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〜CAD/CAMから自動車業界向け
PLMシステムの運用・保守へ〜
エンジニアリングインテグレー
ション事業部は、これまで自動車業
界向けソリューション・サービス販
売を生業としたオートモーティブソ
リューション事業部として活動して
いたが、2022年度から業界を拡大
し、産業機械分野なども含めたエン
ジニアリングサービス、エンジニア
リングソリューション、CAE解析
サービスなどを手がけている。
1980年代から金型業界向けの

CAD/CAMシステムを自社開発し
販売してきたが、2002年に自動車
業界向け CADツール大手のダッ
ソー・システムズとパートナーシッ
プ提携し、CADの拡張キットや
CAMシステムを付加して販売を始
めた。以降、CADデータ管理など
管理系に軸足を移して、エンタープ
ライズ向け PLMシステムの運用・
保守の知見を蓄積してきた。
　
〜技術力と柔軟な対応でリレーショ
ンシップを構築〜

本田技研工業とは、四輪開発向け
エンジニアリングシステムの構築・
維持メンテナンスの多くを 10年以
上に渡って担当しており、2021年
に運用を開始した PLMシステム更
改プロジェクトでは、日米拠点の
DBの統合化、DPM自動構築環境
への先進取り組みが評価され、取引
先向け IT方針説明会で表彰いただ
くことができた。
自動車開発においては、変更要求
も多く、お客様の納期・品質に対す
る要求も高い。IT力の向上やプロ
ジェクトマネジメント力の向上が常
に求められるのに対し、これまで
培ってきた技術力に磨きをかけ、お
客様の様々なプロジェクトに参画す
ることでノウハウを蓄積するととも
に、お客様の要求に柔軟に対応して
いけるような体制づくりや、マネジ
メント層を含めたお客様との密なコ
ミュニケーションによるロングター
ムリレーションシップの構築にも取
り組んでいる。

〜自動車製造全体のDX推進に向けて〜
100年に一度と言われる変革期

を迎えている自動車業界では、設計
開発も機械・メカだけではなくソフ

トウェア管理が重要となってきてい
る。コンピューター上で再現したモ
デルを活用することで、試作やテス
トにかかる時間・コストを減らす
MBD（Model-Based Development：
モデルベース開発）の推進も図られ
ており、当社も、MBDの促進をは
かる業界横断組織「MBD推進セン
ター」には、立上げ時から参画をし
ている。
さらに、製造業全体を考えると、

CADによる設計から近年のデジタ
ルツインの活用など上流工程におけ
るデジタル化は進んでいるが、一方
で、下流工程の生産現場にはなかな
か浸透していないのも現実だ。当社
も、設計・開発管理のプロフェッショ
ナルとしての質をさらに向上させる
とともに、生産現場との連携による

NTT データエンジニアリングシステムズは、製造業を取り巻く環境の変化に対応しながら、お客様の様々なニーズに応
えるソリューションを 40 年以上に渡って提供してきている。本稿では、エンジニアリングインテグレーション事業部と
ビジネスインテグレーション事業部の取り組みについてご紹介する。
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製造工程全体の DX実現にも取り組
み、製造業のさらなる発展に貢献し
ていきたいと考えている。

〜サプライチェーンとエンジニアリ
ングチェーン領域を支える〜
ビジネスインテグレーション事業
部は、製造業、特に個別受注生産が
求められる産業機械・設備工事業界
を中心としたシステムインテグレー
ション事業を展開している。受注か
ら生産、販売に至るサプライチェー
ンと、商品を企画し、設計、試作し
て生産ラインに載せるためのエンジ
ニアリングチェーンのそれぞれの領
域で、これまで培ってきたノウハウ
と強みを活かしたビジネス展開を
行っている。
　
〜日本のビジネス環境に対応する
ERPテンプレート〜
サプライチェーン領域の主軸は、受
注生産型製造業のお客様に特化した
ERPテンプレート「Project-Space®」
だ。当初は Oracleの ERPパッケー
ジを用いていたが、お客様にとって

