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クラウド型 CAD で機敏な設計を実現する 

小規模メーカーやスタートアップ企業の時代なのか? 
昨今の新聞の見出しを見て、そう考える方もいらっしゃるかもしれません。クラウ

ドベースのサービスや 3D プリンティングなど、最先端のテクノロジーがこれまで

になく利用しやすくなったことで、小規模なメーカーやスタートアップ企業は、新し

いデザインをすばやく調査したりプロトタイプを作成できるようになりました。製品

開発は「小規模」ですが、革新的であり、成果も上げています。 

しかし、組織が大きくなるほど、まったく異なる評価になります。はるかに多くの従

業員をうまくまとめる必要があり、製品開発のペースは遅くなります。また、確立

されたプロセスが多く、お役所仕事的になりがちです。小規模メーカーやスタート

アップ企業とは対照的に、大規模な組織の製品開発は「大規模」になります。 

しかし現在、組織の規模に関係なく、スピードに欠けるお役所仕事的な開発プロ

セスでは成功は望めません。私たちは今、製品を開発し発売する方法が大きく

変化する真っ只中にいるのです。製品はさまざまなまったく新しい方法で市場に

投入されています。市場参入への障壁はかつてないほど低くなっています。どこ

にでもイノベーションが起こり得ることは疑う余地がありません。 

これらの変化を脅威とみなし、競争相手が市場を混乱させる新しい方法を見つ

けたと考える組織もあれば、利益を増加させるチャンスととらえる組織もあります。

いずれの場合も必須事項は同じです。それは、すべての組織が製品開発におい

て、より機敏な設計をする必要があるということです。 

当然ながら、テクノロジーはこの変化における重要な役割を担っています。コン

ピューター支援設計 (CAD) ソフトウェア アプリケーションは、これまで数十年間

エンジニアリング組織で使用されてきました。これらのツールにとって、重要な進

化はダイレクトモデリングという形でもたらされました。ダイレクトモデリングは、モ

デル形状を押し出しやドラッグによって作成することができ、ユーザーがパラメー

ターを微調整してフィーチャベースのモデルを作成するのとは対照的です。 
 
 

これらの進化は歓迎されている一方で、まだ十分とは言えず、特にそのプロジェ

クト限りの分散したチーム間でのコラボレーションという意味では不十分です。 

しかし幸いなことに、CAD ソフトウェアの次の大きなイノベーションの波が業界に

押し寄せています。クラウドのサービスとして提供されている CAD ソフトウェア 
(クラウド型 CAD と呼びます) は、生産設計、エンジニアリング、製造環境で使用

できる状態にあります。これらの新しいクラウド型 CAD サービスがどのように機

能し、今日の設計課題に影響を及ぼすかを説明することが、この電子書籍の目

的です。 

結局のところ、製品開発の機敏性、つまりニーズや変化に機敏に対応する柔軟

性は、小規模メーカーやスタートアップ企業だけの領域ではありません。大規模

な組織も最先端のテクノロジーを利用して、革新的な製品をより迅速かつ低コス

トに設計することができるのです。 
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クラウド型 CAD で機敏な設計を実現する 

クラウド型 CAD とは 
今日、製品開発プロジェクトに適用可能な新しいテクノロジーが次々と登場して

います。それらを明確にし、後れを取らないようにすることが重要な課題です。で

は、製品開発においてますます高まる機敏な設計のニーズを詳しく見ていく前に、

この電子書籍で説明する主なテクノロジー、クラウド型 CAD の定義を明確にし

ましょう。 

現在、機械系 CAD の定義に関する論争はほとんどありません。 

機械系 CAD は、設計者が部品や製品の設計やドキュメント作成を行うのを支

援する部類のソフトウェアです。 

ほとんどの場合、2D または 3D で形状を作成するための機能が提供されていま

す。2D スケッチ、2D 図面、3D モデルの場合、作成した形状はその後、図面やそ

の他のドキュメントの作成に使用できます。あるいは、図面やドキュメント内の図

形要素を直接編集することもできます。 

2D および 3D 形状の作成に加え、CAD は特定の分野に絞り込んだ専門機能

を提供しています。それには、配管、配線、プリント基板 (PCB) 設計との統合、

意匠設計などが含まれます。さらに、CAD テクノロジーは多くの場合、

Computer Aided Engineering (CAE) やシミュレーションソフトウェア、

Computer Aided Manufacturing (CAM) と統合されています。また、CAD に関

係するもう 1 つのソフトウェアが製品データ管理 (PDM) です。これらのソフトウェ

アシステムは、CAD ソフトウェアによって作成された中間成果物やその他のアイ

テムを管理します。 

これまで、CAD ソフトウェア関連の作業はほぼすべてデスクトップやノートパソコ

ンで行われてきました。CAD ソフトウェアはローカル ハードディスクにインストー

ルされ、新しいバージョンへのアップデート (一般的には 12 ヵ月～ 18 ヵ月ごと) 
もローカルで行われてきました。これはインストールされているローカル PC の計

