
概要
長年にわたり、メーカーは成長し続ける世界市場に対応するため多言語での製品ドキュメンテーションを進めてきましたが、そこ
にかかる時間の遅れとコストの増大は受け入れる以外に方法がありませんでした。しかし現在、製品開発者は新しい種類の統
合ソフトウェア ツールを用いて競争力を獲得し、時間を節約し、コストを削減しています。SolidWorks® Composerのような 3
次元オーサリング ソフトウェアを用いることで、企業は製品設計を変更することなく、3次元 CADデータを使用して製品ドキュメン
ト作成プロセスを自動化できます。常に変化し続ける性質を持つCADデータに対応することで、この統合ドキュメント作成ツー
ルはシームレスかつ簡単にドキュメントを最新の状態に保ちます。
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概要

この 10年間で 3次元 CAD技術は、設計者とエンジニアに新製品のデザイン、
設計、製造のための強力なツールを提供してきました。強力な CADツールは、
エンジニアが革新的な設計を作成および視覚化するのに役立つだけでなく、
設計サイクルを短縮し、市場投入時間を短縮し、製品品質を向上します。し
かし、多くのメーカーにとって CAD技術の導入に伴うメリットの大部分は、
製造前までのプロセスと関係しています。そのため、CADデータの利点を主
に享受していたのは製品デザインと設計の部門でした。3次元 CADは設計者
とエンジニアの生産性と効率を向上させましたが、彼らが作成する CADモデ
ルそのものの価値は往々にして製造に対する 2次元図面や印刷物の提供で終
わっていました。

多くのエンジニアが証言するように、CAD関連の情報、画像、コンテンツに
対する要求は非常に多く、それらは製品を製造向けにリリースした後に発生
する場合がほとんどです。また、デザインや設計以外の用途を満たす必要が
あるため、要求されるレイアウトやフォーマットは多様です。すべての製品
はドキュメンテーションを必要とし、そのほとんどにおいて、組立て、サー
ビス、およびトレーニング マニュアルの作成は必須です。3次元データの活
用は、マーケティング用資料やウェブベースのコンテンツ作成にまで及びま
す。製品を設計、製造するあらゆる企業にとって CADモデルとその関連する
知的財産は製品情報の根源であり、これまで製品設計後に行われてきたすべ
てのコミュニケーションの効率化を推進します。

メーカーはスリム化、効率化、世界市場における競争力を向上する方法を見
つけるために努力しています。メーカーのすべての製品ドキュメンテー
ション要件を満たすために CADデータを活用することは、生産性を改善でき
る大きな可能性を秘めています。高解像度の画面キャプチャを行ったり、特
別な分解図を作成したり、製造、サービス、マーケティング目的の指示書を
記述したりするためにエンジニアの時間を削るのではなく、統合コンテンツ 
オーサリング ツールやその他のリソースを使用して、製品の画像やイラス
トを 3次元 CADモデルから直接、製品設計と並行して作成するのです。

製品ドキュメンテーションは、現在、多くの製品開発プロセスにおいて製品設計の後に行

われる別のステップです。このため、スケジュールの遅延と追加の手直しの必要性が生じ

ています。このステップを短縮するために3次元オーサリング ツールを使用してドキュメン
テーションのコンテンツを同時に開発することで、市場投入時間を短縮し、競争力を高め

られます。

従来、製品設計、ドキュメンテーション、製造、およびマーケティングのプ
ロセスは、1つの工程の後に別の工程が連続して行われていました。テクニ
カルイラスト、部品の分解図、組立て指示書、および高解像度の画像は多く
の場合、製造向けに製品をリリースした後に作成します。
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メーカーはスリム化、効率化、世界市場にお

ける競争力を向上する方法を見つけるために

努力しています。メーカーのすべての製品ド

キュメンテーション要件を満たす CADデー
タを生成することは、生産性を改善できる大

きな可能性を秘めています。

製品およびプロセス設計
(CAO/FAO/PDM/PLM)

製品ドキュメント
作成 手直し作業
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ドキュメンテーション オーサリング ソ
リューションを導入することで、企業は最初

