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2024年問題とは

2024年問題とは：

✓ 働き方改革関連法の施行による年960時間を上限とする罰則付きの時間
外労働規制や新たな改善基準告示への対応等。

✓ 自動車運転業務に対しては2024年まで猶予。

働き方改革関連法令の概要

罰則

一般則：年720時間 2019年4月1日 2020年4月1日

自動車運転業務：年960時間

2010年4月1日 2023年4月1日

30万以下の罰金

労働時間等設定改

善法

パートタイム労働

法・労働契約法
2020年4月1日 2021年4月1日

労働派遣法

6か月以下の懲役

又は

30万以下の罰金

施行

2019年4月1日

註）貨物自動車運送事業の「中小企業」の規模は、資本金の額若しくは出資の総額3億円以下又は常時使用する労働者数300人以下。

法令改正内容

2024年4月1日

2020年4月1日

労働基準法

労働安全衛生法

時間外労働の上限規

制（36条）

月60時間超の時間外割増賃金率の引き上げ（25％→50％）

の中小企業への適用（37条、138条関係）

年5日の年次有給休暇の取得義務付け（39条）

労働時間の適正把握義務付け（66条の8の3）

産業医・産業保護機能の強化（13条等）

勤務間インターバル制度の導入促進（2条）

同一労働・同一賃金



港湾ターミナルにおける2024年問題

荷主への影響：「荷主勧告制度」物流会社の法令違反の原因が荷主にあ
ると疑われ、改善要請に従わない場合には、国土交通大臣による勧告と
公表を実施。（改正貨物自動車運送事業法, 2019年）
荷主勧告制度に基づく「違反原因行為」の例 :

✓恒常的に長時間の荷待ち時間を発生させる

✓積み込み直前の荷物の増加

✓法令を遵守した走行では間に合わない到着時間指定

✓安全な走行が困難な悪天候時などの走行を強いる

海コンへの影響：コンテナターミナル（CT）等における長時間の待機発
生により法令順守が困難。
対策：港頭地区への拠点移転、混雑するＣＴの輸送拒否、インランドデ
ポの活用、CT搬出入と顧客への配達の分業化等。

2019年4月以降、すでに港湾労働全般に対して働き方改革法が施行。
一方で、港湾労働者の高齢化が深刻。

コストの増大と人材確保が課題！



千葉港の現況と将来

概要 　備考

開港 1954年（昭和29年7月）

管理者 千葉県

地先自治体 市川市、船橋市、習志野市、千葉市、市原

市、袖ケ浦市

港格 国際拠点港湾（旧特定重要港湾）

面積 約24,800ヘクタール 全国第1位

海岸線延長 132キロメートル

1億3,455万トン（前年比 0.4％増） 全国第2位

うち外貿貨物：8,069万トン、0.7％増

　　内貿貨物：5,387万トン、0.01％増

コンテナ取扱個数は、88,589TEU、10.1％減

46,488隻、前年比 1.6％増

うち外航船：3,485隻（4.4％減）

　　内航船：43,003隻（2.1％増）

港湾貨物量

（令和3年）

入港船舶

（令和3年）

千葉港は、背後に千葉市他6市をひかえ港湾区域の広さにおいて全国一、また、貨物取扱量は全国2位の港湾で
あり、我が国有数の国際貿易港として首都圏の経済活動に貢献。

外国貿易貨物の主なものは、原油、LNG（液化天然ガス）、石油製品（ガソリン、軽油、液化石油ガス他）、
鉄鉱石等で輸入貨物が外貿貨物量の約9割を占める。国内移出入貨物の主なものは石油製品、重油、鋼材等であ
り、移出が約55%。海上出入貨物量のうち公共埠頭での取扱い量は1,246万トン（完成自動車、鋼材、砂利・砂、
金属くず等）で、専用埠頭における取扱い貨物量が92％を占めており、工業港としての色彩が強い。

平成6年に千葉港中央地区にコンテナターミナルをオープンするなど、商港としての機能を拡充。
また、人工海浜（6箇所）や親水公園・緑地等が整備され、海洋性レクリエーションの場として港湾就業者や

地域住民をはじめ広く一般市民が利用。 （千葉県HP）

千葉港の「伸びしろ」？：①日本のモノづくりを支える先端素材の供給拠点、②首都
圏のコンテナ物流の補完的拠点、③東京湾の海、浜辺との触れ合いの場、・・・・。



千葉港の未来につながる港湾のDX

デジタルトランスフォーメーション（DX）とは？

「情報技術（ICT）の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向
に変化させる」という仮説。2004年にスウェーデンのウメオ大学
（ Umeå University ）のエリック・ストルターマン教授が提唱。

