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ビジネス戦略＆マーケティング本部

インダストリー マネージャー

韓国で機械工学を専攻した後、アメリカで自動車デザインを

勉強。自動車デザインを専門にした日本のデザイン事務所で

自動車OEM向けのデザインとデジタル業務を担当した後、

自動車デザイン用CADソフトウェアベンダーへ転職。オートデ

スクへ買収された後も、自動車デザイン向けソリューションを

主に担当してきたが、最近は日本の製造業における課題を

解決するために、デジタル改革の取り組みを提案している。



デジタル トランスフォーメーション (DX) とは

oデジタルトランスフォーメーションにより、情報技術と現実が徐々に融合

して結びついていく変化が起こる。

oデジタルオブジェクトが物理的現実の基本的な素材になる。例えば、設

計されたオブジェクトが、人間が自分の環境や行動の変化についてネッ

トワークを介して知らせる能力を持つ。

o固有の課題として、今日の情報システム研究者が、より本質的な情報

技術研究のためのアプローチ、方法、技術を開発する必要がある。

スウェーデン、ウメオ大学

エリック・ストルターマン教授

Wikipediaから

IT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

• 2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱



デジタル トランスフォーメーション (DX) の定義

Wikipediaから

IDC Japan社による定義

• 第1プラットフォーム：メインフレー

ム/端末システム

• 第2プラットフォーム：クライアン

ト/サーバーシステム

• 第3プラットフォーム：クラウド・

ビッグデータ/アナリティクス・ソー

シャル技術・モビリティー

ガートナー社による定義

1. 業務プロセスの変革

2. ビジネスと企業、人を結び付け

て統合する

3. 仮想と物理の世界を融合して

人／モノ／ビジネスが直接つな

がり、顧客との関係が瞬時に

変化していく状態が当たり前と

なる

デジタルトランスフォーメーション研究所

による定義

1. デジタルテクノロジーの進展で劇

的に変化する産業構造と新し

い競争原理を予測

2. 自社のコアコンピタンスを活用

して他社より早く到達可能な

ポジションと戦略の策定

3. 戦略実現のための新しい価値

とサービスの創造、事業と組織

の変革、意識と制度の改革、

を経営視点で遂行すること



デジタル トランスフォーメーション (DX) の課題

Wikipediaから

ビジネス創出できない

PoCなど、ある程度の投資は行

われるものの実際のビジネス変

革には繋がっていない多くの企

業の現状

既存システムの

ブラックボックス化

• 既存システムが老朽化・複

雑化・ブラックボックス化

• 新しいデジタル技術を導入し

ても、データの利活用・連携

が限定的で効果も限定的

• 既存システムを放置した場

合、維持・保守コスト/人材

が必要

スキルの獲得

• 適切な技術スキルの獲得

• 時間不足

• トレーニングのための構造がな

い

• 組織に知識がない



なぜ今始めないといけないのか？

不確定性の高い時代
リモートワークの浸透な
どデジタルプロセス上
での運用が可能に

消費者・顧客の行動
がデジタル化

「この2か月で2年間のデジタル化」
Microsoft社 最高経営責任者（CEO）サティア・ナデラ氏_



ものづくりをビジネスチャンスに変えるための

デジタル トランスフォーメーション (DX)

1.設計生産性の向上

2.設計現場力の向上

3.営業・販売力の向上

4.ものづくり革新



設計生産性の向上

ものづくりをビジネスチャンスに変えるためのデジタル トランスフォーメーション (DX)



なぜ日本の製造業は低収益なのか？

※ROA（総資産利益率）



低収益性の要因 : 非効率な研究開発と生産性の低さ

• 研究開発効率
過去8 ～6 年の累積研究開発支出

に対する

過去4 年間の累積営業利益の比率

•同じ研究開発費を投資しても諸外
国より利益が出ない
――それが日本の製造業の体質



設計現場の現実

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果



3次元データの活用で製品の設計や開発、生産に期待する効果

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果



最適な設計・開発環境づくり

ゴールと目標の明確化

過去の知見やノウハウを継承しつつ、新しい挑戦

チームの個性に寄り添うことも重要

属人的・反復的業務の低減：標準化/自動化

設計方法の転換：流用・トップダウン・モジュール設計

見える化：設計データ、プロセスの一元管理と見える化

では、どこからスタートすればいいのか？



2次元 CADと 3次元 CADの違い



3次元設計のメリット

• 立体的な3D モデルを作成⇒必

要な図面や設計文書を作成

• 3D モデルでの変更⇒図面、文

書に反映

• 関連付けにより、複数人による

チーム設計が可能

• データ管理でチーム設計の効率

を向上

関連付けによる自動更新で

修正が楽で速い！

チーム設計による設計効率

の向上

• 干渉や重量、部品点数、ねじ

の不一致などを把握可能

• ヒューマンエラーを大きく

設計品質の向上

• 図面が読めなくても形状を理解

• 関係者と共通認識

コミュニケーションの改善

• シミュレーションや動作の検証

• 試作を作らずできる性能や品質

を改善可能

モノを作る前に性能を検証



3次元設計に成功するために必要な 3 要素

監修：デジプロ研 太田明



産業機械・生産設備向け3次元設計移行ガイド

ご視聴はこちら

https://autode.sk/3fwKpUe



設計現場力の向上

ものづくりをビジネスチャンスに変えるためのデジタル トランスフォーメーション (DX)