の 1年以内により高い精度、改善された効率、
より大きな投資収益率（ROI）を実現できます。
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連続的なアプローチは、製品開発サイクルの完了に要する時間が長くなる以
外にも、柔軟性に欠け、また自動化もされていません。プロセスの後半に
CADモデルの変更を伴う設計変更が発生すると、メーカーは再作業期間中に
すべての付随する作業を手作業で行わなくてはなりません。これにより、さ
らなる問題が発生する可能性がある他、遅延がさらに延長される、コストが
超過する可能性もあります。

現在では製造、サービス、ユーザー マニュアル、マーケティング用の資料を含め、
すべての製品ドキュメンテーションのニーズに対応する、新しい種類のドキュメンテー
ション オーサリング アプリケーションを使用して 3次元 CADデータを再利用できるよ
うになりました。3次元オーサリング ソフトウェアと呼ばれる、これらのツールは CAD
データの有用性を拡大し、製品ドキュメンテーションと関連資料の開発を自動化します。
多くの組織は既に 3次元 CADコンテンツを何らかの形で利用していますが、3次元
オーサリング ツールを使用すれば、後工程のドキュメンテーションに設計変更を反映
させるというCADモデルの更新に付随する再作業を回避できます。CADモデルから
直接コンテンツを更新するため、すべての関連する成果物に対して隅々まで設計変
更を反映することが可能です。

3次元オーサリング ソフトウェアを使用することにより、テクニカル イラストレーターは
設計変更に応じた分解図を作成して更新できます。製造担当者は組立て指示書内
の画像を作成して更新できますし、カスタマー サービス担当者は同じことをサービス 
ドキュメンテーションに対して行えます。また、この強力なソフトウェアは、マーケティン
グ担当者がカタログの画像をレンダリングして更新することを可能にします。CADモ
デルが変更されると、ユーザーはすべての関連コンテンツを自動的に更新できます。
このコンカレントなアプローチは開発時間を短縮し、コストを削減し、開発部門への
負荷を軽減するのに役立ち、しかも元の CADデータの整合性を確実に維持できます。

ドキュメンテーション オーサリング ソリューションを導入することで、企業は最初の 1年
以内により精度を高め、効率を改善し、より大きな投資収益率（ROI）を実現でき
ます。マニュアルの作成、組立て作業、設計変更プロセス、および保証請求の削
減にまつわる時間とコストの節約は、最初の 1年間でソリューションのコストを上回り、
年を経るごとに増え続けます。製品ドキュメンテーションの作成を統合、自動化する
ことで、ドキュメントの発行、資料の翻訳、トレーニングに付随する人件費を削減で
きます。組織全体としてのレベルでは、新しいプロセスの ROIは、市場投入期間の
短縮、経営効率の改善、より高い品質のドキュメンテーションという結果によって明
確に実感できます。

SolidWorks Composerのような 3次元オーサリング ツールを使用し、メーカーはドキュメン
テーション、組立て、製造、トレーニング、サービス、およびマーケティング用のニーズを

満たすコンテンツを CADデータから自動的かつ製品設計と並行して生成できます。
SolidWorks Composerソフトウェアは従来の方法よりもドキュメンテーションの作成にかか
る時間を約 30％短縮し、ドキュメンテーション、トレーニング、および翻訳のコストを削
減することで大きな ROIを実現します。

製品およびプロセス設計
(CAO/FAO/PDM/PLM)
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市場のグローバル化により、設計と製造担当

者間で発生する予期せぬ言語の壁、理解力の

壁が、製造を初回で成功させる上での妨げと

なります。

理解しやすい 3次元の製造指示書や組立て指
示書を提供することで、企業は設計部門と製

造部門の間で繰り返されるやりとりや意見の

不一致を最小にできます。

製造および組立て指示書の自動化

統合ドキュメンテーションソリューションを導入することで、より効果的な
3次元の製造および組立て作業指示書を効率良く作成するという重要な工
程を強化できます。従来、メーカーは分解図、注釈、吹き出し、バルーンなどを
含む 2次元設計図面を使用し、製造担当者や組立て作業者に対して構成部品、
サブアセンブリ、アセンブリの製造を指示していました。これらの作業指示
書の中には、日本語が十分に理解できない、または読解力のない製造現場の
作業者に、長文または文字中心の資料を多用して重要な製造に関する詳細情
報を伝えようとしているものもあります。

