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論点：荷待ち時間の削減

【今年度の実施事項：予約受付システムの導入促進 等】
荷役スペースの予約受付システムを実際に導入している事例のヒアリングや、実用化されている同種のシステム・
サービス等の試行等を行い、導入に当たってのノウハウや課題等について検討・整理する。

予約受付システムの他、例えば、定期的に納品するトラックについては一定期間同じ時間帯に入庫できるようにす
るなど、トラック事業者の事情も考慮して入庫ルールを定めている事例をヒアリング等により調査する。

【受発注システムによりトラック輸送実態を共有化】（P3参照）
受発注システムを新たに導入する予定の事業者から物流への効果をヒアリング。

【混雑時間帯を避けた納品による待機時間の削減】（P4参照）
混雑時間帯を避ける調整を発着荷主と運送事業者で行うことができた事例のヒアリング。

【予約受付システム等の導入事例調査】（P5参照）
トラックの荷待ち時間を減少させるために、バース接車ルールの好事例について実例調査。

【段ボール納品における待機時間の縮減事例】（P6、7参照）
待機時間縮減に関する好事例を調査。

【日用雑貨卸売事業者における予約受付システムの効果検証】※最新データで調査中（後日報告予定）
予約受付システムを導入した企業の協力のもと、導入前後のトラックの待機時間について比較分析を実施。

実態調査
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【板紙納品時の待機時間の縮減】 （P2参照）
納品先におけるバース接車ルールについて、時間指定制の導入効果の検証。

実証実験

ヒアリング



【実証実験】板紙納品時の待機時間の縮減

１．事業概要

２．事業イメージ ３．実施主体（非公開）

発荷主：板紙製造メーカー（非公開）

着荷主：段ボール製造メーカー

運送事業者：物流子会社及び実運送事業者

４．成果

【実証実験のポイント】

〇実証実験では、１時間の枠に４台の荷降しを想定。
過去の現場での平均荷降し時間を考慮し、１台当
たり１５分を設定。
〇原紙を納品する車両の納品順番については、生産
ラインでのニーズを踏まえ、納品順番は前日に確
定させる。

【時間指定制によるバース接車】

〇実証実験では、運送事業者各者
に対して、予めバース接車の時
間枠を指定することで、より早
い時間に到着し、バース接車の
順番を確保する動機付けを排除
する仕組みとした。

時間指定 タイムテーブル

～15分 16～30分 31～45分 46～60分

５時台 長距離車両 長距離車両 長距離車両 近距離車両

６時台 その他 その他 近距離車両 近距離車両

７時台 その他 その他 近距離車両 近距離車両

８時台 近距離車両 近距離車両 近距離車両 近距離車両

受付時間順による荷降しになると、近距離輸送の車両も早く来て、受付番号を確保するためにより早い時間帯に
構内入構しているため、時間指定制を導入する。荷降し作業開始時間は午前５時で、専門のリフトマンが荷降し
を実施し、所要時間は約15分。
納品車両の輸送距離は、20km～500km程度と幅があることから、長距離を輸送する車両は近距離車両よりも５
時台の指定を優先（夜間を走り早朝に到着するため）。

待機平均時間：37分/台
事 務 時 間 ：0分

待機平均時間：15分/台
事 務 時 間 ：+60分×1名

Before

After
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【ヒアリング】受発注システムによりトラック輸送実態を共有化

１．事業概要

２．事業イメージ（システム開発中）

発荷主の受発注システム（配車計画機能、トラック車両の待機時間等の計測機能を有する）により、出荷時の入
場時刻、待機場所、着荷主への納品時の到着予定時間の通知、待機時間・荷役作業時間等について、発着荷主及
び代理店、トラック運送事業者において、情報共有化を実現見込み。
出荷では入場時刻案内、入荷では事前の到着予定時間通知あり。

