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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
文字列情報を有するＣＡＤデータから前記文字列情報を取得する文字列情報取得手段と、
前記文字列情報に関連する属性情報をデータベースから検索して取得する関連情報取得手
段と、
取得した前記属性情報の中から一部または全てのデータを取得し、指定された形式に形成
された理解支援データを作成して出力する理解支援データ作成手段と、
前記理解支援データを前記ＣＡＤデータに貼付して出力する貼付手段とを備え、
前記関連情報取得手段は、前記データベースから前記ＣＡＤデータが有する文字列情報に
関連する属性情報として部品型式、サイズおよび座標に関する属性情報を取得し、
前記理解支援データ作成手段は、前記属性情報を利用して前記ＣＡＤデータに関する三次
元ＣＡＤデータを少なくとも含む前記理解支援データを作成して出力することを特徴とす
るＣＡＤデータ作成装置。
【請求項２】
前記文字列情報取得手段と、前記関連情報取得手段と、前記理解支援データ作成手段と、
前記貼付手段とがクライアントコンピュータのユーザーインターフェイス上に表示されて
操作可能に設けられ、前記クライアントコンピュータとこのクライアントコンピュータの
外部に設けられた前記データベースとがネットワークで接続されたことを特徴とする請求
項１記載のＣＡＤデータ作成装置。
【請求項３】
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前記データベースが、三次元配置調整ＣＡＤにより作成された配管部品の配置データ、前
記配管部品の仕様データ、前記配置データおよび仕様データから計算される配管重量およ
び表面面積の計算結果のリスト形式ファイルから選択される少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項１記載のＣＡＤデータ作成装置。
【請求項４】
前記データベースから前記文字列情報に関連する属性情報を取得して、この属性情報を利
用して前記理解支援データ作成手段にて作成した図面枠に前記ＣＡＤデータを貼付して出
力することを特徴とする請求項１記載のＣＡＤデータ作成装置。
【請求項５】
前記データベースから前記文字列情報に関連する属性情報を取得して、この属性情報を利
用して配管部品の接続情報および部品表を前記理解支援データ作成手段にて作成し、リス
ト形式で出力することを特徴とする請求項１記載のＣＡＤデータ作成装置。
【請求項６】
電子ファイル化されていない図面および仕様データを電子ファイル化して前記ＣＡＤデー
タおよび前記属性情報とすることを特徴とする請求項１記載のＣＡＤデータ作成装置。
【請求項７】
文字列情報を有するＣＡＤデータから文字列情報取得手段によって前記文字列情報を取得
し、
前記文字列情報に関連する属性情報として部品型式、サイズおよび座標に関する属性情報
を少なくとも格納したデータベース内を関連情報取得手段によって検索して前記属性情報
を取得し、
理解支援データ作成手段によって前記データベースから取得した属性情報の中から一部ま
たは全てのデータを取得し、前記属性情報を利用して前記ＣＡＤデータに関する三次元Ｃ
ＡＤデータを少なくとも含む理解支援データを作成して出力し、
この理解支援データを貼付手段によって前記ＣＡＤデータに貼付することを特徴とするＣ
ＡＤデータ作成装置。
【請求項８】
文字列情報を有するＣＡＤデータから文字列情報取得手段によって前記文字列情報を取得
し、
前記文字列情報に関連する属性情報として部品型式、サイズおよび座標に関する属性情報
を少なくとも格納したデータベース内を関連情報取得手段によって検索して前記属性情報
を取得し、
理解支援データ作成手段によって前記データベースから取得した属性情報の中から一部ま
たは全てのデータを取得し、前記属性情報を利用して前記ＣＡＤデータに関する三次元Ｃ
ＡＤデータを少なくとも含む理解支援データを作成して出力し、
この理解支援データを貼付手段によって前記ＣＡＤデータに貼付することを特徴とするＣ
ＡＤデータ作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＡＤデータとこのＣＡＤデータに関連する属性情報を格納したデータベー
スとを関連付けて理解支援データを作成し、この理解支援データをＣＡＤデータに貼付す
るためのＣＡＤデータ作成装置および作成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、火力・原子力・水力プラント等の発電プラントや製造設備に用いられる配管は
