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＜研究抄録＞

海外におけるコンテナターミナル自働化の
進展

一之瀬　政男

1. はじめに

1990 年代初頭、ロッテルダム港デルタ地区シーラ

ンドターミナル（現在 ECT デルタ北ターミナル）に

おいて産声をあげたコンテナ荷役の自働化は、その

後 20 年の間に着実に発展し、欧州を始め世界の主要

港湾においていくつかの成功事例が見られるととも

に、その基礎となる数々の自働化技術、多様な荷役

システムが開発・工夫され、地域的にも技術的にも

大きな広がりを見せている。

自働化ターミナルは、そのターミナルの置かれて

いる経済環境、立地条件、歴史的な経緯、設計哲学

等によって、さまざまなレイアウト、荷役システム、

荷役機械等が選択されており、結果的に世界各国で

異なった自働化システムのターミナルが稼動してい

る。

本稿は、この 20 年間にわたる自働化ターミナルの

進展を地域別、時系列的に概観し、その技術の特徴

を抽出しようとするものである。その上で、現在海

外の主要港湾で稼動中及び計画中の自働化ターミナ

ルをその自働化方式により分類し、それぞれのグルー

プの代表的なターミナルの生産性指標を比較するこ

とによって、各自働化方式の違いをクローズアップ

しようとするものである。

2. 欧州における自働化ターミナルの進展

欧州における本格的な自働化ターミナルは何れも

岸壁長 1,400m を超える大型のターミナルである。

ヤードレイアウトとして蔵置ブロックは例外なく岸

壁法線に対して直角に配列され、海側荷役と陸側荷

役が蔵置ブロックにより隔離されており、両者の

作業動線の交錯は完全に排除されている。従って、

TCB（Tobishima Container Berth）のように各ヤー

ドブロックの出入口で外部シャーシーと AGV の交

通整理のために、遮断機を設ける必要はない。特に

欧州においては労働安全上の規制が厳しいため、遮

断機による交通整理は安全上十分な対策とは見なさ

れない（Hamburg Port Consulting GmbH）。

欧州において、今や自働化ターミナルは完全に市

民権を確保しており、2000 年以降に建設・改修され

た主要港湾のコンテナターミナルは殆んど自働化を

実現している。さらに、今後建設されるロッテルダ

ム港マースフラクテⅡ（MV2）の RWG ターミナル

（Rotterdam World Gateway Terminal）も欧州型の

自働化ターミナルを計画している。

欧州における自働化ターミナルは、主に開発の時

期、立地条件等によって自働化方式が異なり、以下

の 3 種類に大別される。

第 1世代の自働化ターミナルは、ECT デルタター

ミナルであり、このターミナルは 1993 年に供用され

て以来自働化コンセプトの原型は変更されていない。

この世代のターミナルは（1）ヤードスタッキングを

RMG 型の自働スタッキングクレーン（ASC）により

完全に自働化したこと、（2）岸壁からヤード迄のコン

テナの水平輸送をAGVにより完全に自働化したこと、

及び（3）前述のヤードレイアウトを特徴としている。

しかしながら、岸壁クレーンの荷役及び ASC と外部

トラックとのコンテナの受渡し作業は、自働化の対象

外であった。特に後者については、主として安全上の

理由から当時の技術では自働化は困難と判断し、スト

ラドルキャリヤ（STR）による有人運転としている。

ECT は引き続き 1996 年にデルタ東ターミナル

（DDE）を、また 2000 年にデルタ西ターミナル

（DDW）を開港した。これらのターミナルも 初の

デルタ北ターミナル（DDN）の自働化方式が採用

されると共に、スタッキング高さを 2 段から 3 段に

改良して蔵置効率の向上が図られた。（ECT の施設

及び荷役機械構成については拙著 ｢ 欧州におけるコ

ンテナターミナルの荷役の機械化・自動化の現状 ｣

OCDI 季刊誌№ 72 号 pp 9-14 を参照して頂きたい。）
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第 2 世代の自働化ターミナルは、第 1 世代に遅れ

