
Web会議搭載型 ROBO図面管理

Sr3 機能概要



ROBO図面管理システム

【クラウド型 人工知能図面管理】
■非対面型製造モデルの実現

各種バラバラデータを『製造図面に自動紐付管理』

●特徴１ 収集・保存_ハイパーリンクロボット
社内のバラバラデータを 人の手を介さず
12箇所のデータ自動収集

●特徴２ データを自動でまとめます_５Sロボット
収集データを製造図面中心に 自動紐付け管理

●特徴３ 全社でデータ共有が可能（200台クライアントフリー）
離れた場所の工場・部署・製造現場でも、情報共有可能

●特徴4 非対面型製造モデルを実現
テレワークに最適なweb会議でも図面等、社有化情報を安全共有



alfaDOCK全体構成

※図面管理を中心とした非対面型モデルへの製造変革を実現

生産管理データ

作業指示書（紙） 品質管理書

三面図データ

製造現場データ
①収集・保存

”最大12箇所”
各種データ自動収集

CAD

設計(CAD/CAM)

５Sロボット

『図面データに自動紐付け』

③全社共有
最大200台端末で共有可能

④テレワーク対応
alfaDOCKのweb会議システムが

テレワークをサポート

④外注管理
alfa-web会議システムで

外注管理可能

②データを自動でまとめま
す

①収集・保存

③全社共有

④テレワーク対応

④外注管理

Web会議



運用例(web会議-加工編集会議)

製造現場

経営者 現場責任者

Web会議
加工編集会議

事務所

設計(CAD/CAM) 会議
『製造現場とWEB会議接続』
製造現場からリアルタイムで撮影した
製造物で設計会議

製造能力／営業会議
『現場責任者とWEB会議で接続』
製造能力カレンダを使って、
製造能力把握＋営業会議を実施

製造能力会議
『経営者とweb会議接続』
計画生産データを共有し
製造能力会議を実施

製造可否会議
『設計チームとWEB会議で接続』
製造可否を会議
現場ノウハウとすり合わせ



テレワークカレンダー〜web会議連携

■alfaDOCKテレワークカレンダー
・alfaDOCKテレワークカレンダーは、定例会議や緊急SOS会議を
用意する事で、事前に必要なデータを呼び出してくれます。

Web会議連携

必要な情報を自動立ち上げ



web会議-加工編集会議

溶接注意

書き込み者

ALL

メンバA

メンバB

メンバC

メンバD

・alfaDOCKのweb会議は、製造図面で自動整理したデータをWeb会議にて
手書きと会話で、テレワークで円滑なコミュニケーションをとる事が出来ます。
また、加工編集会議では製造図面をベースに始めるなど、自動で必要な情報を
用意した会議を始める事が可能です。

手書きで書き込みが可能

Web会議で円滑コミュニケーション

alfaDOCKで自動整理されたデータで会議



web会議-加工編集会議

溶接注意

書き込み者

ALL

メンバA

メンバB

メンバC

メンバD

・alfaDOCKのweb会議は、専用ソフトなしで３Dデータの会議を実施でき
３Dデータを使った、製造現場〜CAD担当者で加工編集会議を行う事が出来ます

手書きで書き込みが可能

Web会議で円滑コミュニケーション

alfaDOCKで自動整理されたデータで会議



データ活用

高速検索

人工知能類似品
検索

alfaOFFICE データ蓄積・
PDF変換表示・ダウンロード

マシン
ロードバランス

データ進化
（ alfaPDM ）

各種ドキュメント

ERP

alfaOFFICE

データ収集

生産管理sys出力
製造指示書など

スキャン＋OCRソケット

生産管理

顧客管理

製品管理

在庫管理図面

CADデータ

CAMデータ

alfaCAD

RPAロボットソケット

プリンタソケット

CSVソケット

alfaSCAN

alfaCAMERA

部品表
（BOM）

製品情報管理
（PDM）

Gaia見積り

図面

複合機

PC

スマホ／
タブレット

工場用
スキャナー

クラウド
データベース

情報源
工場内に存在する多種

多様なデータ

alfaDOCK 各種
システム連携

多様なシーンで活用
（検索/分析/報告/指示）

オンプレミス・クラウド連携

ＫＩＯＳＫ端末

工程計画
実績管理

工程情報

テレワークカレンダ

Web会議

alfaDOCK詳細構成



alfaDOCK自動まとめ 例

生産管理データ

ネスティングシート 不良対策書

三面図 原図

製造現場データ

①収集・保存
”最大12箇所”

