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ハウツーガイド：
新しい3次元CADの

導入



エンジニアリングへの投資の重要性

貴社では、収益性を高めるためにどのような戦略を考えてい
ますか？その戦略にエンジニアリングは含まれていますか？
含まれていないなら、考え直す必要があります。

企業は収益性を高めるために優れた製品で顧客を魅了できる
よう懸命に取り組みます。しかし、残念ながら優れた製品を
作るのは容易ではありません。また、グローバルな競争が、
他社より抜きに出ることを難しくしています。成功するには、
革新的かつ高品質でありながら利益に影響しない程度に価格
競争力のある製品が必要です。これらは矛盾している条件で
すが、バランスよく実現することが課題です。さらに、競争
に勝つには時間との闘いも避けられません。

こうした目的を達成する上で鍵となるのがエンジニアリングで
あり、適切なツールを選定することが成功には不可欠です。世
界は止まることなく進化しているため、10年前に適切だった
ツールが今も適切とは限りません。今日のエンジニアが必要と
しているのは、製品の複雑化を管理し、顧客の高まる期待に対
応し、新たに利用可能になったテクノロジーをサポートする
ツールです。エンジニアリング ツールが妨げになっていると感
じたら、交換するタイミングかもしれません。その時がきたら、
交換して新しいCADツールの投資効果（ROI）を最短で実現す
るにはどのようなステップを取るべきでしょうか？

このeブックでは、新しいCADツールへの移行のベスト プラ

クティスを紹介します。プラスの投資効果を可能な限り早く
実現するためのハウツーガイドとしてご活用ください。
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調査について
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本書では、2 3 0社以上のメーカーを対象にT E CH -
CLARITYが行った調査の結果から導き出した新しい
CADツール導入のベスト プラクティスを紹介します。
以下の3つのタイプの移行を調査しました。

• 2次元CADから3次元CADへの移行

• 3次元CADから新しい3次元CADへの移行

• モデルベース定義（MBD）の導入

移行のタイプごとにeブックを分け、シリーズとしまし
た。このeブックでは、3次元CADから新しい3次元CAD
への移行について解説します。
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新しい3次元CADツールへの変更が必要な理由

企業が3次元CADツールを変更する理由はさまざまです。
Tech-Clarityの調査『CADツールの切り替えをお考えです
か？その前に知っておくべきポイント』では、変更の理
由がこの数年で変化しているという興味深い結果が得ら
れました。かつてはCADツール自体の問題が一番の要因
でした。今はビジネス上の理由が重要になってきていま
す。これは、製品開発ソリューション全体におけるCAD

ツールの戦略的重要性が増したことを意味しています。

CADのように重要な要素を変更する場合は、さまざま
な角度からの検討が必要です。新しいCADツール導入
のベストプラクティスをよく理解しておくことで、新
しいツールのメリットをより早く享受できます。

Tech-Clarityは、対象企業が新しいCADツールへの移
行プロセスをどのように評価しているかを分析しまし
た。移行プロセスに大変満足している対象者の体験を、
それ以外の対象者と比較しました。この分析結果をも
とに、新しい3次元CADツールへの移行のベスト プラ
クティスを構築しました。両グループとも移行後の利
点を多数報告していますが、優良な導入企業のほうが
より大きな改善成果を上げています。
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『CADツールの切り替えをお考えですか？その前に知っ
ておくべきポイント』- Tech-Clarity
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「最新のCADツールを導入後、優良
企業の開発時間は19%短縮、開発コ
ストは15%削減、ECOへの対応時間
は16%短縮され、競争力が大幅に高
まっています」

3次元CADツールを変更した主な要因

ビジネス上の理由

従来のCADツールの問題

61%

50%

26%

31%

22%

20%

1年未満
1～3年
4～6年
7年以上

65%

48%



最新の3次元CADに移行する利点
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最新の3次元CADツールに移行した企業からは、いくつ
もの改善成果が報告されています。優良な導入企業は、
新しい3次元CADツールへの移行をサポートするベスト
プラクティスに従ってさらに多くの利点を実現していま
す。以下の表に、改善成果をグループ別に示します。

優良な導入企業
平均的な
導入企業

開発時間（工数） 14%削減 6%削減

開発コスト 11%削減 5%削減

ECOのへの
対応時間

12%削減 5%削減

反復検証数
（革新の追求）

14%増加 7%増加



新しいCADツール選択へのアドバイス
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-工業設備メーカー、エンジニア

