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会社概要 2

（株）臼杵造船所



沿革
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工場配置
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敷地面積 34,063㎡

建物面積 16,308㎡



近年の建造実績
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999 総トン型 旅客フェリー

L×B×D: 70.0m×13.4m×4.6m

1,500 総トン型 旅客フェリー

L×B×D: 79.8m×14.4m×5.0 m

D/W 19,500 ケミカルタンカー

L×B×D:137m×23.7m×13.35m

D/W 16,000 ケミカルタンカー

L×B×D:134m×22.0m×11.80m



臼杵造船所を取り巻くICTの環境（ソフトウェア導入）
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No ソフトウェア名称 導入目的・用途 ユーザ部門
１ Patran汎用構造解析ソフト 構造解析計算 船殻設計課
２ Nastran汎用構造解析ソフト 構造解析計算 船殻設計課
３ 生産設計システム（GRADE/HULL） NC切断データのおよび各種生産資料の作成。

船殻ブロックのBeagle姿図の生産資料での利用
生産情報課

４ 塗装計画支援システム（Beagle Paint） ブロック別の塗装面積の集計 設計本部
５ ３次元配管設計システム（管ナビ） 2次元図面をトレースして、管一品図を自動出力し、

寸法チェック・修正後、出図
配管設計課

６ 管ナビ2019改良 AutoCADのバージョンアップへの対応と管一品図の表示
方法の現場要望での改修

配管設計課

７ PrimeShip-CHEMISYS カーゴリスト作成をするためのケミカル物質用統合DB 基本設計課
８ MATLAB 十数年前にVisual Basicで構築されていた速力馬力推

定計算ソフトを内製でリプレイスする為に導入
基本設計課

９ FileMaker カーゴリスト作成においてCHEMISYSでは対応できない
ステンレス鋼材の耐食性確認ツールを内製する為に導入。
MATLABで内製するツールのUIやDB部分を補完する

基本設計課



臼杵造船所を取り巻くICTの環境（システム開発）
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No 開発システム名称 導入目的・用途 ユーザ部門
１ NC切断データ運用管理システム 切断機のNCデータおよび生産情報図面デー

タの現場への転送。NC切断の実績の消込み
生産情報課
内業課

２ 工数管理システム 日々の作業日報からブロック別、ステージ別、
個人別、業者別の工数の実績を集計する。
タイムカードの情報を取込んだタイミングで、
社外工を含めた出勤率の一覧を表示する

造船本部

３ TIME-Pro NX集合スタンドアロン タイムカードの打刻情報を工数管理システムに
取り込む

造船本部

４ 管生産情報管理システム 「管一品目次情報」を元に管の加工や処理
の日付を登録し、ブロック毎の管生産状況や
期間別の管生産物量の把握を行う

造船本部

５ 設計フィードバックシステム 設計誤作や改正履歴を発生課ごとに管理 設計本部
６ 工数管理分析ツール 工数管理システムのデータベースのマスターな

どの複数テーブルデータを組み合わせ、工数実
績の分析を行う

造船本部



臼杵造船所を取り巻くICTの状況
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• 専門のスタッフがおらず、兼務でPCの管理やネットワークの管理を行ってきた

• 業務ノウハウに関わるソフトウェアは担当者が、業務の合間に独自に開発を行っている

• 新規開発案件は、システムインテグレータの能力不足から要件をまとめることができず、
開発には至っていないケースもある

• 担当者からのソフトウェアや機器の導入提案が、会社規模から投資回収が難しいとの
理由で保留になっているケースもある

• データのバックアップは事業所のサーバのみで、クラウドサービスやデータセンターの利用は
行っていなかった

• 他社では運用されているグループウェア、プロジェクト管理システムおよび文書管理シス
テムについては、ニーズを感じてこなかった



ICTに関する経営層からの指示
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• 事務管理システムの構築

