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「際立つクルマ作り」の量産ライン設計に
2Dと3Dの橋渡し役となるCADソフトを採用

マツダ株式会社

導入事例

マツダ株式会社（以下、マツダ）では、生産ラインや装置を設計する2D CADソ
フトウェアとして、図研アルファテックが提供する「BricsCAD」を導入。グロー
バルに使えるライセンス体系を活かし、海外の生産拠点でも活用されている。
また「BricsCAD Communicator」を利用し、ハイエンドCADによる3Dの部
品設計データを2D CADへ展開する工程を効率化している。

▶ 3D、2D、建築系それぞれのCADと親和性のあ
るCADソフトが必要

▶従来の有償ソフトはコストが高いため数が不足
▶フリーCADソフトでは不具合などで業務に支障
　が生じる

BricsCAD

▶�量産ラインのデジタルツインに向けた3Dへの橋
渡しに貢献
▶�安価なライセンスのため、数の不足問題を解消
▶�製品としての安定性と充実したサポートで、不安
なく使えるように

「見る人を感動させる商品を」
技術とデザインで独自の存在へ

　マツダは、設立から約100年に及ぶ
歴史の中で、技術的に困難とされてい
たロータリーエンジンの実用化・量産
化をはじめ自動車の歴史に残る技術を
数多く開発してきた。現在でも、「独自
価値で際立つ」という考えのもと、テク
ノロジーからサービスまで独自のブラ
ンド力を高めるべく挑戦を続けている。
　このような独自のブランドの魅力を
高めるための重要な要素の1つが、同
社の製品に採用されている「魂動デザ
イン」だ。「見る人を感動させるような
商品作り」というコンセプトのもと、職
人しか再現できない独自の造形の量産
化を実現するため、ものづくりに対す
るさまざまな試行錯誤を重ねてきた。

量産ラインの設計で
重要となる2D CAD

　このような独自のデザイン・造形を
実現しつつ、それを世の中に送り出す
には、コストを大きく押し上げること
なく、かつ品質の高い製品を製造でき
る量産ラインが必要だ。マツダでは、そ

のための挑戦を続けてきた。
　「私たちは『ゼロディフェクト』を心
掛けています。不良品が1台でも出れ
ば、その1台を手にしてしまったお客
様にとっては、マツダのすべてが不良
となってしまうのです。そうしたこと
がないよう、すべてを完璧な製品とし
て出荷しなければなりません」と、生産
企画部の小濱眞哉氏は強調する。
　量産ラインの設計では、さまざまな
設備や機器まで3Dモデルとして取り
込んでシミュレーションを行う「デジ
タルツイン」の手法も取り入れている
という。一方で、量産ライン全体のレイ

導入前の
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導入製品

マツダ株式会社
本社所在地：�〒730-8670�広島県安芸郡府中町新地3-1
設　　　立：�1920年
資 本 金：�2,840億円
従業員数：�合計49,755名（連結）／合計22,617名（単体）
事業内容：�広島県に本社を置く自動車メーカー。2018年3月期のグローバル

販売実績は1,630,771台、このうち国内は210,385台で、9割近
くが海外での販売となっている。北米や欧州、中国市場の比率が大
きい。

U R L：�� https://www.mazda.co.jp/

導入後の
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図研アルファテック株式会社
https://www.alfatech.jp
本 社:〒532-0011�大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6�新大阪第2�ドイビル�5F
� TEL:06-6300-0306
関 東 支 社:〒224-8580�神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-11�センター南ビル�6F
� TEL:045-482-7061
名古屋営業所:〒460-0002�愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32�Pinetree�ビル�3F
� TEL:052-201-9550

導入事例

アウトも重要な役割を担う。
　車体技術部�第1車体技術グループ
の阿部正弘氏は、「私たちが手掛ける量
産準備業務の中でも、まず行うのがラ
インのレイアウトです。そこには、全体
でのバランスを俯瞰的に把握するため
にも、まず量産ラインを2D�CADでレ
イアウトします」と説明する。

3D、2D、建築系への親和性や
コスト面を評価
　2D�CAD環境について、これまでマ
ツダでは市場シェアの高いCADソフ
トやフリーのCADソフトを使ってい
たが、どちらにも課題があり、移行先と
なる製品を探していた。そうした中で
行き着いたのがBricsCADであった。
　「市場で有力なCADソフトはライ
センス費用が高かったので、多くのラ
イセンス数を揃えることができず、使
いたいときに使えなくて仕事が滞るこ
ともありました。一方、フリーのCAD
ソフトでは、サポートがないため不具
合も生じていました。それらに比べ
BricsCADでは、リーズナブルな価格
で、多くのライセンスを確保できる一
方、従来のソフトにも決して劣らない
機能性や動作の安定性も備えています」
と阿部氏は選定の経緯を振り返る。
　上記に加えて、互換性に優れている

