
日揮、医薬品原薬工場における 
EYECAD® と BIM のコラボレーション
概要 
企業名： 日揮株式会社 

ウェブサイト：www.jgc.com/jp

事業概要：日揮株式会社（JGC）は、80
年以上にわたり、石油、ガス、資源開発、
石油精製、LNG、ガス処理、石油化学
などのエネルギー・化学分野から、医薬、
医療、環境、原子力、非鉄金属などに
至る幅広い分野においてプラント施設
の設計、機材調達、建設工事事業を遂
行するエンジニアリングコントラクタ
です。

業界：エネルギー、化学、医薬、医療、 
             環境、原子力、非鉄金属

国：日本

使用製品 

• EYEPIPE®
• EYELIST®
• EYEexport3D

製品導入後の成果 
• 設計情報への理解が深まる
• 設計・施工調整に効果を発揮
• 現場変更が大幅に削減
• 全体イメージをプロジェクト関係者全

員が共有

3D コラボレーションのリードが配管設計 成功への鍵

目標の明確化 
日揮株式会社（JGC）の産業システム設計部
では配管設計に長年 EYECAD を利用していま
す。特に、医薬品原薬工場では、数多くのプ
ロジェクトが EYECAD で設計されています。

（右図：実績の一部）

医薬品原薬工場でのプロジェクトには次の特
徴があります。

① 配管設計で手掛ける生産設備以外に空調・電気など様々な設備が混在する。

② 建築設計が全ての基礎になる。

上記の特徴から設計を進めるにあたり、各設備との干渉や機能を阻害しないように
相互の設計を協調させる必要があります。

3D 設計の実績が多い配管設計が全体をリードし積極的に取りまとめていく必要があ
ります。BIM (Building Information Modeling) を適用する建屋内プラントでの配管設
計は、建築やその他設備を図面から 3D モデル入力するのではなく、それらの BIM
モデルと 3D コラボレーションを行い、リードしていくことが成功への鍵と判断され
ました。

課題の克服 
3D コラボレーションにレビューモデルを活用

BIM 構築には、IFC（Industry Foundation Classes）フォー
マットを用いる事が一般的ですが、変更が繰り返され
るモデルに対応するため、今回のプロジェクトではレ
ビューモデルが統合されました。統合されたレビューモ
デルを常に最新の状態に維持し、信頼性を持たせるため、
次の作業を行いました。 

統合モデルを毎日更新し関係者へ配布 ー 更新された設
計のモデルデータを明確にするため、更新日がわかるよ
うにファイル名に日付を入れることをルール化しました。

ユーザ事例
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HEXAGON PPM について
Hexagon PPM は、産業設備の設計、建設、運転・保守のための設備ライフサイクルソリューションをサポー
トする世界的なプロバイダーです。 構造化されていない情報をスマートなデジタル設備に変換すること
で、すべての複雑な構造や設備を視覚化、構築、管理し、ライフサイクル全体にわたって安全で効率的
な運用を支援することができます。

PPM は、地理空間や産業・業界を越えて生産性と品質を向上させる情報技術ソリューションのリーディ
ングカンパニーである Hexagon（NASDAQ Stockholm：HEXA B; hexagon.com）の一員です。

お問い合わせ先
日本インターグラフ株式会社
Tel: 045-640-1191
Mail: sales.jp.ppm@hexagon.com

EYECAD へのその他の設計 CAD データの取込みをできるだけ最
低限に抑える － 建築・空調・電気の設計が同時に進み、進捗
に合わせてモデルデータは逐次変更されました。この状況で他
の設計 CAD データを取り込むと、変更頻度の多さから取り込
み済みのデータの更新を怠り、旧版を参照し続けてしまう可能
性があり、本来参照すべき統合モデルを見なくなるという大き
なデメリットがありました。