ること 10 年、2002 年に供用開始したハンブルグ港

の HHLA アルテンウェルダーターミナル（CTA）

及び 2007 年稼動したロッテルダム港ユーロマック

スターミナル（Euromax）である。この世代の自働

化ターミナルは、更に自働化の範囲を拡張して一層

の省力化を図るとともに、荷役能率及びヤード効率

の向上を図るべく幾多の開発技術を採用している。

【その第 1は】岸壁クレーンにダブルトロリーシス

テムを採用するとともに第 2トロリーを完全に自働化

したことである。第 1世代のターミナルと同様に、こ

れらのターミナルにおいてはツインリフトシステムを

採用していることから、第 2トロリーの自働化はツイ

ンリフトコンテナの自働化を実現したことをも意味す

る。CTA 及び Euromax においては、AGV によるコ

ンテナの水平輸送までツインリフトプロセスの範囲で

あるが、ASC（Auto Stacking Crane）は、ヤード蔵

置能力確保の観点からツインリフトプロセスを採用し

ていない。

【その第 2 は】AGV の駆動方式として第 2 世代の

自働化ターミナルは Diesel Electric 方式を主に採用し

ていることである。第 1世代のターミナルにおいて主

に採用された Diesel Hydraulic 方式に比べて、燃料使

用効率及び整備コストが圧倒的に改善している。

【その第 3は】ヤードブロックサイズ・スタッキン

グ高さ等ヤードブロックの大型化に伴って、① ASC
が大型化、高速化したこと、一つのブロックに対して

②複数の ASC が投入されたこと、外部トラックとの

コンテナの受渡し作業が、③管制室からの遠隔運転操

作方式（CTA）、または現場での外部トラック運転者

による無線端末操作方式（Euromax）が採用されたこ

とである。

① ASC の大型化については、ECT デルタター

ミナルでは 1993 年から 20 年近く要して、6 列

1over2（DDN） か ら 6 列 1over3（DDE/DDW）

までスタッキング高さを上げて行ったのに対して、

CTA では稼動当初から 10 列 1over4、Euromax で

は 10 列 1over5 を実現している。

② ASC の投入基数は、ECT デルタターミナルでは

1ブロックあたり 1基であるのに対して、第 2世代

の自働化ターミナルにおいては 2基投入している。

しかしながら、同じ第 2世代の自働化ターミナルで

ありながら、2002 年稼動の CTA においては 2 ト

ラック方式が採用され、その後 2007 年に稼動した

Euromax においては１トラック方式が採用されてい

る。その後計画されたハンブルグ港の CTB におい

ては 2 トラック方式（ASC：3 基 / ブロック）、ア

ントワープ港 DPW ゲートウェイターミナルにおい

ては１トラック方式（ASC：2基 / ブロック）とさ

れており、何れが効率的な投資であるかは未だ議論

のあるところである。

③外部トラックとのコンテナの受渡し作業の自働化

に関しては、2002 年稼動の CTA においては、ヤー

ドブロック内の蔵置位置からトラックが待機する受

渡しレーンまでのコンテナ移動及び、シャーシー直

上30㎝までの位置合わせはASCが自働運転で行い、

後の着地操作は管制室からオペレーターによる遠

隔運転操作で行われている。その後 2007 年に稼動

した Euromax においては、この 後の着地をも外

部トラック運転者により現場での無線端末操作で行

う方式が採用されている。この方式は技術的には成

功したが、現時点ではこの着地操作は Euromax の

ドックワーカーにより行われている。その理由は、

（1）外部トラックのオペレーターと雖も千差万別、

玉石混交、必ずしも十分な訓練が行き届かないこと、

（2）労働組合との 終合意に至っていないこと、こ

の 2点である。昨今の経済危機の影響で、Euromax
ターミナルも労働力は余剰気味であり、この状況は

暫く続くと考えられる。

第３世代の自働化ターミナルは、2009 年から一部

供用を開始した自働化ターミナルであり、ハンブルグ

港 HHLA ブルハットカイターミナル（CTB）及び、

アントワープ港 DPW ゲートウェイターミナル（DPW-
GWT）である。これらのターミナルは、実際は第 3世

代と呼ぶほど発展したものではなく、自働化の範囲も

第 2世代の自働化ターミナルに比べて狭く、むしろ第

2世代のターミナルを現実の環境に合わせたものであ

ると言えよう。これらのターミナルは、何れも既存の

ストラドルキャリヤー（STR）ターミナルの改造・増

設プロジェクトの中で自働化したものであり、岸壁か

らヤード迄のコンテナの水平輸送を AGV ではなく、

既存の有人 STR を使用して行う方式に成っている。

また、この水平輸送プロセスはツインリフト方式を採
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用していない。