いこなすためのコンテンツが充実して
いることも現場から評価されていると
阿部氏は言う。「当初は、操作性が若干
違うことから戸惑ったユーザーもいま
したが、マニュアルを活用してすぐに
慣れていきました」
　マツダは、海外にも生産拠点を抱え
ている。新たな量産ラインは、最初に本
社工場で立ち上げ、必要に応じて他の
拠点へと展開しているという。
　「BricsCADは全世界でライセンス
を使えるので、この海外生産展開にも
役立っています。本社工場で組み立
てたラインを海外生産拠点に導入す
る際は、それぞれの現場に合わせた
アレンジが必要となるため、現地で
BricsCADを使う機会も少なくないの
です」（阿部氏）
　マツダでは、今後も引き続き
BricsCADを使い続ける方針だ。最後
に小濱氏は「CADソフトには、さまざ
まなユーザーから要望が寄せられてい
ると思いますが、BricsCADには、ぜひ
一本筋の通ったものであってほしいと
考えています。私たちは、お客様に選ば
れ続けるクルマ作りを心掛けています。
同じようにBricsCADにもユーザーに
選ばれ続けるCADソフトであり続け
ていただきたいです」と話している。

ことも評価ポイントだっ
たという。小濱氏は以下
のように説明する。
　「クルマのデザイン・
設計、量産準備での設
備設計にはハイエンド
3D�CADを使っていま
す。そうした部品・設備
の形状をライン設計に
生かすため、『BricsCAD�

Communicator』でデータを取り込ん
で使用しています。また今までライン
設計に使っていたCADソフトのデータ、
さらには工場のフロア図といった建築
系CADのデータとの互換性も重要です。
このように3Dにも2Dにも建築系にも
親和性の高いCADを求めていたのです」

海外生産拠点の
ライン立ち上げにも活用
　BricsCADの導入は、環境整備やユー
ザーへの公式トレーニングなどのサ
ポートを受け、順次進められた。
　「BricsCADへの移行は、ユーザー数
が多かったこともあって時間がかかり
ましたが、導入や運用の立ち上げに多
くのサポートをしてもらい、スムーズ
に移行できました」（小濱氏）
　マニュアルやチュートリアルなど使

※記載された内容は2019年9月現在のものです

マツダ株式会社
技術本部�生産企画部　
小濱�眞哉�氏

マツダ株式会社
技術本部�車体技術部�
第1車体技術グループ　
阿部�正弘�氏



導入事例

3D化の取り組みを加速するCADソフトを導入
カスタマイズにより自社独自の業務も効率化

株式会社タカミヤ

仮設足場の製造・販売・レンタルなどを手がける株式会社タカミヤ（以下、タカ
ミヤ）は、足場や支保工などの仮設設計に使うCADソフトを、図研アルファテッ
クが提供する「BricsCAD」に移行した。従来のCADソフトよりライセンス費の
負担が軽くなったほか、カスタマイズ機能を利用して業務効率化を実現。同社
が目指す3D化の取り組みなどにも大いに役立っているという。

▶�CADユーザーが増える中でライセンス費用が
課題に

▶3D化の取り組みの中で3D CADの費用負担も
ネックに
▶社内エンジニアの業務負担を減らしたかった

BricsCAD Pro

▶競合より安価かつ永久ライセンスでランニング
　コストを削減
▶ 多大な費用をかけず、2Dと3Dをシームレスに活用
▶ 独自のカスタマイズで付帯業務の効率化を実現

ライセンス費の課題と
3D化を踏まえCADソフトを検討

　タカミヤでは、建設や土木などの工
事現場に欠かせない建設資材、仮設足
場の製造およびレンタルなどを事業と
して展開している。機材の開発につい
ては、半世紀近く大きな変化がなかっ
た足場の設計を業界に先駆けて刷新し、
次世代型となる足場「Iqシステム」を
2013年に市場に投入。現在まで、多く
の顧客から支持を集めている。
　同社では近年、仮設機材について単
なる製造・販売・レンタルだけでなく、
仮設工の計画・設計や施工といった付
帯サービスも手がけるようになってき
た。それに伴ってCADが欠かせない
ツールとなる一方、同ソフトの見直し
を行う必要に迫られていた。

　「当社では、もともと日本でメジャー
な2D CADソフトを使ってきました
が、近年では設計の業務量増大に伴い
スタッフも増えてきた上に、数年前に
は同ソフトのライセンス形態が年間契
約に切り替わってしまい、毎年多額の
費用が発生することが課題となってい