- カナダ国立研究機関、設計およびファブリケーション
サービス担当ディレクター兼プロフェッショナル エン
ジニア、Erik Sherwood氏

© Tech-Clarity 2017

「購入できる範囲で最高の3次元
CADシステムを選ぶこと。コスト
削減の観点で3次元CADツールを選
んではなりません」

「トップレベルの3次元CADパッ
ケージはどれもニーズを十分に満た
せるという事実に注目することをお
勧めします。価格や性能に関する
ユーザーの意見に惑わされないよう
にしましょう。ビジネス面での選択
理由に集中することです」



移行計画：どのように始めるか？
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新しい3次元CADツールに移行するには、どこから着手
すればよいでしょうか？調査では、単一の製品ラインの
小規模なパイロット導入から始めるのが最適という結果
が出ています。一番良い方法を確認し、それを全体への
展開に応用します。

優良な導入企業と平均的な導入企業の最大の違いは、新
しいツールを全員に使用可能にする期日が明確かどうか
です。最初のパイロット導入を終えたら、残りのチーム
への導入を整えるためのベストプラクティスがよくわか
るはずです。新しいツールを一部分だけに導入した期間
が長くなり、複数の形式が使用されていくと、効率が低
下し、不確実性が増し、混乱を招くことになります。

乗り換えるタイミングを個人の判断に任せるのは、良い
考えのように思われるかもしれません。このアプローチ
では、ユーザーは新しいツールに十分に馴染んでから変
更できます。しかし、これでは変更が先延ばしにされて
しまいます。調査結果から、移行は全体を一度に行うほ
うがよいことがわかっています。明確な期日を設定する
ことで、不確実性がなくなり、移行期間を最短にできま
す。最終的には、より円滑な移行が実現します。

移行を始めた方法

単一製品から開始した

全プロジェクトで新しいCADを
使用可能にする期日を設定した

小規模なパイロットプロジェ
クトを実施した

段階的アプローチを定義した

タイミングは個々のユーザー
に任せた

優良な導入企業
平均的な導入企業

53%
40%

51%
20%

49%
40%

21%

27%

13%

27%



開始時のアドバイス
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- Nystrom、CAD/PLM管理者、Ryan McVay氏

-医療機器会社、エンジニア、Christopher Schaefer氏
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「パイロット導入したチームから
賛同を得て、最初のプロジェクト
を滞りなく順調に遂行することが、
移行の成功につながります」

「移行について厳格な期日を設け
ること」



変更への準備

10

© Tech-Clarity 2017

多くの企業は新しいCADツールへの移行後に多くの利点
を報告していますが、一部のチームメンバーが変更に抵
抗する場合もあります。適切なアプローチで対処すれば、
ユーザーは新しいツールに馴染みやすく、変更を受け入
れるようになります。

トレーニングが重要です。ユーザーがワークフローを受
け入れれば、導入は容易です。優良な導入企業と平均的
な導入企業の最大の違いは、チーム内の先導役の存在で
す。新しいツールの先導役を任命すれば、その人物が
ユーザーに協力して必要な情報を提供し、ユーザーは新
しいツールの価値を理解できるようになります。

変更への準備方法

さらに進んで、利点を説明したり学習内容を確認したり
するワークショップを開催することも有益です。選定プ
ロセスにユーザーを関与させると、満足度の向上につな
がります。選定時に自分の意見を述べたユーザーは、新
しいツールを受け入れやすくなります。

トレーニングを実施する

チーム内で新しいツールの
先導役を任命する

移行の利点を説明するワー
クショップを開催する

学習内容を確認するワー
クショップを開催する

選定プロセスでユーザーから
のフィードバックを求める

平均的な導入企業

優良な導入企業

67%

53%

43%

13%

35%

20%

30%

20%

30%

13%



変更への抵抗を解消するためのアドバイス
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-工業設備メーカー、機械設計者

-工業設備メーカー、設計エンジニア
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「先入観を抱かず、
『古いCADプログラムでもこれく
らいできる』とすぐ比較する考え
方にとらわれないことです」

