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1 はじめに
　2019年6月10日に公益社団法人発明協会主催
の令和元年度全国発明表彰の表彰式が開催され、
特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」（特許第
5055840号）が発明賞を受賞した。また、これに
先立ち、2018年11月20日に公益社団法人発明協
会主催の平成30年度中部地方発明表彰の表彰式
が開催され、文部科学大臣賞を受賞した。発明賞
は全国発明表彰の中でも上位に位置づけられ、平
成17年以来14年ぶりの受賞となった（写真1）。ま
た、文部科学大臣賞は中部地方発明表彰の中で最
上位の賞であり、平成6年以来24年ぶりの栄えあ
る受賞となった。
　全国発明表彰や中部地方発明表彰は、それぞれ
全国や中部地方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「港湾コンテナヤード用
無人搬送車システムの発明」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
にメダルが贈られた。

　本発明は、荷役を行う位置が一定とならない、船
舶に積載されたコンテナに対して荷役する、ガン
トリークレーンの作業位置を予測し、作業位置に
合わせてコンテナを効率的に搬送できるよう無人
搬 送 車（AGV:Automated Guided Vehicle）の
停止位置、待機位置、走行動線をフレキシブルに変
更する発明である。本発明により、ガントリーク
レーンによる移載作業を効率良く行えるように
し、将来の労働者不足や危険作業への人の直接介
在を減少させることができ、その功績が認められ
た（写真2）。

写真1 全国発明表彰授賞式
（左から一条常務役員、稲垣さん、稲垣さんの奥さま）

Photo1 Awarded Winners at ceremony of National 
commendation for invention （From left; Executive 
Officer Ichijo, Mr. Inagaki, and his wife）

特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」が全国発明表彰にて発明賞を受賞
The Patented Invention of “Automated Guided Vehicle system for container 
transportation” won the Invention Award in the National Commendation for Invention

＊1
桃井 大輔

Daisuke Momonoi

＊1 技術・開発本部 知的財産部

要　旨 　特許発明「コンテナ搬送用AGVシステム」（特許第5055840号）が全国発明表彰にて発明賞を受賞した。また、これ
に先立ち、中部地方発明表彰にて文部科学大臣賞を受賞した。本発明は、名古屋港に導入されたアジア初（当社調べ）の
港湾コンテナターミナルの自動化システムに関するもので、コンテナを荷役するガントリークレーンの作業位置を予
測し、作業位置に合わせてコンテナを効率的に搬送できるよう無人搬送車（AGV:Automated Guided Vehicle）の停
止位置、待機位置、走行動線をフレキシブルに変更する仕組みを特徴としている。本発明により、荷役の効率化と多台
数の無人搬送車の搬送効率向上に貢献している。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：全国発明表彰、中部発明表彰、コンテナ搬送、無人搬送車（AGV）

Abstract 　The patented invention of “Automated Guided Vehicle system for container transportation” （patent No. 
5055840） won the invention award in National commendation for invention. Prior to the commendation, 
the invention won the award of Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology in local 
commendation for invention of Chubu. The invention is to realize the mechanism of flexibly changing 
of the predict stop positions, waiting positions and traveling route of a plurality of Automated Guided 
Vehicles, according to position information of quay cranes and loading position of containers. The system 
is introduced to port of Nagoya, and is the first automated container terminal system in Asia （according 
to our survey）. This document explains the invention itself and the invented situation.

Keywords:  National commendation for invention, Chubu area commendation for invention, Container 
transporting, Automated Guided Vehicle （AGV）
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走行を制御する。また、走行駆動装置は走行制御装
置からの指令に基づいて無人搬送車を走行させ
る。
　次に、無人搬送車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、ガントリークレーンの位置情報と、
コンテナの積載位置により定められる次の作業位
置に基づいて荷役予定位置を演算し、後続の無人
搬送車の待機位置を決定する。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対関係はコ
ンテナ船毎に既定である。制御装置には、予め船毎
のコンテナ位置の相対距離データがプリセットさ
れており、一度荷役したコンテナ位置Aの情報が
分かれば、後続の無人搬送車（AGV②）の荷役予定
位置（B）は、次に荷役する船上のコンテナ位置Bか
ら相対的に把握可能である。そのため制御装置は、
先行の無人搬送車（AGV①）に対するガントリー
クレーンの作業位置（荷役完了位置（A））によって
確定されるコンテナ位置A及び相対距離データを
照合して、後続の無人搬送車（AGV②）の荷役予定
位置（B）を算出する。その際制御装置は、想定され
るコンテナ船の移動量に対応する荷役予定範囲を
考慮する。制御装置は、荷役予定位置（B）を後続の
無人搬送車（AGV②）の待機位置として設定し、設
定した荷役予定位置（B）と、当該荷役予定位置（B）
と隣接するガントリークレーンの荷役予定位置を
基に、走行レーンから移載レーンへの寄付き可能
な走行動線を算出する。後続の無人搬送車（AGV
②）は、待機位置及び走行動線の指令によって走行
し、待機位置に停止する。

