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AECコレクションは建物設計、インフラ設計、建設・施工のほか、
これら分野が相互に関連するプロジェクトに欠かせない基本ツールをまとめて手頃な価格で提供します。

分野ごとの AECコレクションの活用方法

より多くの価値を、さらに柔軟に、さらに簡潔に

各分野で必要となるさまざまな 
3D デザイン ソフトウェアを利用
事業の発展によるニーズの変化に合わせながら、常に最新版が提供されるコレク
ション内の各種ツールを利用できます。

CAD ベースと BIM/CIM ベースのワークフローの両方で
相互運用可能なツール
使い慣れた CAD ベースのプロセスと連携して設計とドキュメント作成を効率的に
進められるだけでなく、3D モデルベースの設計ワークフローの力も活用できます。

個人でも、チームでも
シングルユーザーのアクセス権を選択することも、
あるいはチームでソフトウェアを共有する場合には
マルチユーザー アクセス権のサブスクリプションを
選択することもできます。

最新リリースと前バージョンの
両方の製品を自由に利用
必要に応じて、最新のオートデスク 製品をダウンロード
でき、すべてのアップデートを利用できます。また、必要
があれば3バージョン前まで使用することもできます。

ソフトウェア管理をよりシンプルに
オートデスク製品とサービスを 1 つのコレクションに
標準化でき、ソフトウェアの配置と管理を合理化でき
ます。オートデスク製品、サービス、ユーザー、特典を
すべて一元化でき、簡単に管理できます。

インフラ設計者に
コレクションに含まれるツールを使用して、プロジェ
クトのライフサイクル全体で垂直、水平の両方向に
展開させ、各 BIM/CIM プロセスを連携させることが
できます。これにより、拡張性のある、よりサステイナブ
ルでリジリエントな土木インフラを実現できます。

必要な製品を個別に選択
特定のプロジェクトやクライアントの作業で一時的に必要なツール、新しいワーク
フローを模索など、状況に応じて使用したいツールを必要な時にダウンロードし、
インストールできます。

モバイル アプリを使用し、クラウドのパワーを活用
高精度のビジュアライゼーションの表示と作成、現場での作業、設計データの保存
に役立ちます。

建設・施工業界の方に
このコレクションにより、プロジェクトの施工性を視覚的
に検討できるため、コストをより効果的に管理し、プロ
ジェクトの成果をより正確に予測できるようになります。
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オートデスク技術サポートの活用
シニア サポート スペシャリストによる個別サポートや、
モデレーターの管理するサポート フォーラム、サブスク
リプションメンバー限定のトレーニング用 Web キャス
トを活用して、問題をすばやく解決できます。

導入コストの最小化
1 つのコレクションに複数のオートデスク製品が含まれる
ため、コストを大幅に節約できます。また、利用期間も
柔軟に設定でき、ビジネス ニーズの変化に合わせて
ライセンス数を増減させることができます。

建築の専門家に
相互運用性のあるビルディング インフォメーション 
モデリング（BIM）と CAD テクノロジーを使用して、
生産性と建築設計のすべてのフェーズで評価の精度
を高め、より優れた設計を完成させましょう。

よりスマートなソフトウェア管理
オートデスクのソフトウェアはサブスクリプションメンバーシップでご提供します。

海外へのソフトウェアライセンスの持ち出し

拡張機能（エクステンション）

https://apps.autodesk.com/ja
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BIM が統合された高度な構造解析および建築基準への適合性検証ツール

Revit モデルをワンクリックで没入型のVRデータに変換

土木設計と施工ドキュメントの作成

建築図面、ドキュメント、集計表に対応する機能、製図作業の自動化に対応する機能を有する建築向けAutoCAD

業種に特化したツールセットのラスターデザインツールを使用すれば、スキャンした図面を編集して、
ラスター イメージを DWG™ オブジェクトに変換できます。

GIS トポロジを AutoCAD に組み込むことにより、計画、設計、データ管理に CAD データと GIS データを使用し、
維持できます。 

プランニング、設計、解析のための地理空間およびエンジニアリングの BIM/CIM プラットフォーム

ビルディング インフォメーション モデリングのためのソフトウェア

作図向けソフトウェア

ARCHITECTURE, ENGINEERING & 
CONSTRUCTION COLLECTION に

含まれるクラウドサービスと
Webアプリ

設計者、プログラマがワークフローの設計やタスクの自動化のための視覚ロジックを作成できるプログラミング環境

P&ID の作成および 3D プラント設計モデルへの統合をサポートする機能を有するプラント設計向けAutoCAD

リアリティ キャプチャおよび 3D スキャニングのためのソフトウェアとサービス

5D 解析と設計シミュレーションによるプロジェクト レビューを実現するソフトウェア

 : 日本語版または日本語版を含むマルチランゲージ版   : 英語版

AUTODESK RENDERING（クラウドレンダリング）
A360 のクラウド レンダリングは、無限の計算能力を活用して、
フォトリアリスティックな高解像度のイメージをデスクトップで要する時間を大幅に短縮できます。

AUTOCAD モバイルアプリ
iOS、Android、Windows Mobileに対応したAutoCAD 公式モバイルアプリで、AutoCAD の機能があらゆる場所で活用できます。
いつでもどこでも、DWG 図面を簡単にアップロードしたり、開いたり、編集できます。

AUTOCAD Webアプリ
任意のコンピュータからAutoCAD にアクセスできAutoCAD 図面を表示、作成、編集できます。どこからでも最新の図面で作業でき
更新内容がリアルタイムに反映されます。

FORMIT PRO
Windows だけでなくiOS、Android、ブラウザベースでも動作する建築設計向けソリューションです。
スケッチ、コラボレーション、解析、コンセプトデザインなど様々な使い方ができます。

INSIGHT
パフォーマンス データと高度な解析エンジンにアクセスすることにより、建物のパフォーマンスを最適化することができます。 
Insight は Revit  と統合されているため Insight を使用すると、新たに豊富な拡張カスタマイズ オプションが追加された Revit の
エネルギー解析や照明解析などの既存のワークフローを統合することができます。

AUTODESK DRIVE （クラウドストレージ）
ファイルの表示、編集、共有、およびモバイル アプリとの連携が簡単に行えます。また50以上のファイルフォーマットに対応し、
クラウド上でのファイル閲覧が可能です。

ゲーム開発および設計ビジュアライゼーション向けの 3D モデリング、アニメーション、レンダリング ソフトウェア

ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION （AECコレクション）に含まれるソフトウェアとクラウドサービス
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設計
建物のコンポーネントをモデリングし、 システムと
構造を解析およびシミュレーションし、設計を反
復利用することができます。Revit モデルからド
キュメントを作成できます。

コラボレーション
プロジェクトに関わる複数の作業者が同一のモデ
ルを共有して利用することができます。これによ
り、コーディネーションが容易になり、干渉や作業
のやり直しを減らすことができます。

ビジュアライズ
モデルを使ってインパクトのある 3D ビジュアライ
ゼーションを作成することで、プロジェクトのオー
ナーやチーム メンバーに設計の意図をより効率的
に伝えることができます。

Revit で何ができますか？
Revit は BIM のためのソフトウェアです。その強力なツールにより、モデルベースのインテリジェント プロセスを使用して建物やインフラの計画、設計、構築、管理を
行うことができます。Revit は、設計コラボレーションに適した多分野共同設計プロセスをサポートしています。

個別分野向けに作成されたツール
建築設計者、設備設計者、構造設計者、施工専門家の誰にとっても、Revit なら意匠、構造、設備設計者の用途に合わせた BIM 機能が使用できます。

Revit：BIM コラボレーション実現の解決策
Revit のワークシェアリングでは、1 箇所でモデルを共有することで複数のチームメンバーが同じプロジェクトに同時に編集を加えることができます。

単体で複数分野をカバーできる 
BIM プラットフォーム
Revit には、建築プロジェクトに関わる全分野に役
立つ機能をそろえています。意匠、構造、設備の全
員が統一プラットフォームで作業したほうが、データ
変換エラーのリスクを低減することができ、期待し
た結果が得られる設計プロセスが実現します。

相互運用性

Revit では、さらに広い範囲の分野からプロジェ
クト チームを構成することができます。DWG™、
DGN、IFC データなど一般的な各種形式で、データ
の読み込み、書き出し、リンク付けを行うことができ
ます。

建築設計者の場合
Revit を使えば、単一のソフトウェ
ア環境内でコンセプト設計から施工
用図面までの文書からアイデアを取
り入れることができます。建物のパ
フォーマンスを最適化し、魅力的な
ビジュアライゼーションを作成するこ
とができます。

構造設計者の場合
他の建築コンポーネントと連携する
インテリジェントな構造モデルを作
成するための構造設計専用ツールが
使用できます。また、建物が建築規
制や安全基準に準拠しているかどう
かも評価できます。