、プラント計画時に、配置計画を立てて配管ルートを決定している。この配置計画は、デ
ータ入力作業とその後のデータ管理と利用の利便性を考慮して、近年、三次元配置調整Ｃ
ＡＤによって実施することが主流となりつつある。
【０００３】
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　三次元配置調整ＣＡＤを用いた配管設計においては、三次元仮想空間上に配管部品を配
置して配管ルートを作成することによって配管部品の配置データを作成する。
【０００４】
　一方、ＣＡＤデータとは別に、配管部品の仕様データとして、配管系統の様々な属性情
報をスプレッドシート等の所要の形式で作成する。この仕様データには、配管系統の詳細
な名称や、配管系統の最高使用圧力および温度、配管の肉厚および材質、突き合わせ溶接
の開先等の溶接内容、配管部品に関する情報を掲載する。仕様データの作成作業をプラン
トのすべての配管について行い、三次元配置調整ＣＡＤの配置データと仕様データとをそ
れぞれ構築する。
【０００５】
　このような三次元配置調整ＣＡＤの配管データの利用に関する従来技術としては、三次
元ＣＡＤシステムを用いたプラント機器の配置や、配管等の設計生産支援システムに関し
て、特に構想、基本設計の段階から施工、製作の段階までを統合化し、設計生産の省力化
に好適な設計生産支援システムに関するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　さらに、３次元ＣＡＤデータの変更管理方法（例えば、特許文献２参照）、プロダクト
モデルにおける図面作成装置（例えば、特許文献３参照）、ＣＡＤデータ管理装置（例え
ば、特許文献４参照）、製品図面作成装置（例えば、特許文献５参照）等の先行技術があ
る。
【特許文献１】特開平６－３０９４１８号公報
【特許文献２】特開２００２－２１５６９５号公報
【特許文献３】特開２０００－３３７９号公報
【特許文献４】特開平１０－３０１９７２号公報
【特許文献５】特開平６－２９０２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　設計作業において配管設計ツールを使用して、三次元配置調整ＣＡＤで作成された配置
データとこの配置部品に関する仕様を保存したデータベースとを用いて、配管アイソメト
リック図面を作成する。この配管アイソメトリック図面は、ある配管系統のある部分につ
いて、その立体的な形状が判断できるように作図された図面であり、配管据付工事におい
て使用される製作図面である。
【０００８】
　近年、配管アイソメトリック図面は、設計および製作時間短縮を目的として、ＣＡＤ製
図によって作成される。ＣＡＤ製図による作成の場合、設計時間の短縮が目的とされるた
め、据付工事において必要な最低限の情報のみが搭載されており、据付工事に必要な最低
限の情報さえ出力していれば据付時に最低限問題ない程度の情報を提供するという観点で
作成されることが多い。
【０００９】
　しかしながら、比較的法規制の緩やかな条件のもとでの建設には、最低限の配管据付情
報量で十分であっても、法規等の規制基準が厳しいケースでの配管製作および配管系統の
据付においては、こうした最低限の配管据付情報のみしか記載していない配管アイソメト
リック図面では、搭載されている情報が不十分な場合がある。
【００１０】
　ここで、配管アイソメトリック図面を例としたが、同様の傾向および問題点は、ＣＡＤ
にて作成される図面一般において指摘されていた。
【００１１】
　他方、三次元配置調整ＣＡＤ等の設計ツールが一般的に用いられる以前から使用されて
きた配管設計図面には、据付時に便利なように多種多様な情報が盛り込まれていた。その
内容は、単なる配管据付に関する情報のみならず、部品や材料の調達情報や安全対策情報
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や製品ライフサイクルに関する情報（製品関連情報）まで含まれていた。
【００１２】
　しかしながら、ＣＡＤ等の設計ツールを使用することにより製図作業を機械化、自動化
し、時間削減効果を追求するあまり、部品等の調達情報や安全対策情報、製品関連情報等
の重要な情報がなおざりになり、当初の設計段階で図面に搭載することが困難になった。
そのため、これら重要な情報を追加する場合、図面出力後に手書きで重要な情報を加える
等の作業が必要となり、そのための作業時間および労力を新たに必要とした。
【００１３】
　また、近年、各設計部門にて各種エンジニアリングツールがそれぞれ利用されるように
なり、複数部門に跨って取扱い可能な汎用性の高い一元管理ツールの利用頻度が減少して
きている。一元管理ツールの利用頻度減少の事情もあって、専用のエンジニアリングツー