この第 3世代の自働化ターミナルは、自働化以前に

マニュアルターミナルとして既に高い荷役能率を実現

しており、自働化に当たっては、従来との比較におい

て遜色の無い能率を上げるべく幾つかの開発技術が導

入されている。

【その第 1は】岸壁クレーンに、第 2世代の自働化

ターミナルと同様にツインリフト ･ ダブルトロリーシ

ステム・第 2トロリー自働化（CTB）、またはタンデ

ムリフトシステム（DPW-GWT）を採用しているこ

とである。特に、DPW-GWT の場合、岸壁クレーン

のタンデムリフトシステムに対応して、岸壁からヤー

ドまでのコンテナの水平輸送は複雑になるため、有人

STR 方式を採用し柔軟性を持たせた荷役システムが

採用されている。

CTB はこの水平輸送を AGV に置き換えることも

視野に入れ、レイアウトは将来の AGV 走行スペー

スを確保している。また、DPW-GWT はこの水平

輸送に無人のシャトルキャリヤー（Shuttle- Carrier 
System）を採用することも視野に入れている。

岸壁からヤードまでのコンテナの水平輸送の自働化

システムとして、AGV を採用すべきか、シャトルキャ

リヤーシステムを採用すべきか、夫々一長一短があり、

何れが効率的な投資であるかは未だ議論のあるところ

である。AGV システムの 有力メーカーである GPT
社は AGV の稼働率向上対策としてリフト AGV（Lift-

AGV）の開発を急いでいる。一方、シャトルキャリヤー

システムの提唱者である Kalmar 社は、その実現に向

けて技術開発を強力に推進中である。

【その第 2は】ASC のサイクルタイム短縮（荷役能

率向上）のため、DPW-GWT では、クレーンの巻上

機構をワイヤーロープ方式からマスト方式に変えた

機構を導入している（図１参照）。このマスト方式の

ASC の自働化コンテナターミナルへの適用は世界で

も初めての事例であり、以下の諸点が注目される。

①慣性による巻上ワイヤーロープの水平方向の振れ

（Sway）及び回転振動（Skew）を単純な機械構造

により防止しているためスプレッダー（吊荷）の位

置合わせ時間を短縮することを可能にしている。

② CCD カメラの画像処理によるスプレッダーの位

置合わせ機構を無くし、ASC 自身が持つクレーン

及びトロリーの測位機構によって機械的なスプレッ

ダーの位置合わせを可能にしている。このためク

レーンの加・減速度を大きくすることが可能になり、

ASC のサイクルタイムの短縮が期待できる。

③巻上ワイヤーロープの振止めのため斜めに張るワ

イヤーロープの角度に影響されるコンテナの蔵置間

隔を極端に狭くすることが可能になり、ヤード使用

効率の向上が期待できる。

【その第 3 は】外部トラックとのコンテナの受渡し

作業の自働化のために、DPW-GWT においては、第

2 世代の自働化ターミナルと同様に、

ヤードブロック内の蔵置位置から受渡

しレーンで待機するシャーシー直上

30 ㎝まで位置合わせは ASC が自働運

転で行っているが、更に、 後の着地

操作も完全な自働運転が可能なシステ

ムの導入を図っている。2010 年 1 月

時点では、車上コンテナのピックアッ

プの自働化はほぼ達成しているが、

シャーシーへの搭載は未だ遠隔操作に

よる手動介入が 30% 程度発生してい

た ｡ 外部シャーシーはコンテナほどに

車体構造の標準化が進んでおらず、自

働化に手間取っているのが実情であ

る。
図 1　アントワープ港 DPW-GWT における自働スタッキングクレーン
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以上、欧州における自働化ターミナルの荷役機械・

システム導入状況と開発技術の概要を述べてきたが、

後に各機械・システムメーカーの納入実績につい

て概観する。

【岸壁クレーン】

欧州の自働化ターミナルにおける岸壁クレーンは

中国の ZPMC が圧倒的なシェヤーを確保している。

1990 年代に納入された ECT デルタターミナルの岸

壁クレーンはオランダ Nelcon 社（蘭）が納入してい

るが、2000 年代に入ると新規納入クレーンは殆んど

ZPMC 社製である。しかしながら、ZPMC は鉄鋼構

造体、機械組立品の部分のみであり、電気制御システ

ムは Siemens（独）及び ABB（デンマーク）の製品

であり、ツインリフトシステム、ダブルトロリーシス

テム、第 2トロリーの自働化、自働化ターミナルのた

めの測位システム ･ 位置決めシステム等の頭脳部分は

欧州の先進国のメーカーが競合している。

【岸壁－ヤード水平搬送システム】

岸壁－ヤード水平搬送システムは第 1、第 2 世代

とも AGV 方式であり、これは 400 台全て GPT 社

（Gottwald Port Technology（独））の納入製品である

（第 3世代の自働化ターミナルは、前述のように既存

の STR を使用している。）この AGV システムは走行

エリア内に格子状にトランスポンダーを埋設し、車両

はその位置信号を検出して自身の測位を行っている。

また、AGV 運行管理システムは上位の TOS（Terminal 
Operation System）から搬送指示を受け、個々の

AGV に搬送指示を割付けて行く。このため、個々の

AGV の位置、ステータスをリアルタイムにモニター

し、 適な搬送指示を行っている。これら、①搬送指示、

②車両の自働運転、③測位システム、④運行管理シス

テム等を統合して全体の AGV システムは成り立って

いる。GPT 社はこの統合システム全体を開発し、自

働化ターミナルに納入している。

【ヤードスタッキングシステム】

欧州における自働化ターミナルのヤードスタッキン

グシステムは全て RMG 方式を採用しているが、鉄鋼

構造体及び機械組立品は Nelcon 社、 Kunz 社（独）、

Kalmar 社（芬）、ZPMC 社が納入している。自働化

を含めた電気制御システムに関しては、第 1世代、第

2世代の自働化ターミナルにおいては ABB 社が主に

納入している。第 3世代のターミナルでは新しいメー

カー、即ち CTB の自働化プロジェクトにおいては

Kalmar 社が、また DPW-GWT プロジェクトにおい

ては GPT 社が新たに参入している。

CTB の自働化プロジェクトに Kalmar 社の製品を導

入した背景は、CTA と同じ Kunz 社ではなく調達先を

複数持つことが、HHLA 社としての経営方針であった。

DPW-GWT プロジェクトにおいて GPT 社が新た

に参入した背景は、過去長期間に亘って DPW 社及

び GPT 社の両者が共同で新しいコンセプトの自働ス

タッキングシステム（高剛性 ASC）を開発してきた

経緯がある。

3. 豪州における自働化ターミナルの進展

オーストラリア（豪州）において実現した自働化

ターミナルは、2002 年から試験操業を開始し、2008

年より 3バース（900m）の本格稼動を開始したブリ

スベン港のパトリックターミナル（PCT）のみである。

PCT に隣接した DPW のターミナル（DPW-BCT：3

バース 900m）も、2013 年から自働化する計画であ

る。自働化の内容は、同じ DPW 社のアントワープ港

のDPW-GWTと基本的には同じであり、岸壁からヤー

ド迄のコンテナの水平輸送に 初からシャトルキャリ

ヤーを導入しようと計画している点が異なる点であ

る。

PCT の自働化ターミナルの荷役機械・システム

は、5基の有人運転のツインリフト方式の岸壁クレー

ン（22 列対応× 2基 +16 列対応× 3基）、及び 27 基

の自働ストラドルキャリヤー（Autostrad（商品名））

によって構成されている。Autostrad はパトリック

社とカルマー社の J/V である Patrick Technology & 
Systems 社（PTS）によって開発され、STR 自体は

カルマー社によって納入されている。この Autostrad
は岸壁からヤードまでのコンテナの水平輸送を行うの

みならず、ヤードでのスタッキング、ハウスキーピン

グ、トラックグリッドと呼ばれる外部トラックとのコ

ンテナの受渡しレーンまでの輸送を全て自働で行う。

トラックグリッドでのコンテナの受渡しはドックワー

カーによる無線操作で行われている。

Autostrad の技術的な特徴は、DGPS とミリ波レー

ダーシステム（70GHz、測定頻度 120 回 /sec）を用

いて自身の位置検出を行っていることにある。位置検

出装置は STR に搭載されており、これを載せ替える
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ことにより同一のステアリング制御機構をもつどの

