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1 はじめに

　バスやタクシー，あるいはトラックに代表され
る自動車運送事業において，交通安全対策が従来
からさまざまに取り組まれてきている．運行管理
制度や運輸安全マネジメント制度はその例であり，
自動車運送事業車両の交通安全に寄与してきてい
る．このような背景のもと，自動車運送事業の車
両によって引き起こされる交通事故の件数は近年
減少傾向にあるものの，依然として重大な事故が
後を絶たない．そうした重大な事故の中には，一
部の居眠り運転によるもののように，運転者の疲
労に起因すると思われるものが含まれる．
　そこで，筆者らは運転時間に係わる基準に着目
し，安全基準としての設定の考え方について論じ
ている（嶋本・泊，2014）（1）．詳細は譲るが，この
ような議論を踏まえた筆者らの主張は，自動車運
送事業の運転時間やその基準の考え方を社会的に
共有する必要があるということである．自動車運
送事業における交通安全確保の責任は，確かに運
送事業者および運転労働者にあるだろう．しかし
ながら，運送条件に影響するのは運送事業者と運
転労働者のみではないことから，それらのほかに

荷主や乗客を含めた関係主体が，運転時間基準の
遵守や，関連する必要なコストの負担等の責任を
共有すべきではないだろうか．
　以上を踏まえて，本稿では，運転時間基準の意
義と自動車運送事業の産業的特徴について述べた
上で，自動車運送事業の安全を巡って求められる
運転時間の考え方と，その社会的な対応について
誌面の許される限りで論説を行う．

2 運転時間基準の意義と設定の考え方

　2. 1　運転時間基準の意義
　自動車運送事業に係わる自動車交通の安全規制
の一つに運転時間基準がある．運転時間基準によ
る規制の狙いは，当然ながら長時間の連続運転を
禁ずることである．しかしながら，運転時間基準
設定や，あるいは運用実態が，交通事故の減少等，
交通安全にどれだけ寄与するかは必ずしも明確で
はないだろう．一方で，運転時間基準の設定には
交通安全確保に資する根拠があるだろう．前述の
通りこの根拠，すなわち自動車運送事業における
交通安全確保の考え方を運送事業者，運転労働者，
貨物の荷主，旅客をはじめとした社会全体で理解
して共有することが，自動車運送事業における運
転時間の遵守を確保する上で重要であるといえよ
う．
　さて，運転時間基準に基づく交通安全確保の考
え方を理解する上で運転時間基準の対象を明らか
にするために，筆者らは，Treat, et al.（1979）（2），
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Parker, et al.（1995）（3），野沢・小木（1980）（4）を参
考に，自動車運送事業における事故の要因体系を
想定している（図 1）．
　図 1では，事故の要因を一次的な要因，二次的
な要因，二次的な要因に影響する要因，の三つに
分類した上で体系化を図っており，特に自動車運
送事業特有の遅延の回避や渋滞による損失に対す
る回復の行為を含む運転労働負担を招きかねない
要因を含んでいるのが特徴である．この中で，運
転時間は事故の二次的な要因に対して直接的に影
響を与える要因として位置づけられている．すな
わち，運転時間がある適切な基準を満たしていれ
ば，事故の二次的な要因を抑制することに寄与す
ることが期待されるが，あくまでもこのような寄
与を介して，人間による直接要因を抑制すること
が期待できるということにすぎないと考える．
　このような運転時間の基準の意義について，た
とえば英国や米国では運転時間による影響を分
析することによって運転者の疲労の観点から
事故のリスクを回避することを狙いとしてい
る（Parliament of the United Kingdom, 1968（5），

Vehicle and Operator Services Agency, 2011（6），
U.S. Government, 2011（7），Federal Motor Carrier
Safety Administration, 2013（8））．また，運転時間
基準はあくまでも運転者自身を対象としたもので
ある（European Union, 2006（9），European Union, 
2002（10），United States（11））．
　一方，わが国では，道路交通法，道路運送
法，貨物自動車運送事業法の体系の中で，過労や
過労運転を防止することに焦点が当てられた上
で，運転時間基準は労働時間基準の一部（労働省，
1989（12），以下「改善告示」）を準用する形で適用
されてきた経緯がある（嶋本・泊，2014（1））．この
ような経緯のもとで，わが国では運転時間の基準
は使用者（運送事業者）の基準であって，運転者
の義務としては位置づけられていないという点に
注目すべきだろう．
　2. 2　運転時間基準の設定の考え方
　運転時間基準の具体的な設定は，わが国では
表 1，EUと米国の例は表 2の通りである．
　米国では運転時間の長さが事故発生率や運転者
の能力に与える影響を生理学的に分析した上で，