運転者

配車計画
システム

ＥＤＩ
システム

製紙メーカー

入場時刻案内
待機場所等案内

走行位置通知
入場受付リクエスト
（スマートチェックイン）

積込順序制御
積込明細指示

積込実績

走行位置通知
客先到着時刻

走行位置通知
客先到着時刻

納入順序
トラック別積込明
細

帰社時刻通知
（２便目）

荷降し時間通知

WEB-EDIメニュー

・トラック運行状況

・納入明細

出庫～発荷主まで 発荷主で積込 着荷主へ走行中 着荷主で荷降し

トラック、出荷オーダーを統合的に
管理するシステム
積込順序、ピッキングの最適化

着荷主に向けて走行中も、数分
間隔で位置情報の測位を実施

着荷主はWEB-EDI
システムより納入
明細、トラック運
行状況、到着時刻
が照会可能。荷降
し計画の最適化を
実施。

出庫時にボタン押下
し運用開始

入場受付のリクエストが可能。
発荷主から待機場所、入場時
刻が案内

着荷主
（着荷主）

荷降し所要時間を計測システムイメージ ３．期待される効果

運転者に入場時間を通知し、
出荷時の待機時間を削減。
着荷主に対して、到着予定
時間を事前通知し、運転者
の待機時間を縮減。
受発注情報の早期処理によ
り、配車情報の伝達を早期
化。これにより効率的な配
車が組まれ、待機時間の削
減に寄与。
運行時間、待機時間、荷役
作業時間等を関係者がシス
テム上で共有し、改善意識
の高まりとともに、問題解
決にも活用可能。
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【ヒアリング】混雑時間帯を避けた納品による待機時間の削減

１．概要

２．取組イメージ

納品時間は、午前８時から１４時（うち１２時台は休憩時間）の５時間。混雑時間帯は午前８時～１１時まで車
両が集中化しているが、リフトマンにヒアリングしたところ、１３時から１４時の時間帯は納品車両が極めて少
なく、待機時間はほとんど発生していない。
前日の夕方に積込み、当日早朝に車庫を出発し早朝に荷降し、次の仕事に向かう必要があったが、発荷主と相談
し、早朝に別の納品先に荷降し、２本目に輸送するよう運行計画を見直した。
午前８時に到着、９時荷降し開始、１０時荷降し終了と約２時間を要していたが、１３時前に受付し、１３時に
は荷降し開始、１４時終了、構内滞留時間は約１時間と、▲１時間の削減となった。

３．実施主体

発荷主：段ボール製造メーカー（非公開）

着荷主：化学品製造業

運送事業者：実運送事業者

４．成果

• 待機時間 ：平均６０分/日→０分/日

なお、車両の回転率は2回転以上を確保
• 現場（リフトマン）の改善意見が発端。

⇒普段より現場の意見を反映できる
体制が構築できているかどうかが、
改善活動の成否のポイント

平均待機
時間

8時

60分

9時

45分

10時

30分

11時

15分

12時

休憩時間

13時

0分

混雑時間帯

待機時間0分
の時間帯

平均待機
時間

8時

60分

9時

45分

10時

30分

11時

15分

12時

休憩時間

13時

0分

実施前

実施後

受付時間8時前

受付時間13時前
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車両分散化手法 手法の概要 課題 導入成功事例の工夫 導入失敗事例における原因

荷降し時間の
事前予約

運送事業者等が電話、FAX、
インターネットで時間を事
前予約する方法。
特に、予約システムは自動
倉庫が導入され、倉庫運用
実態に整合性が確保されて
いる場合に有効。

倉庫作業員の配置、保管ス
ペース等の倉庫の運用実態
と予約車両が連動しないと、
倉庫内作業が回らなくなる
問題が発生。

着荷主の荷受け作業、
保管スペース等の倉庫
の運用実態を考慮して、
納品される製品ごとに
予約時間を決定した。

荷受け順序、保管スペース、作業員
の配置状況を組み立てないままに、
受付システムを導入し現場が混乱。
物流現場の詳細に分析しないままに、
受付システムを導入し、結果全く機
能しなかった。

荷降し時間の
事前指定

着荷主が事前に荷降し時間
を指定する方法。
特に、製造ラインへの資材
供給、搬入順序が決まって
いる製品の納入などに有効。

指定された時間によっては、
路上、SA/PA等での待機が
発生（待機場所が変化する
だけで運転者の労働時間は
削減できない。）。

運送事業者とも定期的
に意見交換、要望確認
を実施し、時間枠を定
期的に見直しを実施。

生産計画の遅延が頻繁に発生するた
め、荷積み作業の遅延が発生し、指
定時間が守れなくなった。
一方的な時間指定により、運送事業
者が効率的な運行計画を立案できず、
機能しなくなった。

荷降し時間
専用時間枠の設定

発着荷主、運送事業者が事
前協議し、特定時間帯を専
用の荷卸時間及び専用バー
スを指定する方法。
毎日、車単位でパレット卸
しができる場合に有効。

手荷役を要する車両が入っ
た場合に時間枠をオーバー
する等、細かなバースコン
トロールが必要

パレット納品、共同配
送など荷役作業の効率
化に取組む事業者に対
するインセンティブと
して設定

手荷役を要する車両が多く、専用時
間枠を大幅に超過したため、機能し
なかった。
繁忙時期には荷捌きスペースに仮置
き貨物が溢れ、荷卸作業が開始でき
ず、時間枠内に作業ができなかった。

