
データドリブン	
な造船を実現する	
コアソリューション

マリンソフトウェアソリューション



造船ネットワークの	
ための完全な統合	
ソリューション
新造、改修、最新化など、あらゆる規模の複雑なプロジェクトに対応します。

設計者と造船所に、オープン性、埋め込まれた知識の活用、革新的な機能を促進
する最高のソフトウェアソリューションを提供することは、CADMATICソリューシ
ョンの実証済みの特性です。

デジタル化がもたらす 
造船へのインパクト

	· 高い柔軟性と拡張性を持つモジュラー・ソリュ
ーション

	· 生産用数値データと3D/2Dの品質の実績

	· 造船業のプラクティスを組み込んだ柔軟な変
更作業

	· デザインプロセスと出力の予測可能性

	· サイバーセキュリティとデータアクセスコントロ
ール

	· リモート環境、分散環境への優れた対応

	· ライフサイクル全体をカバーする統合プラットフ
ォームアプローチ

あらゆる規模の商業造船、海軍、オフショアプロジェクト向け
CADMATICのソリューションは、あらゆる複雑なレベルの海洋プロジェク
トに適しています。	最適化されたプラットフォームと格納メカニズムに
より、造船所の設計と情報管理のためのオーダーメイドツールをサポー
トします。	船体・構造設計、P&ID、配管・艤装、HVAC、電気、生産技術
など、造船に関わるすべての分野をカバーしています。	

モデルセントリックなアプローチは、主要な資産である将来の船に焦点
を当てたコンカレントな設計プロセスを保証します。	分散設計をサ
ポートし、同じプロジェクトに関わるすべての関係者や協力会
社と、必要なデータアクセス制御をリアルタイムに行い、円
滑な作業を実現します。	プロジェクトの相互に接続された
大量のデータは、造船特有のニーズに対応したイ
ンテリジェンスを内蔵し、他のデータストレ
ージ・プラットフォームとの幅広い統合の可
能性を持つデジタルツインプラットフォーム
で効果的に管理されます。	

持続可能な造船を実現するソフトウェアソリューション 
グリーンソリューションには、設計技術やツールのサポ
ートが必要です。	数十年にわたる造船実務の蓄積、顧
客との密接な協力関係、効率的に実装された技術、そし
て将来への備えが、CADMATIC	R&Dの大きな柱となっ
ています。	

CADMATICでは、造船所や造船設計会社のために、造
船実務における最新技術の応用に基づいた、継続的な
リソースの最適化を目指しています。造船は高レベルの
競争があるチーム競技です。	イノベーションとテクノロ
ジーが出会う分野です。	船舶設計や船舶運航の創造性
には、未来の海運のグリーン化、排出ガスの削減をサポ
ートし、可能な限り高い燃費効率を目指すことが含まれ
ていなければなりません。	



データ駆動型造船
データ品質を最大化し、手作業によるデータ処理を最小限
に抑えます。

現在、造船業界では、デジタル革命によりビジネスモデルやバ
リューチェーンの構築と変革が進んでいます。造船ライフサイ
クルの高度なデジタル化がもたらす大きな可能性がますます
拡がっています。	

CADMATIC社は、お客様の船舶設計・造船業務の最適化を支
援するために、率先して取り組んでいます。	これらの努力は、
データによって推進される造船業界の変革という私たちのビ
ジョンに導かれています。	

造船業におけるデジタルトランスフ
ォーメーションの中核を担います
	· 設計から施工、建造、運用までのデータハン
ドリングの最大限の自動化、ペーパーレス化

	· スケジューリング、プランニング、建造、保守・
運用管理(双方向)へのモデルデータの活用	

	· 情報管理ソリューションは、デジタルツインを
段階的に作成するためのプラットフォームと
して機能

	· 異なる3Dモデルを格納・統合し、PDM/PLM/
ERP/MESなどの他システムからのデータを有
効活用し、真の価値を持つデジタルツインを
実現

	· 過去の状況ではなく、リアルタイムの状況に
基づいた生産計画

	· AR/VR/MRの組み込み利用、RFIDトラッキン
グやIoT、メタバースとの連携による造船業の
次なるデジタルトランスフォーメーションへの
可能性

Digital transformation in marine industry aims 
to shorten lead-times, improve data quality and 
increase change flexibility

