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3第 1 章：3D CAD のメリット

第 1 章
3D CAD の
メリット 
製図板からコンピューター支援設計まで、設計者は常に効率の良い
方法を求めています。現在そのためのツールは豊富にあり、どう設
計作業を進めていくかも、選択が広がってきました。
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こうしたツールのひとつに、パラメトリック 3D CAD があります。開発工
程に 3D を組み込むことで、企業は変革を実践し、品質や性能の強化や、
コストの削減、イノベーションの機会の増加、生産性の向上につなげるこ
とができます。
デジタル デザインが完全には紙と鉛筆に取って代わっていないように、 
3D CAD も完全に 2D CAD に取って代わったわけではありません。むし
ろ連携させることで、それぞれの価値がさらに引き出されます。2D と 3D 
を連携させることで、次のことが可能になります。

それでは、なぜ 3D CAD を導入すべきなのでしょう
か？ 3D によって、どのようなことが可能になるの
でしょうか？ 次の章から順次ご説明していきます。

手作業に費やしていた時間を削減することで、
設計作業を効率化

2D と 3D のワークフローを連携させることで、
各作業段階で、作業内容に適したツールを使用

開発工程の全体を通して、3D モデルを
さらに活用

効率化

連携

さらなる価値
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第 2 章
3D CAD で 
設計作業を効率化する

パラメトリック モデリングでは、フィーチャや拘束を利用して、 
設計の意図をモデルに盛り込むことができます。3D オブジェクト
をスケッチしたり寸法をリアルタイムに変更する際に、パラメー 
ターを作成して使用できる点が、ダイレクト モデリングとの違いで
す。CAD の操作に煩わされることなく、エネルギーを設計そのも
のに注ぐことができ、手作業に費やす時間も削減されます。
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スピーディな設計変更
どのような設計であっても、どこかで変更が発生することは避けられません。ところが、設計データというものは複雑です
ので、2 次元図面での設計変更は意外と難しいのです。1 つの変更が、数多くのビューやパーツ、サブアセンブリに影響を
及ぼすこともあるため、「CAD ファイルの修正」という枠を超えて、「破損リンクの修正など、もろもろの手動アップデー
ト」という泥沼にはまることもしばしばです。

3D CAD は、こうした設計変更にまつわる重荷を取り除き、エラー発生のリスクを大幅に低減してくれます。変更はすぐに
モデルに反映されるので、手間と時間のかかる手動での変更を行う必要がありません。つまり、設計変更が 1 回で済むと
いうことです。

「AutoCAD では、あるビューで変更を加えても、他のビューは自動的に
は更新されませんでした。しかし、今はモデルのある機能に変更を加え
ると、その機能に関連付けられているすべての図面が自動的に更新され
ます」

–Bosch Rexroth Canada 社 設計エンジニアリング マネージャー Jim Lambert 氏
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後工程の成果物も一瞬で 
アップデート
1 つの製品というのは、「設計ファイル」だけで成り立っておらず、図面、レンダリン
グ、FEA シミュレーション、NC ツールパス、部品表など、さまざまなファイルで成り
立っています。2 次元だけの環境では、こうしたファイルの多くは納品されません。
納品してしまうと、その後の製品開発で設計に生じた変更を、ひとつずつ手動で更
新して反映しなくてはならないからです。

一方、3D モデルに変更を加えると、ただちに後工程の成果物にも反映されます。す
べてのファイルが完全に同期しているのです。
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繰り返しのモデリング
作業を自動化する

製品コンフィギュ
レーションの管理

ボルトや面取りといった、標準的な設計要素を手動でモデリングしていると、たちまち時間が過ぎ 
てしまいます。例えば、ボルト接合にはそれぞれ、適切なサイズのボルトと、それが通るナット、ワッ 
シャー、孔を追加するという複数の工程が必要ですが、こうしたタスクは、3D CAD ソフトウェアが
提供するデザイン アクセラレーターを使えば、1 つの手順にまとめることができます。ソフトウェ 
ア内にあるたルールベースの設計テクノロジーにより、複雑なプログラミングをしなくても簡単にロ
ジックの定義ができます。さらに、ソフトウェア内の計算機を使って、荷重などの要件に基づいて適
切なサイズを定義することも可能です。

