
 

 

Aston Martin Lagonda 社オートデスク ユーザ事例 

当社のデザイン スタジオの 
クリエイティブと製造のデジタル 
チームは、これまで別々の 
ソフトウェア ツールを使用して 
いました。 

しかし、密接に協力していること

と、互いのモデルを使うことも 
頻繁にあることから、 
Aston Martin 社のデジタル  
グループは、すべてのサーフェス

の作成を Autodesk Alias に 
統一することにしました。 

メーカーのデザイン部門はどこも、社内のデザ

イン プロセスを向上させる方法を探し続けてい

ます。Aston Martin 社のデザイン チームは、

最先端のデザインおよび 3D プリント ツール

は、さまざまなことを可能にするだけでなく、

時間短縮につながることに気づきました。 
 
今年創立 100 周年を迎える Aston Martin 社
は、イギリスを象徴する自動車ブランドです。

ウォリックシャー州ゲイドンに本社を構え、少量

生産のスポーツ カー メーカーから、有名な高級

車メーカーへと変身しました。 
 
Aston Martin 社は、ヴァンキッシュ、DB9、One-
77 スーパーカーをはじめ、数々の名車を生み

出しており、そのすべてがブランドのコア

バリューである「パワー、ビューティ－、ソウル」

を体現しています。同社のデザインチームは、
2007 年に開設された最先端のデザイン スタジ

オで働いています。 

カー デザイン プロセスを 
加速する 
 
先進テクノロジーを積極的に取り入れ、 
デザインの卓越性を追求 
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この恵まれた環境に置かれた柔軟性のある

チームは、幅広い部門にわたる 50 人のメン

バーで構成されています。全員がデザイン プロ

セス内でそれぞれ独自の役割を担ってはいます

が、決して特定の側面にのみに向き合っている

わけではありません。 
 
たとえば、スカルプト チームとデジタル チーム

のメンバーは、互いのスキルと専門知識を生か

し、コンピュータ画面の図面の 3D モデルで気軽

にコラボレーションしています。 
 
Aston Martin 社のデザイン デジタル グループ

スタジオ内のクリエイティブ チームと製造チーム

は、これまで別々の CAS ツールを使用していま

した。  
 
しかし、密接に協力していることと、互いのモデ

ルを使うのも珍しくないことから、Aston Martin 
社のデジタル グループは、Autodesk® Alias® に
統一することにしました。 
 
これにより、デザイナーの初期スケッチから製造

にいたる全行程を貫く、シームレスなサーフェス

の流れが実現しました。デザイン プロセスが迅

速化しただけでなく、大幅な効率性の向上が実

現しました。 
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Aston Martin デザイン スタジオのデジタル グループで、 
何度も耳にする言葉は、「アートからパーツまでのリアリズム」 

アートからパーツまでのリアリズム 
Aston Martin デザイン スタジオのデジタル グ
ループで幾度となく耳にする言葉は、「アートか

らパーツまでのリアリズム」です。このフレーズ

は、非常に詳細なデザイン プロセスをとらえて

いると同時に、デザイナーの頭の中にあるデザ

インがコンピュータ画面でリアルにビジュアル化

される様子をも説明しています。先進の 3D プリ

ント テクノロジーを用い、その同じデザイン デー

タをパーツの試作にも使用します。縮小パーツ

を組織内でプリントすることもあれば、トランク

リッド全体のような大型のコンポーネントをフル

スケールで出力センターでプリントする場合もあ

ります。 
 
デザイン プロセスの開始時点での初期スケッチ

(Wacom タブレットでデジタルで作成、または紙

のスケッチを Autodesk Alias にインポート)から、

コンピュータ画面でのデジタルでの検証、試作

パーツを使用した物理的な検証まで、チームの

メンバーすべてがデザインの承認に何らかの形

でかかわります。これは、どんな問題も即座に

検出されることを意味します。ずっと後のツーリ

ングや製造段階といった、変更コストのかさむ

工程で問題が検出されることを回避できます。 
 
この例がホイールのデザインです。従来は、手

作業でスカルプトしていました。このプロセスで

は、1 回しか使わないホイール デザインのジオメ

トリが、エンジニアリング部門に送られる規格に

到達するまでに、6 ヵ月かかることもありました。 
 
現在では、デザイナーが Wacom タブレットでホ

イールの円の一部を描くと、Alias がその弧を模

してホイールの全周を作成します。  
 

その後はそのデータを使用して、フォトリアルな

ビジュアライゼーションを作成し、チーム内の他

のメンバーと共有したり、3D プリンタに送信して

試作をプリントしたりします。文字通り、デザイン

がある日、「アート（art）」からそのまま「パーツ

(part）」になるわけです。 
 
別の例もあります。新しいエンジンが導入された

ことを受けて、ある自動車モデルの空気力学が

変更されたため、デザイン チームはトランク リッ
ドを新たに作成する必要がありました。新しいト

ランク リッドはテール フリップが大型になってい

ます。Alias でデザインし、ソフトウェア上で空気

力学のテストを行った後に、ラピッド プロトタイプ

により、フルスケールの金属の試作パーツを作

成しました。 
 
その後自動車に取り付けてレース トラックに運

び、テストを行いました。このすべてを、デザイン

データのリリース後、2 週間足らずで実施できま

した。 
 
革新を実現するテクノロジー 
Aston Martin 社のデザイン チームは、こうした

テクノロジーは信じられないほどの可能性を秘

めていると信じています。デザイン レビュー ミー
ティングでは、デザイナーは簡単なアイデアを
iPad の Autodesk® SketchBook® Pro アプリでそ

の場でスケッチできます。 
 
このデザイン ツールは、自動車の片側のラインと

カーブをもう片方に自動的にミラーリングします。
 

Aston Martin 社のデザイン チー

ムは高度なテクノロジーを取り入

れ、すばやく使いこなしています。 
この前へ進むことへの貪欲さは、

デザイナーと会社が一丸となって

美しい自動車を製造するという 
情熱に支えられています。 
ブランド誕生から一世紀を超える 
Aston Martin 社は、その素晴らし

い伝統を重んじると同時に、 
新境地を切り開いています。 
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作成された 2D スケッチは、誤った解釈が入り

込むことなく Autodesk Alias に直接インポートさ

れます。 
 
Aston Martin 社は最近、高解像度の大型プロ

ジェクタとサラウンド サウンド システムを導入し

て、デザイナーや組織内のその他のメンバーが

集まり、デザインを直接インタラクティブに操作

できるようにしました。 
 
フォトリアルなビジュアライゼーションとアニメー

ションにより、最新の自動車モデルまたはコンセ

プト デザインを、製造段階に入る前に十分に体

験できます。 
 
Aston Martin 社のデザイン チームは高度なテ

クノロジーを取り入れ、すばやく使いこなしてい

ます。この前へ進むことへの貪欲さは、デザイ

ナーと会社が一丸となって美しい自動車を製造

するという情熱に支えられています。ブランド誕

生から一世紀を超える Aston Martin 社は、そ

の素晴らしい伝統を重んじると同時に、新境地

を切り開いています。 
 
MFG オンラインで、さまざまな自動車業界向け

オートデスクソリューションの情報を配信してい

ます。会員登録は無料で、簡単です 
www.autodesk.co.jp/MFGOnline  


