
時空間を超えた働き方の創造

２０１６年７月２７日

（株）ＳｉＭ２４

代表取締役社長 大木滋
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■ビジョン

（１）受託解析サービス

・応力解析

・熱流体解析

・振動解析

（２）コンサルタント

・放熱設計 ・強度設計

・粘弾性反り解析

■事業内容

（３） CAEに関するソリューション提供

・設計者向け熱解析ツール販売

・CAE導入の技術支援、人材育成

電子部品、電子機器一般に関するシミュレーションサービス

デバイスの振動解析
電子機器の
熱流体解析

受託シミュレーション
サービスのご提供

・コストパフォーマンスの良い
・２４時間以内に対応する即答性をもった

パナソニックの
ベンチャー企業
（２００５年設立）

（株）ＳｉＭ２４の会社概要



代表取締役 ： 大木 滋

技 術 開 発

営業部門

（株）ＳｉＭ２４

<中兼任>

〈大木兼任〉

Ａ氏（元ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 半導体社）

Ｂ氏（元ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 生産技術研究所）

Ｃ氏（元ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 本社Ｒ＆Ｄ部門）

Ｄ氏（元ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 生産技術研究所）

技術顧問 ： 垣野 学

技術スタッフ １８名

■ 営業実績（２００８年度）

（１）実 績

受託解析 約１８０件／年間

（取引会社：パナソニック各社、

電通国際情報サービス、

サイバネットシステム、

ソフトウェアクレイドル他）

・・・・

■ 組 織

（株）ＳｉＭ２４（パナソニック ベンチャー企業）の概要

（２）分野別実績

・電子部品、電子機器

・家電製品

・半導体パッケージ、実装基板

・生産設備、産業機器

・車載機器

・環境機器

ＣＴＯ ： 中 裕之



会社理念

①ﾊﾞｰﾁｬﾙ試作により、設計期間短縮及び試作費削減に貢献

するｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術の提供

⇒後戻りの少ない論理的設計手法による設計完成度向上

・応力解析技術／熱流体解析技術／振動解析技術

②設計業務の新たなしくみ創りへの挑戦

⇒開発競争力強化（低コスト・短納期）

・２４H稼動／テレワーク／ﾈｯﾄﾜｰｸ活用

③社会的ニーズへの対応

⇒あるべき社会の創出（人口減、女性の活用、地域格差）

・在宅勤務形態／遠隔地勤務



受託
解析

構造解析
（熱応力、粘弾性、塑性、クリープ）

ANSYS

熱流体解析 （非圧縮、圧縮）
熱回路網解析

STREAM、SCRYU/Tetra、
TTE（オリジナルソフト）

振動解析（固有値、周波数応答、ランダム）
落下解析

ANSYS

電磁界解析（低周波） ANSYS

３Ｄ/ＣＡＤモデル作成 SolidWorks

ＣＧコンテンツ作成 SOFTIMAGE

ＣＡＥ技術の立ち上げ支援、教育 －

設計課題に対して、迅速にコストパフォーマンスよく
ソリューションを提供いたします！

3つのお約束 ①情報ｾｷｭﾘﾃｨ ・・・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ準拠。絶対に安全
②納期 ・・・スピーディ
③対応力 ・・・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ専門部隊