設備設計者の場合
建物の設備系統をより高い精度で設計
することができ、インテリジェント モデ
ルに組み込まれた整合性のある情報を
使用することで建築や構造のコンポー
ネントとのコーディネートが改善され
ます。

施工専門家の場合
着工前に、施工可能性と設計意図が評
価できます。手段、方法、マテリアル
に関する知識とそれらの関係性や仕組
みに対する理解が深まります。

BIM のためのソフトウェア
Revit® は BIM（ビルディング インフォメーション モデリング）に最適な製品です。建築設計、設備設計と構造設計、および
施工に役立つ機能が用意されています。

https://www.autodesk.co.jp/revit
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Revit 2019 の新機能

Revit® の新機能と機能強化により、詳細設計、施工におよぶ多領域の設計に対応する、矛盾なく調整のとれた完全なモデリングができます。

マルチモニターのサポートとタブ付きのビュー
ドッキング、タイル表示、マルチモニター表示が可能
なタブ付きのドキュメントを使用して、ビューを編成、
整列できるため、作業スペースを有効に利用できます。

3D ビューでのレベル
3D ビューでレベルを表示するオプションを使用す
ることによって、プロジェクト内の重要なデータム
の高さを把握し、操作できます。

OR を使用したフィルタ
AND と OR の条件を使用することによって、複数
のルールやネストされたセットを使用したビュー 
フィルタを作成できます。

トリミングされないパース ビュー
トリミングされないフル スクリーンのパース ビューで
作業できます。ズーム、画面移動、旋回（［オービット］）
などのナビゲーション コマンドを使用して、ビュー内
を自由に移動できます。

ハッチングパターンの強化
切り取りまたはサーフェスに前景と背景の異なる
ハッチングパターンを同時に表示することで、設計
意図を伝えることができます。

カスタムの鋼構造接合部
鋼構造の詳細なモデリング機能が拡張され、専用
ツールで独自の鋼構造接合部を作成できるように
なりました。

鋼構造エンジニアリングのドキュメント作成
鋼構造の正確なエンジニアリング ドキュメントを作
成できます。鋼構造接合部の詳細などにも対応でき
ます。

自由形状の鉄筋形状の照合
Revit を使用して、既存の鉄筋形状ファミリを照合し
たり、自由形状のバーのジオメトリに基づいて新しい
鉄筋形状を作成したりできます。

Autodesk Drive
個人や小規模なチーム用に設計されたデータ スト
レージを使用して、2D と 3Dの 設計データを安全
に保存、プレビュー、共有できます。

新機能

新機能新機能

新機能 新機能

新機能

新機能

新機能

新機能

プレキャスト梁・スラブの自動生成
セグメンテーションの実行、定義済みのルールに
従った配筋の追加、施工図の生成、CAM 書き出
しなどを行えます。

複雑な配管ネットワーク
1 次と 2 次の圧力供給システムを個別にサポートす
ることによって、複雑なネットワークの圧力損失の
解析機能が向上しました。

並行ポンプの解析
冷温水配管系統の並行ポンプを解析し、高負荷と
スタンバイの計算をしてポンプの数量をかんたん
に出せます。

新機能新機能 新機能
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Revitの主な機能
プラットフォーム 

パラメトリック コンポーネント
オープンでグラフィカルな設計・フォーム作成シ
ステムです。Revit で設計されたすべての建物コ
ンポーネントの基礎になります。

ワーク シェアリング
一つのプロジェクトファイルを複数人数で同時に開
き、作業を行うことができます。

集計表
プロジェクトの各要素の数、面積、容積等の他、各要
素のプロパティから抽出された情報を表形式で作成
します。

相互運用性と IFC
IFC4 など一般的なファイル形式で、データの読み込
み、書き出し、リンク付けを行うことができます。

アドイン
API の利用、アドイン、さらには Autodesk App 
Store から拡張コンテンツ ライブラリを入手するこ
とで、その機能を拡張することができます。

注釈
WYSIWYG 環境で編集でき、テキストの外観を制御
する機能もあるため、設計の意図をより効果的に伝え
ることができます。

Dynamo for Revit
Revit とともにインストールされるオープンソースで
グラフィカルなプログラミング インタフェースです。
これを使えば BIM のワークフローを拡大および最
適化することができます。

グローバル パラメータ
設計の意図をパラメータで表し、それをプロジェクト
全体で使用します。パラメータは半径と直径の寸法
および均等拘束と連動するようになっています。

建築設計

Insight による解析
パフォーマンス データへの一元的利用と高度な解析
エンジンにより、建築物のパフォーマンスを最適化し
ます。

コンセプト デザイン ツール
スケッチで自由形式のモデルを作成して、さまざまな
外観検証を行うことができます。

3D デザイン ビジュアライゼーション
設計の検討と検証を行い、計画のコンセプトを伝える
ことができます。Autodesk独自のレンダリングエ
ンジンとなる Autodesk Raytracerを使用してい
るため、迅速かつ正確にレンダリングできます。

クラウド レンダリング
クラウドを利用してフォト リアリスティックなレンダリ
ングを作成します。デスクトップで作業する必要がな
く、専用のレンダリング ハードウェアも不要です。

点群ツール
レーザー スキャンを直接 BIM プロセスにつなげて
現況モデルを作成することができます。

建築モデリング
壁、ドア、窓、コンポーネントなどの建築要素を建物
モデルに追加できます。

構造 /製造 

物理モデルと解析モデル
物理モデルを作成して整合を確認、ドキュメント作成
を行い、それに関連した解析モデルを作成して構造
解析を行うことができます。

鉄筋の詳細設計
3D 配筋設計で、鉄筋集計表を基に鉄筋施工図を作
成することができます。

構造用鋼材のモデリング
Revit のさまざまなパラメトリック鋼材接合を使用
して、詳細なレベルで接合をモデル化することがで
きます。

構造図
マルチマテリアル設計の正確で詳細な構造ドキュメ
ントを作成することができます。

解析との双方向リンク
解析結果を BIM プロセスに統合して、反復的な設
計ワークフローで作業できます。

構造設計者向けの Dynamo
Dynamo では構造設計向けツールが使用できます。
計算ロジックを使用しながら最適化された構造システ
ムを開発することができます。

設備設計および製造 

Insight との統合
Insight は、パフォーマンス データへの一元的利用
と高度な解析エンジンにより、建築物のパフォーマン
スを最適化します。

製造用部品種別の変換
設計から製造への変換ツールです。設計段階のモデ
ル要素を施工レベルの詳細要素に変換します。

製作図の作成
モデルのレイアウトをより効率的にドキュメント化で
きます。Revit では、製造要素のドキュメント化、ス
ケジュール化、タグ付けが行える機能が使用できます。

HVAC 設計とドキュメント作成
複雑なダクト・配管系統でも、設計意図を表現し、機
械設計コンテンツを使用してダクト・配管系統をモデ
リングすることができます。

電気設計とドキュメント作成
電気系統の設計、モデリング、ドキュメント作成が行
えます。給電系統全体で電気的負荷を追跡できます。

配管設計とドキュメント作成
建物の給排水系統を作成し、配管系統を配置して、
設計とドキュメントに反映します。

MEP の製作の詳細化
そのまま製造で使えるモデルを Revit で作成できま
す。MEP LOD 400 のコンポーネントをモデリング
および調整することができます。

施工 

施工モデリング
設計モデルから施工情報を引き出します。壁レイヤー
とコンクリート打ち領域を分割 ･編集し、製造用に施
工図面を準備します。

施工のコーディネーション
Revit のモデルを BIM 360 Glue にアップロード
し、BIM 360 Layout と同期させます。墨出しポ
イントを BIM 360 Glue の Web インタフェースま
たは BIM 360 Layout の iPad アプリで表示およ
び共有します。

Navisworks の相互運用性
Navisworks コーディネーション モデルを Revit 
で直接開くことにより、異なるソフトウェアを使用し
ているチームと協力しながら自分の設計を調整でき
ます。

2D シートの読み込み /書き出し
Revit では AutoCAD ファイルの読み込み /書き出
しが可能です。また、ファブリケータ、サブコン、そ
の他の関係者向けに、シート セットを必要な形式に
変換して書き出すことができます。

施工可能性の詳細情報
施工チームの要件を満たすために、設計意図モデル
に詳細情報を追加します。

構造エンジニアリングのための製作
鉄骨詳細用の Advance Steel にリンクさせると、
設計から鉄骨建方までの工程が短縮できます。

MEP エンジニアリングのための製作
綿密なコーディネーション、製造、設置を行えるよう、
設計に適した精度のモデル要素を製造に適した精度
の要素に変換します。
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Civil 3D 2019 の新機能
設計、生産、コラボレーション、データ交換をさらに効率化した Civil 3D® 2019 の新機能と機能強化は、設計から設計図書作成までのワークフローを強化します。

