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これで解決！
大規模装置設計を実現する3次元設計理論

製品設計と装置設計とでは3次元設計手法は大きく異なります。

部品点数が多く、複数人・短納期で設計を仕上げる装置設計の3次元化の難易度は決して低くありません。

しかし、適切なソフトウェアとハードウェア、そして最適な3次元設計理論を組み合わせれば、

必ず2次元設計を超える3次元設計環境は実現します。

装置設計に最も必要なInventorの機能とはなにか解説します。

• 製品設計と装置設計

• 大規模アセンブリを扱うコツ

• 多数の部品から速くて正確な部品表を出力する

• 誰が作ったどんな作り方のアセンブリでも自由に編集する方法

• 速くて正確な干渉チェック
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デジプロ研

太田 明
ohta.akira@dp-lab.jp

背景：
◇半導体製造装置メーカー
設計開発部門でエンジニア11年

◇3次元CAD立ち上げ→CADマネージャ

◇シミュレーション技術開発
チーム立上げ

◇CAD/CAE導入･立上げコンサルタント

◇CAD/CAEユーザ会幹事など
AUG-JP、SBD利用技術研究会、CUG
Inventor & Fusion 360勉強会、SOLIDWORKSユーザー会・・・

使用ツール：
◇ Inventor
◇ SOLIDWORKS
◇ Fusion 360
◇ AutoCAD,iCAD,NX
◇ IRONCAD,SpaceClaim
◇ Navisworks
◇ Vault
◇ Nastran,CFD,Moldflow
◇ INSPIRE
◇ FloEFD
◇ ANSYS Workbench 
◇ Particleworks
◇ JMAG
◇ modeFRONTIER

…and more

自己紹介 3



▪ 2次元設計 → Inventor & Vault

▪ iCAD → SOLIDWORKS & PDM Standard

▪ 2次元CAD & NX → 2次元CAD & Inventor

▪ SOLIDWORKS → ???

現在コンサル中の案件
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装置設計でも
3次元設計は効果あるの？

↓

設計部門単体でも
ものすごく効果あります！
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フロントローディング？
全体最適？
設計者が辛いんじゃやりません！



3次元CADのいいところは？

▪ リンク構造による自動更新

▪ チーム設計

▪ 図面が読めなくても形状が理解できる→コミュニケーションツール

▪ 重さや体積がわかる

▪ シミュレーション、CAM

▪ 新人でも高い設計品質

▪ 干渉がなくなった！

・・・などなど、一言では表せない

→効果は幅広すぎて使い方や立場によってどこに価値を感じるかは異なる

3次元立上げに成功しているユーザに共通する言葉

「もう2度と2次元には戻れない、戻りたくない！」
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A111.iam

A111-23. iam

A111-24.iam

A111-23. idw

A111.idw

A111-23-001. ipt

A111-23-002. ipt

A111-23_下部ユニット1. iam

A111-23-003. ipt

M5×10.ipt

A111-23-003. idw

・
・
・

・
・
・

3次元CADはリンク構造が基本

A111.dwg

A111-23.dwg

A111-23-001.dwg

A111-23-002.dwg

A111-23-003.dwg

Aさん担当

Bさん担当

Bさん担当

Cさん担当

チーム設計向き

・
・
・

パーツの変更は自動で
部品図および
組図に反映される
→修正は1回のみ

2次元CADのファイル構成

極めてシンプルな作図ツール
として使ってもいい

ここがちょっと難しい・・・

だれでも始められた

3次元CADの難しさと特長
2次元CADは個別のファイル群
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装置設計は
なぜ3次元化が難しいのか

↑

3次元設計成功のヒント
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3D

一部3D

2D

業種ごとに大きく異なる3次元化の進行状況

• どんな業種があるの？

3D

3D

2D

2D
2D

2D

一部
3D

3D

一部
3D

3D

・・・
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Image courtesy of Feige FILLING

製品 装置

• 量産
• 品質
• デザイン
• B to C

• オーダーメイド
• 納期
• 機能
• B to B
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Image courtesy of Feige FILLING

部品点数部
品

1
点
の
複
雑
さ

複
雑

シ
ン
プ
ル

数万点1点

20年前から3次元設計が当たり前

10年くらい前から徐々に 装置設計ができるようなった
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①製品設計 ②機械設計

製造業における2種類の設計分野

コンシューマー製品 製造装置 ・大規模アセンブリ
・チーム設計
・2D図面

複雑な形を
ひとりで

・曲面作成
・データ互換性
・レンダリング

シンプルな形を
数多く

産業機械

部品・加工

AutoCAD

Inventor

Navisworks

Fusion 360 SOLIDWORKS iCAD
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1. 修正がとてつもなく早くなる

2. 干渉しない

3. 複数人同時設計

これが「もう2次元に戻れない」理由

ただし、ここまで到達できている企業は多くない

装置設計における3次元設計の3大効果

2次元と違って
何となく使っても実現しないから

製品設計は
• 個人プレー
• 部品点数が多くない

↓
個人のCADスキルでカバー
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3次元装置設計に必要な機能
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大規模