算リソースを使用します。CAD ソフトウェアで作成された中間成果物も、ローカ

ル ハードディスクに保存されます。加えて、組織は CAD ソフトウェアを実行する

ための永久ライセンスを購入しなければなりません。 

一方、クラウド型 CAD サービスは、さまざまな点で異なっています。これらはリ

モートサーバー (すなわちクラウド) にインストールされ、ブラウザや軽量のクライ

アントを通じてアクセスします。ソフトウェアは、より短いサイクル (多くの場合、 
6 ～ 8 週間間隔) で、リモートサーバー上で機能強化のアップデートが行われま

す。また、リモートサーバー上の計算リソースを使用します。加えて、クラウド型 
CAD サービスで作成された中間成果物も、リモートサーバー上のハードディスク

に保存されます。そして最後に、クラウド型 CAD の利用はサブスクリプション型

であり、ライセンスではなく、ニーズに基づいて数を増減できます。 

クラウド型 CAD は、CAD ソフトウェアが提供する機能に加え、データ管理や共

有ツールおよびコラボレーション ツールなどの追加機能も提供しています。 

つまり、クラウド型 CAD という新しい方式で CAD が提供されます。さらに、 
クラウドをベースとしているため、常に最新機能が提供されます。 
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機敏な設計とエンジニアリング 
設計段階で作成される最も具体的なものは、エンジニアリングドキュメント (製造