頻繁にモデルデータのやり取りが出来るようにクラウドサーバ
を使用 － 関係者がクラウドサーバで常に最新の統合モデルを
参照できる環境を作りました。

設計者に統合モデルを参照してもらうために
EYECAD を利用する設計者に、常に統合モデルを見てもらうた
めに JGC では３つの対策を行いました。

① レビューワと EYECAD を同時利用できる環境を整えた。

② 調整やチェックコメントはレビューワのタグ機能を伝達手
段として利用した。

③ 統合モデルは各設計のレビューモデルを統合するだけでな
く 2 次元図面を貼り合せて
情報量を増加させた。

これら対策から、統合モデ
ルを参照するだけで様々な
設計情報を得ることができ、
EYECAD を 利 用 す る 設 計 者
に設計がし易いと実感して
もらえるようにしました。

「常時最新の統合モデルが設
計・施工調整に大きな役割を果たしてくれました。」と福間氏
は言いました。

相互の設計を協調させるために
医薬品原薬工場のプロジェクトでは、配管だけでなく、建築・
空調・電気・計装など様々な施工会社や設計会社が関わる中で、
お互いが協調しあい、いかに効率的に 3D コラボレーションし
ていくかを考える必要がありました。そして JGC では２つの対
策を行いました。

① 空間調整会議を図面では無く EYECAD で設計した配管モデ
ルを含む 3D モデルを参照できる Web 会議ツールを使用した。

Web 会議ツールの利用に際しては、最初は音声が繋がりにくい

などの不慣れさによる問題点もありましたが、慣れると会議開
催も容易になり、多数の人が参加できるうえ出張時間の短縮に
もつながりました。今回のプロジェクトでは 8 ヶ月間で計 18
回の Web 会議を開催しまし
た。タイムリーに調整を重
ね、統合モデルを繰り返し
参照することで関係者間の
理解が非常に深まりました。

② 各 社 が 3D コ ラ ボ レ ー
ションに積極的になる様に
重要なルールを決めた。

モデルを調整時のマスターとし、モデルと現場が異なった場合
にはまずモデルでの調整を優先し、次いで現場を直すことを徹
底しました。また他の設備が終わった後から現場施工する細か
い項目のモデル入力は任意にする、というルールも決めました。
ただし、設置場所を特定する必要がある設備はモデル上に必ず
含めることにしました。

「各々が施工前に調整を終えることができたため、現場での変
更を大幅に回避できました。プロジェクト関係者全員が、プラ
ント全体のイメージを共有でき、さらに設計と施工の品質を
トータルに向上できたことは最も大きな成果であったと考えて
います。」と福間氏は言いました。

定量的な効果
今回のプロジェクトにおいて、EYECAD モデルを活用した 3D
コラボレーションによる配管設計の効率化・品質向上がどの程
度であったか 8 年前のプロジェクトと比較してみました。

現場変更コストは約 80% も削減できました。

また調整を首尾よく進め、図面作成後の変更が減ったため、設
計コストを約 30％も削減できました。

「3D コラボレーションをプロジェクト全体に用いたことによる
成功が、配管設計にも大きな成果となって表れました。」と最
後に福間氏は言いました。



高田工業所、EYECAD® との組合せで新しい技術を生み出す

概要 
企業名： 株式会社高田工業所  

ウェブサイト：www.takada.co.jp

事業概要：株式会社高田工業所は、さ
まざまな産業設備の設計から調達、製
作、建設、メンテナンスまでを担う総
合プラント建設会社で、近年は装置事
業やエンジニアリング事業へも活動の
場を拡大しています。