STR にも対応できるとの報告がある。この位置検出

装置は、STR 搭載の GPS 受信装置とレーダー波送受

信装置を主な構成要素としている。個々の STR の現

在位置は、STR から放射されたレーダー波が予め絶

対位置が判明している外部構築物（ヤードフェンス、

照明塔柱）から反射されて帰ってくる反射波を受信し、

それに基づく測位結果と GPS アンテナの測位結果を

合成して決定される。この測位情報と STR のステア

リング制御情報（速度、加減速度、走行方向等）を総

合して STR の状態が認識され、運行管理システムか

らの行き先指示に基づき STR の自働走行が行われて

いる。また、コンテナ及び移動中の荷役機器等の障

害物の検知は STR 脚部前面に装備された赤外線レー

ザー装置によって行われている。

4. アジアにおける自働化ターミナルの進展

わが国を除きアジアにおいて稼動中の自働化ター

ミナル（少なくとも自動化と呼べる水準のもの）は、

1997 年に供用開始したシンガポール港パシールパン

ジャンターミナル（PSA-PPT）のフェーズ 1 のみで

ある。これ以外に韓国の釜山新港において自働化ター

ミナルが計画されている。その代表的な自働化ターミ

ナルとして、CMA/CGM 社が 2012 年供用開始すべ

く建設中の釜山新港（BNCT-CMA/CGM）ターミナ

ルが挙げられる。

（1） PSA-PPT における半自働化システム

PSA-PPT はフェーズ 1からフェーズ 4迄計画され

ており、現在までにフェーズ 2までが完成している。

フェーズ 1は 1997 年に稼動を開始し、2005 年にはコ

ンテナ取扱量が 3.5MTEU に達している。PSA-PPT
（フェーズ 1）における荷役機械・システムは、大略

以下の通りである。

2,145m（6 バース）の長さを持つ水深 15m の岸

壁にはツインリフト対応の有人運転の岸壁クレーン

が 24 基設置され、これは全て三菱重工（MHI）が

納入している。この背後に高さ 28m の鉄筋コンク

リート製クレーンガーターを持つ蔵置ヤード（Over 
Head Bridge Crane Yard：スタッキング高さ 8段）が

岸壁法線に平行して 2 列から 4 列配置され、上部に

レールスパン 45.4m（10 列対応）の半自動の OHBC
（Over Head Bridge Crane）が 44 基設置されている。

44 基の OHBC は三井造船（MES）が納入している。

OHBC ヤードの背後に各 1 列の RMG 用のヤードが

配置されており、ここには 13 列対応の有人運転の

RMG が 15 基設置されている。15 基の RMG は日本

鋼管（NKK：当時）が納入している。

OHBC ヤードは当初トランシップコンテナ（ト

ランシップ比率は 80-85%）の蔵置ヤードに、また

RMG ヤードは輸出入コンテナの蔵置ヤードに使用す

る目的で計画された。外部トラックとのコンテナ受渡

しが発生する RMG ヤードは当初から有人運転とする

計画であり、外部トラックとの受け渡しは RMG の陸

側バックリーチ下で、海側 AGV との受け渡しは海側

バックリーチ下で行い、海側荷役（RMG-AGV）と

陸側荷役（RMG- 外部トラック）との動線を蔵置ブロッ

クにより完全に分離することが可能であった。

【PSA-PPT における自働化の範囲】：当初 PSA は、

AGV による岸壁と蔵置ヤード間の搬送も含め全自働

化ターミナルを計画し、5台の AGV プロトタイプを

導入し走行テストまで実施したが、幾つかの経済的、

技術的理由により AGV の導入を断念している。従っ

て、現在岸壁と蔵置ヤードのコンテナの搬送は全て有

人シャーシにより行われ、自働化の範囲は OHBC ヤー

ドのみになっている。その後建設されたフェーズ2は、

従来型の RTG 方式の荷役システムであり、OHBC 自

働化システムは採用されていない。欧州において自働

化ターミナルが次第に発展し、市民権を確立したのと

は対照的である。

現在このターミナルで実施されている OHBC の自

働化の方式は、スタッキングエリヤ内の荷役作業及び

スタッキングエリアからシャーシー台上約 30cm の位

置までの移動は全て自働運転であり、その位置から

シャーシーまでの着地作業はテレビカメラのモニター

画面を使用した管制棟からの遠隔運転操作（半自働運

転）である。

（2） BNCT-CMA/CGM における自働化システム

2012 年に稼動を予定している第 1期 BNCT-CMA/
CGM 自働化ターミナルの荷役機械・システムは、①

800m 長（ 終的には 1,500m）の岸壁に設置される 8

基の岸壁クレーン（22 列対応、シングルトロリー方

式）、② 19 モジュールのヤードブロックとそこに設置

される 38 基の ASC、③ 20 台のシャトルキャリヤー



OCDI QUARTERLY 80

