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設計やエンジニアリングのプロセスを自動化して
イノベーションにフォーカスする時間を創出しましょう
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1 設計自動化を導入すべき理由とは？
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テクノロジーが急速に進化し続けるとともに、設計者やエンジニアの 
ワークフローを強化する最新ソフトウェアも次々に登場しています。

さまざまな新しいツールが業界にあふれるなかで重要なのは、一時的
に流行しているだけのテクノロジーに投資するのではなく、ご自身の 
ワークフローに本当に欠かせないツールは何かを考えることです。ただ
し、中には間違いなく導入した方が良いソリューションもあります。作業
効率が劇的に上がる設計自動化ツールは、そのひとつです。

設計の自動化は、エンジニアリングのノウハウや設計意図を、繰り返し
再利用できる手法です。自動化を取り入れると、プログラミングの知識
がなくても、ルールベースの設計を簡単に利用できます。

設計者やエンジニアの多くは、繰り返し作業や、標準的なフィーチャの
モデリング、製品コンフィギュレーションの仕様のカスタマイズなどに、
多大な時間を費やしています。より良い製品を作るために、独自の価値
やイノベーションを生み出すことに集中して取り組みたくても、そのた
めの時間を持てないのが現状です。

そこでプロセスを自動化すると作業がスピードアップするため、高度な
スキルやエンジニアリング知識を要する重要なタスクに取り組むため
の貴重な時間を確保することが可能になります。

自動化によって効果が得られるかどうかは、会社の規模や、ファブリ 
ケーション・製造している製品の数には関係ありません。同じパターン
のタスクやワークフローが繰り返し生じる作業環境に自動化を導入す
れば、大きな効果がもたらされます。  

この eBook では、設計自動化の実践的な活用方法をご紹介します。

製品の  
コンフィギュレーション

図面の作成 組織内の標準仕様 バッチ処理 PLM/ERP システム
へのデータの接続
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「時間は 1 秒でも貴重です。自動化によって少しでも作
業時間を短縮できるのであれば、迷わず自動化を取り
入れています」

Dynamic Attractions 社 
CAD モデリング チーム シニア リーダー/ 

Ben Cornelius 氏

画像提供：Dynamic Attractions



2 設計意図
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自動化には、基本パラメーター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ります。まずは、設計意図の組み込みという基本的な
手法から始めましょう。CAD ソフトウェアには、モデルのパラメーターや
属性値をコントロールできる、ルールベースのシステムが組み込まれてい
ます。

エンジニアの方であれば、「設計意図」についてはよくご存じでしょう。
オブジェクト間の関係を定義し、寸法を変更した場合にモデルがどう動
作するかを最終的に定義する手法のことです。ワークフローや作業の効
率化は、パラメトリック設計の要素を把握し、これについてしっかり意
思疎通することで可能になります。そして過去に完了した作業をベース
に設計意図を自動化ワークフローへ組み込み、活用することができま
す。

例えば、ある寸法を変更すると複数の寸法が自動更新されるような演
算処理は、設計意図のひとつです。また、資材のサイズ制限を超過しない
ように寸法の上限を設定することも、設計意図といえます。

「かつては、設計のたびに 2,500 ものユーザー パラメー 

ターを作成しなければなりませんでした。ところが今では、
短いコードを 1 行記述するだけで、すべてのパラメーターを
生成し、設定できます。本当に大助かりです」

FS-Elliott 社設計者/Jason Hunt 氏



専用ツール3
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エンジニアにとって、アイデアを効率的に 3D モデル化し、製品情報をできるだけ迅速に製造部門に渡すことは重要です。シート メタル パーツや溶
接フレームには、しばしば標準的なフィーチャが数多く含まれるため、単純なモデリングでも時間がかかる作業となります。このモデリング作業を効
率化するための最も簡単な方法は、標準的なフィーチャの作成を自動化することです。