「移行サポートとして講じた対策
の中で最も効果的だったのは、社
内の相談役兼専任移行サポート担
当者でした」

- 機械部品サプライヤ、オートメーション プロジェク
トマネージャ、James Rawlinson氏

「常にユーザーの視点で捉える。
『それが自分（ユーザー）にとっ
てどんな利点があるか？』を考え
る。より優れたモデルをよりすば
やくより効率的に作成できるこれ
までとは違う方法があることを、
ユーザーにわかってもらう。シス
テムの設定やトレーニング計画の
決定への参加をユーザーに働きか
ける。ユーザーを可能な限りプロ
ジェクトに関与させる」

-工業設備メーカー、ツール設計者

「新しいシステムがどれほど優れ
ているかを知っていればよかった
と思う」



トレーニングのベストプラクティス
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優良な導入企業が評価したトレーニングリソースの有用性

学習曲線を向上させる方法を考えてみましょう。期待される
効果を早期に実現するには、トレーニングが有効です。しか
し、それには時間がかかり、最も効果的なリソースへの投資
も必要になります。

下のグラフは、優良な導入企業がトレーニング リソースを次
のように評価した結果を表したものです。

• 役に立った

• （利用可能であったなら）利用したかった

• 役に立たなかった

オンライン チュートリアルは非常に効果的で、役に立たな
かったと答えた企業はありませんでした。講師によるトレーニ
ング、オンライン コミュニティ、ビデオは評価が同じくらい
です。その他のリソースについては、役に立つと考えられてい
る一方で、一定数以上の反対意見も見られます。これは、こう
したリソースでは品質によって有用性に差が出ることを示して
います。

優良な導入企業と平均的な導入企業の最大の違いは、平均的な
導入企業の回答に「利用したかった」がかなり多かったことで
す。このことから、平均的な導入企業ではトレーニングの利用
度が低いことがわかり、より優れた移行にはトレーニングが重
要であることが裏付けられます。

オンラインチュートリアル

講師によるトレーニング

新しいCADツールのユーザーが集う
オンラインコミュニティ

YouTubeビデオ

古いツールのユーザーのための
トレーニング

新しいCADツール内のマルチCAD機能

メニュー マッピング ツール

古いユーザー用のオンライン

コミュニティ
役に立った 利用したかった 役に立たなかった

74%

68%

66%

58%

53%

50%

42%

35% 46%

36%

30%

31%

33%

32%

28%

26% 0%

4%

2%

9%

16%

20%

22%

20%



トレーニングのアドバイス
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- True Heart Billiard Cues、オーナー兼カスタム キュー
製作者、Charlie McKay氏

-医療機器会社、主幹エンジニア
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「ベンダーのトレーニングの後に
オンライン講座を受けるのが最良
ルート」

「社内の専門家に移行の支援を担
当してもらい、トレーニングの実
施と必要に応じたサポートを任せ
ました」

- 機械部品サプライヤ、オートメーション プロジェク
トマネージャ、James Rawlinson氏

「自社製品を使って古い方法と新
しい方法を説明する、独自のビデ
オ トレーニングを実施しました。
そのトレーニングでは、新しいシ
ステムを導入する理由を詳しく解
説しました」

- Foth Production Solutions, LLC、リード プロセス デ
ザイナー、Jay Siebert氏

「オンライン ビデオはとても役
に立った」



レガシーデータの取り扱い
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新しいCADツールに乗り換える際には、レガシー デー
タについても考えなければなりません。計画策定時に以
下のようなポイントを考慮する必要があります。

• ユーザーの移行前に変換が必要なデータの量

• 最終的に変換が必要なデータの全体量

• 変換データの優先順位

• 変換しなかったデータの取り扱い

最初の2点については、優良な導入企業のほうが移行開
始前に変換したデータが多く、結果的に変換データの全
体量も多くなっています。

 レガシー データの変換は簡単
になっています。10年前は、

ユーザーが満足するデータ量
を変換するのに82週かかりま
した。今ではわずか29週です。

変換したデータ量

稼働開始時に変換が完了し
ていたデータ量

変換したレガシー
データの全体量

優良な導入企業 平均的な導入企業

30%

13%

47%

32%



変換データの優先順位
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残りのファイルから、変換が必要なものを選び出します。
積極的にメンテナンスされている製品や、再利用がわかっ
ているファイルを最優先します。その次に優先するのは、
アップデートが決まっている製品と、現在のロードマップ
では確定していなくてもアップデートされる可能性がある
製品です。このように戦略的なアプローチをとることに
よって、データ変換の手間を増大させないとともに、古い
ファイルを必要とするプロジェクトに遅延を生じさせない、
バランスの取れた移行が可能になります。