縦断
縦断曲線のサポートにより、オフセット縦断の精度が
向上しました。

サブアセンブリ
60 以上のサブアセンブリが追加され、コリドー機能
が拡張されました。

断面
表示プロパティで、より詳細なコントロールが可能
になり、3D ソリッド オブジェクトをより正確に表現
できるようになりました。

新機能 新機能 新機能

圧力配管
継手と付帯装置が追加されたことにより、より多くの
設計標準に対応できるようになりました。

プロパティ セット データのラベル付け
プロパティ セットを使用して、カスタム データを 
Civil 3D オブジェクトのラベルに追加できます。

InfraWorks の相互運用性
Civil 3D 内で企画設計モデルを使用することが
できます。

高度な環状交差点の設計
新しい環状交差点の設計を Civil 3D に取り込む
ことができます。

Civil 3D で Navisworks を使う
予測がより正確になります。

Civil 3D で Revit を使う
構造設計と土木設計のコラボレーションが強化さ
れます。

新機能

強化

新機能

新機能

トラバース エディタ
COGO 入力・編集ツールを使用して、トラバースの
辺やサイドショットを表すポイント、線分、曲線を作
成します。

圧力配管ネットワーク
圧力配管ネットワークのパイプ、継手、付帯装置
を、別のサイズまたは別のタイプのパーツとスワッ
プすることができます。

Civil 3D の主な機能
相対標高計画線
標高計画線は、サーフェスから直接あるいはサーフェ
スを基準にして取得するため、サーフェスの変更に合
わせて計画線が更新されます。

動的なオフセット縦断
既定の横断勾配を使用して動的なオフセット縦断を
作成します。修正する場合は、縦断のプロパティを編
集します。

接続されている線形
2 つの交差する線形とその縦断の間に摺り付けのある、
動的にリンクされた新しい線形と縦断を作成します。

配管のサイズ設定と解析
パイプ サイズの変更、インバートの再設定、動水勾
配線とエネルギー勾配線の計算が標準規格 HEC-22 
2009 に準拠して行われます。

平面図と縦断シートの作成
複数の平面図または縦断ビューを 1 つのシート上に
配置することにより、平面図 /平面図と縦断シート /
縦断シートを作成できるようになりました。

コリドーのオーバーラップの解決（屈曲部）
法面展開の条件で、コリドーの屈曲部ねじれを解決
できるようになりました。

土木設計 

コリドーの設計
道路や河川などの土木線形構造物のモデリング用
ツール。

コリドー計画線の抽出ワークフロー
複数の計画線を簡単に抽出します。

高度な環状交差点の設計
設定した要件に基づいて環状交差点の設計が行えます。

線路線形レイアウト
線路設計を効率化します。

点群
点群データの使用と表示を行います。

点群データからサーフェスを作成
点群データから TIN サーフェスを作成できます。

サーフェス モデリング
設計プロセス全体を通じて点群、測量データなどの情
報に基づいたサーフェス作成ができ、自動的に更新す
ることができます。

グレーディング
造成用の地形モデルを作成します。

区画設計
用地境界作成ツール。

新機能

新機能

強化

強化

土木インフラストラクチャ設計の改善
Civil 3D® は、土木工学設計および施工図のための BIM/CIM（コンストラクション インフォメーション モデリ
ング）をサポートします。

https://www.autodesk.co.jp/civil3d
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自然流下式パイプ ネットワーク
汚水および雨水の排水システム用ツール。

地質工学的モデリング
プランニング、視覚化、地質工学データのモデリング
を向上させるツール。

作図とドキュメント作成 

プロパティ セット定義
特定のオブジェクトにカスタム プロパティを割り当て
ることができます。

プロパティ データをコリドー ソリッドに
コリドーソリッドに関連付けるプロパティを指定できます。

施工図
注釈付き施工図を作成できます。

ビジュアライゼーションと解析 

空間データ解析
マッピング機能と解析機能を強化。

雨水および汚水解析ソフトウェア
動的なモデルを使用して雨水・汚水管理を行うことが
できます。

自然流下式ネットワークの解析
パイプとインバートを標準規格 HEC-22 2009 で計
測します。

モデル解析
動的 QTO および土量計算できます。

ビジュアル解析
ビジュアライゼーションにより、土木設計をより詳細
に理解できます。

コラボレーション 

コリドー データ ショートカット（DREF）
コリドーのデータ ショートカットを作成して共有できます。

DREF サーフェスのキャッシュ
地形サーフェスをキャッシュし、Civil 3D の図面を
広範囲に共有することができます。

合理化された参照の作成
シンプルなドラッグ アンド ドロップ操作で DREF を
追加することができます。

Civil 3D で Navisworks を使う
予測がより正確になります。

Civil 3D で Revit を使う
構造設計と土木設計のコラボレーションを強化できます。

3ds Max との相互運用性
プロ品質のビジュアライゼーションを作成できます。

IFC の読み込みと書き出し
IFC ファイルに対して、AutoCAD ソリッドの読み込
みや書き込みを行うことができます。

いつでも、どこでも、だれでも使える CAD ソフトウェア
新しい AutoCAD Web およびモバイル アプリを利用すれば、どこからでもワークフローを実行できます。

PDF の読み込み
SHX フォント ファイル、塗り潰し、ラスター イメージ、
TrueType テキストなどを含め、ジオメトリを PDF 
から図面に読み込みます。

共有ビュー
関係者が表示したり、コメントを付けたりできるよう
に、Web ブラウザに図面の設計ビューをパブリッシュ
します。

Web やモバイルに保存
デスクトップの図面を保存し AutoCAD Web やモ
バイル アプリで表示、編集できます。

AutoCAD Web アプリ
モバイル デバイスで CAD 図面を表示、作成、編集、
共有できます。

新機能

新機能

新機能AutoCAD モバイル アプリ
モバイル デバイスで CAD 図面を表示、作成、編集、
共有できます。

ユーザー インタフェース
新しいフラット デザインのアイコンと 4K 機能拡張で
表示が改善されました。

図面比較
修正前と後の図面や外部参照を比較して、違いをド
キュメント化します。

2D グラフィックス
2 倍高速ズーム、画面移動、表示順序や画層のプロ
パティの変更などの操作が可能になります。

AutoCAD® 2019 ソフトウェアには業種別のツールセットが含まれています。デスクトップ、Web、モバイル間のワークフローが強化され、DWG™ 比較などの新機能を
利用できます。

AutoCAD 2019 の新機能

新機能

新機能

新機能

新機能
新機能

https://www.autodesk.co.jp/autocad
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AutoCAD の主な機能
ユーザー 操作 

リボン
AutoCAD リボンで、必要なときにお気に入りのツー
ルを使用できます。

ツール パレット
カスタマイズ可能なツール パレットで、よく使用するコ
ンテンツとツールに簡単にアクセスできます。

コマンド ウィンドウ
シンプルなキーストロークで、コマンド ラインから直
接コマンドを実行したり、プロンプトに応答できます。

オブジェクト グリップ
グリップ編集で、ジオメトリの形状変更、移動、操作
を簡単に行えます。

ワークスペース
メニュー、ツールバー、パレット、リボンをカスタマイ
ズしたワークスペースを保存、復元できます。

ショートカット メニュー
ショートカット メニューを表示すると、現在の作業状
況に関連するコマンドにすばやくアクセスできます。

オブジェクトと画層の透過性
選択したオブジェクトまたは特定の画層上のすべての
オブジェクトについて、透過性をコントロールします。

オブジェクトの選択表示 /非表示
オブジェクトのプロパティに一致するオブジェクトを
検索して選択できます。選択したオブジェクトを表示
または非表示に切り替えられます。

