
新しい技術がものづくりの環境を変えています。

オートデスクでは製品の開発及びライフサイクルのエコシステムを 1 つのテクノロジーでつなぎ、アジャイル開発を可能にす
ることで、ユーザーが革新的な製品をつくり高い競争力を維持できるようお手伝いいたします。

コンセプトから製造までをトータルにサポートする製品ポートフォリオのご紹介です。

ものづくりを実現する製品ポートフォリオ





プロダクトデザインと工場レイアウトと製造に欠かせない

設計・エンジニアリングツールのパッケージ
Produc t Des ign &  Manufac tur ing  Co l lec t ion

クラウド＆モバイル

デスクトップソリューション

AutoCAD

AutoCAD Electrical

AutoCAD Mechanical

Navisworks Manage

Vault Basic

3ds Max

Inventor Professional

Factory Design Utilities

AutoCAD mobile app Fusion 360RECAP PRO Rendering in A360

設計

設計

設計

設計

設備レイアウト

設備レイアウト

CG

データ管理
機械設計のためのAutoCAD

電気設計のためのAutoCAD

機械設計および3D CAD 統合、解析、コミュニケー
ションに対応するプロジェ
クトレビューツール

製品データ管理ソフトウェ
ア

3Dモデリング、アニメー
ション、レンダリングソフ
トウェア

生産施設のコンセプトの
作成、計画、検証が可能

外出先でもモバイルデバイス
でDWGファイルを表示、作
成、編集、共有

プロダクトデザインのための
クラウドベースの3D 

CAD/CAM/CAEソフトウェア

クラウドでの高速、
高解像度のレンダリング

リアリティキャプチャーお
よび3Dスキャニングのため
のソフトウエアとサービス

ストレージ

25GB

AutoCAD Architecture

設備レイアウト 建築設計のためのAutoCAD

設計およびドキュメント作成
のための汎用 2D CAD

構造解析 CADと統合された有限要
素解析(FEA)ソフトウェア

Nastran In-CAD

加工・製造 2.5軸～5軸CAMソリューション

HSM



2次元CADから2次元CADへの移行
AutoCAD LT / AutoCAD から AutoCAD Mechanical



製造業のためのAutoCAD

▪ 特徴

▪ AutoCADに機械設計図のためのツールを搭載

▪ 頻繁に行う多数の作業を自動化
（機械コンポーネントの作成、寸法の追加、隠線処理、部品表の作成など）

▪ 国際的な製図規格に対応

▪ 70万以上の標準部品ライブラリが付属

▪ メリット

▪ 作図と注釈の作業のスピードアップ

▪ 設計とエンジニアリング作業のスピードアップ

▪ 使用するコマンドの削減

AutoCAD Mechanical



機械設計に特化したCAD：実証済みの効果

※ 機能比較は、AutoCAD とAutoCAD Mechanical を両方熟知しているエンジニアが、同じ図面を利用してテストしています。



作図の生産性の比較

AutoCAD LT / AutoCAD AutoCAD Mechanical

所要時間 6分
ミスの可能性 高い

所要時間 2分30秒
ミスの可能性 低い



1. 70万種類もの標準部品と標準フィーチャ

2. 製造業向けに強化された作図ツールバー

3. パワフルでスマートな寸法ツール

4. 再利用可能な詳細図作成ツール

5. 国際的な製図規格に対応

6. 設計に関連付けられたバルーンと部品表（BOM）

7. 画層管理

8. 隠線処理

9. メカニカルジェネレータとカリキュレータ

10.各種 CAD システムとのデータ交換

AutoCAD Mechanicalを選択する10のメリット



2次元CADから3次元CADへの移行
AutoCAD / AutoCAD Mechanical から Inventor Professional



メカニカル設計のための 3D CAD ソフトウェアのスタンダード

▪ 特徴
▪ 2次元DWGを活用して3次元設計が可能です。また他社製品で
作成した3Dデータを再利用できます。
（Inventor, CATIA, Pro/Engineer, NX, Solidworks etc.）