業界：製鉄、電力、環境、化学 、石油、 
             天然ガス

国：日本

使用製品 

• EYEPID
• EYEPIPE®
• EYESUPT®
• EYELIST®
• EYEPFA®
• EYEexport3D
• EYEpoints

製品導入後の成果 
• 精度の高い図面
• 製作図作成時間の短縮
• 単純ミスの削減
• 後戻り作業を削減

既存の技術や考え方を組み合わせ、新しい技術として活用、設計施工までのトータ
ルコストダウンと品質向上を図る。

目標の明確化 
株式会社高田工業所（略称：TAKADA）は、創業以来、長きにわたり、基礎素材産業
をはじめ、さまざまな産業設備の設計から調達、製作、建設、メンテナンスまでを
担う総合プラント建設会社として、国内外の産業発展に携わっています。近年では、
これまで培った技術・技能を活かし、装置事業やエンジニアリング事業へも活動の
場を拡大しています。

TAKADA は 2015 年に創業 75 周年を迎えており、この 75 年という区切りをひとつ
の通過点とし、また新しいスタートを切るターニングポイントとして、世界に羽ば
たく TAKADA を目指しています。

課題の克服 
EYECAD と 3D レーザスキャナーの組合せで 288 箇所の干渉回避

3D レーザスキャナーの活用例としては一般的にシミュレーションや文化財調査、構
造物調査等があげられますが、TAKADA では配管干渉チェックのシミュレーション
や構造物調査として現場スケッチでの活用を進めています。

（右図）はサンプルとし TAKADA 本社内のフロアを実際に 3D レーザスキャナーで
計測した点群データと EYECAD® で作
成した配管モデルを重ね合わせたもの
で、実 JOB でもこのようにして視覚的
に配管ルートを確認しながら事前に干
渉チェックを行います。干渉箇所は事
前に改善を行い、スプール図を作成し
ています。実 JOB の例として配管図
86 枚、スプール図 374 枚、サポート
1844 箇所という設計物量に対して 288
箇所の干渉を事前に回避することがで
きた事例もあり、工事におけるコスト
アップを防ぎ後戻り作業も削減しています。

ユーザ事例
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HEXAGON PPM について
Hexagon PPM は、産業設備の設計、建設、運転・保守のための設備ライフサイクルソリューションをサポー
トする世界的なプロバイダーです。 構造化されていない情報をスマートなデジタル設備に変換すること
で、すべての複雑な構造や設備を視覚化、構築、管理し、ライフサイクル全体にわたって安全で効率的
な運用を支援することができます。

PPM は、地理空間や産業・業界を越えて生産性と品質を向上させる情報技術ソリューションのリーディ
ングカンパニーである Hexagon（NASDAQ Stockholm：HEXA B; hexagon.com）の一員です。

お問い合わせ先
日本インターグラフ株式会社
Tel: 045-640-1191
Mail: sales.jp.ppm@hexagon.com

既設配管の更新工事でプレファブ率 100％

PE（ポリエチレン）ライニング配管の更新工事において現場施
工時の最後の配管ピースは、現場合わせにすることが一般的で
すが、この方法では最後の 1 ピースだけで「現場で合わせる」
→「ライニング工場で加工」→「現地取付け」といった工程を
ふむことから 3 週間ほどかかってしまい、「配管の取外し」か
ら「配管取付け」までを含めた現地工事期間は最低でも約 5 週
間かかってしまいます。しかし客先要求の現地工事期間が 2 週
間しかなかったためプレファブ率を 100％とする必要がありま
した。

プレファブ率を 100％にするために TAKADA では、3D レーザ
スキャナーと自社開発ツールを利用しました。まず計測位置を
検討し計測位置図を作成しました。

次に現地で 3D レーザスキャナー
計測を行い、計測で得られた点群
データの処理と解析を行っていま
す。また、既設取り合いフランジ
が傾いていることが予め分かって
いたのでフランジの傾きと中心座
標を求めるため、点群データの座
標値を自社開発のデータ処理シー
トに入力し各値を求めています。

（右図）

この様な手法を取ることで既設配
管と同じ寸法、形状を高精度で再
現する事を可能にしています。

JSME クラス 3 適用の３次元振り配管

屋外の消火配管新設工事でのことです。任意角度の曲がりや 3
次元に振った勾配がありました。通常 90 度エルボ等を購入し
任意の角度に加工しますが、設計条件として JSME クラス 3 適
用ということで 90 度エルボ等を購入後加工すると規格外にな
るために、68 度等の細かい角度を指定し事前購入する必要が
ありました。

