
１７高度化－２ 

調査・研究報告書の要約 

 

書   名 平成１７年度包装機械の設計ソフトウエアに関する調査研究報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・社団法人 日本包装機械工業会 

発行年月 平成１８年３月 頁   数 １１３頁 判   型 Ａ４ 

 

目  次 

第１章 調査研究の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２章 包装機械の将来像に関するアンケート調査・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ２－１ 包装機械の近未来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 ２－２ 社会的課題への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 ２－３ 安全・衛生への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 ２－４ 包装機械産業の将来・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 ２－５ 意見・感想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 ２－６ まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

第３章 機械設計ソフトウェアの利用状況についてのヒアリング調査・・・・・・・２１ 

 ３－１ ＣＡＤデータの電子カタログ化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 ３－２ 簡易ソフトウェアから高度な解析まで多様なソフトウェアの利用・・・・ ２６ 

 ３－３ 市販設計ソフトウェアの柔軟な利用・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

第４章 各企業における包装機械の設計ソフトウェアェアに関する報告・・・・・・３６ 

 ４－１ 自作の技術計算事例を社内に公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 ４－２ ３次元ＣＡＤの利用と独自開発ソフトウェアの共有化・・・・・・・・・４２ 

 ４－３ ３次元ＣＡＤと設計ノウハウ支援ソフトウェアの充実・・・・・・・・・４９ 

 ４－４ 現実的な設計ソフトウェアの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 ４－５ ２次元ＣＡＤから３次元ＣＡＤへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

 ４－６ ３次元ＣＡＤと構造解析への高度利用・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

 ４－７  包装機械設計のための易しい計算ソフトウェアの作り方・・・・・・・・６６ 

第５章 包装・荷造機械産業の機械設計ソフトウェアに関するアンケート調査結果・８７ 

 ５－１ ＩＴ機器の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８ 

 ５－２ ＣＡＤについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３ 

 ５－３ 機械設計ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 



 ５－４ 技術の伝承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

 ５－５ 技術開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 

 ５－６ 効果と評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

 ５－７ アンケート調査のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

第６章 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

資料 

 １、包装機械の将来像に関するアンケート調査用紙・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ２、包装・荷造機械産業における機械設計ソフトウェア 

                に関するアンケート調査用紙・・・・・・・・・・２  

 

 

 

 

第１章 調査研究の背景と目的 

１９８０年代から９０年代に急激に進展したＩＴ（情報技術）革命は、大企業だけでな

く中小企業にも浸透して、包装機械産業にも大きな影響を与えている。ＩＴ化は、企業の

高度化に関する必須のキーワードとなった。日本の各産業はＩＴの利用を通じて、新技術

の開発、ＣＡＤによる設計作業の合理化、ＣＡＤをＣＡＭ（コンピューター支援による製

造）へと結び付け、生産工程の革新を実施してさらに高度な産業へと進化しはじめている。 

包装機械産業でもコンピューターの利用はすでに一般的になりつつあるが、包装機械産

業の多くは中小企業であるので、包装機械の設計に関してＣＡＤの利用や機械設計ソフト

ウェアがどの程度普及しているかどうかは不明である。一部の先端的な企業は、すでにコ

ンピューターによる設計を推進しているが、企業によってはまだ進展していない場合もあ

る。このような状況を背景にして、包装機械産業における機械設計ソフトウェアの利用状

況を理解することが必要になっている。 

 

第２章 包装機械の将来像に関するアンケート調査 

 当工業会は２００５年１０月１８日～２２日に開催された２００５日本国際包装機械展

において、来場者に対して、包装機械の将来像についてアンケート調査を行った。２００

１年及び２００３年の日本国際包装機械展においても同様のアンケート調査を行っている。

ここでは本年度に行ったアンケート調査結果の集計分析を行い、さらに２００１年及び２

００３年に行ったアンケート調査結果との比較を行った。 



 集計の結果、２００１及び２００３年度と比べて回答の傾向はほとんど同じであった。

また、実現時期に関してもあまり変化が見られない。このことから、包装機械に対しての

回答者の考え方はほぼ確立されていると見ることができる。 

業種別の比較では、各項目の重要度はほとんど一致していた。「包装コスト削減」、「省エ

ネルギー・省資源化包装」、「リサイクル包装材料の使用」は、全ての業種で重要度が高か

った。これらの項目の実現時期は「既に実現」～「３年後」と考えられている。 

一方、重要度が低い項目は「東南アジア機械の輸入増大」、「ｅコマースの利用」があげ

られた。これらの項目の実現時期は、「わからない」「未回答」が高い割合を占めている。 

しかし「ｅコマースの利用」については「重要である」及び「既に実現」が業種によっ

ては増大しており、全体集計でみても大きな減少は見られなかった。また「東南アジア機

械の輸入増大」も全体集計では減少しているが、「鉄鋼・自動車・電気」では「重要である」

が２２％→３２％と増大しており、業種間の相違が見られた。 

 