変換が必要なレガシー データは約47%です。正しいファイ
ルを選択するための戦略を立てておくとよいでしょう。変
換が不要なファイルを洗い出すことから始めます。

優良な導入企業は、より戦略的なアプローチをとり、販売
を終了した製品や古いバージョンを特定しています。これ
は、根拠のない基準日を決めてそれ以前のデータをすべて
切り捨てるよりも有効です。平均的な導入企業には、特に
戦略を立てないという傾向が見受けられます。

変換しないデータの選択基準

変換するデータの選択基準

販売を終了した製品

古くて無効になったバージョン

購入した構成部品

特にない。必要に応じて移行する

特定の日付より前に最
終保存されたファイル

特定の日付より前に
リリースされた製品

優良な導入企業

優良な導入企業

平均的な導入企業

平均的な導入企業

積極的に維持されている製品

再利用する予定のファイル

アップデートが予
定されている製品

アップデートの可能性がある製品

部品ファミリーごとに集約

特にない。必要に応じて移行する

47%

46%

45%
15%

32%

31%

26%

46%

26%
8%

23%
15%

68%
43%

53%
50%

45%
29%

45%
29%

32%
21%

19%

50%



変換しなかったデータの取り扱い
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変換データに優先順位を付けると、移行後も必要なデー
タのほとんどを洗い出すことができます。しかしそれで
も、変換しなかったレガシーデータが必要になる可能性
があります。そのため、変換しなかったデータの取り扱
いについても何らかの考慮が求められます。

優良な導入企業では、「必要に応じて変換する」または
「再作成する」という回答が多く見られます。

変換しなかったレガシーデータの取り扱い

必要に応じて変換
する

再作成する

古いCADで作業でき

るように最小限のラ
イセンスを維持する

新しいCADツールに

組み込まれたマルチ
CAD機能を使用する

優良な導入企業 平均的な導入企業

68%

43%

47%

29%

34%

36%

23%

29%



レガシーデータについてのアドバイス

17

-医療機器会社、主幹エンジニア

-工業設備メーカー、エンジニアリングディレクター
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「新しいツールへの移行が必要な
データと、古いツールに残しても
よいデータを判別し、移行しない
データにアクセスするツールを維
持します」

「当社ではデータの移行を学習機
会として活用しました。まず、専
門家チームが部品のモデルを再構
築したりシステムの新機能や拡張
機能を使用したりすることから始
めました。移行する部品が増える
につれて、専門家たちが得た知識
を他のスタッフに伝えるトレーニ
ングになりました」

-工業設備メーカー、エンジニアリングディレクター

「今後も開発を進めると想定され
る『優先製品』のリストを作成し
ました。それらの製品の構成部品
はすべて変換しました」

 CADに組み込まれているマルチ
CADツールの使用が広がっていま
す。10年前は、使用しているのは
わずか14%でした。過去3年間に
移行したケースでは、43%が使用
しています。



ユーザーコミュニティの重要性
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導入の成功要因に注目したところ、各企業が新しい3次
元CADツールに何を求めるかについても違いがあること
に気付きました。移行を成功させた企業ほど、ユーザー
コミュニティを重視する傾向が見られたのです。

移行で成功体験をした企業の多くが、大規模なユーザー
コミュニティを持つツールを求めていました。そのよう
なツールを選べば、ツールに精通したユーザーを雇用す
るのが容易になります。また、成功した企業は既存ユー
ザーの好みも考慮しています。好きなツールであれば
ユーザーが喜んで使うため、好ましいかどうかは大きな
違いを生みます。

移行を成功させた企業は、オンラインコミュニティも考
慮していました。熱心なユーザーが集まる活発なオンラ
インコミュニティは、新規ユーザーにとってすばらしく
有用なナレッジにもなります。こうしたコミュニティは
ユーザー満足度が高いことを強く示し、ツールが受け入
れられやすいものであると判断できます。

優良な導入企業 平均的な導入企業

ユーザー コミュニティ規模/採用

候補となる習熟したユーザーの人
材プール

ユーザーの好み/ユーザー満足度

ユーザーコミュニティの熱意と
オンラインプレゼンス

37%

14%

33%

14%

30%

7%



導入に関するその他のアドバイス
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-医療機器会社、エンジニア、Christopher Schaefer氏

