
　第６「運輸及びその関連部門」

　各ホールの出展者の環境問題への積極的な取組
状況を「目で見て、耳で聞いて、手で触り」、実感
できましたが、ここでは、LEVOの事業活動に関
連する各企業、団体の展示を中心に紹介します。

★第１ホール
　環境に取り組む企業、団体に対し、補助金支援
より目標達成を支える新エネルギー産業技術総合
開発機構（NEDO）が、最新の幅広い活動状況を
PRしていました。
　LEVOにおいても、エコドライブシステムなど
の省エネルギー機器の普及拡大のためにNEDOの
補助金を活用しています。また、三井住友フィナ
ンシャルグループが主催したエコビジネス商談会
には、多くの環境関連企業が集まり、ビジネスチ
ャンスを発掘しようとする活気が溢れていました。

★第２ホール
　飲食、衣料、日用品関連の各企業がそれぞれの
分野で、消費者に対するエコライフ支援について、
展示に工夫を凝らして、熱心に説明を繰り広げて
いました。

★第３ホール
　みずほ銀行、日本政策投資銀行、三井住友銀行

（※第１ホール）など、各行とも各地域の支店活
動、環境配慮型融資の開発、また、銀行の取引先
同士の環境ビジネスの仲介等を通じて、環境問題
に取り組んでいることを強調していました。また、
LEVOが今年２月から取扱いを開始するCNGリー
ス車両に付帯されるカーボン・オフセット関連で
は、企業のCO２対策の一環として、CO２排出権売
買の仲介業務に対する積極的な取組もPRしていま
した。
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★第４ホール
　大手家電メーカー中心の展示ですが、各社が、
蛍光灯に替わる省エネ照明LED（直径型発光ダイ
オード）について取り上げ、今後更にコストダウン、
省エネ効果アップが期待できそうです。

★第５ホール
　エネルギーの分野で、東京電力は、荷待ちなど
の際の貨物用自動車のアイドリングストップ＝電
気エネルギーの使用による消音、省エネルギー、
さらにドライバーの健康管理効果も狙った給電設
備設置を進めており、平成21年度より高速道路上
のサービスエリア内にも給電スタンド設置を開始
しています。
　今後の給電スタンドの増設、また運送事業者サ
イドでの冷暖房装置導入による給電スタンド利用
拡大のために、LEVOとしてリース取扱いの促進
など協力を進めていきます。

★第６ホール

　LEVOの主要目的の一つである低公害車普及
について、まず、運送事業者として佐川急便が、
CNGをメインとする低公害車の積極導入、輸送の
効率化、エコドライブの実践等により環境問題に
対し全社を挙げて取組中であることをPRされてお

り、また、トラックメーカーとして、いすゞ自動車、
三菱ふそうバストラック等が、ポスト新長期規制
適合車、ハイブリッドトラック等（いずれも国の
補助金対象、LEVOは補助金申請手続支援）を展
示し、環境対応車への取組姿勢が感じられました。

★今回の出展を通して
　最終日の11日㈯は休日で、家族連れが目立ち、
各ブースでアンケートを回答してのエコグッズの
獲得や、子供たちがエコタイヤの実験に参加して
いる姿など、参加型の展示企画が会場の随所で見
られました。また、小学生向けの会場内を巡る「こ
どもエコツアー」の企画、高校、大学の出展参加
など環境問題取組みの輪が、幅広い世代に広がっ
ていることも感じました。

　三菱自動車、日産自動車等が、新発売の電気自
動車の展示を行っていましたが、今後、電気供給
用の充電設備についてコンビニエンスストアなど
での設置整備に注目が集まっています。

　最後に、環境問題へのアプローチが多様化、高
度化している現在、LEVOとしても低公害車普及
をはじめとして、さらなる事業の展開を検討する
必要性を改めて認識しました。

（以上文中敬称略）
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2010天然ガス自動車フォーラム
スウェーデン調査団に参加して

