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私たちが業務の核とする自動車デザイン
の世界でも、ある程度のパッケージが決
まっています。その中でお客様の琴線に
触れるデザインを生み出していくことが、
私たちのミッションです。多くの場合、そ
れは数値化しきれない美しさや気持ちよさ
と結びついていますが、私たちはアーチス
トではないので、限られた時間と予算の
中で、その数値化されない何かを追求し
ていかなければなりません。だからこそ、
私たちには Alias のような直感的なツー
ルが必要です。それは私たちにとって、真
のクリエーティブツールなのです。 
―坂田 建吾 氏
　株式会社フィアロコーポレーション
　デザイン開発センター  
　執行役員 ゼネラルマネージャー

さまざまなオートデスク製品を幅広く駆使して
自動車など多様なデザイン開発をトータルに支援

よりインパクトあるアイデアのリソースを提供しようとすると
ツールはおのずとオートデスク製品へと統一されていく

さらなる上流、「クリエーション」の世界へ
株式会社フィアロコーポレーションは、自動車とオー
トバイを中心とする多様な工業製品分野をフィール
ドに、新商品の研究開発を一貫してサポートしてい
るデザイン開発会社だ。この分野で 80 年近い歴
史を通じ常に第一線を走り続けてきた同社は、文
字通り業界を牽引する存在といえるだろう。そして、
そんな同社の、特に企画デザイン部門の取組みを
トータルにサポートしているのが、Alias を始めとす
る多彩なオートデスク製品である。インダストリア
ルデザインソフトとして知られる Alias は、インダ
ストリアルデザインやプロダクト デザイン、自動車
デザイン向けの各種ツールを豊富に備え、製品の
スケッチングからコンセプトモデリング、サーフェシ
ング、ビジュアライゼーション等を行うことができる。

「Alias を導入したのは 2003 年頃のことです。で
も、私にとっては、そのはるか以前からずっと欲し
くて仕方なかったソフトなんですよ。」そう語るのは
執行役員として同社のデザイン部門を統括する坂田
建吾氏である。坂田氏によれば、当時は自動車業
界のクリエーション業務はインハウスで行われるこ
とがほとんどで、それ以外へアウトソースされる機
会はきわめて少なかったのである。

「でも、私自身はもともと別の自動車メーカーで絵
を描いていた人間なので、非常に直感的に使える
という Alias の噂を聞いてすごく興味があったので
す。」そうするうち自動車業界の業務スタイルも徐々

に変化し、クリエーションの仕事がアウトソースされ
るようになっていった。これを見て、いち早く Alias 
の導入を決めたのが坂田氏だった。以来今日まで、
Alias とその各種ツールを中心とするオートデスク
製品を着 と々増やしていきながら、同社自身もフィー
ルドを大きく広げていったのである。では、なぜ同
社はオートデスク製品を選んだのか？ そこには変わ
り続ける業界環境のもと、同社が選び取った独自の
企業戦略があった。

「わが国の自動車業界が海外へ生産を移管していく
なか、目指すべきはどこなのか。……それはさらな
る上流だ、と私たちは考えました。そして、そんな
私たちの方向性にオートデスクの製品群が見事に
フィットしました。もちろん他社ツールを使わない
わけではありませんが、 インパクトあるアイデアのリ
ソースを提供しようとすると、おのずとオートデスク
製品に統一されていったのです。」特に坂田氏が統
括しているデザイン開発センターは、ものづくりの
最上流となる新商品のアイデアやデザインが固まる
までを守備範囲としているだけに、オートデスク製
品がぴたりと嵌ったのだという。

では、そんなデザイン開発センターでは、どのよう
なオートデスク製品をどう組合せ、使い分けて、斯
界屈指といわれる高度なクリエーションを行ってい
るのだろうか。
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オートデスク製品の幅広い活用で作業時間を 1/3 に短縮！
産み出した時間でより深くクリエーションを突き詰める

デザイン、プレゼン、そして機構設計までトータルに
「私たちの仕事は、お客様の発注内容を元にアイデ
アを練り、スケッチを描くことから始まります。」お客
様の指示は手描きしたスケッチや言葉による説明な
どさまざま。これに写真等の参考資料を添え「こんな
雰囲気」の「こんな質感」で「このパッケージに」と
依頼されることが多いという。

