
AMを使用している
企業向けのソフトウェア
端から端までの積層造形の
ワークフローを
最適化、自動化する



AMを最大限活用していますか︖

事業において積層造形の利点を十分に活用したいのであれば、
製造全体を通して行われる切れ目のないワークフローが必要です。
それは、従業員とサプライヤーのネットワークの両方が常に利用できるものです。
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エンタープライズ
platform



積層造形の最大限の利点を受ける

特定
積層造形に

切り替えられる部品

連携
積層造形のワークフローに
切れ目なくアクセスする

ANALYZE 積層造形の投資の投資利益率 (ROI)

SECURITY ワークフローのあらゆるところでエンタープライズレベルのデータ保護を使用

注文
社内と外部の
サプライヤーから

スケジューリング
効率的な製造計画の
ためのツールによって



ある事業が製造の全ての段階を一体化させるとき、　
その積層造形のワークフローは真に最適化され得る





IDENTIFY COLLABORATE ORDER SCHEDULE

特定 
どの部品が積層造形できるか自信をもって

弊社の積層造形部品アイデンティファイアー（AMPI）を貴社の
チームで使用することは、手元に個人的な積層造形の専門家を置く
ようなものです。AMPIは、積層造形に移行できる社内のアイテムを
正確に指摘します。それは自動化されたものであるため、貴社はすぐに
利益を得ることができるのです。

AMPIは、在庫に焦点を当て、社内の至るところからもたらされる使用
事例を特定することによって貴社のデータの価値を引き出すため、
市場で実証されている構造化された分析を使用します。AMPIは、
積層造形で製造する上で技術的に実行できる、そしてより安くより
効率的な部品を集めます。



在庫分析 

新たなAMの
ビジネスケース

AMの新たな使用事例それぞれに
つきクライアント様の製造コストを
最大80％削減

Y軸
経済スコア

X軸
技術スコア

使用事例の
スクリーニング



AMPIは、在庫に隠れた
積層造形ができるアイテム
を明らかにします

在庫分析

CONNECT

既存のERPと
SAPの在庫

ANALYZE

部品の情報と
CADモデルの
メタデータ

TRACK

積層造形ができる
時点での部品の
ライフサイクル
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貴社のエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）のデータベースに
は、既に新たな積層造形のビジネスケースを見つけるために必要なもの
全てがあります。AMPIは、どのアイテムを伝統的なものから積層のものに
移行させるかを自動的に明らかにするアルゴリズムと結び付けることによって
この情報を構造化し、活用する方法を貴社のチームに提供します

このソフトウェアは、チーム全体に明確に焦点を当て、次の積層造形の
決定を導くために、個別の部品のメタデータやCADモデル分析、製造
要件、使用シナリオを結び付けます。



事業のあらゆる場所から
AMの使用事例を集める

使用事例のスクリーニング

潜在的な部品の提案を
受け取る

自動的なAM適合評価
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従業員
貴社が今後も長く効率的かつ費用対効果の
高い状態でいられるよう、チーム全体の情報
源を加えることで、最良の積層造形の使用
事例が常に特定されることを確実にします。

顧客が積層造形の使用事例の　　　　
スクリーニングを実践する方法

設計者
AMPIは設計者の役に立ちます。部品が積層造形
で製造されると最初から知っていれば、設計を適合さ
せることができます。より良い設計であればより良い
部品になります。

顧客
特別な要望が来たとき、迅速なAMPIのスク
リーニングを行えば、必要のない電話やメー
ルに割かれる数時間、あるいは数日の時間
を節約できます。販売チームは、積層造形
を使用してその要望に対応できるかどうかを
数秒で確認できます。

購買
AMPIはその知識を提供します。購売チームは、
積層造形適合性に関して手持ちのデータ要素を
使用して個別の部品を見直すことができ
す。AMPIの部品のライフサイクルの追跡に基づく
アラートからも恩恵を受けます。この情報を備える
ことにより、購買部門は推量との差を埋めるのでは
なく、十分に情報を得た上での決定を行うことがで
きます。 3YOURMIND 
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連携する 
全ての関連部署を参加させる
単一のプラットフォームにおいて