各種データ自動収集

CAD

自社図面(DXF)
①収集・保存

５Sロボット

『図面データに自動紐付け』

②データを自動でまとめま
す

図面123図面123-加工

CAM３DdataBOM曲げ情報 CAM

図面123

製造現場写真



２．個別機能概説

alfaDOCKが提供する機能のうち、主な機能について概説します。
2.1 データ収集、蓄積

1) alfaオフィス（社内データ共有化）
2) alfaソケット
3) スキャン＋OCRソケット（図面自動OCR取込＋PDM化）

図面データ自動振分保存､OCR自動読み取り､自動PDM化
4) RPAロボットソケット（図面自動OCR取込＋PDM化）
5) プリンタソケット（自動データ化＋RPA処理）
6) CSVソケット（alfaERP連携＋Gaia製造手配 自動発行連携）

2.2 データ進化（ alfaPDM ）
・ものづくり情報『クラウド一元管理』
・BOM(部品表）からの必要情報取出し
・製品に紐注いたものづくり管理
・alfaSCAN （ 専用スキャナ図面取込)
・alfaCAMERA（ スマホ用アプリ写真･図面取込)
・alfaCADデータのクライアントフリー閲覧

2.3 データ活用
・テレワークカレンダー
・高速検索（図面番号、顧客名、材質など様々な情報）
・人工知能類似品検索
・外注管理
・マシンロードバランス（工程山積み見える化・着完処理）

2.4 工程計画、実績管理



１．alfaDOCK機能全体説明

alfaDOCKの基本機能は、
①データ収集機能の集合体である「alfaソケット」、
②データ蓄積および検索機能を提供する「alfaオフィス」、
③図面を中心とした製品情報活用機能｢alfaPDM｣、
④データの高度活用機能「Gaia」
より構成されています。
右図は、 alfaDOCKのメニュー画面です。alfaＩｏＴソリューション全体メ

ニューの入口となっており、当画面に各種オプションソフトウェアが追加され
ます。 alfaDOCKの各機能の関係および情報利活用の流れは以下の通りです。

ＰＣ特定フォルダ、スキャナ、ＣＡＤ、
カメラ、ＩＯＴツール等からのデータ収集

ＰＣ等からの
ドキュメント等
アップロード

生産情報(*1)
自動５Ｓ化

(*1)図面、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ、
写真、ノウハウ集等

生産情報(*1)
自動５Ｓ化

ユーザー・ソフトウェアによる情報の高度利活用

情報の
高度活用

alfaソケット

GaiaalfaPDM

Alfaオフィス

alfaDOCKでは、 alfaソケットから収集した各種情報（図面、
製品情報（BOM,PDM）を自動的にデジタル５S化し、alfaPDM
として整備します。alfaPDMは、写真、ノウハウ／クレーム情報
等、製造に必要な各種ノウハウ情報も併せて管理します。
これらの情報は、全文検索、AI類似品検索といった高度な検索

機能等でユーザが利用できます。また、CAD、見積りソフト、
生産管理ソフト等の各種アプリケーションソフトウェアからも、
これらの情報が活用できます。



2.1 1) alfaオフィス（社内データ共有化）

以下の機能を有するクラウドストレージサービスです。
❏基本機能
①データ管理

Word/Excel/PowePoint/PDF/写真等のドキュメント､紙図面、およPDF/DXF/DWG/3D
(図面)を収集、管理します。
管理対象のDXFデータ、MS-Office系データを、alfaDOCKが環境依存の無いPDFへ、
複製して自動変換します。この為、これらのデータが端末を選ばずに、ブラウザ利用可閲
端末であれば閲覧可能です。
表示形式は、サムネイル/一覧表示の切替です。

サムネイル表示 一覧表示



2.1 1) alfaオフィス（社内データ共有化）

②データ収集
alfaオフィスヘはPC等の端末から、Drag&Dropあるいは、
ファイル又はフォルダ選択により手動でアップロードを行います。
（尚、図面等のデータの多くは、alfaソケット(後述)により、

alfaPDMへ直接アップロードされます｡）

①Drag&Drop

②アップロードボタンクリックにより出現
するダイアログボックスから、
ファイルあるいはフォルダを選択



2.1 1) alfaオフィス（社内データ共有化）
③属性の管理
ファイルに任意の属性を付加できます。付加した属性でデータの検索ができます。
属性項目は、製造現場で必要となる、顧客名、部門名、製品名、材料、マテリアル，
設計者、図番等です。また、製造工程に関する情報も付加できます。
これらの項目は、設定により追加、変更が可能です。



2.1 1) alfaオフィス（社内データ共有化）
④alfaPDMへの連携
属性としてキー項目および図番が設定されたファイルは、
alfaPDM（デジタル５S）が自動生成されます。

