
SCSK株式会社 

自動化を見据えた設計業務の成熟度向上 
-ノウハウの表出化・標準化から自動化へ 

製造エンジニアリング事業本部 
デザインソリューション部 
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SCSKのAutodesk製品の取り組み 

1982年 Autodesk社設立時に、輸入販売開始 
1985年 Autodesk Japan設立時に、国内販売代理店契約締結 
  ※当時は住商エレクトロニクス株式会社、2005年8月に住商情報システムと合併。 
2013年 Autodesk 販売認定プラチナパートナー 
      ◇全国にAutodesk製品エンジニア（CAD／CG／CAE／DM）が在籍 
      ◇Autodesk製品 Q&Aサポートセンター 
      ◇Autodeskアカデミック製品 国内総代理店 
 
 ■Autodesk製品を中心とした業務改善サービスを提供 

   導入支援： 業務プロセスに合致したCAD利用ルールやデータ管理方法の策定支援 
   トレーニング：  実務者向け操作教育、管理者向け設定関連教育の実施 
   環境構築支援： 既存の製図環境の移行及び構築の支援 
   CADカスタマイズ： 業務効率化の為のコマンド作成 
   受託開発： 個別ニーズに合ったシステム開発 
   ヘルプデスク： Q&Aサポート 
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自動化と成熟度モデルの関わりについて 
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本セッションで注目しているプロセス 

見積 
設計 設計 生産 

営業 販売 受注 見積 
提示 サポート 

量産型 

個別受注型 

企画 

概要設計 

工程設計 

生産 

営業 販売 受注 

リリース 解析 
レビュー 
試作 

サポート 

部品配置 
部品設計 
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設計自動化に対する現場の声 

設計作業中の繰り返し作業にかかる時間を減らしたい 

新規部分に係る設計に集中したい 

他社に先駆けて見積もり提出したい 

業務品質を高いレベルに合わせて平準化したい 

量産型のお客様 

個別受注型のお客様 
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見積 
設計 営業 見積 

提示 

顧客の要件
を確認 

要件に合った 
構成の検討 

必要書類の 
作成 

営業によって 
確認内容が違う 

技術者によって 
提案構成が違う 

営業・技術によって 
提出書類の品質が違う 

繁忙期に経験豊富な営業・技術に業務が集中 

属人的な業務プロセスでは何が起こるのか 
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属人的な業務プロセスへの対策 

見積 
設計 営業 見積 

提示 

顧客の要件
を確認 

要件に合った 
構成の検討 

必要書類の 
作成 

営業によって 
確認内容が違う 

技術者によって 
提案構成が違う 

営業・技術によって 
提出書類の品質が違う 

システム化により処理スピードが向上する 

ところで標準化ってどういうこと？ 

確認項目を整理
する 

提出書類の標準化を 
推進する 

構成選定ルールを 
標準化する 
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標準化を成熟度モデルから確認する 

レベル0 対象への意識がない 

レベル1 特定の人間のみ認識し、時々対応できる 

レベル2 複数の人間が認識し、常時対応できる 

レベル3 認識ルールが明文化されている 

レベル4 管理するための測定が可能 

レベル5 測定を活用した改善が継続実施されている 

さまざまな業種で成熟度モデルが活用されているが 
     ベースの考え方は同じ 
      （CMMI,COBITなど） 
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標準化を成熟度モデルから確認する 

レベル2 複数の人間が認識し、常時対応できる 

レベル3 認識ルールが明文化されている 

業務の成熟度にはレベルがある 

「大きい」「長め」は明確でない 
 
外径が300mm以上の場合は 
勾配が45°以下にならないように 
   高さを調整する 

レベル3でシステム化の検討が始められる 
      → 標準化できた状態 
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標準化を成熟度モデルから確認する 

レベル3 認識ルールが明文化されている 

 
外径が300mm以上の場合は 
勾配が45°以下にならないように 
   高さを調整する 

設計の標準化にて織り込めるのは性能要件だけではない 

営業 

コスト 
見栄え 

生産 

製作可能か 
製造効率 

サポート 

メンテナンス性 

保安要件 

環境性能 
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システム利用イメージ 
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自動見積＋自動作図構築事例 

Web Input 

制御プログラム 
設定ファイル 

ロジック 

テンプレート 

書類テンプレート 

完了メール 

仕様 
 

解析書 
 

図面構成 

クライアント サーバー 

図面要素 

見積図面 

マスタDB 
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1.顧客と話をしながら、自社のネットワークに接続し 
     Web入力にて見積り要件を入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 →新人営業でも要件確認漏れが起きにくい 

システム利用イメージ 
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2.要件が決まったら見積もり作成を依頼 
 
 

システム利用イメージ 
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3.社内で熟成した構成選定ロジックにより 要件に最適な構成を自動選定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→会社としての最適構成の回答を時間をかけずに取得 

システム利用イメージ 

? 