仕様に合わせてカスタム製品を構成する作業は、手間がかかるものです。構成オプションの中には  
2 次元で自動化できるものもありますが、パラメトリック モデリングを使うと、通常数日から数週間
かかる特注製品のカスタマイズが、ほんの数時間から数分で完了します。とても複雑な製品でも、簡
単にロジックを定義して構成することができます。定義したルールを操作するフォームを加えること
で、営業部門の構成作業の負担を軽くしたり、エンジニアリング部門のスタッフをより価値の高い開
発プロジェクトに充てることができます。
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モデリング手法を 
柔軟に選択
パラメトリック モデリングは間違いなくパワフルな手法ですが、別の手法が必要な
場合や、効率的な場合もあります。そのため、3D CAD はパラメトリック モデリン
グ機能だけを搭載するのではなく、ダイレクト モデリング、フリーフォーム モデリン
グ、パラメトリック モデリングのように、作業ごとに最適な手法を選択できるよう
になっています。
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第 3 章
2D と 3D の 
ワークフローを統合する 

CAD ソフトウェアは、どれか 1 つを選ばなくてはいけない、というこ
とはありません。2D と 3D の両方を使用し、連携させることで、それ
ぞれの作業に適したツールを使用できます。既存の 2 次元図面、機
構のコンセプト、配線図、大規模な生産システムのレイアウトなど、
何をベースにスタートするに関わらず、用途に合わせて 3D モデル
を簡単に作成できます。
2D CAD と 3D CAD のどちらか 1 つだけを選ぶ必要があるの
であれば、3D CAD だけを使うほうが高い生産性が得られます
が、これら 2 つを組み合わせることで、より高い生産性を実現
できます。統合ワークフローが、両方のツールの力を最大限に
引き出した例をいくつかご紹介しましょう。
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設計データを再利用する
機会は増えている
設計データの再利用と言えば、データを探して別の設計で活用するこ
とと理解できますが、たいていの場合そう簡単にはいきません。実際
は、データの再利用にはさまざまな変更が伴います。このタスクを 2D 
CAD で行うと、たいてい手間がかかります。古い 2D データを再利用
するよりも、一から作成したほうが良いというエンジニアもいるくらい
です。
ところが、パラメトリック モデリングを使うと、設計の編集や調整が 
ずっと簡単になります。どのように 2D 設計のライブラリを再利用する
かと言うと、DWG ファイルを関連付けられたアンダーレイとして参照
し、3D モデルの作成に利用することで、一から作成するよりもはるか
に素早く簡単に、既存の設計に調整を加えて 3D の設計データを作成
することが可能です。3D CAD があれば設計データを何度でも使える
ため、設計データへの投資に対して最大限の価値を得られるのです。

11第 3 章：2D と 3D のワークフローを統合する 
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設計の確認と干渉の検出
試作や製造の段階で起きる不測の事態に苦労していませんか？ アセンブリを活用
しながら設計し、パーツが設計の意図どおりに動作するように設計できます。つま
り、コストがかさむミスを回避でき、試作数を低減することが可能になります。3D 
CAD を使うことで、設計者は干渉や衝突、クリアランスに注意しながら設計を進
め、後工程で発生しがちなコストがかさむ問題を回避することができます。さら
に、AnyCAD があれば、あらゆる 3D CAD システムで作成されたデータを使用で
きるので、他社製の CAD で作成されたパーツが含まれるアセンブリを検査するこ
とも可能です。
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公差スタックアップ解析
アセンブリの良し悪しは、そのパーツの公差の合計で決まりますが、従来
の Excel シートと手動計算による交差スタックアップの方法では、ミスの
余地があるため、なかなか正確な評価ができませんでした。物理的な試
作品を製作すると、CAD モデルと試験結果の間にずれが生じ、その結果 
2D 図面や 3D モデルが変更された際に問題を引き起こします。設計の初
期段階のうちに公差の範囲を狭める手段を講じないと、公差が影響する
加工段階で製造コストが大幅にかさんでしまいます。
それでは、設計者はどうしたら性能要件を満たしつつ、アセンブリに含ま
れるすべてのパーツが互いに合致するように、正しい情報に基づいた費用
対効果の高い決定を下せるでしょうか？