ル間で各種データの同調をとるのが困難になってきている。
【００１４】
　一方、各種エンジニアリングツール（専用ツール）にて独自の形式でそれぞれ作成され
た各種データを結び付けたデータ管理やデータ同士を反映させた図面の作成は、効率的で
総括的な設計の観点から依然必要とされている。従って、各種専用のエンジニアリングツ
ールにより作成された各種データを関連させて、いわゆるヒモ付けする役割を担うツール
（ブリッジツール）が必要となっていた。具体的には、各種データを組み合わせて、図面
というメディアを作成する装置が必要だった。
【００１５】
　しかしながら、上記したような従来技術にも、このような総括的な設計ツールおよび設
計手法について提供したものがなかった。
【００１６】
　本発明は、上述したような課題を解決するためになされたものであり、ＣＡＤデータと
このＣＡＤデータに関連する属性情報を格納したデータベースとを関連付けて理解支援デ
ータを作成し、この理解支援データをＣＡＤデータ図面に貼付するためのＣＡＤデータ作
成装置および作成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明のＣＡＤデータ作成装置は、上述した課題を解決するために、文字列情報を有する
ＣＡＤデータから前記文字列情報を取得する文字列情報取得手段と、前記文字列情報に関
連する属性情報をデータベースから検索して取得する関連情報取得手段と、取得した前記
属性情報の中から一部または全てのデータを取得し、指定された形式に形成された理解支
援データを作成して出力する理解支援データ作成手段と、前記理解支援データを前記ＣＡ
Ｄデータに貼付して出力する貼付手段とを備え、前記関連情報取得手段は、前記データベ
ースから前記ＣＡＤデータが有する文字列情報に関連する属性情報として部品型式、サイ
ズおよび座標に関する属性情報を取得し、前記理解支援データ作成手段は、前記属性情報
を利用して前記ＣＡＤデータに関する三次元ＣＡＤデータを少なくとも含む前記理解支援
データを作成して出力することを特徴とするものである。
【００１８】
また、本発明のＣＡＤデータ作成方法は、上述した課題を解決するために、文字列情報を
有するＣＡＤデータから文字列情報取得手段によって前記文字列情報を取得し、前記文字
列情報に関連する属性情報として部品型式、サイズおよび座標に関する属性情報を少なく
とも格納したデータベース内を関連情報取得手段によって検索して前記属性情報を取得し
、理解支援データ作成手段によって前記データベースから取得した属性情報の中から一部
または全てのデータを取得し、前記属性情報を利用して前記ＣＡＤデータに関する三次元
ＣＡＤデータを少なくとも含む理解支援データを作成して出力し、この理解支援データを
貼付手段によって前記ＣＡＤデータに貼付することを特徴とする方法である。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明のＣＡＤデータ作成装置および作成方法によれば、文字列情報を有する図面の文
字列情報をスキャンして関連する属性情報をデータベースから引用し、理解支援データを
作成してＣＡＤ図面に貼付することができる。従って、設計に必要な情報を目的に応じて
搭載した理解支援ＣＡＤデータを作成することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明のＣＡＤデータ作成装置および作成方法の実施形態について、添付図面を参照し
て以下に詳細に説明する。
【００２１】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明に係るＣＡＤデータ作成装置の第１実施形態を示す構成例である。この
ＣＡＤデータ作成装置１０は、文字列情報取得手段１と、関連情報取得手段２と、理解支
援データ作成手段３と、貼付手段４とから構成される。これらの手段１，２，３，４がク
ライアントコンピュータＣ内に設けられてＣＡＤデータ作成装置１０を構成し、ユーザー
インターフェイス上に表示されるように設けられ、このユーザーインターフェイスにコマ
ンド入力して上記各手段１，２，３，４を実行可能とする構成である。
【００２２】
　一方、ＣＡＤデータ作成装置１０においてデータベース８は、クライアントコンピュー
タＣの外部、例えばサーバーコンピュータＳに格納されており、各コンピュータＣ，Ｓ同
士がネットワークＮＷで接続される。
【００２３】
　ここで、データベース８は、設計作業と同時に作成されるデータ群９を備えており、例
えば三次元配置調整ＣＡＤによって作成された例えば三次元配置調整ＣＡＤの配置データ
９ａおよび配管部品の仕様データ９ｂ、重量、塗装面積等の配置データ・仕様以外の参照
