
JP 6701362 B2 2020.5.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナ船からコンテナ（Ｃ）を積み降ろしするためのポータルガントリークレーン（
１０）であって、
　中央平面（Ｍ）の各側に並んで走行する２つの平行なメインガーダ（１１）と、
　前記中央平面（Ｍ）にそれぞれ配置された２つの脚（２０，２１）と、
　２組のトロリ（４０）であって、各組のトロリは、対応するガーダ（１１）で動作し、
各トロリは、ホイストを担持し、ホイストのロープ（５８）は、コンテナ（Ｃ）に取り付
けるよう構成されたスプレッダ（６０）を担持し、各ホイストが、対応するガーダの中心
線に対して両側に横方向に移動可能である、２組のトロリ（４０）と、
　各脚（２０，２１）に連結されかつ前記メインガーダ（１１）を担持する懸架クロスビ
ーム（１７，１８）と、
を備える、ポータルガントリークレーン。
【請求項２】
　前記脚（２０，２１）は、箱形である、請求項１に記載のポータルガントリークレーン
。
【請求項３】
　前記ガーダ（１１）は、一方の脚（２０）に堅固に接続され、他方の脚（２１）にピン
接続される、請求項１または２に記載のポータルガントリークレーン。
【請求項４】
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　主スパンを越えて延在するカンチレバー（２２，２３）を備え、前記トロリ（４０）が
カンチレバーに移ることができるように前記ガーダ（１１）が吊り下げられている、請求
項１～３のいずれか一項に記載のポータルガントリークレーン。
【請求項５】
　前記ガーダ（１１）が水平ブレース（１２）によって相互接続されている、請求項１～
４のいずれか一項に記載のポータルガントリークレーン。
【請求項６】
　前記ガーダ（１１）は、深さ（ｋ）が変化し、トラック（３０）を走行する前記トロリ
が前記ガーダの上端（１１ａ）より下に位置する、請求項１～５のいずれか一項に記載の
ポータルガントリークレーン。
【請求項７】
　前記懸架クロスビーム（１７，１８）は予荷重が付与されている、請求項１～６のいず
れか一項に記載のポータルガントリークレーン。
【請求項８】
　前記ガーダ（１１）は、前記トロリが走行するトラック（３０）を担持する横方向延長
部（３２）またはブラケット（７５）を備える、請求項１～７のいずれか一項に記載のポ
ータルガントリークレーン。
【請求項９】
　前記トロリは自走式である、請求項１～８のいずれか一項に記載のポータルガントリー
クレーン。
【請求項１０】
前記メインガーダ（１１）にはプレストレスがかけられている、請求項１～９のいずれか
一項に記載のポータルガントリークレーン。
【請求項１１】
　コンテナターミナル（１）であって、
　両側バース（２）、好ましくは掘り込み型バースと、
　前記バースを横切る方向に広がる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の少なくとも
１つのポータルガントリークレーン（１０）と、
を備える、コンテナターミナル（１）。
【請求項１２】
　前記ガントリークレーンが前記バースの各側に沿って延在するトラック（５）を走行す
る、請求項１１に記載のコンテナターミナル。
【請求項１３】
　前記トラックに沿って走行する複数のポータルガントリークレーン、好ましくは、３～
４のクレーン（１０）を備える、請求項１２に記載のコンテナターミナル。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか一項に記載の前記コンテナターミナルの前記両側バースに
収容されたコンテナ船の積み降ろし方法であって、
各トロリが前記船の略中央の第１の位置と、前記船の対応する側の第２の位置との間を移
動するように、前記トロリ（４０）を前記ガーダ（１１）に沿って移動するステップを備
える、方法。
【請求項１５】
　２つのポータルガントリークレーン（１０）が互いに隣接して配置され、重い楊重作業
において、前記クレーン（１０）の４つの隣接するトロリ（４０）がユニットとして同時
に動作される、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶からコンテナを積み降ろすためのポータルガントリークレーンに関する
