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デジタル設計ツールの難問 
設計者は困難な仕事を抱えています。そして日々苦境に陥っているのです。設

計者はタイトなスケジュールを守って、設計リリースおよび製品の発売または出

荷までの納期を守らなければなりません。非常に専門的な要件を満たす設計開

発をしなければなりません。社内外から寄せられる様々なフィードバックを設計

に組み込まなければなりません。そして、各制約の変更がどのように影響され

るのか理解するために、繰り返し検証し、別の選択肢を模索していく必要があり

ます。 

これらの要求は仕事の一部にすぎず、避けて通ることはできません。それがエ

ンジニアリングです。 

仕事をきちんとやり遂げるために、先端を行く設計者は、多くのデジタル ツール

を利用してこれらのタスクの迅速化と自動化を図っています。コンピューター支

援設計 (CAD) ソフトウェアは、設計者が 3D ジオメトリのオプションをすばやく

検証したり、設計の形状やはめあいのプロトタイプをバーチャルで作成すること

を可能にします。コンピューター支援エンジニアリング (CAE) ソフトウェアは、設

計者が自身の設計の性能を工学物理学に照らしてチェックできるようにします。

スプレッドシート、ドキュメント、プレゼンテーションのアプリケーションは、製品お

よびプロセスのドキュメントやプレゼンテーションの作成に役立ちます。また、設

計者が重要な情報を社内や社外の関係者とやり取りする、大量の電子メール

についても忘れてはいけません。これらのデジタル ツールはいずれも非常に役

に立ちます。 

設計者がこれらすべてを行えるようにすることは、非常に有益です。しかし、問

題もあります。 

ご存知のように、これらのデジタル ツールは非常に大量のファイルを生成し、そ

の数は開発サイクルが進むにつれて増加していきます。さらに、これらの設計

情報はすべて相互利用されています。スプレッドシートで管理されている BOM 
は、特定のバージョンの CAD モデルを反映します。要件を管理するスプレッド

シートの繰り返しの作業は、検証と妥当性確認を特定の CAE モデルに依存し

ています。その結果、関係のネットワークが複雑になり、ますます管理が困難に

なります。しかし設計者は従来より、これらのファイルを管理しながら、この複雑

な相互関係のネットワークを手動で管理しなければなりませんでした。 

設計者に設計情報を手動で管理することを求めるのは、設計者の多忙さを考え

ればまったく時間の無駄です。 

しかし幸いなことに、選択肢があります。これらの設計情報を管理するにはさま

ざまな方法があり、それぞれに長所と短所があります。では、設計者にとって最

善のソリューションはどれでしょうか?  設計者が本業、すなわち設計作業に戻

れるようするために、最も時間を節約し、設計者の効率性を最大化するのはど

のアプローチでしょうか?  

この電子書籍にはその答えがあります。ここでは、設計者がこれまでよりも自分

の時間を守らなければならない理由と、守るための方法を詳しく説明しています。

また、技術情報を管理するためのさまざまなソリューションを具体的に説明し、

それぞれの長所と短所を詳しく紹介します。そして最後に、設計者が進歩する

設計情報を最適に管理できる方法について提案します。 

多くの設計者は、これらの設計情報をすべて手動で管理することは、仕事の 
一部だと思い込んでいます。しかし、そうではありません。それは時間の無駄で

す。この電子書籍では、その時間を取り戻して設計作業に戻る方法をご説明し

ます。 
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設計者にとって、時間は貴重 
テクノロジーは、設計者が製品を設計できるようにする上で、常に重要な役割を

