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1 はじめに
　2018年6月15日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の平成30年度愛知発明表彰の表彰式が開
催され、特許発明「港湾荷役システムにおける無人
搬送車の制御方法」（特許第5055840号）が愛知
発明賞を受賞した。愛知発明賞は、愛知発明表彰に
おいて上位に位置づけられる賞であり、栄えある
受賞となった。
　今回受賞した特許発明は、トヨタL&Fカンパ
ニー物流ソリューション事業室の稲垣雅一さんら
によって創作されたものであり、記念の賞状並び
に盾が贈られた（写真1）。
　愛知発明表彰は、愛知県における発明の奨励と
育成を図るため、産業界において大きな実績を挙
げ、かつ特に優れていると認められた発明の完成
者に賞を授与すべく、毎年開催されている。
　今回受賞した特許発明「港湾荷役システムにお
ける無人搬送車の制御方法」は、荷役を行う作業
位置が一定でない、船舶に積載されたコンテナ
に対して、ガントリークレーン及び無人搬送車

（AGV:Automated Guided Vehicle）の無駄な

移動を抑制して、ガントリークレーンによる移載
作業を効率良く行うことができるようにした点が
認められた。

2 発明の内容

2.1 発明が解決しようとする課題
　港湾に形成されたコンテナターミナルおいて
は、ガントリークレーンを用いて、岸壁に停泊する

写真1 愛知発明表彰授賞式（左から佐々木副社長、稲垣さん）
Photo1 Awarded Winners at Ceremony of Aichi 

commendation for Invention （From left; Executive 
Vice President Sasaki, Mr. Inagaki）

特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が愛知発明
表彰にて愛知発明賞を受賞
The Patented Invention of “Control system of automated guided vehicle 
in port handling system” won the Aichi Invention Prize in the Aichi 
Commendation for Invention
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要　旨 　特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が愛知発明表彰にて愛知発明賞を受賞した。受賞した
「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」（特許第5055840号）は、荷役を行う作業位置が一定でない、船舶
に積載されたコンテナに対して、ガントリークレーン及び無人搬送車（AGV:Automated Guided Vehicle）の無駄な
移動を抑制して、ガントリークレーンによる移載作業を効率良く行うことができるようにしたものであり、多台数の
AGVを効率的に搬送できる港湾コンテナターミナルの実現に貢献している。特許発明の内容及び特許発明が生み出さ
れた当時の状況について紹介する。

キーワード：コンテナ搬送、無人搬送車（AGV）

Abstract 　The patented invention of “Control system of automated guided vehicle in port handling system” 
（patent No. 5055840） won the Aichi invention Prize in Aichi commendation for invention. The invention 
“Control system of automated guided vehicle in port handling system” reduces unnecessary movement 
of the gantry crane and the automated guided vehicle （AGV） for a container loaded on a ship where 
the handling position is not constant. The invention makes it possible to efficiently perform the transfer 
work by the gantry crane and contributes to the realization of a port container terminal that can 
efficiently move multiple AGV. This document explains the invention itself and the invented situation.

Keywords: Container transporting, Automated Guided Vehicle （AGV）
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コンテナ船からのコンテナの揚げ作業あるいはコ
ンテナ船へのコンテナの積み作業を行う。ガント
リークレーンは、コンテナの受渡し又は受取り位
置において、コンテナをAGVへ荷役する。そのた
め、ガントリークレーンとAGVの作業位置は正確
に合わせる必要がある。作業位置は、コンテナ船に
おけるコンテナの積載位置によって決まる。
　しかしながら、コンテナ船は、停泊中でも潮の満
ち干、風等の自然環境により移動する場合がある
ため、ガントリークレーンはフレキシブルに作業
位置を変更する必要がある。つまり、ガントリー
クレーンは、AGVが停止後も移動する可能性があ
り、AGVはガントリークレーンの停止位置に合わ
せて再び移動しなければならなくなる。そのため、
AGVは、ガントリークレーンの移動に合わせて無
駄な追従移動をしてしまうという問題がある。
　また、複数のAGVが岸壁側の走行路に進入した
状態において、AGVがガントリークレーンに常時
追従する制御を行うと、ガントリークレーンに追
従して移動するAGVと停止しているAGVとが干
渉する可能性がある。これを避けるために、ガン
トリークレーンが移載作業を行う岸壁側にAGV
が1台のみしか進入できない条件で制御を行っ
て、複数のAGVによる搬送を行うと、搬送効率が
低下する。

2.2 発明を実施するための形態
　今回の発明に関する港湾荷役システムの構成を
図1に示す。コンテナターミナルに設けられた港
湾荷役システムは、岸壁に停泊したコンテナ船と
の間でコンテナの揚げ作業及び積み作業を行うガ
ントリークレーンと、岸壁に設けられた走行路に
沿って移動可能なAGVと、AGVの管理及びガン
トリークレーンの管理を行う制御装置を備える。
ガントリークレーンは、岸壁側の走行路を走行す
るAGVに対して荷役作業を行う。