11

によって構成されている。8基の岸壁クレーンに関し

ては ZPMC（機械）と ABB（電気制御）が納入する

予定であり、これらは自働化される計画はない。38

基のASCに関しては岸壁クレーンと同様にZPMC（機

械）と ABB（電気制御）が納入する予定である。20

台のシャトルキャリヤーに関しては、CMA/CGM 社

は今後国際競争入札を行う計画であるが、現在までの

ところ Kalmar 社が 有力視されている。

BNCT-CMA/CGM 自働化ターミナルの荷役システ

ムは、基本的には欧州の第 3世代のターミナル（アン

トワープ港 DPW-GWT）を下敷きにし、それを更に

発展させたものである。その特徴は、第 1にツインリ

フト荷役に対応した有人岸壁クレーン、第 2にヤード

ブロックを岸壁法線に直角に配置し、各ブロックに 2

基の RMG 型 ASC（2ASC-1Track 方式）を配備して

いること、第 3に外部トラックと ASC のコンテナの

受渡しは DPW-GWT と同様に各ブロックの陸側端で

直接全自働化システムにより行うことを狙っているこ

と、第 4に、岸壁とヤードブロックの間のコンテナの

水平輸送に AGV や有人の STR を使用するのではな

く、シャトルキャリヤーを導入している点である。

特にこの one-over-one のシャトルキャリヤーは、

2012 年の稼動当初は有人運転で対応するが、2015 年

までに完全無人化を実現する計画である。シャトル

キャリヤーシステムの主要な利点は 2点ある。

第 1に、AGV に比べて重心が低く高速走行が安定

的に実現されることである。CTA 及び TCB の AGV
がコンテナ積載時、直線 高時速 20 ㎞ /hr であるの

に対して、シャトルキャリヤーは 30 ㎞ /hr を予定し

ている。

第 2に、岸壁荷役機械とヤード荷役機械の能率差を

吸収（Decoupling）出来ることである。AGV は、岸

壁クレーン若しくは ASC が積載コンテナを取上げて

くれない限り、受渡しレーンで待たねば成らず、この

時間ロスが 30% ～ 40% もあるとの報告がある。こ

のため、荷役能率を上げるために多数の AGV を投入

しなければ成らず投資効率を低下させる。この点シャ

トルキャリヤーは受渡しレーンまでコンテナを運んだ

ら、そこで仮置きして次の荷役に取り掛かれる利点が

ある。

昨今のメーカーの見積もりによると、このシャトル

キャリヤーと AGV の価格差はそれ程大きなものでは

ない。その結果、シャトルキャリヤーは自働化ターミ

ナル計画の F/S の中では有力な案として提案されてい

る。しかしながら 大の課題は、未だ世の中に本格的

な実施例が存在していないことである。類似技術とし

ては、ブリスベン港のパトリックターミナルにおいて、

one-over-two 型の自働ストラドルキャリヤーが実用化

されており、 初の実施例が出るまでにはそう時間は

かからないであろう。

5. わが国における自働化ターミナル

わが国における自働化ターミナルは現在、名古屋港

飛島コンテナターミナル（TCB）のみである。このター

ミナルは 800m の岸壁（自動化部分 400m）に 22 列

対応の岸壁クレーンを 6基（シングルリフト、シング

ルトロリー方式）配備し、岸壁とヤードブロック間の

水平輸送は、自働化部分については AGV 方式を、ま

た他の部分については従来の有人シャーシー方式を採

用している。また、ヤードスタッキングは自働 RTG
方式を採用しており、ヤードブロック（6列 4 段積）

は岸壁法線に平行に配列されている。自働化 TRG は

22 ブロックのヤードブロックに対応し 22 基（AGV
による自動化対応部分 11 基）配備されている。

RTG の自働化の範囲として、スタッキングエリア

内の荷役及び AGV とのコンテナ受渡しは全自動、外

部シャーシーとのコンテナ受渡しは CTA と同様に管

制室からの遠隔操作により行われている。

TCB では外部トラックとのコンテナの受け渡しは、

各ブロック内で行われ、トラックは全ブロックとも（海

側に も近い位置まで）AGV レーンと並行するシャー

シーレーンに進入する。そのため、外部トラックの動

線と AGV の動線は、各ブロックの出入口で交錯する

ため、このターミナルでは交通整理のため開閉器を設

置している。

TCB の AGV は、先発の欧州の AGV に比べて 大

積載荷重が大きく異なる。欧州の AGV は岸壁荷役と

してツインリフトを前提としているため 大積載荷重

は 60 トン（2× 30ton）である。一方 TCB はシング

ルリフトを前提としているため 大積載荷重 35 トン

（40’コンテナ× 1）である。このため車両は全体と
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して小型になっており小回りが利く設計になっている