チーム全体に共通の理解を持たせるということはかなり型には
まったアドバイスですが、ある組織が設計から製造までのワー
クフロー全体をデジタルに移行させる際、部品を製造に移行
させることがいかにシンプルになり得るかを経験するでしょう。

このプラットフォームを使えば、最初から最後まで可視化さ
れ、明快なプロジェクトのコミュニケーションに対する全ての
障害が事実上取り除かれます。議論の文章と3Dデータを
1つの場所で見ることができ、標準化を活用することで全員
がより多くのものを達成できます。
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チームの連携
プロセスの全ての段階に明瞭さ、
透明性、効率性を加えます

製造の調整を行い、3Dモデルを調整
し、承認を管理することに関連する対
話は3Dプロジェクトとは別に保存され、
協力者全員が閲覧することができま
す。自動の通知により、各部品が製造
チェーンに移行した際に全員が情報に
遅れないことが確実になります。
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このプラットフォームでは、15を超える主要なCAD
ファイルタイプからモデルを受け入れ、それらを1つ
の標準化されたビューアーで表示し、単一の3D
プロジェクトの中に全ての補足書類を集めます。
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1点集中型の 
データストレージ
1つの接続先にAM在庫と
製造のリストを集めます



カスタム部品要件
従業員と顧客の　　　　　　
個別のニーズを調整します
注文プロセス中に製造と部品の仕様を集めること
により、部品をより素早く製造に移行させ、起こり
得るエラーを減らすことに役立ちます。
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注文 
推測を時代遅れにする、即座で正確な価
格設定とリアルタイムの比較ツールによって
ファイルの印刷適性が確認され、素材と仕上げ技術を選択する
と、3YOURMINDのエンタープライズのソリューションにより、
価格設定や納期と併せて適合する社内と外部のサプライヤーの
一覧が提供されます。

言い換えると、推量ではないということです。十分に情報を得た上
での注文を行うために必要な全ての情報を持つことになるのです。
ジョブに対して最も良い印刷サービスを選択するだけで、自動化
された注文プロセスを始めてください。
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CAD 見積り

仕様書

外部

素材

社内

自動の価格設定 

手動の価格設定
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印刷適正の確認
製造に入る準備ができていて、
最適化されたファイルのみを
明らかにします

3Dモデルのビューアーに弱点が表
示されるため、チームはファイルをど
のように修正する必要があるかを正
確に把握します。各モデルは、メッ
シュデータを作成するため、入力の
多様性を保証し、数字上・位相的
な矛盾を修正し、デジタルの影響
を取り除くことによってさらに最適化
されます。全ては元々の部品の形
状を維持しながら行われます。



即座の、　　　　　
正確な価格設定
素材の種類、後処理の方法、必要なサポート
素材、オリエンテーションを含むあらゆる関連要素
に基づいて価格設定の式を作成します。
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弊社の完全にカスタマイズ可能な価格設定
の式により、従業員からの注文を24時間
年中無休で受け入れることができ、貴重な
時間を節約できます。
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全サプライヤーに対する
単一の接続先
社内の機械と外部の
サプライヤーの対照比較を使用

外部のサプライヤーによって、素材の選択
を拡大させたり、さらに機械に投資する必
要なく一時的に機能を追加したりすること
ができます。
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自動的な注文管理
自動的なメールの更新やオンライン上の追跡に
よって、製造の状況に関して全ての部署を情報
に遅れないようになります

このプラットフォームは見積り、受領証、
請求書、積荷書類といったプロジェクトの
日常的な書類を自動的に作成します



スケジュールを組む 
最大限の効率に向けて製造フロアを組織するために
統合された追跡と機敏な提案を使用します

手動のプロセスを調整するために必要な利用できるツールを全て活用していますか︖

3YOURMINDの「機敏な製造実行システム（MES）」は、受注と製造チームを仲介するも
のです。このソフトウェアは、貴社のプリンターを強力に稼働し続けるために、造形の提案と部品
の優先順位付けに基づいて機械のオペレーターに助言を行います。

