
EMSとは「エコドライブ管理システム」（Eco-drive Management
System）の略で、自動車の運行において、エコドライブを計画的かつ継続
的に実施するとともに、その運行状況について客観的評価や指導を一体的
に行う取組みを言います。

『EMS』って何？Q3Q3
地球温暖化は世界的に深刻な問題であり、我が国は京都議定書の温室効果ガス6％削減約束

の確実な達成が求められています。
また、大都市地域の大気汚染問題は、一部改善傾向が見られるものの依然として厳しい状況

にあります。
こうした問題を解決するため、自動車からの二酸化炭素（CO2）や窒素酸化物（NOX）、粒子

状物質（PM）の排出削減に大きく貢献するエコドライブの推進が重要です。

●エコドライブの主なポイント
発進時における車両の急発進、急加速は、エンジンの高回
転域の使用につながり、燃費の著しい悪化やCO2等の排出
の大幅な増加をもたらします。

経済速度とは、低エンジン回転数で効率よく走れるスピードのことを指しま
す。これは円滑な交通の流れを保つことにもつながり、CO2等の排出の低減
にもつながります。

直前の急ブレーキと、100mぐらい手前からエンジンブレーキを使用した停
止とでは、排出ガス量に大きな差が出ます。急ブレーキの使用は緊急時のみ
としましょう。

低速ギアのままでスピードを上げていくと、エンジンの回転数がどんどん高
くなり、燃費の悪化やCO2等の排出の増加につながります。早めのシフトアッ
プで回転数を低く抑えた走行を心掛けましょう。

エンジンのかけっぱなしは、燃料の無駄づかいやCO2等の排出の増加につな
がり、騒音、臭気などで周囲の住民に迷惑もかけます。

日頃の運転で、ドライバーが車載器の音声等を参考にエコドライブを心がけ、事業所では車
から取ったデータを基に管理責任者がドライバーの運転を適確に指導するなど、事業所が一丸
となってエコドライブに取り組むことで、燃費向上や事故減少、環境改善など様々なメリット
を得ることができます。