が、搬送能力は欧州の AGV に比べて低い。

TCB における AGV の走行制御システムは、欧州

の AGV と同様、AGV 走行エリアに埋設されたトラ

ンスポンダーの位置信号を検出して車両を誘導する方

式を採用している。しかしながら、トランスポンダー

敷設のレイアウトは異なっており、欧州の AGV は

2m 間隔のグリッド状にトランスポンダーが敷設され

ているのに対して、TCB においては予め AGV の走

行動線を決めておき、これに沿ってトランスポンダー

が敷設されている。TCB においては AGV の走行領

域がターミナルの奥深く、ヤード内スタッキングブ

ロックの各レーンに及んでおり、これをグリッド方式

で対応することは経済的に有効ではないものと考えら

れる。

6. コンテナターミナルの自働化システムの

 比較

ここまで、比較のため一部わが国の自働化ターミナ

ルも含め、主として海外の自働化ターミナルについて

概観してきたが、これらのターミナルの自働化システ

ムについて簡単に比較してみたい。

（1） 比較の対象となる自働化ターミナルの分類

比較にあたって、まず対象となるターミナルの自働

化システムを整理・類型化し、夫々のグループを代表

するターミナルを選定する。結果については表 1を参

照して頂きたい。

①第１のグループは、現存するターミナルの中で

も自働化の進んだ大規模のターミナルである。ハン

ブルグ港のＨＨＬＡアルテンヴェルダーターミナル

（CTA）、ロッテルダム港のユーロマックスターミナ

ル（Euromax）がこれに入る。

このターミナルの特徴は、代表的なターミナルで

ある CTA を例にとると、岸壁長1,400m、岸壁クレー

ンはツインリフト、デュアルトロリー（第 2 トロ

リーは自働化）方式を採用、海側のコンテナ水平輸

送は AGV 方式を採用している。また、ヤードスタッ

キングは岸壁法線に垂直なヤードブロック（10 列

4 段積）を 26 モジュール配列し、各ブロックに 2

基の RMG 型 ASC を配備している。また、CTA の

ASC は 2トラック（クロスオーバー）方式である

のに対して、Euromax は 1 トラック方式である点

が異なっている。ヤードブロック陸側の外部トラッ

クとのコンテナ受渡しは ASC
でトラック直上 30 ㎝まで自働

化し、 後の着地・地切は遠

隔操作方式を採用している（表

１参照）。

②第 2 のグループは、基本的

には第 1 のグループと同じ自

働化コンセプトであるが、海

側のコンテナ水平輸送に AGV
を使用せず、既存の有人 STR
若しくはシャトルキャリヤー

を使用するターミナルであ

り、アントワープ港 DPW ゲー

トウェイターミナル（DPW-
GWT）、ハンブルグ港 HHLA
ブルハットカイターミナル

（CTB）、更に、計画中の釜山

新港 CMA/CGM ターミナル

（BNCT-CMA/CGM）がこれ

に入る。

1 3 4
ハンブルグ港 アントワープ港 釜山新港(計画) 名古屋港 ブリスベン港

HHLAｱﾙﾃﾝｳﾞｪﾙ
ﾀﾞｰターミナル

DPWゲートウェイ
ターミナル

CMA/CGM
ターミナル

飛島コンテナ埠頭
パトリック

ターミナル

CTA DPW-GWT BNCT-CMA/CGM TCB PATRICK

1400m 1,000(2,500)m 800(1,500)m 400(800)m 900m

垂直 垂直 垂直 水平 垂直

Dual trolley
半自働化
ツインリフト

Single trolley
マニュアル
ツインリフト

Single trolley
マニュアル
ツインリフト

Single trolley
マニュアル

シングルリフト

Single trolley
マニュアル
ツインリフト

（14+FC1基） (一部ﾀﾝﾃﾞﾑﾘﾌﾄ） 12基 3基 5基

AGV (60 ton) Manual STR Shuttle Carrier AGV (35 ton)
84基 n.a. 38基 20基

スタッキングCr. RMG/ASC RMG/ASC RMG/ASC RTG
クレーン数/Block 2 ASC 2 ASC 2 ASC 1 RTG
軌条数 2 track/crossover 1 track 1 track -
ポジショニング Target Positioning Crane Positioning Target Positioning Target Positioning
ブロック数(Final) 26 7　(44) 19 11 (22)
全スタッキングCr. 52 14 (88) 38 11 (22)
ブロック幅 10 row 9 row 9 row 6 row
スタッキング高さ 1 over 4 1 over 5 1 over 5 1over 4 1 over 2

ASC+遠隔操作 ASC自働運転 ASC+遠隔操作 ASC+遠隔操作
STR+

無線端末操作

3.0MTEU(1400m) n.a 2.0MTEU(1500m) 0.5MTEU(400m) 0.84MTEU(900m)
2,142 n.a 1,330 1,250 933

32 n.a 26 25 25
岸壁ｸﾚｰﾝ ｸﾚｰﾝ荷役能率 ○ ○ △ △ △

蔵置効率 ○ ○ ○ △ ×

ﾔｰﾄﾞ荷役能率 ○ ○ ○ △ △

△ △ △ ○ ○

地盤強度 △ △ △ ○ ○(軽量)

ﾚｰﾙ基礎工事 △ △ △ ○ ○(不要)

Note

（自働化ﾀｰﾐﾅﾙCr基数）

表1　自働化ターミナルの容量とﾊﾞｰｽ生産性比較
グループNo.

港湾名

ターミナル名

2

ターミナル容量計算前提条件：　(1)　年間ネットクレーン作業時間=4,200Hr 　(2)　TEU換算率=1.6

記号

海側水平移動

ヤード
スタッキング

陸側トラックとのｺﾝﾃﾅ受渡し

自働STR
(27基)

(機器基数)

計画ターミナル年間取扱能力(岸壁長)
計画バース生産性((TEU/Year)/m))

荷役能率実績（Box/Hr/Crane)

評価
指標

ヤード
スタッキング

ターミナルレイアウトの制約

建設費

岸壁長(Final）

荷
役
シ
ス
テ
ム

ヤードレイアウト(対岸壁法線）

岸壁クレーン

表 1　自働化ターミナルの容量とバース生産性比較
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このターミナルの特徴は、海側のコンテナ水平輸