市場のグローバル化により、設計と製造担当者間で発生する予期せぬ言語の
壁、理解力の壁が、製造を初回で成功させる上での妨げとなります。多くの
場合、構成部品を見つけて確認する、または製造および組立て作業指示書を
理解しようとすることに無駄な時間が費やされています。母国語や国が異な
る製造現場の製造担当者は、設計の詳細を確認するために簡単にエンジニア
と連絡を取るわけにはいきません。製造部門が同じ建物内にあったとしても、
組立て現場の担当者の読解力レベルによっては疑問、困難、遅延が生じる可
能性があります。このため、重要な製造情報を伝えるテキスト以外の視覚的
な 3次元コンテンツの重要性が高まっています。

アニメーション表示されたシンプルな 3次元作業指示書は、テキストベースの 2次元図面
よりも明確に、効率良く、普遍的に製造および組立て指示を伝えられます。また、製造担

当者による製造時のエラーを減らすのに役立ち、製造コストを削減します。

統合 3次元オーサリング アプリケーションは作業指示書におけるテキストの
使用を最小限にし、誤解される可能性を削減します。3次元作業指示書のベー
スとなる製品の視覚化はユニバーサルな言語として、誤解されにくい簡単な
方法で製造および組立て作業を伝えるのに役立ちます。CADモデルのシンプ
ルなアニメーション表示は、組立て作業の細部をより明確かつ効率良く説明
できるため、膨大な量のドキュメントに取って代わるものです。理解しやす
い 3次元の製造指示書や組立て指示書を提供することで、企業は設計部門と
製造部門の間で繰り返されるやりとりや意見の不一致を最小にできます。エ
ラー、遅延、および再作業の根本的な原因と取り組むことにより、製造プロ
セスから余分なコストを排除できます。
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3次元データのインタラクティブな性質は、
製品の使用方法や製品の仕組みを顧客に示す

のに効果的です。

より良いユーザー マニュアルと製品ドキュメンテーションの作成

製品ドキュメンテーションは多様な用途を満たしますが、その中心となる目的は次の
2つです。メーカーの製品を使用してそのよさを享受するのに必要となる情報を顧客
に提供すること、そして製品に対する信頼性を高めることです。したがって、ユーザー 
マニュアル、部品表、製品図面の作成は、顧客満足と信頼を築く上で重要な役割を
果たします。これには、イラストレーター、ライター、およびパブリッシング担当者の
貢献が必要となります。製品ドキュメンテーションの担当者がエンジニアであっても、
技術的なバックグラウンドがない人であっても、CADモデルから直接グラフィカル コン
テンツを作成することで、適切なドキュメンテーションが作成される可能性を大幅に
高められます。

SolidWorks Composerのような 3次元オーサリング ツールを使用することで、製品
ドキュメンテーション担当者は CADシステムを使う必要も、分解図、ベクター画像、
注釈などの製品情報を作成するためにエンジニアの手を借りる必要もなくなります。

完成品から映像を再作成するのではなく、あらゆるドキュメンテーション要件を満た
す 2次元および 3次元映像を CADデータから作成できます。求められているのがテ
クニカルイラスト用の分解図のベクター画像であっても、ユーザー マニュアル用の高
解像度ラスター画像であっても、ドキュメンテーション担当者はネイティブな CADデー
タを再利用することで時間を節約し、画像の品質を高められます。統合ドキュメンテー
ション ソフトウェアの柔軟性により、ビュー、アングル、色を正しく設定するために開
発部門とやりとりする必要を解消します。これらのコンテンツは設計を変更すること
なく、CADモデルから作成できます。

製品ドキュメンテーション担当者は、SolidWorks Composerのような 3次元オーサリング 
ツールを使用してネイティブな CADデータから直接ドキュメント用の画像を作成すること
で、時間を節約し、ドキュメンテーションの品質を向上できます。