急発進・急加速の低減

なぜ、今、エコドライブ？Q1Q1

エコドライブってどんなこと？Q2Q2

エコドライブを継続的・組織的に実施するためには、
エコドライブ管理システム（ＥＭＳ）というしくみが有効です。

E

ＥＭＳ用機器は、①自動車から運転データを記録するための車載器と、②車載器で記録したデー
タを分析し、事業所で出力するための事業所用機器からなります。

ＥＭＳ用機器ってどんなもの？
どんなことができるの？

Q4Q4

ＥＭＳ用機器の概要

①車載器
＜車載器本体＞
ドライバーの運転したデータ

（車速、走行距離、運行時間等）を
メモリーカード等に記録する装置。

＜メモリーカード＞
車載器から取得したデータを記

録するための記録媒体　等

加速度が大きすぎたり、必要以上
にアイドリングをした場合に警告
音等で知らせることで、ドライバ
ーのエコドライブを支援！

＜メモリーカードリーダー＞
メモリーカードに記録したデータをパ

ソコン等に読み込む装置

＜分析ソフト＞
読み込んだデータを、エコドライブの

観点から分析するためのソフト　等

分析ソフトによる分析結果を使って運
転者に対してエコドライブ指導が可能！

運転者はどの点を改善すべきかチェッ
クポイントがわかりやすい！

記録開始日 　2004/6/5 　出庫時刻 　02:44 　走行時間 　8:32 

記録終了日 　2004/6/5 　入庫時刻 　13:48 

項目　　　　　　　　　　　　　　実測値    点数    評価     コメント 

急発進・急加速・急減速回転数  0.0回/h  100 A 貴方のスムーズな運転は優秀です 

アイドリング時間 2.1% 50 C 環境にやさしく 

エンジンブレーキ使用割合  76.0% 50 C エンジンブレーキをもっと活用しましょう 

7速ギア使用割合  42.4% 75 B 今まで以上に７速を使いましょう 

エンジン回転オーバー時間（一般）  0.0%  100 A 回転オーバーのないすばらしい運転です 

エンジン回転オーバー時間（高速）  0.0%  100 A 回転オーバーのないすばらしい運転です 

エンジン回転オーバー回数（一般）  0.0回/h  100 A 回数オーバーのないすばらしい運転です 

エンジン回転オーバー回数（高速）  0.0回/h  100 A 回転オーバーのないすばらしい運転です 

総合運転評価 　　　　　　　　　　   ‐   84 B 貴方はなかなか環境にやさしい運転をしています 　　

エコドライブ分析 急発進・急加速・急減速回数 

アイドリング時間 

エンジンブレーキ使用割合

７速ギア使用割合

エンジン回転オーバー時間（一般）

エンジン回転オーバー時間（高速）

エンジン回転オーバー回数
（一般）

エンジン回転オーバー回数（高速） 

実測 
基準

アウトプットの例

車載器本体（拡大図）

メモリーカード

メモリーカードリーダー
分析ソフト

●我が国の部門別の二酸化炭素排出量（2003年度）
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機器導入
車載器

運行中

運行スタート

急発進・急加速等の防止

アイドリングストップの徹底

一連の運行状況の評価

事業所用機器

運行指導

エコドライブ管理者
による指導

エコドライブ講習会
等の開催

講習会等

運行の目標値（急加速の制限、
アイドリングストップ徹底等）の設定

②事業所用機器

～ふんわりアクセル『eスタート』を実践しましょう～
ふんわりアクセル『eスタート』とは、発進をやさしく、スムーズに行うことです。これを実践すれ

ば、燃費が概ね10％程度（財団法人省エネルギーセンター調べ）、改善されると見込まれています。

出典：温室効果ガスインベントリ 資料：環境省

●大都市地域におけるNOX・PM排出量（2000年度）



平成１７年度EMSモデル事業（事業実施主体：（財）運輸低公害車普及機構）において開催され
た走行講習会では、運転者に対し、エコドライブに係る指導を徹底して行うことにより、指導前に
比べて燃費が7.4～64.0%向上、平均で26.3%の燃費向上の効果があることが示されました。

ＥＭＳによる効果はどのくらい？Q5Q5

ＥＭＳ運転講習会の模様

ＥＭＳ導入事例特

ＥＭＳに関するお問合せはこちらまで

国土交通省自動車交通局技術安全部環境課
TEL.03－5253－8603 ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jidosha/roadtransport.htm

［環境改善］
・荷主様からの信用を高めたことにより、ドライバーが、
地球温暖化の防止に寄与している実感がわいてきた
と自慢するようになった。

・燃料節約を主目的に導入を行った結果、効果があった。
・ドライバーの指導・教育に大いに役立った。
・スピード、走行時間、エンジン回転数、急動作などの
把握がしやすくなった。

［安全性向上］
・ドライバーの安全に対する意識が向上した。
・タイヤの摩耗が少なくなり、追突事故がなくなった。
・極端な速度オーバーがなくなった。

エコドライブの普及に関するアンケート結果（実践された皆様の声）
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アンケート実施事業者

選 ！

［企業評価向上］
・輸送上のコンプライアンスを求める荷主様からＥＭＳ
用機器を導入していることについて、高く評価された。

［経営改善］
・車両故障が減少して、修理費用の負担が少なくなった。
・事務的作業がほとんどなくなり、日報、月報などがラ
ンダムに取り出せるようになった。

・作業情報をデータとして管理することにより輸送効率
の向上につながった。

Ａ社の場合 ～アイドリングストップとゆっくり加減速の徹底で燃費１５％改善！～

●所在地：福岡県 運行形態：集配
福岡県に拠点を置くＡ社では、ＥＭＳ用機器導入後わずか３ヶ月で、平均燃費が前年同期比で何と１５％も改善した。

「ドライバーが帰社したら、すぐにデータをチェックしてその日の運転を振り返るんです。少しでも良い点数が出た場合
はとにかく褒めるんです。悪くても決して頭ごなしには言わない。ドライバーの自主性を重視しています。」とエコドラ
イブ管理者は成功の秘訣を語った。
EMS用機器導入当初は、運転評価の平均で５０点前後であったが、今では７０点にまでアップしており、１００点をとる