第３章 機械設計ソフトウェアの利用状況についてのヒアリング調査 

 ここでは、機械産業における機械設計ソフトの使用状況について、先進的な３社を訪問

してヒアリング調査を行った。ＣＡＤの利用だけでなくさまざまな試みを行っている様子

を知ることができ、包装機械産業における機械設計ソフトの利用に有益な情報を得ること

ができた。ヒアリングした機械産業は、実際に設計に利用しているＣＡＤシステムの状況

を報告している。 

 各企業は、独自の製品に要求される性能を実現するために必然的にＣＡＤシステムを利

用し、先進的な事例を開拓しており、その概要を報告している。 

 

第４章 各企業における包装機械の設計ソフトウェアェアに関する報告 

 包装機械産業において、１９９０年代から設計作業にＣＡＤの導入が進展しており、Ｃ

ＡＤだけでなく各種の機械設計支援ソフトを用いて設計作業の合理化が進められている。

その内容は各企業の特性に応じてさまざまであるが、簡易市販ソフトの利用から高度な有

限要素法による応力や熱のシミュレーションがあり、設計の高度化の進展、技術の継承、

将来希望するソフト調査などの様子が報告されている。包装機械産業における設計ソフト

ウェアの利用などについて調査研究委員会の委員のまとめた報告を以下の４－１～４－７

に示している。 

 

４－１ 自作の技術計算事例を社内に公開 



 設計ソフトは①社員が自社に合わせて自作したもの、②ＣＡＤをカスタマイズしたもの、

③市販ソフトを利用したものに分かれる。全体的には市販ソフトよりも、社内で積極的に

製作したものあるいは社員が興味を持って製作したもの（自作）を中心に、設計ソフトと

して利用を進めている状況について触れている。 

 

４－２ ３次元ＣＡＤの利用と独自開発ソフトウェアの共有化 

 ここでは社内の実状調査の結果を記述した。この実情調査によると３次元ＣＡＤ自体が

保有している機能である強度計算、構造解析、運動・機構シミュレーションソフトは利用

されていた。しかし、その他一般的な機械設計計算ソフトについては利用されていなかっ

た。これは包装機械の設計に既製品ソフトがマッチングしておらず、そのままの状態で利

用出来ないことが大きな要因であると思われる。しかし、社内での３次元ＣＡＤの使用割

合が多くなれば、それと比例して３次元ＣＡＤ自体の機能である機械設計ソフトの利用率

は高くなる。そこで、包装機械の設計に３次元ＣＡＤを積極的に使用して行く場合の、メ

リット、デメリットについてふれている。 

 

４－３ ３次元ＣＡＤと設計ノウハウ支援ソフトウェアの充実 

 １９９０年代後半からは設計者をはじめＣＡＤオペレータを含む全員がＣＡＤを使用し

ている。最近はデュアル・ディスプレイ体制と３次元ＣＡＤの導入により、デザインレビ

ュー、機構シミュレーション、エンジニアリングのプレゼンテーション資料作成、取扱説

明書作成等で利用している状況の報告である。社内のＣＡＤは、全てネットワークで結ば

れ、設計業務の流れを培っている。また、設計の後工程である図面管理や生産管理部門の

システムともネットワーク化しており、設計図面はもとよりＣＡＤで入力される部品属性

情報（図面番号、品名、材質、表面処理、必要個数など）が後工程の生産情報として利用

可能になっている実状について記述した。  

 

４－４ 現実的な設計ソフトウェアの活用  

 包装機械はメカニズム主体の設計となっているため、基本的な機構は経験に基づいたも

のが多く、全ては解析されていないのが実情である。形状や寸法変更などは、現状ＣＡＤ

の持つパラメトリック機能などで足りている。新規設計については定型ではないので、そ

の都度手計算をしている。今後は設計におけるトレーサビリティとの考え方から、設計根

拠となる計算式や資料などが求められてくるので、市販のプログラムによる解析などを活

用し、熟練技術者の勘に頼る設計ではなく、誰がやっても間違いのない設計が出来る仕組



が必要となるとまとめている。 

 