CAD ソフトウェアには、モデリングするさまざまな種類のパーツに対応する機能を備えた専用ツールが幅広く搭載されています。 



3 専用ツール

標準コンポーネント
CAD ソフトウェアには、機械の取扱説明書に記載されるようなパーツ
の可変性モデルのコンポーネント ライブラリが含まれています。このラ
イブラリにはねじ、歯車、スプロケットなどの一般的なパーツがそろって
います。

ソフトウェアに含まれるライブラリから作業に使用するパーツのタイプ
を選択し、設計するコンポーネントのパラメーターを入力するだけで、仕
様に合わせてカスタマイズされた 3D モデルが生成されます。

シート メタルの設計
専用ツールを使用すると、シート メタルの厚さ、許容曲げ応力、コー 
ナー処理などの標準を定義し、製造上の要件を確実に満たす設計を 
作成できます。

7

チューブとパイプの設計
専用ツールには、ねじや溶接で接続されたパイプ、ベンド チューブ、フレ
キシブル ホースなどの経路の作成に必要なハードウェアがすべて含ま
れています。設計者は配管経路を作成し、使用する材料とコンポーネント
を指定するだけです。

溶接フレームの設計
専用ツールを使用した溶接フレームの設計は、ワイヤフレームを構築し
て断面を 1 つ選択するだけです。あとはソフトウェアが 3D モデルを作
成し、設計をシミュレーションして構造的完全性を確認し、製造用の 
カッティング リストを生成します。



4 製品コンフィギュレーション
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現代社会において、顧客からの要求は複雑さを増すばかりです。顧客は特定の製品を見て、「これの違うサイズが欲しい」「この製品は気に入ったけ
ど、この機能は違う方がいい」などと考えます。エンジニアは、こうした顧客の要求に迅速に応えなければならないものの、重要な業務に集中して取
り組む時間も必要です。製品のカスタマイズをルールベースの設計で自動化することは、製品コンフィギュレーションをスピーディーに行ううえで欠
かせない要素です。業界をリードするトップ企業は、これをベストプラクティスとして実践しています。



4 製品コンフィギュレーション
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自動化の適用方法
ご自身が、標準モデルの設計変更したときのことを思い出してください。 
設計を変更し、工場に引き渡し済みの製造図面をすべて修正するのに、
どれくらいの時間がかかりましたか？ また、手動での変更では繰り返し
作業の中でミスや手戻りも生じるでしょう。一方、自動化のルールを設
定し、カスタム化した製品コンフィギュレーターを CAD ソフトウェア上
で動作させれば、そうした設計変更を自動化することができます。

まずは、設計の 3D モデルを作成した際に設定したパラメーターを使用
して、コンフィギュレーターを動作させるためのロジックを構築します。
ここでは、モデルに含まれる寸法、拘束、計算式以外の方法で設計を定
義することになります。そして設計の仕様が自動で変更されるように、エ
ンジニアリング ルールを追加します。Inventor など一部の 3D CAD シ
ステムには、コード スニペットのライブラリが付属しているため、こうし
たルールの定義が簡単に行えます。

設計意図を 3D CAD モデルに組み込む際は、フォームを追加すること
で、設計意図をより明確にすることができます。フォームとは、どのパラメ
ーターが編集可能か、どのような結果が必要かを伝えるために設計に
追加するダイアログのことです。こうした情報を設計に組み込むことで、
この設計についてよく知らないユーザーでも、どのような変更を加える
ことが可能かを簡単に理解でき、作業範囲外の設計や、製造不可能な設
計を作成してしまうこともなくなります。

若手の設計者やセールス エンジニアでも、顧客の要件に合わせて設計

を構成できるようになり、情報不足によるミスが生じる心配もありませ
ん。その結果、エンジニアはより重要なプロジェクト業務に時間をかけ
ることができます。

さらに、Inventor の iLogic テクノロジーを活用すれば、モデル自体の
設計を変更することもできます。たとえばパーツが長くなった場合に、ソ
フトウェアが自動でパーツの材料をアルミニウムからスチールに変更し
て強度を高め、顧客の荷重要件に耐えられるようにすることができま
す。

