
ユーティリティ企業のための
CAD標準化ソリューション

鉄道・電力・ガス・水道などの社会基盤を支える



ユーティリティ企業の業務フロー

施設情報共有化のためのインフラを提供
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日本の社会基盤を支えるユーティリティ企業が抱える
ビジネスの課題

図面作成業務の見直しが鍵

鉄道、電力、ガス、水道などの重要な社会基盤を支え

る施設・設備が正常に機能するようにそれらを保守・

管理し、また新たな施設・設備を計画、施工していく

ことは、ユーティリティ企業にとって重要な任務です。

そのために非常に多岐にわたる業務が日々行われて

います。これらの業務を遂行するために、ある共通

する特徴があります。それは、「図面を利用する」という

ことです。ユーティリティ企業において、図面は、業務

を遂行するための非常に重要な役割を担っています。

しかし、図面が統一（標準化）されていない、データ

化されていないなどの理由から、業務フロー全体に
わたり、図面データの効果的な利用が確立されて

いないのが実状です。この図面に関連した業務を

大幅に改善することで、業務フロー全体にわたり

生産性を飛躍的に向上することができます。

効率化の第一歩はCADデータ活用、

そして業務フローの整備

CADデータを活用することによって、図面作成業務

を大幅に改善することができます。たとえば、

　•設計、施工、管理の各業務で必要になる共通の

 　 図面データを活用して効率的に作成できる

　•竣工図と台帳をリンクさせ、施設・設備情報を

 　 一元的に管理できる

　•報告書作成業務において、図面データを活用し

 　 ながら短い時間で作成できる

など、さまざまな業務や段階において、CADデータの

活用が可能となり、業務の効率化を促進します。さらに、

より効果的に業務改革を進めるには、できるだけ

多くの図面業務間でデータ連係を可能にすること、

そしてCADデータの活用をベースに考えた業務

フローを確立することも必要です。

鉄道分野で利用している図面は、設計・施工・

管理の部門ごとにデジタル化はされていた

のですが、それらの横断的な活用はできて

おらず、部門間での受け渡しには紙地図が

介在する状況でした。

ネックになっていたのは、各図面の共通の

ベースとなる線路平面図という大縮尺の地

形図がデジタル化できていなかったことで

した。そこで、この線路平面図をGIS化し、

そこにCAD図面を重ねて利用できるように

した鉄道空間情報管理システム「鉄道GIS」

を構築しました。

CADとGISをシームレスに連携させること

ができるオートデスクのツールがあって初

めて実現できたシステムです。

ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社

IT事業本部　部長

企画・ITビジネスユニット リーダー

兼 データベース・TERAユニット リーダー

小林 三昭 氏

1



リレーショナル データベース

データ管理

ラスター図面詳細図
施設図

背景地図

ERP、CRMなど

設備データ

設計図作成・編集・印刷
竣工図作成・編集・印刷

オートデスクのユーティリティ企業向けソリューション

データ作成

閲覧・印刷（検索・修正・更新・再利用）

データ活用

FDO

技術
Feature Data
Objects（ ）

ユーティリティ企業の業務革新をサポートする
オートデスクのソリューション

図面作成業務を支えるAutoCAD Map 3D

ユーティリティ企業では、施設・設備図面、平面図、

地図などを効率的に作成、編集、更新、管理できる