「仕上げたスケッチは Alias か Alias SpeedFormで、
とりあえず立体化します。角が立ったモノは  Alias 
で面を貼って作りますが、シートなど柔らかいモノは 
Alias SpeedForm が使いやすいですね。」いずれに 
せよ初期段階はスピードが最優先。少しでも早く形にし
てお客様にお見せすることに重点を置いている。だか 
らこそ Alias SpeedForm が威力を発揮するのである。

「とにかく一刻も早くお見せして、お客様に方向性を
判断いただくことが大切です。善かれ悪しかれ、判
断をもらわないと先に進めませんから。そうやって素
早く仕上げることで、お客様のクリエーションにでき
るだけ時間をかけられるようにしたいのです。」
こうしてお客様との「キャッチボール」は頻繁に繰り返
されていく。基本は CAD データでのやりとりだが、時
には CAD に慣れない方とのやりとりも発生する。そこ
で必要になるのが  Showcase などのプレゼンソフトや 
Maya による 3D CG、あるいは VRED などレンダリン
グツールで仕上げる多様なビジュアライゼーションだ。

「近年は営業やマーケティングの方が関わるケースも
増え、ビジュアル化が重要なポイントになります。た
とえばラフを Showcase で見せ、次は VRED で
レンダリングした美麗な CG で見せます。そして重
要度の高いプレゼンでは Maya でムービーも作る
といった具合です。」さすがにムービーは専任のムー
ビー担当が作るが、その他の作業については、各デ
ジタルデザイナーがオートデスク製品を駆使して一
貫制作していくのである。

「私たちサプライヤーは多能化していくべきだ、とい 
うのが当社のスタンスなのです。それに一気通貫 
で任せた方がデジタルデザイナーもしっかり責任
を持てるし、モチベーションも上がります。ウチの
デジタルデザイナーたちなど、最近は Inventor  
Professional まで使うようになっていますよ。」
いうまでもなく、Inventor Professional は機
械設計専用の 3D CAD である。実際、フィアロ 

「P75 CIPHER」 はフィジカルモデルを使わずに製作された

事故現場探査用ロボット「DDS」
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コーポレーションにおいても、工場部門の設計者が
これを使用している。一般的には Alias ユーザーが 
Inventor Professional を使うケースはほとんどな
いが、同社デザイン開発センターのデジタルデザイ
ナーたちはより良いデザインのためにこの Inventor 
Professional を使い始めたのである。

「ショーカーやイベントモデル、こだわりたいプロダク
ションでは、見える部分の稼働部についてもデザイ
ンした人間が責任を持ちたい、ということでみずから 
Inventor Professional を使うわけです。 最近は絵
を描いて Alias で立体化し Inventor Professional 
で機構も自分で作りあげて、そのまま加工に出すよう
なデジタルデザイナーもいますよ。」

新たな取組みのカギを握るオートデスク製品
このように、デザイン開発から製造部門への橋渡し
まで一連のオートデスク製品をトータルかつ統一的
に使い分けるようになり、作業効率は大きく向上した
と坂田氏はいう。

「他社ソフトを使っていた頃に比べ、作業時間は 1/3 
程度に圧縮できていると感じます。しかし、目指してい
るのは、あくまで効率化した 2/3 を使ってクリエーティ
ブをどこまで深く突き詰められるか。ですからトータル
な時間はそれほど変わっていないかも知れませんね。」
と坂田氏は笑う。そして、そんな同社の取組みの中で、
今後オートデスク製品が果たす役割はますます重いも
のになっていく。たとえば同社の最も新しい取組みの
ひとつとして、自動車等のインターフェイス関係の取
組みがあるが、その中でオートデスク製品は非常に大
きな役割を果たすことになる、と坂田氏は考えている。

「この春、当社では HMI （Human Machine 
Interface）に関わる専門のチームを新たに立上げ
ます。たとえば車載コクピットのモニターも TFT 液
晶ディスプレイになれば、そのビジュアル表現もより
高度な 3D 化やアニメーション化が求められること
になるでしょう。Maya などの活用が非常に重要に
なるわけで、オートデスク製品の関わる部分がます
ます面白くなっていくという予感があります。その意
味では、実は SCSK に期待する部分も非常に大き
いのです。SCSK は販売会社の中でも、特に現場に
近くて「熱い」人たちというイメージがあります。サポー
トでも何でも、私たちと一緒にやっていこうというス
タンスなんですね。導入支援などのサポートだけでな
く、“これから ”のビジネスに生かせるような幅広い
情報提供を期待したいですね。」