「オンライン製品コンフィギュレーターのおかげで、顧客、
営業チーム、エンジニアリング チームの間で設計案をやり
取りする回数が大幅に減り、エンジニアの貴重な作業時間
を節約できるようになりました」

Con-form Group 社  
オペレーション マネージャー/Rich Cro 氏



5 図面の作成
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見積もり、ファブリケーション、製造用の 2D 設計図の作成・更新は、エンジニアにとって多大な労力を要する作業となりかねません。自動化のアプロー
チを用いれば、こうした 2D 図面の作成プロセスを、一貫性があり、予測可能で、繰り返し再利用可能なものにすることができます。図面の作成が簡単に
なり、トレーニングも最小限で十分になります。



5 図面の作成
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たとえばコンベア システムのメーカーが、さまざまに異なるサイズや、さ
まざまな顧客向けのテンプレートを印刷する必要があるとしましょう。
ビジネスの規模によっては、テンプレートの数が多すぎて、すぐに管理が
追いつかなくなるかもしれません。特に不慣れな新人エンジニアは、ど
の用途にどのテンプレートを使用すべきか分からず苦労するかもしれ
ません。

そこで CAD ソフトウェアの自動化機能を使えば、シンプルなフォーム
を作成し、エンジニアがそこに必要な情報を入力するだけで、モデルや
コンポーネントの作業用図面が自動で生成されます。フォームの入力事
項では、計測値の表示方法をメートル法にするかインチ/フィート法にす
るかを選択したり、顧客情報を入力したり、作成する図面は製造用か、コ
ンポーネントの組み立て用かを設定したりします。

標準の図面テンプレートを使って図面作成を自動化すれば、時間を節
約できるだけでなく、図面の一貫性も高まります。

同様のロジックで、次のような作業も自動化でき
ます。

図面一式をすべて作成

図面表示方法の定義と生成

寸法の追加

部品表の情報やバルーンの生成と更新

タイトル ブロックのパラメーターの修正や追加

新しい CAD 標準仕様に準じて古い図面を更新

CAD 標準仕様に準拠しているかどうかをチェック

パブリッシュや書き出しのバッチ処理



6 標準仕様への準拠
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CAD モデリングのチェック
CAD モデリングのチェックは、しばしば大変な作業となります。定義済
みのスケッチやモデリングの一貫性などをチェックする作業や、矛盾、干
渉のチェック作業は自動化できます。モデルのコンポーネントに重複や
矛盾があれば、実際の製品にも矛盾が生じます。つまり、製造プロセスの
最終段階でコストのかかる調整作業が必要となる可能性があります。干
渉検出機能はコラボレーション ツールとしても有用です。たとえば、自
社で作成したモデルと他社のモデルに矛盾や干渉がないかをチェック
することで、両社の設計が製造段階でうまく調和し、問題が生じないこ
とを事前に確認できます。

データのチェック
標準仕様に準拠しているかどうかを確認するプロセスで一番退屈なの
は、データのチェックではないでしょうか。そんな作業は自動化機能に
任せましょう。エンジニアリング上の意図は設計段階ですでに決定しま
した。後はスクリプトを実行して、CAD モデルのプロパティがすべて適
切に入力されているか、コンポーネントの材料が選択されているかなど、
重要な情報がきちんと設定されているかどうかを確認します。

製造用の設計やアセンブリのチェック
設計の作成作業よりも、チェックやレビューにより多くの時間がかかるこ
とは珍しくありません。一般的に、設計のレビュー プロセスには多くの人
が関わります。そして一番良い設計について、全員が同意する必要があり
ます。次のようなチェック プロセスを自動化すれば、時間を大幅に節約
し、エンジニアリング レビューの機会を増やすことができます。