　昨年11月28日㈰より12月５日㈰まで「天然ガス
自動車フォーラム  2010年度海外調査」（スウエー
デン王国）に参加する機会を得ました。
　スウェーデン王国、通称スウェーデンは北ヨーロ
ッパのスカンジナビア半島に位置する立憲君主制国
家で、国土面積約45万㎢（日本の約1.2倍）、人口約
910万人（最近のベビーブームにより増加）で、スウ
ェーデン・アカデミーによるノーベル賞が有名です。
また、高福祉国家としてもよく知られており、家庭
の殆どが共働きで、朝、ベビーカーに子供を乗せて
託児所へ向かう夫婦の姿をよく見かけました。
　本調査は、バイオガスを中心とした環境車の普及
が進んでいると言われているスウェーデンの首都ス
トックホルム市等において、その普及状況、バイ
オガス処理施設、ガス供給スタンド等インフラ整備
状況並びにこれら施策に対する行政の関わり、補助
金、税制などについて調査しました。
　なお、本調査の正式報告は現在作成中で、近日
中に完成し、フォーラム事務局より報告されます
が、ここでは、筆者なりの所見を踏まえてその一
部を紹介します。

★調査の概要
月　　日：2010年11月28日㈰～2010年12月５日㈰
調査場所：�スウェーデン
　　　　　 ストックホルム市環境・健康部、マル

メ市交通環境課、OKQ8社、Energas 
Sweden社、タクシー・ストックホルム
社、AGA社、スカニア社、ボルボ・カ
ーコーポレーション社、ボルボ・バス社

参 加 者：�ガス会社４、学識経験者（大学）２、運
送事業者２、ガス関係設備会社２、業
界新聞社１、LEVO１、ガス協会（事
務局）２、合計14名

★スウェーデンの自動車燃料事情
　ストックホルムの市バスは全て環境車（バイオ
またはエタノール燃料）となっており、連接バス
等のルーフはガスタンク搭載のため膨らみが見ら
れます。
　タクシーも環境車が多く、我々が訪問したタク
シー会社は、保有台数1,506台中、約1,182台が環境

ストックホルム市の中心街はクリスマス商戦で多くの人で賑わっていた

ストックホルム市のバイオガス燃料の連接バス
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車で、一目見て環境車と確認できるように、車体
にグリーンリーフ（緑の葉）が描かれています。
また、環境車は空港で優先配車される他、税制面
での優遇措置が実施されています。
　また、環境車に燃料を供給するスタンドは、一
般の燃料スタンドにおいて、ガソリン、軽油と共
にバイオガス及びエタノールが販売されています。

市販燃料価格

燃料の種類 スウェーデン・クローナ （SEK）
（１SEK：約12.5円）

軽　油 12.56（157円）

バイオガス 11.85（148円）

エタノール 9.99（125円）

★環境国家スウェーデン
　スウェーデンでは、自動車から排出されるCO、
HC、NOx及び黒煙の削減対策のため、軽油から
黒煙を全く排出しない天然ガスに転換し、さらに、
その後CO２対策として天然ガスからCO２低減効率
の高いバイオガスに転換するなど、それぞれ目的
にあった燃料への転換を進めています。
　これらの施策を推進するため、バイオガス造成
プラント、ガス供給スタンド等インフラ整備を中
心とした施策に対する補助金、税制といった行政
の関わり及び一般市民の協力が着実に行われてい
ます。
　今回の調査を通じて、ストックホルム市等の行
政担当者及びガス会社担当者が自国の環境社会の
構築に対して積極的、熱心に取り組んでいる様子
が伺われました。

（文筆：環境機器普及部長　林  純二）

ストックホルムの環境タクシー（グリーンリーフ） ディーゼル燃料タクシー

OKQ8社の燃料販売価格表示

マルメ市交通環境部担当者のプレゼンの様子
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第40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11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｣ がギリシャのテッサロ
ニキで開催され、参加しました。この会議での主
な議論およびテッサロニキの交通事情等を紹介し
ます。