果たしてきました。しかし設計者は現在、設計における自身の役割を変える新し

い力に直面しています。そして、設計を妨げるのではなく、設計の助けになるテ

クノロジーをかつてないほどに必要としています。 

いつも時間が足りない 
今日の設計者は、本当に働き過ぎです。設計者はさまざまな責任を負っている

ため、生産現場に行ったり、サプライヤーのオフィスに出かけたり、会議に出席

したり、そしてもちろん自分の席に戻ったりしなければなりません。さらに設計者

は、最高とは言わないまでも、実現可能な製品設計を短時間で見つけなければ

なりません。開発スケジュールがさらに短縮されているため、設計者はいつも重

要な設計レビューがのしかかって来るように感じています。設計者は常に時間

に追われているのです。 

すべてを考慮に入れる 
競争についていくためには、製造業は次々に押し寄せる最新のテクノロジーを

取り入れなければなりません。さもなければ取り残されてしまいます。結果とし

て、設計者はニッチな分野のエキスパートとコラボレーションする必要があり 
ます。 

そして、形状、機能性、および適合性の仕様を満たす設計を見つけるだけでは

十分ではありません。設計者はもっと多くのことを考えなくてはならないのです。

今日の製品には、設計ソリューションに影響を及ぼす運用上およびビジネス上

の大きな制約があります。このため、設計者は増え続ける関係者 (購買、サプラ

イヤー、製造、顧客、サービスなど) からフィードバックをもらう必要があります。 

 

設計はますます分散された活動に 
残念ながら、これほど幅広い関係者を設計に関与させることは、廊下を隔てた

オフィスにいる誰かに会いに行くような簡単な話ではありません。設計者や他の

技術者は、階下にいる場合もあれば、大陸の反対側にもいる可能性もあります。

サプライヤー、サービス プランナー、または製造エンジニアも、遠く離れた場所

にいる可能性があります。これがまさに今日の製品開発の現実です。 
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エンジニアリングへの影響 
最終的に、これら 3 つの要素は、新製品を開発する設計者にとって重大な課題

となります。しかし幸いなことに、テクノロジーはこれらの問題に強力な対処法を

提供します。こうしたテクノロジーにより、次の 2 つのアクティビティが可能にな

ります。 

1. 設計者は、可能性のある設計ソリューションを探求し、繰り返し検証す

る必要があります。そのため、これらの設計の定義を策定するために

デジタル テクノロジーを使用しています。これらの定義は、コラボレー

ションのハブとして機能する明確な説明を提供します。 

2. 設計者は、これらの設計が形状、機能性、適合性、コスト、およびその

他の運用上の制約に対してどのように機能するかを評価する必要があ

ります。そのため、デジタル テクノロジーを使用して、設計のプロトタイ

プをバーチャルで作成します。これらを評価することによって、試作やテ

ストを 1 回でパスすることができ、設計者と組織は時間とコストを節約

できます。 

しかし、これらのツールは大きな利点をもたらす一方で、設計者にとって深刻な 
2 つの問題を引き起こします。 

問題 1: 大量の設計情報 
最新の設計テクノロジーの問題の 1 つは、言うまでもなく明らかです。設計情報

の量があまりに膨大で手に負えなくなる可能性があることです。CAD モデルの

場合、すべてのパーツ、アセンブリ、図面が個別のファイルになっています。各

シミュレーションには、モデル、結果セットの他にレポート ドキュメントもあり、実

行ごとに数百とまではいかなくとも、数十個のファイルが生成されます。さらに、

繰り返された検証結果を保存するたびに新しいファイルが作成されます。最も

単純な設計でも、1 ～ 2 週間で数百、ときには数千のファイルが生成されること

があります。 

 

このような状況で、設計者はどうしたらこれらの設計情報の最新バージョンを追

跡して管理できるでしょうか?  さらに、設計者がいくつかの設計案を検討する場

合、どうしたらファイルの場所をうまく管理できるでしょうか? 

2 種類の設計情報 
設計者は基本的に、開発プロセスの間に 2 つのグループの設計情報を使

用します。1 つのグループは、製品の定義を構成します。もう 1 つのグルー

プには、製品の評価に役立つものが含まれています。 

設計ソリューションを定義する設計情報には、パーツのコンピューター支援

設計 (CAD) モデル、アセンブリと図面、材料仕様、部品仕様、およびその

他のドキュメントが含まれます。 

設計ソリューションの評価に使われる設計情報には、計算の入ったスプレッ

ドシート、シミュレーション モデルおよび関連する結果に加え、標準または

要件の定義と割り当てへの参照が含まれます。テストや試作の成果物であ

る結果レポートが含まれる場合もあります。 
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問題 2:設計情報内の関係 
もう 1 つの問題は、これらの設計情報の多くが相互に関連している点にあります。