ものづくりを取り巻く環境の変化



深刻な人材不足



設計部門における人材に関する課題

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果



設計・開発部門でより強い現場力を作り出す4つの方法

属人化された設計ノウハウの共有

• 業務プロセスや業務ノウハウの属人化は、日本企業

の大きな問題点

• システム化による設計標準化の促進などが必要

確実に3次元設計へ移行

設計データ活用で業務プロセス改革 すべての設計者が使える環境づくり

• 3次元CADの導入 ≠ 3次元設計

• チーム設計、解析、設計データ管理まで行く道が長い

• 無理に「切り換える」より、自社のペースで確実に3次元設

計に移行するプランが必要

• 設計データを開発以外の業務プロセスでも活用する

プロセスの確立

• それを運用できるフローと体制づくり

• 担当者の経験・知識への投資

• 高い導入コストのため、一部の設計者しか使えない

ツールでは現場力は高くならない

• 3D CADに統合され使いやすく、導入コストが負担に

ならないツールの導入が必要



属人化された設計ノウハウの共有

業務内容の

ブロックボックス化

様々な問題が発生 属人化を改善する方法とは？

• 業務効率の低下

• 業務の品質を管理できない

• 社内コミュニケーションの悪化

• 複数の担当者が同じ業務ができる

体制つくり

• 業務フローの「見える化」「標準化」

• 継続的に運用されるような「ツール」

「仕組み」を用意

業務が特定の誰かにしか分からない状態 !!!

?



属人化された設計ノウハウの共有

• 設計に必要な各種のパラメーターか

ら図面や3次元モデルを自動生成

する手法

• 自動設計ともよく呼ばれる

• 設計意図を組み込む基本的な手

法から、クラウドベースの自動化ま

でさまざまなアプローチがある

• 属人化された設計ノウハウの共有

• ベテラン設計者のノウハウ継承

• 人件費の削減

• 業務のスピードアップ

• ヒューマンエラーの削減

• 高付加価値の業務へフォーカス

設計の自動化とは 自動設計の効果



具体的な手法：テンプレート設計

• 標準設計をテンプレート化

• ナレッジのDB化

• 設計時間の短縮

• 設計データの共有

製作図面

レイアウトパートからのアセンブリや構成部品への展開

Excelとのパラメータリンク



より柔軟で高度なルール化、自動化

• ルールによりパラメータや属性を決定

• コンポーネントの置換が可

• 既存の設計からコンフィギュレーションツールを完成

• プログラミングの経験やアドイン購入不要



営業・販売力の向上

ものづくりをビジネスチャンスに変えるためのデジタル トランスフォーメーション (DX)



設備・装置業界における収益向上のベストプラクティスとは？



設備・装置業界における収益向上のベストプラクティスとは？



設備・装置業界における収益向上のベストプラクティスとは？



設備・装置メーカーの営業現場の課題

何度も仕様確認・変更を行わないといけない

手作業が多く、確認漏れや思い込みによる誤解も多い

紙資料だけでは設計意図や完成・製造後のイメージがうまく伝わらない

設備・装置を持ち運びできない

営業スキルにバラツキがある



営業力・販促力の強化に必要な取り組み

自動設計をベースにした
営業支援システムの構築

• 正確な見積もりをタイムリーに

顧客へ提出

• 売上アップと有益性の改善

• パラメーターを入力し、自動構

成/モデリングと積算

• 見積もりミスによる収益悪化

問題を解決

• 設計者が持つノウハウを有効

活用

CG/VR による
販売促進の強化

• 「機能」から「体験」の時代へ

• 遠隔地にいる複数名が同時、

同じVR空間上でDR

• 働き方改革、With/Afterコ

ロナ時代の新しい働き方

• 既にある3次元データの有効

活用

建築設備業界における
スペックイン営業の強化

• BIM（Building 

Information Modeling)