CAD に組み込まれたスタックアップ解析ツールを使えば、寸法公差に基
づいた機械的はめ合いや設計の性能のレポートを生成できますが、こう
した機能が利用できるのは 3D CAD ソフトウェアだけです。設計ソフト
ウェアのインターフェイス内で幾何寸法公差をモデル上に直接付記し、設
計の重要な領域を解析すれば、製造目標を確実に満たせます。これによ
り、廃棄物を減らし、保証にまつわる問題を最小限に抑え、物理的な試作
品を減らすことでコストを削減すると同時に、最終的に設計から製造ま
での時間を短縮することができます。
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電気系統と機械系統を同時に設計
複雑なエレメカ システムを設計するには、互換性のあるツールが必要になります。理想としては、電気系統と機械系統を
同時に設計し、電気回路図と 3D モデル間で最新の情報を共有できるのがベストです。
個々のツールをリアルタイムで連携させることで、電気制御設計の担当者と機械設計の担当者の間のギャップを解消でき
ます。このワークフローの土台は、シンプルなエレメカ連携機能を利用して情報を相互に共有できる点にあります。連携
が確立されると、2D 電気制御設計と 3D モデリングという異なるプラットフォーム間でデータがリアルタイムに共有され
ます。一方のシステムで加えた変更は、瞬時にもう一方のシステムに同期されるので、常に全員が最新の設計をもとに作業
できます。さらに、電気回路図のコンポーネントにマップされた 3D パーツのカタログを入手したり、配線の自動接続や 
ハーネスのレイアウトといった機能も利用できます。
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2D 工場レイアウトの 
3D ビジュアルを作成
2D CAD 環境でコンポーネントを配置し、工場のマテハンを最
適化して、大規模な生産システムを作成すると、相互運用可能な
ソフトウェアが、自動的に 2D 図面を 3D ビジュアル レイアウト
環境に変換してくれます。ライブラリ化された生産装置や工場設
備の 3D モデルを、シンプルなドラッグアンドドロップ操作によっ
て、干渉検出や最終設計のビジュアライゼーションに活用できま
す。2D と 3D を双方向に連携させることで、レイアウト設計に変
更が生じても常にデータが同期されます。

15第 3 章：2D と 3D のワークフローを統合する 
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第 4 章
3D モデルを 
さらに活用する

3D CAD の投資対効果の大部分は、製品の設計段階だけでなく、開
発サイクル全体で発揮されます。主に使用しているのが 2D CAD で
も 3D CAD でも、3D CAD によって設計と後工程の両方を補強でき
る事例は数多くあります。設計データを関連付けることで、ツール
の切り替えが容易になり、それぞれのツールだけが持つ機能を、あ
らゆるファイルの複雑な関連付けを維持できるシームレスなワー
クフローの中で活用できます。



17第 4 章：3D モデルをさらに活用する

ドキュメントの作成
3D CAD は、部品表などのドキュメントを正確に作成し、維持することで、コストがかさむ後工程のミスを低減します。 
あらゆるデータが関連付けられているため、設計に変更が生じるたびにドキュメントが更新されて最新の状態に保たれ 
ます。さらに、3D CAD を使えば、2D CAD で作成したファイルからネイティブ CAD ドキュメントを作成することもでき
ます。
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設計検証
3D ソフトウェアを使用すると、CAD 環境内で設計の検証と最適化を行えます。
シミュレーション専用ソフトウェアや試作品による性能の解析結果を待たずとも、
高度なシミュレーションや応力解析ツールをモデルに対して直接実行すれば、設
計作業を進めながら問題や改善の機会を見極めることができます。
さらに、内蔵されたシミュレーション機能により、物理的な試作品を作成する必
要がほとんど、場合によっては完全になくなります。3D CAD があれば、エンジニ
アはコストのかかる試作品を作成しなくても、ソフトウェアを使って製品の性能
をすばやく解析できます。物理的な試作品がどうしても必要な場合でも、3D CAD 
を活用して 3D プリンティングを行うことで、スピーディな試作品の製作が可能で
す。設計者は解析結果をすばやく得られるだけでなく、試作品製作にかかる莫大
な費用と時間を節約できます。