ファイル９ｃおよび他のシステムで生成したデータベースやリストファイル９ｄを格納し
たデータベース８である。なお、このデータベース８に格納されるデータの形式は、三次
元配置調整ＣＡＤのデータ形式であっても、またリスト形式やスプレッドシート形式であ
ってもよい。
【００２４】
　すなわち、データベース８として、三次元配置調整ＣＡＤの配置データ９ａ、仕様デー
タ９ｂ、その他のシステムで生成したリスト形式ファイル９ｄ、重量や表面積計算結果リ
スト９ｃを利用することができる。
【００２５】
　また、過去に実施された設計作業において作成されたデータをデータベース８として用
いることも可能である。この場合、既存のデータを効果的に流用することが可能である。
例えば、既設のプロジェクトにおいて設計した配管の配置データや仕様データが利用可能
である。
【００２６】
　このＣＡＤデータ作成装置１０は、まず、文字列情報取得手段１によって文字列情報込
みのＣＡＤデータ１１をスキャンして文字列情報を取得する。
【００２７】
　次に、取得された文字列情報について関連情報取得手段２によって外部のデータベース
８を検索し、文字列情報に関連する属性情報を取得する。その後、取得した関連する属性
情報をもとに、理解支援データ作成手段３により理解支援データ１２を作成する。こうし
て作成した理解支援データ１２を、もとの文字列情報込みのＣＡＤデータ１１に貼付手段
４によって添付し、理解支援ＣＡＤデータ１３を作成する。
【００２８】
　理解支援データ１２とは、データベース８に格納されたデータから検索された属性情報
であり、この属性情報の内から必要なデータが取得され、指定した形式に形成され、ＣＡ
Ｄデータに貼付されるようになっている。
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【００２９】
　ここで、文字列情報取得手段１にて読み込みおよび検索可能な媒体は、文字列情報を有
するＣＡＤデータ１１であるが、具体的な文字列情報を有するＣＡＤデータ１１としては
、例えば、機器や配管の三面図の図面１１ａ、配管のアイソメトリック図面１１ｂ、地図
の図面１１ｃ等を備えたＣＡＤデータ１１が読み込み可能な媒体である。
【００３０】
　一方、関連情報取得手段２にて検索可能な媒体は、文字列情報を有するＣＡＤデータ１
１に関連する属性情報を保有しているデータベース８である。具体的なデータベース８の
形態としては、データベース形式の他にリスト形式データやスプレッドシートデータを利
用することが可能である。
【００３１】
　より具体的には、例えば、三次元配置調整ＣＡＤにて作成した配管部品の配置データ９
ａや配管部品の仕様データ９ｂ、これらデータを利用して計算した配管重量や表面積など
の計算結果リスト９ｃ、また、その他のエンジニアリングツール等のシステムで作成した
データベースやリスト形式ファイル等がデータベース８として利用可能である。
【００３２】
　データベース８に保存されたデータは、それぞれキーデータと属性情報とからなる。こ
こでキーデータとは、関連情報取得手段２によって検索するときに検索のキーとなるデー
タである。例えば配管部品のデータは、それぞれ、キーデータ（例えば、部品名称、配管
系統名称）と、配管部品の個別データ（例えば、口径、肉厚等）である属性情報とを備え
る。文字列情報として取得された部品名や系統名は、データベース８内のデータのキーデ
ータと照合されて、合致する配管部品の属性情報が取得されるようになっている。
【００３３】
　一方、理解支援データ作成手段３が出力する情報は、データベース８から取得した関連
情報をもとに作成された理解支援データ１２である。この理解支援データ１２は、例えば
、図面上の部品に関する部品表等のリストや、部品の接続に関する接続情報データ、さら
に図面上の部品が全体配置の中でどの場所に位置するかを示すキープランのＣＡＤデータ
１２ａや、図面上の部品の詳細な形状を示すＣＡＤデータ１２ｂ、配管部品の三面図デー
タ１２ｃ等の他、これらデータを掲載する図面枠１２ｄなどである。
【００３４】
　設計図面は、使用目的や提供先によって図面枠や図面形式が異なる場合があり、本実施
例のＣＡＤデータ作成装置１０は、これら図面枠等に関する情報についてもデータベース
８に格納された属性情報から理解支援データ作成手段３にて取得し、指定した図面枠や図
面形式に掲載して出力する。
【００３５】
　さらに、目的とする配管部品についての理解支援データ１２を、文字列情報の読み込み
に使用した元のＣＡＤデータ図面に貼付手段４によって貼り付けて出力する。
【００３６】
　こうして得られた理解支援ＣＡＤデータ１３は、複数の有益な情報が一つの図面に貼り
付けられているので、設計に関する有益な情報が搭載されており、より理解しやすい図面
