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デジタル化された設計図
1980 年代に入るころから，データを中心とした
モノづくり・開発環境のための自動車各社の模索

めの K/H（ノウ・ハウ）が現場ごとに高められてき
たと思われる。そのため，技術の伝承，技術レベ
ルアップなど各現場独自の手法を持ち，それが
K/H として伝えられたと思われる。
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が始まり，3DCAD システムへの機能構築と導入

しかし，筆者は「図面で示されたようなモノを

の攻防が起こった。90 年代に入ると世界のほとん

造っている」という言葉を製造現場の人から聞い

どの自動車会社が CAD 環境を手に入れ，3DCAD

たことがある。このことは，同じ 2D 図面ではあ

を用いた設計が普及し始めた。2D 図面は 3D 図

るが，現場のエンジニアの図面解釈によって形状

面

に代わり，新たに情報を持った 3D 図面はエ

の違いが生じ，同じ図面でも工場ごとに多少の違

ンジニアリングの新しいパフォーマンス基盤とし

いが存在していたことを現場は知っていたことと

ての位置付けに変わった。21 世紀に入り，世界の

捉えられる。このようなことも含め，2D 図面の

製造業の図面はほぼ 3D 図面に移行している。今

解釈レベルが高く，2D 図面を基に各現場がモノ

回は 3D 図面の 3D 形状の持つポテンシャルについ

に K/H を込めるやり方で造られることで日本の

て説明したい。

製造物の品質が高いと評価されたと考えられる。

注1）

注 1） 3D 図面1）：
「3D 図と 2D 図の組み合わせ図面」及び「3D 単独図」注2）の双
方を総称する図面
注 2） 3D 単独図1）：
2D 図の寸法等全情報と 3D 形状を持った図面。
JIS B0060 2 用語では，三次元製品情報付加モデル，3DA モ
（3D annotated model）と呼称。
デル

図面のようなモノづくり
図面は 2D 図面であれ 3D 図面であれ，付表など
も含め，製造仕様書である。長い期間，2D で表現

日本の製造品質が高いという評価と認識は，3D
図面の普及したモノづくり環境が成立した今日，
図面通りの良品質のモノが世界中どこででも入手
できるという認識に変わってきた。

図面通りのモノが造れる 3D 環境
プレス，鋳造，プラスチック射出成形などの量
産製造のほとんどは，型で形状を成形する。3D
図面を用いた鋳造部品の製造を例に図面の持つパ
フォーマンスを説明したい。

された製造仕様書で 3D のモノを生産してきた。

鋳造部品に限らず，従来から設計仕様の熟成の

2D からモノが製造できるよう，図面，製造現場

ため，試作物などを用いた解析や耐久確認などの

のそれぞれに工夫があった。日本の各現場では，

テストを行う。鋳造部品を例にすると量産部品は

設計者の意図を理解した形状とその品質を守るた

金型品であるが，仕様の未決定段階である試作物
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製作時には，少量生産のため，金型ではなく砂型

3D 図面を用いた試作品と 2D 図面を用いて作成

を用いて鋳造される。この試作品の砂型は 3D 図

された試作品の違いを設計目標重量値で比較した

面を用いた開発が定着する以前は，2D 図面を人

例を図 1 に示す2）。縦軸は設計目標重量値と試作

が読み取りながら，人の手により木を削り，砂型

物重量値の重量比を示し，横軸は 3D 図面を用い

用製品形状の木型が製作された。

た砂型試作品，従来の 2D 図面を用いて作成した

このような手法で作られる砂型試作品は，人の

砂型試作品を示す。

手により製作されるため，設計者の意図した形状

この例では，従来の砂型試作品では目標重量に

とは多少の違いが生じていた。その理由の 1 つと

対し約 10％重量増となっていたが，3D 図面を用

して，2D 図面では完全に形状を表現しきれない

いて直接砂型を NC マシンにて作成する手法では，

ことから，肉厚や細かいところの形状に砂型鋳造

砂型試作品重量は設計目標重量の 1〜2％を示し

の型製作者の K/H や意思が入ることなどが挙げ

ており，ほぼ図面通りとなっている。砂型鋳造に

られる。このこと自体は前述のように何も悪いこ

おいても，3D 図面を用いた場合，どこで製造し

とではないが，ときとして，設計時の未検討の課

ても 3D 図面と同じ形状の部品を製造することに

題も現場の型製作者が修正し，その設計課題を解

なる。このことから，砂型を用いても金型量産品

決してしまうこともあった。このため，設計者が

と同等重量，同等形状の試作鋳造品が入手可能と

その課題を理解しないまま試作物の解析検証を行

なったことがわかる。

い，量産準備に入ってから最初の段階で設計未検
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2D 図面を用いたときは「図面で示されたよう