2D 作図、図面、注釈 

文字設定
マルチテキストで作成すると、文字スタイルや段落、
位置合わせなどの書式設定ができます。テキスト、段、
境界を書式設定します。

寸法
寸法を自動的に作成します。選択したオブジェクトに
カーソルを移動すると、実際に作成する前に、寸法の
プレビューを確認できます。

引出線
テキストやブロックなど、さまざまなコンテンツに引
出線を作成できます。引出線の線分の書式設定やス
タイルの定義も簡単です。

中心線と中心マーク
中心線や中心マークを作成、編集できます。関連付
けられたオブジェクトを移動すると、中心線や中心
マークも自動的に移動します。

表
行と列にデータや記号を入れた表を作成できます。
数式を適用したり、Microsoft Excel のスプレッド
シートにリンクさせることもできます。

雲マーク
図面の変更箇所に雲マークを作成し、更新内容をす
ばやく確認できます。

ビュー
ビューに名前を付けて保存することにより、特定の
ビューに簡単に戻って、すばやく参照したり、レイアウ
ト ビューポートに適用したりできます。

レイアウト
図面シートのサイズを指定したり、タイトル ブロック
を追加したり、モデルの複数のビューを表示します。

フィールド
文字内でフィールドを使用すると、フィールド値の変
更に伴って自動的に更新されるテキストを表示でき
ます。

データ リンク
Microsoft Excel スプレッドシートと図面内の表を
リンクすると、データが同時に更新されるようになり
ます。 

データ書き出し
オブジェクト、ブロック、属性から、図面上の情報など、
さまざまな情報を抽出します。

ダイナミック ブロック
形状、サイズ、環境設定の変更など、ブロック参照に
柔軟性とインテリジェンスが追加されました。

配列
円形状または矩形状パターンでオブジェクトの作成と
変更を行うことができます（パスに沿って作成と変更
を行うこともできます）。

パラメトリック拘束
ジオメトリ拘束および寸法拘束を適用して、図面ジオ
メトリ間の関係を維持します。

Express Tools
一連の生産性向上ツールにより、AutoCAD の機能
を拡張します。

コラボレーション 

PDF ファイル
PDF ファイルをアンダーレイとして読み込み、書き出
し、またはアタッチして、それらのファイルからのデー
タを共有、再利用できます。

DGN ファイル
DGN ファイルをアンダーレイとして読み込み、書き
出し、またはアタッチして、それらのファイルからの
データを共有、再利用できます。

DWG 参照
DWG ファイルを、外部参照ファイルとして現在の図
面にアタッチできます。

イメージ参照
イメージ ファイルを、外部参照ファイルとして現在の
図面にアタッチできます。

シート セット
複数の図面をシート セットとして表示、アクセス、管
理、出力できます。

モデル参照と読み込み
Navisworks モデルを図面にアンダーレイとしてア
タッチしたり、その他のアプリケーションからモデル
を読み込むこともできます。

地理的位置とオンライン マップ
地理的位置情報を図面に挿入し、オンライン マップ 
サービスのマップを図面に表示します。

インストールとカスタマイズ 

TrustedDWG テクノロジー
TrustedDWG™ テクノロジーは、DWG ファイルが
オートデスク以外のソフトウェアで最後に保存された
場合、互換性が失われている可能性があることを知ら
せる警告を表示します。

CUI のカスタマイズ
ユーザー インタフェースをカスタマイズすることに
よって、アクセス性が向上し、使用頻度の高いタスク
の作業手順の数を減らすことができます。

セキュリティで保護された読み込み
AutoCAD での実行可能ファイルの実行にセキュリ
ティ上の制約を設けることで、悪意のある実行コード
から保護します。

アクション レコーダ
アクション マクロとして再生可能なコマンドや入力値
を記録できます。

マルチユーザー（ネットワーク）ライセンスの共有
ライセンスをサーバ上にプールしておくことで、同時
にすべてのライセンスを使用しなくてよい場合のコス
トを削減します。

システム変数モニタ
優先値一覧に照らして、現在のシステム変数を監視で
きます。偏差が生じた場合は通知バルーンによって
警告が表示されます。 

CAD 標準チェッカー
CAD 標準仕様を定義、適用することによって、画層、
線種、文字、寸法の一貫性を維持します。

アプリケーション プログラミング インタフェース（API）
ActiveX、VBS、AutoLisp、Visual LISP、
ObjectARX、JavaScript、.NET を使用して、図
面とデータベースをコントロールできます。
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AutoCAD Architecture の主な機能

建築リノベーション
リノベーションの設計と施工の作業スピードが向上し
ます。

壁、ドア、窓
実際の動作や構造が判っている要素を使用して図面
やドキュメントを作成します。

ルーム ドキュメント（内部仕上表）
［Roombook］機能を使用して、複数の仕上げをサー
フェスに適用します。

設計とドキュメント作成
詳細コンポーネントとキーノート ツールを使用して、
作成することができます。

8,000 以上のインテリジェントなオブジェクトとス
タイルを利用できる業種別ツールセットを使って、
建築設計と図面作成をすばやく行えます。

プロジェクトのバックアップ
プロジェクトのローカル バックアップを簡単に作
成できます。

プロジェクト マネージャの検索
プロジェクトの設計ファイルを素早く検索します。

Vault の機能強化
Vault データ管理ソフトウェアとの統合が強化されま
した。

アイソメ図の改善
ツールでの配管アイソメ図の傾斜線の表示が改善
されました。

工場設備の設計とエンジニアリングに対応した業種専用の CAD ツールセット
を使用して、P&ID を作成し、3D プラント設計モデルに統合できます。

AutoCAD Plant 3Dの主な機能

Plant 3D

クラウドベースのコラボレーション
プロジェクトを共有し、チーム メンバーを招待して共同
作業を行えます。

計装のサポート
計装ツール パレットから計装を直接配置し、配管コ
ンポーネントと同じ方法で配置します。

GIS と 3D マッピングのための業種別ツールセットに地理情報システムと 
CAD データを組み込みました。

AutoCAD Map 3D の主な機能

サーフェス ツールと点群ツール（拡張）
点と等高線のデータを使用してモデルを作成できます。

解析ツール
疑問を解消し、データについて確実な判断ができ
ます。

地形データ
ソースから直接、地形データを取得できます。

データをインテリジェントなインダストリ モデルに変換
GIS データおよび CAD データを変換して、インテリ
ジェントなインダストリ モデルを作成、管理できます。

https://www.autodesk.co.jp/map3d

https://www.autodesk.co.jp/products/autocad/included-toolsets/autocad-architecture

https://www.autodesk.co.jp/products/autocad/included-toolsets/autocad-plant-3d
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業種に特化したツールセットのラスターデザイン
ツールを使用すれば、スキャンした図面を編集して、
ラスター イメージを DWG™ オブジェクトに変換
できます。

AutoCAD Raster Designの主な機能
ベクトル化ツール
ラスター イメージから線分やポリラインを作成し、
ラスター ファイルをベクトル図面に変換します。

ラスター図形処理（REM）
ラスター領域やプリミティブには AutoCAD の標準
コマンドを使用できます。ラスターイメージ、線分、
円弧、円を簡単に削除できます。

イメージの変換機能
Civi l  3D 土木設計ソフトウェアと AutoCAD 
Map 3D ツールセットで地理イメージを表示、分
析します。

クリーンアップと編集機能
イメージの斑点除去、縦横比補正、鏡像、タッチアップ
が行えます。

3D グラフィックスのパフォーマンスの向上
ツールセットはハードウェアのグラフィック アクセラ
レーションを最大限に活用し、高速なパフォーマンスを
実現します。

シンプルなワークフロー
プロジェクト マネージャでは、プロジェクト コマンド
の多くを右クリックで利用できます。配管スペックの
編集などのワークフローが簡単になります。

P&ID ペインタ
表示される線とコンポーネントをプロパティ値に
よって色付けできます。

スペックに基づく P&ID
P&ID の配管スペックの整合性をチェックします。

P&ID のオフページ コネクタの改善
P&ID 全体でプロセスおよび計装信号ラインのデー
タ整合性をサポートします。

P&ID のデータ検証
P&ID と AutoCAD Plant 3D ツールセット モ
デルが緊密に統合されます。

P&ID 設計 

すばやい P&ID 作図
AutoCAD のコンテキスト内コマンドで、P&ID 図
面をより簡単に作成できます。

標準シンボル ライブラリ
記号表現は、ツール パレットにタイプ別に表示され
ます。PIP、ISA、JIS、ISO/DIN などがあります。

プロジェクト標準のタグとレポート形式
プロジェクト標準に合わせてタグとラベルを作成、カス
タマイズできます。

データ検証
考えられるエラーをすばやく特定します。ユーザー定
義のルールに従って、検証ツールが P&ID をスキャ
ンし、データの整合性を確認します。

P&ID データの読み込み /書き出し
Excel の設計データを使用して、P&ID を更新でき
ます。データの更新分を使用して、レポートに出力し
ます。

ISO 15926 標準
AutoCAD P&ID は ISO 15926 規格を使用してい
ます。

オルソ図面の作成 

パラメトリック機器モデル
パラメトリック機器の定義によって、すばやくモデリン
グできます。

構造モデリング
標準の鋼材断面を使用して、階段、タラップ、レー
ルを含む鉄鋼構造をレイアウトできます。AISC、
CISC、DIN 鉄鋼カタログが含まれています。