? 
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4.構成に関わるドキュメントを生成し営業に送付 

システム利用イメージ 
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システム利用イメージ：まとめ 

1.顧客と話をしながら、自社のネットワークに接続し 
     ポータルにて見積り要件を入力 
  
 →新人営業でも要件確認漏れが起きにくい 
 
2.要件が決まったら見積もり作成を依頼 
 
3.社内で熟成した構成選定ロジックにより 
要件に最適な構成を 自動選定  
 →会社としての最適構成の回答が時間をかけずに入手可能 
 
4.構成に関わるドキュメントを生成し営業に送付 
 
5.営業はドキュメントを顧客に提示し、構成を評価してもらう。 
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設計の完全自動化を見据えた 
プロジェクト推進のポイント 
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自動設計プロジェクト推進のポイント 

要員確保 
 
計画とスコープについて 
 
システム品質の確認について 
 
可処分リソースの利用について 
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標準化とシステム化の推進 

見積 
設計 営業 見積 

提示 

顧客の要件
を確認 

要件に合った 
構成の検討 

必要書類の 
作成 

確認項目を整理
する 

提出書類の標準化を 
推進する 

構成選定ルールを 
標準化する 

整理可能か？ 
（一般的には容易） 

標準化可能か？ 
（一般的には難解） 

標準化可能か？ 
＋ 
構成から 
自動生成するルールは 
定義可能か システムはただの箱 

ノウハウを持った現場担当者を確保して推進 
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計画とスコープについて 

要件定義 設計・開発・テスト 

要件定義 設計・開発・テスト 

結果的に要件確定が遅れ、追加の開発コストがかかってしまう 

システム開発期間 
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計画とスコープについて 

プレ要件定義 
（定義力評価） 

体質強化期間（少人数・工数契約） システム開発期間 

要件定義 設計・開発・テスト 

システム開発期間 

要件定義 設計・開発・テスト 

一気に完全自動化を完遂する場合はプレ要件定義期間を設定 
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計画とスコープについて 

一部自動化 
フェーズ1 

要件定義 設計・開発・テスト 

システム開発期間 

一部自動化 
フェーズ2 

完全自動化 

投資効果を都度刈り取りながら推進する場合は 
自動化箇所を限定してフェーズ分けして推進 
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システム品質の確認について 

 
・作った自動設計システムの品質の測定方法 
 
・システムの正確性はどれだけのテストを実施すればよいか 
 
・ユーザテストのテストケースを作るのは 
 構成の正解が分かっている現場担当者 
 
 
テスト計画・実施期間を注意深く設定する 
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自動化により増えた可処分リソース利用 

自動化が実現すると、マニュアル操作の工数分を 
   ほかの目的で使用できるようになる 
 
 
 ・自動化ロジックの陳腐化対策 
   →標準化組織の運営 
 
 ・市場ニーズの察知 
   →受注動向の把握 
 
 ・内外環境の変化を社内に伝搬する力の強化 
   →PLMの採用 
 
 →変化への適応に継続投資を行う 



Copyright(c) SCSK Corporation - 25 - 

まとめ 
 
要員確保・進め方・品質確認の計画に気を配る 
 
業務の成熟度をレベル２から３へ向上させる 
 
 
ベースは 
 
 現場担当者の要件定義力 
 
 ベンダーのシステム・プロジェクト特性の理解 
 
 スポンサー（経営者、管理者）の取り組みへの理解 
 

それぞれの立場が主体的に参画できるチーム作り 
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設計以外の他のプロセスの改善支援 

見積 
設計 設計 生産 

営業 販売 受注 見積 
提示 サポート 

量産型 

個別受注型 

企画 

概要設計 

工程設計 

生産 

営業 販売 受注 

リリース 解析 
レビュー 
試作 

サポート 

部品配置 
部品設計 

まずは弊社営業・技術にお声掛けください 
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