図2 無人搬送車の待機位置を決定する制御方法
Fig.2  Control method for determining a standby position 

of the automated guided vehicle

ガントリー
クレーン

コンテナ船

コンテナ
位置Ｂ

コンテナ
位置A

待機位置 移動

【次作業がコンテナ位置Ｂの場合】

予めプリセットされた相対距離データ

荷役予定範囲
荷役予定
位置（Ｂ）

荷役完了
位置（A）

次

a b

荷役予定位置＝荷役完了位置（Ａ） － a － b

ＡＧＶ② ＡＧＶ①

2.3 発明の効果
　以上により、後続の無人搬送車（AGV②）は先行
の無人搬送車（AGV①）との干渉が回避されると
ともに、作業位置が変化する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。また、無
人搬送車の荷役位置が予め予測できるようになる
ため、図3に示すように、ガントリークレーン相互
の作業位置の変化に合わせ、荷役位置、荷役予定位
置（待機位置）、走行動線を効率的かつフレキシブ
ルに変更する制御が可能となる。よって、複数の無
人搬送車が移載レーンに進入している状態におい
ても、無人搬送車同士の無駄な移動を抑制し、かつ
互いの干渉をなくすことができる。
　したがって本件特許発明により、ガントリーク
レーン及び無人搬送車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。

3 まとめ
　今回受賞した特許発明「港湾コンテナヤード用
無人搬送車システムの発明」は、高効率な自働化さ
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、国内で初めて（当社調べ）
無人搬送車による自動化を実用化し、無人搬送車
に置き換えることで有人運転のトレーラの台数を
約90%削減でき、労働者不足の解消や、労働者の
危険作業への直接介在を減少させ、作業環境の改
善のほか、ヒューマンエラーの低減に大きく貢献
した。
　知的財産部では、発明の益々の促進をはかり、当

図3 無人搬送車の荷役位置と走行動線の関係
Fig.3  Relationship between handling position of 

Automated Guided Vehicle and traveling flow line
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2 発明の内容

2.1 背景・発明が解決しようとする課題
　経済活動のグローバル化により、海上コンテナ
の取扱量が増加している。各港湾からは競争力強
化のために、港湾に形成されたコンテナターミナ
ル内のコンテナの搬送には、有人運転のトレーラ
に代えて、自動化による「高サービス・低コスト・安
全性向上」が求められている。
　コンテナターミナルでは、ガントリークレーン
を用いて、岸壁に停泊する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
の積み作業が行われる。ガントリークレーンは、コ
ンテナの受渡し又は受取りを行う位置（作業位置）
において、無人搬送車に対してコンテナを荷役す
る。そのため、ガントリークレーンの作業位置と無
人搬送車の停止する位置（荷役位置）を正確に合わ
せる必要がある。
　自動化には無人搬送車が有用であるが、有人ト
レーラの運搬と同等のフレキシブルな搬送が要求
される。一般的な工場内で用いられる無人搬送車
の荷役位置は、コンベヤや荷受台などが固定設備
のため、停止位置、待機位置、走行動線などを変更
する必要はない。しかしながら、コンテナ船は停泊
中でも潮の満ち引きや風等の自然環境により移動
する。その場合、ガントリークレーンは作業位置
をコンテナの位置に応じて変更する必要がある。
従来は、ガントリークレーンの位置に合わせて無
人搬送車が常時追従する制御が提案された。しか
しその場合、無人搬送車は荷役位置で一旦停止し
たとしても、作業位置の変化に伴うガントリーク
レーンの移動に追従して無駄な移動をしてしまう。
　また、無人搬送車はコンテナ船に対して最も近