生産情報(*1)
自動５Ｓ化

alfaソケット

alfaPDM

Alfaオフィス

生産情報(*1)
自動５Ｓ化

(*1)図面、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ、写真、ノウハウ集等

データの流れ

alfaオフィスにて、属性に図番を設定すると、自動的
にalfaPDMに当該図番のフォルダが作成され、同じ図
番を持つファイルは全てフォルダにコピーされます。

alfaソケット(後述)により収集される各種データも､同
じ図番を有するものは全て、同一フォルダ内に整理さ
れます。



2.1 1) alfaオフィス（社内データ共有化）
⑤その他の機能
・管理者/一般/ゲストの3種類の権限Userを自由作成
・全文検索（PDF,MS-Officeドキュメントのなか見文字検索）
・データは高セキュリティクラウドで管理
・標準で1TBまで使用可能



2) alfaソケット

alfaソケットは多種類のリソース（スキャナ、プリンタ、CADデータ等）からデータを収集
し､alfaDOCK内の各ソケット対応フォルダにデータを保管すると同時にalfaPDMへもデータを
保管します｡この際､図番が付加されているデータは､alfaPDMの図番対応フォルダに保管されま
す。
この機能により、alfaオフィス経由で取得されたデータと、 alfaソケットで収集されたデー

タが、 alfaPDMにより統合管理されます。

PC（CAD等）

スマホ／
タブレット

工場用
スキャナー

alfaPDM

alfaソケットメニュー画面



alfaソケット機能を使用する為には、alfaDOCKソケットサービスをPCにインストールした
上で､ソケットサービスの対象とするフォルダを定義します。

alfaDOCKソケットサービス設定画面

2) alfaソケット



3) スキャン＋OCRソケット
（図面自動OCR取込＋PDM化）

スキャン
クラウド
自動保存

OCR
チェック
自動登録

PDM化

ご利用中の複合機で
『図面』をスキャンするだけ

スキャン後自動的に、
図面データは

alfaDOCKに保存されます

必要な赤枠の情報だけOCR機能
で自動読み取り

※図面フォーマットは統一する必要があります。
※紙の状態により読取精度が変わります。
※読み取りたい箇所は変更出来ます。

OCRで読み取った情報
に誤りが無いか再確認

XXXX
SEHC
43506

使う

読み取った図面はＰＤＭ化

図面番号、顧客名、材質など様々
な情報で必要な図面を高速で検索

XXXX



手配NO 工程 手配先 内外手配日付 製番 品目手配納期 手配数残量 担当者名

2018-420 6733 2018-420 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6728 2018-425 M000083263-00
第二折り曲げ
工程２

第二折り曲げ
工程２ 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6734 2018-420 M000083263-00 スポット溶接 スポット溶接 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6735 2018-425 M000083263-00
第二折り曲げ
工程２

第二折り曲げ
工程２ 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6729 2018-420 M000083263-00 コーキング工程 コーキング工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6730 2018-425 M000083263-00 コーキング工程 コーキング工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6731 2018-420 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6736 2018-425 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 本社

2018-420 6735 2018-420 M000083263-00 スポット溶接 スポット溶接 社内 GL内水切り 105 本社

★alfaERP

既存生産管理から必要情報を
自動IoT化

既存生産管理ソフト

alfa RPA
自動連携

4) RPAロボットソケット
（図面自動OCR取込＋PDM化）



印刷

5) プリンタソケット
（自動データ化＋RPA処理）

プリント指示
クラウド自動
保存

紙自動印刷
ＲＰＡ自動処

理
マシンロード
バランスへ

いつも通り、ご利用中のソフ
トウェアから『作業指示書を
プリント指示』するだけ

プリント指示後
自動的に、作業指示書が
alfaDOCKに保存されます

プリント指示後自動的に、

作業指示書がいつも通りプリンタ
から印刷されます
※プリント有無は任意選択

※読取箇所は、初期設定で選択出来ます。
※作業指示書フォーマットに限定は御座いません。

作業指示書に書かれている情
報をalfaRPAが自動認識しマ
シンロードバランス作成

使う

マシンロードバランスでベンディ
ング工程やブランク工程の山積情
報・着手完了が取れます。

※着手完了情報はalfaERP連携します。



手配NO 工程 手配先 内外手配日付 製番 品目手配納期 手配数残量 担当者名

2018-420 6733 2018-420 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6728 2018-425 M000083263-00
第二折り曲げ
工程２

第二折り曲げ
工程２ 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6734 2018-420 M000083263-00 スポット溶接 スポット溶接 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6735 2018-425 M000083263-00
第二折り曲げ
工程２