を得ることができる。
【００３７】
　以上の各手段１，２，３，４によって、文字列情報を持つＣＡＤデータから文字列情報
を取得し、ＣＡＤに関連する情報を保有する関連・外部データベースから検索してＣＡＤ
データに関連する関連情報を取得し、この関連情報をもとに作成された理解支援データを
作成して元のＣＡＤデータに添付するする機能を構成することができる。
【００３８】
　このＣＡＤデータ作成装置１０によれば、データベース８から配管部品に関する属性情
報を取得して、その属性情報を添付したＣＡＤデータを、指定した図面枠の形式で出力す
ることができる。なお、ここで言う属性情報とは、配管部品に固有のデータのうち、キー
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データとなる部品名や系統名等のデータ以外のデータ全てを指す。例えば、配管部品の位
置情報、部品向き、サイズ、肉厚等に関する情報等が挙げられる。
【００３９】
　例えば、文字列情報を有するＣＡＤデータ１１に、部品番号を示す文字列情報が含まれ
ているとする。
【００４０】
　この場合、ＣＡＤデータ１１において、部品番号が検索可能な文字列情報である。ここ
で、この文字列情報、すなわち部品番号を文字列情報取得手段１によって取得する。
【００４１】
　次に、関連情報取得手段２によって、文字列情報についての関連情報をデータベース８
から検索し、関連する属性情報を取得する。ここで属性情報とは、部品型式・口径等につ
いての情報である。これら属性情報を取得したのち、理解支援データ作成手段によって、
文字列情報に関する部品型式・口径・その他の情報を取得して、ＣＡＤデータに添付可能
なようにデータ化する。
【００４２】
　理解支援データ１２が、部品型式・口径・その他の情報についてのリスト形式のデータ
である場合、この理解支援データ１２は、罫線を付与されてＣＡＤ図面上に出力され、理
解支援ＣＡＤデータ１３が作成される。
【００４３】
　本実施形態に示されたＣＡＤデータ作成装置１０が、データベース８から属性情報を取
得したのち、その属性情報によって部品表や接続情報を作成して、部品表や接続情報をリ
スト形式で出力する仕組みについて、リスト出力方法を図示して図２に説明する。
【００４４】
　ここで、火力発電プラント用プロセス配管における設計を例に挙げて、本発明のＣＡＤ
データ作成装置の第１実施形態についてさらに具体的に説明する。
【００４５】
　プラントの配管設計においては、三次元配置調整ＣＡＤによって三次元仮想空間上に配
管部品を配置して配管ルートを作成することにより配管部品の配置データを作成する。一
方、配管部品と配管系統の属性情報をスプレッドシート等により作成する。それぞれの配
管部品の配置データと仕様データに対しては、部品名、系統名や系統番号が検索用のキー
データとして付与され、また、属性情報として、配管系統の最高使用圧力および温度、肉
厚、材質、突き合わせ溶接の開先等、配管部品に関する仕様情報が記載される。このよう
な設計作業をプラントに関するすべての配管部品について行う。
【００４６】
　また、上記の設計作業により得られた三次元配置調整ＣＡＤの配置データと仕様データ
から作成した配管の重量や塗装面積の計算結果リストファイル等も用意され、データベー
ス８に随時格納する。
【００４７】
　また一方、上記設計作業と平行して配管アイソメトリック図面２１を作成する。ここで
この配管アイソメトリック図面２１は、読み取り可能な文字列情報を有するデータであれ
ば良く、三次元配置調整ＣＡＤで作成しても、二次元ＣＡＤで作成しても良い。この配管
アイソメトリック図面２１には、部品名称や配管系統、寸法等の文字列情報が記載されて
いる。この時点で、配管アイソメトリック図面２１には、据付に必要な最低限の情報しか
記載されていない。
【００４８】
　この配管アイソメトリック図面２１に有益な属性情報を添付して、理解支援ＣＡＤデー
タを作成する。
【００４９】
　図２に示すように、配管アイソメトリック図面２１に［部品番号］ＰＩＰ１・ＰＩＰ２
・ＰＩＰ３・ＦＩＴ１・ＦＩＴ２が付与されて記載されている。この配管アイソメトリッ
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ク図面２１を用いてＣＡＤデータ作成装置１０によって、理解支援ＣＡＤデータ２２を作
成する。
【００５０】
　まず、配管アイソメトリック図面２１のファイルをＣＡＤデータ作成装置１０によって
読み込む。このときデータベース８のファイルを、クライアントコンピュータＣから参照
および検索可能な状態にしておく。
【００５１】
　読み込まれた配管アイソメトリック図面２１のファイルについて、文字列情報取得手段