重量と重心の計算
個々の配管コンポーネントとコンポーネントの組み合
わせの配管スプールの重心を見つけます。

部品表（BOM）
オルソ図面に部品表とリンク注釈を追加します。必要
に応じてプロジェクト固有のテーブル形式をカスタマ
イズできます。

Inventor 機器モデルの読み込み
簡略化された Inventor モデルをインテリジェント
に統合し、配管を接続します。

固定長配管モデリング
配管をすばやく配置し、詳細なマテリアル拾い出しを
生成します。AWWA、BPE、その他の配管カタログ
をサポートします。

配管アイソメ図面の作成 

マルチポート バルブ
モデルにマルチポートを追加します。

プル ベンド管
プル ベンド管を使用して 1 つの配管を作成します。

アイソメ参照寸法
抽出したアイソメ図にアイソメ寸法を表示します。

PCF から 配管作成
アイソメ PCF ファイルから配管を作成します。

https://www.autodesk.co.jp/products/autocad/included-toolsets/autocad-raster-design
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建設プロジェクトを管理する
プロジェクト レビュー ソフトウェア Navisworks® なら、設計、エンジニアリング、施工のプロフェッ
ショナルが、統合モデルやデータを総合的にレビューし、関係者と協力してプロジェクトの成果を適
切に管理できます。

Navisworksの主な機能
コーディネーション

BIM 360 Glue との統合
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
BIM 360 プロジェクトを活用して、データとワー
クフローを共有しましょう。

AutoCAD の BIM コーディネーション機能
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
AutoCAD で Navisworks のファイルをアタッチ
できます。

干渉チェック
NAVISWORKS MANAGE
着工前に問題を予測して対処できます。

BIM 360 でビューを共有
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
Navisworks または BIM 360 Glue を使用し
て、ビューを作成、共有します。

干渉管理
NAVISWORKS MANAGE
プロジェクト チームに対して、より明確に問題点
を伝えることができます。

干渉チェック専用ツール
NAVISWORKS MANAGE
干渉の検出、特定、管理を効率的に行うことがで
きます。

モデル レビュー

モデル ファイルおよびデータの統合
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
設計データと施工データを 1 つのモデルに統合す
ることができます。

アニメーションとシミュレーション

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
モデルのアニメーションやインタラクティブな動き
を設定します。

相互運用性の強化

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
さまざまなサードパーティ製アプリケーションに対
応しています。

チーム全体でのプロジェクト レビュー
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
関係者すべてがプロジェクトにアクセスして、全体像
を検討できます。

NWD や DWF でパブリッシュ
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
配布可能な NWD または DWF ファイルでモデル
をパブリッシュします。

より合理化されたコラボレーション

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
設計意図をより効率良く伝達し、チームワークを促
します。

計測ツール

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
面、スナップ、軸ロック、自動ズームを使った計測
が可能です。

朱書きツール

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
朱書きツールで、意図をよりわかりやすく正確に伝
達できます。

モデルのシミュレーションおよび解析

時間とコストを含めた 
5D プロジェクト スケジュール作成
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
5D で施工スケジュールやロジスティクスをシミュ
レートできます。

フォトリアリスティックなレンダリング

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
効果的な 4D アニメーションやイメージを作成で
きます。

アニメーションとシミュレーション

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
モデルのアニメーションやインタラクティブな動
きを設定します。

モデルから数量拾い

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
集約したモデルから数量拾いを実行できます。

プロジェクト表示

クラウド レンダリング
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
プロジェクト モデル全体のレンダリングをクラウ
ドで作成します。

リアルタイム ナビゲーション
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE、
NAVISWORKS FREEDOM

現況の統合プロジェクト モデルを検討できます。

Autodesk Rendering の機能強化
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
オートデスク製品と統合されたビジュアライゼー
ションツール。

リアリティ キャプチャの機能強化
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
強化された点群機能を使った作業ができます。

さまざまなファイル形式に対応

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
さまざまなファイル形式とアプリケーションをサ
ポートします。

数量拾い

2D 数量拾いの統合機能
（2D シートの数量拾い）
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
2D プロジェクトと 3D のプロジェクト両方の数量
拾いに対応しています。

3D 数量拾い（統合モデルの数量拾い）
NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
数量拾いワークブックを生成します。

数量拾い機能の強化

NAVISWORKS MANAGE、
NAVISWORKS SIMULATE
2D PDF シートに対応しています。

https://www.autodesk.co.jp/navisworks
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道路レイアウト
要素ベースまたは PI ベースのレイアウトを選択し、
より柔軟に道路設計を行えます。

点群
点群データに基づいてフィーチャをモデリングする
際に、写真を補助として使用できます。

路側グレーディング
勾配とマテリアルを変えて路側のグレーディングのさ
まざまな部分に適用します。

横断ビュー
横断勾配摺り付け、道路アセンブリ、切土と盛土といっ
た、道路設計における工学的詳細を横断ビューで評
価します。

InfraWorks の新機能
InfraWorks® の機能強化と新機能でビジュアライゼーションと企画設計のワークフローが向上します。

新機能

数量
地下インフラ数量を深度ごとに計算できます。

新機能新機能

橋梁設計
InfraWorks モデル内から、カスタムの橋梁パーツ
の特定のパラメータにアクセスできます。

企画設計から Civil 3D に移行
InfraWorks で作成した道路やパイプ ネットワーク
を Civil 3D に移行できます。

横断勾配摺り付け
モデル内の曲線または緩和曲線 -曲線 -緩和曲線を
含むコンポーネント道路に横断勾配摺り付けを計算、
適用します。

新機能新機能

新機能 強化

強化

新機能

新機能

マテリアル数量
選択した複数の道路や測点範囲、および区画、優先
道路などの対象区域の土量を計算できます。

コンポーネント道路
縁石、車線、路肩のある道路を設計できます。
Inventor でパラメトリック モデルを作成し、コン
ポーネント道路設計に追加します。

土木・インフラ設計を一新する
InfraWorks は、連携された BIM（ビルディング インフォメーション モデル）プロセスをサポー
トします。設計者や土木エンジニアは、インフラストラクチャ プロジェクトを現況に合わせて計画、
設計できます。 https://www.autodesk.co.jp/products/infraworks

地形等高線
等高線の表示と間隔のコントロールによって、現況の
地盤サーフェスや計画地盤サーフェスを詳細に表示
します。

橋梁コンポーネントを管理
InfraWorks では橋梁コンポーネントとコンテンツ
を直接作成、管理します。

洪水シミュレーション
複数の流入位置を基準にして、時間の経過とともに水
位を変化させて洪水対策プロジェクトを解析します。

パーツ エディタ
カスタムの排水パーツや配管パーツを Inventor で
作成し、Inventor の無償プラグインを使ってパーツ 
エディタに書き出すことができます。

コンポーネント道路のラベル
選択内容やビューの位置に応じて、橋や橋梁コンポー
ネントの寸法のキャンバス内ラベルを表示できます。

InfraWorks の主な機能
点群からフィーチャを生成
点群からリニア フィーチャを抽出します。リニア フィー
チャ、垂直フィーチャ、グラウンド グリッドを Civil 3D 
に書き出すことができます。

橋梁ラベル
選択内容やビューの位置に応じて、コンポーネント道
路のキャンバス内ラベルを表示できます。

モデリング 

実際の地形をモデル化
既存のデータ（2D CAD、GIS、ラスター、3D モデ
ルなど）を集約し、大規模なモデルを作成します。

自動化されたデータ読み込みとモデル作成
GIS、ラスター、DGN、SketchUp から基本モデルを
作成できます。

フォトリアリスティックな視覚効果
動的な太陽、影、水、雲を追加できます。

点群から地形を生成
モデルの地形にデータを構築します。

現況に合わせてプロジェクトを表示
現況の条件に合わせてプロジェクトを表示できます。

設計 

ランプと中央車線のフロー
ランプと中央 /左折車線をすばやく作成、編集でき
ます。

環状交差点の設計
交差点を環状交差点スタイルに簡単に変換できます。

対象領域
区画、地役権、用地境界線の設計を展開します。
InfraWorks モデルで簡単かつ正確に表現します。



13

コンポーネントベースの橋梁設計
橋梁の路面および桁を他の橋梁コンポーネントとは
別に編集できます。

よりスマートな舗装排水溝
ソフトウェアが複雑なジオメトリを認識して対応します。

企画設計から Civil 3D に移行
InfraWorks で作成した道路やパイプ ネットワークを 
Civil 3D に移行できます。

解析 

2D 距離と勾配
モデルの 2 点間の距離（水平と垂直）および勾配を計
測します。

距離と面積の計測
設計要素の最適な位置を決定します。

ダイナミック地形解析
異なるソースからのさまざまなデータ形式を扱うこと
ができます。

影と光の解析
プロジェクトで影がどのように影響するかを予測します。

テーマ パレット
属性に従ってアセットをビジュアルに分類します。

橋梁線桁解析
クラウドで詳細な解析を実行できます。

コラボレーション 

リアルタイムのフィードバック
設計フィード機能により、承認プロセスが迅速化します。

モデル パブリッシュ
クラウドによる一元的管理でよりセキュアにパブリッシュ
し、Web やモバイルを使って関係者とやり取りできます。

モデル ネットワーク ストレージ
共有ネットワーク ドライブ上にモデルを保存できます。

iPad アプリ
iPad でモデルを表示したり、モデルの必要箇所を選
択できます。

3D モデリング、アニメーション、レンダリング ソフトウェア
3ds Max® は、3D モデリングおよびレンダリングのためのソフトウェアであり、ゲーム内の充実した世界、デザ
インを視覚化する印象的なシーン、詳細なキャラクタなどの作成に役立ちます。

https://www.autodesk.co.jp/3dsmax

簡単で強力なモデリング
さまざまな環境や精密なキャラクタを創造し、造形し、定義できます。

効率的な 3D アニメーション
創造性豊かなキャラクタやリアルなシーンを生み出すことができ、ゲームや建築
設計、プロダクト デザインなどの分野で活用できます。

ハイエンドのレンダリング
3ds Max は、Arnold、V-Ray、Iray など、ほとんどの主要なレンダラに対応。
高品質なシーンや印象的なビジュアルを作成できます。