特定のシミュレーション モデルは特定の CAD モデルから派生されます。計算が

多く含まれているスプレッドシートは、特定の仕様ドキュメントにだけ関連付けら

れている場合があります。設計情報は数百、数千と蓄積されるため、どれとどれ

が関連しているのかを追跡するのは困難です。 

このような状況下では、特定のシミュレーション結果セットの生成に、CAD モデ

ルのどの検証結果が使用されたのか、どうすれば知ることができるでしょうか?  
設計の保守性に関するフィードバックを受け取ったときに、評価に使用された設

計ソリューションの検証結果を特定するには、どうすればいいのでしょうか?  あ
る設計者の設計が別の設計に依存している場合、どうすれば最新の構成を使

用しているか分かるのでしょうか? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計者が真に価値を付加できる場所とは 
設計者はどうにかして、計画、検証、リリースに使用する、自身の設計の完全か

つ最新のデジタル定義を作成する必要があります。そして、その過程でこれら 2 
つの重大な問題に取り組まなければなりません。そうしないと、悲惨な結果にな

ります。エラーがあると、間違った設計がレビューに送られたり、製造にリリース

されてしまうことになりかねません。 

一方で、設計者はスケジュールを厳守するために既に苦労しています。これら

の設計情報すべてを細かく管理する時間を捻出するのは、今日の設計者には

無理な相談です。さらに、それは設計そのものに何の価値も付加することのな

いタスクです。設計者の時間は、設計情報を手動で管理することではなく、ト

レードオフ調査の実施や、設計フィードバックの調整をはじめとする、さまざまな

タスクに費やす方がはるかに有効でしょう。 

突き詰めれば、これが設計情報を管理するテクノロジーが重要である理由と言

えます。設計情報の管理は必要なタスクですが、あまりに多くの手作業を必要と

するテクノロジーでは、設計者が設計作業に戻る助けにはほとんどなりません。 
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エンジニアリングの設計情報を管理するためのテクノロジー 
設計情報を管理するためのテクノロジーには、どのような選択肢があるのでしょ

うか?  このセクションでは、これらの選択肢をいくつか定義し、それぞれの長所

と欠点を説明します。 

デスクトップとノート PC  
コンピューターはエンジニアリング オフィスのいたる所にあり、ほぼすべてのデ

スクの上にあります。実際、設計者は CAD やシミュレーションなど、膨大な計

算を行うソフトウェア アプリケーションを使用するため、多くの場合、コンピュー

ターは強力なツールとなります。デスクトップやノート PC での設計情報の管理

は、オペレーティング システム上で行われます。 

コンピューターを使用して設計情報を管理することは、使いやすさの点では利点

があります。ファイルがローカル コンピューターにあるため、容易にアクセスでき

ます。さらに、設計者が有効だと思う構造で、ファイルをフォルダーやサブフォル

ダーに自由に編成できます。 

しかし、デスクトップやノート PC を使用して設計情報を管理することには、明確

な欠点もあります。設計情報の量は膨大なので、すべての記録を付けるには、

かなりの規律と時間が必要になります。慎重さに欠ける設計者であれば、ファイ

ルを間違った場所に置いたり、誤って削除してしまうこともあります。設計者が

病気になったり仕事を完了できなくなった場合に、代わりの設計者がファイルや

フォルダ―構成を理解できなければ、やはり設計情報が失われる可能性があり

ます。さらに、コンピューターのハード ディスクが故障したら、製品に関するすべ

ての仕事が失われる可能性もあります。また、現在使用されているオペレーティ

ング システムで、設計者の設計情報をすべて理解できるものはありません。し

たがって、これらのファイルの内容を明快に検索できる方法はありません。そし

て最後の欠点は、設計者が正しい設計構成で作業を行っているのかを知る方

法がないことです。これを可能にするツールは、現在のオペレーティング システ

ム上には存在しません。また、同僚の作業は、当人のデスクトップやノート PC 
にあるため、すぐに使用できません。こうしたケースではセキュリティも重大なリ

スクです。 

http://www.lifecycleinsights.com/?utm_source=adsk&utm_medium=ebook&utm_campaign=plmstudy
https://www.linkedin.com/company/2730962
https://twitter.com/LC_Insights
https://www.facebook.com/pages/Lifecycle-Insights/133605950005699
https://www.youtube.com/channel/UCVL8PigFaYcxkgbHBp-mhIg/featured
https://plus.google.com/b/104799653919601109136/104799653919601109136/posts/p/pub


設計作業の見直し: 製品情報の管理負担の軽減 7 

 

