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皆さんが家やマンション、車などを購入
する時は、モデルルームなどへ行き現物
を確認しますよね。プラント設備も同じ
で、施工前にメンテナンス性や完成した
現物を確認したいということです。従来は、
2D 図面などから完成形状を完全には把
握できないため、施工途中などで設計変
更を行うことなどもありました。Product 
Design Suite によって設計モデルをあら
ゆる観点から現物に近いリアルな 3D 環
境で早期にお客様へご説明することが出
来るようになりました。
―福岡 和彦 氏
　新潟原動機株式会社（ IH I グループ）
　技術センター プラントエンジニアリンググループ
　製作・施工設計チーム
　シニアアシスタントマネージャー

Product Design Suite をトータルに活用し
3D データを社内全体で使い尽くす

Autodesk Inventor の 3D データを活かして
プラント設計における生産性の大幅改善を目指す

設計の生データを、 Autodesk 3ds Max でビジュアライゼーションすることで、作り物のCGではない、本物の強さが表現され、説得力に繋がる

プラント設計の生産性向上のために
新潟原動機は、ガスエンジンやディーゼルエンジ
ン、ガスタービン等の多様な原動機を開発設計か
ら生産までトータルに行っている、わが国有数の
原動機メーカーである。近年は、その技術を生か
してガス燃料の発電プラントやコージェネレーショ
ン等の設計施工も手がけるようになっている。そ
れだけに同社は、設計3次元化にも早くから取組
んできた。そして昨年、3次元設計の先頭に立つ
プラントエンジニアリンググループの製作・施工設
計チームが、3次元活用の新たな展開を目指して
Autodesk Product Design Suite を導入した。
同チームを率いる福岡和彦氏は語る。

「プラント設計において非常に大きな比重を占める
作業に、パイピング設計があります。実際、私た
ちの実務の8割は、このパイピングで占められてい
ると言っても過言ではありません。しかし従来から
使用していた3次元 CAD ではこのパイピング設
計が難しく、効率化を阻害する大きなボトルネッ
クとなっていました。」
厳しい市場環境のもと、プラント設計もより高
い生産性と品質が求められるようになっていくな
か、このパイピング設計の効率化が急務となっ
たのは当然である。そこで福岡氏が注目したの
が Autodesk Inventor と、これをパッケージし
たエンジニアリング設計の包括的ソリューション 

Autodesk Product Design Suite だった。
「世の中には多くの3次元 CAD がありますが、パ
イピングやワイヤリングの機能は CAD により大き
な差があります。Inventor は、このパイピング
の機能が非常に優れていました。」
従来、同社が使っていた3次元 CAD では3次
元上でダイレクトにパイピングすることができな
かったため、従来の CAD システムは2次元で考
えた上で合成投影しながら配管ルートを導き出し
て行くという大変な手間をかけていた。しかし、
Inventor を使えば、この面倒なパイピングを3
次元でダイレクトに引くことができたのである。

「言わば、3次元上で直感的にパイピングをできる
のです。設計者自身がこれを使いこなせば、パイ
ピング設計の作業負担は、現状の10分の1以下
に抑えられると確信しました。」
まさにそれは、福岡氏らにとって大きなターニング
ポイントだった。同社のプラント設計効率化を阻害
していた課題が一気にクリアされ、生産性の飛躍
的向上が可能となったのである。だが、福岡氏が 
Product Design Suite を選んだ理由は、実はそ
れだけではない。Product Design Suite に一
緒にパッケージされている Autodesk 3ds Max 
や Autodesk Showcase 等の CG 製品との連
携による新たなビジュアライゼーションへの展開が、
もう一つの重要な選定ポイントとなったのである。
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1パッケージで  Inventor から 3ds Max、Showcase が連携
設計部門が生み出す 3D モデルをスムーズ&スピーディにビジュアライゼーション

Autodesk Inventor のパイピング機能で、大幅に設計時間を短縮できる

Autodesk 3ds Max Design でライトを配置していく

ビジュアライゼーションの活用が
トラブルを抑え、生産性を向上させる

「実は 3ds Max は以前から使っていました。技術
資料に添付する 3D ドキュメントなど、ビジュアラ
イゼーション作りに活用していたんです。」同社内
で 3ds Max を使える人はそれほど多くなかった
が、当時はそれでも十分対応できていたと福岡氏は
言う。しかし近年、新たな事業戦略のもと、この 
3ds Max を含めたビジュアライゼーションへの需要
が急激に高まったのである。その背景には、自社標
準品主体の提案を推進し、発注元の合意形成を早
く確実なものとし、トータルな生産性を向上させて
いこうという会社としての戦略があった。