ました。さらに昨年には3Dプロジェ
クトを立ち上げましたが、3D CADの
費用が3D化の取り組みの障害になり
つつあったのです」と、営業本部 技術
部 技術課長の長野成弥氏は説明する。
　そ こ で 候 補 と し て 浮 上 し た の
が、図研アルファテックが提供する
BricsCADだった。技術部にて無料体
験版で互換性や操作性を検証し、い
ずれも問題がないことを判断、3D機
能の活用も視野に入れて「BricsCAD 
Pro」の導入を決定したという。
　「BricsCADは互換性や操作性には

導入前の
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導入製品

株式会社タカミヤ
本社所在地： 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
 グランフロント大阪 タワーB27階
設　　　立： 1969年
資 本 金： 10億5011万円
従 業 員 数： 1,258名（連結）／691名（単体）
事 業 内 容： 建築、橋梁、防災工事などで足場として使われる建設用仮設機材の

製造およびレンタル事業を中心に、環境事業やアグリ事業なども
手掛ける。日本全国各地に支店・営業所・機材センターを展開する
ほか、海外にもグループ事業拠点を有する。

U R L：  https://www.takamiya.co/

導入後の
効果



図研アルファテック株式会社
https://www.alfatech.jp
本 社:〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2 ドイビル 5F
 TEL:06-6300-0306
関 東 支 社:〒224-8580 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-11 センター南ビル 6F
 TEL:045-482-7061
名 古 屋 営 業 所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-32 Pinetree ビル 3F
 TEL:052-201-9550

導入事例

問題がなく、しかも我々の3Dの使い
方にはBricsCADが費用面も含めて
ピッタリであり容易に社内展開できま
した」（長野氏）

カスタマイズにより
自社特有の業務を効率化

　タカミヤでは、BricsCADの導入や
展開に際してヘルプデスクサービスを
活用したほか、最近では図研アルファ
テックによる独自のカスタマイズも活
用している。カスタマイズで付け加え
た機能は、仮設工の3D設計モデルの
中から範囲を選択するだけでその範囲
内の仮設機材の数量を算出するもので、

「Takamiyaコマンド」と名付けられ
た。営業本部 技術部 技術課の浜田和
樹氏は、本機能を以下のように評価し
ている。
　「標準機能で部品点数を数えるには、
対象を1つひとつ選択していく必要が
あり、手間がかかっていました。また、
過去に算出済みの対象がどこまでかわ
からなくなり、数を間違えやすいのも
問題でした。それに対しTakamiyaコ
マンドは、数量を自動で算出してくれ
るだけでなく、算出が済んだものは色
が変わり、次に選択する際には対象に
含まれないので、間違えにくくなって
います」

質的発展を牽引する企業グループを目
指す」という中期ビジョンを掲げてい
る。そこでは、BricsCADによる3Dモ
デルを活用してさまざまな業務の効率
化する狙いも含んでいる。
　「建設・土木業界の人手不足は深刻で
あり、その中で我々は先陣を切って生
産性向上を実現する変革への取り組
みを行っていきたいと考えています。
BricsCADを通じて3D技術を使いこ
なせるようになれば、それが変革の1
つの軸となります」（長野氏）
　3D技術は、仮設工のソリューショ
ン化をさらに進める上でも重要なテク
ノロジーだ。タカミヤグループでは、今
後自社グループ内にレーザースキャナ
による3D計測事業を立ち上げる計画
だという。
　「スキャンを自社で行えるようにな
れば、現場着工前のフロントローディ
ングへの一助にもなります。その後の
点群データ作成から、3Dモデル化、計
画モデルの設計、施工まですべてグルー
プ内にありますから、仮設工に関する
一連のプロセスをワンストップで対応
できるようになります。その中で3D
を扱えるBricsCAD Proの存在に強
く期待しています」と、営業本部 技術
部長の竹村邦彦氏は総括する。
 

　Takamiyaコマンドは、通常の方法
に比べCADソフトを扱うスキルが相
対的に低いユーザーでも容易に扱うこ
とができる。設計担当者に限らず、例え
ば事務職員でも簡単なレクチャーで数
量算出が可能だ。この機能により技術
者の業務効率向上が期待されている。
　「3Dデータは汎用性が高いので、数
量算出の次にはトラックへの積込荷姿
のモデル化などにも活用していきたい
と考えています。限られた荷台への効
率的な積み込みを自動化できればその
効果は計り知れません」と浜田氏は今
後の期待を語る。

