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Fusion 360の使いどころを検証！
利用ユーザーに聞く活用最前線



Fusion 360がお客様の現場では、どのような用途や位置づけでご利用になられているかを、実際の利活用現

場の声をもとに明らかにしてまいります。他のソフトウェアと併用されているケースや、新人教育に積極的

にご利用中のお客さま、また社外の企業とのデータ共有にご活用の企業さまなど、クラウドの特徴を活用し

た用途も散見される様に、利用方法は一つではない点において、Fusion 360が業務において柔軟性に富んで

いることを示しています。

本セッションでは、田中精密様、ブラザー工業様、をお招きして、各社の活用方法にスポットを当ててご紹

介してまいります。

Fusion 360の使いどころを検証！

利用ユーザーに聞く活用最前線



本日のアジェンダ

• ブラザー工業株式会社様のご活用について

• 田中精密工業株式会社様のご活用について

• 今後チャレンジしてみたいことについて



ブラザー工業株式会社様の
ご活用について



服部満晴
ブラザー工業株式会社

開発センター

総合デザイン部

プロダクト・デザイナー。

B2C～B2Bとブラザー工業のほぼ全製品群の担当を経験。

趣味も3D造形やイメージ系。

（他には自転車とかだが、こちらもカスタムが中心）

CAD歴：手描き図面（武藤ドラフターやマイラーを貼り付けた定規）

→MICRO CAD（2D）→MICRO CAD（2D）+オペレーターによる

CATIA、Pro-E（Creo）、UG（NX）等

→ThinkDesign→ThinkDesign +Fusion 360。

プライベートではZBrush, blender等も使用。



ブラザー工業紹介

ブラザーは何をつくってきた会社？

https://global.brother/ja/digest/innovation

https://global.brother/ja/digest/innovation


会社情報

(2020年3月31日現在)

ブラザー工業株式会社

1908年4月

1934年1月

192億9百万円

6,373億円(連結）

37,697名(連結）

代表取締役社長 佐々木 一郎

商号

創業

設立

資本金

売上収益

従業員数

代表



© 2020 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.© 2020 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