図1 港湾荷役システムの構成
Fig.1 Components of the port handling system
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　ガントリークレーンは、コンテナ船の長手方向
に沿って走行可能であり、コンテナ船のコンテナ
の積載位置に合わせた作業位置で停止する。そし
て、ガントリークレーンは、作業位置に対応する位
置に停止したAGVに対して荷役作業を行う。ガン
トリークレーンは、海の波等の自然環境によって
揺れ動くコンテナ船に対しても正しく位置決めす
るために、コンテナ船の揺れに応じてその停止位
置を調整する。
　AGVは、制御装置からの指令に従って走行、停
止を行う。AGVは、走行モータと走行制御装置を
備えている。走行制御装置は、車輪の回転量から
走行距離を演算するとともに、AGVの現在位置を
位置データとして記憶する。また、走行制御装置
は、自身の現在位置を制御装置に送信するととも
に、制御装置からの指令に従って走行モータを駆
動して、AGVの走行を制御する。
　次に、AGVの管理及びガントリークレーンの管
理を行う制御装置の制御内容を説明する。
　制御装置は、コンテナの積載位置に関する情報
と、ガントリークレーンの作業位置とに基づいて、
作業位置に存在するAGVの後続のAGVの待機位
置を決定し、後続のAGVに指令する。図2に示す
ように、船上におけるコンテナの積載位置の相互
関係は、コンテナ船ごとに既定であるという特徴
がある。そのため、一度、先行のAGV（AGV①）へ
の荷役が完了した位置である積載位置Aが分かれ
ば、後続のAGV（AGV②）の作業位置Bは、次に荷
役する船上におけるコンテナの積載位置から相対
的に予測可能である。そのため、ガントリークレー
ンの作業位置によって確定される積載位置A及び
コンテナの積載位置の相互関係を利用して、AGV
②の作業位置Bが決定される。AGV②は決定され
た作業位置Bを待機位置として指令され、停止す
る。これにより、AGV②はAGV①と干渉すること
が回避されるとともに、ガントリークレーンがコ
ンテナ船の揺れに応じてその停止位置を調整して
も、ガントリークレーンに追従して無駄な移動を
行う必要がない。
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　また、制御装置は、次の作業予定範囲内でガン
トリークレーンが停止していると判断し、かつ先
行のAGVの移載作業が完了したと判断すると、待
機位置に停止する後続のAGVに作業位置への移
動を指令する。後続のAGVは、次の作業予定範囲
内で先行のAGVが荷役されている場合、先行の
AGVの荷役作業が完了したことに基づいて、作業
位置へ移動するよう指令される。これにより、複数
のAGVが岸壁の走行路に進入した状態において
も、後続のAGVが待機位置から作業位置に移動し
た際に、後続のAGVは先行のAGVとの干渉がな
く、かつAGVの無駄な移動をより抑制することが
できる。

2.3 発明の効果
　本件特許発明は、ガントリークレーン及びAGV
の無駄な移動を抑制して、ガントリークレーンに
よる移載作業を効率良く行うことができる。

図2 AGVの待機位置を決定する制御方法
Fig.2 Control method for determining a standby position
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3 まとめ
　今回受賞した特許発明「港湾荷役システムにお
ける無人搬送車の制御方法」は、高効率な自動化さ
れたコンテナターミナルを実現するには必須の技
術である。本発明により、労働力不足の解消と作業
環境の改善、及びイニシャルコストの低減を実現
し、効率的なターミナル運用に貢献した。
　知的財産部では、発明の益々の促進をはかり、当
社の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ成果
をもれなく特許出願して権利化することにより、
より強固な特許網を構築するとともにこのような
名誉ある賞を受賞することができるよう、今後も
開発部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

桃井 大輔

　本件特許発明を利用したコンテナ搬送AGVシステムは、名古屋港の飛島コンテナ埠頭において2008年
に稼動開始し、2012年に自動エリアを拡張し、現在33台のAGVが稼動しています。
　従来の一般的な工場内搬送AGVは、地上の固定された荷役位置間の搬送に対し停止位置を調整します
が、本システムは作業位置が移動するため、作業装置との確実な位置あわせと効率化を両立するには、ニー
ズの把握がとても重要でした。
　システムを実現できたのは、お客様と課題を常に共有し、一緒になって現地現物で改良を積み重ねること
ができたからであり、大変感謝しております。
　今後もお客様にご満足頂けるシステムを提供できるよう、お客様優先で開発を進めていきます。

開発者　稲垣さんのコメント
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1 表彰内容
　「機械工業デザイン賞」はわが国における工業デ
ザインの振興・発展を目的に、1970年、日刊工業
新聞が経済産業省の後援、日本商工会議所、各工
業団体の協賛を得て創設した賞である。第48回は
2017年1月から同年12月31日までに発売された
工作機械だけではなく、輸送機器、ロボット、医療
機器、農業機械、モノづくりのための設備やそのソ
リューションの新製品を対象とした表彰である。
　 今 回 当 社 の「ト ヨ タ 電 動 フ ォ ー ク リ フ ト　
Rinovaシリーズ」とオークマの「5軸制御立形マシ
ニングセンタ　MU-S600V」が最優秀賞の経済産
業大臣賞に輝いた。

2 評価内容
　作業効率向上や省電力化・自動化といったニー
ズに対してシリーズ展開で応えたほか、モジュー
ル化による開発についてもコストメリットや生産
ラインの効率化や生産スペースの縮小、サービス
部品点数の削減や部品管理の簡素化など、さまざ
まな波及効果を生み出したことが注目された。
　豊田自動織機における17年ぶりの大規模開発は
従来の販売実績基礎とした企画・開発・生産を統合
化するトータルデザインとして高く評価された。

（日刊工業新聞 第2部 2018年7月26日 掲載）

写真1 新型トヨタ電動フォークリフト Rinova
Photo1 New Toyota electric forklift Rinova

■ 著 者 紹 介 ■

図1 機械工業デザイン賞のロゴ
Fig.1 Symbol mark of Machine Design Award
写真2 受賞時の盾とトロフィー
Photo2 Plaque and trophy

写真3 授賞式の関係者一同
Photo3 Attendee of the ceremony （from TICO）

写真4 リノバファミリー
Photo4 Rinova series lineup

藥師 忠幸
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新型Rinovaシリーズが第48回機械工業デザイン賞最優秀賞（経済産業大臣賞）受賞
The new Rinova series wins the 48th Machine Design Awards for 
Excellence （METI Minister's Award）
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