やサプライヤーが物理的な製品を作成するために使用する仕様書と図面など) 
です。しかしドキュメントの作成は、製品を設計する手段ではありません。基本的

に、CAD テクノロジーはそうした努力を妨げるのではなく、支援するものである

べきです。 

根底にあるニーズ 
製品設計の基盤にあるのは 2 つの重要な活動、設計の繰り返しと評価です。 

前者は、設計者が良い設計を開発する手段です。これには、設計案や選択肢の

繰り返し検討が含まれます。ある可能性を試してそれが実現可能だと分かっても、

また別の選択肢も試してみて今度は不十分な結果に終わり、さらに別の案も試

したところ、それが最もよく機能すると気付く。その中に、設計とエンジニアリング

の鍵があるのです。 

後者は、設計者が形状、はめあい、機能、および設計のその他の検討事項を

チェックする手段ですすべてがうまくいくことを確認する必要があります。コストを

チェックしたり、稼働環境で壊れないことを確認する必要もあります。また、多くの

設計を互いに比較して、すべての要件を最も満たしているものを見つける必要も

あるでしょう。 

従来のソリューション 
この数十年近く、CAD テクノロジーは設計とエンジニアリングの機敏な設計を実

現するには不十分でした。相互依存のフィーチャから段階的に 3D モデルを構築

するパラメトリックモデリング アプローチは、強力な設計構成力をもたらしました。

しかし、これには綿密な計画と事前の考慮も必要で、設計の本質に逆行していま

す。その結果、デザイナーや設計者は方眼紙と 2D スケッチを使って繰り返し 

検討を行っていました。誰かが CAD で 3D モデルの構築を開始する頃には、ほ

とんどの設計上の判断は既に下されていたのです。 

しかしここ数年で、重要な進歩がありました。定義されたフィーチャがなくてもモデ

ル形状を押し出しやドラッグできるダイレクトモデリング アプローチにより、設計

者はほとんど制約なく繰り返し検討が行えるようになりました。さらに、フリー

フォームの 2D スケッチによって、設計をすばやく簡単に具体化することもできる

ようになりました。これらが相まって、CAD は本来の設計目的に使用されるよう

になっています。 

しかし、こうした進歩はあるものの、従来のデスクトップ CAD を設計に使用する

ことには、まだいくつかの問題があります。 

その 1 つは、設計の形式間の継続性です。コンセプトを形にするためによく使用

される 2D スケッチは、3D モデルの基礎として使用されるべきです。意匠設計に

よく使用されるサーフェス モデルも、3D モデルを構築するために使用されるべ

きです。しかし多くの場合、これらは異なる CAD アプリケーションで作成されて

いるためデータ変換が必要となり、データの破損がしばしば発生します。その結

果、モデルの修正や場合によっては再作成に多くの時間を費やすことになります。 

もう 1 つの問題は、手作業によるデータ管理にあります。従来のデスクトップ 
CAD アプリケーションは、モデルと図面をファイルとして保存し、これらのファイ

ルは正式な成果物として PDM システムでチェックインおよびチェックアウトする

必要があります。しかし、設計プロセスで検討される多くの設計案と選択肢のうち、

最後まで維持されるのは 1 つだけです。これをサポートする一時的にデータを保

管する作業環境を、PDM システムはまれにしか提供していません。 
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クラウド型 CAD で機敏な設計を実現する 
クラウド型 CAD の利点 

クラウド型 CAD サービスの進化により、まったく新しい機能分野が登場していま

す。これらの分野のうち、次の 3 つは設計とエンジニアリングの機敏な設計に特

に関係があります。 

まず、これまでのクラウド型 CAD サービスの注目すべき特徴は、統合された機

能を 1 つのツールで提供していることです。多くの場合、これには 2D スケッチ、

サーフェス モデリング、パラメトリックモデリング、ダイレクトモデリングなどの機

能が含まれます。これは、設計形状をある形式から別の形式へと徐々に練り上

げていく際に、データ変換が必要ないことを意味します。3D スケッチとサーフェ

スモデルを使用して詳細設計用の 3D モデルを直接作成できるため、モデル形

状の修正や再作成が不要になります。 

さらに、デスクトップからクラウドに CAD を移動したことで、統合されたデータ管

理という別の進化が必要になりました。クラウド型 CAD では、管理するファイル

がなく、すべてのデータとファイルに近い情報は、クラウドベースのサービスを提

供するサーバー上にあります。そのため、データ管理機能をクラウド型 CAD 
サービスに直接統合する必要がありましたが、それは単にクラウドに移動された

だけでなく、進化もしました。クラウド型 CAD に統合されたデータ管理機能は、

設計者が繰り返し検討するすべての変更を自動的に追跡し、管理します。 

そして最後に、クラウドで利用可能な融通の利く計算処理能力が、機敏な設計と

エンジニアリングにさらなる利点をもたらします。非常に大規模なモデルやアセン

ブリで作業したり、複雑なハイエンドのレイ トレーシング レンダリングを生成した

り、大規模なシミュレーションを実行したりといった、大量の演算処理をはるかに

簡単かつ迅速に完了することができます。これらの評価が完了するまでの待ち

時間が短縮されることで、設計者は有意義な決定をよりすばやく下せるようにな

ります。 

ユーザー事例 
WindPax 社は、小型のポータブル発電用の風力タービンのシリーズを製造して

いるスタートアップ企業です。同社のデザイナーと設計者のチームは、主に米国

モーガンタウンにあるウェストバージニア大学に拠点を置いており、過密なスケ

ジュールの中、自社製品の設計と開発の調整を行っています。 

「私たちには拠点となるオフィスがなく、キャンパス中に散らばって作業していま

す。しかし、共通の理解を持つための方法を見つけなければなりません」と、同

社の社長であり共同発案者でもある創業者 Justin R. Chambers 氏は言います。

「以前は、汎用のクラウドベースのファイル共有サービスを使用していました。ド

キュメントやスプレッドシートにはそれで十分でしたが、CAD モデルはいつも混

乱が生じていました。さかのぼって何が悪かったのかを探らなければならないこ

とが常でした。しかし、クラウド型 CAD の Autodesk Fusion 360 により、すべて

のデザイナーや設計者がモデルに加えた変更がすべて、自動的に管理されるよ

うになりました」 

Chambers 氏はこう続けます。「また、ツール間で設計データを移動する際の無

駄について心配する必要がなくなりました。Autodesk Fusion 360 で直接、審美

的なデザインや、設計、レンダリング、アニメーションが行えるので、作業全体が

シームレスに進みます」 
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クラウド型 CAD で機敏な設計を実現する 