柔軟な相互運用性
3ds Max は、Revit、Inventor、Fusion 360 に加え、SketchUp、Unity、
Unreal などにも対応しています。

3ds Max を選択する理由
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Open Shading Language のサポート
シンプルな計算ノードから完全な手続き型テクス
チャまで、マテリアル エディタ内で Open Shading 
Language（OSL）マップを作成できます。

シェイプのブール演算処理
使い慣れた 3D ブール演算の UI を使用して、2 つ
以上のスプラインでパラメトリック ブール演算処理を
実行できます。

手続き型木目テクスチャ
Fusion 360 の木目テクスチャをベースに、木目タ
イプや成長率、仕上げがさまざまに異なる木目テクス
チャを作成できます。

3ds Max 2019 の新機能
生産性の向上をテーマに、より効率的、よりクリエイティブなモデリング、アニメーション、レンダリング、ワークフローの強化が行われています。

VR によるシーン レイアウト
3ds Max Interactive の VR 制作機能から直接
シーンを編集。更新と同時に 3ds Max に戻して
リアルタイムで確認できます。

CivilView のワークフローを更新
CivilView で作成した車両が 3ds Max の物理マテ
リアルへ対応しました。変換の手間が軽減され、レン
ダリングが簡単になります。

オートデスクのビューアのワークフロー
3ds Max のインタフェースからオートデスクの
ビューアを直接使用し、モデルの共有やフィードバッ
クの確認をオンラインで行なえます。

プロジェクト ツールを更新
柔軟性に優れたフォルダ構成、よりスマートになった
プロジェクトの切り替え、カスタム データの保存機能
を使って新しいプロジェクトを作成できます。

新機能

新機能

新機能

新機能

新機能

新機能

3ds Max 向け Arnold
MAXtoA プラグインが 3ds Max に統合されている
ので、Arnold の最新機能を 3ds Max で利用でき
ます。

流体シミュレーション
液体のリアルな動きを 3ds Max で直接作成で
きます。

Open Shading Language
シンプルな計算ノードから完全な手続き型テクスチャ
まで、Open Shading Language（OSL）マップ
を作成できます。

ブール演算オブジェクトを作成
2 つ以上のスプラインでパラメトリック ブール演
算処理を実行し、3D ブール演算の使い慣れた 
UI を使用して開いたシェイプと閉じたシェイプを
作成できます。

新機能

新機能

新機能

新機能
新機能

3D アニメーションおよびダイナミクス 

3ds Max Fluids（流体）
液体のリアルな動きを 3ds Max で直接作成できます。

モーション パス
アニメーションを直接ビューポート内で操作したり、
シーンに調整を加えながら直接フィードバックを取得
したりできます。

キャラクタ アニメーションおよびリギング ツール
CAT、Biped、群衆アニメーションなどのツールを利
用して、手続き型アニメーションやキャラクタ リギン
グを作成できます。

一般的なアニメーション ツール
キーフレームおよびプロシージャルなアニメーション
用ツールを利用できます。アニメーションの軌跡を
ビューポートで直接表示したり編集したりできます。

Max クリエーション グラフ コントローラ
作成や変更だけでなく、パッケージ化や共有も行える
新世代のアニメーション ツールを使用して、アニメー
ション コントローラを作成できます。

パーティクル フロー エフェクト
水、火、スプレー、雪などの洗練されたパーティクル 
エフェクトを作成できます。

簡単なシミュレーション データの読み込み
CFD、CSV、または OpenVDB 形式のシミュレーショ
ン データをアニメートできます。

測地線ボクセルとヒートマップのスキニング
より適切なスキンのウェイト付けをすばやく簡単に生
成できます。

3ds Max 2019 の主な機能
3D レンダリング

3ds Max Interactive
VR ビジュアライゼーションの制作に最適な統合ツー
ルを、3ds Max のワークスペースから離れることな
く利用できます。

フィジカル カメラ
シャッター スピード、絞り、被写界深度、露出など、
実世界のカメラの設定をシミュレートできます。

ActiveShade レンダリングの改善
インタラクティブ レンダリングを使用して反復作業を
高速化できます。

Autodesk Raytracer Renderer（ART）
建築シーンの正確なイメージを作成できます。

UI、ワークフロー、パイプライン 

アセット ライブラリ
ローカル コンピュータやネットワーク上の 3D コンテ
ンツに単一のビューですばやくアクセスでき、すべて
のコンテンツがすぐに検索できます。

パイプライン ツールの統合と改善
機能が拡張され向上した Python と .NET ツール
セットにより、いくつかのパイプライン ツールとの緊
密な統合が実現しました。

スマート アセット パッケージ
柔軟で、互いに接続され、設計データの変更にも対
応できる、ポータブルなアセットを作成、共有、更新
できます。

最新の UI とワークスペース
応答性に優れた最新の高解像度対応 UI で、自分専
用のカスタム ワークスペースを作成できます。

シーン コンバータ
別のレンダラーにシームレスに移動できます。

3D モデリング、テクスチャリング、エフェクト 

スプライン ワークフロー
新たに機能が強化されたスプライン ツールを使用し
て、直感的な操作でジオメトリを作成し、アニメーショ
ンを制作できます。

データ チャネル モディファイヤ
モデルから情報を直接抽出して、他の種類の変更
を示すために利用できます。

ブレンド ボックス マップ
1 つのオブジェクトに適用された最大 6 つのマテリア
ルをブレンドして、継ぎ目をぼかすことができます。

メッシュとサーフェス モデリング
ポリゴン、サブディビジョン サーフェス、スプライン 
ベースのモデリング機能を使用して、パラメトリック 
オブジェクトと有機的オブジェクトを効率よく作成でき
ます。

ヘアーとファーのモディファイヤ
カットやブラシなど、選択とスタイリング用のツール
を利用して、ヘアーとファーをビューポートで直接操
作できます。
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ReCap Pro の主な機能
写真から3Dデータを作成
クラウドサービスの ReCap Flyを利用すれば、複数
の写真から 3Dモデルを簡単に作成することができ
ます。ドローンに搭載したデジタルカメラの写真から
現場の点群モデルを作成することができ、この点群モ
デルを AutoCAD Civil3Dに取り込んで土工管理な
どに活用することが可能です。

ハードウェアに依存しない 3Dレーザースキャニング 
主要な 3Dレーザースキャナーメーカーからの 
テキストベースの形式やフォーマットをサポート 
しています。 

フォトリアリスティックなデータの視覚化
フォトリアリスティックな 3Dやパノラマ情報を視覚化
し、点群情報を用いたビジュアルな検証が可能です。
また、点群に対して距離や角度などの計測も可能です。

点群の編集とクリーニング
シンプルなツールを使用して点群を整理できます。
必要な点群データだけに絞り込むことで、設計情報
として利用しやすくかつ軽いデータに編集すること
ができます。

また ReCap Proはこれまでの点群編集ソフトとは
比べ物にならないほど軽快な動作をします。サイズ
の大きな点群データの編集に威力を発揮します。

オートデスク製品へ書き出し
ReCap Proで編集されたデータは、リアリティキャ
プチャ データのための新しいファイル形式（.rcp、.
rcs）で、各種オートデスク製品に取り込むことがで
きます。また、.pts、.e57、.pcgへの書き出しに
も対応しています

距離計測
点群データに対して、距離計測や注釈をつける 
ことができます。

点群データ提供：株式会社トプコン様

範囲ボックス
点群表示領域を範囲ボックスで指定することが 
できます。

クラウド
サービス

点群データを編集／可視化するアプリケーション
Autodesk® ReCap Proは、オートデスクの各種製品で点群データを取り扱うための様々な前処理
機能を持ち、オートデスク製品との親和性を高めたデータを作成するため、設計プロジェクトにおける
点群データの取り扱いを容易にします。 https://www.autodesk.co.jp/products/recap
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ReCap Pro の主な機能
ReCap™Pro を使用すると、レーザー スキャンや写真から 3D モデルを作成できます。
最終的に、CAD と BIM オーサリング ツールで使用できる点群やメッシュを生成できます。