事業構成

ドミノ事業

10.6%

連結売上収益

6,373億円

その他事業

2.2%マシナリー事業

11.7%
プリンティング・アンド・

ソリューションズ事業

61.3%

（2019年度）

Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライ
センスを受けて使用しています

パーソナル・アンド・

ホーム事業

6.4%

ネットワーク・アンド・

コンテンツ事業

7.7%



服部過去担当製品の一部紹介
（3D-CAD使用以降100％単独担当分）



Fusion 360の導入について教えてください



課題

元々はデザイナー自身がデザインモデルを切削するため、導入しやすく、使いやすいCAM用途で導入したのがきっかけ。

その後その他の単独機能や複合の価値に気づき、現在はプロダクト・デザインでのワークフロー改革目的に研究＆試用中。

ご検討時にチェックされた点

きっかけになったCAM用途としては、デザイナーとの親和性（マウスオーバーで説明が出る使いやすいUIや、結果を想像しやすいシミュ

レーション等）と、使用頻度に見合った適正なコストを重視して検討した。しかし、Fusion 360はCAM単体でも費用の10倍以上の価値が

ある上、その他機能まで含めると破格であり、現在はライセンスを追加購入して展開中。

導入時の障壁

クラウド・ベースのFusion 360と社内ネットワーク等ITセキュリティの確認作業は慎重に行った。

Autodesk Japan Fusion 360 チームの方々の協力によって、使用上の安全を確認することが出来た。

FUSION 360の導入について教えてください



習得はどのように行われたのでしょうか？



習得方法、その他参考になったことなど

ガイドブック、公式動画での自習に始まり、無料および有料セミナーやウェビナー受講、ハンズオン、ミートアップ参加、SNS等。

他CADと比較にならないほど豊富で多彩なコミュニティ等、学習ルートをすべて利用した。

Autodesk Japan Fusion 360チームによる多数の公式動画、オンラインセミナー、ハンズオン等の参加が学習の中心。

特に、昨年のFusion360 Academy 2019への参加は非常に役だった。

Fusion 360ユーザーの方々には、Fusion 360そのもののような、高度な知識や技術、経験を複数合わせ持つ、マルチ・ハイスキルな人た

ちが多く、領域を飛び越えた事例の数々が参考になった。またSNS経由でたどり着いた方々からも日々学ばせて頂いている。

習得はどのように行われたのでしょうか？



操作方法が分からないなどにお困りの際は、

どのように対処されているのでしょうか？



どのような場面でお困りになることがございますか？またその解決法は？

豊富過ぎる学習リソースと他にはない頻繁なアップデートが、逆にうれしい悲鳴になることがある。

問題解決に関してはガイドブックや公式動画、Twitter、web等での探索からの自己解決が主。

通常は困難なプロセスだが、Fusion 360では豊富で高品質な学習素材が多いため、「楽しく」解決できる。

周辺情報も同時に自学自習ができ、結果、最先端の知識やスキルが習得できる。

困った時や、操作が分からない時の対処



従来のソフトウェアや、

他のソフトとの使い分けはどのように

運用されているのでしょうか？



他のソフトウェアとの違い

現状複数のCADを使用しているが、通常のCADにない機能（フォーム、ジェネレーティブデザイン等）については、

創造支援ツールとして比肩できるものが他に見当たらなかった。（比較資料を作って検討しました）

特に役に立っているところなどあれば教えてください

従来型CADは比較的、設計での用途が多いが、

Fusion360は、より上流部分（フロント・ローディング）でのデザイン検討・決定等で効果的と考え、その用途で研究試用・展開中。

逆に「ここがもう少しよくなると嬉しい！」といった部分はありますでしょうか？

Fusion360共有用フォルダを（有料オプションでかまわないので）複数、理想としてはプロジェクトごと作成したい。

現在のCAM同様、その他（CADやレンダリング等）でも有料機能オプションを追加してカスタマイズしたい。

ワークフロー全体に使用できるため、スケジュールやタスク管理ソフトなどとの連携（あるいは実装？）を期待する。

従来のソフトウェアや他のソフトとの使い分けは？



現在Fusion 360でデザインされている

製品やお取り組みなどについて

可能な範囲で教えてください。



現場でのワークフローについて教えてください

途中で意匠用図面や生産用各種指示、また販促用CG等でも3Dデータを利用するが、何らかの工数は必要。

開発中の製品やお取り組みなどについて教えてください

アイデアスケッチ
(2D)

「データの断絶」
手作りによる
ラフモック

「データの断絶」
CADによる
3Dデータ化

３Dプリント
（精度が低くフィードバック
が数値化しにくい）

外部業者で
モデル化

レンダラー等で
イメージ化

プロジェクトメン
バーと共有・変更
等を経て決定

量産開発へ

従来のワークフローの一例：

外部業者でのモデル化を除くと、アウトプットに対して、デザイン・プロセス内での数値フィードバックが得にくく、ミス・コミュニケーショ

ンが発生することもある。この改善を目的として、現在「3Dを活用できる」すべての場面で「3Dデータでつなぐ」役割として試用中。

開発者でも、メカ以外（ハードやソフト）、デザインでもプロダクト以外、その他部署でも、3Dがあった方が効率化するポイントで必要なと

きに必要な人が3Dを簡単に、効果的に使えることを目指している。



ジェネレーティブデザインほどではないが、Fusion360その他機能で改善可能なプロセスは多い。

（Autodesk社資料より）



一般的なプロダクト・デザインのプロセス上では、
様々なアウトプットが必要だが、それぞれ目的、必要
なデータ形式、解像度が異なり、少なからず断絶して
る。またその都度、追加工数が必要になる場合が多い。