写真2 コンテナを搬送する無人搬送車
Photo2 Automated Guided Vehicles transporting containers

い岸壁側の走行路（移載レーン）で荷役される。複
数の無人搬送車が移載レーンに進入した状態にお
いて、無人搬送車がガントリークレーンに常時追
従移動する制御を行うと、ガントリークレーンに
追従する荷役作業中の無人搬送車と、待機してい
る後続の無人搬送車とが干渉する可能性がある。
これを避けるために、移載レーンに無人搬送車が
1台のみしか進入できない条件にすると、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無人搬送車システムの構成
を図1に示す。本無人搬送車システムは、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レーンや移載レーン
に沿って移動する無人搬送車と、無人搬送車の管
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移載レーンの無
人搬送車に対して荷役作業を行う。

　ガントリークレーンは、コンテナ船上のコンテ
ナの積載位置に合わせた作業位置で停止するとと
もに、作業位置と整合する、荷役位置に停止した無
人搬送車に対して荷役作業を行う。
　制御装置は、ガントリークレーンに設けられた
エンコーダの信号が入力され、ガントリークレー
ンの位置情報を把握するとともに、無人搬送車の
走行制御を行う。
　無人搬送車は制御装置からの指令に従って走
行、停止を行う。無人搬送車は走行駆動装置と走行
制御装置を備えている。走行制御装置は、エンコー
ダによって取得された車輪の回転量から走行距離
を演算し、演算結果に基づいた無人搬送車の現在
位置を位置データとして記憶する。走行制御装置
は、自身の位置データ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無人搬送車の

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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1 はじめに
　2019年6月19日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の2019年愛知発明表彰の表彰式が開催さ
れ、特許発明「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）が愛知発明賞を受賞した。愛知発明
賞は、愛知発明表彰の中で上位にランクされる賞
であり、栄えある受賞となった（写真1）。

　今回受賞した特許発明は、技術・開発本部開発第
一部開発第七室の槌田大輔さんによって発明され
たものであり、記念の賞状並びに盾が贈られた（写
真1）。なお、発明者の槌田さんは当日海外出張中
のため、代理で河合さんが賞状と盾を受領した。
　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に賞を
授与すべく、毎年開催されている。

写真1 愛知発明表彰式（左から2番目が代理出席の河合さん）
Photo1  Awarded Winners at Aichi Invention Award 

Ceremony （from left in front）

　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えを可能としただけでなく、2種類の配合比率
を任意に変化させたり、太さや長さも自在に変更
できる「グラデーションモード」を追加するなど、
紡出できる糸外観の多様性を最大限に拡張した点
が認められた。
　なお、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えが行われている新規な糸を当社で「モザイク
ヤーン」と命名し、商標登録を受けている。

2 発明の内容
1）発明が解決しようとする課題
　従来、糸の長さ方向に異なる色を有する意匠糸
を紡出するインジェクションヤーン装置（図1）が
知られていた。このインジェクションヤーン装置
は、2色の原料（粗糸）①、②を用いる。原料①は、連
続駆動されるミドルローラに供給されてベース糸
となる。一方、原料②は、間欠駆動されるバックロー
ラを介してミドルローラへ供給され、ベース糸の
上に原料②が部分的に被覆された糸を紡出する。

図1 インジェクションヤーン装置
Fig.1 Injection yarn apparatus
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特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞
The Patented Invention of “The draft apparatus of spinning machine” 
Won the Aichi Invention Award

＊1
山本 達也

Tatsuya Yamamoto

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第二室 知財第21G

要　旨 　特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞した。受賞した「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）は、繊維機械事業部が販売するリング精紡機RX300のモザイクヤーン装置に関する基本特許である。特
許発明の内容について紹介する。

キーワード：愛知発明賞、リング精紡機、モザイクヤーン

Abstract 　Patented invention "draft device in spinning machine" won the Aichi Invention Award. The awarded 
patent "draft device in spinning machine" （Japanese Patent No. 6156503） is a basic patent on the 
mosaic yarn device of ring spinning machine RX300 sold by the Textile Machinery Division. The 
contents of the patented invention are introduced.

Keywords:  Aichi Invention Award, Ring Spinning Machine, Mosaic yarn
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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を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
うな名誉ある賞を継続して受賞できるよう、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、コンベヤや荷受台など荷役位置は固定のため、AGVの停止位置も一
定ですが、本システムはコンテナ船ごとに積載位置が異なり、また着岸後も波や潮の干満により停泊位置が
動くことに合わせガントリークレーンも移動するためAGVの停止位置も変化させる必要があり、確実な位
置合わせと効率化を両立させることが大きな課題でした。
　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
ができたことと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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