▪ さまざまなドキュメントを3D デジタルプロトタイプから直接
生成できます（図面、３Dイメージ、動画）。

▪ 3次元設計に必要な機能を提供します。
（アセンブリ設計、自動設計、板金設計、プラスチック、部品設計、
金型設計、配管および配線設計、ケーブルおよびハーネス設計解析、金型設計 etc.）

▪ BIM対応のモデルを容易に作成できます。

▪ メリット

▪ 社内外のコミュニケーションを円滑にします。

▪ 2次元設計では難しかった形状の確認や、干渉チェック解析を
実現し、開発期間の短縮やコストの削減ができます。

▪ 2次元DWGと連携した3次元設計をスムーズに行えます。

▪ Inventorで作成した3次元モデルはCollection内のさまざまなソフトウエアに
展開できます。

Inventor Professional



▪ DWGと3Dモデルが連携

▪ 2D DWG上でのサイズ形状などの変更が3Dモデルに反映

データの受け渡し
2次元CADから3次元CAD：DWGアンダーレイ



▪ Inventorの図面以外にも、AutoCAD Mechanicalにて3Dモデルを利用した図面作成

▪ 3次元モデルの変更内容が、AutoCAD Mechanicalの図面にも反映

データの受け渡し
3次元CADから2次元CAD



▪ Inventorは機械設計者を中心にグローバルに使用

▪ CATIA、NX、Creoなどの3Dデータをインポート/エクスポート可能、標準搭載

▪ 他社3Dデータを変換せずに参照取り込み

データの受け渡し
マルチCAD対応：AnyCAD



▪ パラメータを変更することで形状を変えることができるパラメトリック/ヒストリ
系CADは、効率的にモデル作成を行うことができます。

▪ これまで蓄積された設計データ（資産）が活用できます。

フレキシブルな設計手法
ヒストリ：パラメトリック設計



▪ フィーチャー（履歴）有無にかかわらず、ジオメトリを直接編集することができ
ます。

フレキシブルな設計手法
ノンヒストリ：ダイレクトモデリング



▪ 粘土細工のように自由な形状作成

フレキシブルな設計手法
自由曲面：フリーフォーム



▪ 再利用率が高いモデルをモジュール化

▪ 仕様に基づく（数値による）自動部品設計が可能

モジュール設計
標準化：iLogic



▪ 動力の小型化、消費電力削減

▪ 停止位置の精度向上、スピードアップ

▪ 材料費削減

品質保証
動作精度、軽量化：シェイプジェネレータ



配管設計

板金設計 フレーム設計

配線設計



3D PDF

最適化

モデルベース定義

動的な挙動解析



3次元データの有効活用



さまざまな業界に向けて開発された3D モデリング、アニメーション、レンダリン
グソリューション

▪ 特徴
▪ アニメーション機能による駆動や簡易高速レンダリング照明解析
などを3D CAD データと合わせて、より具体的な検証が可能です。
（Inventor, CATIA, Pro/Engineer, NX, Solidworks etc.）

