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デジタルモックアップによる検討の結果，

従来は後工程で必要だった検討作業を前倒し

できる。ただし，「できるから何かをやめる，

のではなく，やめなくてはいけないことから

何をやるかを決める」（日産ディーゼル工業

開発管理部の三橋修氏）という考え方が必要

だ。後工程の作業の一部を代替しても部分的

な効果しか得られず，結果，開発プロセスの

効率化にはつながらない。デジタルモックア

ップで検討可能だからといって，多くのこと

に手を出してもツール導入などのコストばか

りがかさみ，費用対効果は悪くなるばかりだ。

デジタルモックアップをうまく活用してい

るユーザーの使い方を見ると，何を検討した

いのかを明確にしていることが共通している。

もちろん，ある程度の拡張性を考慮すること

は必要だ。しかし，目的を明確にすることで，

それを実現するためにはどのような機能が必

要なのか，その機能を持ったツールは何なの

か，そのツールを導入するコストが妥当なの

か―といったことが判断できる。

DMUツールにこだわる必要はない

ここで，デジタルモックアップを実現する

ツールについて少し考えてみよう。Part1で示

したアンケート結果からも分かるように，デ

ータの重さはユーザーにとって重大な関心事

だ。そこでデジタルモックアップを扱うツー

ルとして，ソリッドデータをポリゴンデータ＊1

目的を明確にすれば
使うツールも決まってくる
形状情報を使った部品間の干渉チェックだけでなく，
可動部品の動作や表示部の見え方などの検討も可能だ。
しかし，ツールの機能だけに頼っていても用途は広がらない。
使う目的からデジタルモックアップを扱うツールを選ぶべきだ。
ひとつのツールにこだわらず，既存システムをうまく活用することも重要である。
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問題点�

３次元CAD�
（ソリッドデータ）�

データが重い�

操作が難しい�

ツールが高価�

フルアセンブリを�
検討できない�

設計部門以外への�
展開が困難�

DMUツール�
(ポリゴンデータ)の�

活用へ�

　　　　　　課題�
・柔軟物の変形を考慮できない�
・データ変換が必ず発生する�
・精度が低下する�
・修正するためにCADへ戻る�
　必要がある�
・複数のツールの操作を覚える�
　必要がある�
・データが二重化される�

時間が掛かる�

図1―様々な検討すべてに3次元CADで作成したソリッドデータを使うことは難しい。
例えばソリッドモデル（3次元CAD）では，データ量，操作性，ツールの価格――などの
問題点が浮上する。しかし，デジタルモックアップ・ツールにも柔軟物の変形を考慮できな
いなど課題はある。また，データ変換の手間やデータ二重化によるデータ管理など新たな問
題も発生する。これらを承知した上で，不足部分を補うなどの対応が必要だ。

＊1 ポリゴンデータ
のデータ量が少なくて
済む理由は，例えば円
弧を連続する複数の直
線に置き換えているた
め。同じ円弧をより多
くの短い直線に置き換
えれば精度は向上する
（円弧と直線の距離が短
くなる）が，データ量
は増大する。
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へ変換することで軽量化するデジタルモック

アップ・ツール（以下，DMUツール）が使

われている（図1）。

しかし，DMUツールにも課題はある。例

えば，3次元CADを使っている設計者が

DMUツールを使う場合，操作方法の習得が

二度手間になり，形状検討と修正が別のツー

ルになる。また，データが二重化されること

によるデータ管理の複雑化，データ変換によ

る作業時間増加と精度の低下は避けられない。

高機能なDMUツールの方がミッドレンジ3次

元CADよりも価格が高くなる場合もある。

「コンピュータ上で表現した3次元モデル」

とデジタルモックアップを定義するならば，

デジタルモックアップの活用は3次元CADで

も，データを参照するためのビューワを使っ

ても構わないはずだ。

これらのことを踏まえた上で，どんな検討

をどんなツール（機能）で実現するかを決め

ることが必要だ。世の中にツールがなければ，

ベンダーなどと協力して新しく機能を開発す

ることも手だ。

どこまで再現するかで検討結果が変わる

トヨタ自動車のV-Commでは，大きく四つ

の検討をbBで実施した。そのうち，作業性，

見栄え，ワイヤハーネスの三つはbBで初め

て実施したものだ。それぞれ，検討に必要な

機能を見極め，必要最小限の機能追加で実現

している。

例えばワイヤハーネスの検討（図2）では，

長さが適切か，分岐する方向は正しいか―

といったことを検討する。取り付け方が悪い

と走行中に音がしたり，無理なねじれなどに

よって止め具が食い込んでしまいショートし

たりするからだ。

V-Commを開始した当初は，リーンホース

メントへの巻き付けが完了した状態だけで検

討していた。つまり静的な形状を使った検討

だ。しかし，試作車に組み付けるとデジタル

モックアップで検討したときと同じように取

り付けられない場合がある。ワイヤハーネス

をリーンホースメントに固定していく過程で，

ワイヤハーネスにねじれが加わるためだ＊2。

そこで同社は，ワイヤハーネスのサプライ

ヤである住友電装と対応を考えた。住友電装

は 1998年ごろから「VAS（Virtual Visual

Assembling System）」と呼ぶワイヤハーネス
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組み付け前�

