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１．はじめに 
 
規模の経済性を目的としたコンテナ船の大型化が

進んでおり、現に 8000TEU 積みコンテナ船が発注・建

造されている。さらには 9500TEU 積みのものの話も出

て来ている段階である 1)。今後 10000TEU を越える超

大型コンテナ船（メガシップと呼ぶ）が就航するのは

時間の問題と言っても過言ではないような勢いで、巨

大化が進んでいるが、それを有効に稼動させるには、

当該船の寄港地数減少に伴って取扱貨物量が膨大にな

ることによるトランジットタイム増加と積替えコスト

増加をどれだけ抑制できるが重要な問題になる。 

上のようなメガシップが出現する場合、寄港地で取

り扱われるべき貨物を迅速に 2 次輸送網へ接続する方

法を考えるが、ここではある船からコンテナヤード、

コンテナヤードから他船へと、コンテナ輸送の一工程

となるターミナル内の移動において、コンテナの蔵置

位置決定は基幹航路およびフィーダーの両船にとって、

出港までにかかる荷役時間長に影響するため非常に重

要となる。 

そこで本研究では、メガシップ寄港する港湾（ハブ）

で貨物の大部分を占める、トランシップ貨物の荷役を

効率的に行えるようなコンテナ保管位置の決定方法を

考えていく。  
 
２．問題設定 
 
ここではメガシップから他船への一方向のみのコ

ンテナの流れを考え、まず問題の前提とすべき点を整

理する。図１にはメガシップ 1 隻と他船 2 隻が着岸し

ているターミナルを示す。このレイアウトではターミ

ナルの左にメガシップ、右側に他船が係留されている

が、あくまで概念を説明するための図であり、今後の

数値実験等ではレイアウトは異なるかもしれない。 

図中、船上の長方形は岸壁クレーン（QC）を示し、

ヤード内にある点線の長方形はコンテナブロック、そ

の上の長方形がヤードクレーン（YC）を示す。濃い色

の QC と YC が計画対象のものである。ここでは矢印

で示すように、メガシップからヤードにコンテナが一

旦置かれ、一時保管もしくは他船への積み付け計画後

に右側の他船へ積み作業が行われることを想定する。 

なお YC には RTG を用いるが、そこでのコンテナブ

ロック内のコンテナの場所は、図２に示すようにコン

テナの長さ方向を Bay、高さ方向を Tier、幅方向を Row
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図１ メガシップから他船への貨物の移動
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図２ コンテナブロック内のコンテナ座標



