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  自動車産業，家電製造業等の量産品の製造業では設計・購買・製造・アフターサービスまです

べてのプロセスが BOM（Bill Of Materials：部品表）を用いて遂行されているが，造船業のような受

注生産品の製造業においては BOM の活用が始まったばかりといえる．船舶部門では２年半前か

ら建造現場への資材（艤装品）の供給をデータ管理することに重点を置いて長崎造船所で造船

BOM の構築に取り組み，現在では設計・資材・建造現場のみならずサプライヤの各プロセスにお

ける造船ＢOM の活用が本格化し成果を上げている．本論文では構築した造船 BOM の内容と成

果について説明する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

船舶部門における艤装品の管理は艤装品ごとに符番された７桁の識別番号（Fitting No.）で行

われている．Fitting No. は引き合い，発注，納品検収，支払などの購買活動から，サプライヤの

納入図面や設計で作図する各種図面に記入されて建造現場における艤装品の識別に用いられ

ている． 

造船 BOM の構築に取り組む以前は設計・資材・サプライヤ・建造現場の各プロセス間では艤

装品に関する情報伝達を何種類もの図面や帳票という紙媒体で行っていた．また，せっかく

Fitting No.という艤装品の識別番号を用いているにもかかわらず，Fitting No.は注文単位で一番

号が符番される物もあり，設計が進捗し艤装品が納入される段階になると構成装置が増えて複数

の艤装品に同一の Fitting No.が割りつけられ識別番号として利用しづらいケースが多々あった．

これらの造船プロセス全体を通した艤装品の管理は各部署・各担当の経験と知識によって補わ

れてきたが，担当者の交代や艤装品の修正，サプライヤの変更などで艤装品が必要な時期に取

付け作業者に届かないトラブルが発生し，結果，建造工程の混乱が発生していた． 

そこで船舶部門ではベテラン担当者の定年退職に備え，造船 BOM に基づいて艤装品を管理

し配材を行う業務プロセスへ移行を開始した． 

|2. 建造工法と工程管理について 

まず造船の工程について説明する．長崎造船所では一般的なブロック建造工法を採用してい

る．ブロック建造工法とは鋼板・鋼材からなる約 10 万個の船殻部材を地上の組立工場で段々と大

きなブロックとしていき，最終的には数十個のブロックに組み立て，ドックで積み木のようにそれら

ブロックを積み上げて船を建造する工法である．ブロックの細かい単位は組立工場の設備に応じ
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て建造が効率的に行われるように工程計画される．このブロックの各工程をステージと呼んでい