3D計測事業立ち上げを見据え
BricsCADにさらなる期待
　タカミヤでは現在、「トランスフォー
ムにより新たな価値を創造し、業界の

※記載された内容は2019年9月現在のものです

株式会社タカミヤ
営業本部
技術部長　
竹村 邦彦 氏

株式会社タカミヤ
営業本部 技術部 
技術課長　
長野 成弥 氏

株式会社タカミヤ
営業本部 技術部 
技術課　
浜田 和樹 氏



会社統合で混在したCADソフトを集約・統合
優れたファイル互換性で2D/3D/BIM統合も視野に

日鉄テックスエンジ株式会社

導入事例

日鉄テックスエンジ株式会社（以下、日鉄テックスエンジ）は、グループ会社の経
営統合に伴い2D CADソフトウェアが混在していた環境を統合するため、図研
アルファテックが提供する「BricsCAD」を導入した。過去の設計データとの互
換性に優れ、競合製品に比べライセンス費用が抑えられる上に、将来的に目指
す2D/3D/BIM統合へのツールとしても期待されている。

▶ グループ会社統合の結果、社内に複数のCADソ
フトが混在していた

▶CADソフトのライセンスを安価に抑え、かつ自社
内で管理したかった

BricsCAD

▶�優れたファイル互換性により、過去のデータのほ
ぼすべてを利用可能
▶�ネットワークライセンスの導入により社内で効率
的にライセンスを管理
▶�自社の2D/3D/BIM環境を統合するツールとし
て期待

混在するCADソフトを統一し
業務の標準化を図る

　鉄鋼分野をはじめとする、数多くの
プラントに関わってきた実績を持つ日
鉄テックスエンジ。機械・電気・建築の
統合力を持ち、プラントの設計・建設
から試運転、操業管理やメンテナンス
まで一貫して手掛けることができる、
今では数少ない総合エンジニアリン
グ企業だ。現在では日本製鉄株式会社
100％出資の完全子会社となっており、
日本製鉄グループが各地に有する鉄鋼
関連プラントに関わっていることはも
ちろん、グループ外でも自動車やエネ
ルギー関連などさまざまなプラントを
手掛けている。
　そんな同社のエンジニアリング事業
に欠かせないCADソフトウェアにつ

いて、近年ある1つの転機があった。
　「2014年に、8つの企業が統合して
現在の当社の形になりました。その結
果、2D�CADだけでも6種類のソフト
が社内で混在する状態となりました。
このままでは事業統合の効果が不十分
になるなどの懸念があったため、CAD

の統一化を図り、検討を開始すること
にしました」。こう説明するのは、機械
事業本部�エンジニアリング事業部�機
械エンジ4部長の梨木俊志氏だ。こう
した経緯もあり、同社ではCADソフト
の統合・標準化を図るべく、さまざまな
製品の比較検討に乗り出した。

互換性、動作の安定性のほか
コストや管理のしやすさを評価

　日鉄テックスエンジのエンジニアリ
ング事業では、機械設計を主に3Dで
行っているが、外部へ発注する部品な

導入前の
課題

導入製品

日鉄テックスエンジ株式会社
本社所在地：�〒100-0005�東京都千代田区丸の内二丁目5番2号�三菱ビル
設　　　立：�1946年
資 本 金：�54.7億円
従業員数：� 11,475名（連結）
事業内容：�日本製鉄グループの一員で、鉄鋼分野を中心にプラント設備のメ

ンテナンスやプラントの操業管理、機械・電気計装・土木・建築など
の工事や制御系コンピュータシステムの開発、工場・倉庫・大型プ
ラントの建設など、多くの実績を誇る総合エンジニアリング企業。

U R L：�� https://www.tex.nipponsteel.com/

導入後の
効果



図研アルファテック株式会社
https://www.alfatech.jp
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導入事例

どの図面には2Dを使っている。この
うち2D用のCADソフトについて、こ
れまで同社内で広く使われていた製品
が、サブスクリプション方式に変更さ
れたのだ。そのため、必要な数を用意す
るには多額の費用が必要になると予想
された。
　そんな中で浮上してきた候補
が、図研アルファテックが提供する
BricsCADだった。「BricsCADは競合
CAD製品に比べて安価であるほか、買
い切りのライセンス形態のため管理性
に優れているのが特徴です。ネットワー
クライセンスでは、社内に管理サーバ
を置くことで、実際の利用状況を把握・
管理できます」と機械事業本部�技術部�
技術開発グループ�アシスタントマネ
ジャーの原竜彦氏は説明する。さらに
その使い勝手については次のように評
価する。
　「BricsCADはUIもフレンドリーで
す。これまで使ってきたCADソフト
とも操作性は大きく変わらないので、
移行先として問題ありません。しかも
動作が安定しているので、レスポンス
も良く、作業効率もアップしています」
　さらに、多種多様なCADソフ
トを使ってきた同社にとっては、
BricsCADの優れた互換性も大きな
ポイントだった。「BricsCADの特徴