● 標準的な量の原材料から、すべてのコンポーネントを製造できる
か？

● アンダーカットや深いポケットなど、CNC で問題の原因となりそ
うなフィーチャはないか？

作業内容が会社の標準に従っているかどうかを確認するには、エンジニアの専門知識や多大な時間が必要です。しかし標準への準拠確認プロセス
を自動化すれば、チーム メンバー全員が必ずベスト プラクティスや一貫した手順に従って作業するように徹底できます。エラーの生じる可能性を
排除し、最初から確実に適切な方法で製造できるため、時間、コスト、材料を節約できるだけでなく、製品の全体的な品質も向上します。



6 標準仕様への準拠
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画像提供：Dynamic Attractions

図面のチェック
図面のチェックには、確かな目と、CAD 標準仕様に関する完
璧な知識を持ったレビュアーが必要です。大企業ではしばし
ば、この作業がひとつの職務となっています。CAD の標準仕様
に準拠しているかどうかの確認や、タイトル ブロックのフィー
ルドに必要な情報がすべて入力されているかどうかの確認は、
自動化することができます。



6 標準仕様への準拠
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設計への準拠チェック
製品コンフィギュレーション用に作成したフォームに拘束条件や範囲を
設定すれば、自社では製造不可能な値をユーザーがフォームに入力でき
ないようにすることができます。適切な設計意図をフォームに設定して
おくことで、誤ったサイズや材料が入力されることがなくなるため、チー
ムは安心して設計作業に打ち込めます。

たとえば、さまざまなサイズやオプションがあるコンベアの構成を設定
する場合を考えてみましょう。自動化機能を使うと、コンベアの長さを変
更して伸ばした場合に、ガセットや梁などの新しい支持構造がモデルに
自動で追加されます。また、自動化機能では、使用可能なオプションから
アセンブリをすばやく構成し、パラメーターを変更しながら設定するこ
ともできます。

他にも例をご紹介しましょう。シート メタル製の製品を設計するとしま
す。シート メタルの曲げ半径は、工場設備の種類により変わります。ここ
で自動化機能を使えば、工場の設備で製造不可能な材料が含まれてい
ないかどうかを確認できます。



7 バッチ処理
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モデルの簡素化
製造業界の設計者やエンジニアにとって、価値の高い製品はまさに知的
財産です。しかし、しばしばそのモデルを外部組織と共有する必要が生
じます。そうした場合に、専有情報をすべて取引先に公開する必要はあ
りません。 

多数のモデルや図面に同じ処理を適用する必要がある場合、すべてを手動で行うと非常に時間がかかります。その場合は自動バッチ処理を利用し
て、モデルや図面を簡単に更新することができます。

CAD ツールの自動バッチ処理機能を使えば、ルールを設定し、選択した
情報を削除してから外部関係者にモデルを送ることができます。たとえ
ば、ある自動車メーカーの依頼で部品を作っているとしましょう。あなた
の仕事は部品を設計して納品することですが、使用するナットやボルト
などの情報をすべて取引先に公開したくはないとします。その場合は、
バッチ処理を使用して、簡素化したモデルを作成できます。



7 バッチ処理
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この手法は、BIM 対応モデルを作成して、建築設計者、エンジニア、顧客
と共有する場合も同じく適用できます。こうしたモデルの簡素化プロセ
スや、データ入力、ファイルの書き出しなどの作業を自動化すれば、時間
を節約できます。

モデルのクリーンアップ
モデルから情報を削除する以外にも、たとえば他の CAD システムで作
成されたモデルや図面をクリーンアップしたり調整したりする必要があ
る場合もあります。その場合もバッチ処理を作成・実行し、モデルや図面
が会社の標準に従うようにまとめて更新することができます。

たとえば、さまざまな図面が入ったフォルダを受け取ったものの、すべて
の図面からタイトル ブロックの情報が抜けていた場合、バッチ処理で
全図面を開き、必要な情報を追加できます。または、機械の設計をしてい
て、外部調達されたコンポーネントと社内で作成したコンポーネントを
分かりやすく色分けしたい場合、バッチ処理を利用すれば、外部から受
け取ったファイルから読み込んだモデルを、すべて指定の色に変えるこ
とができます。さらに、チームの誰かがアセンブリの色を誤って上書きし
てしまった場合も、同じようにバッチ処理で指定の色に戻せます。