「プラントは受注生産品であり、1案件ごとに新しい
ものを作ります。しかし、たとえば一部に当社標準
品を使えれば、生産性は大きく向上しトラブルも抑
えられます。ただ、これを受け入れてもらうには、
お客様に提案内容を正しく理解してもらわなければ
なりません。そこでビジュアライゼーションの活用
が重要になります。」従来はこれらの提案も図面を
使ったが、お客様に複雑な図面を理解してもらうこ
とは難しく、十分ご納得されないまま計画が進んで
しまうケースも多かった。そこで福岡氏は 3D ビジュ
アライゼーションを活用することで、この問題を解
決しようと考えたのである。

「図面だったら必ず “ああしたい、こうしたい”という
要望が出るものでしたが、プラントの鳥瞰図を 3D 
のビジュアライゼーションで持っていくと反応が一
変しました。“ここまで出来てるなら、これで行ってく
ださい”と言われるようになったんです。」完成形が
明確に見えるプランだから、変更にはコストがかか
ると直感的に伝わったのである。結果、プレゼンテー
ションの“通り”が早まり納得度も向上した。しかも、
それが効果的だったのは、発注者に対してだけで
はない。工事業者に対しても大きな威力を発揮し
たのである。

「施工にあたっては工事業者に“このプランはこうい
うもので、こんな風に作りたい”と伝える必要があり
ますが、3D で説明するととても喜ばれるんですよ。
何をどうするか完成形が一目瞭然なので工程が立
てやすく、施工しやすいと言うんです。」図面で説明
していた当時は設計意図が伝わらず、やり直しに
なる現場もあったが、そうしたトラブルも急速に減っ
ていった。

このように、Product Design Suite を活用した
同社の 3D ビジュアライゼーション戦略は、導入後
間もなく大きな効果を発揮していった。だが、前述
の通り、福岡氏のチームでは以前から 3ds Max
を使っていた。ビジュアライゼーション活用に、な
ぜあらためて Product Design Suite が必要と
なったのだろうか。

「それは、この製品なら1パッケージで Inventor か
ら 3ds Max、Showcase とダイレクトに連携
し、設計モデルをスムーズにスピーディにビジュア
ライゼーションできるからです。」設計者である福
岡氏らにとって、ビジュアライゼーションのための 
CG モデル作りというロジックはあり得ない。あく
まで設計モデルをプロジェクトの進行に合わせて2
次利用することが重要だったのである。そのために  
Product Design Suite が必要とされたのだ。
現在は、設計の一部に  Pro/ENGINEER  を使用
することもあるが、他社製  CAD のデータも高精度
で取り込む  Inventor の機能を活用して、スムーズ
な設計フローを確立している。将来的には、すべて
の設計作業を Product Design Suite で統一し
ていく考えだ。

「まずはパイピング機能を中心に  Inventor の活
用をさらに拡大し、設計効率化をさらに推進しま
す。もちろん 3ds Max や Showcase も設計者
自身が使える環境づくりを目指しています。あわせ
て  3ds Max や Showcase  も設計者自身が使え
る環境づくりを目指しています。設計者自身が効
率的に  3ds Max を使えるようにするため、3ds 
Max で行う操作は3つに絞っています。1つ目は、
Inventor  から  3ds Max にデータを持ってくる
こと。その際、プラグインソフトウェアを使用し
て、Inventor  の大容量データを  XVL に変換し、
100分の1に軽量化して、3ds Max に取り込み
ます。2つ目は、3ds Max の中で、ライトを配
置すること。3つ目は、レンダリングボタンを押す
こと。たったこれだけです。」

「 "3D  データを社内全体で使い尽くす" 、つまり、
"自社製品の設計モデルを、ビジュアル化して、製
品紹介に活用する " 、 この当たり前を文化にする、
というのが、私の活動の軸となっています。 オート
デスクには、よりユーザ目線で、より使いやすいビ
ジュアライゼーション ソフトウェアを作っていって
欲しいですね。」
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