。
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【背景技術】
【０００２】
　コンテナクレーンは、コンテナターミナルのコンテナ船を積み降ろすために世界中で広
く使われている。
【０００３】
　ターミナルを経済的に最適な状態で機能させるためには、クレーンの利用度が高いこと
が不可欠である。
【０００４】
　従来のコンテナターミナルでは、船舶は岸壁に沿ってドッキングされ、従来の船と陸間
（ＳＴＳ）のコンテナクレーンが船舶を片側から積み降ろすために使用されている。
【０００５】
　従来の岸壁クレーンは、特許文献１の図２に示されている。
【０００６】
　そのようなクレーンは、典型的には、バースに沿った２つの平行なトラック上を移動す
るカウンターウェイトによってバランスがとれた上部構造を備える。ビームは、岸壁の上
、かつ上部構造の後にカンチレバー式に伸びている。タイがメインビームを上部構造の頂
点に接続する。このような従来のクレーンは、パナマックス、ポストパナマックス、スー
パーポストパナマックスクレーンとも呼ばれる。
【０００７】
　これらのクレーンは、トロリがビーム上を移動する時間により、望ましいほど速く船を
積み降ろすことができない。これらのクレーンでは、岸壁から最も遠いコンテナを扱うた
めにトロリは船の全幅に渡って移動する必要がある。
【０００８】
　移動時間を可能な限り短く保つために、トロリは高速で運転されるため、高い騒音と摩
耗が生じ、メンテナンスの頻度と費用が増加する結果となる。
【０００９】
　トロリは比較的長いロープによって牽引され、長い巻き上げロープと相まって、ロープ
の長さと弾性に起因する望ましくない揺れを増加させる。
【００１０】
　これらのクレーンはまた、強い風の中で動作する能力を制限する空力性能が比較的悪い
という欠点を有する。
【００１１】
　クレーンの全重量は、カンチレバーの結果として、不均等な方法で岸壁によって支持さ
れており、これは費用のかかる基礎作業を必要とする。
【００１２】
　長年にわたり、コンテナ船の建設の傾向はそれらを絶えず成長させ、現在、１３，００
０ＴＥＵ超、最大２０，０００ＴＥＵものコンテナを運搬することができる超大型コンテ
ナ船（ＵＬＣＶ）が建設されている。これらの非常に高価な船は、積み降ろし作業のため
にできるだけ短く港にとどまることが重要である。
【００１３】
　積み降ろし作業を容易にするために、以前から、掘り込み型バース(indented berth)の
ような両面バースの使用が提案されている。
【００１４】
　非特許文献１では、ダブルトロリクレーンなどのコンテナターミナルにもたらされるさ
まざまな変更について調査しているが、２つのトロリにおける１つの難点は、負荷制御と
マイクロモーションの制御であることを指摘している。例えば、一方のトロリがガントリ
ー方向に動く必要がある場合、他方のトロリを妨げてはならない。
【００１５】
　この刊行物はまた、掘り込み型バースによって、バースの両側から同時に積み降ろし作
業を行うことができることを開示している。両側の岸壁に４本のクレーンを持つ掘り込み
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型バースの例を示しているが、オーバーラップするブームが干渉問題を引き起こし、コン
テナターミナルの操作が著しく複雑になることを指摘している。
最後に、この刊行物は２つのトロリを備えたブリッジクレーンの使用を考察しているが、
さまざまな理由で良くないと結論づけている。
【００１６】
　２００１年２月にPortk and Terminal Conferenceで同様の提案がBeckett Rankineによ
ってなされたが、これは大型コンテナ船にサービスを提供するためにドックを横断する２
つのトロリのポータルクレーンを概略的にしか開示していない。
【００１７】
　特許文献２には、岸壁側のコンテナの積み降ろしシステムが開示されており、船舶の隙
間のための昇降を可能にする垂直柱上に支持された中間部分と、コンテナを船から持ち上
げるための一対のリフト手段とを有するコンテナクレーンを備える。クレーンは、安定の
ために４組の脚を備えており、非常に高価で扱いにくいものである。
【００１８】
　特許文献３は、少なくとも２つのトロリトラックが互いに重なり合って配置された複数
