
プラントエンジニアリング DX
データでつながる次世代プラント

インテリジェンスな図面で
プラントエンジニアリングを効率化
建設や製造分野だけでなくプラント分野においても、�D CAD による図面作成か
ら �D モデルをベースにした設計に移行しつつありますが、その機能を最大限に
活用しているエンジニアリング事例はまだ多くはありません。�D モデルを活用し
た設計は単なる作図だけでなく、属性データを持たせ、そのデータを各種工程で
活用することによって真価を発揮します。オートデスクのAutoCAD Plant �Dでは、
P＆ID 図を素早く正確に作図できる機能以外にも、�D モデルや配管図、アイソメ
図、部品表と連動するインテリジェンスな P&ID 作図を実現することができ、プラ
ントエンジニアリングの生産性を大幅に向上させることができます。そうしたイン
テリジェントな図面を作成を進めることは、クラウドによるデータ共有や API を活
用した工場の見える化、施設全体のデジタルツインなど、これから訪れる DX 時
代にも適応できるプラットフォーム作りにも取り掛かることとなり、新たなプラン
トエンジニアリングの可能性を切り拓くことができます。

AutoCAD Plant 3D を含んだ
最適なツールセット
プラントエンジニアリングの生産性を大幅に向上させる「インテリジェンスな図
面」、すなわち「情報を持った図面」を作成するにはどういったツールが必要に
なるでしょうか。そのような課題に最適なソリューションが、プラント設計や電
気制 御 設 計を含んだ � つの 分 野における専用のツールがセットになった
AutoCAD including specialized toolsets です。P&ID では AutoCAD Plant �D、
電気設計では AutoCAD Electrical など、各図面に情報を持たせ、かつそれらの
情報を親和性の高いツールセットで連携できる AutoCAD including specialized 
toolsets は、プラントエンジニアリングのデジタル化や、プラントにおける設計
情報のデジタル活用に最適なソリューションです。

プラントエンジニアリング DX の実現へ　裏面も是非ご確認ください
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*Cambash� 社のレポート「AutoCAD P&ID Productivity Study」より
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AutoCAD® と Plant �D ツールセットの
生産性比較調査レポート 設計タスク

P&ID の作成・変更

エンジニアリング データの管理
（クエリ―、変更、追加など）、

部品表（BOM）の作成（計算含む）

スペック駆動型の �D 配管、機器、
構造の作成・編集

配管アイソメ図の作成
�D 配管オルソ図の作成
配管スペックとカタログの管理
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Plant �D ツールセットを使用した場合は、標準 AutoCAD に比べ
て、全体的なタスクの生産性が ��% 向上という調査結果がでま
した。その調査レポートをぜひご覧ください。
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/plant-solution
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インテリジェンスな図面から始まるプラントエンジニアリング DX

自社の目的に沿ったスマートな DX を実現するために
昨今では数多くの企業がデジタル化や DX に取り組んでいます。オートデスクでは世界中
の企業のデジタルトランスフォーメーションを支援してきましたが、CAD の �D 化やデー
タの見える化などの取り組みが部分最適になってしまい、ビジネスの成果まで結びつかな
かった例もいくつか見られました。プラント業界においても同様で、インテリジェントな
P&ID 図の作成やクラウドでのデータ共有などは、ビジネス全体の再構築や効率化の１つ
のステップにすぎません。DX は「旅」であるという例えが良く用いられますが、各企業
が目指す DX は千差万別であり、またその工程も様々です。投資対効果をしっかりと検
証するし、それらに基づいたロードマップを作成することなど、DX を成功させるための
大きなポイントはありますが、どういった内容でどこから着手するかは、自社の置かれた
状況によってスマートに判断しなければいけません。そのためにも国内外で多くの知見を
持つ、オートデスクにぜひご相談ください。お客様の状況にあわせたデジタル化、デジ
タルトランスフォーメーションのプラン作成をお手伝いさせていただきます。

設計データをもとに業務効率化
手書きと同様の �D CAD 図面から、関連した
情報を持つインテリジェントな図面作成に移
行することで、設計を始めとするプラントエ
ンジニアリングが格段に効率化できます。さ
らにこの進化によってデジタル化されたデー
タは、今後のデジタルトランスフォーメーショ
ンの礎となります。

STEP 1

アナログ・物理データのデジタルデータ化 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 組織横断 / 全体の業務・製造プロセスのデジタル化
デジタイゼーション デジタライゼーション デジタルトランスフォーメーション

�D CAD �D CAD �D CAD + 属性情報 デジタルツイン など

インテリジェントな図面

スムーズなコラボレーション
デジタル化された情報、プロセス、業務によっ
て、社内外の様々なステークホルダーとのコ
ラボレーションが可能になります。CAD を
保有していないユーザーへのモデル共有や、
一元管理されたプロセス共有など、デジタル
プラットフォーム上に展開される様々なデー
タによって、情報管理や意思決定はさらにス
ムーズになります。

STEP 2
クラウド活用

DX やデジタルツインによる改革
あらゆる情報がデジタルプラットフォーム上
に集約されてくると、これらを利用したデジ
タルツインやスマートプラントが実現できるよ
うになります。デジタルトランスフォーメー
ションは加速し、ビジネスプロセスの再構築
や新たなビジネスチャンスの獲得など、変化
の激しい時代に対応できるプラントエンジニ
アリングに近づくことができます。

STEP 3
API によるカスタマイズ