「平面の図面を見て問題のありそうな箇所を想像する必要
はなく、見ればすぐに分かるように表示されます」 

–Bosch Rexroth Canada 社 組立工場マネージャー Bob Van Vliet 氏
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ビジュアライゼーション
家の見取図を眺めるのと、実際の家を歩いてみるのでは大きな違いがあります。図面だけでは、水による腐食や壁のひび
割れといった懸念事項は見えてこないように、実際の家の様子を伝えることはできません。さらに、図面をもとに思い描
いている住宅は、他の人が考えるものとは異なるかもしれません。そのためコミュニケーションにギャップが生じ、誤解や
ミスを招いてしまう恐れがあります。

同様に、2D CAD は 3D CAD ほど正確に製品の全体像を表すことはできません。3D CAD では、見たとおりのものが完
成します。もともと 3D モデルは 2D 図面よりも理解しやすいため、設計に何が起きているかをより明確に把握できるの
です。さらに、立体分解図といった、モデルを検討する新しい機能も備わっています。つまり、2D では見つけるのが難しい
問題や改善の機会が、3D ではひと目で明らかになるということです。この優れたデザイン ビジュアライゼーションによ
り、設計者もそれ以外の関係者も製品の実際の外観や動作をより深く理解できるため、隅々まで高い精度で仕上げるこ
とができます。 

「実際に作る前から、製品を見て、完成品の雰囲気すら感じられる気
がします。ビジュアライゼーションにより、設計プロセスの精度が大き
く向上しました。画面のとおりのものが完成すると確信を持って言える
ようになりました」
–Dynamic Structures 社 設計室長 Craig Breckenridge 氏
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営業活動でのメリットも考えてみましょう。2D 図面だけで製品を提案したら、お客
様から答えきれないほどたくさんの質問を受けてしまうでしょう。3D CAD なら、
設計を視覚的に分かりやすく提示できるため、この問題が解決します。美しいフォト
リアリスティックなレンダリングとアニメーションを活用すれば、提案を 3D で表示
するだけでなく、時間経過に沿って動かすこともできるので、非常に明確かつ多面的
に伝えることができます。これにより、メーカーは説得力のある方法で設計を提示し
て、競合他社との差別化を図ることができます。

マスプロパティ
3D CAD はその本質上、2D CAD では指定できない測定値
を扱う手段を設計者に与えてくれます。2D CAD で扱えるの
は高さと幅だけですが、3D モデルならば質量や体積、重心
までも示すことができます。このような測定値が追加された
ことで、設計者は設計の初期段階から製品定義をさらに細
かくコントロールできるようになりました。

「マーケティング部門のスタッフは、レンダリング 
イメージを見てまず自分の目を疑います」
-Jim Lambert 氏
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マスプロパティ

製造を開始する
3D CAD は、製品設計者と製造エンジニア間の食い違いを防いでくれます。
フライス加工や旋盤加工の機械操作で使用する G コードのプログラミングを手作業で行わずに済ませるには CAM が必
要ですが、これを効果的に行うには 3D モデルが不可欠です。製造エンジニアは 3D CAM ソフトウェアを使って製品の
設計からツールパスを生成できます。受け取るデータが 2D の場合、その設計を 3D に変換するだけでなく、設計者の意図
を理解するのにも一苦労です。こうした余分な作業は時間がかかるうえ、ミスが起きる可能性も増えます。

3D CAD ファイルで作業を始めれば、設計から製造への移行がスムーズになります。製造エンジニアは設計者と同じモデ
ルを使って作業ができるほか、製造部門にデータを渡した後で設計変更が生じた場合でも、3D CAD と CAM のデータ
が関連付けられているため、どのデータに変更を加えてもすべてのデータに反映されます。これにより、設計から製造ま
でのサイクルを短縮できるのです。 

「モデルを 3D 環境で確認できたことで、現場は設計を明確に理解でき
ました。おかげで、溶接作業のスピードもはるかに上がりました。このよ
うに、3D は製造の現場にも大きく貢献しています」