る．またブロックとは別にパイプを管工場で製作している．製作したパイプの一部は事前にユニッ

ト工場で接続し大型化している． 

船に装備する 20～30 万個の艤装品は作業効率が最適になるように取り付けるステージが決め

られている．下記にブロック建造工法における艤装品の取付けステージを工程順に説明する． 

(1) 管工作ステージ 

管工場で管材を切断・曲げ・つなぎ合わせ，フランジなどを取り付けてパイプ１本１本を製作

する． 

(2) ユニットステージ 

床置きするポンプなどの配管装置と関連するパイプを先に組み上げる．この組み上げた物を

ユニットと呼ぶ．工場内で組み上げてから船に積み込み据え付けるので，船内で組み上げるよ

りは作業性が改善され，作業時間短縮につながる． 

(3) 小組ステージ 

板材・鋼材を組み合わせて最小単位の小組ブロックを造る． 

(4) 中組ステージ 

小組ブロックを組み合わせて大きな中組ブロックを造る． 

(5) 大組ステージ 

小組ブロックや中組ブロックを組み合わせてさらに大きな大組ブロックを造る．通常大組ステ

ージまではブロックの天地は逆になっている．これにより天井付近の艤装品を効率良く取り付け

ることができる． 

(6) 総組ステージ 

大組ブロック同士の天地を元に戻して組み上げてさらに大きな総組ブロックを造る．総組ステ

ージでは床上の艤装品を取り付けることができる． 

(7) 渠中ステージ 

大組ブロックや総組ブロックを建造ドックで積み上げていく工程．ここで初めて船の形になっ

ていく． 

造船の艤装生産計画は，取付け効率が最大になるように艤装品の取付けステージを決定し，

期間と人員を積み上げることで行われる．この生産計画はブロックとステージを表した記号（パレッ

ト番号）でデータベース管理されている．このパレット番号は一隻当たり 2000～5000 個あり，この

番号を一個一個に割り当てることで艤装品の必要な時期を管理している．  

|3. 造船ＢＯＭの構築 

造 船 BOM の 構 築 は 次 の よ う な 手 法 を 採 っ た ． 量 産 品 は ， 必 要 な 部 品 を E-BOM

（ Engineering-BOM ， 設 計 BOM ） で 定 義 し ， こ れ に 工 程 情 報 を 付 加 し た M-BOM

（Manufacturing-BOM，製造 BOM）を構築し製造現場で活用しているが，造船 BOM は受注生産

品で船一隻を建造するのに必要な部品が各船で異なるので，造船 BOM の M-BOM は別概念で

構築した．すなわち，E-BOM ではなく，既に利用しているパレット番号による艤装品の管理手法

を用いて M-BOM の構築に取り組んだ． 

3.1 M-BOM（Manufacturing-BOM：製造 BOM）の構築 

造船BOMは2004年に引き渡した２隻の大型客船の建造において，大量の艤装品を在庫管理

するシステムの構築から始まった．これ以前は艤装品の在庫管理は納品書に保管場所や出庫の

履歴を書き込んで管理する手法だったため，管理の良否は倉庫担当者の経験・力量に依存して

いた．客船のような約 1000 万個もの大物量の艤装品を管理するには，従来の倉庫担当者の経

験・力量に頼った紙媒体によるプロセスでは艤装品の検収漏れや紛失が起こると予測して，デー

タベースによる管理への変革に取り組んだ．このシステムの開発と標準化されたデータ登録の業
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務プロセスを構築することにより，艤装品がいつ納入され，倉庫のどこに保管され，いつ出庫され