ドライバーもでてきている。燃費改善につながる点数アップのカギは、アイドリングストップとゆっくり加減速とのこ
と。Ａ社では、EMS用機器が未装着の車両を担当するドライバーを、機器装着車両に乗務させてエコドライブ教育を
行い、全体のかさ上げを図っている。

B社の場合 ～今ではドライバーの約半数が１００点満点！～

●所在地　富山県 運行形態：集配
富山県に拠点を置くＢ社では、６７台にEMS用機器を装着した。この機器の運用にあたっては、エンジン回転数

２，０００ｒｐｍ以上で警告が出るように設定。データ解析ソフトからは、この設定値を超えた場合は“指導書”が出力される。
エコドライブ管理者は「運転者が帰着後すぐにデータを解析します。指導書が出力されたドライバーにはその場で理

由を記入させるとともに、今後の改善を徹底しています。」と語る。さらに、「点数ランキングベスト１２を２週間毎に貼り
出しているんです。今では、約半数のドライバーが１００点をとっています。」と教えてくれた。
この指導効果があって、雪の多いこの時期にも関わらず、ＥＭＳ用機器装着後の燃費改善はすでに６％を超え、着実な
進化が実感できるとのこと。

C社の場合 ～EMSの導入は大成功！今後は全社展開を図りたい！！～

●所在地　三重県 運行形態：路線
Ｃ社は中部地方を中心に展開する運送事業者である。三重県松阪市に拠点を置く事業所では、３０台のＥＭＳ用機器
を導入し、たった２ヶ月間で平均燃費が前年同期比で６％改善した。
「速度、エンジン回転数の管理が決め手」とエコドライブ管理者が成功の秘訣を教えてくれた。Ｃ社では、東京－松阪間
の輸送が多く、途中高速道路を利用するが、最高速度８０ｋｍ／ｈの巡航を徹底しているそうだ。また、エンジン回転数
は１，５００ｒｐｍ以上で警報が出るように設定しているとのこと。教育面では、朝礼や点呼時にドライバーの意識高揚を図
っている。
本年は燃料の高騰が続いていることもあり、社内で省エネに対するチラシを作成して、全社員に配布したそうだ。「Ｅ

ＭＳの導入は大成功。今後は全社展開を図りたいと思います。」エコドライブ管理者の鼻息は荒い。

名　称 電　話

北海道運輸局 ０１１－２９０－２７５４

東北運輸局 ０２２－７９１－７５３４

関東運輸局 ０４５－２１１－７２５６

北陸信越運輸局 ０２５－２４４－６１１４

中部運輸局 ０５２－９５２－８０４４

名　称 電　話

近畿運輸局 ０６－６９４９－６４５４

中国運輸局 ０８２－２２８－９１４１

四国運輸局 ０８７－８３５－６３７２

九州運輸局 ０９２－４７２－２５４６

沖縄総合事務局 ０９８－８６２－１４５３

受講者は、指導前と指導後にそれぞれ、１周約1kmのコースを４トントラックで走行し、EMS実施による燃費向上効果を
肌で感じました。
※ＥＭＳによる効果は、ＥＭＳ用機器を導入するだけでなく、エコドライブ管理責任者を設置する等社内の推進体制を整備
し、事業所一丸となって推進することによって初めて効果が発揮されるものであり、ＥＭＳ推進の取り組み如何によって効
果の大きさは異なります。また、運行形態や導入以前の取組状況等によっても、ＥＭＳ導入後の効果の大きさは異なります。

はじめようエコドライブ
やってみようＥＭＳ

地 球 の 未 来 を 考 え て

Let’s! 環境exerciseLet’s! 環境exercise
エクササイズエクササイズ

古紙配合率100％再生紙を使用しています 


