PLMソリューション導入事例

理想科学工業株式会社

以前より 3 次元設計によるフロントローディングを推進してきた理想科学工業様。しかし、PLM の製品構成、部品情報、2 次元
図面（TIFF データ）などの「正式データ」と、3 次元 CAD データは別々に管理していました。そのため、3 次元 CAD データと
「正式データ」の両方を扱わなければならない設計者の手間、製品構成や部品情報の変更漏れによって生じる 2 つのデータの
不整合、設計業務の手戻りなどが問題となっていました。そこで、設計部門向けに 3 次元データ管理用の PDM を導入し、正式
データや BOM を統合管理する PLMと連携。3 次元設計データと全社共有データを連動。両者の不整合を防止した上、他部門の
メンバーに 3 次元ならではの詳細な情報を素早く提供することで、設計者の作業負荷軽減、開発スピード向上を実現しています。

3次元CADデータを効率的に管理するPDMと
BOMや図面などの全社共有を支えるPLMを連携。
3次元データによる全社一気通貫システムにより開発スピード向上を実現
独創的な製品開発をサポートする
取り組みをさらに加速
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簡単な操作で低コストに大量の印刷が行える
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同社は、設計業務にNECが提案した3次元CAD設計
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シーです。そのポリシーは開発環境に対する積極的
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それが、3次元CADから全社PLMまでを一気通貫
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設計現場の 3 次元 CAD 設計ソフトウェア「SolidWorks」、設計情報の管理基盤である「SolidWorks Enterprise PDM」、そして
全社 PLM システムである「Obbligato II」をシームレスに連携。3 次元データを基にした、より詳細な情報を全社で共有できるよう
になったほか、情報登録時の工夫などによって、システム間の情報不整合や設計業務の手戻りといった問題を解消している。
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報入力作業を最小限にとどめながら、効率的にBOM

への期待を語りました。

「加えて、設計部門で仕掛り中の3次元データの部

URL http://www.nec.co.jp/obbligato