CADMATICソフトウェアは、設計・エンジニアリング
から製作、建造、保守・運用までのデータプロセスを
効率化する重要な要素です:		

	· 次のレベルの効率化を実現

	· 分散した複数の関係者を1つのプロジェクトと1
つのデータベースにシームレスに統合

	· デジタルツインは、CADMATIC情報管理プラッ
トフォーム上で段階的に作成されます。

	· 造船ライフサイクルを通じたシステムの統合

	· 双方向のアプローチ	:		デジタルアセットから物理
的な世界へ情報が流れ、ループします。設計事務
所と生産現場からの情報が融合します

	· 一元管理されたデータを最新の可視化技術によ
り、必要なデータをオンデマンドで抽出し、ユー
ザーに提供します

仮想造船所

プレハブ＆建造

運航＆改造

生産設計＆生産計画詳細設計

基本設計

初期設計

AR/VR/MR

デジタルツイン

デジ
タル
情報管理



設計プロセスの最適化と
エラーリスクの最小化	
モデルベースアプローチは、船舶のデジタルツインを徐々に構築すること
に重点を置き、データの正確性を確保し、プロジェクトのすべての段階で
のデータ利用を容易にするものです。

造船ニーズに対応した最新技術の実用化
テクノロジーとIT能力の継続的な開発により、CAD/
CAMのより実用的なアプリケーションが産まれます。	
プロジェクト全体と造船所のパフォーマンスに焦点を当
て、CADMATICは、プロジェクトを時間内に、コストを抑
えて、最高の品質で完成させるための最高クラスのツー
ルをお客様に提供します。	

内蔵された造船プラクティスと使いやすいツールで
設計者に力を与えます
船舶業界のエンジニアや設計者は、船主、船級協会、造
船所からの日々高まる要求を満たすために、知識、専門
性、革新的なアプローチを必要とします。	マルチユーザ
ー、マルチサイト、複数分野のエンジニアや設計者が、性
能やデータの信頼性を損なうことなく、同じモデルで効
率的に作業することができます。	

インテリジェントデザインの機能性:
	· 自動ラベリングと自動ディメンジョン

	· 開先・溶接の自動生成

	· 溶接管理・トレーサビリティ

	· P&IDと3D間の双方向の統合

	· 設計プロセスおよび3Dモデルでの電気分野の完全統合

	· 設定やテンプレートに組み込まれた造船ノウハウ・プラクティス

	· 正確で自動化された生産データ抽出

	· ユーザーにとってこのクラスで最高のデザイン体験



複数のソースからのすべてのプロジェクト関連データを
1つのデジタルツインプラットフォームで接続します。

船舶設計と造船ネットワークのために、初期・基本設計から組立・建造、
さらにその先まで、完全かつ統合的なソリューションを提供。 
直感的なソフトウェアとルーチンワークの自動化をベースに、比類ないユ
ーザーエクスペリエンスを提供します。	 これにより、コストを削減し、収益
性を高めることができます。

CADMATIC Outfitting 
and Piping
機器レイアウト、配管・艤装
設計、HVAC、生産データ等

CADMATIC Electrical
エンジニアリングと3D電気設計
のニーズに対応する電装、
オートメーション、電気図面
ソリューション

CADMATIC 
P&I Diagram
多種多様なプロセスフロー、
スケマティック、P&IDの作成、
管理、修正

CADMATIC Hull and 
Structural Design
基本設計から完全な3D詳細
モデル、生産データの自動
抽出まで

INFORMATION MANAGEMENT 

船舶設計の全分野に対応する
統合ソリューション

比類なきユーザーエクスペリエンスと、デザイン・エンジニアリングの共同作業
CADMATICは、最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。エンジニアのためにエンジニアによって設計されたこのソフ
トウェアを使えば、直感的な操作で設計に集中することができ、CADMATICが残りの作業を自動処理します。	

CADMATICは、市場で最も優れたプロジェクト分配システムを持っています。インターネット上でもオフラインでも、場所を
選ばずシームレスに3Dモデルを共有することができます。数分で、世界中のデザインチームを新たに追加し、デザインプロ
ジェクトに取りかかることができます。	

船体・構造設計
船体設計のためのCAD/CAMソフトウェアソリューシ
ョン、基本設計から始まり、船級のためのドキュメント
作成、完全な3D詳細モデル、生産データの自動抽出ま
で、あらゆる複雑なプロジェクトに対応します。

