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次世代造船設計システム研究会を設置
「海技研が掲げる将来の造船設計システム構想」を
基に，最近の情報処理技術トレンドの変化を見据え
て，将来の造船システムを様々な視点から議論し，
国際競争力強化につながる新たなシステム構想を取
りまとめた．

東部支部ワークショップ１．はじめに (1)
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参考：国土交通省 マーケット・政策関連の動向（参考２）

２．造船業を取り巻く現状 (1)
東部支部ワークショップ

Ø リーマンショック後，建造量は2011年をピークに落ち込んでいる．
Ø 造船会社の競争環境は厳しい．
Ø 本格的な新造船発注は時間を要するとの見方もある．
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中国・韓国との競争の状況

参考 田村顕洋，海事産業将来像について～造船・舶用工業を中心に～，第3回研究会資料

l 韓国の大手造船所は、日本と比較して、大規模な造船設備（ドック・船台）を保有しているほか、従業員数、
敷地面積が大きい。

☞日本の造船所は巨大なグループ化にまで至っていない

東部支部ワークショップ２．造船業を取り巻く現状 (3)



海事産業将来像の具体化に向けた検討
海事産業将来像検討会

ü 日本の海事クラスターの総合力を活かしたゼロエミッション船の開発・実現に向
けた戦略的取り組み

ü 内航海運の課題解決に向けた取り組みを通じた新しいビジネス分野への展開促進
ü システムインテグレーション能力の強化
ü 主に造船業における企業間連携・協業・統合の促進
ü 艦艇・官公庁船分野の基盤強化に向けた海外展開の検討

施策の方向性の柱

参考：田村顕洋，海事産業将来像について～造船・舶用工業を中心に～，第3回研究会資料
5

東部支部ワークショップ２．造船業を取り巻く現状 (4)

Ø 我が国の造船・舶用工業等の海事産業は，地域の経済・雇用を支えるなど，これ
まで海洋立国としての我が国の基盤を提供してきた．

Ø 一方で，海事産業を取り巻く環境は，産業構造の変化，情報工学等の分野への付
加価値領域の変化等大きく変化しつつある．

Ø 我が国海事産業が引き続き地域貢献を含む経済成長等に貢献し続けるための方策
が必要．



66

東部支部ワークショップ２．造船業を取り巻く現状 (5)

参考 佐々木吉通，ClassNKにおけるデジタライゼーションについて，第2回研究会資料
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参考 鈴木浩道，造船プロセスを変革するDigital Continuity，第3回研究会資料

２．造船業を取り巻く現状 (6)
東部支部ワークショップ
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参考 益井崇好，統合化がもたらす造船設計の新たな可能性と課題，第3回研究会資料

２．造船業を取り巻く現状 (7)
東部支部ワークショップ
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目標／課題 主な取り組み内容
【社会実装】
分野ごとのデータ連携基盤も活用し，産業
化ロードマップの実現に向けたAI技術の社
会実装を世界に先駆けて実現する．

我が国が質の高い情報を有する分野や社会課題
を克服すべき分野において，Society5.0に向けた
データ連携基盤を活用しつつ，AI技術を社会実
装する．（2022年度まで）

【応用開発】
ロボット技術等とAI技術を組み合わせた応
用開発の内容を明確化し，具体的な目標を
設定して産官学が一体となって重点的に推
進する．

応用開発の内容を明確化する（2018年度中）

【基礎基盤研究】
現在のAI技術の限界を突破する，我が国の
次世代AI基盤技術について，AI3センター
を中心に世界に先駆けて研究開発を行う．

【人と協調できるAI】人間と対話し学習するAI,
ヒューマンインタラクション等の開発（2025年
度まで）
【柔軟に学習できるAI】大量・整理された教師
データによらない（少量データによる）学習技
術等の開発（2025年度まで）
【信頼できるAI】機械学習による学習，推論結
果を説明する技術との開発（2025年度まで）

人工知能技術戦略実行計画（一部抜粋）AI技術の方向性

参考：独立行政法人情報処理推進機構，AI白書2019，ASCII

AI技術をPoC (Proof of Concept:概念実証）のレベルから
ビジネスの実用につなげていくことが最大の焦点

東部支部ワークショップ２．造船業を取り巻く現状 (10)
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３．課題と解決策 (1)
東部支部ワークショップ

世界の新造船市場に関する状況
ü 2008 年のリーマンショック以降，受注量・建造量とも激減
ü 中韓における造船グループの統合等によって，競争環境が益々激化
ü 当面、供給過剰状況が改善される可能性は低く，近い将来の船価の回復は困難

【造船会社における喫緊の課題】
・国際競争力強化、コスト削減・合理化
・経営基盤の強化

Ø 造船会社は，各々の資源（施設、人材等）によって，『如何にムダなく，
計画どおりに建造できるか？』が勝負の分かれ目

Ø 国内造船所手持ち工事量が２年を切る等，今後も非常に厳しい経営環境を
踏まえれば，ここ数年が瀬戸際。
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東部支部ワークショップ３．課題と解決策 (2)