は何らかの形でデータ的に断絶しているイメージ。

ジェネレーティブデザインほどではないが、Fusion360その他機能で改善可能なプロセスは多い。

（Autodesk社資料に一部記述追加）



現在ご紹介いただける製品はありますか？

一部試用でデザイン進行中のものは複数ありますが、残念ながらまだお見せできません。

代わりに、最後の部分で

「Fusion360を本当にゼロから」「5日間で」「フォーム、CAM、ジェネレーティブ・デザイン」

にトライしてもらった新人研修を紹介させて頂きます。

開発中の製品やお取り組みなどについて教えてください



岡本大輝
ブラザー工業株式会社

開発センター

総合デザイン部

新人プロダクト・デザイナー。

多摩美術大学 プロダクトデザインを今年卒業

趣味 / 絵を描くこと、ゲームをすること

最近はゲームや映画の3D CGに興味がある。

好きな食べ物 / 肉、ラーメン

性格 / 緊張しい

CAD歴 / ３年とちょっと 学生時代は主にRhinocerosを使用。

最近は Fusion 360 を勉強中。



『 つくるを学ぶ。そして、変える。』

課題を通して、様々な機材やソフトをさわり、
限られた時間の中で多様な「つくる」を学ぶ。
また、Fusion360の独自機能などを使い、

新しいデザイン・ワークフローについて考える。



未使用のソフト、Fusion360を学習しつつ、
フォーム機能で従来型コントローラーをモデリング後、ソリッドで精緻化、
CAM機能でツールパスを制作し、発泡材モデルを切削、アウトプットする。
また、ジェネレーティブ・デザイン機能を使い、
人間だけでは考えつかない形状のアイディアを得る。
全5日

課題



⇒なぜ『つくる』道具として『Fusion360』を選んだのか？

従来の3D CADは既に考えたものを、再現するための道具になっているのでは？
（もっと、いろいろできるはず。）
新しいものを創造する道具として、
現在のアイディア・スケッチやラフモデルなどの創造的なプロセスに取って代わったり、
エンハンスしてくれる3D CAD、本来のComputer Aided Designは無いだろうか？

はじめに

H さん

F さん

O くん

Fusion360いいですよ。

面白そうですね！

Fusion360の「フォーム」と「ジェネレーティブ・デザイン」の可能性に特に着目

※現在のワークフローのイメージ：
調査やユーザー設定→コンセプトメイク→サムネイルスケッチやラフモデル→3Dモデル→ビジュアライゼーション

┗⇒CADならではのアイデア出しと利用法



課題設定について

仮説： Fusion360のフォーム（旧スカルプト）とジェネレーティブ・デザイン
は三次曲面などの有機的形状や力の加わるプロダクトがより向いているのではないか？

はじめに

産業機器等のB2B領域製品群は業界知識等の学習が必須であり、
５日間のローテーション課題には過大と判断した。
そこで、産業機器である切削機の基礎としてのCAMを含め、機材やソフト、
今後も活用していくデザインワークの学習に重点を置くために
ラフにオリジナルのコントローラーを作ることとした。

そこで、グリップやハンドルなどの有機形状があり、
力を加える（操作など）コントローラーが（ボリューム的にも）
トライするモチーフに適している（ちょうど良い）と考えた。

①有機的形状が向いてる

②コントローラーを選択

③学習を重視する

AOJT : Advanced On the Job Training

従来のOJTは弊害が多く、その反省からマニュアル化が推奨されて来たが、マニュアル化偏重も変化に対応できない危険性が非常に高い。
また、マニュアル化＝手続き化のコストも無視できない。（自動化含めた適切な振り分けが必要）

この研修ではチューターも最新を学び直し、共に新しいプロセスを創造していく、AOJT : Advanced On the Job Trainingを目指した。



Fusion360フォーム・モデリングを使用した3Dモデリング フォーム・モデリングとは？

Fusion360独自のポリゴン・モデラーで、サーフェス / ソリッド / メッシュとの行き来が自在。
直感的な操作で高度、数値化可能な、曲率接続連続した曲面が簡単に制作可能。（Autodesk社資料より）