AMF協定執行委員会の概要
月日：2010年11月９日㈫～11日㈭
場所：ギリシャ  テッサロニキ
出席：�日本（LEVO、NEDO、AIST）、オーストリア、

カナダ、中国、デンマーク、フィンランド（議
長）、ドイツ、日本、スウェーデン、スイス、
タイ、米国（計11カ国）

事務局：スウェーデン
オブザーバー：�チェコ、ギリシャ、ノルウェー、

トルコ

　執行委員会ではAMF協定に関する共同研究の進
捗報告や新規提案、議論が行われます。その他、
今回の執行委員会では、議長選挙が行われ、カナ
ダが新議長国として選出されました。また、日本
からはLEVOおよびNEDOが代表として参加して
いましたが、NEDOから（独）産業技術総合研究所

（AIST）に参加団体が交代しました。

執行委員会のトピックス
　今回の執行委員会では、大型車用天然ガスエン
ジンの排出ガス性能調査、燃料のCO２に関するラ
イフサイクルアセスメント手法の研究、船舶用バ
イオ燃料の研究、バイオ燃料自動車の排出ガス毒
性に関する調査および乗用車の燃費、排出ガスに
関するライフサイクルアセスメントの研究につい
て新規提案がなされ、承認されました。次回は、
2011年５月にドイツで開催される予定です。

ギリシャ・テッサロニキの交通事情
　テッサロニキはギリシャ北部に位置し、人口は
約106万人とアテネに次ぐ第二の大都市となってい
ます。また、エーゲ海に面し、大型船が行き交う
港湾都市としても知られています。
　市内の交通手段は主に乗用車ですが、公共交通
として路線バスが活躍しています。路線バスの車
体は、連接車が多く見られます。乗用車は、いわ
ゆるコンパクトカーがほとんどで、日本で多く見
られる３ナンバークラスの乗用車はあまり走行し
ていません。市内は駐車場が整備されていないた
めか、路上駐車がいたるところで見られました。

ギリシャ・テッサロニキの実勢燃料価格
　テッサロニキでは天然ガスやバイオ燃料といった
代替燃料は販売されていません。スタンドにおける
燃料価格は概ね下表のとおりであり、日本より１リ
ットルあたり30～40円程度高くなっています。

市販燃料の価格

燃料の種類 ユーロ価格
（ユーロ／L）

円価格
（円／L）

レギュラーガソリン 1.47 168

ハイオクガソリン 1.64 187

軽　　　油 1.28 146

執行委員会の様子

テッサロニキの連接路線バス

テッサロニキで見られる乗用車と路上駐車の様子
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第８回　AMF  アネックス14の概要（その２）
　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。前号に続き、LEVOも参加しましたアネックス14「ディ
ーゼルエンジン燃料としてのジメチルエーテル（DME）に関する可能性調査｣ を紹介します。DMEは、将来のディ
ーゼル代替燃料として注目されているものです。なおこの共同研究報告は、技術情報が中心ですので概要を紹介し、
DMEに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14の概要◆
参加国： 日本、カナダ、デンマーク、フィンランド、

オランダ、スウェーデン、英国、米国
研究期間：1997～1999年
運営機関：TNO（オランダ応用科学研究機構）
経緯及び目的：
　ジメチルエーテル（DME）は、以下の理由か
ら重要なディーゼル代替燃料として位置づけら
れております。
・ バイオマスを含む種々の炭素系原料から製造可