こうした使用事例を参考に、ご自身の作業にはどのような方法でバッ
チ処理を利用できるか検討してみてください。これはつまり、設計中の
問題点を検索して、望ましい結果に置き換える処理です。

バッチ処理のその他の活用例：

バッチ印刷
設計や選択したフォルダに含まれるすべて
の図面を自動で印刷

バッチ読み込みとバッチ書き出し
自動化スクリプトで、関係者から受けとっ
た中間ファイル形式のファイルをすべて開
き、パーツとして保存

データ セットのクリーンアップ
自動化機能ですべてのコンポーネントを開
いて同じ表示設定で再保存することで、デ
ータ セットのサムネイルの外観を統一

ドキュメントの変換
ファイルを DWG™ から PDF 形式に自動
変換

16



8 クラウドへの拡張
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自動化の定義をひと通り行いワークフローを効率化したら、自動化をクラウドへと拡張することで、業務をさらに効率化することができます。

スクリプトを実行
自動化 API を使用してクラウド上で製品コンフィギュレーションを実
行し、その間にローカル PC で効率的に作業を進めることができます。
製品コンフィギュレーションには繰り返しのタスクが多く、大容量の処
理能力が必要になる場合もあるからです。

IT システムと OT（オペレーション テクノロジー）システ
ムでデータを活用
自動化 API を利用すると、さまざまな業務用システム（製造業向けの 
ERP、MRP、MES、PLM、CRM など）の間で製品データをやり取りする
ことが可能になります。クラウド上のデータを他のシステムと連携させる
ことで、サードパーティから受け取ったデータ形式を自動ワークフロー
で活用できます。

営業チームをパワーアップ
自動化によって、営業チームや顧客の製品注文プロセスは効率的になり
ます。製品コンフィギュレーターをクラウドへと拡張することで、営業チ
ームには次のことが可能になります。

● 顧客からの問い合わせにすばやく対応し、より多くの入札や提
案を、より低コストで作成

●  営業部門のコンフィギュレーターで、完全かつ正確な見積もり
を確実に作成

● コンフィギュレーションした設計の技術図面や 3D CAD モデ
ルを提供



9 自動化を始めましょう

設計自動化の実践的な活用方法 18

設計の自動化をどこから始めるか、答えはひとつではありません。自動化は拡張可能でカスタマイズ可能な手法です。つまり、自動化を適用する範
囲は、会社の成長に合わせて少しずつ広げていくことができます。顧客ニーズが変化し、製品が複雑化し続けているなか、業界で競争力を維持する
ための手法として、自動化は今後ますます重要になっていくと思われます。

どんな作業に適用するにしても、自動化は必ずプラスの効果をもたらします。たとえ小規模なプロジェクトでも、そのワークフローはまた後日、他の
プロジェクトにも流用できるため、すべてのプロジェクトで行った作業が財産として蓄積されていきます。エアー コンプレッサーの製造から、階段
のカスタム設計、建築業界向け製品の開発まで、自動化はあらゆる製造プロセスに適用できます。どこから自動化を始めても構いません。とにかく
まずは始めてみることが重要です。 

お客さまのビジネスに最適な設計自動化については、
以下の番号にお問い合せいただくか、リンク先で詳細情報をご覧ください。

フリーダイヤル 0800-300-9437
営業時間 9:00 - 17:00（土日祝日を除く）

オートデスク担当営業へのお問い合せ

詳細を見る
オートデスク ソリューション センター

tel:08003009437
https://www.autodesk.co.jp/collections/product-design-manufacturing/automate?referrer=%2Fcollections%2Fproduct-design-manufacturing%2Fautomate&plc=PDCOLL&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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