組み付け後�

ワイヤハーネスの�
組み付けシュミレーション過程�

図2―トヨタ自動車と住友電装が実施しているワイヤハーネスの組み付けシミュレーショ
ンを伴ったDMUツールによるレイアウト検討。ワイヤハーネスをリーンホースメントに固
定する工程をシミュレーションし，枝分かれ部分をどのような方向にすべきかなどを検討す
る。従来，組み付け後の状態だけで検討していたため，ワイヤハーネスの変形を十分に考慮
できなかった。

＊2 従来はワイヤハー
ネスをどのようにすれば
良いかを図面上では判断
できないため，経験から
ねじれ方を予想して分岐
方向を決定し，確証がな
い部分は長めに設計して
試作を重ねる中でつめて
いった。
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の製造過程をシミュレーションするシステム

の構築を開始している（1）。不具合をなくすた

めには何を検討すればよいのか，ワイヤハー

ネスを実際に組み付ける現象をどこまで再現

すればよいか，そのためにはどのような機能

が必要かを考えたわけだ。

検討の目的は，分岐の方向と長さが適切で

あることの確認。ワイヤハーネスの堅さなど

も考慮した上で，厳密なワイヤハーネスの変

形を再現する必要はない。もし，堅さも考慮

したシミュレーションを実施すると，時間と

コストばかり掛かってしまい，逆に大きな効

果を得られなくなってしまう。ワイヤハーネ

スが巻きつくように固定されていく様子をシ

ミュレーションすれば良いという結論に達し

た。

属性情報をデジタルモックアップに付加

DMUツールには部品間の距離を測定する

機能を持つものが多い。この機能を使えば設

計基準に適していない位置にある部品を見つ

けだすことは出来る。しかし，そのような目

的でDMUツールを使いたい場合には，距離

の計測機能だけでは不十分だ。

例えばキヤノンは複写機やプリンタなどの

製品開発でDMUツール「FJVPS」（富士通）を

活用＊3。その中で，部品不良や電

源不安定などが原因で発火事故が

おこらないよう，高温になる部品

（コンデンサなど）の近くに燃え易

い部品を配置しないようにすることを検討し

ている（図3）。通常，部品設計の段階ではこ

こまで考えないことが多く，発火事故の危険

性がある場合は，材料を難燃性材料に変更す

るなどの対応が必要になる。

安全性の検討は部品を見つけ出し，距離を

計測すれば分かること。しかし，もれをなく

す，ミスをなくす―という二つの利点を得

るためにFJVPSをカスタマイズして活用して

いる。発火検証ソフトは2001年3月に自社開

発した。FJVPSにはもちろん部品間の距離を

測る機能はあるが，燃え易い部品を見つけに

くい，総当りの距離を測るのが大変―とい

った問題があったからだ＊4。

燃え易い部品を見つけるためにはデジタル

モックアップの部品に属性を持たせ，それを

色分け表示するなど識別できるようにする必

要がある。さらに，特定の属性を持つ複数の

部品に対する複数の部品の距離を，すべての
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図3―発火危険性を評価する
画面。キヤノンでは，高温に
なる危険性がある部品（コン
デンサなど）と，燃え易い樹
脂部品の距離を自動で計算す
る機能をDMUツールに追加し
た。既存のデジタルモックア
ップ・ツールでは，①燃え易
い部品を判別できない（見つ
けにくい）②複数部品対複数
部品の距離を測るのに手間が
掛かる―といった問題があ
るために，プログラムを自社
開発した。

図4―グローリー工業における小型硬貨包装機の表示部視認性や操作性
の検証例。例えば，「表示の見易さ」として表示部を基点とした角度が
90°～149°の中に視点が入っていることを評価基準としている。また，紙
づまりなどの場合に，①指や手の入るスペースがあるか②危険な突起物は
無いか③作業時に無理な姿勢にならないか―なども同時に検討している。

＊3 1999年に導入を開
始。2000年に10数シー
ト導入して実際の開発プ
ロセスで試行した。ただ
し，出図後の試作はやり
つつ，デジタルモックア
ップの検討を並行し，そ
れぞれを比較した。2001
年からは導入本数を約
70本に増やし，出図前
にデジタルモックアップ
で検討するようになって
いる。