ボックス表示

スムーズ表示

②ソリッドモデリング①フォームモデリング

Fusion360の「フォーム」を使用したモデリング（学習込みで制作1日、その後キー等追加＆3Dプリントで1日＝その部分は省略）

従来型の3D CADでは考えられない短時間で、
学習及び制作を完了。
学習はガイドブックと公式動画視聴を1時間程度のみ。

ここまで3h

細部まで6h、レンダリングで10分、
3Dプリンタ出力も、操作は10分程度（夜間に自動出力）

従来の2Dスケッチ（手描き、CG等含む）や、発泡材を手作りするラフモデル（ダーティーモデル）の代替用途トライアル



Fusion360のCAMを使用した切削用データ作成（CAM学習とツールパス制作で1日）

Fusion360にはCAM（切削する為のデータ作成ソフト）も入っているので、ブラザーの事業でもある切削機の基礎を学ぶために学習。

「フォーム」でのモデリングでも、BREPデータ、つまり数値として使用でき、CAM化も可能。（STLでは相当に困難）



Fusion360のCAMを使用した切削用データ作成

Fusion360のCAMの特徴。

CNCでは、一般的にどの素材でもミルの先端部で切削するこ
とがほとんどですが、 Fusion360のCAMでは負荷制御とい
う機能があり、切削する際にミルにかかる負荷を事前に計算
し、「一定の負荷で」側面の刃も有効に利用することであら
取りの切削時間を大幅に短縮することができます。



切削機を使用した発泡材モデルの切削（実際の切削で1日弱。含む一回失敗）

「フォーム」でのモデリングでも、BREPデータ、つまり数値として使用でき、CAM化も可能。（STLでは相当に困難）

3Dプリンタと変わらない（もしくは短い：この例では2時間強）時間、かつ高精度でアウトプットし、「数値として意匠形状にフィードバック」が可能。



Fusion360の「ジェネレーティブ・デザイン」を使用したコントローラーの追加アイディアの作成（藤村氏のご指導を頂き1？日）

ジェネレーティブ・デザインとは？（Autodesk社資料より）

多種多様な「案」を短時間で無数に生み出すにはどうしたらよい？



Fusion360の「ジェネレーティブ・デザイン」を使用したコントローラーの追加アイディアの作成

ジェネレーティブデザインの種類

トポロジー最適化
（シェイプ最適化）

Fusion 360
ジェネレーティブデザイン ラティス アルゴリズム フレーム

ジェネレーティブデザインとい

う言葉でひとくくりにされてい

る場合が多いですが、出来上が

る形状は格子形状の生成をさし

ます。コンフォーマルクーリン

グなどに向いており、３Ｄプリ

ントの利用が必須です。解析に

より、密度のコントロールが可

能なことがポイント

デザイン目的での利用が多い。

通常の3DCADモデリングでは

困難、または時間がかかるよう

なランダムなパターン系の作成

が得意で、建築やプロダクトデ

ザインなどに広く利用されてい

ます。

オートデスクが現在開発中の新技術で、

結果形状をパイプを複合して作成できる

造形を計算してくれます。

造形物が大きくなるほどその効果を発揮

し、鋳造、切削、鍛造プレスなどの、一

般的な製造方法では生成できない様なス

トラクチャの構成に向いています。

Fusion 360に実装予定

ここではSIMP法に代表される一般

的なトポロジー最適化についての話

になりますが、テクノロジーとして

はそれなりの歴史をもっており、

ジェネレーティブデザインの開発に

おいても基礎的なアイデアの基に

なっています。

Fusion 360のジェネレーティブデ

ザインでは、分類としてはトポロ

ジー最適化の計算手法の一つである

レベルセット法を採用するとともに、

複数の製造条件と素材をクラウドテ

クノロジーの活用により並行処理し

多数の案を生成できることが特徴で

す。



Fusion360の「ジェネレーティブ・デザイン」を使用したコントローラーの追加アイディアの作成（藤村氏のご指導を頂き1？日）

加重や拘束、材質、必要強度、加工法などの条件を定義



Fusion360の「ジェネレーティブ・デザイン」を使用したコントローラーの追加アイディアの作成（藤村氏のご指導を頂き1？日）

条件に基づきクラウドで短期間に多数の形状案を自動生成



Fusion360の「ジェネレーティブ・デザイン」を使用したコントローラーの追加アイディアの作成（藤村氏のご指導を頂き1？日）

選択した形状案をB-repデータ（この場合はSTEP）としてダウンロード



レンダリング



3Dプリント

作ろうと思わない形が出来上がったところと、

弱そうな見た目と実際の強度のギャップに感動。



所感

新人なので業務とではなく、学生時代のデザインワークとの比較した感想になります。

学生時代はスケッチなどで展開したアイデアを3Dで再現するといったやり方をしていました。
しかし、フォームでの3Dスケッチはスキルや数値に縛られにくいので、
考えながら造形できる点でアイデア展開の仕方としてとても有効に感じました。