機敏な設計とコラボレーション 
現代の製品は、1 人で設計することはありません。パートナー企業、サプライ

ヤー、顧客をはじめとする多くの関係者全員が、設計プロセスに関与する必要が

あります。残念ながら、デスクトップ アプリケーションとしての CAD は、従来から

設計コラボレーションのサポートはほとんど提供していませんでした。 

根底にあるニーズ 
最近の製品は複雑になる一方だということに、疑いの余地はほとんどありません。

パーツ点数も増え続けています。イノベーションは多くの場合、ソフトウェアやエ

レクトロニクスによってもたらされます。サプライヤーとの関係も変わっています。

従来、ほとんどのサプライヤーは部品の供給者と見なされてきましたが、今では、

独自のテクノロジーを提供するだけでなく、非常に重要な知的財産も提供してい

ます。その結果、メーカーはサプライヤーを以前よりもずっと早い段階から、より

深く、開発プロセスに関与させる必要があります。それが次の 2 つの活動につな

がっています。 

まず、メーカーは以前よりも、もっと完全かつ頻繁にサプライヤーとデータや情

報を共有する必要があります。次に、サプライヤーとメーカーはオープンなコミュ

ニケーション チャンネルを築き、コレボレーションややり取りを行えるようにする

必要があります。どちらも CAD ソフトウェアに重大な影響があります。 

従来のソリューション 
最近の調査によると、Lifecycle Insights 社が行った「2013 3D Collaboration 
and Interoperability Study」 (2013 年、3D コラボレーションと相互運用性に関す

る調査) の回答者のうち、70% が電子メールを通じて設計データを共有している

ことが分かりました。これは重大なセキュリティリスクを表しています。また、多くの

組織が、人気が高まっているクラウドベースの共有サービスに目を転じています。 
 

これらは有効ですが、サプライヤーが CAD を使用せずにデータにアクセスでき

る機能はほとんど提供していません。 

どちらの場合も、設計データをやり取りするオプションはごくわずかです。3D ビ
ジュアライゼーションツールを使用すれば、設計データを開いてメモやハイライト

でマークアップできます。しかし、そのようなやり取りをアクセス可能な形式でメー

カーに返すのは困難です。行ったり来たりのやり取りはほとんど不可能です。 

クラウド型 CAD の利点 
クラウド型 CAD サービスがデスクトップの CAD と差別化される点の 1 つは、設

計データの共有とコラボレーションの領域です。 

2D スケッチと 3D モデルはクラウドで作成されるため、既に安全な場所に存在し、

そこから共有することができます。文字通り、世界中のどこからでも、インター

ネットにアクセスできる人なら誰でも、このような設計データを共有できます。 

クラウド型 CAD での設計データのコラボレーションも、デスクトップの CAD と
比較して有利な点です。必要に応じて、ビューアーとマークアップ機能だけがブ

ラウザに表示されます。ユーザーが自分の仕事をするのに過不足ない機能だ

けが提供されるのです。これで CAD アプリケーションへのアクセスのニーズに

対応します。 

また、常に最新の設計変更を入手できることも、クラウド型 CAD の利点の 1 つ
です。メーカーが、特定のパーツや製品へのリンクを共有して、常に設計の最新

版を表示させることで、サプライヤーが設計の妥当性の検討で後れを取ることが

なくなります。 
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ユーザー事例 
Modbot 社は、サンフランシスコに拠点を置くスタートアップ企業で、「どこにでも

いる発明者たちに産業用と同等品質のロボットのコンポーネントを提供し、インテ

リジェントな動作を必要とするあらゆる用途に使用できるようにする」ことを目指し

ています。モジュール化されたハードウェア、コントロール用のモバイルソフトウェ

ア アプリケーション、および仮想ロボット ビルダー Web アプリで構成された同社

のプラットフォームは、ほぼどんな目的にも使用できます。 

設計プロセスの観点から言えば、重要な作業は、エレクトロニクスをメカニカル 
ハードウェアにパッケージングすることです。創業者で機械設計担当の Adam 
Ellison 氏は、もう 1 人の創業者で電子工学設計担当の Daniel Pizzata 氏によ