-Jim Lambert 氏
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後工程の関係者との 
コラボレーション
マネージャー、製造、マーケティング、営業、サプライ チェーン、顧客、その全員が
設計データをすばやく活用できる必要があります。しかし、設計者が 2D 図面に込
めた意図を、必ずしも関係者全員が正確に理解しているとは限りません。解決策
は、CAD を頻繁に使う人にも、専門知識のないスタッフにも、2D よりも分かりやす
い 3D モデルの活用です。2D 図面を送るだけで、他部門のスタッフが理解してくれ
たら、という望みを 3D CAD が叶えます。
これにより、次のようなメリットが得られます。

マネージャーが設計をすばやく理解できるように 
なれば、それだけ早く承認される可能性が高くなり 
ます。

3D モデルが製品の実際の外観や動作をはっきりと
伝えるため、関係者全員が同じ認識に立つことが
できます。さらに、設計データの関連付けにより、
全員が最新のデータを使用することができます。

スピーディな承認

コラボレーションの改善
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3D でのビジュアル表現は、CAD 部門と事業部門の
間に横たわる言葉の障壁を取り払い、営業チームと
マーケティング チームがより説得力のある提案が
できるよう支援します。

製造チームは、設計者と同じ 3D モデルを直接使う
ことで、引き継ぎ手順を簡略化し、ミスが発生する
可能性を低減できます。

3D CAD なら、さまざまなレベルのアクセス権を設 
定してファイルを共有できます。関係者は 3D モデ
ルに直接フィードバックを追加でき、さらに設計者
の意図を読み取るのに苦労することなく、製品の実
際の外観や動作を把握することができます。

受注の増加

生産サイクルの短縮

簡単明瞭なフィードバック



24第 5 章：2D を使うべきか否か

第 5 章
2D を使うべきか 
否か

既に 2D CAD ツールを使っている場合は、どうしたらよいのでしょう
か？ 3D CAD ソフトウェアを導入するのに、現在のシステムを抜本的
に見直したり、2D データのライブラリ全体を廃棄または移行する必
要はありません。事実、CAD システムの併用には 2 つの選択肢があ
るので、2D CAD と 3D CAD 両方のメリットを得ながら、自社の事
情に合わせたペースで移行を進められます。

50% 近くのメーカーが 2D 設計と 3D 設計
のコラボレーションに関して不安を訴えてい
ます。
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2D CAD ツールを主に使って設計したい場合でも、設計プロセスの最後に 2D データから 3D モデルを作成することで 
3D のメリットを得られます。設計作業の大半を 2D で行い、シミュレーションや CAM、マーケティングおよび営業用の資
料、提案書といったものに 3D モデルを活用してはいかがでしょうか。
最終的に 3D CAD システムへの完全移行を考えている場合、このアプローチは戦略的といえるでしょう。ただちに一度に
全面的に切り替えるのではなく、ゆっくりと 3D を軸にしたプロセスに移行していけばよいのです。これにより、チームが
新しい 3D ツールとその機能に慣れ親しむ時間も取れるうえ、既存の 2D データを継続して利用できるため、混乱を回避
できます。

1. 2D で設計を開始し、後工程で使用 
できるように 3D モデルを作成する 



26第 5 章：2D を使うべきか否か

このアプローチでは、3D CAD を主要な設計ツール（またはデジタル マスター データ）として扱い、2D CAD は特定の用
途のための補完ツールとして考えます。つまり、複数の CAD ツールを使って、1 つのマスター 3D モデル上で作業するとい
うことです。現在使用中の 2D CAD ソフトウェアを捨てる必要はありません。2D CAD は 3D CAD と上手く連携するう
え、いくつかの重要な用途で役立ちます。たとえば、2D CAD は概念設計や図面作成の際に優れたツールとなるでしょう。
2D CAD データと 3D CAD データの関連付けによって、両ツールは簡単に連携できます。2D 図面上で変更を加えると、
自動的に関連付けられた 3D モデルが更新されます。3D CAD で編集を行った場合も、リアルタイムで 2D のドキュメント
（図面）が最新の情報に更新されます。