と呼び、3 次元座標で表す。なお、船上の保管位置で

も同様の呼び方をするため、それと区別するために

Yard-bay と呼ぶこともある。国内では図に示したコン

テナブロックをレーン（Lane）と呼ばれるが、海外で

はブロックと呼ばれることが多いため、以降でもブロ

ックと呼ぶ。例えば、図中のコンテナは当該ブロック

の Bay 番号＝10、Row 番号＝C、Tier 番号＝3 に保管

されると解釈する。 
 
（１）対象貨物に対する計画対象エリア 
次に問題の複雑さに関係する計画対象エリアを考え

る。仮に、当該メガシップから当該ターミナルで 1 万

個程度を陸に揚げる場合、QC1 基が荷役するコンテナ

数は 1,000 個以上になると予想される。次に 1,000 個以

上をヤード内に保管する場合、図２で示すようなコン

テナブロックは現在、1 ブロックが 6×4×20～40 個程

度から構成されるため、当該 QC に対しブロック自体

が複数必要となる。さらに、現場での保管位置決定に

は、同一船舶に載せるコンテナは 2Bay（40 フィート

コンテナ 1 本相当）以上離しておくことが前提となっ

ており、現状の方式を想定するなら、実荷役コンテナ

数の 2倍程度のヤードスペースが必要となる。またQC

性能が高くなること、サイクルタイム短縮の工夫 2)が

実現されれば、同時により多くの YC が稼動させるた

めに、さらにコンテナ配置にはある程度のばらつきが

必要となる。したがって、メガシップ担当の QC1 基の

みを計画対象とする場合であっても、コンテナブロッ

クは図１のように複数を対象とする必要がある。 

 次にメガシップからヤードへの揚げ荷役、ヤードか

ら他船への積み荷役を 2 つに分割して本問題を考える。 
 
（２）メガシップからヤードへ 
図３には図１の左半分を拡大し、メガシップの計画

対象 QC から陸へ揚がってくるコンテナをヤードの保

管候補ブロックのどこかに割当てる図を示す。ここで、

丸印はコンテナブロックの各 Bay 横のトレーラーと

YC がコンテナを受け渡しする場所を示し、岸壁の QC

下の丸印から当該ブロックの丸印までヤードトレーラ

ーがコンテナを搬送することになる。なお、船から揚

がってくる順番は前の寄港地での積み付け方法に依存

するため、本問題で決定すべきものではなく、所与と

する。したがって、コンテナ保管位置の決定後、各 YC

がどこを担当するかは YC の作業効率を左右するため、

YC の作業割当を決定することも重要となる。 
 
（３）ヤードから他船へ 
 次に図４はヤードの保管候補地を含むコンテナブロ

ックと当該コンテナが積み込まれる船とその作業を担

当する YC と QC を示している。コンテナブロック横

の丸印は図３と同様に、YC とトレーラーがコンテナ

を受け渡しする地点を示し、色の違いは、同色の QC

で積み込まれるコンテナの保管位置を示し、白色はこ

の 2 船とは関係のないコンテナの保管を示している。

ここで、同色の丸印が連続的に隣り合って並ぶのでは

なく、1 つおきになっていることに注目したい。現場

では同一船のコンテナは 2Bay 相当離れて保管されて

いるため、図でもそのようにしている。その理由とし

て、隣り合う 2 台の YC が同時刻に作業する場合、安

全性の観点から、一定距離離れて作業しなければなら

ない。これが 2Bay に相当する。つまり、ある船に対

し、同時に複数 YC の稼動が可能になれば、荷役時間

をある程度（QC を待たせないレベル）まで短縮する

ことができるが、安全面の制約も必要となり、上のよ
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図３ メガシップからの揚げコンテナ荷役
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図４ 他船への積みコンテナ荷役 