また、ジェネレーティブデザインをしていて、学生の時の課題で
「3D CADを使い、意図してない形を描き、出来た形からプロダクト提案する。」という課題を
思い出しました。
こうしようという計画を立てた時点で最終の形状を何かしら意図してしまい、
何度やっても意図した形から抜けられず、苦労しました。
ジェネレーティブデザインを触ってみて、
今まで難しいなと感じていた部分ができそうな所に魅力と可能性を感じました。

たくさんの方に助けてもらいながらですが、
ド初心者が五日間＋αでここまでできることが一番可能性や魅力がある部分だと思います。

岡本 大輝



現在の業務と用途について教えてください



１．補助的なCADとして、コンバーターとして

社内開発部署、及びデザインではメジャーなCADを複数使用しているが、異なるCADを行き来する場合など、

STEP等の中間ファイル経由やオプション・コンバーターを通さずに、それらの生データをインポートできるため、手間や変換ロスが激減した。

（異なるCADからの変換データではトラブルも稀にあったが、Fusion 360経由では無くなった）

同用途の派生として、生産用データから、 Fusion 360でフィーチャー検索やダイレクトモデリング機能を使い、フィレットや不要造形部を除去することにより、

データ量を減らし使用目的に適切なデータに加工している。（パラメトリックCADでも、任意の箇所だけ除去するのは結構工数が必要な場合がある。

現在の用途について教えてください

STEP等
中間データ

他CADの
生データ

STEP等
中間データ

STEP等
中間データ

他CADの
生データ

他CADの
生データ

他CADの
生データ

他のCADソフト 他のCADソフト 他のCADソフト 他のCADソフト



２．CAM（高精度・高品質・高速アウトカム支援ツール）として

デザインモデル用途で切削機用ツールパス制作に活用。

ライセンス料や使いにくさから別CAMから変更したが、それと比較すると劇的に使用性が向上し、各種コストも劇的に廉価。

CAM→切削は3Dプリンタと比較して高品質な面が得られる反面、習得が困難だったが、Fusion360は容易で、

ある程度までの自習はもちろん他者に教えることも簡単。「負荷制御」はデザインモデル用途でも非常に効果的。

3Dプリントに近いレベルで使えるよう、発泡材への1ツール1パス等デザイン独自の使用法も研究中。

現在の用途について教えてください

他のCAMソフト

ライセンス料
使いにくさの
問題があった

習得が容易であった
負荷制御が効果的
独自の使用法で3DPレベル

使用性が向上し、各種コストも劇的に廉価



現在の用途について教えてください

３．高速・高品質アイディア創造支援ツールとして

フォーム、およびジェネレーティブ・デザインをアイディア創造支援ツールとして試用中。

学習コストも劇的に低く、新人研修でも使用した（初めてのFusion 360インストールから始めて3日で複雑な形状をCAM出力まで到達）。

ソリッドはもちろん、サーフェス・モデラーを使っても、かなり難しい形状を簡単・短時間で「大体」制作可能なため、ダーティーモック

（デザインのアイディア・モデル）の代替としても研究中。



現在の用途について教えてください

４．3Dデータのコミュニケーション・ツール、あるいは3Dデータ「コンテナ」として

既存CADはメカ系開発者との間で主に使用中だが、プロダクト・デザイナーやメカ系エンジニア以外の、「 CADは操作しないが3Dデータを必要とする」人々とのコ

ミュニケーション・ツールとして使用。

「プロダクト以外の」デザイナー、ハードやソフト系のエンジニア、企画担当者や知財意匠担当者等と、オンライン会議での画面共有や、WEB経由のVIWERを使うこ