 

共有ドライブ 
共有ドライブまたはネットワーク ドライブは、デスクトップやノート PC と同じネッ

トワーク上に存在するコンピューター (一般的にはサーバー) です。しかし、個々

のユーザーがこれらのコンピューターを作業に使用するわけではありません。こ

れらのマシンは、組織内の誰もが使用するための共通のハード ディスク リソー

スとして機能します。組織内の多くの設計者は、自身の設計情報を共有ドライブ

に保存できます。 

設計情報の管理には、デスクトップやノート PC よりも共有ドライブの方がわず

かに有利です。共有ドライブを使用することで、情報を 1 つの場所に格納できま

す。同僚の作業が同じドライブにあるため、アクセスすることもできます。 

しかし、共有ドライブにはデスクトップやノート PC と同じ多くの欠点があります。

共有ドライブやネットワーク ドライブも同じオペレーティング システムを使用して

いるため、エンジニアリングで使用されている設計情報をすべて理解することは

できません。共有ドライブは設計情報に含まれるデータを適切に認識してファイ

リングできないため、設計者はそれを使って設計情報を検索することができませ

ん。また、共有ドライブには構成を追跡して管理する方法もないため、設計者は

正しい設計構成を引き出したかどうかを確認することもできません。 

セキュリティは多くの場合、共有ファイルの方がデスクトップやノート PC よりも

優れていますが、データは暗号化されず、ファイルのアクセス権を通じて保護さ

れるだけです。多くの人がファイルにアクセスするため、組織は管理ガイドライン

を明確に説明し、ユーザーはガイドラインを厳守する必要があります。また、設

計者が他のことに気を取られていたり、時間に余裕がない場合、設計情報の

ファイリングを間違えてしまうことがあります。 

ノート PC やデスクトップと同様に、設計情報がファイル サーバー上に正しく保

存されていないと、置き間違いが起きやすく、ファイルを探すのに多くの時間を

費やすことになります。 

 

クラウドベースのファイル管理 
この数年間で、クラウドのファイル共有サービスとアプリが数多く登場しました。

これらのツールを使用すると、ユーザーはデクストップ フォルダとサード パー

ティ サーバー上でホストされるフォルダを同期させることができます。 

クラウド ストレージにはいくつかの利点があります。このサービスを好む理由と

して、バックアップとして機能する点を挙げる人もいれば、外部の関係者とデー

タを共有しやすくなるという点を挙げる人もいます。コストは比較的安価な毎月

のサービス利用料金です。セットアップや使用も簡単です。 

しかし、エンジニアリングの設計情報の管理に関しては、クラウドベースのサー

ビスにもデスクトップ、ノート PC、共有ドライブやネットワーク ドライブと同じ欠点

があります。つまり、オペレーティング システムが設計ファイルを理解できないと

いう問題です。設計者の設計情報内の豊富な情報を理解できないため、その情

報を検索する手段がありません。そのため、このサービスはデータを保存する

場所を改善するだけに過ぎません。 
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エンタープライズ システム 
エンタープライズ システムは、サーバー上で実行されるソフトウェア アプリケー