うなことが実行されている。したがって、QC の A、B

およびCのコンテナが保管される状況がそれぞれ図の

ようになる。これは図３の時点で決定され、図４では

コンテナ保管位置を与件とし、QC を使用した本船へ

の積み付け作業が行われることにする。積み付け順は

YC で作業する順にも依存するが、QC 積み付け順が本

港を出港した後に寄港する順番も関係するため、反対

に YC の作業順はそれら寄港順に依存することを考慮

する必要があるかもしれない。 

以上のことから、メガシップからの揚げ荷役につい

ては、QC からの揚げ順、コンテナ保管位置の候補地

を与件とし、各コンテナの保管位置、YC の割当を決

定する問題として考えることができる。また他船への

積み荷役については、積み込む予定船、コンテナ保管

位置を既知とし、YC の割当および各 YC の作業順（≒

QC の作業順）を決定する問題として扱うことができ

る。なお現場では、作業の複雑さを緩和するために

YC1 基が複数船の作業を同時には行われない。そのた

め、1QC に複数 YC を割当てることはあっても、複数

QC に 1YC を割当てることはないこととする。 

 したがって本問題はメガシップからの揚げコンテナ

荷役がコンテナ配置問題、他船への積みコンテナ荷役

が YC のスケジューリング問題と見ることができる。 
 
３．関連研究のレビュー 
 
本問題は、コンテナ保管位置を決定する問題として

扱うもの、コンテナ保管位置を所与とし、トランステ

ナーの作業順序を決定する問題として扱うものに大き

く分けられるため、それぞれについて関連する研究を

整理する。それぞれの整理項目を表１に示す。 
 
（１）コンテナヤードへのコンテナ配置問題 
 コンテナの配置計画を扱った問題は国内にはほとん

どないが、海外では行われている例がある。これらを

分類すると、以下のようになる。 

 まず対象とするコンテナの単位を 1Bay 相当の仕向

け地やコンテナの種類サイズなどでグループ化された

ものを配置する問題 3)-6)、それからコンテナ 1 個 1 個

を配置する問題として扱うもの 7)-9)がある。  

次に決定要素として、コンテナ配置位置のみならず、

その他の YC の作業シーケンスを決定するものもある。 

 評価指標はコンテナグループで配置を計画する場合

3)-6)にはストラドルキャリアもしくはYCの移動コスト

（距離もしくは時間）とヤードトレーラーの移動コス

トを最小化する問題として扱っている。それに対し、

コンテナ 1 個 1 個を配置する問題 7)-9)では、あるコン

テナを取り出すときにその上に蔵置されるコンテナを

別の場所におく（リハンドルと呼ぶ）回数をなるべく

少なくすることを目的にしている。 

 解法は様々であるが、動的計画法を使っているケー

ス 4), 9)、定式化によって数理計画ソフトで解くことが

できる範囲の問題を扱っている場合 3), 6)、さらにそれ

以上の問題 5), 7), 8)を近似解法で解決している。 
 
（２）YCのルーチング問題 
 まず扱うコンテナブロックの数は、1 つの場合とそ

れ以上の場合で問題の複雑さが異なってくる。そこで

前者の問題を扱ったケース 10)-13)、後者を扱っているケ

ース 14)-16)に区別される。 

 次に YC の配置台数に関して、1 ブロックをターゲ

ットとする問題では配置台数 1 台、複数ブロックまで

扱える問題に拡張している問題では各ブロックに 2 台

もしくはそれ以上稼動させるケースに分けている。 

 また扱うコンテナの単位はコンテナグループの場合
12)と単一コンテナの場合 10), 11), 13), 14), 15), 16)に分けられる。 

 さらに決定要素は、YC の作業順序を決定するもの、

時刻 t での YC の配置位置を決定する問題がある。 

 評価指標は、YC の移動時間と荷役時間の合計を最

小化するもの 10)-12)と、制限時間内に処理できないコン

テナ数の最小化するもの 13), 14), 16)があるが、文献 15)で

は外来トラックの待ち時間を最小化している。 

 解法については、（２）と同様に、動的計画法 10),11),13) 、

数理計画ソフト 12), 16)、近似解法 14), 15)を使用している。 

以上のことから、既往の研究の特徴をまとめると、

コンテ
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表１ 文献レビューの整理項目 

ナ配置問題 

対象コンテナ単位 
決定要素 
評価指標 
解法 

C 作業 

ューリング 

対象コンテナブロック数 
YC 配置台数 
対象コンテナ単位 
決定要素 
評価指標 
解法 



コンテナヤードへのコンテナ配置問題は、輸出コンテ

ナ対象とし、コンテナは内陸からやってくるが、コン

テナの到着は事前に予測できない。YC のスケジュー

リング問題では、ほとんどが本船荷役対象、積みコン

テナの保管位置は既知であるというものになっている。 
 
４．本問題の概要 

 
前節での他の研究との違いを挙げると、以下のよう

に整理できる。まずコンテナヤードへのコンテナ配置

問題では、対象とする貨物は、トランシップ貨物、対

象貨物は船からやってくる。コンテナの到着パターン

は既知とし、ある程度予測できるものとすることがで

きる。次に YC のスケジューリング問題では、ヤード

から本船へ積みつけるだけでなく、メガシップから上

がってくるときも対象とする。積みコンテナの保管位

置は、上で決定した場所とする。 

以上のことにより、本問題は複数ブロック複数 YC

を対象にした、コンテナ保管位置と YC の作業割当を

行う問題とすることができる。 

そこで、本問題を以下のように考えることにする。 

ａ）所与 

 各コンテナのメガシップからの揚げ順、外来コンテ

ナが積み込まれる予定船 

ｂ）決定要素 

①メガシップからヤードへ：ヤード内保管位置と YC

作業割当 

②ヤードから他船へ：YC 作業割当と YC 作業順 

ｃ）評価指標 

 メガシップの寄港時期に合わせて、他船のスケジュ

ールを立案することが予想されるが、必ずメガシップ

の寄港時期に他のバースで荷役が終了するのを待つと

は限らない。したがって、ある他船の到着が遅ければ、

早着の船の荷役コンテナを先に済ませるべきである。

そうすると、他船が待つ時間および荷役が終了する時

間をなるべく短くすることがメガシップ寄港ターミナ

ルの果たすべき役割であると言える。しかしながら、

本船作業時間にはその他の要素も考慮する必要がある

ため、ここでは以下のようにする。 

 トレーラーによる QC－保管位置間の移動時間＋

YC の移動および作業時間最小化 

ｄ）前提条件 

コンテナのフローに関する制約： 

 ①各コンテナにはメガシップから他の 1船に必ず 

 移動がある。 

 ②各コンテナは一旦必ず、ヤードに保管される。 

YC 作業に関する制約： 

 ③YC はヤード内保管地点を 1 回ずつ訪問して作 

 業する。通過地点が存在しても構わない。 

 ④1 ブロック（6×4×20 個）内に、YC2 基以上稼 

 動できる。 

 ⑤同一時刻に、各 YC は 2 ヤードベイ以上離れて 

 作業・移動する。 
 
５．これから 
 
 メガシップを担当するQC1基の1船分の作業を考え

ると、前章までで述べたことを考慮する必要がある。

しかしながら、かなり難しい問題になりそうであるた

め、まず第 1 段階として、他船担当の GC1 基分を計画

対象にして問題を具体化する予定である。 
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