るエレクトロニクスが、自分が設計した筐体にフィットすることをチェックしていま

す。「つい最近まで、断面をノートパソコンでスケッチして、干渉とはめあいを

チェックしていました。それは非常に時間がかかり、エラーの可能性が大いにあ

りました」と、Ellison 氏は言います。 

彼らは現在、クラウド型 CAD サービスの Autodesk Fusion 360 を設計に使用

しています。「パッケージングのチェックが非常にすばやくできるようになっただけ

でなく、多くの異なる設計コンセプトを並行して実行できるようになりました。ファイ

ルの心配をする必要もなくなり、はるかに速く作業できるようになりました」と、

Ellison 氏。 

しかし、クラウド型 CAD サービスの利点は、設計だけにとどまりません。Ellison 
氏はこう述べています。「従業員が増えると、Fusion 360 のようなクラウド型 
CAD サービスには大きな利点がいくつかあります。多額の先行投資をすること

なく、増えたアクセス分だけを支払えばよいのです。大規模なソフトウェアのイン

ストールを心配する必要もありません。非常に柔軟性があります」 

http://www.lifecycleinsights.com
http://linkd.in/18cJOfp
http://on.fb.me/1gG2zlE
http://bit.ly/1gG2vSX
http://modbot.com/


 

     PAGE  8 

クラウド型 CAD で機敏な設計を実現する 

機敏な設計と財務 
現在、プロセスと重要な開発活動を可能にする上でテクノロジーは大きな役割を

担っています。そのため、こうしたテクノロジーを入手するためのコストと、それら

をサポートするために必要な IT リソースが、事業面の重要な課題となっていま

す。これは従来の CAD では柔軟に対応できず、クラウド型 CAD が大きな利点

をもたらす、もう 1 つの重要な領域です。 

根底にあるニーズ 
現在、設計部門の人員配置は変化しています。組織ではたいてい、重要な期日

が迫ったり問題が発生したときに、プロジェクトに携わる設計者やデザイナーの

数を「柔軟」に変更しなければなりません。これは、組織の CAD へのニーズが、

時間とともに変化することを意味します。 

IT サポートの観点から見れば、機敏な設計も重要です。どの部門でも予算は削

減されており、IT スタッフは多くの部門をサポートする中央組織に統合されてい

ます。 

従来のソリューション 
財務的には、従来の CAD はコストと手間がかかります。このようなソフトウェア

を入手するには、定額の永久ライセンスを購入します。新しいバージョンの CAD 
アプリケーションは、多数の重要な機能強化や新機能が含まれていることが多く、

たいてい 12 ～ 18 ヵ月ごとにリリースされます。これらの機能を利用するには、

すべてのデスクトップパソコンに最新版をローカルでインストールするという、時

間のかかる作業が必要になります。 

 

 

クラウド型 CAD の利点 
財務および IT のどちらの観点からも、クラウド型 CAD サービスは従来とはまっ

たく異なっています。クラウド型 CAD は、ユーザーごとに定額のサブスクリプショ

ンを通じてアクセスできます。また、設計活動に携わる設計者の出入りがあった

場合に、部門のサブスクリプション数をニーズに応じて増減できます。さらに、た

いていの場合、出費は月単位でしか発生しません。先行投資がないため、部門

の予算を大幅に節約できます。 

IT の観点から見ると、クラウド型 CAD はほとんどメンテナンスが必要ありませ

ん。ソフトウェア サービス プロバイダーは、より短いサイクル (たいていは 6 週
間のサイクル) で、付加価値の高いアップデートを追加で提供します。IT 部門と

新しいバージョンのインストールの予定を立てる必要はありません。新機能は直

ちに利用できます。 

http://www.lifecycleinsights.com
http://linkd.in/18cJOfp
http://on.fb.me/1gG2zlE
http://bit.ly/1gG2vSX
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組織と個人に対する影響 
テクノロジーは、組織をより機敏な設計にする興味深い新しい方法を提供できま

すが、最終的には、実現可能で数値化できるメリットを提供する必要があります。

これまで、クラウド型 CAD がデスクトップの CAD と比較していかに有利かを見

てきました。ここでは、その効果を測定する方法について考えていきます。 

組織に対する影響 
組織にとって、クラウド型 CAD サービスの使用には、2 つの明確なメリットがあ

ります。 

1. 質の高い設計による問題回避: クラウド型 CAD を使用すると、デザイ

ナーや設計者はより多くの設計案を繰り返し検討することができます。

また、メーカーがサプライヤーおよびパートナーとより広範囲に共有およ

びコラボレーションできるようになります。これら 2 つの利点は、金銭面

の節減や販売の増加に直結するわけではありませんが、メリットはもた

らします。十分に練られ、吟味された設計を作成することで、廃案や設

計変更、契約の損失につながる下流工程のエラーの数が減ります。こ

れらの重要業績評価指標 (KPI) をクラウド型 CAD の影響を測定する

手段としてトラッキングします。 

2. 先行投資と継続的な IT 支出の削減: クラウド型 CAD サービスには、

永久ライセンスの購入という先行投資が必要ありません。さらに、毎月

のサブスクリプション料金は必要に応じて抑制することができます。それ

が金銭面の節減につながり、その分を別のことや会社の利益に回すこ

とができます。 

 