１により配管アイソメトリック図面２１から文字列情報が検索される。このファイルに文
字列として認識できる情報（部品番号）について、この情報をクライアントコンピュータ
Ｃのメモリにストアし、サーバーコンピュータＳ内のデータベース８内を検索する。デー
タベース８内に合致するキーデータを有する属性情報（部品情報）が存在したら、該当す
るデータを三次元配置調整ＣＡＤの配置データや仕様データから取得する。すなわち、文
字列情報取得手段１により文字列情報［部品番号］ＰＩＰ１・ＰＩＰ２・ＰＩＰ３・ＦＩ
Ｔ１・ＦＩＴ２をスキャンして配置データや仕様データを取得する。
【００５２】
　次に、関連情報取得手段２により部品番号のそれぞれについてデータベース８内の三次
元配置調整ＣＡＤにより作成された配管部品の配置データ９ａを検索する。検索された部
品情報から配管部品のリストを作成するのに必要な属性情報を抽出して取得する。ここで
の属性情報とは、例えば部品型式や口径等の情報であり、部品型式であれば直管かエルボ
か、口径であれば１００Ａか２００Ａか等に関する情報である。
【００５３】
　一方、データベース８内の配管部品の仕様データ９ｂを検索して、さらに詳細な情報を
取得する。このとき、三次元配置調整ＣＡＤで作成された配置データ９ａを検索したとき
に取得した系統名称をキーデータとして使って仕様データ９ｂを検索すると、例えば、そ
の配管系統における使用流体、最高使用圧力および温度のような流体条件、配管系統の部
品の肉厚や非破壊試験などの部品の条件等、配管系統の詳細な属性情報を取得することが
できる。
【００５４】
　また、三次元配置調整ＣＡＤの配置データと仕様データを使って事前に作成した配管部
品の重量・表面積の計算結果リストも、部品番号をキーデータとして保有しており、デー
タベース８内に格納されている。
【００５５】
　従って、配管系統や配管部品の属性情報も関連情報取得手段２にて取得する。このよう
に、共通のキーデータを保有するデータは、それぞれデータベース８として利用可能であ
り、上記の他にも、配管部品の属性情報に関するデータベースやリスト形式ファイルを使
用して、さらに詳細な属性情報を取得することが可能である。
【００５６】
　以上のようにして、データベース８から得られた配管系統や配管部品の属性情報の一部
または全てを、理解支援データ作成手段３によって、部品番号をキーデータとして並べて
部品表リスト２２を完成する。
【００５７】
　本実施形態のＣＡＤデータ作成装置１０においてこの部品リスト２２に代表される理解
支援データ２３は、貼付手段４によって、元のＣＡＤデータである配管アイソメトリック
図面２１に添付される。すなわち部品表リスト２２として作成した結果（理解支援データ
２３）をリスト形式に並べ替えて罫線を付与して、ＣＡＤデータに変換してアイソメトリ
ック図面２１上に出力する。このようにリスト形式のＣＡＤデータである理解支援データ
２３をアイソメトリック図面２１に添付して、理解支援ＣＡＤデータ２４が完成する。
【００５８】
　理解支援データ２３の種類として、この他に、例えば溶接番号などの接続情報について
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も表示することができる。この場合、配管アイソメトリック図面から溶接番号を取得して
、その溶接番号に関する情報を、三次元配置調整ＣＡＤの配置データと仕様データから取
得することによって、溶接番号のリストを作成して表示することができる。
【００５９】
　［第２実施形態］
　本発明のＣＡＤデータ作成装置１０の第２実施形態によれば、文字列情報を有するＣＡ
Ｄデータが三次元配置調整ＣＡＤによって作成されたデータでない場合に、属性情報とし
て、部品型式、サイズ、端点座標および面間距離等の情報をデータベース８から取得して
、その情報を利用することによって三次元ＣＡＤデータによる立体的な形状の配置情報を
作成して出力することができる。
【００６０】
　こうした配管部品の端点座標や面間距離に関する属性情報は、三次元配置調整ＣＡＤの
配置データおよび仕様データ９ｂからなるデータベース８により得られる。すなわち、本
実施形態に係るＣＡＤ作成装置１０は、上記文字列情報を有するＣＡＤデータ２１と別に
、三次元配置調整ＣＡＤにて作成された配管部品の配置データ９ａが存在する場合を想定
している。
【００６１】
　この三次元ＣＡＤデータ作成の仕組みを、図３を参照して説明する。ここで、火力発電
プラント用プロセス配管における設計を例に挙げて、本発明のＣＡＤデータ作成装置１０
Ａの第２実施形態について、さらに具体的に説明する。
【００６２】
　文字列情報を有するＣＡＤデータである配管アイソメトリック図面３１に、部品名称を