の活用が進みつつある。この取り組み
を主導するのは、技術開発グループ長
の村山亨氏だ。
　「世の中にある最新技術を取り入れ
て、必要に応じて組み合わせて効果的
なツールを作ることが、我々技術開発
グループの役割です。その中で、BIMや
VRなどの技術を次のステップとして
注目しています」（村山氏）
　また現場によっては、現況図面が
整っていないところもあるため、そう
した現場をレーザースキャナなどで点
群データ化する取り組みも進めてい
るという。さらに将来的には、機械系
の2D/3Dと建築系のBIM、すべてを
DWG形式のデータを軸として統合し
ていくことを目指している。
　村山氏は、「BricsCADは今のところ
2Dを中心に使っていますが、3Dにも
BIMにも対応する数少ないCADであ
り、この2D/3D/BIMの統合にも役立
つと考えています」と説明する。
　さらに村山氏は、「BricsCAD開
発元であるBRICSYS社から、今後の
BricsCADの方向性を聞かせてもらい
ましたが、VRや点群など新たなテクノ
ロジーに対する同社の姿勢が我々の
目指す方向性とも重なっていること
がわかりました。今後、当社としても
BricsCADの活用はさらに広がってい
くでしょう」とさらなる期待を示した。
�

を3つ挙げるなら、互換性・安価・安定
性ですね。BricsCADは互換性が非常
に高く、今まで使ってきたほぼすべて
のCADデータを読み込めます。中間
形式として広く使われているDXF形
式や、取引先との間で使われる機会が
多いDWG形式の扱いも、もちろん
まったく問題ありません」と梨木氏は
説明する。
　こうした特徴から、今後は2D作業
や、2D図面を元にした3Dでの干渉
チェックなどもBricsCADに集約して
いく方針としており、段階的に導入ラ
イセンスを増やしつつ、使用していく
としている。

機械系の2D/3Dと建築系のBIM
を統合するツールとして期待
　現在、日鉄テックスエンジでは将来
に向けて、さまざまな先進テクノロジー

※記載された内容は2019年9月現在のものです

日鉄テックスエンジ株式会社
機械事業本部�
エンジニアリング事業部�
機械エンジ4部長　
梨木�俊志�氏

日鉄テックスエンジ株式会社
機械事業本部
技術部�
技術開発グループ長
村山�亨�氏

日鉄テックスエンジ株式会社
機械事業本部�
技術部
技術開発グループ
アシスタントマネジャー　
原�竜彦�氏



CAEによる解析で設計を効率化し試作工程を大幅に短縮
お客様への信頼性向上と設計者の育成にも効果

株式会社サンコーシヤ

導入事例

株式会社サンコーシヤ（以下、サンコーシヤ）は、BricsCADで作成した3D 
CADデータを解析するために、図研アルファテックが提供するCAEツール

「AMPS Designer」を採用した。試作品を作る前に製品形状の強度や変形しや
すさがわかるようになり、設計・生産工程の効率化と製品の品質に対する信頼
性の向上につながっている。

▶試作品を作って試験をしなければ製品の耐久性
や強度がわからない

▶取引先に製品の耐震性を証明する必要があった

AMPS Designer、BricsCAD Platinum

▶試作品を実際に作ることなく、製品の構造解析が
可能になった

▶試験期間が約7割短縮され、3～5割程度のコス
ト削減効果が得られた

▶取引先に耐震性を視覚的に証明することができた
▶ベテランのノウハウを若手に継承できた

耐震性や強度への高度な要求
構造解析による検証が求められた

　雷防護を中心に事業へと幅を広げ、
現地調査から対策提案、製品提供、メン
テナンスまで一貫したトータル雷防護
ソリューションを提供するサンコー
シヤ。同社では、自社の製品設計環境
として、1995年頃から2D CADを本
格採用し業務を行っている。2014年
にはWindows XPサポート終了を機
に新しいCADソフトへの入れ替えを
行い、図研アルファテックの提供する

「BricsCAD」を採用した。
　「BricsCADは従来製品とのデータ
互換性があり、過去のデータを引き続
き活用することができます。また使い
勝手や機能も十分であり、コスト面で
優位だったこともあり選定しました」

と設計部 設計一課 藤本晃市氏は話す。
また設計二課の背川勝範氏も「当社で
は電気回路の設計支援ツールとして図
研アルファテックの『ACAD-DENKI』
を採用したのですが、このツールが
BricsCADに対応していたことも選定
理由の1つです」と説明する。
　同社では、その後3D CADを駆使し