 

個人に対する影響 
クラウド型 CAD サービスのメリットは、組織だけにとどまりません。これらのすべ

ての領域において機敏な設計をすることで、関与する個人にも次のようなメリット

がもたらされます。 

1. プライベートな時間を取り戻す: 機敏な設計をすることは、通常なら下流

工程で見つかるような問題を見つけ、対処できることを意味します。また、

より良い設計を作成してリリースすることにもつながります。これにより、

急な対応が求められたり、計画が狂ったり、週末や夜間も作業しなけれ

ばならない事態が減ります。 

2. 非技術者の独立性を促す: データそのものとそのデータを操作する機

能の両方の点でアクセス性が向上することで、開発における技術者以

外の関係者に大きなメリットがもたらされます。設計を読み込み、画面上

でレビューするために、設計者を探し回る必要がなくなります。任意のデ

バイスを使ってすばやく対応できます。これは設計者にもメリットがあり

ます。非技術者は、従来はビューイングだけの目的で CAD モデルを表

示することを設計者に依頼することがよくあるからです。 

http://www.lifecycleinsights.com
http://linkd.in/18cJOfp
http://on.fb.me/1gG2zlE
http://bit.ly/1gG2vSX
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まとめと結論 
私たちは今、製品を開発し発売する方法が大きく変化する真っ只中にあります。

企業がこれらの変化を脅威と見るかチャンスと見るかに関わらず、すべての組

織が製品開発において、より機敏な設計 (ニーズや変化に機敏に対応する柔軟

性) がならなくてはなりません。 

機敏な設計とエンジニアリング 
製品設計は、設計形状、はめあい、機能チェックなど、設計案に対して繰り返し

検証を行います。クラウド型 CAD サービスによるダイレクト モデリングのアプ

ローチは、保護された環境下でデータは自動的に追跡され、管理され、コンセプ

ト設計や詳細設計をより強化します。 

機敏な設計とコラボレーション 
単独で製品の設計や開発を行っているメーカーはもういません。今日のメーカー

は、サプライヤー、パートナー、顧客を、設計プロセスのずっと早い段階からより

深く関与させる必要があります。クラウド型 CAD は、設計データを作成した場所

で安全に共有することで、これらのニーズをサポートします。さらに、CAD にアク

セスできない、または CAD の知識がない人に、ブラウザや軽量ツールを通じて

必要なツールを提供します。 

機敏な設計と財務 
エンジニアリングにおける CAD のニーズは日々変化するため、時には何ヵ月間

も使わずに遊ばせておく CAD ソフトウェアのライセンスを購入する必要はほとん

どありません。さらに、人員不足の IT 組織は、デスクトップやノートパソコン ベー

スの CAD をアップグレードする時間がほとんどないため、重要な機能強化が

何ヵ月間も使用できないままになります。クラウド型 CAD の多くは、サブスクリプ

ションベースのサービスとして提供されているため、組織は使用可能なシート数

をその時々で増減することができます。さらに、ソフトウェアプロバイダーはクラウ

ドでこれらのサービスをアップグレードするので、企業の IT スタッフの手を煩わ

すことはありません。 

組織と個人に対する影響 
クラウド型 CAD は、組織と個人の両方に多くのメリットをもたらします。問題の回

避を通じて、廃案、手戻り、設計変更に伴うコストを低減できます。さらに、ライセ

ンスから柔軟なサブスクリプションに切り替えることで、コストを節約することもで

きます。個人にとっては、問題の拡散を回避することで、夜間や週末の勤務に費

やしていたプライベートな時間を取り戻すことができます。 

製品開発は変化しています。時代は最新のツールを求めており、クラウド型 
CAD は実現可能な選択肢です。 

クラウド型 CAD の詳細については、Autodesk Fusion 360 のサイトをご覧くだ

さい。オートデスクが担当した一部を除き、本ドキュメントのコンセプトとアイデア

はすべて Lifecycle Insights 社が独自に展開したものです。  
© 2014-2015 LC-Insights LLC. 
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