写真を 3D 化できるクラウド ベース サービス 

ReCap Photo
ReCap Photo で写真測量の拡張機能を利用できま
す。ReCap Pro のサブスクリプションで利用可能。

モバイル用 ReCap Pro
iPad Pro を使用して、現地でリアリティ キャプチャ 
データを登録、マークアップ、計測することができま
す。コラボレーション機能も備えています。

レーザー スキャンを自動的に登録
自動登録により、正確でスケーラブルな 3D の点群
をスキャン データから数分で作成します。

点群を計測、編集
ReCap を使用して、点群の計測、マークアップ、情
報伝達を行い、点群データを共同作業者と共有でき
ます。

作業を紹介するビデオを作成する
ReCap Pro では、ビューの状態を便利なアニメー
ションにするプロセスが改善されました。このアニ
メーションを使用してプレゼンテーションを作成する
ことができます。

スキャンからメッシュ
他のオートデスク製品で使用するために、スキャン
をメッシュに変換するサービスを利用して点群をメッ
シュに変換できます。

レーザー スキャン リアリティ キャプチャ機能 

スキャン設定
プロジェクト作成プロセス中に適用できるさまざまな設
定について説明しています。

計測機能
ReCap Pro のサーフェス スナップを使用すると、開
始サーフェス点と選択した場所から外向きに投影され
た点の間隔を計測できます。

自動クリーンアップ ツール
点群から不要なオブジェクトを除去できます。

Navisworks データの統合
Naviworks のデータを使用して、Real View パ
ノラマを拡充できます。

写真と UAV ベースのリアリティ キャプチャ 

UAV 写真から 3D およびオルソ ビューを作成
最大 1,000 点の UAV 写真を処理し、オートデスク
の他の設計ツールで使用できる 3D メッシュ や 3D 
点群、2.5D オルソ ビューを作成できます。

GCP と座標系を設定
プロジェクトの任意の座標系に地上コントロール ポ
イントを追加できます。

リアリティ データをオンラインで表示、共有、拡充
A360 でフル解像度の 2.5D オルソ ビューを表示
し、タグ、マークアップ、計測値を追加して、チーム メ
ンバーと共有できます。

Revit Live の主な機能
クラウドの活用
クラウドの自動データ準備機能を使って、Revit と 
Revit LT モデルを数分で利用できます。

使いやすい
シンプルなワークフローで、ビルディング インフォ
メーション モデリング（BIM）モデルを没入型ビジュ
アライゼーションに変換できます。

バーチャル リアリティに対応
Revit または Revit LT モデルをバーチャル リアリ
ティ環境に取り込んで設計を体験できます。

BIM の活用
モデル内で有効な BIM データを自動的に転送して
アクセスします。

設計を共有
プレゼンテーションを使って、クライアントが設計を
詳しく把握できるようにします。クライアントは、プレ
ゼンテーションを設計者と一緒に確認することも、独
自に確認することもできます。

ビジュアライゼーションを拡張
3ds Max Interactive にデータを取り込み、アニ
メーションを追加したり、新しいコンテンツを作成で
きます。

設計を把握
時刻や季節を変更して、光や影が設計に与える影響
を確認できます。

クライアントに提示
独自のレンダリング スタイルを適用して設計意図を
伝えたり、クライアントに合わせてプレゼンテーショ
ンを調整できます。

没入型ビジュアライゼーションを作成
Revit® Live クラウド サービスでは、Revit および Revit LT モデルをワンクリックで没入型ビジュアラ
イゼーションに変換できるため、建築設計者がデザインを把握、確認、共有できます。

https://www.autodesk.co.jp/products/revit-live
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Autodesk Rendering の主な機能
フォトリアリスティックなレンダリング
クラウド レンダリングでは設計およびモデルから驚く
ほどの高品質のレンダリングを生成できます。

いつでもどこでもアクセス可能
製品から直接クラウドにレンダリングを送信し、オンラ
インでギャラリーからいつでもアクセスできます。

パノラマ、日照シミュレーション、および照度
日照検証のレンダリングが実行でき、インタラクティ
ブ パノラマ内を自由に見回すことができます。照度
のシミュレーションを作成できます。レンダリングさ
れたシーンに環境を適用できます。

AUTODESK 
RENDERING

高速かつ高解像度のクラウドレンダリング
クラウド レンダリングを利用すれば、ほぼ無限の計算能力を活用して、フォトリアリスティックな高解像度のイメージを
短時間で作成できます。

Dynamo Studioの主な機能
反復処理
シンプルなデータ、ロジック、解析を使ってより多く
の設計オプションを迅速に検討できます。

接続
シンプルでリアルタイムなワークフローで、Excel、
CSV、イメージ フォーマット、DWG™ などのモデリ
ング アプリケーションからデータを読み書きできます。

計算
グラフィカルなロジックを使ってジオメトリの複雑な
問題を視覚化し、設計モデルの動作を制御できます。

スクリプト
シンプルかつ強力なスクリプティング インタフェー
スを使ってコードを記述できます。プログラミング
の経験は不要です。

Dynamo Studio はスタンドアロンのプログラミング環境です。デザイナーが、パラメ
トリック概念設計を検討したりタスクを自動化するための視覚ロジックを作成できます。

Revit LTの主な機能
3D 設計およびビジュアライゼーション
3D の正投影ビューやパース ビューを作成すると、設
計をより明確に視覚化して共有できます。

コーディネートされた 1 つのモデル
設計の修正があると、設計プロセス全体にわたってす
べてのビューで自動的に更新が行われます。

高品質のドキュメント
設計図書は自動的に更新され、最新の状態に保たれ
ます。

自動生成される集計表
建物コンポーネントの集計表を自動的に作成して、コ
ストと数量の可視性を高めることができます。

マテリアル数量検証のサポート
マテリアル拾い出しを使うとコスト見積もり用のマテリア
ル数量を検証できるため、数量を追跡しやすくなります。

Revit ユーザーとのスムーズな設計ファイル交換
すべての Revit 製品のユーザーとファイルを交換で
きます。

クラウドでのフォトリアリスティックなレンダリング
オートデスクのクラウド サービスでリアルなマテリア
ルを使用できます。

建築設計者向けのコンテンツ
すぐに使用できるコンテンツには、事務室、家具、住宅
用の窓、商業施設用の窓、電気器具のライブラリが含
まれています。

自分のペースでビルディング インフォメーション 
モデリング（BIM）に移行
AutoCAD LT の使い慣れたツール（Revit LT 
Suite で使用可能）を使用すれば、BIM への移行が
容易になります。

Autodesk Drive
個人や小規模なチーム向けに設計されたデータ スト
レージを使用して、2D と 3D の設計データを安全に
保存、プレビュー、共有できます。

建築設計向け 3D BIM ツール
Revit LT™ は、ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）のワークフローをサポートします。設
計をより明確に視覚化して伝達し、BIM の成果物に対する要求を満たすことができます。

AECコレクションには含まれません。ご利用いただくには別途サブスクリプション契約が必要です。

https://www.autodesk.co.jp/revitlt

https://www.autodesk.co.jp/products/dynamo-studio
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モバイル アクセス
iOS や Android のモバイル デバイ
スでアクセスできるうえ、オフラインの
同期機能も使用できます。

バージョン管理
変更の前後をすばやく比較して確認で
きます。

図面のパブリッシュ
設計ファイルからドキュメント セットを
抽出し、OCR 機能で図面枠からデー
タを自動で読み取ります。

建設プロジェクト チームが適切なタイミングで正しい情報を入手できると、作業効率が向上します。
BIM 360 Docs なら、すべての設計図書、プロジェクト ドキュメントおよびモデルのパブリッシュ、管理、レビュー、承認がいつでも、どこでも可能です。

メリット
手戻りを減らし、効率アップ
ライブ更新とバージョン管理により、ファイルの運
用時間を短縮し、より長い時間を建築に当てること
ができます。

コラボレーションの強化
チーム メンバーおよびプロジェクト関係者とファイルを
閲覧、共有、レビューできるので、全員が連携できます。

情報の一元化
ドキュメント、設計図、モデルが一元管理され、い
つでも、どこでもアクセス可能なので、常に最新の
情報を使って連携できます。

特長
BIM 360 は、施工のプロフェッショナル向けクラ
ウド プラットフォームです。オフィスからでも施工
現場からでも場所に関係なく、チーム全体が連携
できるので、プロジェクトの進行を高速化し、結果
の予測精度を向上できます。

ドキュメント管理
権限レベルを設定して、適切な人に適
切な情報を提供できます。

2D および 3D ワークフローのサポート
2D 図面と 3D モデルを閲覧、パブ
リッシュしたり、マークアップを追加で
きます。

マークアップの作成
2D および 3D マークアップを作成、
共有し、連携して施工性を検証でき
ます。

 
  