示す文字列情報が含まれている。本実施形態において、配管アイソメトリック図面３１は
、二次元ＣＡＤにて作成されている。
【００６３】
　まず、配管アイソメトリック図面３１から文字列情報１を取得する。この文字列情報を
有するＣＡＤデータ３１は、二次元ＣＡＤにて作成されている。ここで文字列情報は、［
系統番号］ＬＩＮＥ１である。そこで本実施形態においては、文字列情報として［系統番
号］ＬＩＮＥ１を文字列情報取得手段１によって取得する。
【００６４】
　次に、関連情報取得手段２によってデータベース８内を検索し、［系統番号］ＬＩＮＥ
１に関連する属性情報を関連情報取得手段２によって取得する。このとき属性情報として
、データベース８（特に三次元配置調整ＣＡＤによる配管部品の配置データおよび仕様デ
ータ）から配管部品の座標情報や面間長さ情報を取得する。また、部品型式・サイズ・方
向の情報も取得する。
【００６５】
　ここで座標情報とは、配管部品の中心点および端点（接続点）等の代表点である。これ
ら代表点と部品型式および面間長さ等の情報から、部品の詳細な配置・形状をＣＡＤ上で
模擬することができる。
【００６６】
　すなわち、理解支援データ作成手段３によって、［系統番号］ＬＩＮＥ１に関する部品
型式・サイズ・端点座標・面間距離・方向の情報を取得してＣＡＤデータ化して理解支援
データを得る。
【００６７】
　ここでの理解支援データは、部品形状についての図形情報であるため、この時点でＣＡ
Ｄデータとして取り扱われる。従って、この理解支援データを属性情報によって得られた
座標情報および方向に則して配置して出力することにより理解支援ＣＡＤデータ３２が完
成する。
【００６８】
　例えば、本実施例のＣＡＤデータ作成装置１０によれば、属性情報によって立体的に作
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成された配管系統に対して、プラント配置に関する建屋の通り芯情報を基準にして作成し
た通り芯ＣＡＤデータを付加すれば、キープランを作成することができる。ここでキープ
ランとは、配管系統のプラント内における配置を概略的に表す情報である。
【００６９】
　なお、図３に示す本実施形態のＣＡＤデータ作成装置１０においては、理解支援データ
そのものがＣＡＤデータとして生成されるので、この出力をもって理解支援ＣＡＤデータ
３２が得られるが、このＣＡＤデータを元のアイソメトリック図面３１に貼付することも
可能である。例えば、配管アイソメトリック図面３１にキープランを掲載することが可能
である。
【００７０】
　上記のように、配管部品形状を決定する属性情報をデータベース８から取得すると、配
管アイソメトリック図面３１に属性情報を付与することにより、ＣＡＤ上で部品の立体形
状を再描画することができる。目的とする配管系統に関する全ての配管部品の配置情報は
、三次元配置調整ＣＡＤの配置データ９ａから全て取得することができるため、あるアイ
ソメトリック図面３１に該当する配管系統単位で三次元形状に関するＣＡＤデータを理解
支援ＣＡＤデータ３２として作成することが可能である。理解支援ＣＡＤデータ３２中、
符号（記号）Ａ１，Ａ２，０１，０２は配管が収められる建屋の柱を意味する。
【００７１】
　なお、本実施形態において、データベース８に格納されて座標情報や面間距離等の属性
情報を提供する配管部品の配置データ８は、三次元配置調整ＣＡＤの配置データ９ａにて
作成されたものであるが、この配管部品の配置データアイソメトリック図面以外の図面を
作成する目的で製図されたものでも、過去のプロジェクトにおける図面データであっても
良い。
【００７２】
　ＣＡＤデータが保有する文字列情報から配管部品の座標に関する属性情報を得て配管部
品の三次元ＣＡＤデータを作成する方法によれば、配管系統の詳細な製作図を作成するこ
とも可能である。例えば、本実施形態において得られた理解支援ＣＡＤデータ３２は、部
品、例えば管の面間情報も保有しているので、これを利用すれば、寸法線と寸法引き出し
線を使って寸法を表現することもできる。従って、理解支援ＣＡＤデータ３２に部品番号
や端点座標、溶接番号等の情報を引き出し線によって表示する。このようにして、配管ア
イソメトリック図面３１だけではわかりにくい形状を、データベース８から取得した理解
支援データを用いて理解支援ＣＡＤデータ３２を作成し、利用者の理解支援に利用するこ
とができる。
【００７３】
　以上説明のように、第１実施形態および第２実施形態のＣＡＤデータ作成装置１０にそ
れぞれ示したように、ＣＡＤデータ作成装置１０は、データベースに格納された属性情報
から、必要な情報を取得して理解支援データを作成し、これを元のＣＡＤデータに貼付す
ることによって、有益な情報が搭載されたＣＡＤ図面である、理解支援ＣＡＤデータを作