• 日建連会員企業の67％が

BIMを導入

• 建築設備業界におけるスペッ

クイン営業

• BIMを戦略的に導入すること

で競合との差別化



自動設計をベースにした営業支援システムの効果

見積提案のスピードアップ

収益の最大化

設計者が持つノウハウの有効活用

効果１

効果２

効果３
営業支援システムのイメージ図



Oculus Rift HTC VIVE

2016年、コンシューマー VR ヘッドセットの出荷開始

VRの普及



3840x2160 Pimax 8K, 2019

1080x1200 Oculus Rift/HTC VIVE, 2016







Large Equipment



Image caption goes here

ものづくり革新

ものづくりをビジネスチャンスに変えるためのデジタル トランスフォーメーション (DX)



「ものづくり革新」とは？

GE社のものづくり革新

アドバンスト・マニュファクチャリング インダストリアル・インターネット

出典：GE社ホームページ



「ものづくり革新」に関する意識調査

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

３次元プリンター

IoT

AI／機械学習

クラウドコンピューティング

ビッグデータ解析

VR／AR／MR

現在、使っている 今後必要になると思う 使わないと思う わからない

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果

2名の中1名は既に3Dプリンターを使用中。3名の中2名が今後3Dプリンター、

IoT、AI/機械学習、クラウドコンピューティングが必要になると回答



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

業務の効率化

開発、生産コストの削減

競争力の向上

新しい市場開拓／新規顧客の獲得

人手不足対策

とても大きな効果がある 一定の効果はある 効果は限定的 効果はない わからない

「ものづくり革新」に関する意識調査

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果

8割弱の回答者が、業務の効率化、開発/生産コストの削減、

競争力の向上に効果があると回答



12%

29%

24%

27%

8%

「ものづくり革新」に関する意識調査

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果

積極的に取り込んでいるという回答者が多くはないが、

関係ない/何もしていないという回答者も少ない

積極的に取り組んでいる

取り組んではいるが、

どちらかと言うと「受け身」

始まったばかり

情報収集／準備段階

勤務先とは関係ない



「ものづくり革新」に関する意識調査

※オートデスクと日経BPコンサルティングによる調査結果

7割の回答者が、ものづくり革新は

日本の製造業が生き残るために不可欠であると回答

日本の製造業が生き残るために不可欠

サプライチェーンの要求で、中小企業も対応を迫られる

企業規模に関係なく製造業全体に広がる

先進的な取り組みを行うベンチャー／スタートアップ企業が増える

大企業を中心に導入が進む

経済産業省など国の政策による後押しが必要

70%

42%

38%

38%

30%

36%

日本の製造業が生き残るために不可欠



オートデスクが提案する「ものづくり革新」

「3D設計資産」を活用したデジタル変革で、

設計開発力を強化し国際的な競争優位を獲得

AI、クラウド、3Dプリンターのような

新しいテクノロジーを駆使し、

これからの新しい時代の「ものづくり」への進化

「3Dデータの活用」で、ものづくり革新を推進

3D CAD シミュレーション 製品データ管理 電気設計 ビジュアライゼーション CAM

2D CAD 工場レイアウト 点群 大規模データクラウド 3D CAD クラウド



受注型製造業の営業プロセスと課題

・メカ設計

・電気設計

・ＳＷ設計

・設計図書

・部品表

設計引合い
提案

見積
調達

製造

据付

調整
保守

開発業
務
プ
ロ
セ
ス

設
計
開
発
プ
ロ
セ
ス

販促

標準機や基本ユニットの開発

ﾃｽﾄ ﾘﾘｰｽ

顧客仕様の

確認

詳細

設計
計画設計

詳細見積
構想設計

概算見積

・提案する製品構成の決定

・ｵﾌﾟｼｮﾝやｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの

概要設計

・生産・調達計画の確認

→納期決定

▼受注 ▼検収

設計変更

▼出図

設計

変更

構想

設計
詳細

設計

・詳細計算

・ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ

・委託先決定

【開発】

【受注設計】

装置が複雑で、仕

様の理解の不十

分、誤解による手

戻りの発生

１製品を１人で設計す

ることも多く、担当者の能

力で品質やコストが決

まってしまう

個別手配のための図面を

大量に作成しなければな

らない

装置が大きく実

機による販促活

動は困難

搬入・据付で

収まりに問題

が発生、現地

修正

短納期のため

ＤＲが実施困難
個別構成に対応した

組立手順書、保守手