チーム
設計

高品質

ソフト

2次元と
3次元の

併用

干渉
チェック

大量の

ボルト
ナット

自動集計
できる

部品表

装置設計

シンプル

2次元CADの得意分野？



1. 大規模アセンブリ

2. 高いソフトウェア品質

3. 2次元と3次元の併用

4. チーム設計とデータ管理

5. ねじ部の干渉チェック機能

3次元装置設計に向いたCAD
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10万点！ 1500ファイル

※大規模アセンブリ＝1万点～

Inventorは10万点（=iCAD100万部品）をラクラク動かせる
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大規模アセンブリ

Image courtesy of Feige FILLING

ハードの進化×ソフトの進化
でここ数年で劇的に向上

1万部品～

Inventor 10万部品

装置系設計者の本音

「うちの装置規模が設計できなきゃ
意味がない」
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シチュエーション 2017→2018 2018→2019 2019→2020 2020→2021

平行移動・拡大縮小・回転(アセンブリ環境) x4 x3 ･･･
コンポーネント選択(アセンブリ環境) x3 x3 x30 ･･･
断面作成(アセンブリ環境) x3 ･･･
平行移動・回転(アセンブリ断面) x36 ･･･
拡大縮小(アセンブリ断面) x9 ･･･
コンポーネント表示/非表示 x5 ･･･
インプレイス編集IN x2 ･･･
インプレイス編集OUT x6 ･･･
平行移動・拡大縮小・回転(図面環境) x4 ･･･
コンポーネント選択(図面環境) x2 ･･･
ファイルオープン(図面環境) x2 ･･･
ベースビュー作成 x3 ･･･
投影図作成 x5 ･･･
断面図作成(図面環境) x4 ･･･
更新(図面環境) x1.5 x1.3 ･･･

・
・
・

x3.4
x7…

?
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装置1 装置3装置2

装置4

装置6装置5

1万点

3D CAD側に必要な規模

最大4万点ほど

ライン規模×3、ライン数×3 のレイアウト
→2次元CAD or Navisworks
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1. 大規模アセンブリ

2. 高いソフトウェア品質

3. 2次元と3次元の併用

4. チーム設計とデータ管理

5. ねじ部の干渉チェック機能

3次元装置設計に向いたCAD
24



1. 大規模アセンブリ

2. 高いソフトウェア品質

3. 2次元と3次元の併用 →資料多数 →ダイレクトモデリング

4. チーム設計とデータ管理

5. ねじ部の干渉チェック機能

3次元装置設計に向いたCAD
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フィーチャーベースかダイレクトモデリングか

機械設計にはダイレクトモデリング？

Inventor他
フィーチャベースのCAD

ダイレクトに編集する
コマンドがある

Inventor,SOLIDWORKS,Fusion 360,NX…どちらもできる
→多様な業種・業態・製品に対応するため

フィーチャベースで作りたい部品

ダイレクトじゃないと
とても編集できない部品

Fusion 360は
途中で履歴ON/OFF切替え
可能

ダイレクト系CADの特長？

ダイレクトアセンブリ不可
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▪ パーツのダイレクトモデリング

→iCAD、IRONCADの他、Inventor、SOLIDWORKS、Fusion 360など、

どのCADもできる

→どの場面で使うか/使わないかは各社のルール次第

▪ アセンブリのダイレクトモデリング（＝移動コマンド）

▪ 2次元CADでは当たり前の基本機能

▪ SOLIDWORKSは合致一択

▪ iCADはダイレクト一択

2つの「ダイレクトモデリング」

Inv,SWユーザーはこの概念に気づいていない
人が多い一方、
iCADユーザー・IRONCADユーザーは
全員が良く知っている概念
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Inventor移動コマンド例
28



1. 大規模アセンブリ

2. 高いソフトウェア品質

3. 2次元と3次元の併用

4. チーム設計とデータ管理

5. ねじ部の干渉チェック機能

3次元装置設計に向いたCAD
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3次元装置設計には
データ管理ツールが絶対に必要！

→まずは無償のVaultを使います

30

• 大量の部品データ
• 複数人同時設計
• メンテナンス・改造対応ためのデータ長期保存



1. 大規模アセンブリ

2. 高いソフトウェア品質

3. 2次元と3次元の併用

4. チーム設計とデータ管理

5. ねじ部の干渉チェック機能

3次元装置設計に向いたCAD

FA装置設計 部品点数比
規格品

購入品

製作品
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干渉チェック①
・ねじ規格、深さ、ずれ検出
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干渉チェック②
・サブアセンブリを
コンポーネントとして扱う

✓

A111.iam

A111-23.iam

A111-24.iam

A111-23-001.ipt

A111-23-002.ipt

A111-23_下部ユニット1.iam

A111-23-003.ipt

M5×10.ipt

・
・
・

・
・
・

A111-25.iam

リーダー：Aさん

組図①担当
：Bさんのチェック範囲

←組図②

←組図③

干渉チェックから除外

組図アセンブリ間の干渉のみ
をチェック対象にすることで
数百倍の高速・大規模な
干渉チェックが可能

OFFで干渉が無いこと
を常にチェック
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I社CAD i社CAD S社CAD Inventor Fusion 360