ステムの分断や、情報の収集と調整
を人に頼らざるを得ないなどの問題
点が指摘されており、人手不足が加
速する中でのスキルやノウハウの伝
承、ソフトウェア化が加速する中で
の品質保証、さらにはリモートワー
クなどの新しい働き方への対応など
も求められている。
「Delight-Space®」は、このよう
な課題への対応を図るべく開発した
設計情報管理ソリューションだ。個
別受注対応が必要な製品を機能単位
に分割し、標準化＝設計モジュール
化し、モジュールごとのバリエー
ションを組み合わせることで多様な
個別仕様への対応を実現する。何を
どのように分割して標準化するかと
いうモジュール化の検討は必要とな
るが、モジュールが整えば、設計や
開発の知見が十分ではない営業担当
者でも、お客様のニーズに応じた組
み合わせを選択することで、その場
で原価も含めた提案が可能となり、
設計業務の負荷の大幅な軽減が実現
することとなる。

〜お客様のビジネスの発展とDX促
進に向けて〜

これらのソリューション
を、より多くの製造業のお
客様にご利用いただけるよ
う、これまで培ってきた知
見を活かし、先端技術を活
用してさらなる高度化を
図っていきたい。さらに、サ
プライチェーン領域とエン
ジニアリングチェーン領域
での取り組みを進化させ、お
客様の DXを促進し、ビジネ
スのさらなる発展へとつな
がる貢献を目指していく。

の使い易さを考え、NTTデータグ
ループの純国産 ERPパッケージ
「Biz ʃ ®」上に移植。受注生産型製
造の業界特有の契約形態や商習慣に
も対応したことでさらに使い易さが
向上し、最小限のカスタマイズで確
実に導入できるものとなった。また、
より多くのお客様にご利用いただけ
るよう、モジュール単位・ユーザー
単位での導入も可能としている。
さらに、基盤ソフトには同じく

NTTデータグループの製品で、拡
張性に優れた「intra-mart®」を用い
ているため、様々な業務プロセスへ
の組み込みが可能であり、サプライ
チェーン全体の最適化が図れる他、
グループ会社間での情報共有や情報
系システムと基幹系システムの統合
の実現など、お客様の全社的な DX

推進の取り組みにも資するものと
なっている。
　
〜モジュール化でカスタム設計業務
の改革を実現〜
個別受注型の産業機械業界におい
ては、顧客ごとの仕様に合わせて設
計から製造ライン構築までを行って
いく必要がある中で、業務と情報シ

事業領域 

製品企画 

調達 
生産 
販売 
物流 

会計 
人事 

製品設計 

製造準備 

生産 

個別原価管理
調達・会計
(Project-Space)

造船業界向け
CAD/CAM
(GRADE/HULL)

金型業界向け
CAD/CAM
(Space-E,

Manufacturing-
Space)

ＣＡＥ

ものづくり基盤のトータルソリューション 
自動車業界のACES新領域ソリューション
（制御系を中心としたソリューション事業）

ＣＡＤ
ＰＤＭ

CATIA/ENOVIA

 
 

E＆E
＋
SBD
＋
MBSE

エンジニアリングチェーンの更なるDX化
（IoT/Digital Twin（XR）/AI Analysis Platform）

個々の製品の販売ではなく、エンジニアリングデータ全体を価値の源泉と捉えて、
データの統合管理、流通、変換、活用の基盤づくりとそれによるサービス提供を志向していく

医療・食品造船 産業機械
（重工・機械・工作機械） その他製造金型

個別受注型製造業 量産型製造業 

建設・エンジ 設備工事・エンジ、
橋梁、鉄骨工事

自動車関連
（OEM・部品メーカー）

ＢＯＭ
+

工程管理
行程シミュレーション

（Delight-Space）

 

ＣＡＥ
ＣＡＤＣＡＤ
ＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭ

CATIA/ENOVIACATIA/ENOVIA

E＆E
＋＋＋＋
SBDSBDSBDSBDSBDSBD
＋
MBSEMBSEMBSEMBSEMBSEMBSEMBSE
ACES

新ソリューション領域  

個別原価管理個別原価管理個別原価管理個別原価管理個別原価管理
調達・会計調達・会計調達・会計調達・会計
(Project-Space)(Project-Space)(Project-Space)

個々の製品の販売ではなく、エンジニアリングデータ全体を価値の源泉と捉えて、個々の製品の販売ではなく、エンジニアリングデータ全体を価値の源泉と捉えて、

トータル
ソリューション領域  

ＢＯＭ
+

工程管理工程管理
行程シミュレーション行程シミュレーション

（Delight-Space）（Delight-Space）（Delight-Space）（Delight-Space）

エンジニアリング
チェーン領域

 

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
系

ビ
ジ
ネ
ス
系

図１　NTTデータエンジニアリングシステムズのビジネス領域と主要ソリューション

受注生産型製造業のお客様の
DX推進に貢献する