てさらなる設計の効率化を進めてきた。
しかし藤本氏は「3D CAD化によって
製品イメージの把握や部品の干渉など
の確認が簡単になりましたが、製品の
耐久性や強度などは、実際に試作品を
作って試験をしなければわかりません
でした」と振り返る。　
　そこで同社が目をつけたのがCAE

導入前の
課題

導入製品

株式会社サンコーシヤ
本社所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目3番8号
設　　　立： 1930年
資 本 金： 9.75億円
従 業 員 数： 1,038名（グループ全体）
事 業 内 容： 雷防護、情報通信ネットワーク、環境対策の3事業を柱としたトータ

ルソリューションを提供。85年以上に渡って培ってきた技術で世界
に安心と安全を届ける「雷総合企業」の地位を獲得している。

U R L：  https://www.sankosha.co.jp/

導入後の
効果



図研アルファテック株式会社
http://www.alfatech.jp
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導入事例

ツールだ。その当時、同社の取引先から
厳しい性能要件を求められていたこと
も、この背景にあったという。
　「取引先が求める耐震性などの要
件を満たすには、従来の方法では対
応できないと判断しました。そこで
構造解析によって耐震性や強度を数
値的に評価し検証するべく、『AMPS 
Designer』の導入を決めました」と設
計部部長の三輪潤一氏は説明する。
 

“仮想実験室”で設計感覚を養う

　AMPS Designerは、実際にサン
コーシヤで幅広く利用されている。例
えば、2016年に鳥取県で大きな地震
が発生した際に、同地域で利用されて
いた同社ラック製品の耐久性を検証す
るべく解析を実施。その結果どの部分
を補強すればよいのかということもシ
ミュレーションを通じて確認できた。
　「これまでは試作品を作り何度も試
験を繰り返さなければなりませんでし
たが、AMPS Designerを利用すれば
それが不要になります。処理を実行す
ると、強度が低い部分や変形しやすい
部分が発見できますし、それに対する
設計変更案を解析すれば、どの案が最
も強度が優れているのかがわかります。

Designerで構造解析するという使い
方を実践している。製品に対する適用
率は今のところ2割程度だが、利用す
るケースは少しずつ増えているという。
　「最近は、製品の品質に対してお客
様から高い要求が寄せられるように
なり、利用する機会も急増しています。
AMPS Designerを導入してから試
験にかかっていた期間が約7割も短縮
し、コストは3～5割ほど削減するとい
う効果が得られています。また、AMPS 
Designerによる検証結果をレポート
としてお客様に示すことができるので、
製品の品質に対する信頼性の向上につ
ながったと考えています」（三輪氏）
　また設計二課の薩田拓弥氏の「実験
と解析を比較するという経験を積み
重ねることで、製品の設計はより手堅
いものとなります。何か疑問があれば、
AMPS Designerを使って解析する
という考えが徐々に設計プロセスに
入り込んできたように感じています」
と話す。
　災害対策に関心が高まる今日、耐震
性の証明は対顧客だけでなく社会に向
けても必ず必要になる。サンコーシヤ
では今後もAMPS Designerの適用
範囲を広げ、設計精度の向上と製品開
発・生産期間の短縮を進めていく。さら
に解析を行うことで、これまで属人化
していたベテランのノウハウを引き継
ぎ、製品開発に反映していくという。

PoCを通じてAMPS Designerが“仮
想実験室”のように機能することが実
証できました」（藤本氏）
　設計業務は、ベテラン設計者にノウ
ハウの属人化が起こりやすいが、設計
案を何度も検証して確かめられること
でノウハウを形式知として可視化しや
すくなったこともメリットだ。
　「CAEによって、アイデアの段階で
いろいろとチャレンジできるようにな
りました。また『ベテランなら感覚的に
わかるけれど経験の浅い社員にはわか
らない』というようなことを視覚的に
明らかにできるのも大きなメリットで
す」と設計一課の松田芽瑠穂氏は話す。

試験期間は7割短縮
コストは3～5割削減
　サンコーシヤでは現在、3Dモデ
リングデータを必要に応じてAMPS 

※記載された内容は2019年8月現在のものです

導入前

設計

設計

※試作を繰り返すので時間もコストもかかっていた

※解析で試してから試作に進むので、時間とコストを削減できた

試作

解析

制作

試作 制作

導入後

（写真左から）生産事業本部 設計部設計一課 松田芽瑠穂氏、設計部設計一課 藤本晃市氏、設計部 
部長 三輪潤氏、設計部設計二課 課長 背川勝範氏、設計部設計二課 薩田拓弥氏