討であったことが課題として現われることもあっ

な形状」であったが，3D 図面を用いることで「図

た。また，2D 図面を用いたことで試作品と量産

面通りの形状」を生むことができるようになった。

品が違った形状になる可能性もあることから，量

これは，ある意味では 3D 図面そのままの形状で

産最初の製造品を用いた量産品の解析確認を行う

製造できることから，広義の意味での 3D プリン

ことが実情であった。

ターといえよう。現在では砂型を用いないでも，

3D 図面を用いた設計が主体となった今日では， 積層型 3D プリンターや切削型 3D プリンターで直
設計者の細かい指示や造りの情報である型の抜き

接試作物を作成することも可能となった。3D 図

方向，抜き勾配などの設計者の意図や製造部門の

面を用いることで製品形状と図面が等しいものに

技術者の経験がほぼ 100％形状に反映されること

なった。
「図面で示されたようなモノを造ってい

になり，3D 図面の形状に直接表現できる。この

る」と言われていたのが，「図面通りのモノが造

3D 図面データを用いてほぼ金型製作と同じよう

れる」と言う時代になった。
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に直接 NC マシンにて砂型を切削するため，試作
品の精度は飛躍的に向上した。

M to M は幾何公差が必須
世界の製造業に関連する設計図面の寸法の公差
入力方法が寸法公差表記から幾何公差表記へ移行

10

しつつあるが，日本では 2 種類の公差入力法が混

設計目標重量と実際の重量比較

（%）
12

在している。

8
6

2 つの寸法表記では，表面性状の表記法などに

4

違いがあるが，最も大きな違いは基準点，基準線

2

の設定が変わったことにある。理論的に正確な幾

0

何学的基準を用い，それを基準に公差を表記する。

−2

２D図を用いた
３D詳細モデルを
従来の砂型試作品 用いた砂型試作品

図1
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砂型作成手法の違いによる重量の違い

寸法表現は 2D 図面も寸法の入った 3D 単独図も同
じ表記法なので，本稿は誌面上，2D 図面を用い
て説明する。図 2 は寸法公差表記図面，図 3 は幾

機

械

設

計

エンジニアリングの新たな潮流

バーチャルエンジニアリング の 衝撃
何公差表記図面を示す（図 2，図 3 は，その特徴の

寸法公差

みを明記した簡易記述のエンジンのシリンダヘッ
3）
ド図面のイメージ図である）
。

基準点，線が不明
ノックピン穴

寸法公差表記図面の図 2 では，設計上の機能を
持った点や線を基準とすることが多い。たとえば，
シリンダヘッド図面の寸法公差表記では，燃焼室
形状外形の円
（穴）
中心を基準にすることが一般で
ある。鋳造部品であるシリンダヘッドの燃焼室形
状外形は真円とはならないため，燃焼室形状外形
中心は，常に同じ位置が基準とはならない。すべ

0

てとは言い切れないが，一般に寸法公差表記では，
基準の点や線を規定するために自由度が存在する。
そのため，基準を製造現場にゆだねる形になるこ
とが多い。その基準点，基準線はたとえば真円で

ノックピン穴

はない円の中心点のように架空基準点であること
から，製造現場の練度で製品の品質が決まること
になる。寸法公差表記の良さは製造側に自由度が
あることである。だから，寸法公差表記中心で製

0

造されていた時代は，製造現場レベルの高い日本

図 2 寸法公差表記図面
（内燃機関シリンダヘッドイメージ図）

が圧倒的に製造品質を誇ることができた。
これに対し，幾何公差表記は幾何学的基準を用
いた基準点や基準線を中心に公差を表記しており，
図面と現実のモノの形状関係が 1 対 1 となり，明

幾何公差

確となっている。たとえば，鋳造時のノックピン
中心を基準点とすることで，製造されたモノ上の
幾何学的に決まる点からの公差指示ができる。造
りで使われた点や線や円を基準にそこからの寸法

幾何形状で決定する基準位置を指定

ノックピン穴

0

で形状が決めることから，加工ツールと検査シス
テムが正確に機能すれば，幾何公差表記図面で作
られる製品はどこで作成されても，同じ精度の品
質のモノが生産される。基準点は幾何学的に決ま
ることから，人による練度の違いで基準点が変わ
ることはない。基準点が決まっていることから，
人間の介在なしに機械が図面を直接読み込むこと
も可能となる。たとえば，3 次元測定機（CMM：
Coordinate Measuring Machine）
，工作機械などの
加 工 機 が 自 動 的 に 図 面 情 報 を 読 み 込 む M to M

ノックピン穴

（Machine to Machine）のためには幾何公差が基本
であり必須となる。日本では大学での教育も寸法
公差表記と幾何公差表記の 2 つの表記法を行って
おり，幾何公差には統一されてない。
2008 年にガイドラインとして発行された 3D 単
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図 3 幾何公差表記図面
（内燃機関シリンダヘッドイメージ図）

115