とで対面同等以上のコミュニケーションが取れている。Viewer自体も操作習得が非常に容易で、通常3D CADを使わない人こそ、効果的に利用できている。これらに

よりプロセスのかなりの部分をシームレスに3Dデータでつなぐことが可能になった。

従来は中間ファイルに落としたり、2D化するなどの工数がCADユーザーに必要で、断絶や工数、待ち時間がどうしても発生していた。

Fusion360は3Dデータの「コンテナ」のように、各ユーザの用途に適した3Dデータの流通＝使い方を可能にしてくれた。

中間データ
図面化の手間

による断絶や工数

既存CADソフト

対面同等以上のコミュニケーション
Viewerの操作習得が非常に容易

メカ系開発者

CADは操作しないが
3Dデータを必要とする人々

「プロダクト以外の」デザイナー、ハードやソフト系のエンジニア
企画担当者、知財意匠担当者等

ボタン一つでできる
WEB経由のVIWER

待ち時間

デザイン部



FUSION 360の使用前後での変化

各ワークフローがシームレスにつながり、質・速度共に向上し、無駄な手順や工数の削減にも寄与している。

副次的な効果として、各種情報を自己学習することで、3D全体に対する知識も向上した。

現在の用途について教えてください

多様な様態データに対応しているCAD はもちろん、CAM、フォーム、ジェネレーティブ・デザイン、CAE、アニメーション、レンダラー、

果ては基盤CADにTeam機能まで、それらがシームレスな1パッケージになっていること。

それにより「つくる」プロセスをすべてカバー、そしてエンハンスしてくれること。

セキュアなクラウド・ベースで時間と空間に縛られず3D作業が出来、またそれを通じたコミュニケーションが可能なこと。

アップデートが他CADと比較にならないレベルで、頻繁かつ、機能向上すること。

FUSION 360の機能で気に入っているところ



田中精密工業株式会社様の
ご活用について



久世健二
田中精密工業株式会社

機能本部開発統括部

事業開発部事業開発ブロック

1981年富山県生まれ。芝浦工業大学で機械工学を学び、2004年に田中精密工業

入社。入社後、主にアルミダイカスト事業に従事し、CFD解析を用いた金型設

計などを担当。その後、プロジェクトリーダーとして新機種立上げ担当を経て、

2017年よりAI/IoT推進担当に従事。

生産装置から稼働情報を取得するIoT装置開発を担当。

稼働情報と受注情報から最適な生産計画を自動立案するアルゴリズムを開発し、

近年は自動立案された計画に合わせて設備が稼働するIoTレベル3の開発を行う。

K

分以内でお願いいたします。





会 社 名

本社所在地

資 本 金

田中精密工業株式会社

富山県富山市新庄本町二丁目7番10号

5億19万円

創業 /設立

代 表 者

従 業 員 数

創業:1948年3月1日 設立:1951年3月12日

代表取締役社長執行役員 金森 俊幸

連結：1,952名 単独：660名（2020年3月末）

事 業 内 容

連結子会社

主要販売先

自動車部品、オートバイ部品、汎用部品

国内２社、海外４社

本田技研工業株式会社、株式会社ホンダトレーディング
マツダ株式会社、スズキ株式会社、
三菱自動車工業株式会社、川崎重工業株式会社
ヤマハ発動機株式会社、株式会社不二越
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 他

株 式 東京証券取引所 ジャスダック(7218)

筆 頭 株 主 本田技研工業株式会社(24.34%)