組み合わせについて計算。その値が，指

定したしきい値よりも小さくなっていた

場合に，その部品がどれかを表示する機

能を開発した。

属性情報としては，材料だけでなく環

境負荷や有害物質，密度，電気部品の企

画，表面処理（バリやたれ面）―など

の情報があるが，CADと連動しているわ

けではなくExcelデータで入力している。

これらの中で例えば，密度の情報はコス

ト計算に利用できるし，表面処理の情報

は安全性の検討に利用できる。（環境負

荷に関してはPart4参照）といったよう

に拡張性が高い。

評価基準はユーザーが決める

DMUツールの機能として，人体モデ

ルを使うことで製品に対する利用者の姿勢や

視野を確認できる。しかし，「見やすいか」，

「見にくいか」といった感覚的な視認性に関

してはDMUツールに判断はできない。評価

基準はユーザー側で決めておくことが必要だ。

とはいえ，視認性を検討するために新たな

機能の開発が必要になるわけではない。デジ

タルモックアップの画面を見ることで利用者

の視点の位置を確認し，そこから判断すれば

済むことだ。それで十分に効果を得られる。

例えば，キヤノンと同じくFJVPSを導入し

ているグローリー工業では，小型硬貨包装機

の表示部視認性や操作性の検証にDMUツー

ルを適用。なにが見やすいか，なにが無理な

姿勢なのかを評価する基準を数値化した。「表

示の見易さ」としては，表示部を基点とした

角度が90°～149°の角度の範囲内に視点が入

っていることを評価基準としている（図4）。

また，紙づまりなどの場合に，①指や手の入

るスペースがあるか②危険な突起物は無いか

③作業時に無理な姿勢にならないか―とい

ったことも同時に検討している。

注記情報を3次元モデルに付加

デジタルモックアップによる干渉チェック

はDMUツールを使う，と決めつけるのは危

険だ。干渉チェックは3次元CADでも可能で

あり，DMUツールにその役割も求める必要

があるとは限らない。既存のツールで検討可

能であるならば，新しいツールを購入するの

は無駄になる。

ローランドディー.ジー.では部品間の干渉

チェックなどは3次元CAD「SolidWorks」

（米SolidWorks社）で行っている。製造部門

でもSolidWorksを導入しており，設計側か

ら検査・組立に関する仕様を渡すときには3

次元モデルの画像を貼り込んだり，Solid

Worksのデータの中に注記を入れる場合もあ

る（図5）。

例えば以前，筐体に貼るラベルの位置を紙
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図5―3次元モデルに付加した製造上の注記。ローランド ディー.ジー.では 3次元CAD
「SolidWorks」で作成したモデルに検査や組立作業の仕様に関する情報を付加することで設計の
意図を伝える取り組みを始めている。

＊4 発火検証ソフトを
開発したきっかけは，
デジタルモックアップ
による検証作業を実際
に行ってみた結果，ユ
ーザーから「作業が大
変なのでソフトを開発
してくれ」と要請を受
けたわけではなく，本
社の品質保証部門と技
術系IT担当の創造環境
推進センターがデジタ
ルモックアップの上手
い使い方を検討する中
で，優先順位の高いソ
フトとして開発に着手
した。
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ベースで指示して欲しいと製造部門から設計