たか，在庫はどれくらいか，倉庫担当者が誰でも同じレベルで管理できるようになり，また，データ

ベース化されたことにより建造に携わる資材，設計及び工作の担当者全員が迅速に在庫の状況

を把握しそれぞれの業務に活用できるようになった． 

次のステップとして大型客船の建造経験から艤装品の出庫を管理するシステムの構築に取り

組んだ．このときは艤装品の出庫を取付け作業者の要求通りに行った結果，在庫不足などの混

乱が発生した．プロセスを分析した結果，次のようなことが分かった． 

各ステージで取り付ける艤装品はパレット番号を割りつけた帳票（パレット管理表）で指示され

る．このパレット管理表は複数の生産設計担当者がパイプ・ダクト等の艤装品の種類ごとに同時

並行作業で作成し，結果，複数の帳票に分かれて出図される．そのため各生産設計担当者は基

本設計で手配した個数が足りているのか確認できなかった．また，取付け作業者は複数の帳票を

編集して倉庫に出庫依頼を行っていた．これらの事象が重なり生産設計情報と異なる要求を行う

ことで在庫不足が発生していた． 

そこで出図されるパレット管理表をエクセルフォーマットで作成しそのファイルをインポートして

データベース化することに取り組み，いつ・どこで・何を・何個取り付けるのか最新情報を簡単に

把握できるようにした．また，データベースから出庫要求を行う業務プロセスを構築することにより

生産設計通りの出庫を可能とした．これらのシステムの構築とシステムを用いた業務プロセスの確

立で M-BOM として運用を開始している． 

3.2 E-BOM（Engineering-BOM：設計 BOM）の構築 

従来の業務プロセスをシステム化することで M-BOM を構築したが，必要な艤装品をデータベ

ース化した E-BOM から M-BOM を作成するプロセスを確立しないと，存在しない艤装品を

M-BOM に登録するなど，M-BOM の精度が確保できないので，次に E-BOM の構築に取り組ん

だ．造船 BOM では購入品情報から各船の E-BOM を構築する手法を採っている．購入品情報は

Fitting No.という艤装品の識別番号で管理されており Fitting No.を指定することで設計・資材・サ

プライヤ・建造現場のすべての部署で艤装品が何なのか認識できるようになっている． 

しかし艤装品が本体のほかにボルト・ナット・バルブ・センサなどの付属品があるエンジン・発電

機などの大型装置の場合は，付属品ごとに Fitting No.を割り当てることが困難なので，本体と付

属品すべてをまとめて１つの Fitting No.で発注してきた．そのため，Fitting No.だけでは納入品が

識別できないこともあり，E-BOM を構築するためには Fitting No.をさらに細分化する仕掛けが必

要となった．そこでサプライヤから出荷するときの付属品リストを Supply-List として提出してもら

い，Fitting No.に小番を加えることで E-BOM を構築するシステムと業務プロセスを確立した．そし

て既に構築していた M-BOM と連携を取る運用を開始した．現在ではほぼ全部の艤装品を造船

BOM に登録している．造船 BOM の構築による業務プロセスの変革のイメージを図に表す(図１)．

 
図１ 造船 BOM の構築による業務プロセスの変革 

造船 BOM の構築により業務プロセスがペーパーレス化されたイメージを示す． 
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|4. 造船 BOM の活用による成果 

次に造船 BOM の活用方法と成果について説明する．構築された造船 BOM の E-BOM，

M-BOM は設計・資材・サプライヤ・建造現場の各部署で次のように活用され，成果を得ている．

4.1 配置設計での活用 

配置設計は自社開発した 3D-CAD MATES で行っている．造船 BOM の構築前は配置設計者

が MATES で艤装品を配置するとき，品名，Fitting No.や重量などの艤装品の情報を図面で調べ

て CAD に入力していた．造船 BOM の構築後は E-BOM と MATES の間でデータのリンクを張り

選択式で艤装品を定義できるようにした．これにより艤装品の定義にかかる時間が短縮され，か

つ入力のミスによる定義間違いを減らし配置設計図の完成度が向上している．  

4.2 生産設計での活用 

生産設計担当者がパレット管理表を作成するとき，造船 BOM の構築前は手書き，もしくはエク

セルフォーマットに入力して作成していた． 

造船 BOM の構築後は E-BOM とパレット管理表の規定のエクセルフォーマットの間でデータの

リンクを張り選択式で艤装品を定義できるようにした．これにより下記のような成果が得られ，艤装

品を必要な時期に取付け作業者に間違いなく届けることができるようになっている． 

(1) パレット管理表を作成するときの入力のミスがゼロになっている． 

(2) MATES で定義された艤装品情報からパレット管理表を自動生成することで，設計作業の効率

化を行い，かつ艤装品のパレット管理表への登録漏れをなくすことでパレット管理表の完成度

が向上している． 

(3) 装備品が E-BOM での個数を超えて M-BOM に登録された場合，自動的に使用数超過と判

定しパレット管理表の修正もしくは追加発注を促し，E-BOM，M-BOM の数の不一致防止が達

成できている． 

4.3 資材での活用 

造船 BOM の構築前は資材担当者が引き合い・見積り入手・発注という業務プロセスの進捗管

理は個人に委ねられており，管理者が全体を把握することは困難であった．またサプライヤと契約

した納期と建造現場で必要な日程とで不一致が生じた場合はサプライヤとの間で納期調整交渉

を行う必要があるが，交渉が必要な艤装品がどれなのか簡単には把握できなかった． 

造船 BOM の構築後は E-BOM，M-BOM と資材発注システムの間でデータのリンクを張ること

で下記のような成果が得られ，納入遅れを防止している． 

(1) 引き合い・見積り入手・発注が規定日程までに終了しているかを監視し，万一終了していない

場合は資材担当者及び管理者にメールを自動発信することで発注漏れ・遅れを防止している

(図２)． 

 
図２ メールによる資材活動のフォロー 

造船 BOM からメールを自動発信して進捗をフォローするイメージを示す． 
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(2) 艤装品ごとに資材発注システムで持つ契約納期と M-BOM で定義されている建造現場で必