図１ 自動車運送事業における事故の要因体系の想定（1）

＊1：Treat et al.（1979）（2）
＊2：Parker  et al. （1995）（3）
＊3：野沢・小木（1980）（4）
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それらを運転時間基準の根拠としている（Federal 
Motor Carrier Safety Administration, 2013（13））．
基準の改正を試みる際には，たとえば，運転時間
が増加するほど事故が生じる可能性が高まること
や，小口混載輸送（Less Than Truckload）の運転
者は運転開始 6時間目以降に事故発生の確率が高
まり，休憩をはさむことにより事故の確率が下が
ること等の研究成果を参照している．
　わが国においても，運転時間による運転者の疲
労蓄積への影響について生理学的な観点から議論
された例はあるものの，それが運転時間基準の根
拠として位置づけられていない．先述の通り，わ
が国では運転時間基準があくまでも労働基準の一
部である改善告示を準用した形をとっているのだ
が，道路運送法と貨物自動車運送事業法における

「乗務時間」と，改善告示における「作業時間」
「労働時間」「拘束時間」等との関係がそもそも明
確でない（嶋本・泊，2014（1），表 3）．
　以上を踏まえると，わが国の運転時間基準にお
いては，社会的に理解および共有を図っていく上
で，事故の要因体系を特定化し，科学的な根拠に
基づいた基準にすることが求められているのでは
ないだろうか．

3 自動車運送事業の特徴

　3. 1　労働時間が長い産業
　本章では，自動車運送事業の産業的な特徴につ
いて，トラック事業を中心に，議論の範囲を労働
時間（表３参照）にまで広げ整理したい．はじめに，
自動車運送事業は，他の産業に比して労働時間が

表１ 改善基準における基準値（1）

バス
タクシー

トラック
日勤務 隔日勤務

拘束
時間

運転
時間

1カ月

1週間

1日

1日

1週間

休息期間

連続運転時間

1カ月 299 時間を超え
ない（車庫待ちは 322
時間まで延長可）

4週間を平均し，1週間当たり 65 時間を
超えない（貸切バス等は 52 週間のうち 16
週間までは，4週平均で 1週間当たり 71.5
時間まで延長可）
1日の拘束時間は 13 時間（16 時間まで延
長可，ただし，15 時間超えは 1週間に 2
回以内）を超えない

4週間を平均し 1週間当たり 40 時間を超
えない（貸切バス等は，52 週に 2,080 時間
を超えない範囲で，52 週間のうち 16 週間
までは 4週間を平均し 1週間当たり 44 時
間まで延長可）