• ネットワーク環境の整備（セキュリティを含む）

• サーバ活用状況整理

• 各部門システムの実態調査（事務管理システムとの関係を含む）

• GRADE-HULL、Beagle活用の再検証

• 「管ナビ」活用拡大

• デジタル・ツインの調査・実現方法の検討



デジタル・ツインに関する経営層からの指示
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• 今我々が対応している3Dデータを最大限に活用する事で、Digital Twinは無理
にしても、Digital Factoryへの対応はやり方によっては、可能ではないか

• 船主･協会承認を得る為の設計対応、即ち図面化が必要と言うハンディがあり、
建造に間に合わせて3D化は、難しいが、我々にはそれ以外に製造現場に対する
工作図や製作図があり、これらをDigital化出来る

｢小さな巨人の大きな夢｣

当社の様な小さな造船所が、機先を制して実現し、他を驚かせる



i-Shippingへの取組み
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• デジタル情報活用による図面レス建造手法の開発

組立要領を考慮した組立ネットワークを効率良く定義して、姿勢別溶接作業物量を算出する
➡ エキスパートシステムでの実現

組立要領書の整備 姿勢別溶接作業物量集計システム



• デジタル情報活用による図面レス建造手法の開発

なぜ、エキスパートシステム（CLIPS）なのか？

• 自動生成のアルゴリズムが確立されていない（手続き型言語は適用不可）

• 組立要領書によって、専門家の知識が整理されている

• 海外に目を向ければ、CLIPSの教科書や解説のホームページがある

手作業をAIで知能化・自動生成姿勢別溶接作業物量集計システム

手作業での編集

船殻部材情報

CLIPS
自動生成

接合線情報

ルールベース言語

i-Shippingへの取組み
12

組立ネットワーク

組立手順情報



i-Shippingへの取組み
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• デジタル情報活用による図面レス建造手法の開発

組立ネットワーク定義で得られた詳細なブロック製作工数をもとに、工場の能力・制約を
デジタル化し、OptSeq（RCPSPソルバー）でスケジューリングを行う運用技術の確立する

RCPSP:Resource-Constrained Project Scheduling Problem



ソフトウェア資産の更新への取組み
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• 馬力計算プログラムの更新

1986年から整備してきた馬力計算プログラム（F-BASIC版）は、2004年にVBに移植し
たが、2008年のVB6.0の統合開発環境（IDE）のサポート終了後、プログラムのソースコー
ドがあっても、開発環境がないため、追加開発や不具合修正ができない状態が長く続いていた

そこで、開発ツールをVBからMATLABに変更して、チャートデータの再整備や水槽試験デー
タのデータベース化をすすめ、ユーザ要望を取り入れながら、推定の過程を可視化するシステム
とすべく開発中である

ただ、ここでの推定式および係数はプログラムが開発された年代に求められた船型に最適化
されており、今後のEEDI Phase3の要件、水槽試験実験データや海上試運転の実績データ
をフィードバックして、推定式や係数を最適化する手法の確立は、造船所での研究開発の範
囲を超えており、今後の開発の進め方について、クラウド利用を含めて、海技研に相談させて
いただいている



ソフトウェア資産の更新への取組み
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• 馬力計算プログラムの更新

旧システムのメニュー画面 旧システムの計算結果画面の例開発中のシステム画面の例



ICT情報基盤整備への取組み
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生産性向上のために

• 紙での情報伝達から脱却し、AIやICTを活用して生産性を向上させていくためには、日々
の業務の情報伝達を変えることから始めることとした

• ベテランは様々なことを経験し、その成功や失敗から、年齢とともに技術力をピラミッド的に積
み上げてきている。その成功体験や工夫の共有が重要で、テクノロジーを活用した、新世代
のナレッジプラットフォームの構築が課題

• ここで、設計の定義を要求仕様に応じた最適な設計諸元を決定することとすると、設計の
ナレッジとは、パラメータ決定において、より最適な値を選定する条件・根拠を有していること
といえる

• ナレッジの4要素
諸元項目： 決めるべき項目を知っている
諸元値： 過去の実績を知っている
ルール： 諸元値の選ぶ際の条件・判断基準を知っている
経緯根拠： 設計の思想を知っている