のトロリコンテナクレーンを開示しており、その上のトロリは、走行ホイール、駆動装置
およびリフト装置を有する。クレーンは、各トラック上に前後に配置された複数のトロリ
を含むことができる。
【００１９】
　他の複数のトロリクレーンは、特許文献４、特許文献５、および特許文献６に開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／０１０８４０５号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第２７４３２１７号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／０１８２５２６号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第４３０７２５４号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第０１６７２３５号明細書
【特許文献６】国際公開第００／４８９３７号パンフレット
【非特許文献】
【００２１】
【非特許文献１】1997年 Liftech 刊行物「Super Productive Cranes」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　したがって、現代のコンテナ船、特にＵＬＣＶの港内時間を短縮することを可能にする
高度なクレーンの必要性が存在する。
【００２３】
　本発明は、新規のポータルガントリークレーンにより、この必要性を満たすことを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　このポータルガントリークレーンは、
－　並んで走行する２本の平行なメインガーダと、
－　２組のトロリであって、各組は対応するガーダで作動し、各トロリはホイストを担持
する、２組のトロリと、
を備える。
【００２５】
　本発明によるクレーンは、既存のコンテナクレーンに比べて多くの利点を提供し、妥当
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なコストでコンテナターミナルの生産性を大幅に改善することを可能にする。
【００２６】
　好ましい実施形態では、２本の平行なメインガーダが中央平面のそれぞれの側面に並ん
で走行し、ポータルガントリークレーンがそれぞれ、前記中央平面に配置された２本の脚
を備える。
【００２７】
　本発明によるポータルガントリークレーンは、掘り込み型バースなどの両面バースを含
むコンテナターミナルに有利に使用され、ガーダがバースを横切って広がる。
【００２８】
　コンテナを運搬するために使用されるトロリは、バース内に受け入れられたコンテナ船
を積み降ろすために、互いに独立して操作することができる。
【００２９】
　本発明は、船舶の両側から積み降ろす能力を提供し、積み下ろし速度、したがって生産
性を劇的に増加させ、船の入港時間を減少させる。クレーンのトロリは、船の２つのベイ
で同時に作動することができる。
【００３０】
　さらなる利点は、従来のＳＴＳクレーンを使用するインフラストラクチャと比較して、
船あたりのクレーン数が減少することである。したがって、クレーンの初期投資を減らす
ことができる。
【００３１】
　船あたりのクレーンの数が少なく、トロリの移動速度が遅いため、メンテナンス費用も
削減できる。
【００３２】
　本発明によるクレーンは、クレーンの重量が各岸壁上で実質的に半分に分割され、カウ
ンターウェイトを必要としないため、走行路にかかる負荷がより少なくなる。これにより
、基礎工事のコストが削減され、地震が発生する場所において構造物の優れた動作が得ら
れる。
【００３３】
　本発明によるクレーンは、特にガーダおよび脚の優れた幾何学的形状により、強風下で
の操作を可能にする優れた空力性能を提供する。
【００３４】
　また、本発明は、２つの隣接するクレーンが使用される場合には、最大４つのトロリが
並んで作動するため、重い荷物においても優れた性能を有する。
【００３５】
　本発明は、従来のＳＴＳクレーンと比較して、より短い巻き上げロープおよび低減され
た加速／減速により、揺動の制御を容易にする。
【００３６】