ションです。これらのサーバーが会社のファイアウォールの内側にあるデスク

トップやノート PC と同じネットワーク上にある場合、そのエンタープライズ シス

テムはオンプレミスと見なされます。サード パーティがファイアウォールの外側

でエンタープライズ システムを維持している場合、それはクラウド対応と見なさ

れます。製品データ管理 (PDM)、製品ライフサイクル管理 (PLM)、エンタープラ

イズ リソース プランニング (ERP) はすべてエンタープライズ システムです。 

エンタープライズ システムは一般に、設計情報を保持する暗号化されたファイ

ル リポジトリと、関連するメタデータ (各ファイルに関する情報) のデータベース

という、2 つのコンポーネントを特徴としています。設計情報の安全性を確保し

つつ、メタデータは、ファイルの変更者、作成日時、最新構成など、ファイルに関

するすべてを追跡します。データはデータベースと一緒に中央の暗号化された

リポジトリに格納されているため、データを紛失する可能性が大幅に減ります。 

一部のタイプのエンタープライズ システムは、エンジニアリングの設計情報を真

に理解できるため、メタデータをファイルから抽出できます。これは、これまで

ファイル内に閉じ込められていた情報の検索を実行できることを意味し、設計情

報の発見や再利用が容易になります。これらのシステム内のメタデータは、ファ

イル間の関係もしっかりと追跡します。これは設計者が同僚の作業を参照用に

引き出せることを意味します。また、最新の構成や以前に検討した設計案を取

得することもできます。 

さらに、エンタープライズ システムの中には、設計で非常に役立つ強力なツー

ルを備えているものもあります。たとえば、ある設計者が自身の設計の保守性

に関するフィードバックを必要としているとしましょう。そのフィードバックを提供

するには、サービス プランナーが設計を見る必要がありますが、3D モデルを開

くために必要な CAD ソフトウェアにアクセスできなかったり、CAD を使用する

技術スキルがない場合があります。多くのエンタープライズ システムには、技術

に精通していないユーザーが CAD ソフトウェアを使用せずに済むように、3D 
モデルをビジュアル化するための機能が含まれています。 

エンタープライズ システムに関しては、クラウドベースのソリューションにはオン

プレミス (自社で用意した設備でソフトウェアなどを導入し利用する方法) の ア
プローチに勝る点がいくつかあります。その 1 つは、社外の人と設計情報を共

有できることです。オンプレミスのエンタープライズ システムで、外部の人 (サプ

ライヤー、顧客など) がファイルにアクセスできるようにするには、特殊化した

ファイアウォール構成が必要になります。しかしクラウドベースのエンタープライ

ズ システムでは、設計情報は既にファイアウォールの外側にあるため、直接共

有することができます。これにより外部の関係者とのデータ交換が容易になり 
ます。 

また、組織が CAD と PDM を組み合わせたサービスを管理に使用している場

合は、別の利点もあります。たとえば、結合されたシステムが設計への個々の

変更をすべて追跡するため、設計者は設計情報を管理する必要がなくなります。

それによって空いた時間は価値を高める作業に充てることができ、エンジニアリ

ング組織の利益性が高まります。 
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テクノロジーの採用率 

表 1: エンジニアリングの設計情報の管理に使用されているテクノロジー 

管理対象 デスクトップ/ 
ネットワーク ドライブを使用 

ソフトウェア システムとデスクトップ/ 
ネットワーク ドライブの組み合わせを使用 ソフトウェア システムのみを使用 

エンジニアリング ドキュメント 48% 32% 21% 

要件 54% 22% 23% 

BOM 41% 25% 34% 
MCAD 44% 31% 26% 

シミュレーション 60% 21% 19% 

 

エンジニアリングの設計情報の管理においては、エンタープライズ システムに

多くの利点があるのは明らかです。しかし、それは現在ほとんどの組織が使用

しているテクノロジーでしょうか?  その質問に答えるために、Lifecycle Insights 
は PLM 調査を実施しました。回答者に対し、エンジニアリングのさまざまな設

計情報の管理に、どのようなタイプのテクノロジーを使用しているか特定するた

めの質問をしたところ、表 1 のような結果になりました。 

ご覧のとおり、組織がさまざまな設計ファイルの管理に最もよく使用しているの

は、デスクトップ、ノート PC、および共有ドライブです。このような組織は、エン

タープライズ システムに切り替えることで多くのメリットが得られる可能性があり

ます。そしてこれらの組織で働く設計者は、エンジニアリングの設計情報を手動

で管理することに費やしている時間を取り戻すことができます。 

その対極にある少数派の組織が、エンタープライズ システムだけを使用して成

果物を管理しています。これらの組織は、エンジニアリングの設計情報の効率

的な管理に積極的に取り組んでいます。 

この 2 つの中間のグループは、これらのファイルを複数の場所で管理していま

す。つまり、成果物をデスクトップとエンタープライズ システムで管理しています。

このように両方を使用して管理している組織は、多くの場合、共有ドライブ、デス

クトップ、またはノート PC 上で作業中のファイルを管理して、リリース済みの

ファイルをエンタープライズ システムを通じて管理しています。 

そして興味深いことに、このグループはエンタープライズ システムの多くのメリッ

トを逃している可能性があります。このようなテクノロジーは、設計のリリース後

にも確かに有効ですが、最も高い価値を提供するのは開発の段階です。開発

中は、すばやい設計検証を行うため、エンジニアリングの設計情報につきもの

の膨大な量と複雑な関係を把握するのが難しくなります。 
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要点と結論 
設計情報は、製品を定義し、その設計を導くファイルとドキュメントです。このよう