能で、供給源が豊富。
・ DMEエンジンは粒子状物質（PM）、NOxが低

いため排気はクリーン。騒音も低い。
・ DMEは液体なので、車両に多く搭載可能
　そのため、自動車用燃料としての燃料の品質、
環境面、安全および車両設計のガイドラインにつ
いての情報を得ることを目的に共同研究が実施
されました。
　以下に主な成果概要を紹介します。
◆アネックス14の成果◆
・ 燃料品質と製造コスト
　自動車用DME燃料として必要な燃料仕様を提
案した。自動車用DME燃料中の水、メタノール
等の不純物をある一定値以下とする必要性が示
された。但し、燃料品質を上げることはコスト上
昇につながり、品質とコストは、トレードオフ（二
律背反）の関係にある。その他、付臭剤（漏洩時
安全対策)や潤滑剤（燃料系部品の摩耗対策）の
添加も推奨された。
・ 自動車設計に関する安全性
　基本的にはLPGの安全基準が使用可能である。
但し、DMEに合った材料の選定が重要である。
そうすれば、特にLPGの安全基準に付加して対策
を行う必要はない。
　誤ってLPG燃料部品をDME燃料用部品に使用
するのを避けるため、何らかの識別マークをつけ
るべきである。また、DME自動車専用の燃料充
填口（コネクタ）基準（できれば世界基準）を作

るべきである。
◆解説◆　－DMEの製造方法及び用途－
　DMEは、自然界に存在する物質ではなく、種々
の原料から製造する必要があります。原料とし
て、天然ガス、石炭、バイオマス等幅広い資源か
らの製造が可能です。いろいろなものから作るこ
とができるので、大変利便性が高まります。例え
ば、CO２等の不純物を多く含む低品質低コスト
の天然ガスやパルプ工場の副産物（黒液）等を利
用して製造しコストを下げられる可能性がある
など、いろいろな地域で産出する原料、副産物、
廃棄物等の種類にかかわらず製造できるという
柔軟性があるからです。
　さらにDMEの用途は図に示したように、ディ
ーゼルエンジン用燃料としてばかりでなく、発電
用、LPG代替用、燃料電池用、石油化学原料、整
髪料や殺虫剤等のスプレー剤など幅広い用途に
利用可能です。このようにDMEは、マルチソー
ス（多原料）、マルチユース（多用途）という特
徴があります。
　国内では、DMEはこれまでスプレー剤用途で
年間１万トン程度製造されてきましたが、2009
年、新潟に燃料DME製造㈱のプラントが稼動し

（生産能力：年間８万トン）燃料DMEの種々の用
途への利用が始まっています。

連載　LEVOの国際協力活動

DMEの原料及び用途

出典：燃料DME製造株式会社ホームページ
http://www.fueldme.com/what.html
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　省エネ・新エネを推進するための技術・製品・システムに関する展示やセミナーなどの情報発信の展示会
であるENEX2011『第35回地球環境とエネルギーの調和展』が今年も開催されます。
　LEVOは、今回もパネルコーナー、映像コーナー、パンフレットコーナーを設けて、低公害貨物自動車や
EMSをはじめとする環境機器、エコドライブ総合診断事業に係る普及啓発活動を通じ『CO２削減に貢献する
LEVO』をメイン・テーマに出展します。
　中でも平成22年より新事業として開始した『カーボン・オフセット付CNG車リース事業』についてPRす
る予定で、皆様のご来場をお待ちしております。

LEVOからのお知らせ

★ENEX2011に出展します★

◇京都環境フェステバル2010
日時：平成22年12月11日㈯～12日㈰
会場：京都府総合見本市会館
内容：�社団法人京都府トラック協会、社団法人日本ガ

ス協会、近畿運輸局と合同で、CNG低公害展示
車「コナン号」の前で普及促進活動を実施。

◇ひろしまトラックまつり
日時：平成22年10月24日㈰
会場：中国運輸局広島運輸支局構内
内容：�広島市次世代自動車普及促進協議会に協力し

パネル展示、資料配布にて次世代自動車の普
及啓発活動を実施。

◇ふれあいトラックフェスタ2010（大阪）
日時：平成22年10月17日㈰
会場：万博記念公園お祭り広場
内容：�社団法人大阪府トラック協会が主催する「トラック

の日行事」に大阪ガスと参加。大型CNG車と共にパ
ネル展示で天然ガストラックのPR活動を展開。

★低公害車普及促進活動報告★

ENEX2011『低炭素フロンティアを目指して』
日時：平成23年２月８日㈫～10日㈭  10：00～17：00
会場：東京ビックサイト  西１ホール
主催：財団法人省エネルギーセンター