統合的なプラットフォームが必要です。オートデスクは、

CADとGISを融合したAutoCAD® Map 3Dを提供

しています。AutoCAD Map 3Dを利用して、設計、

施工、管理の各業務で必要になる図面を、他のさま

ざまな図面データや施設・設備情報を自在に活用、

そして迅速に作成することができます。しかも、業界

標準のAutoCADをベースにしており、また、CADや

GISの主要なデータフォーマットもサポートしている

ので、さまざまな環境に柔軟に対応することがで

きます。

施設・設備管理全体のワークフローを支援する

Autodesk MapGuide Enterprise

AutoCAD Map 3Dで作成した図面をWebやイン

トラネットへ簡単にパブリッシュすることができる

Autodesk MapGuide® Enterpriseと合わせて利用

すれば、計画、設計、施工、保守、維持管理から緊急

対応まで、技術者だけでなく、管理者や営業、問い

合せ窓口、関連会社など、さまざまなセクションで

技術図面を活用できます。これにより、従来技術

部署だけで利用されている図面や設備情報などを

組織全体で活用できるようになります。

作業時間の削減やデータ変換による欠落を

防止するオートデスクが開発したFDO

（Feature Data Objects）技術

AutoCAD Map 3DやAutodesk MapGuideの基盤
技術であるオートデスクが開発したFDO技術は、
地図データ、ラスター、施設・設備情報などの大量な
データを高速に表示するための技術です。組織内に
大量に保存されているさまざまなフォーマットのデー
タを収集・加工・切り出しなどを行って、図面作成や
管理を行うのは非常に大変な作業です。FDO技術
を利用することで、この問題を解決できます。FDO技
術は、図面ファイルだけでなく、さまざまな形式の
データを重ね合わせることができます。また、尺度に
よって表示を間引いたり、文字の大きさを画面に一定
に表示させたり、ダイナミックに表示を変更したりで
きます。これにより、設計・施工・管理の各業務間での
データの欠落が減り、作業時間や変換時間を大幅に
節約できます。
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CADデータの活用で、データの再利用が可能となり、同じデータを何度も作成する手間が省けます。

さらに位置情報を活用すると、設計・施工時に必要な現況地形や既存図面から必要な情報を検索したり、

再利用することができます。

■ 座標を合わせて貼り合わせ

■ 必要なデータをさまざまな種類の図面から検索

CADデータ活用で

設計業務の現状 → 設計図面が統一（標準化）されていない

わかりやすい設計図面の作成 既存の周辺地形図などを再利用　

■ 概略から詳細まで、縮尺によって表示を変更

■ 強調したい部分を着色、線種、線幅変更

条件検索 表示設定図面検索

印刷設定 位置合わせ

任意切り出し

■ 座標を合わせて貼り合わせ

■ 必要なデータをさまざまな種類の図面から検索

■ 工事図面を既存データに取り込み

CADデータ活用で

施工業務の現状 → 竣工図面が統一（標準化）されていない

わかりやすい竣工図面の作成 既存の周辺地形図などを再利用　

■ 概略から詳細まで、縮尺によって表示を変更

■ 強調したい部分を着色、線種、線幅変更

条件検索 表示設定

印刷設定

図面検索

位置合わせ 一括修正

任意切り出し

設計・施工
業務

有効な
機能

有効な
機能

各業務におけるCADデータ活用のメリット
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■ 施設データを複数図面からまとめて検索