また、デジタルおよびオンライン ドキュメンテーション システムの飛躍的な
成長に伴い、3次元オーサリング ソフトウェアはユーザー マニュアルや製品
のヘルプ システムでのアニメーションの使用を可能にしています。3次元デー
タのインタラクティブな性質は、製品の使用方法や製品の仕組みを顧客に示
すのに効果的です。オンラインまたは CD-ROMで発行されるユーザー マニュ
アルが増えるに伴い、アニメーション機能は急速に製品ドキュメント作成ツー
ルキットの重要な部分となっています。統合ドキュメンテーション ソフト
ウェアは、実際の製品 CADファイルからインタラクティブなコンテンツを作
成する機能を提供します。
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3次元オーサリング ソフトウェアを使用する
と、アニメーション表示されたグラフィック

スの豊富なサービス マニュアルを CADモデル
から直接作成できます。

正確なフィールド サービス、メンテナンス、修理情報の提供

顧客が世界中に存在するグローバルな市場では、正確かつ理解しやすいフィールド 
サービス、メンテナンス、および修理ドキュメンテーションを提供できるかどうかがき
わめて重要です。顧客、認定サービス担当者、従業員などサービス、メンテナンス、
または修理を行う人物が誰であろうと、できる限り短いダウンタイムで効率良くサー
ビスおよびメンテナンス手順を実行できるかどうかは顧客の定着にとって必要不可
欠です。これには、非常にわかりやすく、明確で簡潔な製品ドキュメンテーションが
利用可能であることが条件となります。

このようなタイプの製品ドキュメンテーションを提供する必要性により、より大きな課
題が生じました。また、ドキュメントの作成に主要な責任を持たない開発部門にさら
なる負荷が加わり、経営コストの増大を招きました。例えば、機械を分解する方法、
メンテナンス サービスまたは修理を行う方法、および再び組立てる方法を示すため
に必要となる複雑な細部を文書化するには、開発部門からステップバイステップの
連続した画像を提供してもらうことが必要になる場合もあります。サービス技術者は、
頻繁にエンジニアリング部門に連絡し、現場で必要となるこのタイプの情報を入手
します。この問題をいっそう複雑にしているのは、フィールド サービス技術者が別の
言語を母国語としている可能性です。この場合、サービスまたは修理ドキュメンテー
ション資料の翻訳が必要となり、追加のコストがかかり、多くの業界において製品の
出荷遅延を招いています。

SolidWorks Composerを使用し、メーカーはテキストベースのフィールド サービス マニュ
アルを画像とビデオ アニメーションに置き換えられます。このため、サービス業務が改善
され、翻訳の必要性が最小化され、トレーニングのニーズが軽減され、運用コストが削減

されます。

3次元オーサリング ソフトウェアを使用すると、アニメーション表示された
画像の豊富なサービス マニュアルを CADモデルから直接作成できます。
フィールド サービス技術者がエンジニアリング部門に連絡する代わりに、視
覚化という普遍的な言語を使ってメンテナンス、サービス、および修理を完
了する方法をサービス技術者に示せます。扱いにくいサービス ブックやテキ
ストをステップバイステップの画像で置き換え、インタラクティブなアニメー
ション表示されたサービス マニュアルを CD-ROMまたはウェブ経由で世界中
のパートナーと共有できます。これにより、顧客とフィールド サービス担当
者に対する製品知識の効果的な浸透が確実になります。フィールド サービス 
マニュアルを改善し、開発部門に対する負荷を減らすことができる他、3次
元オーサリング ソフトウェアの使用は翻訳の必要性を最小化し、エンジニア
リング部門に対する問い合わせの回数を減らし、経営コストを引き下げます。
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効果的なトレーニング資料の発行