順書が作成できない

メカ・エレキ・ＳＷの設計

摺合せが不十分で試験

時に問題発生

出図後のクレームに忙殺さ

れ前向きな設計時間が確

保できない

短納期のため個別構成の製

品性能や品質について十分な

検証が行えない部品の標準化・共有化に着

手できず、類似部品が増え

る。設計の標準化も困難。

不十分な情報に基づく手作業での製品構成の作成が設

計や見積のミスを誘発。手間もかかる。

積算の不正確さのために不適正な価格で受注or失注



受注型製造業の営業プロセスと課題
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様の理解の不十

分、誤解による手

戻りの発生

１製品を１人で設計す

ることも多く、担当者の能

力で品質やコストが決

まってしまう

個別手配のための図面を

大量に作成しなければな

らない

装置が大きく実

機による販促活

動は困難

搬入・据付で

収まりに問題

が発生、現地

修正

短納期のため

ＤＲが実施困難
個別構成に対応した

組立手順書、保守手

順書が作成できない

メカ・エレキ・ＳＷの設計

摺合せが不十分で試験

時に問題発生

出図後のクレームに忙殺さ

れ前向きな設計時間が確

保できない

短納期のため個別構成の製

品性能や品質について十分な

検証が行えない部品の標準化・共有化に着

手できず、類似部品が増え

る。設計の標準化も困難。

不十分な情報に基づく手作業での製品構成の作成が設

計や見積のミスを誘発。手間もかかる。

積算の不正確さのために不適正な価格で受注or失注

①装置の3Dプレゼ

ンテーション

②ＣＧによるシーケ

ンズ説明

④搬入・据付

時の3Dによる

検証

⑧販売促進を

魅力的に行う⑦個別仕様の図面

の効率的な作成 ⑮設計ノウハウを埋

め込んだ自動設計

⑥組立・保守性の検

証と正確な手順書

作成

⑤3Dによるデザ

インレビュー

⑪機械設計と電気

制御設計の連携

③正確な見積作成

⑩設計者による個別構成

の解析検証
⑫部品の再利用や流用

設計を促進する

⑤３Ｄにより十分な検討

を行うこで、出図後のクレー

ムを削減

⑨解析によ不具

合原因の追究
⑬設計プロセスの可視化と効率化 ⑭海外拠点とのやり取りの効率化



設計開発を中心とした、業務プロセス改革を加速化

3Dデータの活用で新たなビジネス価値を創造

• 3次元設計と自動設計 ⇒ 設計品質の向上/人手不足の問題を解決

• 解析 ⇒ 設計を事前検証し、製品品質を向上

• CG ⇒ 情報発信と営業力の強化

• 設計～生産までの業務プロセスの効率化向上

• チーム設計 ⇒ 生産性の向上



3D CAD シミュレーション 製品データ管理

電気設計 ビジュアライゼーション CAM

2D CAD 工場レイアウト 点群

大規模データクラウド 3D CAD クラウド

設計から製造まで、チーム全体で最高の仕事を

可能にする3Dソフトウェア トータル パッケージ



3D CAD シミュレーション 製品データ管理

電気設計 ビジュアライゼーション CAM

2D CAD 点群工場レイアウト

FACTORY
DESIGN
UTILITIES

INVENTOR
NASTRAN

FUSION 360

大規模データクラウド 3D CAD クラウド

2次元から3次元設計へ無理せずに移行

既存データと設計ノウハウを活用した設計

設計データの有効活用で業務プロセス革新

設計から製造まで、チーム全体で最高の仕事を

可能にする3Dソフトウェア トータル パッケージ

3DS MAX

RECAP
PRO

INVENTOR
CAM

VAULT
BASIC

NAVISWORKS
MANAGE



確実に使っていただくための充実した教育・トレーニング

オートデスク 認定販売代理店製造業向け情報サイト

オートデスク認定トレーニングセンター オートデスク ナレッジ ネットワーク



クラウドやAIなど、新しいテクノロジーが開く「ものづくりの未来」を見据える環境

AUTODESK GENERATIVE DESIGN

オートデスクのジェネレーティブ デザインは、最新の

AIとクラウド技術を利用して、多種多様な「案」を

短時間で無数に生み出すための技術です。

ものづくりの未来



企業が生産性を高めながら

革新的なものづくりに取り組むための方法は？



より多くの設計案を検討するには、リソースが必要

課題解決に
最も近い設計案



より多くの設計案を検討するには、リソースが必要

課題解決に
最も近い設計案



設計コンセプト⇒解析⇒生産性検証の反復プロセス
• 限られた数の設計コンセプトしか探求できない
• 改善/改良の範囲が狭い
• リード タイム短縮が難しい

一般的な現在の製品開発プロセス



設計コンセプト、解析と生産性検証を同時に行う
• 多様多種な設計コンセプトを探求可能
• イノベーションが起きやすい
• 大幅なリード タイム短縮が見込める

理想の製品開発プロセス



日本でも広がっている Generative Design

日本企業による、ジェネレーティブデザインを生かした先進的取り組みの詳細はこちらから

https://redshift.autodesk.co.jp/category/generative-design-japan/
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