現地は屋外ということもあり周辺に基準となる目標物が無かっ
たので、まずは客先・土木担当者と現地を確認し簡単なルー
ト図を作成しまた。続いて現地マーキングとしてルートの曲が
り部に杭を打ちそれらを糸で結び事前に計算しておいたサポー
トスパンにもとづきサポート基礎位置にリボンを付けました。 
続いてトータルステーションでの測量です。測量は先程の杭の
根元を測量し測量結果から測量点を先程のルート図上に落とし

た後、測量座標を基に勾配部の詳細なレベル計画を行いました。
最後に測量座標から EYECAD でモデル入力を行い、スプール
図を作成しました。

（下図：サンプルモデル）

EYECAD を使用した事で任意角度の曲がり部分や 3 次元に振っ
てある勾配についても正確にかつ短時間で作図を終えることが
できました。

「実際のルートを確認しながら承認を得ることができたので客
先・土木との調整をスムーズに行うことが出来たほか、この様
な手法を取ったことで精度の高い製作図を短期間で作成する事
ができ、事前に購入した角度指定エルボは、買い直しも無く無
事に工期内に工事を終えることができた」と TAKADA 高橋氏
は言っています。

次のステップへ 
TAKADA は「既存の技術の活用方法を考えるという取り組みの
中で EYECAD の更なる活用方法を考えています。

この取り組みは大きく 2 つのカテゴリーに分けています。

1.「既存の技術」＋「既存の技術」＝「新しい技術」

2.「既存の技術」＋「知識、アイディア」＝「新しい技術」

今後この様な既存の技術や考え方を組み合わせていく事で新
しい技術としての活用方法を考え設計施工までのトータルコ
ストダウン及び品質向上を図っていきたいと思います。」と
TAKADA 高橋氏は最後に言いました。



穂設計、基本設計から EYECAD® を使用しコスト削減

概要 
企業名： 株式会社穂設計 

ウェブサイト：www.mizuho-osaka.co.jp

事業概要：株式会社穂設計は東京・大
阪に拠点を置き、従業員は 16 名（2016
年 12 月現在）、平均年齢 33 歳と配管設
計業界において比較的若いメンバーで
機動力を活かしたサービスを提供して
いる会社です。

東日本のお客様へ充実したサービスが
提供できるよう、2015 年 4 月に東京オ
フィスを開設しました。

業界：一般化学、医薬・食品、

             環境関連、石油化学

国：日本

使用製品 

• EYESPEC
• EYEPIPE®
• EYESUPT®
• EYEVIEW-LT

製品導入後の成果 
• 干渉などの不具合が減少
• 操作性や動線等の確認が容易
• 後戻り作業の減少

3 次元プラント設計 CAD システムを使用し、基本設計から詳細設計、図面出力、材

料集計まで含めた一連の設計コストを大きく抑えた運用を行う。

ダイレクト入力にこだわる  
穂設計は 2004 年 4 月に現在の代表取締役　重本氏と従業員 1 名でプラント配管設計
サービスを大阪で開始しました。　翌 2005 年には 3 次元プラント設計 CAD システ
ム EYECAD® を導入し、『 設計者がダイレクトに EYECAD で入力 』をコンセプトに設
計コストを大きく抑えた運用を行っており、小型ユニットから大型プロジェクトま
で規模に限定せず利用しています。　またお客様からの要望があれば応力解析、強
度計算、現場対応、現場 SV 等、年齢層の若い技術者だからこそできる機動力を活かし、
顧客に寄り添った柔軟な対応を行っています。

EYECAD を使用しダイレクト
入力にこだわる理由はコス
ト面だけでなく、穂設計へ
の引合い案件には計画段階
の案件もあり、設計者がダ
イレクトに EYECAD で入力
する事により計画初期段階
で大きな不具合を見つけら
れ る だ け で な く、EYEPIPE®
の機能の一つである 『配管総
工事量積算表』を一瞬で自
動出力できる事から、早期
に工事量を把握出来る事が
お客様にとって非常にメリットが高いと同社　大阪オフィス常氏は言っています。

また、基本設計で作成した 3 次元プラントモデルデータを後工程の詳細設計で継続

利用することで時間・コストの削減にも繋がっています。

ユーザ事例



© 2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates.  All rights reserved.