【出典】儲かるモノづくりのためのPLMと原価企画 東洋経済新報社



フロー情報とストック情報
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ここで、情報は時間に関する概念で分類したとき、 「フロー情報」 と「ストック情報」の2種類
に分けることができる。それぞれの特性を意識すると、多様な情報、多量な情報の取り扱いに
要する負担がかなり軽減されるし、情報の持っている力をより多く引き出すことができるとのこと

フロー情報とストック情報の比較

情報の性質に応じて伝達手段が異なる

【参考】斎藤情報システムデザイン事務所のブログより https://s-jsd.com/entry/2260.html



情報伝達ツールの使い分け
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ツールの分類 情報へのアクセスの仕方 ツールの具体例

プッシュ型

情報を必要とするであろう
人に情報を「配信する」

情報の送信者：能動的
情報の受信者：受動的

・電話 ・FAX
・メール
・LINE ・Twitter

・グループウェア
「通知メール機能」

プル型

情報が必要な人が
情報を「取りに行く」

情報の送信者：受動的
情報の受信者：能動的

・共有ファイルサーバ
・WEB（社内Wiki含む）

・グループウェア
「文書管理機能」
「スケジュール管理」
「タスク管理」

混在型
プッシュ型とプル型の混在 ・グループウェア

「社内ポータル」
「掲示板」

・電話／メール／ＦＡＸは受け手本位のツールではない
➡ 従来のコミュニケーションツールでは生産性向上に限界
・設計者を支援する情報提供の仕組みを構築するには

グループウェアが有効と考える



情報マネージメントの重要性
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• いままでの取り組みは局所的な技術開発が中心
➡ 業務のムリ・ムダ・ムラを省くために、社内の情報をどのようにマネージメントするかという視点が欠落

• グループウェアとは、組織内のコンピュータネットワークを活用した情報共有のためのシステムソフトウェア

• 機能を組み合わせて、情報の受け手本位の情報流通の仕組みを整えて、業務の効率化を図る

あらかじめ①で設定した情報をもとに、
メンバーや組織ごとに利用できる範囲や編集権限を
個別に設定することができる

例１：スケジュールの閲覧・編集権限
・同じ課のメンバーのものは閲覧・編集できる
・他のＡ課のメンバーのものは閲覧のみできる
・他のＢ課のメンバーのものは閲覧できない

例２：
・各課から集まったプロジェクトメンバー専用の
電子掲示板・ライブラリを設置が可能

・プロジェクトメンバー以外は閲覧できない
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生産性向上のための情報基盤整備構想

情報系システム

業務効率化の効果が高く
全社的に使えるツールを

優先的に導入

生産性向上を目的とした
ツールの段階的導入と
他のツールとの連携

業務効率化により
無駄な作業工数を削減

効率化で時間的な余裕を生み
生産性向上に取組む

ス
ト
ッ
ク
情
報

フ
ロ
ー
情
報

各々で整理
する

電子メール
紙資料

Excelデータ

新旧の
ファイルが
混在する
ファイル
サーバー

社内ポータル
desknet’s NEO

ワークフロー
システム

ドキュメント/
図面管理システム

課題管理型
プロジェクト管理

リソース管理型
プロジェクト管理

社内Wiki

BIダッシュ
ボード BI分析ツール

導入後は
社内アドレス帳
の配付廃止

・データの見える化
・FU資料作成の効率化

基幹系システム（会計・購買管理・在庫管理など）

CRM
業務手続きの
電子化で

紙帳票を削減

属人化している
知見・ノウハウを
メンバーと共有

部署ごとで
管理していた
図面や文書を
全社で管理・共有

引合から
アフターサービスまで
顧客に関する情報を
営業部門を中心に共有

スペック
（仕様・質的）
マネジメント

ボリューム
（量的）
マネジメント

・リアルタイムにデータ収集・分析
・経営の意思決定支援に活用

個々で情報管理
➡会社全体として
業務効率が低下

情報の属性で分別して
最適なツールで情報管理
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