その他の
BIM 360 製品 

  

 

 

 
 

 

Build
フィールド管理

施工の品質コントロール
および現場の安全性を

向上します。

プロジェクト管理

RFI と提出物で 
進行状況を追跡します。

（日本未発売）

リーンコンストラクションを 
利用して、信頼性の高い作業 
計画を作成できます。

建物オーナーが建物の運営の 
可能性を把握しやすくなります。

（日本未発売）

（日本未発売）

BIM 360 Docs
Project Analytics

OPS

PLANGlue
モデルの調整

モデルの調整と干渉
検出により、VDC および 

BIM ワークフローを 
効率化します。

Design
設計コラボレーション

設計ファイルの
ライブ更新でチームの
連携を強化します。

BIM 360 Docs を追加パッケージで拡張する

プロジェクト チーム向けの設計図書管理

AECコレクションには含まれません。ご利用いただくには別途サブスクリプション契約が必要です。
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クレーン作業や
足場の施工効率を徹底追求 :
矢作建設工業

BIM モデルで
鉄骨梁貫通スリーブのチェックや
製作を自動化：
東急建設

オートデスク 
BIM 活用事例集 2016

VR による仕上げ確認や
安全管理に手応え :
西松建設

オートデスク 
BIM 活用事例集 2017

オートデスク ユーザー事例 東急建設株式会社

会社名
東急建設株式会社

所在地
東京都渋谷区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

Autodesk® Navisworks®

Autodesk® BIM 360™ Glue®

2013 年に Autodesk Revit など BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）
ソリューションの本格導入を始めた東急建設は、活用レベルを段階的に上
げてきた。現在は BIM モデルによる専門工事会社との合意や、BIM モデ
ルからの施工図作成、さらにはタブレットによる現場最前線での施工管理
と活用の幅が広がり、鉄骨会社との BIM データ連携も行っている。今後
は BIM モデルと AR（拡張現実）による施工管理も視野に入れている。

数千個に及ぶスリーブのチェックと 
製作を自動化
「BIM モデルから抽出したデータを使って、ス
リーブの位置や径、数を自動的にチェックし、さ
らに協力会社における工場製作にも活用でき
ようになったおかげで、鉄骨製作の生産性が 
格段に上がりました」と言うのは、東急建設建築
事業本部技術統括部 BIM 推進部プロダクトデザ
イングループの三瓶亮氏だ。

スリーブは、鉄骨の強度に大きく影響する。その
ため、スリーブはどこでも設けていいのではなく
位置や大きさ、離隔、補強方法などが基準や仕
様書などで定められている。これまでは手作業に
よって BIM モデル上でスリーブを設けたり、位置
などをチェックしたりしていたので、大変な手間
ひまがかかっていた。

そこで東急建設は、BIM モデルからスリーブに関
するデータを CSV 形式のテキストデータで抽出し、

社内で独自開発したソフトによって自動的にチェッ
クできるようにしたのだ。

BIM モデルをチェックする専用ソフトも市販され
ているが、スリーブの径や鉄骨材の縁からの距離
などについて、細かい設定や処理を行うのは難し
かったという。

「例えば、ある建物では約 6,000 カ所のスリー
ブがありました。これまでは担当者が BIM 上の
スリーブを 1 つひとつ、基準に合っているかを
チェックしていました。しかし、このチェックを
自動化したことにより、設計変更の際もクリック  
1 回で瞬時にチェックできるようになりました」と
三瓶氏は言う。

つまり、BIM で最も重要と言われる“I”（インフォ
メーション）の利用によって作業効率を大幅に高め
たのだ。

BIM モデルで鉄骨梁貫通スリーブのチェックや製作を自動化

東急建設が協力会社と連携した  
BIM 活用を実践

左から BIM 推進部プロダクトデザイングループの 
吉村知郎グループリーダーと三瓶亮氏

構造と設備のBIM

オートデスク ユーザー事例 矢作建設工業株式会社

会社名
矢作建設工業株式会社

所在地
愛知県名古屋市

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

Autodesk® Navisworks®

Autodesk® BIM 360™ Docs

名古屋市東区に本拠を置く矢作建設工業は、2014 年に本格的な BIM 
（ビルディング・インフォメーション・モデリング）活用に着手し、Autodesk Revit  
や Autodesk Navisworks などの BIM ソリューションを活用しながら
現場密着型の施工 BIM を展開している。クレーン作業や足場、山留め
など、施工計画の BIM 活用の現場を直撃した。

BIM が詳細なクレーン計画を可能に
「BIM がなければ、こんな足場の解体方法の検
討はできなかったでしょう」と語るのは、矢作
建設工業建築事業本部 施工本部 施工部工務グ
ループマネジャーの伊藤篤之氏だ。

建物の施工が終わり、枠組み足場を撤去する際、
一般的にクレーンで解体を行う。クレーンが 
届かない場合は作業員が部材を 1 つひとつ小ば
らししながら解体を行わなければならないため、
工期・作業リスクが生じる。

あるマンションの現場では、現場の敷地や建物、
そして足場材を「Autodesk Revit」で BIM モデ
ル化し、独自に開発したクレーンファミリを配置
することで、クレーンの延長ブームが届く範囲
を 3 次元的に検討した。その結果、建物の裏側
の足場までクレーンで解体できることがわかった
のだ。

「クレーン作業を BIM モデル上でシミュレーショ
ンし、クレーンがアームを上げ下げしたり、旋回
したりするときに干渉する足場の部分を割り出し 

ました。その足場をあらかじめ撤去し、検討 
した位置にクレーンを止めることで、現場でも
予定通りの解体作業が行えました」と伊藤氏は振
り返る。

これだけでも驚くが、クレーンはアームや延長
ブームの角度によって吊り上げられる「定格荷
重」が変化し、足場の分割によって吊り荷の重量
も変化する。

この施工計画を作る上では、クレーンと足場と
の干渉だけでなく、定格荷重や足場の重量をス
ピーディーに計算することが求められた。そこ
に、同社ならではの BIM 活用のノウハウがある
のだ。

クレーン作業や足場の施工効率を徹底追求

矢作建設工業が BIM を活用し、 
働き方改革を実現

矢作建設工業で BIM 活用の推進を担うスタッフ。 
左から築城寛行氏、石田大介氏、太江慎吾氏、伊藤篤之氏

BIMで作成したマンション足場の解体計画。クレーンと足場の干渉部分（ピンク）を取り外すことで、 
建物背面の足場（グリーン）を吊り上げることができる（左画像）。実際の現場での作業も計画通り行えた（右写真）
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会社名
西松建設株式会社

所在地
東京都港区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

Autodesk® Navisworks®

Autodesk® BIM 360™ Docs

3 年前から本格的な BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）活用を
行ってきた西松建設は、2018 年 4 月に BIM 推進室を立ち上げた。その
狙いは、BIM 化自体を目的化せず、BIM で生産性向上を実現すること
だ。そこで今後 3 年間をめどに、BIM が有効な建物の規模や複雑さなど
を見極め、会社の業績向上につなぐ取り組みを始めた。

「VR でお客様の声が引き出せた」
西松建設は中部地方に建設した物流倉庫の工事
で、エントランスなどの内装材を選んだり、仕上
げを確認したりする際、施主や現場職員に建物
の BIM モデルデータをもとにして作った VR（バー
チャルリアリティー）を見てもらった。

「VR ゴーグルを着けたお客様が、周囲を指さして
『ここはこんな仕上げにしたい』『ここはこんな感
じに変えたい』と、具体的な要望をどんどん出して
くれたときは驚きました」と、西松建設建築事業本
部建築設計部 BIM 推進室長の木村暁彦氏は振り
返る。

同社では以前からいろいろな工事で BIM を活用し
ていたが、工事ごとの散発的な取り組みにすぎな
かった。そこで 3 年前から、社内の BIM 活用につ
いての情報を一元化するべく、会社として本格的
な活用を始めた。

その中で、効果的なプロジェクトの 1 つだったの
が、上記の物流倉庫の VR による施主や現場職員
との仕上げ確認だった。

施主にはスマートフォンで VR を見る簡易ビュー
ワーを渡してじっくり見てもらった。

「VR はこれから作る建物を、実寸大で立体視する
ことができます。そのため、縮小された BIM モデ
ルを、平面のモニターで見ているときとは違った

VR による仕上げ確認や安全管理に手応え

3 年で“業績につながる BIM”を 
見極める西松建設

BIMモデルをもとに作成した物流倉庫エントランス部のVRコンテンツ。 
素材選びや仕上げの確認に対する効果が高いBIM活用例の1つだ

左から西松建設 BIM 推進室の室長を務める 
木村暁彦氏と主任の山名由記氏

休憩室の BIM モデルから作成した VR コンテンツも、 
施主とのデザイン確認に役立った
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