HEXAGON PPM について
Hexagon PPM は、産業設備の設計、建設、運転・保守のための設備ライフサイクルソリューションをサポー
トする世界的なプロバイダーです。 構造化されていない情報をスマートなデジタル設備に変換すること
で、すべての複雑な構造や設備を視覚化、構築、管理し、ライフサイクル全体にわたって安全で効率的
な運用を支援することができます。

PPM は、地理空間や産業・業界を越えて生産性と品質を向上させる情報技術ソリューションのリーディ
ングカンパニーである Hexagon（NASDAQ Stockholm：HEXA B; hexagon.com）の一員です。

お問い合わせ先
日本インターグラフ株式会社
Tel: 045-640-1191
Mail: sales.jp.ppm@hexagon.com

スキルマッチによる分業
穂設計では短納期の案件に対応するため入力作業を分業してい
ます。　分業体制は JOB リーダーを頂点にし①配管材料基準

（以下 PMS）入力・バルブ登録担当、②機器入力担当、③架台・
構造物入力担当、④配管・サポート入力担当で構成されていま
す。 ④配管・サポート入力担当者は現場経験の豊富な技術者が
EYEPIPE® を使用し配管ルート計画と同時に EYESUPT® を使用し
配管サポートの計画を行います。　また運搬・搬入・施工性を
考慮したプレファブピースのフランジ位置決めも行い、操作・
美観性を確認するための人間モデルや、動線を確認するための
動線モデルの入力も
行っています。　

こ の 事 に よ り プ レ
ファブ率の向上に伴
い現地施工が減少し、
配管サポートとの干
渉などの不具合が減
少しています。 

設計品質のこだわり
配管設計に変更・追加は付き物です。　穂設計では設計品質向
上にこだわり、チェック担当者を独立させています。　例えば
機器図、建築図等の変更管理もチェック担当者が取り纏めてい
ます。　また、自社開発の品質管理ツールを活用しチェック担
当者が日々チェックを行っていると、同社　大阪オフィス　幸
氏は言っています。　

次に自社開発の品質管理ツールについて幾つか紹介します。　

① バルブ類の品質管理について
チェック担当者はお客様から受領した仕様書からバルブ品
種、サイズ、面間、接続形式、レーティング等を一覧にし
た『チェックリスト』を作成します。　続いて配管・サポー
ト入力担当者が入力した 3 次元モデルから EYEPIPE® の機
能で『一般弁集計（l_3dvl）』を出力します。　これらの

『チェックリスト』と『一般弁集計（l_3dvl）』を品質管理ツー
ルで読込み照合による合否判定を実行しています。　

② PMS の品質管理について
お客様から受領した仕様書を参照しチェック担当者が PMS
を品質管理ツールに入力しています。　それとは別に PMS

入力・バルブ登録担当者も同仕様書を参照し EYESPEC に
設定しています。　チェック担当者は EYESPEC に登録さ
れている情報から『PMS シート』出力を実行し、出力し
た『PMS シート』を品質管理ツールで読込み、照合によ
る合否判定を実行しています。　

③ 機器ノズルの品質管理について
チェック担当者はお客様から受領した機器図・機器仕様書
からノズル仕様やノズル位置情報を品質管理ツールに入力
しています。 それとは別に機器入力担当が入力した 3 次
元モデルから EYEPIPE® の機能の一つである『ノズルデー
タチェック用ファイル（ANZLCK）』を出力し出力した『ノ
ズルデータチェック用ファイル（ANZLCK）』を品質管理ツー
ルで読込み、照合による合否判定を実行しています。