送に、既存の有人 STR 若しくはシャトルキャリヤー

を使用することにより、岸壁クレーンの荷役及び

ヤード ASC の荷役とコンテナ水平輸送を相互に切

離し（デカップリング（Decoupling））、両クレーン

の稼働率を上げ、水平輸送機械の投入基数を大幅に

縮小しようとするものである。

シャトルキャリヤー方式を採用することによるデ

カップリングの効果を、他の水平輸送方式との比較

において、ターミナルのシミュレーションモデルを

使って研究した報告が幾つか存在する。その代表例

として、TBA 社（オランダ）の研究報告結果要約

を紹介する（図 2参照）。この図の意味するところ

は、岸壁クレーン 10 基、ヤードブロック 25 モジュー

ル（垂直型）、トランシップ比率 30%、クレーン最

大能率 45Box/ 時間でオペレーションを行う自働化

ターミナルにおいて、一船あたり平均 40Box/ 時間

の能率を維持するために必要な岸壁 - ヤード間の水

平輸送機械は、AGV が 65 台に対してシャトルキャ

リヤーは 27 台、即ち AGV の 41% の台数で対応出

来る、というものである。勿論前提となるクレー

ン及び輸送機械の性能諸元等シミュレーションの

条件はあるが、本稿では割愛する（pp47-50, Cargo 
Systems June 2007 参照）。

③第３のグループは、第 1、第 2のグループとはや

や発想の異なる RTG による自働化コンセプトであ

り、名古屋港飛島コンテナ埠頭（TCB）における自

働化ターミナルがこれに入る。

この荷役システムはターミナル

の能率、能力、稼働率という面か

らはおのずと制約されるが、ター

ミナルの奥行きが制約されている

（400m 以下）立地条件の下では、

ブロックの数を減少させることに

よって、ヤードシステム全体の効

率を妨げることなく対応出来るこ

と、また投資金額の絶対値は低く

抑えられるので、小規模のターミ

ナルには有利になる可能性がある。

④第４のグループは、第 1から第

3 までのグループとはこれまた発

想が異なり、従来のストラドルキャリヤーターミナ

ルを完全無人運転のターミナルにする自働化コンセ

プトであり、オーストラリア・ブリスベン港のパト

リックターミナル（PCT）がこれに入る。

このターミナルは、岸壁長 900m（3バース）に

対して奥行きは 400m と他の自働化ターミナルに比

べて奥行きが狭い地形に建設されている。5基の岸

壁クレーンはツインリフト、シングルトロリー方式

を採用、海側のコンテナ水平輸送からヤードスタッ

キング及び外部トラックとの受渡しまで全て 27 基

の無人運転の STR（Autostrad）で荷役が行われて

いる。第 1 から第 3 までのグループの自働化シス

テムにおいて、ヤード荷役は RMG であれ RTG で

あれ全てクレーンを使用して行われているが、この

第 4グループの自働化システムはこの点が大きく異

なっている。

（2） 各自働化方式の比較

上記４グループの代表的な自働化ターミナルについ

て、ターミナル効率（荷役能率、蔵置効率）及びレイ

アウト上の制約等に影響する要因を概略比較した結果

を表 1に示す。

①岸壁クレーンの荷役能率向上に直接影響する要因

として、ツインリフト方式及びデュアルホイスト方

式の採用が挙げられるが、何れも採用しているター

ミナルは CTA のみであり、ツインリフト方式のみ

採用しているターミナルは DPW-GWT 及び BNCT-
CMA/CGM である。何れの方式も採用していない

AGV

Shuttle Carrier

Casset AGV
Straddle (ALV)

AGV-Lift

Transhipment 30%

図 2　コンテナ水平輸送方式による Decoupling の効果
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ターミナルは TCB である。ツインリフト方式は単