▪ 高品質なレンダリング、アニメーション機能によってマーケティング
コンテンツが作成できます。

▪ メリット
▪ 3次元の簡易モデリングによって、コンセプトをより具体化できます。

▪ 設計作業の反復の削減や、設計時間の削減につながります。

▪ マーケティングや販売促進に利用すれば、試作や写真撮影のコストを
削減できます。

3ds Max 

画像提供: Cat-A-Pult



3.設計データを広範囲に活用
ビジュアライゼーション：
3Dモデルを活用したプレゼンテーション（営業活動・デザインレビューの活性化）



大容量データ・マルチフォーマット対応の高機能3Dビューア

▪ 特徴
▪ 大規模 3D データを滑らかに操作できます。

▪ CAD、点群、CGなど、さまざまなファイルフォーマット約40種類を
一つの空間上で組み合わせ可能。

▪ デザインレビューのための豊富な機能あり。
（干渉チェック、朱書き、時間や施工コスト）

▪ ノートPCやモバイルデバイスで現場からデータにアクセス可能。

▪ メリット
▪ 営業、製造、施工、保守の現場でCADを使わず3Dデザインを検証できます。

▪ 異なるCADのデータを組み合わせて、巨大な総合モデルによる高速干渉
チェックにより、コストのかかる変更を削減できます。

▪ 無償のビューアが提供されており、関連部門や顧客協力会社にコスト
負担を掛けずに展開が可能です。

Navisworks Manage



レーザースキャンで得た点群データをAutodesk ソフトウエアへ

▪ 特徴
▪ 点群データの編集が可能。

▪ 主要なレーザースキャンメーカーのデータ形式に対応。
（Faro, Leica, Zoller & Frohlich, Topcon, Riegl etc.）

▪ 点群データの確認、計測、クリップングが可能。

▪ Engineとしてオートデスクの主要製品に組み込みCADデータ
と組み合わせた点群データの表示が可能。
（AutoCAD,Inventor, Navisworks, Civil 3D, Map 3D、Plant 3D
Revit, Infraworks etc.）

▪ メリット
▪ 専用ソフトがなくても点群データの編集が可能です。

▪ 現場調査の作業時間が短縮できます。

▪ 現場の図面作成を 2D から 3D へ展開できます。

ReCap Pro



▪ 機械装置を設計するにあたり、納入先の配置、空間の把握を正確に把握

▪ 工場における最新の配置を管理

▪ AutoCAD, Inventorに点群を取り込むことで、周辺設備を把握しながらの設計が可能

現況管理
点群データの利用



工場レイアウトのビジュアライズによるレイアウト検討の迅速化と適正化

▪ 特徴
▪ 2Dと3Dとが同期したデジタルファクトリーレイアウトを実現。

▪ AutoCAD のスキルを継続して活用

▪ 上面図と3Dモデルが対になったファクトリーコンテンツ
ライブラリを使用して設計を迅速化

▪ メリット
▪ Factory Design UtilitiesにてAutoCAD、Inventor、Navisworksを

つなげることにより2Dの操作で3Dレイアウトのレビューが可能

▪ 3Dレイアウトによる干渉やスペース上の制約をすばやく確認

▪ 最も効率的な設置面積を特定

▪ 点群を利用することで現況設備の配置を確認しながら

工程作業が検討可能

Factory Design Utilities



Factory Design Utilities の概要

構想レイアウト 3Dレイアウト設計
& アセット作成

エンジニアリング
レビュー

AutoCAD 
Architecture/ 
Mechanical

Inventor Navisworks

Factory Design Utilities

3ds Max Design

デザイン
ビジュアライゼーション

Factory Design Utilities は、工場のデジタルプロトタイプ構築を可能にすることに
より、よりよいレイアウトの決定を支援する、2D/3D工場レイアウトソリューションで
す。

