
知っていますか？

そういう訳で…

エコドライブをよろしく

お願いします。
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エコドライブ

のすすめ

今すぐはじめよう!!

エコてんくん。と学ぼう!

プロフィール紹介
エコてんくん。の森の仲間たちは、環境の変化に敏感なため、少しでも自
然が冒されると生活できなくなってしまいます。近頃では随分気候も変化し

て、森の環境が悪化し、森での生活も辛くなってき
ました。そこで、エコロジーの大切さ、自然の繊
細さを街の人たちによく理解してもらおうと、
森の特使として選ばれたのがエコてんくん。
なのです。環境問題の中でも特に自動車が
作り出す二酸化炭素の排出量に着目して、

車の使い方を工夫してもらい、森と街が
仲良く共存できればいいなと考えまし
た。そして「エコドライブ」という素敵
な生き方を知ったエコてんくん。は、
街のドライバーに実践してもらおうと

「エコドライブ10のすすめ」を街のみん
なに知ってもらおうと心に誓ったのでした。

名前：

出 身 ：森

性格：おっとり・真面目

趣味：環境問題について考える事

エコてんくん。

イタチのイダてんくん。はエコてんくん。の
親戚筋。それ以上にエコてんくん。を親
友と慕っている。そのため、クルマの運転も
今までは勝手気ままにドライブしていた
が、エコてんくん。に触発されて「エコド
ライブ」の実践を心掛けている。だけれ
ども、なかなか上手にできないので思い
悩んでいる今日この頃です。
がんばれイダてんくん。!

名前：

出 身 ：大都会

性格：せっかち・おっちょこちょい

趣味：エコドライブを勉強すること

イダてんくん。

温暖化って・・・？
大気中に含まれるCO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスが、海
や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積
し、再び地球の表面に戻してしまう性質(＝温室効果)により、
地球規模で気温が上昇してしまうことをいいます。
地球温暖化は海面上昇による浸水被害、水資源不足、森林消
失の危険、生態系の変化、農作物の被害など、そのすべてが深
刻な問題となっています。

CO2(二酸化炭素)の排出源って・・・？
日本全体で排出されている内の約1割が自家用乗用車によるも
のです。

マイカーの燃費って・・・？
例えば・・・ 年間走行距離1万ｋｍ・燃費10ｋｍ/ℓの場合
　10％燃費が向上すれば、ガソリン代は約9％削減でき、
　20％燃費が向上すれば、ガソリン代は約17％削減できます。

燃費を知る最もポピュラーな方法は「走行距離」を「給油量」
で割ること。これを満タン法といいます。車に付いている車載燃
費計と給油時の満タン法の両方の数値を知っておくようにしま
しょう！

安全運転にもつながり、地球にもお財布にもやさしいエコドラ
イブ。一人ひとりの心がけによって地球温暖化対策を！
今日からあなたもエコドライブで快適カーライフを過ごしましょう!
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※１：交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは、以下の点で安全性に問題があるため
　　 注意しましょう。（自動アイドリングストップ機能搭載車は問題ありません。）
　　●手動アイドリングストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。
　　●慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下により　　　
　　　エンジンが再始動しない場合があります。
　　●エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、
　　　先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップは
　　　さけましょう。
※２：－２０℃程度の極寒冷地など特別な状況を除き、
　　 走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。
※３：タイヤの空気圧は1ヶ月で5％程度低下します。
※４：適正値より50kPa（0.5kg/cm2）不足した場合。
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きみは 食費も把握しよう!!

×NG
たべすぎは体にわるいヨ!

自分の燃費を把握しよう

　自分の車の燃費を把握することを習慣に
しましょう。日々の燃費を把握すると、自分
のエコドライブ効果が実感できます。
　車に装備されている燃費計・
エコドライブナビゲーション・
インターネットでの燃費管理などの
エコドライブ支援機能を使うと便利です。

フィルタ良し!!

オイル良し!
タイヤ良し!!!

ふんわり

やさしい気持ちが

燃費UPに!!
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×NGイライライライライライラ…

これ大事!!

前方10km先、

赤信号発見!! 

アクセルOFF!!せ
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×NG

はやすぎっ!!

てか、ハンドル

はなすなって…

 おいらの仕事は、
冷却・除湿だぜっ!!

暖まりたい
だけなら
スイッチOFFで
たのんまさあ!!

エア
コン

冷やし過ぎ
にも注意!!

×NG
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情報収集

ゆとり

予習
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時間

ぽいっ

ぽいっ

ぽいっ

プン
プンッ!