旅客機の内装品・機器製造の2D CAD環境を刷新
3D機能を生かしたさらなる業務改善も推進

株式会社ジャムコ

導入事例

株式会社ジャムコ（以下、ジャムコ）は、製品設計業務に使用する2D CADに図
研アルファテックが提供する「BricsCAD」を導入した。これまで使用していた製
品と比較して高機能、かつ操作性に優れるほか、ライセンス費用を削減できる
ことが選定の理由だという。

▶ 従来のCADは64bit OSに非対応で、更新には
高額なコストがかかることが判明した

▶ 2D CADと3D CAD の端末を使い分けていた
ため、非効率な作業を強いられていた

BricsCAD Platinum, Communicator

▶ フローティングライセンス対応により、ライセンス数
を3分の2に削減

▶ 導入と保守メンテナンスにかかるコストが約半分
程度に圧縮

▶ 端末に依存せず、2D、3Dの作業ができるように
なり業務を効率化

1980年代から
CADを運用してきたジャムコ

　1955年、伊藤忠航空整備株式会社
として設立されたジャムコ。元々は航
空機の整備・改造事業を展開していた
が、1970年に航空機内装品製造事業
へと参入してからは、同事業がビジネ
スの主力となる。中でも旅客機のラバ
トリー（化粧室）とギャレー（厨房設備）
は世界トップクラスのシェアを誇って
いる。また、2014年には航空機シート
事業へ本格参入を果たすほか、創業以
来の航空機整備事業、炭素繊維構造部
材やジェットエンジン部品を製造する
航空機器製造事業を展開しており、“航
空機に特化した総合メーカー”として
発展し続けている。
　そんなジャムコの設計環境では、
1980 年代に 2D CAD ソフトウェア

を導入し、ドラフターを利用していた
作図をCADに移行。さらに1998年か
らは3D CADソフトウェアを導入し
て2D CADと併用するようになる。
　「3D CADを導入した際に『10年後
を目処に2D CADを全廃する』という
計画を立てていましたが、実際には過
去の2D図面に少し手を加えるだけで

完成する図面も多かったことから、費
用対効果と業務生産性を考慮して2D 
CADを残すことにしました」と同社の
航空機内装品・機器事業本部 技術本部 
技術業務計画グループ 次長の桜井浩
氏は振り返る。

導入前の
課題

導入製品

株式会社ジャムコ
本社所在地： 〒190-0011 東京都立川市高松町1丁目100番地
設　　　立： 1955年
資 本 金： 53.6億円
従 業 員 数： 3,481名（単体：1,367名）
事 業 内 容： 「航空機内装品製造事業」「航空機シート製造事業」「航空機器製

造事業」「航空機整備事業」の4つの事業を展開。特に航空機内装
品事業では、ラバトリー（化粧室）、ギャレー（厨房設備）の製造で世
界ナンバーワンのシェアを誇っている。

U R L：  https://www.jamco.co.jp/

導入後の
効果
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導入事例

フローティングライセンスによって
ライセンス数の見直しとコスト削減

　こうして 2D/3D CAD を併存させ
ることに決めたジャムコだったが、設
計用端末を更新してからは業務に支障
を来すようになったという。
　「3 D C A D 用 の 端 末 を す べ て
Windows 7 64bit マシンへ移行し
たものの、当時の 2D CAD ソフトは
64bitに未対応だったため、専用の端
末を別に用意する必要がありました。
両方使用する設計者は用途によってマ
シンを移動するという非効率な作業を
強いられていたのです。この課題を解
決するために、2D CAD専用端末を廃
止することを決定しましたが、64bit
対応にするにはライセンスを購入し直
さなければなりませんでした」（桜井氏）
　当時、ジャムコが保有していた2D 
CADソフトのライセンス数は60本。
これをすべて更新するには高額な導入
コストが発生する。そこで既存の製品
に代わる新しい製品の導入を検討する
ことにしたという。
　複数の2D CAD製品を候補に挙げ、
比較検討した結果、ジャムコが選定し
たのが図研アルファテックが提供する

「BricsCAD」だった。
　「BricsCADを選定したのは、単に製

　「移行にあたり、それまでの2D CAD
ソフトで運用していた各種カスタマイ
ズプログラムをBricsCAD用に作り直
すという開発も図研アルファテックに
ご対応いただけました。切り替え直後
は戸惑いの声も上がっていましたが、現
在は操作性の良さから習得もしやすく、