　トロリは、船の幅の半分だけ移動することが好ましく、従来のＳＴＳクレーンと比較し
て生産性を損なうことなく、トロリ速度を減少させることができる。これにより、運転中
のメンテナンスコストや騒音レベルが低減される。従来のＳＴＳクレーンでは避けられな
い、ブームとブリッジ間のガーダレールジョイントがないため、騒音がさらに低減される
。
【００３７】
　トロリは、好ましくは自走式である。
【００３８】
　クレーンのすべてのトロリは、特に同じ高さで移動する。
【００３９】
　ガーダ間の間隔は、ＵＬＣＶの列間隔に基づくことができ、２６～３０ｍ（中心から中
心まで測定）に固定することができる。　異なるガーダ上を移動するトロリは、同時に、
それぞれが岸壁から船にまたはその逆にコンテナを運ぶことができる。



(6) JP 6701362 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

【００４０】
　好ましくは、各ホイストは、対応するガーダの中心線に対して横方向に、特に両方向に
移動可能である。このようにして、クレーンは、船の長手方向のフックの移動を可能にす
ることによって、コンテナの列間隔の差を等しくすることができる。ホイストのガーダに
対する横方向の動きの振幅は、各方向、各トロリにおいて０．５ｍ以上、好ましくは１ｍ
以上であってもよい。
【００４１】
　脚は、好ましくは箱形であり、ガーダまでのエレベータおよび階段を収容することがで
きる。
【００４２】
　ガーダは、好ましくは一方の脚に堅固に接続され、他方の脚にピン接続される。
【００４３】
　両脚とガーダは、優れた空力形状係数を提供するように設計されている。
【００４４】
　脚部は伸縮しないことが好ましい。
【００４５】
　ガーダは、好ましくは一定の高さを有する。換言すれば、ガーダの高さは調整できない
ことが好ましい。
【００４６】
　クレーンは、好ましくは、２本の脚のみを備える。クレーンは、好ましくは、２つのガ
ーダのみを備える。クレーンは、４つのトロリのみを備えてもよい。
【００４７】
　クレーンは、好ましくは、主スパンを越えて延びるカンチレバーを備える。トロリがカ
ンチレバーに移ることができるようにガーダを吊り下げるのが有利である。これにより、
岸壁のコンテナの取り扱いが容易になる場合がある。
【００４８】
　好ましくは、ガーダは水平ブレースによって相互接続される。
【００４９】
　ガーダは、好ましくは深さを変えることができる。ガーダの質量を減らし、疲労特性を
向上させるために、プリストレスを与えられることが好ましい。トロリは、ガーダの上端
の下にあるトラックを移動することが好都合である。これにより巻き上げロープの長さが
短くすることができる。
【００５０】
　クレーンは、好ましくは、各脚に連結され、ガーダを担持する懸架クロスビームを備え
る。これらのクロスビームは、その質量を減らし、疲労特性を向上させるために、好まし
くはプレストレスを与えられる。
【００５１】
　ガーダは、好ましくは、トロリが走行するトラックを担持する横方向延長部またはブラ
ケットを備える。
【００５２】
　さらなる態様によれば、本発明は、
－　両側バース、好ましくは掘り込み型バースと、
－　バースを横切る、本発明による少なくとも１つのポータルガントリークレーンと、
を備えるコンテナターミナルに関する。
【００５３】
　好ましくは、ガントリークレーンは、バースの各側に沿って延びるトラック上を走行す
る。
【００５４】
　コンテナターミナルは、有利には、前記トラックに沿って移動する、本発明による複数
のポータルガントリークレーン、好ましくは３～４本のクレーンを備える。
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【００５５】
　本発明の別の態様は、上で定義した本発明によるコンテナターミナルの両側バースに収
容されたコンテナ船から積み降ろす方法であって、方法は、
－　各トロリが実質的に船の中央の第１の位置と船の対応する側の第２の位置との間を移
動するように、トロリをガーダに沿って移動させるステップ
を備える。
【００５６】
　各トロリは独立して操作可能である。
【００５７】
　重い揚重作業の場合、２つのポータルガントリークレーンを互いに隣接して配置するこ
とができ、前記クレーンの４つの隣接するトロリがユニットとして同時に動作する。もう