なファイルは製品開発プロセスの最中またはその後にも頻繁に参照されるため、

設計者には設計情報を管理する方法が必要です。 

設計者にとって、時間は貴重 
今日の設計者は、困難な役割を担っています。スケジュールは短縮される一方

です。そして形状、機能性、および適合性の検証に加え、さまざまな関係者から

のフィードバックを求め、寄せられたフィードバックを設計プロセスに取り入れる

必要があります。また、顧客やサプライヤー、世界中に散らばる関係者たちと連

携して作業する必要があります。 

設計情報の問題 
設計者にとって、設計に使用するテクノロジーはますます強力になっています。こ

れらのテクノロジーは、設計者が製品を定義するのに役立ちます。また、設計者

が性能を検証できるよう、バーチャルでプロトタイプを作成するのにも役立ちます。 

問題は、これらのツールが多くの設計情報を生成することです。さらに、これら

のファイルには、非常に重要な複雑な相互関係があります。これらの設計情報

を手動で管理するには、設計者の手に負えないほどの多くの時間と労力が必

要になります。 

設計情報を管理するためのテクノロジー 
設計者が設計情報を管理するのに役立つテクノロジーにはさまざまなものがあ

ります。デスクトップ、ノート PC、共有ドライブを使用して管理することもできます

が、いずれも固有の問題があります。まず、設計者が手動でファイルを整理する

必要があります。また、このようなテクノロジーは設計情報を理解できないため、

そこに含まれる豊富な情報は、重要な設計の検索に利用することも、技術に 

精通していないユーザーが表示することもできません。現在、最も多くの組織が

使用しているのが、これらのテクノロジーです。 

対照的に、エンタープライズ システムは、オンプレミス (自社で用意した設備で

ソフトウェアなどを導入し利用する方法) であろうとクラウドであろうと、これらの

成果物の管理を自動化し、設計者の負担を取り除きます。これらのテクノロジー

はエンジニアリングの設計情報を理解できるため、ユーザーは正しいファイルを

すばやく見つけて簡単に表示することができます。これらのシステムだけを使用

しているのは、約 4 分の 1 の組織です。それ以外の組織は、複数のテクノロ

ジーを併用していますが、残念なことに、エンタープライズ システムを使用する

ことで得られるメリットが制限され、十分に享受できていません。 

まとめ 
今日の設計者にとって、時間は貴重です。製品の設計に使用されるテクノロ

ジーは非常に強力ですが、複雑な設計情報が生成され、それらを管理する必要

があります。ほとんどの設計者は、このようなファイルを手動で管理しなければ

ならない事実を甘んじて受け入れています。しかし現在は、はるかに優れた選

択肢があり、こうしたタスクを自動化することによって、設計者は設計作業に戻

ることができます。 
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付録 A: 調査のライフサイクルとデモグラフィック 
PLM 調査 
PLM 調査では、製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューションの採用状況と、

それに関連する組織のパフォーマンスのメリットを調査しました。 

2015 年 1 月の最初の 2 週間で、Lifecycle Insights は 760 人の回答者を対

象に、組織のパフォーマンスと、PLM 関連のテクノロジー (データ管理、プロジェ

クトとプロセスの自動化、共有、コラボレーション、進捗レポート、監督など) の使

用に関する調査を行いました。 

調査の回答者の総数は 760 人です。ただし、この調査の結果は、これらの回答

者のうち、製品開発サプライ チェーンに直接携わっている 459 人の回答に基づ

いています。ソフトウェア プロバイダー、サービス プロバイダー、システム イン

テグレーターからの回答は除外されています。 

調査の参加者は幅広い業種にわたっており、産業用機器が 29%、航空宇宙と

防衛が 28%、自動車が 22%、医療とライフ サイエンスが 17%、ハイテク/電子

機器が 16% となっています。ただし、これらの業種に専従しているわけではなく、

回答者のうち 35% は、複数の業種に従事していると明示しています。 

この調査への回答は、次の地域から収集されました。北米 69%、アジア 13%、

欧州 12%、オーストラリアとニュージーランド、南米、アフリカ、中東 4%。 
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