『もっと早く切り替えてくれれば良かっ
たのに』といった声も上がっています」

コスト削減と管理面で効果
3D機能も生かした活用も視野に
　こうしてジャムコでは 2013 年度
から BricsCAD に切り替え、現在は
フローティングライセンス40本に加
え、使用する端末を固定したノード
ロックライセンスも10本導入した。
BricsCADにより導入と運用保守にか
かるコストが約半分程度になったと実
感している。端末に依存しないライセ
ンス形態により、ライセンス管理が行
いやすくなったこともメリットだ。
 また、さまざまなファイル形式を読み
込む「BricsCAD Communicator」でハイ
エンド３D CADのデータを読み込み、
BricsCADで図面化するなど、業務やソ
フトウェア配備の最適化を図っている。
BricsCADの3D機能を活用して、組み立
て指示書を作成するような使い方など、
2Dと3Dを意識することなく業務改善
を図ることができるようになったこと
は大きい。
　今後、ジャムコでは BricsCAD の
3D CAD 機能を活用し、生産技術の
データ作成ツールや簡易モデル作成
ツールなどへも用途を広げていき、さ
らに海外拠点でも既存の2D CADの
BricsCADへの移行を進める予定だと
いう。こうしたさまざまな機能を生か
し、ジャムコでのさらなる設計・製造の
効率化を実現できることを期待したい。

品価格が安価なだけでなく、フローティ
ングライセンスに対応したためです。
同時に使用する本数分のライセンスを
購入しておけば、すべての設計用端末
にBricsCADをインストールしておく
ことが可能です。これにより、既存ソフ
トの60ライセンスを、BricsCADでは
40ライセンスへ減らすことができま
した」と技術業務計画グループ 係長の
角田勲氏は説明する。

カスタマイズを含め
サポート対応に安心感
　実はジャムコでは、一部の用途に
BricsCADを利用していた実績があった。
　「当社では、3D CADでワイヤーハー
ネス（電気配線部品）のモデリングを
行う際、2D 配線図から FromTo 情報
を取得する目的で図研アルファテッ
クの電気 CAD『ACAD-DENKI』を利
用していました。当初は『AutoCAD』
をベースに ACAD-DENKI をアドオ
ンする形で導入したのですが、その後
BricsCADベースへと切り替えたとい
う経緯があります」（角田氏）
　また、カスタマイズが容易である点
もBricsCADのポイントの1つだ。導
入時の図研アルファテックのサポート
について、技術業務計画グループの赤
在由衣氏は次のように説明する。

※記載された内容は2019年7月現在のものです

（左から)
株式会社ジャムコ
航空機内装品・機器事業本部 技術本部 
技術業務計画グループ  係長
角田 勲 氏

株式会社ジャムコ
航空機内装品・機器事業本部 技術本部 
技術業務計画グループ
赤在 由衣 氏

株式会社ジャムコ
航空機内装品・機器事業本部 技術本部 
技術業務計画グループ  次長
桜井 浩 氏
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BricsCAD® は 2D-3D-BIM をすべて .dwg ファイルで作成することができる唯一無二のワンプラットフォーム CAD です。
しかも非常に競争力のある価格でご提供しております。

が選ばれる　　つの理由

高い互換性

AutoCAD® との互換性が高
く、移行もカンタン

ハイコスト
パフォーマンス

2D-3D-BIM
が一本化

最適なカスタマ
イズが可能

自社コマンドを作成して、
より使いやすい CAD に

4
AI にも対応しているのに

驚くほど低価格の永久ライ
センス

2D 図面からの3D モデル化、
3D データの 2D 図面展開が

簡単に

2D-3D-BIM を .dwgでつなぐ2D-3D-BIM を .dwgでつなぐ
ワンプラットフォームワンプラットフォーム

2D操作 3D操作

OS
Windows 10 (32/64bit)

Windows 8/Windows 8.1(32/64bit) 
Windows 7 (32/64bit)※

Windows Server 2008 SP2 以降
左記OSの64bit

CPU Intel 1Ghz 以上のプロセッサ
または互換プロセッサ

Intel Core i5以上
または同等の 

互換プロセッサ

推奨メモリ 4GB以上 8GB以上

HDD空容量 250MB + 1GB (インストール時) 左記の通り

モニタ解像度 1024x768以上 TrueColor 左記の通り

GPU

NVIDIA GeForce GTXシリーズ
AMD ATI R600/R700 ファミリー
INTEL GMA4000 ファミリー等

(Redway3DRのRedsdk がサポート
しているGPU)

左記のGPU必須

BricsCAD® 30 日間 無料体験！！
https://www.bj-soft.jp/  

動作環境（推奨）

体験版
ご利用の流れ導入事例 製品の

選び方

※ Windows7 のサポート終了時に BricsCAD® の動作環境（推奨）から除外されます。

図研アルファテック株式会社は、BricsCAD® における日本国内代表代理店です。