４－５ ２次元ＣＡＤから３次元ＣＡＤへ 

   設計はＣＡＤを使用ている。これらのＣＡＤは社内ＬＡＮで接続され、データの共有を

行っている。内製ソフト（プログラム言語）でカム曲線、ＤＸＦデータを作成して作図支

援を行っている。荷重、動力、応力等の技術計算支援を Excel やＮ８８－Basic で行って

いる。これらのソフトや類似計算ファイルは、社内ＬＡＮで設計者が自由に利用できる。

ＣＡＤ／ＣＡＭは部品を絞り込んで実施中。レーザー加工は外注先にデータを提供してい

る。 

 ３次元ＣＡＤに期待することでは①工数の低減及び資料の質の向上②新人教育時間の短

縮である。一方３次元ＣＡＤでの課題は①データ入力に手間が掛かる。②ベテランの設計

者が操作を熟知するために教育が必要。③ベテラン設計者のノウハウや経験を取り込む仕

組みが必要。④設計をするのに必要な３面図から立体図を想像することが出来る設計者が

少なくなることに触れている。  

 

４－６ ３次元ＣＡＤと構造解析への高度利用 

 機械設計支援ソフトは３次元ＣＡＤと連携して動作するものと、独立して動作するもの

の２つの種類について記述している。ＣＡＤと連携して動作するアプリケーションソフト

について使用環境に導入し、特に役立っているものとして①板金展開（標準装備）②動作

シミュレーション（オプション購入）③構造解析（標準装備）④抜き勾配チェック（標準

装備）⑤パラメトリック設計（オプション購入）がある。また、市販の機械設計支援ソフ

トについて①技術計算ソフト②板金展開ソフト③構造解析ソフトついて触れている。  

 

４－７包装機械設計のための易しい計算ソフトウェアの作り方 

 ここでは包装機械設計のための易しい計算ソフトウェアの作り方について示唆してい

る。計算ソフトはかなり普及して、包装機械メーカー各社はほとんどこれを利用しており、

これらによってカムの運動特性も加工精度も向上し、カムの普及にも貢献している。しか

し設計現場での使い方をみていると、かなり画一的な使い方には慣れているが、ほとんど

中身について理解していない。中身は全くのブラックボックスとしてそれ以上に考えよう

としていない。従って少し標準的なものからはずれた要求があるともうこれには応えられ

ない。例えば運動曲線が標準のものから少し外れているとか、従節の構造の中に３次元の

リンク機構が含まれており、そのために運動曲線にひずみが入る場合などは全く手が出な



くなってしまう。そこでこの項ではパソコンによるメカニズム計算の易しいソフトを自分

で作ることを提案している。使用するのはどのパソコン（Windows）にも入っている Excel

で、それもきわめて初歩的な使い方で十分目的を果たせるように組み立てられる。これは

あくまで設計者にとって必須条件である機構学的な理解が基本で、パソコンそのものの理

解には多くの手間をかけずに利用について触れている。 

 