※ 『低炭素フロンティア  Low-Carbon Frontier Japan』 とは…
　エネルギーに関するあらゆる制度・政策の情報を提供し、国
や世界が向かうビジョンと産業界の目指すべき方向性を具現化
する情報プラットフォーム。さまざまな業界が横断的に情報を
交換し、新しいエネルギー産業ビジネスをマッチメイキングす
る場。国内外に低炭素国家ジャパンのブランドイメージを形成
し、企業活動やライフスタイルにおける提案を行う。『低炭素
フロンティア』は、このような価値ある場の創造を目的として
考えられた新しいコンセプトです。
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★カーボン・オフセット付CNG車リース事業の開始★

　国内における圧縮天然ガス自動車（CNG車）の
普及台数は平成22年９月末で39,623台となり、そ
のうち貨物自動車（普通車）は17,720台に達しま
した。しかしながら、CNG車はまだ国内の登録貨
物自動車のわずか0.77％（普通車比べ）で、その
普及は緒についたばかりという状況です。LEVO
では大気汚染の防止、二酸化炭素（CO２）排出量
削減など環境問題の更なる改善を図っていくため
には、環境対応車としてのCNG車のより一層の普
及促進を図っていく必要があると考えているとこ
ろであり、このため、平成22年度に新たにリース
契約したCNG車両を対象として、これにカーボン・
オフセットを付加することにより、LEVOのCNG
車リース事業が地球環境問題にも貢献するもので
あることを内外にアピールすることとしました。
あわせて、このカーボン・オフセットが信頼のお
けるものであることを表すため、環境省の認証基
準に則った第三者認証機関によるカーボン・オフ
セット認証を取得することとし、昨年10月に第三
者認証機関である気候変動対策認証センターのカ
ーボン・オフセット認証を取得いたしました。こ
の認証は、自動車運送分野のCNG車リース事業で
は初めてとなるもので、本年２月１日より本事業

をスタートする運びとなりました。オフセットの
対象となる22年度登録のリース車両は300台、オフ
セットCO２量は1,700トンを予定しております。
　この事業では、カーボン・オフセット付CNG車
であることを表すために、次の３つのメニューを
用意いたしました。

（1） 車体貼付用「カーボン・オフセット認証ラベ
ル付ステッカー」（図１）（H23.2.1～H24.1.31
までの貼付期間限定）配布

（2） LEVO独自の車体貼付用「カーボン・オフセ
ット実績車両明示ステッカー」（図２）配布

（3）「カーボン・オフセット証明書」（図３）の発行
　LEVOのCNG車リースをご利用いただく皆様方に
は、このような環境省の基準に則った認証を得た車
両をご活用いただくことで、荷主の皆様、更には広
く一般の方々に、地球規模でのCO２削減に貢献して
いる企業であることをアピールできるなど、様々な
効果を発揮できるものと考えております。

問い合わせ先
㈶運輸低公害車普及機構  低公害車普及部
TEL：03-3359-9009　FAX：03-3353-5430

図１   カーボン・オフセット認証ラベル付
ステッカー

（H23.2.1～H24.1.31までの期間限定）

図２   カーボン・オフセット実績車両明
示ステッカー

図３  カーボン・オフセット証明書（例）
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赤城山中腹にある「不動の滝」冬の景

日光  中禅寺湖湖畔から金精峠方向を望む

修善寺「竹林の小径」より

元旦の富士山、駿河湾を望む

伊豆葛城山からの初日の出 元旦  山中湖畔より富士山と雲の競演