2日を平均し 1日当たり 9時間を超えない

1日の継続 8時間以上

4時間を超えない

1カ月 262 時間を超えな
い（1年のうち 6カ月まで
は 270 時間まで延長可）

1日の拘束時間は 13
時間（16 時間まで延長
可）を超えない

1勤務（2暦日）21 時間
を超えない

勤務と次の勤務との間
に連続して 8時間以上

勤務と次の勤務との間
に連続して 20 時間以上

1カ月 293 時間を超えない（年間 3,516
時間（293 時間×12 カ月）を超えない
範囲で 1カ月 320 時間まで延長可）

1日の拘束時間は 13 時間（16 時間ま
で延長可，ただし，15 時間超えは 1
週間に 2回以内）を超えない
1日の継続 8時間以上

2日を平均し 1日当たり 9時間を超えない
2週間を平均し 1週間当たり 44 時間
を超えない

4時間を超えない

表２ EUと米国における運転時間に係る基準＊（1）

規定しているもの

労働時間

休憩をとる必要がある労働時間

最短休息時間

最短週休時間

運転時間

連続運転時間

1回の最短休憩時間

　＊：適用対象および例外については省略

1日の最長

1週間の最長

1日の最長

1週間の最長

連続 2週間の最長

EU規則（06 規則）（9） EU指令（02 指令）（10）
EU 米国

CFR（11）

48 時間（4カ月間で 1週間平均 48 時間を超
えない場合に限り，60 時間まで延長可能）
合計 6時間以上
EU規則に準ずる

10 時間（夜間労働者に対して）
連続 7日当たり 60 時間（1週間毎日運
行する場合は連続 8日当たり 70 時間）

連続 10 時間（貨物）
連続 8時間（旅客）

（1日の最長運転時間を参照）

11 時間あるいは労働開始から 14
時間目まで（貨物）
10 時間以上または労働開始から
15 時間目まで（旅客）

30 分（労働 6～ 9時間）
45 分（労働 9時間以上）
各 15 分以上の複数回に分割可能

45 分
分割可能（1回目 15 分以上，2回目
30 分以上）

56 時間（EU指令の最長労働時間を
超えてはならない）
90 時間
4.5 時間以内

連続 45 時間（3週間後まで間に最低
9時間を埋め合わせる場合に限り連
続 24 時間まで削減可能）

11 時間（2週間に 3回までは連続 9
時間まで削減可能）

9時間（週に 2回までは 10 時間まで
延長可能）
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長いという特徴をもつ．たとえば，大型トラッ
ク（営業用大型貨物自動車）運転者の平均労働時
間は年間 2,604 時間で，全職業平均（年間 2,124 時
間）と比較して 23％（＋480 時間）多い．また，所
定外労働時間では，大型トラックは 468 時間であ
り，全職業平均（156 時間）と比較して 200％（年
間 312 時間）も多い（14）．
　このように長時間労働が顕著な自動車運送事業
（自動車の運転業務）は，現行の限度基準告示（時
間外労働の上限を月平均 45 時間以内かつ年 360
時間以内と規定）では，建設事業，医師等ととも
に適用除外の扱いとされていた．しかし，政府
の「長時間労働の是正」等を盛り込む「働き方改
革実行計画（2017. 3）」においては，まず 5年後に
年 960 時間（月平均 80 時間）以内の規制を適用し，
将来的には一般則の適用を目指すとしており，段
階的かつ時間を伴う計画ではあるが運転環境改善
が期待できる方向にある．
　しかしながら，自動車運送事業は運転労働者の
年齢が高いという特徴ももつ．大型トラック運転
者の年齢構成は，およそ 8割が 40 歳以上（うち 4
割が 50 歳以上）で，これは 15 年前の 40 歳以上
が 4割強を占める状態から比較して，高齢化が著
しく進展し上述の長時間労働による身体（安全確
保）への影響が懸念される．
　3. 2　賃金の特性
　自動車運送事業，特にトラック事業では，運転
労働者の収入が低いという課題がある．トラック
事業の運転労働者の収入は，およそ 2 割が年収
300 万円以下（低所得者と呼ばれる），半数以上が
400 万円以下と高くなく，保有台数が少ない小規
模な事業者ほど低い傾向がある（15）．
　また，賃金体系にも特徴があり，①固定給（年

功要素を含む基本給＋生活手当）＋時間外割増
賃金，②固定給（同前）＋時間外割増賃金＋仕事
給，③固定給（一律）＋時間外手当（一律）＋仕事
給，④仕事給のみ（運賃収入の○％などの運賃歩
合等）の 4種類が一般的である．このうち仕事給
（歩合）は，小規模の事業者を中心に採用してい
るところが多い（16）といわれており，大型トラッ
ク運転者の仕事給（歩合）の賃金割合は 30％前後
をも占める（2011─16，約 4,000 サンプルより集
計）（17）．このため，より多くの収入を得たい運転
者には，より長い距離，多くの荷物を運送する意
思がはたらくという状況にある．
　さらに，一部の運転者は運転以外の別の就労
（ダブルワーク）を選択することもあり（18），現状
の運転・拘束等の時間基準による安全管理制度の
限界を認識すべき状況にある．
　3. 3　荷主の特性
　トラック運転者の運転安全の議論では，運送事
業者による運行の安全管理の問題だけでなく，荷
主の要求に応えることでサービスの向上を図ろう
とする，運転者（あるいは運送事業者）の意識構
造についても理解しておくことが必要と考える．
　（1）　事業所荷主　運送依頼者である荷主の要
求がトラック運転者の労働時間や負担，プレッ
シャーに大きく影響する．
　たとえば，交通状況が変化するなか運送する運
転者にとって，荷物を受け取る着荷主による到着
時間の指定（遅延ペナルティが課される場合もあ
る）は，精神的な負荷となるとともに運行の安全
に何らかの影響を及ぼす可能性があると推測でき
よう．一方で，着荷主の都合で予定していた時間
通りに荷おろしができず，長時間待機させられる
こと（荷待ち時間）も多い．この場合，拘束時間
が増し休息期間減少等の影響が懸念される（海上
コンテナ車両のコンテナターミナルのゲート待ち
時間の課題も，これに該当する）．
　このほか，トラック運転者には，発着荷主構内
においてフォークリフトによる荷積・荷おろし，
パレットや台車への積替えなどの作業（附帯業務）
を依頼されることが多く，労働負荷となっている．
　このような荷主による立場を利用した要求を防
止するために，貨物自動車運送事業法第 64 条（荷
主への勧告）が存在するが，荷主関与の判断基準
が不明確なことも要因と想定され，荷主勧告の発