第５章 包装・荷造機械産業の機械設計ソフトウェアに関するアンケート調査結果 

 包装機械産業における機械設計ソフトウェアに関するアンケート調査の集計と分析をま

とめている。技術調査研究委員会は、包装・荷造機械の機械設計ソフトに関するメーカー

の考え方を収集して調査した結果を以下示す。 

①ＰＣの導入と利用について 

 回答者の９８％が社員１人に１台あるいはそれ以上のパソコンを導入している。利用形

態はデスクトップタイプを卓上で利用しているのが７２％と最も多かった。また約半数の

４８％がデスクトップタイプとポータブルタイプの両方を利用している。 

②ＬＡＮの導入、用途及び侵入対策について 

 有線ＬＡＮの導入率は９２％、無線ＬＡＮの導入率は３８％であった。用途としては、

社内情報の共有化が最も高く９５％、次いでＣＡＤが８３％であった。侵入対策としては、

ウィルス対策ソフトの定期的更新が最も高く８２％、次いでファイヤーウォールを設置が

４５％である。 

③ＣＡＤの利用 

 ＣＡＤの導入率はパソコン及びミニコンを合わせると１００％で、利用しているソフト

は２次元ソフトが９８％、３次元ソフトが４３％である。また、ＣＡＭを結びつけて実用

化しているのは１３％である。ＣＡＤとリンクした機械設計ソフトを利用しているのは２

３％（１４人）である。その機械設計ソフトの対象としては、「強度計算」（１３人）、「カ

ム機構、運動曲線」（１３人）、「慣性モーメント」（１１人）、「運動曲線の解析」（１０人）

の分野に使用されている。 

④機械設計ソフトウェア 

 利用している設計ソフトで最も多いのは市販アプリケーションソフト５５％（３３人）

である。市販ソフトまたは仕様選定ソフトの対象としては、「エアシリンダー、油圧シリン

ダー」（３４人）、「モーター」（３２人）、「電気制御のプログラム」（３２人）で主に利用さ

れている。 

 自社開発ソフトの利用は、高級言語を使用した自社開発ソフト２０％（１２人）及び簡



易言語を使用した自社開発ソフト３３％（２０人）を合わせて５３％（３２人）である。 

 自社開発ソフトの対象としては、「カム機構、運動曲線」（１０人）、「強度計算」（９人）、

「慣性モーメント」（８人）の分野で利用されている。「欲しいがソフトがないため利用し

ていない」の回答が高かったのは、「リンク機構」３５％、「エネルギー計算」３２％であ

る。一方「ソフトは不要」の回答が高かったのは、「軸受け選定」２５％である。 

 機械設計ソフトを利用して実現したいことで最も高かったのは「信頼性」５５％、次い

で「要求された仕様の実現」５２％、「機械要素の解析」５０％、「高速化」４８％である。 

⑤技術の伝承とソフト開発 

 設計者の経験やノウハウの伝承について回答が高かったのは、「ドキュメントやデータの

形で継承させたい」７８％であるが、技術の継承のために包装機械設計用コンピューター

ソフトを開発するのは現状では難しいと考えている。しかし、人材育成と技術ノウハウの

継承に関して５８％が組織的な活動を行っていると回答した。また、産学共同などによる

機械設計ソフトの開発については、５２％が自社開発が中心で産学共同の開発は行ってい

ないと回答している。 

 

第６章 まとめ 

 本報告書に収集した機械設計ソフトウェアに関する情報をとりまとめ、包装・荷造産業

界の方々が、今後機械設計ソフトウェアをどのように利用していくべきか重要となるポイ

ントについて以下の如くまとめている。 

 

 包装機械メーカーは、ユーザーの多様かつ高度な要求に応じられる包装機械を実現し、

製品として迅速に供給することが求められる。このために設計ソフトウェアの効果的利用

が必須であることは、設計ソフトウェア利用の経験を積んだ一般機械産業各社へのヒアリ

ング調査結果や包装機械メーカーへのアンケート調査結果から明らかである。これに対し

て、使用可能な設計ソフトウェアの水準、あるいは設計ソフトウェアの利用は進展してい

るとは言え、改善の余地が残されている。 

 包装機械メーカーとしては、包装機械に要求される機能、性能と使用条件が顧客から与

えられたとき、その機能と性能を実現できることが確実な設計を迅速に求め、そのような

機械を製造するための製作図面を効率よく作成したい。このような設計には、過去に実現

した設計の手直しですむ場合もあれば、全く新規の開発設計をしなくてはならない場合も

ある。このような場合、いずれにせよ設計ソフトウェアの活用が有効であることは間違い

なく、設計ソフトウェアが一層高機能化、低価格化、さらに使いやすくなれば、設計ソフ



トウェアの利用はさらに進展するものと思われる。 

 

（１）設計支援に特化 

 しかしながら、要求する機能、性能、使用条件を入力すれば、それを正しく満足する包

装機械の設計と製作用の 3 次元データが自動的に得られる設計ソフトは当面できそうもな

い。現状ではカム曲線の創成など一部を除くと、設計技術者が経験や設計基準に基づいて

与えた設計案が要求機能、要求性能を満足するかどうか、また包装機械として成立するか

どうかのチェックを行なうために設計支援ソフトを利用している。最初の設計案で満足で

きない場合は、設計技術者が最終設計により近いと思われる新しい設計案を与えて再度チ

ェックをすることを繰り返す必要がある。このような設計ソフトの利用であっても、使用

しないで試作、試運転した場合に不具合が見つかって設計をやり直すことに比べると、工

程戻りのロスを大幅に低減することが可能である。  

 より先進的、高度な設計ソフトも当面は自動設計を目指すのではなく、設計技術者が行

なう設計の行為を一層効率的、一層親切に支援するようなものにしていくのが現実的であ

ると思われる。  

 

（２）拡張性、柔軟性の強化  

  その際、単独で孤立した設計ソフトウェアではなく、周辺ソフトウェアとの連携が容

易にできる機能が望まれる。設計に際しては、すべての部品をゼロから設計することはあ

り得ず、各種部品メーカーの標準品シリーズの中から設計案に適合するものを選定して使

用することも多く、その作業を容易にするための選定ソフトウェアが部品メーカーによっ

て用意されていることが多い。また、包装機械メーカー自身が過去の設計例や各種の設計

ノウハウをデータベース化、知識ベース化して、それを参照しつつ設計することも行われ

る。そのため、これら個別のソフトウェアと連携、結合できて全体として高度な設計がで

きるような設計ソフトウェアがあれば、さらに強力な設計ツールとなることが期待できる。 

 