各種受託シミュレーションサービス

CAE分野のユニクロを目指します



■ネットワーク契約社員制度

業務：データ入力等単純作業

対象：主婦・他〈自宅〉

ＳｉＭ２４ 対 応

■CAEトータル支援サービス
・設備等インフラ貸与
・教育、簡単マニュアル提供
・困った時のＳＯＳサービス

シミュレーションの顧客ニーズ

顧 客 新会社ニーズ

Ⅰ．CAE体制保有

対象：半導体会社

・半導体開発部門として
CAE専門部隊保有
・特にＡＡ、Ａ級設計支援

Ⅱ．CAE体制無し

対象：半導体Ｇｒ．
セット設計部門

・半導体開発に関わり、
ＣＡＥ導入意欲はある
が現在未導入

◎ＣＡＥ業務のピークカット

・設計過渡期の業務集中
・特急対応 ・休日時の対応

急な業務変動に対応
可能な外部ＣＡＥ部隊

◎ＣＡＥ導入のハードルを低く

・意欲はあっても、金・人・時間が
無い

安価・簡単・親切なＣＡＥ
トータルソリューション

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙ集団



本社

１．解析要望打合せ（営業）
２．解析構想
①解析ｲﾒｰｼﾞ回答書作成
②見積書作成
③解析仕様作成

５．解析結果報告

①解析結果報告
②質疑対応

サテライト(経験者）

３．解析作業
①ﾓﾃﾞﾙ作成
②ﾒｯｼｭ作成
③境界条件入力
④報告書作成

ｻﾃﾗｲﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

ｻﾃﾗｲﾄ取り組み状況（写真）

サテライト（非経験者）

４．データ処理作業
④ﾃﾞｰﾀ入力
⑤ﾃﾞｰﾀ読み取り
⑥ｸﾞﾗﾌ作成

１．ﾊﾟﾅｿﾆｯｸを退職したが技術を活かしたい
２．家庭勤務時間５H以内で時間給
３．情報セキュリティー・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽが遵守できる

ﾒｰﾙ／携帯
月１回参集

ﾒｰﾙ／携帯
初期研修

解析業務

仕様作成

ﾓﾃﾞﾙ・ﾒｯｼｭ作成

ｲﾝﾌﾗ整備
報告書作成

結果報告

作業単純化

ＷＥＢ会議

顧
客

ＳｉＭ２４の作業分担



５人組制

シスター制

定期的な参集日

在宅制度の活用-１

ＩＴを活用

サテライトオフィス

明確な業務分担

ＷＥＢ会議

スケジュール共用

しくみ

働きやすさと
働きがい

自己管理＆申告制

守秘義務

技術を生かせる

スキルアップ

社員

コミュニケーション 助けあい

一人で抱え込まない



明確な業務分担 （仕事のＷｏｒｋフローができており、ｉｎ／outが明確なこと）

コミュニケーション (会社携帯、メール、WEB会議、スケジュール共有）

スキルアップ （Ｓｉｓｔｅｒ制度・・・入社１年目は専任のアドバイザーが付く）

（５人組・・・１人で悩まないための制度。お互いをフォローする）

信頼関係
黒子役の必要性 （雑務を全て引き受ける存在）

サテライト 15名（全員女性 内1５名子育て中）
正社員 ６名 （契約社員より正社員へ）

契約社員 1２名 （時給制・・・勤怠は全て自己申告制）

（解析経験者 8名 人事や企画やＳＥ出身者もいます。）

在宅制度の活用-２

現在のSiM24

在宅勤務を円滑に行うために



数値解析業務の流れと内部見積もり基準

No, 工程 項目 提出物
・課題の説明 ・問題の認知 [内容]：周辺環境、荷重条件、工程、着目点の箇所etc ・なし

・社内会議への出席 ･課題把握とアドバイス ・なし

・解析手法の検討 ・解析必要／不必要の判断
　→・どの課題部を解析で対応するのか

[考察]：解析か実験等での対応か、両者の組合せかetc ・なし

・解析手法の選択と実施可能性の判断
　→・解析種類は？
　→・解析タイプは？
　→・解析技術の難度は？
　→・解析モデルの難易度は？

[選択]：構造解析／熱／流体・・・
[選択]：静解析、動解析、固有値、周波数応答・・・
[選択]：線形／非線形（塑性、クリープ）、荷重ステップ
[選択]：二次元／三次元、モデル化範囲、モデル規模・・・

・解析イメージ回答 ・解析の概要、結果のイメージ整理
　解析イメージ回答書の作成

[内容]：・モデル形状イメージ
　　　　　・解析手法、荷重などの考え方
　　　　　・結果のまとめイメージ

・『解析イメージ回答書』
　（１枚）→承認印

・解析の仕様検討 ・解析条件、モデル、境界条件の詳細検討
　→モデル形状数と荷重条件の決定
　＝”解析計算数の決定”

[内容]：・２／３次元の決定、形状モデル数の決定
　　　　　・モデル化領域範囲、モデル化詳細度合い
　　　　　・拘束条件（境界条件）の検討
　　　　　・モデル規模、着目点のメッシュサイズect
　　　　　・荷重条件、荷重ステップ