これまで蓄積してきた 2D データのことを考えると、設計の主要ツールを 3D CAD に切り替えるのは骨の折れる作業に
感じるかもしれませんが、2D データは必要になる時までそのまま保管しておき、後ほど、引き続き 2D CAD を使って作業
するか、3D にデータを移行するかを選べます。
小さな、あるいは単純な変更は、元の 2D CAD 環境で簡単に反映できます。しかし、新しい設計を始めるときや、過去の
データを複雑な進行中のプロジェクトで使用しなければならないときは、2D データを 3D に移行して、より高度な設計
機能を活用することを考えてみましょう。

最後に、2D データの 3D バージョンを作成することは、皆さんが考えているほど難しくはありません。既存の 2D 図面で
既に難しい部分は完了しています。スケッチは出来上がっていて、データの大半が揃っています。3D への移行に伴う重労
働は、ソフトウェアが引き受けてくれます。設計者に必要な作業があるとしたら、微調整だけです。

2. 3D モデルを唯一の 
「正」の情報源とする 
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第 6 章
3D CAD を 
おすすめする理由 

製図板から CAD ソフトウェアへの移行は、製品の設計方法を変容
させ、設計者に数多くの新たな可能性をもたらしました。現在、メー
カーにはまた新たな可能性がもたらされています。2D と 3D が連
携したワークフローを導入することで、開発プロセスを変革する可
能性です。
2D CAD によって企業が既に備えている能力を発展させる形で、 
3D ソフトウェアの導入は、メーカーが幅広い設計案を検討しな
がら、製品の開発スピードを速めることを可能にします。結果と
して、3D への移行は十分に価値のある試みとなるでしょう。
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障壁 1：これまで蓄積してきたデータをすべて移行、再作成、破棄しなくてはいけませんか？ 
いいえ。既存の 2D データは、3D CAD ツールでもお使いいただけます（その逆も可能です）。したがって、その時と
場合に応じて、作業に最適なツールをお選びいただけます。

障壁 2：2D ソフトウェアで満足しているので、3D は必要ありません。 
これは危険な見通しであり、成長を妨げる要因にさえなります。高度なシミュレーションやパラメトリック モデリ
ング、精細でフォトリアリスティックなレンダリングなど、2D では不可能なことがたしかに存在します。さらに、3D 
CAD を使うことで、設計効率の向上や後工程の関係者とのコラボレーションなどのメリットも得られます。

障壁 3：単純な設計には 3D ソフトウェアは不要です。 
3D CAD の用途は、複雑なアセンブリの設計だけではありません。最初のうちは 2D CAD のほうが早くて簡単そうに
見えたとしても、3D CAD がもたらす投資対効果の多くは、製品設計のみで発揮されるわけではありません（とは 
いえ、非常に単純なパーツの設計においても、高度な機能と効率的なワークフローから得られるメリットはありま
す）。開発と製造の全工程にわたって効果を得られるのです。

障壁 4：生産性を落としたくないのですが、新しい 3D CAD ソフトウェアの導入に伴って一時的に生産性が落ちるよ
うに思います。 
すでに 3D CAD を導入しているメーカーは、戦略的な計画をもって新しいソフトウェアを導入すれば、生産ペースを
保ちつつ、すぐにでも効率性の向上を実感できるとコメントしています。さらに、設計データは関連付けられるので、
ツールの移行や全面的な切り替えに伴うダウンタイムの心配もありません。

障壁 5：3D CAD は高額ではありませんか？ 
3D CAD の導入費用は、効率性の向上や廃棄物の削減、製品の品質向上、お客様へ提供できる価値といったさまざ
まな形で、何度も還元されます。

多くのメリットがあるにもかかわらず、その機能や導入方法に対する誤解のために、3D CAD の活用に踏み出せていない
メーカーがあります。

3D CAD を活用しない理由とは？  
導入を妨げる誤解について 
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TRY INVENTOR FREE

3D CAD を試してみませんか？
今すぐ新たな一歩を踏み出しましょう。3D CAD ソフトウェア 
Autodesk® Inventor® の無償体験版をお試しください。

詳細はこちら  >

Inventor を無償で体験

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