要な日程を自動比較し，日程が逆転している物を簡単に抽出して納期調整交渉を漏れなく実

施できるようになっている． 

4.4 サプライヤでの活用 

サプライヤは受注後，資材担当者から送付された発注仕様書を基に艤装品を製作し納入する

が，アングル材・板材などの鋼材を加工して製作する艤装品は造船所近郊のサプライヤに集約

する傾向にある．この結果，サプライヤ各社は複数の発注仕様書で多種多量の艤装品を製作す

ることになり，受注した物量や納期の全体を把握するのに多大な労力が必要であった． 

造船 BOM の構築後は M-BOM の情報を Web を介してサプライヤと資材間とで共有することで

下記のような成果が得られ，納入遅れを防止している． 

(1) サプライヤ側で受注した艤装品がどれくらいあるのかを簡単にエクセルファイルで抽出でき，

生産計画に活用できるようになった (図３)． 

(2) 資材からの納期調整交渉が生産計画にどれくらい影響があるのか，容易に把握できるように

なった． 

(3) 納入予定の連絡を Web を介して行うことで，連絡の手間を軽減できるようになった． 

図３ あるサプライヤの受注量月別推移グラフ 

4.5 建造現場での活用 

建造する各船の仕様や大きさが異なるため，艤装品のタイプ・個数・取付けステージが毎船異

なる．また，船ごとに数多くの図面や帳票を読み取り艤装品を取り付けていた．造船 BOM の構築

後は M-BOM の情報を用いる業務プロセスに移行することで下記のような成果を得ている． 

(1) 艤装品のうち一隻当たり約６万点に上る複雑な艤装品や部品点数が膨大な艤装品について

造船 BOM からバーコード・タグを作成してサプライヤに支給し，貼り付けて出荷してもらってい

る．納入された艤装品はバーコードリーダで読み取ったデータを在庫管理システムに送信する

ことで検収を行い，作業の負荷低減を実現した(図４)． 

(2) バーコード・タグには品名，Fitting No.・パレット番号・個数・取付け場所などが印刷されている

ので，誰でも艤装品を容易に識別して取り付けられるようになった． 

(3) バーコード・タグとパレット管理表が同じ造船 BOM から作成されているため，各ステージで取

り付ける艤装品の情報と現物が一致する（情物一致）．これにより艤装品をステージごとに荷揃

えするとき，艤装品を受け取って取り付けるときの確認作業が容易になった． 
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(4) これまでは多種多様の図面や帳票を参照して艤装品を揃えていたが，各部署での活用結果

により造船 BOM で簡単に艤装品の種類・個数・納入予定・納入後の保管場所・在庫数といっ

た最新情報を把握できるようになり，ほとんどの艤装品を作業開始前までに取付け作業場所へ

配材できるようになった． 

図４ バーコード・タグとバーコード・タグを用いた検収 

バーコード・タグの説明と，貼り付け状況及び検収作業を示す． 

|5. まとめ 

建造現場での活用を第一の目的として造船業の特徴を織り込んだ造船 BOM を構築し，造船

BOM に基づいて艤装品を管理し配材を行う業務プロセスへ移行を開始した．その結果建造現場

の工程整流化が実現できた．現在は大型客船のような大物量船でも整斉と建造できるような造船

BOM の高度化に設計・資材・建造現場共同で取組み中である． 

今後は，各船の造船 BOM の構築にかかっている多大な労力を下げる取組みと，お客様との営

業活動や品質保証活動やアフターサービス活動への活用を進めていきたい．具体的には下記の

ことを目標としている． 

(1) 基本設計の段階から部品レベルでの仕様・設計の MD 化（標準化・共通化）を計る． 

(2) 生産時間管理の高度化に活用する． 

(3) 艤装品の出荷前工場テスト・取付け進捗・船内テストなどの進捗管理に活用する． 

(4) 艤装品の交換提案など提案型アフターサービス業務に活用する． 

 