Z
Z
Z
Z
Z×NG

ふんわりアクセル「ｅスタート」

車間距離にゆとりをもって、
　　加速・減速の少ない運転

減速時は早めにアクセルを離そう

ムダなアイドリングはやめよう

エアコンの使用は適切に

渋滞を避け、余裕をもって出発しよう

不要な荷物はおろそう

走行の妨げとなる駐車はやめよう

タイヤの空気圧から始める点検・整備

　発進するときは、穏やかにアクセ
ルを踏んで発進しましょう（最初の５
秒で、時速２０ｋｍ程度が目安です）。
　日々の運転において、やさしい発
進を心がけるだけで、１０％程度燃
費が改善します。焦らず、穏やかな
発進は、安全運転にもつながります。

　運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。
車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。
たとえば、１００ｋｇの荷物を載せて走ると、３％
程度も燃費が悪化します。
　また、車の燃費は、空気抵抗にも
敏感です。スキーキャリアなどの
外装品は、使用しないときには外
しましょう。

　迷惑駐車はやめましょう。交差点付
近などの交通の妨げになる場所での駐
車は、渋滞をもたらします。
　迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化さ
せるばかりか、交通事故の原因にもな
ります。迷惑駐車の少ない道路では、
平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎ
ます。

　車のエアコン（Ａ／Ｃ）は車内を冷却・
除湿する機能です。暖房のみ必要なとき
は、エアコンスイッチをＯＦＦにしましょう。
たとえば、車内の温度設定を外気と同じ
２５℃に設定した場合、エアコンスイッチ
をＯＮにしたままだと12％程度燃費が悪
化します。また、冷房が必要なときでも、
車内を冷やしすぎないようにしましょう。

　出かける前に、渋滞・交通規制などの道路
交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、
行き先やルートをあらかじめ確認しましょう。 
たとえば、１時間のドライブで道に迷い、１０
分間余計に走行すると１７％程度燃料消費量
が増加します。さらに、出発後も道路交通情
報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間
の節約になります。

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、ア
イドリングはやめましょう（※１）。１０分間のアイドリング

（エアコンＯＦＦの場合）で、１３０
ｃｃ程度の燃料を消費します。
また、現在の乗用車では基
本的に暖機運転は不要です
（※２）。エンジンをかけた
らすぐに出発しましょう。

　信号が変わるなど停止することが
わかったら、早めにアクセルから足
を離しましょう。そうするとエンジン
ブレーキが作動し、２％程度燃費が
改善します。
　また、減速するときや坂道を下る
ときにもエンジンブレーキを活用し
ましょう。

　タイヤの空気圧チェックを習慣づけま
しょう（※3）。タイヤの空気圧が適正値
より不足すると、市街地で２％程度、郊
外で４％程度燃費が悪化します（※4）。
また、エンジンオイル・オイルフィルター・
エアクリーナエレメントなどの定期的な
交換によっても燃費が改善します。

　走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間
距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市
街地では２％程度、郊外では６％程度も燃費が悪化します。
交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。

0

20
40

60
80 120

140

100

Keep

OFF



ハイブリッド車や
電気自動車のエコドライブ
運転のコツは、モーターを
できるだけ活用すること。

様々なエコドライブ支援
ツールを利用することで、
簡単にエコドライブに取り
組めます。

ハイブリッド車のエンジン稼働図（できるだけエンジンがかからない運転をしましょう） エコドライブによる交通事故減少の例
事故件数／百万km

エコドライブ学習後

エコドライブ学習前

0 1 2 3 4 5 6

速度

エン
ジン

停止

OFF ON OFF OFF

加速 定常走行 減速 停止
約60%減少

知ってトクする!!

エコドライブのヒント
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エコドライブ支援ツールを
積極的に使いましょう。

①エコドライブランプ※を
点灯するように運転しま
しょう。
アクセルを徐々に踏んで
運転することになり、燃費
が良くなります。

②エコドライブスイッチ※

をONにしましょう。
穏やかに加速するように
クルマが制御し、燃費が
良くなります。

穏やかに発進、穏やかに停止、十分に車間距離
をとるなど、ゆとりのあるエコドライブを心がけ
ましょう。これにより交通事故が約60％減少し
たという報告もあります。エコドライブでエコだ
けでなく安全運転にもなって一石二鳥ですね。

エコドライブで交通事故が
減ると言われています。

●発進と加速はモーターの得意分野　
　（ハイブリッド車のみ）
クルマは発進時に多くガソリンを消費します。
できるだけエンジンを使わずに、モーターの
力で穏やかに発進し、エンジンが作動したら
目的速度までモーターの力も活かして穏やか
に加速。一定速度になったら、できるだけム
ダな加速や減速をしないよう心がけましょう。
アクセルを緩めてできるだけモーターのみで走
行することで燃費が良くなります。　　　　　
　

エコカーや、
燃費の良いクルマを
選びましょう。

（※メーカーによって名称は異なります。）

参考：エコドライブ普及連絡会作成リーフレット

アイドルストップ
モーター発進

エンジン作動

アイドルストップ

モーターで回生（充電）
エンジン+モーターで使い分け

●ブレーキは発電のチャンス
減速時に前方の状況に注意して、早めにアクセルを戻し、長い距離をかけて穏やかに減速していく
ことがポイント。やさしくブレーキを踏むことでモーターで発電した電力がバッテリーに充電され、
次の発進・加速時に再利用するので燃費が良くなります。
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