カスタムワークフローにより、社内の特有のプロセスに基づいてタスクのスケジュール組みやワーク
フローの経路の設定、部品の追跡に対処します。弊社のソフトウェアにより、積層造形の増加
に合わせるために調整できることを確実にします。
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スマートな　　　　　　
部品の優先順位付け
最も効率的にし得るジョブの
スケジュール組みを行うための
自動的な提案を提供
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スケジューリングチームは、注文やデータを探るこ
となく素早くジョブを作成するために、素材、
納期、優先順位に基づいてジョブ構築リストを
自動的に作成することができます。納品
スケジュールをこれまでになく簡単に維持すること
ができます。
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貴社が扱うそれぞれの製造シナリオにカスタムのプ
ロセスを加えることにより、正確な納期を維持する
助けとなるよう、機敏なMESが進展を追跡し、よ
り良い作業の見積りを行うことができます。

カスタム
AMワークフロー
スケジューリングとジョブ割り当てを、
正確な製造と後処理のワークフロー
と一致させます



製造計画
製造フロアにおける全ての機械と
印刷ジョブの正確な概要を示します
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チームは、プロジェクトの納期を守るために
ジョブを素早く編集し、印刷稼働の見積りと
スケジュールに組み込まれたダウンタイムを
使用することによって正確に計画を立てること
ができるようになります。
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分析 
徹底した積層造形のワークフロー
に沿ってパフォーマンスを最適化
するために。

従業員の行動を理解することにより、従業員の個別のニーズに
適応することができます。エンタープライズ・プラットフォームには、
注文プロセスを通して従業員がいかに関与しているかを正確に
追跡する分析ツールが含まれています。

今後の需要と素材の使用を推定し、プリンターの使用と利益を
増加させる注文や顧客の種類を特定するための枠組みを
提供するために、特に積層造形を使用している企業向けに
発展された分析レポートを使用します。エンタープライズ・
プラットフォームは、積層造形に対してデータ追跡の強味を
もたらします。



データ主導の
パフォーマンス最適化
製造サイクルの各段階における
明確な報告を使用します

弊社のレポートは、製造量に対する
追跡プラットフォームの使用から注文の
処理まで、積層の個別のニーズに合う
ように発展されています。
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貴社のブランドに合うように
外見をカスタマイズします

ウェブベースと自社運用の
ソリューションから選択

自社運用ウェブベース



セキュリティの特徴
\ 複数要素のデータ認証

\ 送信中と蓄積時の暗号化

\ 自動的なシステムの監視、直接のアラート、 
実例のロギング

\ 重構造のプラットフォームの許可

\ EUの一般データ保護規則 
（GDPR）に準拠

\ 連邦取引委員会法に準拠 
（合衆国法典15編41～58条）

製造の未来のために構築された
安全なプラットフォーム
弊社は既に、航空宇宙、自動車、医療、物流産業における世界
最大の製造業者の一部に対して安全なプラットフォームを提供して
います。

こうした業者が将来の製品を構築する際、弊社は製造プロセスの
各段階において企業レベルでのセキュリティを維持する重要性を
理解しています。



3yourmind.com/enterprise-demo

未来に挑む

積層造形のワークフローの中で自動化を統合すること
は、イノベーションの最前線にとどまる上で重要です。
組織に関する詳細を自動化するツールの正しいパッ
ケージソフトを採用することにより、チームは重要なこ
と、つまり効率的かつ創造的な製造を進めていくこと
ができます。

最適化されたワークフローは、貴社を競争的にする以
上のことをします。このワークフローによって、貴社は今
日世界で起きている最もエキサイティングな発展の1
つにおけるリーダーになるのです。

積層造形は今まさに飛び立ちつつあり、それを止める
ものは何もありません。貴社を助ける自動化と最適化
によって、未来に挑む用意ができているのです。 最適化されたAMワークフロー

を体験してください。

http://3yourmind.com/enterprise-demo?utm_campaign=Online%20Magazine&utm_source=Online%20Magazine&utm_medium=Enterprise%20Magazine%20EN
http://3yourmind.com/enterprise-demo?utm_campaign=Online%20Magazine&utm_source=Online%20Magazine&utm_medium=Enterprise%20Magazine%20EN


貴社の事業は積層造形を

最大限の可能性まで使っていますか︖
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