① 港湾物流がデジタル化

• 港湾の管理運営・利用手続きが迅速化＆省力化。

• 物流サービスが高度化（トレーサビリティ、貨物情報の可視化等）

• 荷役、輸送の作業が自動化（遠隔操作化）。

② 港のイベント（市民活動、観光、海洋レクレーション）がデジタル化

• SNS：情報空間での港の広がり、プレゼンスを競う時代に。

• MaaS：アクセス、移動の容易な港湾空間が当たり前に。

• メタバース：仮想空間上でのみなとの体験・交流も出現。

③ 港湾が可視化し、常時モニタリングされる。

• 危険行為を監視し予防。

• セキュリティ（港湾保安、テロ対策）

• 検疫（疫病水際防除）

• 外来生物水際防除

より高度な要求に応え・・・

千葉港でも：
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i. 業務活動の常時モニタリング、異常事態の自動検知
⇒センサー技術

ii. 過去の経験、知見を含むビッグデータの収集・整理
⇒情報のデジタル化：センサー技術，データの自動
収集：IoT（モノのインターネット）

iii. ビッグデータに基づく経験知の蓄積及び最適マネジメント
の実行⇒人工知能（AI）+深層学習機能（Deep learning）

最新のICT応用の基本的考え方:

〇港湾産業の変貌：労働集約型から知識集約型・能力主義の強
まりを予想。

〇新たな働き方の着眼点は、「ICTをいかに使いこなすか」、
「時間を以下に有効に使うか」に移るのでは？

〇働き方のマネジメントがますます重要に・・。



名古屋港飛島コンテナふ頭（TCB）

コンテナのヤード内横持ちの自動化と蔵置作業の遠隔操作化を実現（2005年）

コンピューター制御
による自動運転

遠隔操作

港湾デジタル化の事例１



自動船舶識別装置（Automatic Identification System, AIS）は、

国際VHFを利用した、船舶を自動識別する装置。識別符号、

船名、位置、針路、速力、目的地などのデータを発信する

VHF帯デジタル無線機器。2008年（平成20年）7月1日以降、

300総トン数以上の国際航海する船舶、500総トン数以上の非

国際航海の船舶、国際航海の全旅客船に搭載を義務化。

AIS発信情報

①静的情報(6 分毎) 
・IMO 番号
・信号符字及び船名
・船舶の長さと幅
・船舶の種類
・船舶上の測位システムアンテナ位置（船首又は船尾等）

②動的情報…
・精度表示と完全性の状態を付与した船舶の位置
・対地進路
・対地速力
・船首方位
・回頭率
・随意項目：傾き角、ピッチとロール
・航海状況（例えば NUC，錨泊中等，手入力）
・追加情報を供給している外部センサーからの入力への対応

③航海関係(6 分毎、要請時) 
・船舶の喫水
・危険な積載物（種類：当局の必要に応じ）
・仕向港と ETA（船長の判断）
・随意項目：航海計画（航過点）

④短い安全関係通信文

現在地、入
港予定時間
等情報

リアルタイ
ム情報転送

ﾀｰﾐﾅﾙ運営
指示

ﾊﾞｰｽｳｨﾝﾄﾞｳ
管理

GPSに

よる位
置確認

例えば、入港前の船舶からのAIS信号をﾘｱﾙﾀ
ｲﾑで入手し、ﾊﾞｰｽ・ｳｨﾝﾄﾞｳ管理などのﾀｰﾐﾅ
ﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの最適化等を実施。

AIS装置概観

身近な港湾ビッグデータ：AIS

港湾デジタル化の事例２

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9BVHF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ships_AIS_display_with_lists_of_nearby_vessels.jpg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkhreQ7rTUAhWJKpQKHfDrAsYQjRwIBw&url=http://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey%3D00811010129%26GroupCD%3D0%26no%3D18%26brandrm%3DTrue%26brandrf%3DTrue&psig=AFQjCNEtlQG9qw8fqF_hZvj24CQZ1B3mkQ&ust=1497238427585569


AISを用いた船舶挙動の観測

出所：
国総研赤倉氏



AISデータを用いたバースウィンドウの可視化
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災害時における船舶挙動の可視化

鹿島港における船舶の漂流・衝突・座礁
の動きを、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）に
より再現。

〔状況〕
①１４：４６地震発生
②１４：４９気象庁より「大津波警報」
③１５：１５港長より避難勧告発令
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サイバーポート
（港湾関連データ連携基盤）