今後の経営戦略を練る上で、
ü 各種資源を増強・改修した場合、

☞どのくらい生産効率向上やコスト削減に繋がるのか？
ü 標準化・共通化を通じた他の造船所と共同建造した場合、

☞具体的な生産効率や費用対効果は？

精緻な分析やトライアル（高頻度のトライ＆エラー）等を通じて、

ü 事前に、正確な工数の算出と最適な建造工程を検証したい
ü 様々な改善方法案を吟味し、建造効率等を最大化したい

（解決策１）建造デジタルツイン
（解決策２）アライアンス構想
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ü 付随作業は，工程見直し等で改善
ü 主作業の割合を高める

12

出典：松尾宏平，谷川文章，生産シミュレータによる造船作
業のモデル化に関する研究，第18回海上技術安全研究所研究
発表会，2018

目的

主作業
40%

無付加価値
20%

付随作業
40%

加えて，
• 一番船での混乱防止
• 姿勢・環境による能率変動，品質影響の事前確認 ☞工程の安定化
• 配員の適正化

東部支部ワークショップ３．課題と解決策 (3) 建造デジタルツイン
（建造シミュレータ）

完成に向かう
作業

完成に向かう作業で
ないが，主作業が進
まない必要な作業

完成に価値の
ない作業

背景

生産効率を上げる



13

A造船所 B造船所 C造船所

ファシリテーター

A造船所 B造船所 C造船所

設計・生産計画情報

×3隻 ×2隻
A造船所 B造船所 C造船所

概要
ü アライアンスは船舶の発注プロ

ジェクト毎の組み合わせが柔軟
に行えるアドホックな運用

ü ファシリテーターを設置
ü 発注プロジェクトごとに，建造
計画シミュレーションによりア
ライアンス間での最適生産計画
立案

建造・生産管理
（担当分詳細）

建造・生産管理
（担当分詳細）

建造・生産管理
（担当分詳細）

最適生産計画

アライアンス構想：
例）新船型タンカー×7隻受注想定

東部支部ワークショップ３．課題と解決策 (5)

ファシリティモデル(制約条件)他

アライアンスにて受注する場合には，
既存の工場施設能力をベースに考える
必要があり，造船所の構造施設能力が
同程度であることが望ましい．

CADシステムA CADシステムB CADシステムC

CADシステムD

×2隻

情報連携基盤
図面内名称等標準化（コードの体系化）

舶用メーカー

受注段階から舶用メーカーと
情報共有を行うことによって，
造船所・舶用メーカ双方の工
程管理改善

使用しているシステムをベース

APIでデータ連携を行う

D造船所 E鉄工所

ブロック建造分業
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BOMの整備

BOM（部品表）構築により，

参考佐々木裕一，ACIMSとその後の実装，これからのシステムに期待すること，第1回研究会資料

① 艤装品の手配／艤装品情報管理の効率化
② 総配・生技作業効率化
③ MDに関する艤装設計流用度の定量的把握
④ 物揃え率向上
⑤ 艤装生産管理精度向上を図る

① 材料保証
② 手配業務の改善
③ パ管表精度向上

BOMシステム（艤装品全リスト）

艤装品初期配材率
１００％

① 納期フォローの充実
② メーカ連携強化

① 物流管理のシステム化
② 納期フォローの強化

設計
資材 工作

メーカSCM構築

現状の
もの揃え
改善アクション

BOMベースの業務に変革し，システム化を図るべき

外部との情報共有

東部支部ワークショップ３．課題と解決策 (7)

大量の部品を取り扱う

建造シミュレーションにおいて，BOMを整備して有効に活用すべき
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参考鹿島孝，建築業界におけるBIMの活用について，第3回研究会資料

☞建築業界の標準化

東部支部ワークショップ

建築業界の標準化・共通化 (1)

３．課題と解決策 (8)



• 緻密な計画を立てるために，詳細な船体構造，作業者能力，施設・設
備要件等を基に論理的な工数を算定する建造シミュレータを開発する．
リアルタイム情報（工程進捗状況）を入力し，計画通りに建造されて
いることを確認，工程遅延等リスクを早期に発見できる，実用的な工
程管理を実現する建造デジタルツインの開発

• 設計の長期化，設計コストアップを抑えるため，新船型船の図面共有
に向けて，図面に記載される名称等種々の標準化（コードの体系化）

• アライアンスを組む際に，標準化を踏まえた情報連携基盤，調達・部
品管理を円滑に行うためのBOM等の整備

• 設計，製造に関連したデータ構造を標準化し，造船所間・舶用メーカ
との間で柔軟連携が可能になる次世代造船システムを目指す．

東部支部ワークショップ４．まとめ (1) －提言にかえて－

日本造船業の国際競争力強化に向けて，
☞各社の競争力強化に向けたより一層の取り組みに加え，
☞アライアンスを組んで受注機会を増やすことも一つの選択肢として考え，

そのための今後の取り組みについて，以下のようにまとめる．

16
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東部支部ワークショップ
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