コンセプト
・機械設計用
・低価格

・機械設計「専用」
・汎用
ミッドレンジCAD

・プロ向け
・機械設計用

・クラウド型
・製品設計用

ライセンス(税抜) 59万円+21万円/年 173万円+19.2万/年 118万円+20.4万円/年 30.3万円/年 5.6万円/年

費用
（10本×2年）

1010万円 2114万円 1746万円 606万円 112万円
グラフィック

ボード Quadro(高い)
相性あり

複数モニタ不可
Quadro(高い) GeForce(安い) 可 GeForce(安い) 可

習得難易度
難しい

（Inventorライク）
難しい 難しい 難しい

習得しやすい
（Inventorライク）

ねじ部
干渉チェック ✖ △ 〇 〇 ✖

大規模
アセンブリ 〇 〇 ✖ 〇 ✖

図面・部品表 〇 〇 〇 〇 ✖
構造解析 ✖ △ △ 〇 〇
データ管理 ✖ ✖ 〇 〇 ✖

製造系3次元CAD比較 3次元立上げコンサルレポートより ※デジプロ研 独自調査



ライセンス増減が可能

サブスクリプションで3次元CADが低コストかつ断続的に使用できるように

（10本）
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大規模アセンブリ性能は正義！

・よく使う部品集 ・標準ユニット一覧

・事業規模や
システムの拡大

・顧客ニーズへの対応
「前後の装置との
取り合い確認してほしい」

・ビジネスの変化
製品設計のみ→内製化

全製造業において
あって損はない
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大規模アセンブリ性能の構成要素

ハード ソフト
設定

ファイル

モデリング

ルール

高い大規模アセンブリ性能

以降説明 勉強会など別の機会に
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大規模アセンブリ性能に効果的なハード/ソフト要素ランキング

10. ワークステーション/デスクトップ/モバイル

3. CPUクロック

1. Inventorバージョン(2018～)

8. 回線速度

9. CPUコア数

6. GPU世代

7. GPUシリーズ・グレード

4. ストレージ(最低でもSSD、できればM.2) 容量は小さくてOK

2. CPU世代 メモリスピード、命令セット、･･･

5. メモリ容量 メモリ枚数に注意
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シチュエーション 2017→2018 2018→2019 2019→2020 2020→2021

平行移動・拡大縮小・回転(アセンブリ環境) x4 x3 ･･･
コンポーネント選択(アセンブリ環境) x3 x3 x30 ･･･
断面作成(アセンブリ環境) x3 ･･･
平行移動・回転(アセンブリ断面) x36 ･･･
拡大縮小(アセンブリ断面) x9 ･･･
コンポーネント表示/非表示 x5 ･･･
インプレイス編集IN x2 ･･･
インプレイス編集OUT x6 ･･･
平行移動・拡大縮小・回転(図面環境) x4 ･･･
コンポーネント選択(図面環境) x2 ･･･
ファイルオープン(図面環境) x2 ･･･
ベースビュー作成 x3 ･･･
投影図作成 x5 ･･･
断面図作成(図面環境) x4 ･･･
更新(図面環境) x1.5 x1.3 ･･･

・
・
・

x3.4
x7…

?
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地味だけど部品点数の多い装置設計には必須の機能
：部品表

バルーン漏れも一目でわかる

モデルから数量自動集計

バルーンは自動で上がる

しっかり使えば・・・

手配システムにコピペするだけ
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Case モデルデータ 構成（部品表） 解決する機能 例

1 数量：1 手配しない

部品構成：参照
(ファイル)

人体モデル、可動範囲モデル、
切断して使うチューブ類

2 数量：3 数量：2

部品構成：参照
(オーバーライド)

設計的には本来必要だが
一時的な事情により手配数を
減らす場合

3 サブアセンブリ 個々の部品

部品構成：
仮想

サブアセンブリ、
切断して使うチューブ類

4 存在しない 数量：1
バーチャル
コンポーネント

グリス、ソフトウェア、作業費、
予備部品

5
■.ipt
★.ipt
▲.ipt

数量：3
部品番号

タイミングベルト、ケーブルベ
ア、Oリング

モデル ≠ 手配部品 41



FA装置メーカーコンサル事例より

すべてのコマンドを覚える必要はありません

あらかじめ
モデリングルール(レシピ)を決めることで

覚える操作は
各段に少なくなります！

42



▪ 製造業には2種類の設計分野

→Inventorはどっちもできる3次元CAD

▪ 実は3次元装置設計は難易度が高かったがいまならできる

→そして効果も高い→設計部門がものすごく楽になる！

▪ ダイレクトモデリングにはパーツとアセンブリの2つがある

▪ 3次元装置設計用のCADに必要なのは

①大規模性能、②高い品質、③2次元併用、④チーム設計、⑤ねじ部干渉チェック

▪ モデリングルール、部品表機能、大規模用干渉チェック機能を使いこなそう

まとめ
・低コストで大規模&データ管理に対応した
装置設計にこそおすすめしたいCAD

これを解決し超えられる3D CADはまだ数少ない

いまこそ装置設計は3次元にチャレンジ！
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