3Dで工場用設備を効率よく作成し、それを使って顧客にわかりやすい提案ができま

す。

顧客の追加要望に柔軟に対応でき、納期とコストを守って設備を完成できます。



Factory Design Utilities
工場レイアウト設計＆3D設計



データ管理



作業中の設計データ管理ツール

▪ 特徴
▪ 主要なオートデスク製品に完全に統合されている。

▪ ACM、ACE、Inventorのファイル属性や部品属性を自動的に
取り込んで検索に利用可能。

▪ データの一元管理によりデータの整合性、履歴管理等が
容易にできます。

▪ メリット
▪ 使いやすいデータの検索機能によって、データの流用や再利用が
容易になります。

▪ アクセス制御やバージョン管理機能によってデータを安全に
運用でき、円滑なチーム設計が可能です。

Vault
Basic, Workgroup, Professional 

Product Design Collection には Vault Basicのみ含まれます



▪ データ管理

Vault 2D,3D,ドキュメントにおけるデータ管理



設計者CAE



メカニカル設計のための 3D CAD ソフトウェアのスタンダード

Inventor Professional ~解析機能~

フレーム構造解析構造解析 機構解析 固有値(共振)解析



設計者による解析の実施
Nastranソルバーを用いた設計の妥当性確認

熱伝導・熱応力解析座屈解析・非線形解析



CAM



CAD/CAMプログラミング統合ソリューション

▪ 特徴
▪ CAD統合型の利点

▪ 2.5軸～5軸加工に対応

▪ 負荷制御加工

▪ NCデータシミュレーション

▪ メリット
▪ CADと同じ使い慣れたインターフェースとワークフロー

▪ CADモデルとの統合

▪ InventorとSolidworksユーザのための使いやすさ

▪ 粗取り時間を削減し、工具の寿命を延長可能

▪ 事前に加工工程が確認可能

HSM



CAD/CAMとの統合：負荷制御制御加工で工具寿命を延長＆ツールパス計算時間短縮



Fusion360



データ共有
コミュニケーション

ビジュアライゼー
ション

シミュレーション

設計

コンセプトデザイ
ン

CAM

デザインから製造までの全ての工程を、単一ソフト上で
行うことができるオールインワンパッケージの次世代の3Dツールです。

Fusion 360とは



• 大規模アセンブリの設計
• 設計の自動化
• 機械設計

(フレーム, マシナリー,  溶接, 回路)
• 工場レイアウト
• BIM 連携
• オンプレミスのデータ管理

• 工業デザイン / コンセプトデザイン
• リバースエンジニアリング
• 電気系CAD Fusion 360+ Eagle
• クラウドレンダリング
• デザインのコラボレーション



プロダクトデザインと工場レイアウトと製造に欠かせない

設計・エンジニアリングツールのパッケージ
Produc t Des ign &  Manufac tur ing  Co l lec t ion

クラウド＆モバイル

デスクトップソリューション

AutoCAD

AutoCAD Electrical

AutoCAD Mechanical

Navisworks Manage

Vault Basic

3ds Max

Inventor Professional

Factory Design Utilities

AutoCAD mobile app Fusion 360RECAP PRO Rendering in A360

設計

設計

設計

設計

設備レイアウト

設備レイアウト

CG

データ管理
機械設計のためのAutoCAD

電気設計のためのAutoCAD

機械設計および3D CAD 統合、解析、コミュニケー
ションに対応するプロジェ
クトレビューツール

製品データ管理ソフトウェ
ア

3Dモデリング、アニメー
ション、レンダリングソフ
トウェア

生産施設のコンセプトの
作成、計画、検証が可能

外出先でもモバイルデバイス
でDWGファイルを表示、作
成、編集、共有

プロダクトデザインのための
クラウドベースの3D 

CAD/CAM/CAEソフトウェア

クラウドでの高速、
高解像度のレンダリング

リアリティキャプチャーお
よび3Dスキャニングのため
のソフトウエアとサービス

ストレージ

25GB

AutoCAD Architecture

設備レイアウト 建築設計のためのAutoCAD

設計およびドキュメント作成
のための汎用 2D CAD

構造解析 CADと統合された有限要
素解析(FEA)ソフトウェア

Nastran In-CAD

加工・製造 2.5軸～5軸CAMソリューション

HSM



INFORMATION

キャンペーン、セミナー情報などオートデスク製造業向けの最新情報を随時公開。

オートデスク公式製造業向けポータルサイト

MFG Online

日本製衡所様、不二精機様などの
事例を公開

製品カタログ、セミナー資料など
を公開

導入事例

各種資料

http://mfg-online.jp



▪ サポートとラーニング
✓ チュートリアルのダウンロード、トラブルシューティング記事を探すことが出来るサイト

全プロダクト：https://knowledge.autodesk.com/ja/support

Inventor：https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-製品
✓ Inventorヘルプのホーム画面

▪ Inventorトライアル
✓ 体験版および体験チュートリアル

http://www.autodesk.co.jp/products/inventor/free-trial

▪ イベント・トレーニング
✓ オートデスク製品や技術に関するセミナー情報

http://gems.autodesk.com/events/Calendar/Calendar.aspx

INFORMATION