成することが可能である。
【００７４】
　なお、第１実施形態および第２実施形態のＣＡＤデータ作成装置１０において、それぞ
れの理解支援データをもとの配管アイソメトリック図面に貼付手段４によって添付する作
業については、必要となる理解支援データを手動で貼り付ける方法としてもよいが、予め
指定した属性情報を指定した形式にて作成し、これを自動でＣＡＤデータに添付するよう
に構成することも可能である。
【００７５】
　こうして読み込んだ配管アイソメトリック図面に、理解支援ＣＡＤデータを付加するこ
とにより、利用者にとって便利な情報を必要に応じて選択し、ＣＡＤ図面に貼付したり参
考図書として出力して提供することができる。すなわち、本発明のＣＡＤデータ作成装置
１０によって、データベースとＣＡＤデータとを連結させることによって、データベース
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に格納された各属性情報を構築する複数のエンジニアリングツールが仮想的に一体化した
統合的な設計システムを実現することができる。このように、本発明のＣＡＤデータ作成
装置は、属性情報の出力形式を制御することによって、用途別に派生して進化している各
種エンジニアリングツールを一つの統括的なシステムのように扱うことができる。
【００７６】
　さらに、本発明のＣＡＤデータ作成装置１０は、現在設計中の図面を作成する作業に使
用することが可能なだけでなく、過去の設計による図面をさらに理解しやすくする処理に
も有効に使用可能である。例えば、過去の設計作業によって作成された手書き図面をスキ
ャナなどで読み込んでイメージファイルとして格納し、ラスター・ベクター変換によって
ＣＡＤデータ化する一方、過去の手書きリストをデータベース・リスト形式ファイル化す
ることによってデータベース化し、これらデータベースとラスター・ベクター変換によっ
て得られたＣＡＤデータとを関連つけて理解支援ＣＡＤデータを得る。このような作業に
より、手書き等の過去の図面からも理解支援ＣＡＤデータに書き換えることができるので
、配管追設工事や配管メンテナンス等の工事に関する設計において有効である。
【００７７】
　なお、第１実施形態および第２実施形態のＣＡＤデータ作成装置１０においては、文字
列情報を有する媒体として配管アイソメトリック図面を代表的に述べているが、本発明の
ＣＡＤデータ作成装置が対象とする文字列情報を有する媒体は、配管アイソメトリック図
面のみに限定されない。すなわち、配管アイソメトリック図面に関するＣＡＤ図面だけで
なく、機械系ＣＡＤ図面や、地図のＣＡＤ図面にも適用することができる。
【００７８】
　また、本発明のＣＡＤデータ作成装置は、ＣＡＤデータをリスト形式・図面枠・図形形
式などの様々な形態で提供することができる。また、既存のＣＡＤデータ図面と三次元配
置調整ＣＡＤの配置データと仕様データを使って、過去のプロジェクトで構築した情報を
、新規設計に再利用することも可能である。
【００７９】
　従って、従来の技術においては、これまでの配管設計における図面に盛り込まれていた
多種多様な情報も、図面に含めることができる。各種エンジニアリングツールで作成され
たデータを結び付けたデータ出力装置を実現することができる。
【００８０】
　また、本発明のＣＡＤデータ作成装置は、文字列情報の検索ができる媒体であれば、あ
らゆる種類のデータベースとの協調が可能である。よって、複数のエンジニアリングツー
ルとの連携が可能となり、使用目的に応じて様々な図面を生成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明のＣＡＤデータ作成装置のシステム構成図。
【図２】文字列情報を有するＣＡＤデータから取得した文字列情報をもとに、理解支援デ
ータとしてリスト情報を作成する方法を示す構成図。
【図３】文字列情報を有するＣＡＤデータから取得した文字列情報をもとに、理解支援デ
ータとして立体的な図形情報を作成する方法を示す構成図。
【符号の説明】
【００８２】
１　文字列情報取得手段
２　関連情報取得手段
３　理解支援データ作成手段
４　貼付手段
８　データベース
１０　ＣＡＤデータ作成装置
１１　文字列情報を有するＣＡＤデータ
１２　理解支援データ



(12) JP 4738067 B2 2011.8.3

１３　理解支援ＣＡＤデータ
２１　配管アイソメトリック図面
２２　部品リスト
２３　理解支援データ
２４　理解支援ＣＡＤデータ
３１　配管アイソメトリック図面
３２　理解支援ＣＡＤデータ

【図１】 【図２】
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