表３ 改善基準告示における「乗務時間」の位置付け（1）

自動車運転者の労働時間
等の改善のための基準

休息期間

休憩時間

手待ち時間

荷扱い

整備等

運転

－

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

勤務時間

道路運送法
旅客自動車運送事業
運輸規則
勤務時間等基準告示

貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業
輸送安全規則
勤務時間等基準告示

乗務時間 勤務時間 乗務時間

拘
束
時
間

労
働
時
間

作
業
時
間

対
応
関
係
不
明

対
応
関
係
不
明
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動実績はない（2017. 12 時点）．
　（2）　個人消費者荷主　上記のような“事業所
と事業所（B2B）”の取引だけでなく，“事業所と
個人消費者（B2C）”においても自動車貨物輸送は
利用され，トラック運転者の運転環境を脅かす要
因が存在する．わかりやすい例では，インター
ネットを利用した販売の普及，食料品ネット販売
や小売店の配達等の，宅配便を利用した短時間配
送，時間指定は，上記の事業所荷主で取り上げた
例と同様の構造を有している．
　さらに，個人消費者の自宅等において受取人不
在による再配達の発生は，宅配倉庫スペースに余
裕がないことと，翌日配達に持ち越すことで配達
数を増やしたくないトラック運転者にとっては，
労働時間の増加を招くものである．

4 技術進展やさまざまな取組みへの期待

　4. 1　貨物自動車運送事業の経営
　トラック運送事業者（貨物自動車運送事業）の
経営上の指標として，車両の稼動日数の割合を示
す「実働率（営業用貨物車両（大型トラック）の実
績：約 7割弱）」，車両に荷物を載せた状態での走
行距離の割合を示す「実車率（同実績：7割弱）」，
車両の積載している荷物の重量割合を示す「積載
効率（同実績：4割）」（19）があり，これらの向上を
目指して活動する．一方で，トラック運送事業者
は，これらの指標の向上とともに，運転者人件費，
車両費，燃料油脂費等の費用を低減することが経
営上の課題（目標）となっている．
　このように，トラック運送事業者による「効率性
の追求」「運転者人件費等の費用の削減」は，時に
は，運転者に無理な運転条件を課すことや，既述
のように荷主へのサービス向上を狙う附帯業務等
を含む長時間労働を強いるきっかけとなっている．
　本章では，昨今の技術進展やさまざまな取組み
を紹介し，これらが，不特定の荷主を相手にする
一般貨物自動車運送事業における，「効率性の追
求」「運転者人件費等の費用の削減」「長時間運転
の削減」に寄与する可能性について述べる．
　（1）　実車率・積載効率の向上　営業力の弱い
中小事業者を対象とした，積載効率の向上や，帰
り便荷物確保をはじめとした実車率の向上を期待
する，「荷主・運送事業者マッチングシステム」
のサービスを提供する事業者が多数存在する．ま