艤装・配管設計
他分野に亘る分散したエンジニアリングプロジェクト
において、設計チームの場所や3Dモデルの大きさ、複
雑さに関係なく、ツールが常に個々の設計者の作業を
促進、調整、検証する仕様書主導の3D設計です。	

電気・オートメーション設計
電気およびオートメーション設計を3Dモデリング
に接続することにより、次世代の効率性を実現しま
す。CADMATIC	Electricalは、電気およびオートメーシ
ョンエンジニアリングのさまざまな設計および文書化
のニーズに対応する優れた選択肢です。	

造船・オフショア産業のデジタル化においては、情報の可視化、管
理、共有のためのソリューションが重要な鍵を握っています。	デジタ
ルプラットフォーム上のすべてのプロジェクト情報に対して、モデルベ
ースのアクセスおよび管理を提供します。	

P&I ダイアグラム
プロセスフロー図、回路図、P&ID、電気配線図など、
さまざまなダイアグラムを作成、管理、変更すること
ができます。	ダイアグラムと3Dモデルを比較し、ネッ
トワークのトポロジーの違いや変更を検出することが
できます。	



船舶の設計・	
建造の全段階に対応
初期設計・基本設計から、組立・施工、そしてその先まで

CADMATIC	Marineソフトウェアソリューションは、データ駆動型
造船プロジェクトのライフサイクルにおける、初期設計から新し
い要件に対応した船舶の改修まで、あらゆる設計フェーズに対
応しています。

デザイン＆エンジニアリング
すべての設計フェーズにおいて、3Dおよび
2Dのエンジニアリングドキュメントを統合
し、プロジェクトレビューを管理し、変更

をサポートします。

計画・作業準備
同じモデル上でプランニング
とエンジニアリングが統合さ

れ実行されます。

プレファブリケーション
ファブリケーションのための
情報を制作し、VR/AR/MR技
術で可視化します。		

加工・組立
生産状況や進捗を3Dで可
視化し、造船所の倉庫管理

や納品と連携。

ILS, IOT & MRO

船舶のオンラインデータとエンジニア
リングプロジェクト情報をリンクして、
あらゆる業務データを3Dで可視化し、
プロジェクトの引継ぎに活用。



複雑性を管理する
最新ツールによる
3D船舶設計

	· 自動化された構造トポロジーによる柔軟性

	· 3次元設計のための仕様書駆動型・ルールベース設
計機能

	· 構造トポロジーを保存し、モジュールやユニットを3D
で容易に再利用できる3D船体・艤装品ライブラリシ
ステム

	· インテリジェントP&Iダイアグラムにより、必要な部品
のためのダイアグラムとリストを簡単に作成可能

	· P&ID、電気回路図、3Dモデル間の双方向の統合

	· 進化したウェルド・マネージャー、開先自動作成、溶
接情報トレーサビリティ

	· 構造部材の配管貫通部の包括的管理

	· 矛盾をチェックするためのモデルの多角的解析：干
渉、スペース確保、ルールベースエンジニアリング

	· 最適化された自動図面生成

	· 図面は3Dモデルと動的に接続され、3Dモデルの変更
は即座にドキュメントに反映

	· 曲げ型や延び情報を含む非常に正確な外板展開計算

	· 部品製造・組立のための生産情報の自動作成

	· 設計環境でのレーザースキャニングの活用、あるがま
まの3Dの取り込み、改造、比較など

小型ボートから大型クルーズライナーやオフショアプラットフォームまで、あらゆる規
模の複雑な海洋プロジェクトを想定して作られた、船舶設計のあらゆる分野とステ
ージに対応する専用のCAD/CAMソリューションです。

ベストプラクティスと高い柔軟性が組み込まれた造
船専用の設計環境により、設計者は革新的で創
造的な仕事に集中でき、ルーチンワークは自動化
され、設計者のニーズに焦点を合わせた使い勝
手を体験できます。



CADMATICの正確な生産情報は、コスト削減と生産時間の短縮を実現
し、廃材やスクラップを最小限に抑えます。図面や部品リストに加え、
切断機、曲げ機、溶接機などのCNCやロボット工作機械向けに、詳細
ですぐに使えるデジタル生産情報を出力します。