I S O 認 証 1999年 ISO9001認証取得、2000年 ISO14001認証取得

会社紹介



自己紹介/企業紹介

地元密着な自動車やオートバイ部品サプライヤー！

レース用エンジン部品や航空宇宙産業用の部品も製作納品！

AIやIOT技術の生産現場への適用研究も行っている

富山県内に６つの事業所と子会社を構える

ミッション部品

自動四輪車用部品

自動二輪車用部品

商品紹介

エンジン部品

エンジン部品

クランクピン
PIN,CRANK

ピストンピン
PIN,PISTON

シャーシ部品

ミッション部品

ボールリテーナー
RETAINER,BALL

分割ステーター
STATOR,CORE COMP

バルブスプリングリテーナー
RETAINER,VALVE SPG

ピストンピン
PIN,PISTON

ウォーターパッセージ
PASSAGE,WATER

ロッカーアームアッシー
ARM ASSY,ROCKER

バルブスプリングシート
SHEET,VALVE SPG

バルブリフター
LIFTER,VALVE

バルブスプリングリテーナー
RETAINER,VALVE SPG

アウトボードリテーナー
RETAINER,OUTBOARD

ドラム
DRUM

シンクロナイザーリング
RING,SYNCHRONIZER

シンクロナイザースプリング
SPRING,SYNCHRONIZER

ファイナルドリブンフランジ
FRANGE,FINAL DRIVEN

クラッチカムプレートコンプ
CAM PLATE COMP,CLUTCH

モーター部品



VTECロッカーアーム
（エンジンの中でカムの力を受けてバルブを動かす部品）

カムとの摩擦を減らすためのローラーや
バルブを押すためのアジャストボルト
バルブの動き方を切り替えるピストンなど20点ほどの部品で構成
高い加工精度や組付け精度が求められる

毎月数十万セットを全数機能保証をして世界中に納品している

主力製品の紹介 ロッカーアーム用の自社製組立/検査装置/加工設備

開発用試作品、レース、航空、宇宙部品

一般鋼
アルミニウム
ステンレス
難削材（インコネル、チタン等）

自己紹介/企業紹介



事業開発部
T-IReC

AI/IoT推進、新事業構想担当

久世健二



Fusion 360の導入について教えてください



自動搬送システムへの要求の高まり

集めたデータを活用して生産設備の制御を行いたい

専用治具、干渉確認、工場全体のレイアウト…

専用バスケット

投入
高さ

IoT生産ダッシュボード

データを見ているだけではIoTの効果を得ることが難しい

既存の生産設備に最適化された自動化装置開発のため、2019年5月 3DCADによる設計が必要になった

FUSION 360の導入について教えてください



100m

41

富山第一高校

機械工業
センター口

富山第一高校
サッカー
グラウンド

他社ハイエンドCADを利用する場合の課題

ハイエンドCADオフィス

T-IReCに必要な3DCAD機能は他社ハイエンドCADで十分。だが・・・

300m

T-IReCオフィス

・オフィス間の移動が発生する
・ライセンスに空きがあるかわからない

FUSION 360の導入について教えてください



解決策案

移動なんてしたくない

手軽にいつでも使いたい

FUSION 360の導入について教えてください



3DCADがモバイルPCでも動く！しかも安い。データのセキュリティは運用で適合させ更に強化！

選定時に議論した４項目

当社は製品モデルの他社ストレージ保存禁止
ロボットハンド設計時などは
接触面のサーフェスのみ保存

①機能：数百点のアセンブリとソリッドモデリング
②条件：貸与モバイルPC（core i5 8250 RAM8GB）で動くこと
③費用：年間10万円以下
④データ管理運用：自社サーバー保存のこと