た，類似産業の複数社で運行を共同で行うことで，
実車率や積載効率の向上（荷主にとっては輸送費
用の低減）を目指す「共同運行」の取組み事例が
存在する．なかには，同一分野のライバル企業間
で協働する事例や，重量荷物と軽量荷物を組み合
わせる異業種事業者間の事例等，さまざまな取組
みが存在する．運送の効率性向上を図ることがで
きれば，事業者による運転者負荷の低減につなが
る可能性が期待できると考える．
　（2）　人件費の削減　基幹運行と呼ばれるもの
のように荷量を確保できる特定区間の運行におい
て，荷台を連ねた「ダブル連結トラック」によっ
て運行する実証実験が進んでいる．また，現状
では技術途上段階であるが，高速道路等におい
て，先頭車両を運転者が運転し，無人の後続車が
前方車両を追従し自動走行する技術を用いた「隊
列走行」の実現を目指してわが国も取り組んでい
る．これらの技術が制度とともに実現普及すると，
1 運行にかかる人件費を大幅に削減することが期
待できる．
　一方，過疎地域等の少ない荷量と公共交通の発
着地が重なる区間においては，人流と物流を“か
けもち”する「貨客混載」の取組みが着目されて
いる．たとえば旅客運送事業の乗合バスでは，従
来においても貨物 350 kg 未満の荷物を運ぶこと
が可能（道路運送法第 82 条）であったものに，貨
物自動車運送事業の許可を取得すると 350 kg 以
上の積載運行が可能となる．これにより，人件費
の削減が期待できるものである．
　（3）　運転時間の削減・時間固定化　長距離輸
送の一部区間を貨物鉄道やフェリーや RORO船
（トレーラーで船内に入ってコンテナを積降しす
る船舶）の海運を利用する「モーダルシフト」や，
長距離の輸送区間の途中で運転者が交代する方法
や，トレーラー部分を付け替える等の方法の「中
継輸送」は，たとえば発着まで 1泊 2日の運行で
あったものを，これらの手段が選択できると日帰
り運行を可能にする等，運転時間の短縮が期待で
きる．このことは，前述の「隊列走行」の基幹運
行から外れた発地，着地までの端末区間の運行に
おいても同様に考えることができる．
　昨今，運転者不足を課題とする運送事業者から
は，若年層の就業の選択条件は賃金水準だけでな
く，予定されない残業や休日勤務等の不規則な就
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業時間を強く拒む傾向にあるという声が聞かれる．
道路交通環境による一定の遅延等の影響も考えら
れるが，運転時間の短縮やある程度固定化された
就業時間を実現する労働環境は，上記のような若
者の就業選択の拡大や，たとえば女性を含む短時
間就業を希望する多様な主体にとっての就業機会
の選択にもつながり，運転者確保の可能性の向上
が期待できる．
　4. 2　宅配便
　既述の通り，今後も宅配需要の増加が見込まれ
荷物総量を減らすことが困難な状況下において，
限られた運転者が運転時間を削減するために，受
取人不在時の再配達を減らすことが重要である．
数年前から存在している技術ではあるが，昨今の
社会問題として扱われる背景も相まって，「自宅
外で受け取る方法」と，「受取日時を調整する方
法」が普及してきている．
　自宅外で受け取る方法としては，従来から存在
する「コンビニエンスストア受取」，集合住宅や戸
建住宅に個人等が設置する「宅配ボックス」，駅
等の人の利用が多い公共空間に事業者等により設
置されるロッカー形式の「宅配ロッカー」がある．
　また，配達時間指定をしていない荷物を受け取
る場合や，受取日時を変更したい場合，事前に登
録したSNSを利用することで容易に対応できる事
業者も存在する（事業者によりサービス内容が異な
る）．これらのサービスの普及は，不在持ち帰りに
よる再配達の発生の低減が期待できるものである．

5 おわりに

　自動車運送事業において，交通安全確保は紛
れもなく事業者（使用者）と運転者の責任である．
しかし，以上で議論した産業的特徴から，運送条
件，特に運転時間に影響するのは事業者と運転者
のみではないことから，旅客や貨物の荷主を含め
た関係主体が運転時間基準の考え方を理解して共
有することが重要である．たとえば，運転時間基
準を遵守するために必要となる時間的，金銭的コ
ストは適切に負担される必要がある．
　自動車運送事業の安全を巡り，運転時間基準が
単に数値として理解されるのではなく，考え方が
社会的に広く浸透して理解されることが重要であ
ると考える．そのためにも，事故の要因体系を特
定した上で，運転時間基準の科学的根拠を明らか

にしていくことが重要である．
　一方で，4 章で議論した通り，輸送の効率化等の
技術的な進展によって，運転時間を巡る条件が改
善されることも期待される．自動車運送事業を巡る
運転環境の改善と，運転時間基準の社会的な共有
という二つの側面から，自動車運送事業における
交通安全確保が徹底されていくことを強く望む．
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