- Key Technology, Inc.、製図担当、David Schon氏
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「導入のすべてのポイントで販売
代理店を頼っていました」

「新システムに乗り換える場合は、
移行を容易にする導入ツールに投
資することが重要です。マクロや
ショートカットの管理を担当する
小規模なチームを作りましょう」

-工業設備メーカー、エンジニアリングディレクター

「当社では、新しいCADツールを

サポートするエコシステムの構築
のためにPDMシステムも導入しま
した」



3次元から3次元への移行の推奨事項
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新しい3次元CADツールへの移行をさらに成功させるた
めの考慮事項は以下のとおりです。

 新しいソリューションを選定する際には、製品開発へ
の投資を推進するビジネス面の条件を重視しましょう。

 小規模なパイロット プログラムから開始し、全員を
移行させる明確な期日を設けましょう。

 変更への抵抗を解消するために、トレーニングを実施
したり、ツールの先導役を任命したりすることによっ
て、新しいソリューションの利点をチームが理解でき
るようにしましょう。

 トレーニング リソースの有無は、顕著に成功した移
行のケースと平均的なケースの最大の違いの1つです。
オンライン チュートリアル、講師によるトレーニン
グ、ビデオを活用しましょう。

 すべてのレガシー データを変換する必要はありませ
ん。移行が不要なデータを洗い出す戦略を立てましょ
う。不要なデータを除外したら、残ったファイルのリ
ストの中から、積極的にメンテナンスされている製品
やアップデートが予定されている製品のデータを優先
的に扱います。
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調査対象



業界と規模
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業界*

エンジニアの数 収益別規模

*一部の企業は複数の業界に展開

38%

17%
14% 14% 14% 13% 12%

10%
8% 7% 6%

工業設備 自動車 ハイテク 生命科学 コンシュー
マー製品

航空宇宙/

防衛
エンジニア
リングサー
ビス

エネルギー/

プロセス/公
益事業

コンシュー
マー包装品

建築・建設 鋳型・
冶工具・
金型

51～100人
5%

101～500人
11%

501～1,000人
4%

1,001～5,000人
4%

5,000人超
7% わからない

2%

1人
7%

21～50人
14%

6～20人
24%

2～5人
23% 50億ドル超

5%

わからない
23% 1億ドル未満

44%

1億～2億
5,000万ドル

11%10億～50億ドル
8%

2億5,000万～10億ドル
9%



地域と役割
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地域*

役職 役割

*一部の企業は複数の地域に展開

87%

28%

18%
9% 8% 7%

4%
2%

北米 西ヨーロッパ アジア オーストラリア 南米 東ヨーロッパ 中東 アフリカ

マネージャー以
外のスタッフ、
エンジニア

53%

マネージャーレベル
24%

ディレ
クター

レベル
9%

副社長
レベル

4%

役員
8%

その他
2%

MIS/IT/システム
管理者

2%

設計エンジニ
アリング

54%

その他
4%

製造
5%

マネージメント
11%

CAD管理者
12%

工業デザイナー
6%

製図者
6%
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Michelle Boucherは、ソフトウェア テクノロジおよびサー

ビスのビジネス価値分析を専門とする独立系調査・コンサ
ルティング会社Tech-Clarityでエンジニアリング ソフト
ウェア調査担当副社長を務めています。20年以上にわた
り、エンジニアリング、マーケティング、管理の部門でさ
まざまな役職を歴任し、アナリストとしても活躍してきま
した。

また、製品設計、シミュレーション、システムエンジニア
リング、メカトロニクス、組み込みシステム、PCB設計、
製品性能向上、プロセス改善、マスカスタマイズなどの分
野の経験も豊富です。バブソン大学でMBAを取得し、極め
て優秀な成績で卒業しました。ウースター工科大学でも優
秀な成績を収め、機械工学の理学士号を取得しています。

Boucherは、経験豊富な調査員であり著者でもあります。
7,000人を超える製品開発のプロを調査し、製品開発のベ
スト プラクティスに関するレポートを90本以上発表して
います。今日の複雑な製品、市場、設計環境、バリュー
チェーンを企業が管理して収益を向上できるようなサポー
トに、Boucherは重点的に取り組んでいます。

www.tech-clarity.com

clarityonplm.com

@michboucher

TechClarity.inc
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