第二折り曲げ
工程２ 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6729 2018-420 M000083263-00 コーキング工程 コーキング工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6730 2018-425 M000083263-00 コーキング工程 コーキング工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-420 6731 2018-420 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 荒木第二

2018-425 6736 2018-425 M000083263-00 レーザー工程 レーザー工程 社内 GL内水切り 105 本社

2018-420 6735 2018-420 M000083263-00 スポット溶接 スポット溶接 社内 GL内水切り 105 本社

★alfaERP

既存生産管理から必要情報を
自動IoT化

既存生産管理ソフト

CSV
自動連携

6) CSVソケット
（alfaERP連携＋Gaia製造手配自動発行連携）



❏事務所・工場内に点在する製品に関する情報をクラウドに収集し５S管理
”三面図”・”CADデータ”など設計データのみならず、
製造現場での、ものづくり情報を『クラウド一元管理』を行う事が出来ます

❏製造管理
BOM(部品表）の作成／編集が容易に可能、かつ、必要な情報をすぐ取り出す事が出来ます。

2.2 alfaPDMの特徴使う

①BOM(部品表）登録の流れ

新規追加 図面および親子関係登録 親子関係表示



BOM構成図表示
（アセンブリから製造部品まですべてを管理表示）

三面図データ、３Dデータ
（設計データ管理）

各種資料・写真/動画・検査データ
（製造情報の管理）

2.2 alfaPDMの特徴使う

②BOM情報および各種情報の閲覧



『▲▲▲-2（子2）』『▲▲▲（親）』 『▲▲▲-1（子1）』

製作指示書 図面 製作指示書 図面

『XXXX』の中

『XXXX
』

2.2 alfaPDMの特徴

alfaSCAN

❏製造現場からの製品情報ダイレクト収集
製造現場から、スマートフォン用専用アプリ(alfaCAMRA)や
専用スキャナ（alfaSCAN)を介して、効率的に製品情報の収集・蓄積が可能です。

alfaCAMERA写真を撮るだけ

スキャンするだけ

使う



使う
2.2 alfaPDMの特徴

(製品に紐注いた、ものづくり管理）

各部品データ管理が出来、バラバラなデータを一元管理
※カメラソケット、alfaSCANデータが自動紐付きし、データ保存されます。



使う

alfaCADデータは、どの端末でもalfaDOCK上で
閲覧出来、端末を選ばない、効率業務を行えます。

※データ管理＋現場利用＋Gaia見積への利用も可能です。

2.2 alfaPDMの特徴

(製品に紐注いた、ものづくり管理）



使う

2.3 データ活用（人工知能alfaDOCK類似品検索）
(ソケットで収集した三面図、3Dデータを類似品検索）

３Dデータ類似品検索で、探す手間・ムダを無くします。

検索結果(0%に近いほど近似）

検索対象

CAM



使う

2.3 データ活用（外注管理）
（ためたデータの外連携及び外注管理）

●外注先管理
alfaDOCKは、外注先と特定データ共有を行える『エアポート』機能を備えている為
外注先へ発注したプログラムデータ／納期データ／進捗データを
テレワークで確認・管理を行うことが出来る。



使う
2.3 データ活用（テレワークカレンダー）

全社カレンダ共有
alfaDOCKはデータ共有だけではなく、全社員のカレンダ共有を可能とします。
テレワークに最適なクラウド型カレンダと図面AI／web会議システムが連動し、
テレワークでも迷いなく製造を行う上での、

指示・ロット管理・トレーサビリティを行う事ができます。



使う

2.3 データ活用（人工知能alfaDOCK類似品検索）
(ソケットで収集した三面図、3Dデータを類似品検索）

三面図の類似品検索で、探す手間・ムダを無くします。

検索結果(0%に近いほど近似）

検索対象
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使う

2.3 データ活用（マシンロードバランス）
(工程山積み見える化・着完処理）

作業指示書からプリンタソケットで
各工程の山積み・着手完了がIoT化した運用出来ます。
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使う 2.4 工程計画・実績管理

【所要量計画】

・所要量計画
受注データから在庫数／リードタイムから、
所要量を手配するシステムを保有しております。
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使う

自動手配システム

・自動手配システム
受注データから在庫数／リードタイムから、
購入先への自動発注システムを保有しております。

2.4 工程計画・実績管理
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使う

工程計画

・生産管理システム連携と工程スケジューラと
連携したシステムにより、生産計画（山積み・山崩し）
製造実績の把握をする事が出来ます。

2.4 工程計画・実績管理