荷降し時間帯
の拡大

荷降し時間帯をより広い時
間帯に拡大する方法。
特に22時前後から長距離輸
送の車両が到着する等、長
距離車両が多い場合に有効。

着荷主側の受入のための作
業員の配置（人件費増加）。
出荷作業員が荷受け業務を
兼務させる場合、出荷車両
の出発遅延につながるケー
スあり。

社内研修やマニュアル
の整備を行った上で、
出荷作業員が荷受作業
を兼務させることで、
作業効率を向上させた。

出荷作業と入荷作業とで作業員を明
確に区分したため、作業が少ない時
間帯には作業員に余剰が発生するな
ど、人材の効率的な活用ができな
かった。
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【ヒアリング】予約受付システム等の事例調査結果概要

荷待ち時間の発生は、特定時間帯への車両の集中が主な原因であるため、解決手法として予約受付システム、時間指定など、車両分散
化に向けた手法があげられる。当該手法について、具体的な事例調査を実施した。

荷受け又は荷降し場所の特性、荷待ち発生原因等に応じて、適切な手法を選択する必要がある。

報告済再掲



【実態調査】 段ボール納品における待機時間の縮減事例（1/2）

混載得意先がある場合、同時間帯で仕上がる
ように生産計画を組み、待機時間を短縮事例③

〇複数の着荷主製品を混載する際に、特定製品の仕上がり
時間待ちが発生していたところ、届先が複数で混載をする
際には、同じ車両に積込む製品を同じ時間帯に仕上げるこ
とで、構内作業時間を短縮し運転者の待機時間を短縮す
ることができた。

〇運転者の労働時間の縮減、運行効率の向上に寄与。

取
組
内
容

成
果

段ボール製函業

指定着時間細分化による
納品待機時間の短縮事例①

〇１カ所しかない納品場所に複数の納品トラックが集中し常
に待機時間が発生していたところ、着荷主がトラック集中
時間帯での着時間指定をすることで混雑時の待ち時間が
解消された。

〇構内スペース効率化と運転者の労働時間の縮減に寄与。

取
組
内
容

成
果

段ボール製函業

貨物量に応じて
入構予定時間をあらかじめ指定事例④

〇貨物量に応じて入構予定時間をあらかじめ指示すること
で、構内待機時間を減少させた。

〇生産遅延により、貨物が用意できない場合には、その旨
をトラック運送事業者に可能な限り早く連絡。

〇労働時間の縮減に寄与。

取
組
内
容

成
果

洋紙・板紙製造業

発荷主から着荷主への配送情報の発信
による待機時間の削減事例②

〇納入先の生産ラインが4ラインあり、優先順位があるため
荷降しできない時や、逆に遅延が発生し、顧客都合（生産
変更）で納入中止が発生していたところ、発荷主での配車
確定後に着荷主に定型フォーマットで配送情報（台数、積
載内容、到着予定時間）を連絡することにより、待機時間
の削減や再納入の撲滅につながった。

〇輸送効率向上、運転者の労働時間削減に寄与。

取
組
内
容

成
果

段ボール製函業

出所：「全国段ボール工業組合連合会調査」

出所：「全国段ボール工業組合連合会調査」

出所：「全国段ボール工業組合連合会調査」
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【実態調査】 段ボール納品における待機時間の縮減事例（2/2）

手荷役をサポートする作業員の配置事例⑦

〇段ボールの納品では、荷降しに際して、納品先指定のパ
レットに手荷役で荷降ししているが、約60分の作業時間を
要するため、専門作業員を着荷主が準備し、運転者の手
荷役をサポートした。

〇1名60分の荷降し時間→3名×20分と20分に減少し、荷降
しバースの回転率が上がり、リフトマンの労働時間の縮減
にもつながった。。

取
組
内
容

成
果

段ボール製函業

毎営業日 特定時間帯の指定事例⑤

〇道路上にも待機車両が発生する状況にあったことから、
毎営業日、特定時間に荷降しできるよう調整し、待機時間
をゼロとすることが可能となった。

〇路上での待機車両の削減、待機時間の削減。

取
組
内
容

成
果

段ボール製函業

事前の貨物の荷揃い作業事例⑧

〇従前、積込みしながら積込貨物を倉庫から移動してきた
が、事前に積込む貨物を所定の場所に区分して集めること
で、積込み作業時間が減少した。

〇積込み場所での平均滞留時間が減少した結果、平均待
機時間が縮減。

取
組
内
容

成
果

洋紙・板紙製造業

生産遅延で積み荷が用意できない場合、
トラック運送事業者に事前連絡事例⑥

〇生産遅延で、積み荷を準備できない場合、それが判明し
た時点で、速やかに積込み予定のトラック運送事業者に連
絡した。

〇構内待機車両が減少し、スペース効率が改善。

取
組
内
容

成
果

ロール紙製造業
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