顧客、新入社員、世界中のパートナーに向けた製品トレーニング資料の継続的な作
成と発行は、CAD設計データの再利用が今日のメーカーに対して大きな利益をもた
らすことができるもう1つの分野です。ネイティブなCADファイルはすべての製品コン
テンツに対する単一のソースとなるため、3次元オーサリング ツールを使用して特定
のグループに向けたトレーニング資料をカスタマイズすることで、これらの資料を個
別に作成するよりもずっと簡単で効率が良くなります。以前、海外の対象者とコミュ
ニケーションを行うために必要であった高価な翻訳サービスを用いることなく、効果
的なトレーニング資料を作成できます。

SolidWorks Composerを使用して、メーカーは顧客、従業員、およびグローバル パートナー
に向けたオンライン製品トレーニング資料を、CAD設計データの再利用と生成を通してコ
スト効率良く開発できます。

ActiveX®と互換性のあるあらゆるビジネス アプリケーションに対して 3次元
コンテンツ、注記、アニメーションを埋め込むことができるドキュメンテー
ション ソフトウェアが統合されているため、メーカーは世界的な規模でコ
ミュニケーション アプリケーションをより低いコストで作成、管理、展開す
ることができます。この機能は、製品トレーニングコンテンツを Microsoft® 
Word、Excel、および PowerPoint® などの一般的なコミュニケーション アプ
リケーションに対して埋め込むことや、無料の再生ソフトウェアで表示する
スタンドアロンの実行形式、またはウェブ経由で配布する HTML形式にする
ことを可能にします。

この柔軟性により、メーカーは画像、アニメーション、およびビジュアルコン
テンツの使用を最大化する一方で、テキスト、翻訳の必要性、および関連コ
ストを最小化できます。また、統合ドキュメンテーションアプリケーション
で作成された 3次元コンテンツの幅広い互換性は、世界的なメーカーが製品
コミュニケーション アプリケーションの翻訳プロセスを効率化するのに役立
ち ま す。 コ ス ト の 削 減 と 利 益 率 の 改 善 に 役 立 つ と 同 時 に、
SolidWorks  Composerはトレーニング資料の品質、提供範囲、カスタマイズ
能力を強化します。HTMLコンテンツのサポートは、実質的にインターネッ
ト アクセスの可能なすべてのコンピュータに対して製品トレーニングの提供
範囲を拡大します。
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以前は、このような種類の映像を作成するに

は、かなりのスキルとリソースが要求されま

した。しかし、統合 3次元オーサリング ツー
ルでは、ほぼ誰もが CADモデルを見事なイン
タラクティブ アニメーションに変換できます。

力強くエキサイティングなマーケティング用コンテンツとウェブベース  
カタログの作成

CADデータから3次元オーサリング ツールを使うことにより印刷物およびオンライン
のマーケティング用画像を作成することで、非常に貴重な資産となります。多くのメー
カーは自社製品を発表して市場に出すため、プロによる製品写真撮影に年間何
千万円も支出していますが、よりコスト効率が良く高解像度の CADデータをもとに
した画像で同じニーズを満たせます。テレビや雑誌などの一部のメディアでは、常
に動きのあるビデオや写真が必要とされています。しかし、デジタル コンテンツに対
する需要の急速な進展とオンラインのウェブベース カタログの飛躍的な成長により、
これらのどちらもビジュアルコンテンツを必要としています。これらのコンテンツは、
メーカーが製品設計データを再利用することで最も適切に供給できます。

メーカーが既に CADファイルからカタログの画像を作成しているとしても、設計デー
タからマーケティング用の画像を作成する際には、エンジニアとマーケティング担当
者の両者からの情報を必要とします。統合ドキュメンテーション システムでは、マー
ケティングの担当者は特定の印刷物またはマーケティング用ニーズを満たすために
画像をレンダリング、修正、変更できます。これには、ピクセル数や dpiなど、
CADの画面キャプチャでは処理しづらい解像度のコントロールなども含まれます。
CADモデルを使用して完成品と一致するように画像やアニメーションを更新できるた
め、マーケティング担当者は開発部門で製品が完成するまでコンテンツの作成を待
つ必要がなくなります。

SolidWorks Composerを使用して CADモデルから生成した高解像度イメージやアニメー
ションは、従来のプロフェッショナルな写真よりもオンラインおよびデジタル メディアを
介したマーケティング手段に適しており、よりコスト効率に優れています。