（３）解析機能の多様化  

 現行の多くの包装機械がカム、リンクなど機構要素で構成されることから、設計ソフト

ウェアの機能は機構解析、運動解析に重点がある。さらに設計を高度化するには、熱解析、

流体解析、応力解析、変形・振動解析、トライボロジー解析などが必要であり、将来、こ

れらのモジュール化された解析ソフトウェアが開発されれば、設計対象の包装機械の必要

に応じてモジュールを自在に組み合わせて必要十分な設計を行うことが可能になる。  



 

（４）専用性重視  

 設計ソフトウェアの汎用性と専用性の観点からいえば、専用性を重視するほうがよいと

思われる。包装機械は多様な包装ニーズに対応して各種の専用機械が開発、設計され、市

場においてそれぞれの地位を確立している。このように多様な各種の専用包装機械の設計

を広くカバーできるような設計ソフトウェアを開発しようとすれば、必然的に大規模なも

のになり、運用、習熟も困難になるだけでなく、実際に包装機械メーカーが利用するにあ

たっては、自社の包装機械をカバーしている一部の機能だけを使うことになるであろう。  

 それゆえ、開発に要する時間とコストが大きくなる大規模な汎用ソフトウェアよりも、

特定の機種の包装機械の設計に特化した専用機械対応設計ソフトウェアを開発するほうが

現実的である。そのようなソフトウェアは高速であり、拡張性に富み、習熟に要する時間

も少なく、メンテナンスも容易で、使用方法も簡単である。  

 

（５）設計教育支援と技術伝承支援  

 設計品質の維持、向上の観点からいえば、設計ソフトウェアには、設計支援だけでなく、

新人の設計技術者の設計教育とベテラン技術者の設計ノウハウの伝承の機能が求められる。  

２次元の図面から３次元の製品をイメージすることは、特に新人の技術者には困難であり、

製品イメージが直ちに得られる３次元ＣＡＤは２次元ＣＡＤよりも優れている。しかし、

市販の汎用３次元ＣＡＤはユーザーフレンドリネスの点で不十分なところがあり、導入コ

ストも高く、使いこなせるようになるまでにかなりの時間が必要で、実際的ではないこと

が多い。このような機能を備えた、使いやすく安価な設計ソフトウェアの開発も将来の課

題である。  

 

（６）プレゼンテーション機能強化  

 設計した包装機械の作動状況や工場レイアウトを、客先にビジュアルにプレゼンテーシ

ョンする機能が求められる。市販の汎用３次元ＣＡＤにはこのような機能が備わっている

ものがあるが、現状の３次元ＣＡＤの多くはもともと航空機や自動車のような複雑な機械

装置を設計するために開発されたものであるため、包装機械械のように前者に比較して部

品点数の比較的少ない機械の設計に使用するのは牛刀をもって鶏の類になるだけでなく、

（５）で述べたような不便さもある。プレゼンテーション用には他の分野で開発されたフ

リーウェアもあり、設計ソフトウェアも個別に独自開発、あるいは市販の製品を導入する

他に、異分野からの水平展開、導入の可能性も検討すべきであろう。  



 一方、高等教育機関における技術教育では３次元ＣＡＤが導入されつつあることから、

産業界においても将来のある時点で２次元ＣＡＤから３次元ＣＡＤへの転換が雪崩的にお

きる可能性がある。  

 

（７）包装機械械設計技術者のコミットメント  

 社内で独自に開発した設計ソフトウェアは比較的規模が小さく、機能も少ないものが多

いが、それでもメンテナンスを怠ると使用されなくなってしまう危険がある。実際に有用、

有効な将来の設計ソフトウェアを開発するには、設計の片手間に作成するのではなく、包

装機械械のことを隅々まで知り尽くした包装機械械のベテラン技術者が個々の包装機械機

種専用のテイラーメイド設計ソフトウェアを開発することに専念することによってこそ、

手に入ると考えられる。包装機械のことを知らない一般のソフトウェア開発会社に期待し

て開発してもらうよりも、良質で安価、高機能、高速の設計ソフトウェアができるものと

期待できる。  

  

 以上のように、本報告書は、包装機械産業における機械設計ソフトウェアについて、現

状と可能性を調査し、また先進事例の収集を行い、さらにアンケート調査によって包装・

荷造産業に関係する人々の機械設計ソフトウェアに関する意識を調査分析したものである。 

 包装機械産業に関与する人々が、包装・荷造機械の設計能力を高めてゆくために、本報

告が役立つことを希望している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。  

  