今後の取組み
穂設計では 2016 年 4 月に 3 次元レーザ計測器とレーザ計測で
得られた点群データを処理するソフトウェアを導入し、現地調
査や工事管理等の業務支援を開始しています。　今後、同社で
はレーザ計測器を利用した、より精度の高いサービス提供を目
指しています。



第一高周波工業、EYECAD® で
生産設計と生産管理で成果をあげる
概要 
企業名： 第一高周波工業株式会社 

ウェブサイト：www.dhf.co.jp

事 業 概 要： 第 一 高 周 波 工 業 株 式 会 社
（DHF）は、1950 年の創業以来 主に誘

導加熱を応用した技術を活用し、鋼管
の腐食を防止する「高周波ライニング
鋼管」や配管施工を簡素化する「高周
波曲げパイプ」等を中心に国内外にて
事業展開しているエンジニアリング企
業です。

業界：ガス & 石油 & 化学、環境 & 電力、 
             非鉄金属

国：日本

使用製品 

• EYEPIPE®
• EYESUPT®
• EYELIST® 
• EYEPIECE
• EYEVIEW-LT
• EYEexport3D
• AutoBEND

製品導入後の成果 
• 干渉が無い精度の高い設計
• ピース図自動出力による工数削減
• 図面と製作管理表の整合性
• 現場からの問合せに迅速に対応

3 次元プラント設計 CAD システムから抽出したデータをカスタマイズし、生産設計
から製作指示、生産管理、工場出荷と幅広く活用。

生産設計の自動化で課題克服  
第一高周波工業株式会社（DHF）のパイプソリューションにはエンジニアリング部門
としてのプラントエンジニアリング部とパイプ事業部（ベンディング部門、プレファ
ブ部門、ライニング部門）があり、1995 年に EYECAD® を導入し、詳細設計以降のスプー
ル図作成や自社工場での製作用ピース図作成や生産管理に活用しています。

ベンディング部門：ウェルドレス工法を適用した生産設計とベンディング加工を行っ
ています。ウェルドレス工法とは、曲げ加工（高周波曲げや冷間曲げ加工）や引き
抜き加工を駆使することで溶接箇所を低減する工法です。溶接箇所を減らす事によ
り管材コストや溶接コスト、非破壊検査コスト等の溶接に関する付帯作業コストを
削減することができます。　

一般的に配管ルート計画が完了した直後は、全ての曲り部にエルボが使用されてい
ますので、エルボ部品をベンド部品へ変更したり、ベンド加工時の機械加工制限を
考慮した溶接位置の見直しを行ったりと多くの手作業が必要でした。

しかし日本インターグラフと共同で「エルボ→ベ
ンド自動変換機能（AutoBEND）」を開発したことで、
これまで手作業で行っていた変更・修正作業を一
括自動処理することが可能となりました。

DHF 国内工場には全 22 機のベンディングマシーン
（右写真）を保有しており月産約 15,000 ベンド（加

工範囲サイズ：1B ～ 48B）の生産能力を保有して
います。また海外のプラント建設現場では可搬式
のベンディングマシーンで対応しています。

プレファブ部門：一般配管用プレファブやライニング鋼管用の金物製作（下写真）
に必要なスプール図やピース図を EYECAD で作成してい
ます。EYECAD ではスプール図から自動でピース図が作
成されるため、手作業でのピース分割が必要ありません。

ライニング部門：内面・外面・内外面のポリエチレンラ
イニング鋼管（以下ライニング管）の加工に必要なピー
ス図を EYECAD で作成しており、月産 20,000 ㎡の施工
能力を保有しています。