FUSION 360の導入について教えてください



習得はどのように行われたのでしょうか？



応用操作はYOUTUBEやWEBセミナー

頭の中に「こうしたい」があっても操作ができない状態をハンズオンセミナーで克服し
YOUTUBEやWEBセミナーで少しずつスキルアップした

ライセンス取得

2019年7月17日
ライセンス取得

当初は操作に苦戦

基本操作取得はハンズオンセミナー

富山開催 9月5日

習得はどのように行われたのでしょうか？



習熟スピードが速い

ちょっとした業務の隙間時間の活用

モバイルPCとYOUTUBEだから自学できる

手軽に自学できる環境。初心がスキルアップしていく速度が印象的

習得はどのように行われたのでしょうか？



ハンズオンセミナーから3週間後、実際にカメラハウジングが現実のものとなり「使える！」と実感

Fusion360で初めて設計した6軸ロボット用カメラハウジング セットアップ後

習得はどのように行われたのでしょうか？



従来のソフトウェアや、

他のソフトとの使い分けはどのように

運用されているのでしょうか？



事業開発部 技術部

既存事業領域の製品開発・生産性向上新規事業の具現化・検証

他社ハイエンドCAD

当社の業務管理手法から自動車部品を扱う場合は既存ハイエンド、
新事業、IoT 装置開発にはFusion360

FUSION 360

スピードUP

・コアコンピタンス
・市場、産業構造分析
・商品化

体質強化
・収益性向上
・キャッシュフロー改善
・選択と集中

ブラッシュアップ稼ぎ頭の転換

顧客からの形状/解析データの授受
複雑なデータ連携と図面管理
過去資産を含めた図面改廃/配布管理

ライセンス数を超えた同時解析
レンダリング画像による提案
クラウドによる3Dデータ共有

自動車部品開発新規事業、IoT装置開発

既存ソフトやワークフローとの使い分けや運用について教えてください



まだ見たこともないものをライセンスを気にせずに正確に相手に伝えることができる

画像処理エンジニアによる組立WEBビューイングによるデータの共有

クラウドを活用した画像処理実験機の組立

既存ソフトやワークフローとの使い分けや運用について教えてください



現在Fusion 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください。



IoTシステム開発で干渉チェックやロボット動作範囲の確認、専用ブラケット設計などに利用

工程間の無人搬送機 シリアルナンバー刻印機

IoTシステムの装置開発にFusion360を活用

現在FUSION 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください



最前線で困っている人がいる中で、寄贈をずっと続けることが難しい

4月14日
プロジェクト検討開始

オリジナルフェイスシールド

5月22日 富山市へ100個寄贈

現在FUSION 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください

富山県 新型コロナウイルス感染者数



フェイスシールド5個の寄贈品付きのチタン製ドアオープナーを販売し、1か月で完売

製品版

寄贈フェイスシールド

コンセプト

パッケージ検討

3Dプリント試作 試作品

チタン製ドアオープナー

現在FUSION 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください



まだ見たことのないモノを、試作品ではなく手軽にレンダリング画像にして共有できる

現在FUSION 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください



新しいプロジェクトでイメージしているやりたいことを、リアルに提案できるレンダリング画像が好印象！

6月3日(火)
7,800円
30個限定

グループ会社で販売開始 近隣の小学校への寄贈

現在FUSION 360でデザインされている製品や

お取り組みなどについて教えてください



今後はどの様なことにチャレンジ
されるご予定か教えてください。



今後の具体的なご予定はございますか？

アウトプットの更なる改善：

シートメタル、CAE、アニメーション等未使用機能の習得と実践。（出来ればEagle＝PCB CADも）

ジェネレーティブ・デザインによる、アウトプット能力の強化。

インプットの拡大：

インプット・データ・コンバーター（スキャンやCG系からSTL→クアッド・メッシュ→Tスプライン→B-rep）としての利用や、

CG系等「プロダクト・デザイナー以外の作り手」からのデータ等、インプット・ルートやリソースを拡大し、

従来の3Dデータ（サーフェス、ソリッド、メッシュ、ポリゴン等）の区分けにとらわれない、多様な造形手法への挑戦。

3Dデータ・ベース・コミュニケーションを通じて、プロダクト・デザイン以外まで含めた全体プロセスの進化：

3D CADを使ったことのない人たちとも、変換などの「無駄」なく、3Dデータを適切につかうことで「つくる」「つかう」を最適化したい。

おまけ：個人的には真のCAD（AIやRPAを含む）を駆使した、3Dマルチスキル・デザイナーになること。

今後チャレンジされたいこと



現在取り組まれている、今後リリースを検討しているプロジェクトなどはございますか？

チタン製ドアオープナーのプロジェクトは、当社のHPに掲載しただけで、あまり認知されておりません。販売方法も、グループ会社の自動車販売店

の1店舗のみでの店舗販売のみでした。ドアオープナー自体もチタン製であるがゆえにドアを傷付けてしまう恐れがあったり、少々サイズが大きく持

ち歩きにくいとフィードバックをもらっています。

これらの課題を解決した、ものづくり感を出した第２弾を始めたいと思っています。

今後チャレンジされたいこと

第1弾 検討中のデザインスタディ

プロジェクトの趣旨も知られてないし、店舗のみって買いにくい！

当社の設備や技術を使って改良し、社会貢献活動をつづけていく！
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