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事業内容

・各種プラント設備の配管及び機械設計

・建築空調衛生設備の設計

・Matterport撮影

・3D測量

・点群設計

・BIMコンサルティング

・ＶＲ・ＭＲ・ＡＲ事業



使用ソフトについて



主なソフト名

・AutoCAD Plant 3D（配管設計）

・AutoCAD
・Navisworks Manage（3Ｄビューワ）

・Recap Pro（点群）

・InfraWorks（インフラ3Ｄ)
・CIVIL3D(土木3Ｄ)
・Revit（建築:構造・意匠）

・Autodesk Docs

主なソフト名

・AutoCAD Plant 3D（配管設計）

・AutoCAD
・Navisworks Manage（3Ｄビューワ）

・Recap Pro（点群）

・Inventor （機械・製缶設計）

プラント設備設計には2種類のコレクションライセンスを使用（Autodesk製品）



Autodesk製品でのプラントBIM設計の流れ
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Inventorによるプラント3D設計



1.Inventorでの3D設計

【スケルトンモデル】

スケルトンモデルで寸法変更することで容易に形状変更ができます。1 2

【変更後3Dモル】

【蓋の開閉動作チェック】

3D上で、モデルの動きを入力し、干渉や機構の動作チェックを行えます。

【機構の動作チェック】



2.組付要領書の作成
作成したアッセンブリモデルからコンポーネントツイークの機能を使い、組付要領書を作成することができます。



3.InventorとNavisworksによる3D配置計画

Inventorで機器設計する際に、Revit（建築）や
Plant3D（配管）データと一緒に Navisworksで統
合し確認しながら設計します。

Inventor上で変更した3DデータはNavisworksの更
新ボタンを押すだけで、最新の状態にアップデー
トできます。

問題点があればNavisworksに朱書きしたデータを
やりとりするだけで軽いデータで意思疎通が容易
になります。

3Dでの確認がとれ、設計が最終段階に入った際に
図面作成することで、計画図の修正工数を削減で
きます。
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【Inventorでの配置設計】 【NAVISで更新】

【NAVISで距離の計測】 【NAVISで朱書き】



4.Inventorでの2D図面作成
3Dモデルを作成すれば、簡単に図面を作成することができます。
先に仕様の設定をすることで、貴社のスタイルの部品表をワンクリックで自動作成できます。
重量や個数も自動で算出するので、図面チェックの工数を大幅に削減できます。

表題欄記入1 図面配置2

3 寸法記入・部品表追加4 図面完成

【部品表エクスポート】

部品表をエクセルにエクスポートできます。
資材ご担当様に、データとして内容の受け渡しができます。



5.Inventorでの図面変更
【詳細図】

【組立図】

【全体配置図】

【3Dモデルを修
正】

3Dを修正することで、関連する2D図面を一括で変更することができます。
図面修正の時間が大幅に短縮できます。



5.Inventorでの図面変更（前頁の続き）

【尺度変更】

詳細図や断面の追加、図面の尺度変更もワンクリックで可能です。

【詳細図の追加】



6.Inventor図面をAutoCADに変換
Inventorの図面をAutoCADに変換可能です。

Inventorでスタイルエディタを設定の上、AutoCADの変換時にテンプレートを割り当てることで、
レイヤーや線種、寸法スタイルを貴社仕様に自動変換できます。
部品表は、ブロック化され、属性は無くなります。

【inventor】MSゴシック

【テンプレートを使った変換例】

【変換後部品表】
ブロック化され属性は無くなります。



Inventor・Revitの3Dデータを
dwgでplant3Dへ統合



Revit D：建築３





点群処理ソフトで撤去物の点群
データを削除し、Plant3Dデータを
Navisworksで統合し干渉確認



点群データ（Recap)を効率よくNavisworksに取込む



Revit（建築）・Inventor（機器）・plant3D（配管）・Recap（点群）をNavisworksに取込みながら作業



20

点群処理ソフトで撤去機器の点群を除去



21

機器撤去後の点群データ



22

Plant3Dデータ
を合成



Navisworksで干渉確認しながら設計



施工後に再度3Dスキャンし、3D設計データ（ピンク色）と比較検証



Autodesk Docs











Docsでの2D及び3D比較



Docsでの2D比較



Docsでの3D比較



Autodesk Docs と Matterport



DocsでのMatterport表示



Matterport（マーターポート）3D撮影

・4K画質のカメラ
・iPadで現地合成

Matterport社の
クラウドサーバーに
データをアップ
1日でAIが自動で3Dに
変換しURLが完成

インターネットさえ
繋がっていれば
PC・スマホ・タブレットなどで
簡単に誰でも見ることができる。

URLはパスワードで非公開設定が可能





維持管理用：クラウドサーバーの資料をURLリンクでタグ付け



Matterportから出力した点群：Recapで拡張子を変換し、Navisworksで読み込み



新設のBIMモデルにMatterportの点群を重ねて精度を検証



Matterportの点群を使ってリニューアル設計に使用



Matterportの撮影について

Matterport専用Pro2カメラ
・4K高画質
・1スキャン：30秒
・直射日光での撮影は不可
・点群化する際は半径5ｍ程度しかレーザーが届かない。
・寸法精度は低い

Leica  BLK360
・2K画質
・1スキャン：5分
・直射日光での撮影可
・点群化する際、半径20ｍ程度はレーザーが届く。
・寸法精度はPro2より良い



Navisworksを用いた維持管理



タグをクリックすると、

インターネットブラウザが起動

写真、動画、PDF等資料へ

アクセスできます。

・ Navisworksを用いた維持管理（BIM設計した新設の場合）

Docs



NavisworksデータからUnity
でトレーニングVR





Navisworksデータから
Microsoft HoloLens 2





映像が見えるのはHoloLens2装着者のみHoloLens2装着者の映像





自社開発ビューワのご紹介

Autocadでデータの軽量化、WEB表示用に最適化し
BIMデータをURL化



BIMデータをURL化することでスマートフォンでQRコードを読
み込み指の操作のみで簡単に3Dが見れます。



開発の経緯について

・施工業者まで、まだまだBIMが届いていない。

・ソフトのインストールやログインなどは面倒。

・操作がわからない。覚えるのが面倒。

・現場の施工業者がもっと簡単にBIMモデルを見ることが出来ないか？
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