CADデータから得られた画像とアニメーションを使用し、メーカーは自社の
オンラインおよびデジタル メディアのマーケティングの手段を、より刺激的
で動的かつインタラクティブなものにすると同時にコストを削減できます。
ウェブベース カタログ、プリセールス デモ資料、展示会での発表、およびオン
ライン パンフレットで静止画の代わりにインタラクティブなアニメー
ションを使用すると、ずっと力強く効果的になります。以前は、このような
タイプのビジュアルを作成するには、かなりのスキルとリソースが要求され
ました。しかし、統合 3次元オーサリング ツールでは、ほぼ誰もが CADモ
デルを見事なインタラクティブ アニメーションに変換できます。

さらに、メーカーは市場の需要を創出するために製品の初回製造または写真
撮影を待つことなく、製造用データのリリース時にマーケティングを開始で
きます。コンテンツ作成ソフトウェアを使用して CADモデルをマーケティン
グ用の画像やアニメーションとして再利用することで、写真にかかるコストを
削減し、ビジュアルの柔軟性を高め、製品のリリース前に情報を発信できます。

多くのメーカーは自社製品を発表して市場に

出すため、プロによる製品写真撮影に年間何

千万円も支出していますが、よりコスト効率

が良く高解像度の CADデータをもとにした画
像で同じニーズを満たせます。
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結論

メーカーが時間を節約し、コストを削減し、世界市場における競争力を高める方法を
見極めようと努力する中で、製品設計と 3次元 CADデジタル資産に含まれる価値を
発掘することは、生産性を大幅に改善する大きな可能性を秘めています。組立て、
製造、フィールド サービス マニュアルから製品ドキュメンテーション、トレーニング、マー
ケティング資料まで多岐にわたる後工程の製品情報を提供する作業を自動化するこ
とで、企業は市場投入時間の短縮、運用効率の改善、より良い品質のドキュメンテー
ションを実現できます

統合ドキュメンテーション オーサリング パッケージを使用するメーカーは、より高い精
度、生産性の向上、より大きなコスト削減を享受しているだけでなく、最初の 1年
以内に大きな ROIを実現しています。ドキュメントの発行、資料の翻訳、組立て、
およびトレーニングに付随するコストやリソースの削減は、わずか数か月でソリュー
ションの代価を上回る利益をもたらすばかりでなく、将来においても時間とコストの
削減をもたらします。製造向けに製品をリリースした後に個別に製品ドキュメンテー
ション作成作業を行う代わりに、SolidWorks Composerのような統合 3次元オーサ
リング ツールを使用することで、3次元 CADモデルからすべてのドキュメンテーション 
ニーズを直接満たし、製品設計と並行して作業を進めることができます。効率を改
善し、時間を節約し、コストを削減する他、統合ドキュメンテーション システムは、
CADモデルの変更に伴いドキュメンテーションも変更されるようにできるため、関連
する製品コンテンツを最新の状態に保てます。

製品ドキュメンテーションと関連するコンテンツの作成を自動化し、3次元 CADモデ
ルと直接リンクすることで、メーカーは利益率を改善し、より迅速な市場までの投入
期間を実現し、より良い顧客の理解による売り上の拡大が期待できます。3次元オー
サリング ツールは、ドキュメンテーションをより低いコストでより素早く作成する一方
で、再作業の必要性を削減し、製造間接費を削減します。より効果的なトレーニン
グとサービスによって企業は顧客満足を向上させるだけでなく、メンテナンスのダウン
タイム短縮とより大きな利益率を実現できます。

コストを削減し、ドキュメンテーションを改善する方法についてのオンライン デモンス
トレーションを確認するには、3次元オーサリング ソフトウェア パッケージをお客様ご
自身でお試しください。または、お客様のドキュメンテーション要件についてお近く
の 正 規 代 理 店 に ご 相 談 い た だ く か、 今 す ぐ 
www.solidworks.co.jp/solidworkscomposer にアクセスしてください。
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