ユーザ事例
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HEXAGON PPM について
Hexagon PPM は、産業設備の設計、建設、運転・保守のための設備ライフサイクルソリューションをサポー
トする世界的なプロバイダーです。 構造化されていない情報をスマートなデジタル設備に変換すること
で、すべての複雑な構造や設備を視覚化、構築、管理し、ライフサイクル全体にわたって安全で効率的
な運用を支援することができます。

PPM は、地理空間や産業・業界を越えて生産性と品質を向上させる情報技術ソリューションのリーディ
ングカンパニーである Hexagon（NASDAQ Stockholm：HEXA B; hexagon.com）の一員です。

お問い合わせ先
日本インターグラフ株式会社
Tel: 045-640-1191
Mail: sales.jp.ppm@hexagon.com

EYECADデータを生産管理に利用
スプール図単位材料集計の活用事例

EYELIST-2 に含まれる 『スプール図単位材料集計』 機能を活用し
ライニング管の物量集計と材料管理を行っています。
ライニング管の物量算出には各ピースのサイズ・形状・寸法・㎡・
重量のデータが必要です。 『スプール図単位材料集計』 で出力
したデータをピース毎に集計しライニング管の物量を算出して
います。
またこのデータを用いてエリア（屋内 / 屋外）別やライニング
仕様（内面・外面・内外面）別の集計が可能になるよう自社で
カスタマイズしています。

（下表：エリア／ライニング仕様別集計）

大規模 JOB では大量の材料を使う事から製作ロット（LOT）別
の材料管理が不可欠です。　EYELIST-2 に含まれる  『スプール
図単位材料集計』 機能を活用し、製作ロット（LOT）別の材料
管理表を自社でカスタマイズし作成しています。
この管理表には材料明細・ロット（LOT）毎の必要数量・入荷数・
過不足数の情報が含まれています。

（下表：製作ロット（LOT）別材料管理）

配管溶接点情報の活用事例

EYELIST-2 に含まれる 『配管溶接点情報』機能を活用し、各ピー
スの溶接管理や取引先（指定様式）の溶接検査記録表の作成、
全体の溶接進捗管理を行っています。　
各ピースの溶接管理は『配管溶接点情報』機能で出力したデー
タに、各工程の実施日・実施者の入力項目を追加し、溶接管理
表を作成しています。工場では各工程の担当者が項目に入力し
管理しています。（下表：溶接管理）

取引先（指定様式）の溶接検査記録表の作成は、前述した『配
管溶接点情報』のデータを読み込むだけで容易に作成できるよ
う自社でカスタマイズしています。（下図：溶接検査記録表）

溶接進捗管理においても前述した 『配管溶接点情報』 のデータ
を集計し、取引先のご要望に応じた様々な方法で溶接出来高や
溶接進捗を管理できるよう自社でカスタマイズしています。

（下図：ライン別の溶接進捗）

DHF ではこれまで説明してきた通り EYECAD で設計した 3D プ
ラントモデルから得られるデータを基に、工場製作用の図面作
成、物量集計、各工程管理、指示書の作成から出荷まで一括管
理しています。

「EYECAD データを活用する事で、図面とデータの整合性が取れ
ている事から、生産設計側と工場側双方で物量把握や変更対応、
進捗管理が可能になっている」　と DHF　プラントエンジニア
リング部　プラントデザイン室　乙部氏は言っています。

今後の取組み
現在ベンド管の製作指示書作成時に、ピース情報から二次元
バーコードを生成していますが、このバーコードの運用は一部
の工場に限定されています。　

今回ご紹介した溶接管理表への工程入力は現在手作業で行って
おり、工程が多くなるに従い入力作業が増えることから、実際
の工程完了日と入力日にタイムラグが発生しています。

そこで、この二次元バーコードの運用範囲を広げることによっ
て入力が簡略化され、各工程管理の大幅な時間短縮に繋がると
考えております。　

DHF では EYECAD から出力した情報をフル活用し、設計から製
作における更なる効率化を目指します。  
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