に岸壁クレーンの仕様のみならず、AGV 等水平輸

送システムの機器仕様もそれに対応出来るものでな

ければ成らない。夫々のターミナルでのこれらの方

式の違いは、岸壁荷役能率の実績値若しくは設計値

の差になって現れている。

②ヤード蔵置効率に直接影響する要因は、ブロック

のサイズ、特にスタッキング高さであるが、RMG
方式を採用しているターミナルは幅 10 列～ 9 列、

5 段積を標準仕様としている。一方 RTG 方式を採

用している TCB は幅 6 列、4 段積である。この結

果はヤード蔵置効率に影響し、ターミナルの能力

（容量）を増大するためには制約になっている。自

働 STR を採用している PCT の蔵置効率は他のグ

ループのターミナルに比べて更に低い。通常、有

人 STR ターミナルは 3 段積（1over3）であるが、

このターミナルの場合、現段階での無人運転技術

によると、2段（1over2）が実現されている高さの

限界であり、3段積までの実現には暫く時間がかか

る可能性がある。

③ヤード荷役能率に直接影響する要因として、ブ

ロック当りのスタッキングクレーンの設置基数であ

るが、RMG を採用しているターミナルは各ブロッ

ク 2 基の ASC 設置を標準仕様としている。一方

RTG 方式を採用している TCB は各ブロック 1基の

RTG 設置を標準仕様としている。

もともと RTG 方式はピーク時にクレーンがブ

ロック間を移動して、その稼働率を上げることを基

本コンセプトとする荷役システムである。しかしな

がら、操業度が上がるに従って、RTG のブロック

間移動は、移動時間のロス、自働化の精度を考慮す

ると効率が悪く、現実に TCB においても RTG の

ブロック間移動は通常行わず、ジョブ（コンテナの

スタッキング等）を各ブロックに平均的に割付ける

荷役方式を採用している。RTG 方式は 1個のコン

テナのヤード荷役のためにスプレッダーが移動する

距離が RMG に比較して短いという特徴があり、そ

の点は有利であるが、RTG1 基で RMG2 基に対抗

することは出来ない。特にピーク時海側荷役と陸側

荷役がともに要求された場合、ブロック当り 1基の

クレーンしか設置していない場合は、結局対応不可

能となり、どちらかを待たせることになり、サービ

ス低下、ゲートの混雑（通常は海側荷役が優先され

陸側荷役が待たされる結果となる）を惹起し、ター

ミナル全体の能力低下に繋がる。

自働 STR を採用しているターミナルの場合、ヤー

ド荷役能率は投入 STR の基数に大きく影響される。

PCT では、海側荷役として岸壁クレーン 1基当り

3～ 4基投入し、岸壁クレーンの荷役能率（25Box/
HrCr）に対応している。

④ターミナルレイアウト上の制約：TCB のように

ヤードブロックが岸壁法線に対して平行に配列され

ているターミナルでは、ターミナルの奥行きの制約

を受けにくい利点がある。第 1から第 2グループの

ターミナルレイアウトでは、ターミナルの奥行きは、

鉄道施設を除いて 低 500m が必要である（鉄道施

設を含めると 600m の奥行きが必要）。これ以下の

場合、ヤードブロックの長さを短縮せねばならず投

資効率の低下、荷役能率の低下をきたす恐れがある。

従って、我国のように奥行きの狭い立地条件に自働

化ターミナルを計画するときは、RTG 方式が柔軟

で有利な場合が多い。自働 STRを採用しているター

ミナルの場合、ヤードレイアウトの設計は柔軟性が

あり、PATRICK ターミナルにおいても奥行きの短

い（400m）地形でも自働化を実現している。

⑤建設費については、第 1から第 2グループの MG
方式のターミナルでは RTG 方式または自働 STR 方

式に比較して、十分な地盤強度が必要である。特に

埋立て後比較的短時間にターミナルを建設する場合

この点について十分な配慮をする必要がある。この

点から RMG 方式のターミナルは建設費が増加する

可能性がある。CTA の場合、建設後のヤード地盤

沈下が 60 ㎝に達したとの報告がある。

現在計画中のロッテルダム港マースフラクテⅡ地

区の RWG ターミナル（Rotterdam World Gateway 
B.V.）では、舗装前の地盤強度として 40KN/ ㎡が

確保されていることが、ロッテルダム港ポートオー

ソリティが RWG 社に引き渡す条件になっている。

この強度の地盤の上で RMG 型 ASC のレール敷設

はパイルの打込みはしないで工事が進められる計画

である。

（2） 自働化ターミナルのバースの生産性の比較

ターミナルの自働化の 大の目的は、投資の効率化、

即ち 適な荷役システムの選択と少ない投資額で 大

の生産量（取扱能力）を実現するところにある。これ
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は、鉄鋼業、石油化学プラント等の装置産業の自働化

とも相通ずる。ターミナルの生産性指標としては、労

働生産性、バース単位長あたりの建設コスト等もあげ

られるが、本稿ではターミナルの能力及びバースの生

産性を比較する。

ターミナルの能力算出及びバースの生産性の結果を

表 1及び図 3に記載する。ターミナルの能力は、岸壁

クレーン基数、荷役能率、クレーンの年間稼動時間、

TEU 換算率等各種前提条件を精査し算出している。

その結果、CTA は 3.0MTEU、BNCT-CMA/CGM は

2.0MTEU、PCTは0.84MTEU、更にTCB（自働化部分：

TS1（岸壁 400m））は 0.5 MTEU である。

なお、DPW-GWT は昨年７ブロックの自働化を開

始したばかりであり、ターミナル全体の能力を評価す

るに足る十分な情報が未だ収集されていない。TCB
に関しては今後 TS2（岸壁 500m）を自働化した場合、

ターミナル能力及びバース長も 2 倍になりバースの

生産性としては同程度の値となることが予想されるた

め、TS1 岸壁 400m でターミナル能力算出している。

ターミナルの能力算出にあたって、ヤード蔵置能力、

ヤード荷役能力については、各ターミナルとも岸壁ク

レーン荷役能力とバランスをとって計画されているも

のとしている。

上記の結果から、バースの生産性については、CTA
は 2,140TEU/m 年、BNCT-CMA/CGM は 1,330TEU/
m 年、TCB は 1,250TEU/m 年、 更 に PATRICK は

933TEU/m 年である。この結果からも分かるように、

各自動化ターミナルの中では CTA が圧倒的に高い

バース生産性を実現する可能性を有している。

この差異は、荷役システム設計のコンセプトの

違い、その結果実際に達成している荷役能率の

差から来ている。また、PCT のバース生産性

はこれらのターミナルの中でも も低い。この

ターミナルは岸壁長 900m に対して岸壁クレー

ン 5基の配置であり、その長い岸壁を有効に活

かした荷役システムが未だ完成されていないと

考えられる。

7. おわりに

コンテナターミナルの自働化技術は年々進歩

し、海外の主要港において新しいターミナルが計

画される度に自働化が俎上に上る。実際に自働化ター

ミナルが建設されるか、従来方式のターミナルに落ち

着くかその去就を見ると、各国の港湾事情が覗われて

興味深い。

自働化ターミナルが成立する条件として、ある程度

の規模のターミナルのであることが先ず必要である

が、更に、その国の産業技術の水準、労働事情、投資

主体としてのオペレーターの体質・体力、等の社会経

済条件が整っていることが必要である。更に、新しく

コンテナターミナルを計画する際、港湾行政当局が自

働化の経済効果と社会的必要性を十分認識し、投資主

体をリードしてゆく影響力が重要な役割を果たす。

ロッテルダム港 MV Ⅱ開発プロジェクトにおいて、

ポートオーソリティはオペレーター応募の条件とし

て、自働化ターミナルの建設・運営を必須条件とした。

ブリスベン港についても同様の経緯で自働化ターミナ

ルが推進されて来ている。この点は、わが国のターミ

ナル計画に当たって十分配慮をする必要があろう。

（いちのせ　まさお　調査役）

図３　ターミナルの年間取扱能力とバース生産性
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