■ 概要から詳細まで縮尺により表示を変更

■ 種別や年度による施設の着色など表示を変更

■ 竣工図と台帳情報を関連付けることで連携実現

既存図面、関連図面の再利用 竣工図から台帳情報へ

■ 地図上に竣工図を並べる

■ 座標に合わせて図面を重ね合わせ

■ さまざまな種類の図面から必要なものを検索

■ 検索した結果から切り出し

■ 施設データを複数図面からまとめて検索

■ 概要から詳細まで縮尺により表示を変更

■ 種別や年度による施設の着色など表示を変更

関連する図面の再利用 図面から報告書用のデータを加工

■ 地図上に図面を並べる

■ 座標に合わせて図面を重ね合わせ

■ さまざまな種類の図面から必要なものを検索

■ 検索した結果から報告書用に切り出し

CADデータの活用で、竣工図からの台帳情報の拾い出しや台帳との一元化が図れます。さらに図面の作成を飛躍的

に効率化できます。位置情報を活用すると設計・施工時に必要な現況地形や既存図面から必要な情報を検索したり、再

利用することができます。また、設備管理・計画・保守業務における維持管理計画や保守図面作成の効率化が図れます。

CADデータ活用で

管理業務の現状 → 図面データが活用されていない

条件検索 表示設定

印刷設定

図面検索 任意切り出し

位置合わせ 属性検索 属性編集

設計・施工図面や現況図から必要な情報を抽出し、再活用することで、日々の業務資料から監督官庁・

自治体などに提出する報告書にいたるまで、作成業務を飛躍的に効率化できます。

CADデータ活用で

報告書作成業務の現状 → 図面データが活用されていない

条件検索 表示設定

印刷設定

図面検索

位置合わせ 一括修正

任意切り出し

報告書業務

管理業務

有効な
機能

有効な
機能



図面1.dwg 図面2.dwg

図面3.dwg 図面4.dwg

ユーティリティ企業の業務の効率化を実現するAutoCAD

AutoCAD Map 3Dは、ユーティリティ企業の施設・設備図面・平面図・地図などの作成・編集・更新・管理するため
のCADプラットフォームです。 

■ 「アタッチ」機能を利用し、複数の図面をあたかも

一枚の図面のように扱うことができます。

■ 「クエリー」機能を使って条件を指定し、必要

な情報を抽出することができます。

■ 「アタッチ」機能や「クエリ－」機能を使って、

大容量の複数の図面ファイル（地図、平面図、

設備図などを並べたり、重ね合わせたデータ）

から必要な情報のみを抽出して表示したり、

設計図面用や報告書用の図面を切り出すこと

ができます。

■ 必要な情報のみ表示するため、パフォーマンス

　 も向上します。

大容量、複数の既存図面（地図・平面図・設備図など）
から必要な情報を検索、表示、切り出し、
新たな図面を作成

条件検索 図面検索

表示設定 印刷設定

任意切り出し

■ 属性値に応じて、色や線種、線の太さなどを

一括で変更した主題図を作成できます。

■ 属性の値と連動できるので、ミスが削減でき

ます。

■ 塗りつぶしの透過や、拡大・縮小しても文字

の大きさが変わらないように表現を調整

できます。

■ 表示加工した結果を、図枠などのレイアウト

を用いたわかりやすい印刷が可能です。

図面をわかりやすく強調表示・加工・印刷

AutoCAD Map 3Dの有効な機能

複数の図面を一枚の仮想図面に

切り出したい
エリアを検索
(下図赤枠)

加工前の元となる図面 電柱の設置年度で
色分け・大きさを変更

切り出し後新たな図面を作成
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図面内の設備と台帳の相互検索や計算が可能

属性検索 属性編集

■ 歪んだ図面も多点補正機能を使うことで正確

に位置合わせができます。

■ 既知の座標が2点あれば一発で位置合わせが

できます。

■ 図面ごとに座標系を割り当てておくことで、

クエリーで抽出する際に座標変換を行うこと

ができます。

■ 旧測地系で作成された図面を世界測地系に

変換したり、緯度、経度を直角座標系に変換

することが可能です。

座標の割り当て・修正による図面の再利用 位置合わせ

■ AutoCADで扱えるすべての図形に設備の

種別や埋設年度などの属性を付与することが

できます。

■ 付与した属性を使った検索、表示の変更が

可能です。

■ 台帳データに書き出したり、既存の台帳情報

と図面情報の自動リンクが可能です。

図面に設備情報種別や工事年度などを追加し、
台帳データの管理を簡素化

一括修正

■ 「クリーンアップ」機能を利用し、図面データ中

の位置的なエラーや論理的なエラーを自動

あるいは手動で修正できます。

■ より高い精度でかつ容量の小さい図面データ

にすることができます。

■ ばらばらの線分で作成された図形を自動的に

つなげて一本のポリラインに変換したり、重複

したオブジェクトの消去などが可能です。

図面編集の省力化と効率化

設備図

設備図を地図に重ねてみると
位置がずれている（赤枠）

さまざまな
修正オプション

台帳データ

設備を選択

台帳情報を表示・更新

四隅で座標修正し
正確な位置に重ね合わせ

細切れで書かれた90本の短い線分

（疑似ノードの利用例）

5本の長い折れ線に簡略化

容量も約半分に

本来の場所

「疑似ノード」
を選択
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オートデスク認定販売パートナー

GEO201-0804(SC)

※ Autodesk、AutoCAD、Autodesk MapGuideは、米　国Autodesk, Inc.の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。その他記載の会社名、ブランド名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
※ 記載事項は、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。 
©2008 Autodesk, Inc. All rights reserved.

オートデスク株式会社　 www.autodesk.co.jp
〒104-6024 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X24F 

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪MTビル2号館3F 

TEL：0570-064-787（オートデスク  インフォメーション  センター）

Autodesk® Subscription （オートデスク サブスクリプション）
最新バージョンの入手、Webサポート、e-Learningが受けられる年間契約のソフトウェア
メンテナンス プログラムです。

www.autodesk.co.jp/subs

オートデスク コンサルティング
オートデスクは、ビジネスプロセスを効率化し、投資を最大限に高めるコンサルティング 
サービスを提供しています。

www.autodesk.co.jp/consulting

購入先
AutoCAD Map 3D、Autodesk MapGuide Enterprise、その他のオートデスク製品は、
下記にてご購入ください。

オートデスク認定販売パートナー

www.autodesk.co.jp/reseller

Autodesk MapGuide Enterpriseに関する詳細
www.autodesk.co.jp/mge

AutoCAD Map 3Dに関する詳細
www.autodesk.co.jp/map3d
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