I. プラットフォーム機能：港湾関連データ連携基盤による港湾業務、管理、インフ
ラ情報のデータ交換・利活用。

II. データ・プール機能：港湾業務、管理、インフラ情報のビッグデータ化

III. AIターミナル支援機能：高機能・高能率ターミナル実現のための、AI（人工知
能）、IoT、ターミナル自動化技術の接続。

データ連携基盤の
機能の本質

港湾関連データ連携基盤の三
位一体構造：

① コンテナ物流ビジネス

② 港湾運営・管理

③ 港湾インフラマネジメント

港湾デジタル化の事例３



サイバーポート（ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）上で作動するAIターミナルの各機能（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）

① ターミナル入出構手続き、空コン管理の自動化、デジタル化

② ヤード荷役、コンテナ蔵置の半自動化／遠隔操作化

③ ターミナル運営の最適化

④ 荷役技術の伝承、 など。

AIターミナル港湾デジタル化の事例４



令和3年3月からポータルサイト利用申請の受付を開始。令和4年10月末時点で計252社（のべ
363事業登録者）からの利用申請を受理。

サイバーポート(港湾物流)の申請状況と時間削減効果

送付 受理

送付

送付 受理

受理 送付受理

荷主/海荷/NVOCC側 船社/NVOCC側 荷主/海荷側 ターミナルオペレータ側

送付

受理

送付

受理

送付

受理

送付

受理

出典：第１回サイバーポート進捗管理WG（港湾物流分野）資料



港湾DXのその先にあるものは？

I. ICT によって日本の港湾は「儲かる」ビジネスの場となりうるか？
（Cost centerからProfit center へ）

II. ICTは、自然災害や人為的災害に対する港湾の脆弱性を高めると考えら
れるが、どう対処すべきか？誰が責任を持つのか？

III. 港湾の運営の判断、意思決定において、ヒトとAIはどのような役割分担
をすべきか？AIが行った判断に対するクレーム対応や損害賠償が生じた
場合の責任の在り方をどう考えるべきか？

IV. 港湾におけるビッグデータとは何か？どのように共有化し、だれが管理
し、どのように活用すべきか？

V. 港湾運営へのICTの更なる導入・活用に伴い、労働の再配置はどのよう
に進められるべきか？



港湾のデジタルツインは実現するか？

モデルパラメータの提供

港湾における物流、貿易手続き、商業取引、投資活動等をデジタル化し、仮想空間に
移すことで、効率化・高度化・省力化を実現。

◆ 現実空間:人、モノ（インフラ、荷役機械、建物・・・）が資本移動や実体物流（モノの動
き）を担う。

◆ 仮想空間:人工知能（AI）、デジタルツインが（行政手続き、取引、商流、情報の）流れを
担い、ビッグデータが記憶する。

◆ インターフェース：自動化機械やアバターロボットが人の手と足になり、センサーが目、耳、
皮膚感覚になる。
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Real Space

Cyber Space

投資、改良、維持管理
シミュレーション

方
針
指
示

人工知能

運営効率改善資
金の投資・回収

ヒトによる接触型
運営、維持・管理

ターミナル・工事
マネージャー

①施設・設備（寸法、位置、経年劣化等）の４D化
【フィジカル・デジタルツイン】
②動き・機能の数値モデル化
【キネマティック・デジタルツイン】

（デジタル・ツイン・ターミナル）

（現実のターミナル）

ビッグ
データ
収集

投
資
効
果
評
価
・
最
適
化

アバター・ロボット、自
動化作業機械による非接
触型の運営、維持・管理

センサー、IoTによる常時監視。

学習

ビッグデータ
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港湾のデジタルツイン構築のツール

画像：豊水設計HP 画像：港湾荷役機械システム協会提供

物理的デジタルツイン（CIM） 動学的デジタルツイン

現実のターミナル

①３D点群データ作成（３
DCAD作図、3Dレー
ザースキャナー、マル
チソナー、UAV/UAS、
SAR衛星測量による測
定）

②３次元モデル化

①ふ頭機能の諸元（ターミナ
ルレイアウト、荷役機械動
線・スペック等）

②Discrete Event Simulation
Model (AutoMod等)

③３次元可視化

３D点群データの提供

効果：
利用者等への施設可視化情報の提供、変状・劣化等の
モニタリング、LCMや情報化施工の基盤情報提供

効果：
施設配置や機械類性能改善効果の評価、
ふ頭の荷役効率評価、災害・事故・劣
化インパクト測定、可視化情報提供。