１つの方法は、２つのトロリを１つのガーダでタンデムに操作することである。
【００５８】
　この方法は、トロリの中心に対してホイストを横方向に移動させて、船のコンテナの位
置に調整することを含む。
【００５９】
　本発明の例示的な実施形態を添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明によるコンテナターミナルの概略的な断面図である。
【図２】図１のポータルガントリークレーンの立面図である。
【図３】図２のクレーンの上面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶに沿った断面図である。
【図５】トロリが明瞭な図２のＶ－Ｖに沿った断面図である。
【図６】トロリが明瞭な図２のＶＩ－ＶＩに沿った断面図である。
【図７】トロリのホイストの横方向変位を示す。
【図８】隣接するクレーンに属するトロリのタンデムでの動作を示す。
【図９】同じガーダに沿って走行するトロリのタンデムでの動作を示す。
【図１０】ガーダの断面図である。
【図１１】変形実施形態の図１０と同様の図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
　図１は、本発明によるコンテナターミナル１を示している。このターミナル１は、対向
する左岸壁３と右岸壁４の間に延在する掘り込み型バース２を備える。バース２は、図示
のように超大型コンテナ船ＵＬＣＶを受け入れるように構成されることが好ましい。この
ような船は、通常１３，０００ＴＥＵ以上を運搬する。
【００６２】
　バース２は、船舶から降ろされた又は積載されるのを待っているコンテナの輸送および
貯蔵のための道路及び／又は鉄道及び種々の設備（図示せず）を含むことができる。
【００６３】
　２つのトラック５は、本発明に従って作られた少なくとも１つのポータルガントリーク
レーン１０の移動のために、各側でバース２に沿って延びている。好ましくは、複数のク
レーン１０がトラック５上に存在する。クレーン１０は、４台まで設置できる。
【００６４】
　各クレーン１０は、図３に示すように、２つの平行な水平メインガーダ１１を備える。
２つの平行な水平メインガーダ１１は、ブレース１２によって共に接続され、図示のよう
に、端部ビーム１３、端部ビーム１３より小さな断面の横方向中間ビーム１４、および中
間ビーム１４よりも小さな断面の斜めビーム１５を含むことができる。
【００６５】
　ブレース１２は、好ましくは、ガーダの上のラインに従う。ビーム１４，１５は、空力
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的に優れた管状のものが好ましい。ブレース１２は、ガーダ１１の安定性と空力性能を向
上させる。
【００６６】
　ガーダ１１は、固定脚２０およびシヤー脚（shear leg）２１によってそれぞれ支持さ
れている吊りビーム１７および１８から吊り下げられている。
【００６７】
　ガーダ１１は、好ましくは、質量を減少させ、疲労寿命を改善するためにプレストレス
をかけられる。
【００６８】
　ガーダ１１は、中央平面Ｍに対して対称に配置されている。
【００６９】
　クレーン１０は、主スパンを越えて延びるカンチレバー２２および２３を備える。
【００７０】
　ツインブレース２４は、固定脚２０をカンチレバー２２に接続して、トロリの走行方向
における構造を安定させる。
【００７１】
　各ガーダ１１は、図１および図１０に示すように、２つのトロリ４０のためのトラック
３０を画定する。
【００７２】
　トラック３０は、ガーダ１１の下部の横方向延長部３２上に延びている。トラック３０
は水平である。トラックは、トロリと荷物の質量を支える。
【００７３】
　各横方向延長部３２は、ハンドレール３５を担持する。
【００７４】
　ガーダ１１の本体３７は、トラック３０の間を延びている。
【００７５】
　水平トラック３０は、ガーダ１１の上端１１ａから非ゼロ距離ｈを延在している。
【００７６】
　ガーダ１１は、その長さの大部分に沿って一定の深さｋを示し、好ましくは、その深さ
は、端部から距離ｄのところで、端部に向かって減少し始める。
【００７７】
　脚２０，２１は、図４に示すような箱形のものであり、エレベータシャフトおよびトロ