生産情報を最適化し、コスト削減
と生産期間の短縮を図ります
可能な限り最新の情報を3Dモデルに定義し抽出することで、必要なすべてのデータを含む適切なフォーマットを作成でき、変
更のトレーサビリティも確保することができます。高品質なエンジニアリング情報により、ブロックの高度なプレファブリケーシ
ョンやプレアウトフィッティングが可能です。	CADMATICの生産情報出力は、造船所の建造方法に合わせてカスタマイズする
ことができます。ヤードの建造戦略や製品のライフサイクルマネジメントに製造ドキュメントを合わせることで、大幅な効率化
を実現します。

データドリブン造船での建造
	· 生産段階の最適化により、大幅なコストダウンと
生産時間の短縮を実現

	· セントラルデジタルモデルにサポートされた先行組立
と先行艤装のレベルアップによる建造工程の短縮

	· 必要なすべての施工データおよび変更のトレーサビ
リティを含む生産データは、可能な限り最新の段階
で3Dモデルから自動的に抽出

	· 生産情報は、造船所の工法や作業工程に容易に適
応可

	· ヤードが望む建造戦略に従って、組立図面を生成

	· データ駆動型プロセスと意思決定により、廃棄物
やスクラップの効率化、コミュニケーションの活
性化、生産性の向上、収益性の確保によるコ
スト削減を実現

ミスのない建造工程を実現する 
生産情報出力
	· 高精度かつ精巧な外板工作データ

	· パイプラインやスプールの自動注釈アイソ
メトリック図や製造情報

	· 開先詳細情報を含む、プレートとプロファ
イルの自動ネスティング

	· パネルライン、各種CNC板材・形材・パイ
プ切断・曲げ加工機をサポート



エンジニアリングと設計データの利用を、加工・建造現
場まで拡大し、船舶のライフサイクル全体をカバー。
船舶の設計、エンジニアリング、工作計画、建造、検
査、運航情報をWebベースのプラットフォームで連携、	
可視化、共有。

海洋プロジェクトに
おける情報管理

リンク 
すべてのプロジェクトデータに一元
的にアクセス

eShareは、船舶の設計・エンジニア
リング・計画データ、調達・生産デー
タ、検査・運用・保守データをシーム
レスに連携させます。すべてのプロジ
ェクトデータは、eShareウェブポータ
ルにホストされている3Dモデルを通
じて、一元的にアクセス可能です。

可視化   
理解のスピードアップと向上

情報にアクセスできることは重要で
すが、情報を可視化することで、さら
なる効果が期待できます。eShareで
は、3Dモデルで利用可能なあらゆる
データ、外部データベース、リンクさ
れた管理システム、ユーザーが追加
した情報などを可視化することが可
能です。

共有  
情報格差の是正とコミュニケーシ
ョンの円滑化

eShareは、設計アプリケーション
で作成された情報と、船舶の加
工、搭載、運用、保守の過程で作
成される情報とのギャップを埋め
るものです。情報の透明性を高め
ることは、プロジェクトの効率化に
つながります。

CADMATIC	eShareは、造船所、設計会社、船主、その他のプロジェクト参加者が、設計、生産、運航に関す
る船舶情報をどのように考え、利用するかを革新的に変えています。eShareの強力な情報連携・可視化・共
有が、より迅速で正確な意思決定につながります。

eShare - 主な利点
	· すべてのプロジェクトデータに一元的
にアクセス、あらゆるデータベースの
あらゆるデータをリンクし、検索し、
可視化可

	· より迅速かつ正確な意思決定	-	すべ
てのプロジェクト参加者が常に正しい
情報を入手可能

	· 複数の変数に基づいたステータスを
可視化し、3Dを自然なインターフェー
スとして使用することで、効率的に行
えるプロジェクト進捗監視

	· 機密情報の完全なコントロール
を保持：データの移動やクラ
ウドストレージは不要、アク
セス権の制御とオンプレミ
スまたはクラウドベースのソ
リューションの選択

	· 独立したソリューションであ
るため、単一のベンダーに依
存することはありません、異な
る設計・エンジニアリングシス
テムを使用する複数のプロジェク
ト関係者が容易に参加可