部門に依頼していたことがあった。しかし，

3次元モデルにラベルが入れ込んであればOK

だと申し入れた。公差があるならば注記情報

を3次元モデルに入れるか，もしくは製造で

注記を考えればよいからだ。

とはいえ，すべての検討がSolidWorksで実

施できるわけではない。同社では，干渉チェ

ック機能は持たないがアセンブリの展開が可

能な「VisView」（米 EDS社 PLM Solutions

事業部）を導入して組立性の評価や組立手順

の検討などに活用している＊5。

従来はアセンブリをSolidWorksで分解し，

そのイメージをTIFFファイルに落としてい

た。しかし，SolidWorksでアセンブリを分解

しようとすると拘束が厳しく，部品を頻繁に

動かしてみるような使い方には向いていない。

また，10万円そこそこのパソコンでは動かす

のには無理がある。2～3年前，当時のパソコ

ンのスペックでは分解するだけで3日もかか

るほどだった。

グローリー工業でも現在， 3次元CAD

「Unigraphics」（米EDS社PLM Solutions事

業部）とFJVPSを使用。動的干渉チェックは

Unigraphics，FJVPSのどちらでも実行でき

るため，設定の難しさやデータ精度，必要な

パソコンのスペックなどを考慮して両者を使

い分けている。通常はFJVPSを使って製造部

門 が 実 施 し ，精 度 が 必 要 な 場 合 は

Unigraphicsを使って設計部門が実施すると

いった具合だ。

I-DEASとCATIAの混在環境で活用

DMUツールの利点の一つに，異なる3次元

CADで作成したデジタルモックアップを混在

させて検討できることがある。ただし，デー

タ変換には時間と手間が掛かるのも事実。ど

のデータを変換するかしっかりと決めておく

ことが重要だ。デジタルモックアップによる

検討後，修正のためにCADへ戻ることも考

えなくてはならない。

日産ディーゼル工業では，製品設計用の主要

3次元CADとして「I-DEAS」（米EDS社PLM

Solutions事 業 部 ）を ベ ー ス に し た

「DIPRO/MASTER」〔デジタルプロセス（本

社神奈川県厚木市）〕を利用しているが，ハ

ーネス設計には「CATIA V4」（仏Dassault

Systemes社）を利用（図6）。また，フラン

スRenault社など取引先からCATIAデータを

受け取ることも多い。そこで，二つの異なる

CADで設計した部品が混在するアセンブリの

検 討 を ，DMUツ ー ル 「ENOVIA DMU

Navigator」（米ENOVIA社）によって可能に

特集 デジタルモックアップの落とし穴

ハーネス設計 ( CATIA ) フレーム設計 ( I-DEAS )

レイアウト検討 ( DMU Navigator )

図6―デー タ 混在環
境での活用例。日産ディ
ーゼルでは，フレーム設
計に「I-DEAS」，ハー
ネス設計に「CATIA」
を利用している。同社で
は，両者をあわせたレイ
ア ウ ト 検討の た め に
DMUツール「ENOVIA
DMU Navigator」を活用
している。

＊5 現在，VisViewに
アセンブリの分解機能
を加えたもの（当時で
約45万円）をフローテ
ィングで6ライセンス所
有し，約15人で使用し
ている。



している＊6。

I-DEAS上で設計した部品だけ

で構成されるアセンブリの場合で

も，DMUツールを利用するメリ

ットは大きい。例えば，約20部品

で構成される運転席下のキャブフ

ロアと，約200部品で構成される

エンジンとの間でクリアランスや

干渉を確認する場合だ。I-DEAS

上では1晩かかっても終わらない

ような処理だが，DMUツールで

あれば10分ほどで実施できる。

3次元CADとDMUツールを目

的別で使い分けさせるのは難しい。

日産ディーゼルでは「こういう場

合に得だということを実例ベース

で見せている」（三橋氏）。例え

ば，パネルメーカーからCATIAデ

ータを受け取った場合にはDMU

ツールで干渉チェックし，不具合があった部

分だけI-DEASデータに変換し，参照データ

として使うといった具合だ。最初からCATIA

データをI-DEASに変換するよりも，データ

変換の時間や検証チェックの時間を大幅に削

減できる。

形状を見ながら組立作業の手順を検討

デジタルモックアップによる効果を最大限

に発揮するためには，一つのツールにこだわ

る必要もない。無理に一つのツールで実現し

ようとすると無駄な開発コストなどが必要に

なる。既存システムで使えるものがあればう

まく活用することも大切だ。

デジタルモックアップを参考にしながら，

別のシステムを活用している例として，トヨ

タ自動車の「COMPASS」と呼ぶシステムが

ある（図7）。COMPASSは5年以上掛かって

開発してきたシステム。「バンパーカバーをセ

ットする」といった要素作業ごとに必要な時

間を見積もり，混流生産を平準化するには要

素作業をどう配置すれば良いかを検討するシ

ステムだ。実際に混流生産が可能なのかどう

かをラインシミュレータで確認することも可

能だ＊7。

このような機能をDMUツールの中だけで

実現するのは大変な手間が掛かる。COM-

PASSでは作業時間を見積もる際に，製品DB

として登録されているデジタルモックアップ

で部品形状や部品同士の位置関係を把握。こ

うすることで，COMPASSの機能をデジタル

モックアップによって拡充している。
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製品データベース�

作業手順データベース�
�

3000手順/車型�

作業時間見積もり� 作業組み合わせ�

ラインシミュレーション�

図7―作業手順を決定するCOMPASSシステムの概要。トヨタ自動車では設計段階で作業手順を検討す
るために，デジタルモックアップで車両構造を確認しながら作業時間の見積もり，作業組み合わせ，ライン
シミュレーションなどを連携させている。
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＊6 ENOVIA DMU
Navigatorは，生産ライ
ンの配置や組み付け性
などの検討に利用して
いる「ENVISION」（米
DELMIA社）との間で
データを共有し，デー
タ管理の負担を低減で
きるという利点もある。

＊7 同社では既にデジ
タルファクトリへの取
り組みも開始している。
特に溶接ラインは組立
よりも標準化が進んで
おり，デジタルファク
トリの適用が容易。溶
接ラインにはロボット
と搬送冶具だけでほと
んど人がいない。これ
に対して組立ラインで
は人をどう表現するか
が非常に難しい。また，
仕様が変わりやすいと
いうこともある。とは
いえ，例えばフランス
工場ではすべて（塗装
から溶接，組立まで）
をデジタル化した。