リにアクセスする歩道４３までのエレベータシャフトの周りの階段を収容する。
【００７８】
　脚２０，２１は、好ましくは、ベース支持ビーム４８に接続されており、ストラット４
９は、この接続の一体部分である。ベース支持ビーム４８は、岸壁トラック５上を移動す
るボギー５０上の平衡装置４７，５２を介して載置される。
【００７９】
　各トロリ４０は、自走式であり、ホイスト機構を備えた機械室５５を備える。駆動機構
はトラックの上にある。
【００８０】
　機械室５５は、トラック３０に係合するホイールを保持する２つのフレーム５７によっ
てガーダ１１の下に懸架されている。
【００８１】
　ホイストのロープ５８は、コンテナＣに取り付けるように構成されたスプレッダ６０を
担持する。
【００８２】
　好ましくは、図７に示すように、ロープ５８付きホイストは、サイドシフト機構６５に
より、機械室５５の下でＴ方向に横方向移動することができる。このような機構は、ガー
ダ１１の長手方向軸Ｘに垂直の横方向に移動可能なトラックを備えていてもよく、このト
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ラックはホイストを担持している。
【００８３】
　ホイストの横方向移動の振幅は、例えば、各方向に少なくとも０．５ｍである。
【００８４】
　各ガーダ１１上に２つのガーダ１１および一対のトロリ４０が存在することにより、船
の両側からの迅速な積み降ろしが可能となり、大型船舶との間で多数のコンテナを移送す
ることによって全体性能が段階的に変化することが可能となると同時に、従来のＳＴＳク
レーンの船幅制限をなくすことができる。
【００８５】
　本発明は、現在の最良のシステムと比較して、積み降ろし生産性を二倍以上に高めるこ
とを可能にし、さらに、船舶サイズの増大に伴い、効率／生産性が向上する。
【００８６】
　クレーン１０はまた、重い揚重作業において動作することができる。
【００８７】
　同じガーダ１１の２つのトロリ４０は、図９に示すようにタンデムで運転され、巻上能
力を倍増する。
【００８８】
　図８に示される変形実施形態では、２つのクレーン１０が互いに隣接して配置され、隣
接するガーダ１１のトロリ４０がタンデムで運転され共通の負荷Ｌを運ぶため、単一のト
ロリと比較して巻上能力が４倍となる。
【００８９】
　ハンドレールや機械室のシートなどのクレーンの２次構造は、複合材料製であることが
好ましく、クレーンの軽量化に寄与し、耐腐食性を向上させる。このシートは、好ましく
は、エネルギーを節約するために半透明材料で作られる。
【００９０】
　本発明は、開示された実施形態に限定されない。例えば、ガーダ１１の形状に様々な変
更を加えることができる。
【００９１】
　図１１は、トロリが走行するトラック３０が、ガーダ本体３７の両側に延びるブラケッ
ト７５によって画定される変形実施形態を示す。
【００９２】
　トロリ４０は、遠隔操作室から遠隔操作することができる。変形例では、トロリ４０の
機械室５５から吊り下げられたキャビンは、クレーン運転者を収容するように構成されて
いる。１つのトロリ４０は、クレーン全体の移動を制御するマスタートロリであってもよ
い。
【００９３】
　このシステムは好ましくは全自動である。
【符号の説明】
【００９４】
　１　コンテナターミナル
　２　両側バース
　３　左岸壁
　４　右岸壁
　５　岸壁トラック
　１０　ポータルガントリークレーン
　１１　水平メインガーダ
　１２　水平ブレース
　１３　端部ビーム
　１４　横方向中間ビーム
　１５　斜めビーム
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　１７，１８　懸架クロスビーム
　２０，２１　脚
　２２，２３　カンチレバー
　３２　横方向延長部
　３５　ハンドレール
　３７　本体
　４０　トロリ
　４３　歩道
　４７，５２　平衡装置
　４８　ベース支持ビーム
　４９　ストラット
　５０　ボギー
　５５　機械室
　５７　フレーム
　５８　ロープ
　６０　スプレッダ
　６５　サイドシフト機構
　７５　ブラケット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】
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