	· マリン業界のニーズに特化して開発さ
れたソリューション

ファイルストレージ、データベースやフラットデータテーブルとの
統合のためのアダプタを準備

プロジェクト管理システム、文書管理シス
テムとの連携

一般的な3Dデザ
インアプリケーシ
ョンとモデルフォ
ーマットに対応

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

、フ
ァイル、ドキュメント           ３次元設計

     管理システム

Excel,

SQL,

Oracle,

File  
storage

ERP, PDM/PLM,

MMS, DMS

CADMATIC 3D

PDMS®

PDS®

S3D®

DGN®

3D DWG

IFC

デジタルツイン	ー	全プロジェク
トデータに開かれた単一の窓



造船業における
デジタルトランスフォーメーション
海洋プロジェクトにおけるモデルベース開発、データの流れやリソースや資材に沿
ったプロセスのデジタル連続性。 
データ駆動型造船における品質と最適化の利益は、デジタル
モデルの中核から始まり、船舶の全ライフサイクルや
造船所管理におけるデータのデジタルスレッ
ドをカバーするように拡大します。	

設計の革新と造船所生産の実務ニーズ 
をサポート
造船工程は、自動車や航空宇宙とは明らか
に異なります。3Dモデルの巨大さ、様々な機
能を持つ多くの人の関わり、複雑な調達プロ
セスを含む造船所の活動の全範囲をカバー
し、設計されたプロジェクトが、特定のイン
フラを持つ特定の造船所で建造できるよう
に生産設計を考慮する必要があります。	

CADMATICは、現在のニーズに応えるだけ
でなく、造船所の将来の発展も保証するも
のです。

造船業におけるデジタル化の全体的 
アプローチ
資材やリソースの物理的な流れは、顧客か
らの注文、規則、標準、作業指示などの情
報の流れと一致させる必要があります。し
たがって、造船に関する知識をソリューショ
ンに組み込み、造船所全体のプロセスに関
与させ、インダストリー4.0のアプローチで
造船所に競争優位性を提供することが重
要です。

CADMATICは、造船業に必要な柔軟性と専
門知識を提供し、ビジネスプロセスの特定
と先進的なソリューションの実用的な導入
を促進します。

造船業における製品ライフサイクルプロセス

製品ライフサイクルの相互接続の複雑さ：プロジェクトの様々な段階で使用されるソリューション、異なる分野やサプ
ライヤーはすべて、情報管理のための統合プラットフォームとしてCAD/CAM	3Dモデルに依存します。

製品
ライフ
サイクル

契約管理

生産計画

CAD
CAM

作業パッケージング/ショップフロア
運航データ

調達CAE/シミュレーション

見積/発注 設計 調達 生産 引き渡し メンテ



CADMATIC 
Linnankatu 52 A

20100 Turku, Finland
Tel. +358 2 412 4500
sales@cadmatic.com

www.cadmatic.com

数
字

で
見

る
CA

DM
AT

IC

No. 1 No. 2 40% +25%
海洋分野新規
顧客数でマー
ケットリーダー

海洋用ソフトウ
エアの売上高
で世界一

商船を受注してい
る現役造船所の40
％がCADMATICを

使用

顧客プロジェク
トの平均パフォ
ーマンス改善

マリンソフトウェアソリューション

CADMATICの本社はフィンランドの
トゥルクに	あります。	

オーストラリア、カナダ、中国、エストニ
ア、ハンガリー、	インド、イタリア、オラン
ダ、ロシア、シンガポ	ール、南アフリカ、
韓国、スペイン、スウェーデ	ン、UAEにス
タッフがいます。

ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカの
15ヵ国	に認定再販業者とサポートパー
トナーがいます。 当社の成長する顧客ベ
ースには、６０ヵ国にあ る6000を超える
顧客組織が含まれます。.

CADMATIC は、造船、製造、エネルギー、建設業界向けの主要な３D設計および情報管理ソ	
フトウェアの開発およびサプライヤーです。

CADMATICの世界に広がるオフィスにつ 
いては次のリンクを参照ください、 

www.cadmatic.com/contactus

郵船商事株式会社
NYK TRADING CORPORATION
〒140-0002
東京都品川区東品川2－2－20　天王洲オーシャンスクエア９階
TEL : (81) 03-6803-7922 　FAX : (81) 03-6803-7958

株式会社　エス・イー・エー創研
SYSTEM ENGINEERING AND ANALYSIS
〒857-0024
長崎県佐世保市花園町１５４番地１
TEL : (81) 095-625-0102 　FAX : (81) 095-625-0103


