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Plant 3D ツールセット

AutoCAD の Plant 3D ツール 
セットで天然ガス関連施設の 
設計を加速
Process Pipeline Services 社は、3D モデ
リングによって不整合を検出し、卓抜した
設計を実現しました。
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四角い穴に丸い釘を打つ
米国マサチューセッツ州に拠点を置く Process 
Pipeline Services 社にとって、AutoCAD に含ま
れる Plant 3D ツールセット（旧 AutoCAD Plant 
3D）は「あったら便利」というレベルを超えた、不可
欠な存在です。

同社は、パイプラインや地上施設の建設を専門とす
る、天然ガス関連のエンジニアリング・コンサルティ 
ング会社であり、米国北東部の天然ガス運送・配
給会社を多く顧客に有しています。経営者の Mark 
Wood 氏は、「3D で設計を行うことで、当社は競
合他社と大きく差別化を図ることができています。
不整合が発生し得る箇所が一目瞭然で、施工性の
確認だけでなく、保守にも活用できるのです」と語
ります。

一例として、同社の最近のプロジェクトをご紹介し
ます。メイン州ポートランドにあるガス調整ステー
ションは、古くからこの地域全体にガスを供給して
きましたが、敷地が土地収用の対象となったため、
別の非常に狭い土地に移設せざるを得なくなりまし
た。Process Pipeline Services 社は、3 棟の施
設を 1 棟に集約し、わずか 50 x 28 フィート（元の
敷地の 3 棟分に満たないスペース）の敷地に移設す
るという難題に直面しました。

「最も難しかったのは、絶えず変化する敷地計画に
対応することで、スペースの割り当てがどんどん狭 
まっていったことです」当時の様子をこう振り返るの
は、同社のシニア パイプ デザイナー、Bob Gilbert 
氏です。「これですべて上手く収まったと思うたび
に、割り当てスペースがもう少し狭くなった、などと
言われるのです」敷地や配置のパラメーターの度重
なる変更にもめげず、チームはすべての施設を敷地
内に収め、干渉を見つけ出し、1 年のうちにガス供給
を再開させることに成功しました。すべては、Plant 
3D ツールセットとともに歩んだ道のりでした。

最初からすべて 3D で
同社のプロジェクトにおいて、3D モデルは最後に
行う作業ではなく、Plant 3D ツールセットは、プロ
ジェクトの開始当初から設計を主導する要でした。

Gilbert 氏は次のように説明しています。「できるだ
け早く 3D 化したかったのです。現場に出かけて現
況を確認したら、通常 1 週間以内に 3D モデルを作
成することができます。後は、あらゆる設計をその 
3D モデルから生成できます。例外は、どうしてもシ
ンプルな線画の図面を作成しなければならない時だ
けです。それ以外は、既存の図面を基に作業を始め
た場合でも、なるべく早く 3D モデルを作成するよ
う努めています。3D モデルがあれば、やるべきこと
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を視覚化して理解したうえで、方法を考え始めるこ
とができるからです」

「3D モデルの導入は、お客様にとっても非常に有
益です」と Wood 氏は述べています。「方向や希
望の配置といった情報を事前にお客様から収集し
て、設計に取り入れることができるからです。これ
により、お客様のニーズや意向をしっかり把握し、
求められているものを納品することができます」

Process Pipeline Services 社は、3D モデルの
活用にとどまらず、現場での作業にも 3D の導入を
拡大していくことを検討しています。現場に巻き尺
を手にした作業員を数名派遣する代わりに、同社
は最近 1 台目の 3D スキャナーを購入し、設計プロ
セスの迅速化と精度の向上を図っています。
 
無数のカスタム部品
Process Pipeline Services 社の実際のモデル
制作においては、Plant 3D ツールセットのカスタ
マイズ機能が大きな役割を果たしています。

Gilbert 氏は、「当社はこの 8 年間で、多種多様な
パーツ ライブラリを構築してきた」と言います。
「現時点で、数千種類の部品を取り扱っています。
どのバルブを使うべきかが明確に分かっているの
で、以前作成したものを再利用できるのです。もし
新しく作成する必要があれば、メーカーからカット
シートを取り寄せてバルブの図面を描き、現行のプ
ロジェクトはもちろん、将来も使えるように蓄積し
ます。時には、メーカーが 3D モデルを提供してい
ることもあります」

しかし、Gilbert 氏はこう続けます。「最終的に
は、バルブにしろ計器にしろ、自分たちが求めるも
のにより近い部品の 3D モデルを作成できたほう
が、私たちにとって有益なのです。これは特にサイ
ズに関して言えることですが、見た目の観点からも
同様のことが言えます。私たちのお客様は、自分た
ちに必要なバルブがどんなものかを知っています
し、それに適うものが提供できなければ問題が生
じるでしょう」

「AutoCAD」以上の機能が求められるとき
Wood 氏も Gilbert 氏も、Plant 3D ツールセット
が自分たちの設計に多大な貢献を果たしているこ
とを過去の経験から実感しています。Plant 3D ツ
ールセットの機能や性能を使えない 2D での作業
では、期待どおりの成果は得られません。

「Plant 3D ツールセットに出会う前は、ストレス
の多い作業でした。すべての図面をあらゆる角度か
ら、3 回から 4 回描かなければいけませんでした
から」と Gilbert 氏は語ります。「どんなに気をつ
けても、その過程で多くの人為的なミスが発生する
可能性があります。言うまでもなく、3D モデルのよ
うにすべてを見通せるわけでもありません。それが
今では、たとえばある長さを調整する必要があって
も、たった一度の変更で済みます。どれだけ努力し
ても、2D では決して見えない不整合の可能性が常
にあるのです」

しかし、それにも増して重要なのがスピードで
す。Wood 氏と Gilbert 氏によれば、作業の迅速
さこそ、彼らが Plant 3D ツールセットを使う最大
の理由だと言います。お客様に完成品を納品する
のは、早ければ早いほうが良いものです。さらに、
いくつものプロジェクトを同時進行しているとなれ
ば、その管理はかなりの作業量になります。

Gilbert 氏は次のように述べています。「Plant 3D 
ツールセットの機能を使うと、非常に多くのプロセ
スを大幅に効率化できます。個人的には、2、3 人分
の作業を行えるように感じます」

AutoCAD including specialized toolsets に関
する詳細は、www.autodesk.co.jp/autocad をご覧
ください。
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