・解析結果のイメージと仕様作成
・解析モデル形状の作成（Ｐowerpoint） ・形状モデル図

・材料物性の準備 ・材料物性収集と検討
・物性値一覧表（Excel）の作成
　／解析ソフト用物性入力用ファイルの作成

・材料物性表

・『解析仕様書』の作成 ・『解析詳細仕様書』

・モデル作成 ・座標計算
・形状作成
・物性入力
・メッシュ作成
・境界条件入力

・データベースファイル

・計算実行 ・解析実行 ・結果ファイル

・結果処理 ・POST処理、コンター図取得、データ取得
・グラフ作成

・簡易（速報）レポート作成 （注）必要な場合のみ （報告書１枚＋コンター図添付枚数）
・結果検討 ・制度検証

　→実験実施、あわせこみ、文献比較etc
[内容]：・背景／目次／理論／解析モデル・条件
　　　　　　解析結果（コンター図、図の説明）etc

・報告書

・報告書作成 ・報告書作成
・参考文献調査

・解析データ一式

Ⅲ

業務内容

Ⅳ

引合い・解析構想
（初期打合せ）

解析準備

解析計算

報告書作成
（注）必要な場合の
み

Ⅰ

Ⅱ



皆様からよく質問を受けること。

１．在宅勤務のメリット
１．１ 定性的効果
１．２ 定量的効果

２．在宅勤務のデメリット
２．１ 問題点
２．２ 課題解決策

３．なぜ、起業したか？

４．なぜ在宅勤務を始めたか？

５．今後どうしたいのか？



１．在宅勤務のメリット
１．１ 定性的効果
・小さな本社（机4個）
・災害時に強い。（電気・ネットワークが復旧すれば勤務可能）
・子育て家事に適する。（家事の合間に計算可能）
・通勤時間やお化粧時間がいらない。
・遠隔地勤務が可能。（現在、山形県・千葉県・静岡県の勤務者）
・特急対応や休日勤務が対応しやすい。
・わずらわしい人間関係が少ない。
・自分でよく考える習慣がつき、その結果スキルがあがった人が多い。

１．２ 定量的効果
・低コストな本社家賃費用
・基本は時給制。
・通勤費不要。

→ベンチャー会社（設立３１社中 ６社残存）
2年目に単年度黒字、6年目で累損解消



２．在宅勤務のデメリット
２．１ 問題点／２．２ 課題解決策

・就業時間等の管理できない。
→仕事の実績管理を行うことで、時間を管理する。
在宅勤務を全員に認めるわけではなく、必然性のある方のみ許可する。
基本的には１００％信じること。リスペクトの概念。

・内容が伝わらない。
→メール、会社携帯（社員間通話無料）、

WEB会議（管面共有で詳細ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝも伝えることが可能。ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ可能）
２ヶ月に１回程度の在阪社員の昼食会

・お願いしたいときに連絡が取れない。
→インターネットによるスケジュール管理

・教育が難しい。
→ｓｉｓｔｅｒ制度（１年間先輩社員が面倒見る。）
→お互いが助け合う風土。（５人組）
→ほめる教育。



３．なぜ、起業したか？
・梲（うだつ）のあがらない技術社員が、ＰＳＵＦ制度で起業させて頂いた。
・半導体パッケージのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝのみでなく、世の中のもっと広い分野でも
貢献したい。
・運が良かった。（時期や人材）

４．なぜ在宅勤務を始めたか？
・同じ職場の人間を連れていくことを禁じられた。
・他社との差別化要素として、ｺｽﾄﾊﾟｰﾌｫﾏﾝｽの高い仕組みとして検討した。
（松下電器でできないことをする。）
・ポスドクや女性活用で検討する。
→ＣＳＲ・ｾｷｭﾘﾃｨの観点でポスドクは、難しい。
・最初は、だれからも相手にされない。偶然、優秀な女性たちが傍にいた。
・在宅以外でやりようがなかった。（必然性）



５．今後どうしたいのか？

・２４Ｈ３６５日設計対応にできるしくみの創設
→ＩＣＴを活用した高度なものづくり。
ものづくりは全世界に移っていくが、デザイン・設計・研究開発は、日本に残したい。
残すべきものと思っている。

・遠隔地勤務（狭い日本でなぜ大都市ばかりに集中するのか？）
→時空間を超えた働き方の追求。

・女性活用、女性が一生自分の技術の仕事を続けられる環境を提供する。
→おかあさんを応援する会社。
日本人の倫理観の高さ、母親が自分の子供自分の手でしっかりと育てる文化。
（大和民族の誇り）

・日本の危機（人的資源の枯渇）
→例えば結婚して、子供を生み、また仕事に戻れるあるべき社会に戻したい。
テレワークは、仕事と子育てを両立可能なすばらしい手段と思う。



（社）日本テレワーク協会より第10回テレワーク推進賞 優秀賞を受賞

ＫＤＤＩ、富士通ワイエフシーなどと並び
優秀賞を受賞

審査委員長によるインタビュー

「完全在宅勤務」の実践が高く評価され、優秀賞を受賞
（会長賞１社 優秀賞５社 奨励賞１１社）


