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1. 座標の割り当て・修正による図面の再利用

2. 地図・GISデータの活用

3. 図面編集の省力化と効率化

4. 作図ルールの標準化支援

5. 図面をわかりやすく強調表示・加工

6. 台帳データ管理への図面の活用

7. 視覚に訴える 3D レンダリング

8. 共同作業による図面作成・編集の効率化

9. シンクライアント化によるセキュリティの強化

10. 図面データを簡単にWeb配信

AutoCAD® Map 3D を勧める１０の理由
Top 10 reasons 
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1. 座標の割り当て・修正による図面の再利用

結果:さまざまな図面や地図からのデータをすばやく重ね合わせ・統合が可能
となりデータの再利用・再活用がはかれます。また現場担当者、他部門、他の
GISアプリケーションが使用できる正確な図面、地図を作成できます。

座標を持たない図面や、歪んだ図面を
位置合わせ

緯度経度、直角座標系、UTMの相互
重ね合わせ

旧測地系と世界測地系の相互変換

2点、多点補正、座標追跡ツール

CAD 設計図面を地図データと組み合わ
せたり、CAD データと GIS データを統合



2.地図・GISデータの活用

結果:図面作成時に入手可能な様々な地図・GISデータを利用でき、省力化が
はれます。またGISデータの更新をCADデータを参照してできるため、正確な
情報を効率的に維持できます。これにより優れた意思決定を行い、その結果、
部門や職能を超えて効率のよいビジネスプロセスを実現できます。

データの保存形式に関係なく、設計および GIS 
で使用される主要データ形式にアクセス

次のデータ形式にアクセス可能
• ESRI® Arc/Info®、E00、SHP 、ArcSDE®
• GML2 および 3.1.1
• MapInfo MIF/MID および TAB
• Micro Station® DGN (V7 および V8) 
• MrSID® および ECW 
• 数値地図・基盤情報
• 電子納品フォーマットSXF SFC/P21
• 地理参照ラスターフォーマット



3.図面編集の省力化と効率化

不正確な図面や質の低いデジタル化
データで時間を節約

一般的な作図の誤差を自動的にク
リーンアップ

重複情報や不正確な情報を削減

高い精度でかつ容量の小さい図面
データに

短時間かつわずかな作業でミスを最小
限に

結果: 時間のかかる作業をバッチ処理で行うことで効率化が図れます。図
面に一般的なミスがないことを確証できるので、設計、施工、維持管理の
各フェーズでのデータ活用が容易になります。



4.作図ルールの標準化支援

道路、区画、ケーブル、配水管などの
画層・色・線種・記号などを割り当て

オブジェクト分類機能を使用すること
で一貫性を保ち、図面内の標準を確立

Electric Utility Toolkitを使い、JISに準
拠した電気記号などをすぐに利用

公共測量でつかわれる地図記号や
線種、表現分類コードなどに準拠した
テンプレートを提供

結果: 新人スタッフも経験のあるスタッフも、生産性を向上させ、作図を
効率化しながら、プロジェクトのデータの作成および取得段階でデータ
品質を維持できます。



5.図面をわかりやすく強調表示・加工

図面をわかりやすく効果的な方法で表現

図面や GIS 情報のスタイル設定を行い、

オブジェクトのプロパティとデータの属性を
使用して、特定のフィーチャを強調

主題図作成、動的ラベル作成、透明化
などの強調表示機能を使用

サービスエリア、市街化調整区域、土

地利用、配管およびケーブル敷設の日付
および直径などの情報を簡単に解析し強
調
ニーズに最適のスタイル設定方法を選択

結果: 上司や関連部署・関連会社、監督官庁、住民などに対し、よりわかり
やすい図面、地図、資料を作成し、意図をすばやく効果的に伝達し、より
優れた意思決定をサポートすることができます。



6.台帳データ管理への図面活用

AutoCAD Map 3D は、台帳データの管理に
使われるさまざまなデータベースをサポート

Microsoft® Access™ などよく使用される
データベースに CAD オブジェクトを簡単に統
合

Oracle、SQL Server、ESRI ArcSDEなどよく使
用されるリレーショナルデータベース管理シ
ステムで CAD や GIS データを簡単に保存

データベースの情報を活用して、台帳データ
と図面内の情報を相互に検索・表示・解析・
編集

結果:図面に含まれるさまざまな施設や地物と台帳データを統合することによ
り、プランニングおよび施設・設備管理業務を効率よくサポートします。



7.視覚に訴える3D レンダリング

標高、勾配、方位について、DEMや ESRI 
GRID ファイルなど、大容量の地形情報を視
覚化し、解析することができます。

等高線作成
陰影計算シミュレーション
ドレープ機能

地形データと航空写真やベクトルデータを
組み合わせると、素晴らしい 3D レンダリン
グを作成できます。

Subscription契約者は、大量の点群データ
を軽量の3次元のTiffイメージに変換できる
Toolkitが利用可能

結果: プレゼンテーションや報告書が、驚くべき精度で真に迫ったもの
となり、プロジェクトの意思決定者と貴社の評判に長く影響を与える提
案書を作成できます。



8.マルチユーザの同時アクセス

DWG™ クエリ機能を使用すれば、共同で作
業を行う複数のユーザが同時アクセス

同じセットの DWG ファイルやベースマップ
にアクセス、検索、編集

効率よくかつ信頼性高く DWG ベースの情報

を使用してコラボレーションできるため、バー
ジョン管理の必要性が軽減され、データの待
ち時間が最小限になります。

結果: 複数のユーザが図面データを共有しながら同時に作業できるので、
生産性が向上します。作業に適切なプロジェクト情報を検索できます。



9.シンクライアント化によるセキュリティの強化

ライフラインや公共施設にかかわる図面デー
タや GIS データのセキュリティの確保
Citrix XenAppに対応
データはクライアントPCに保存されるのでは
なく、サーバ側に安全に保持

クライアントとサーバ間のデータのやりとり
は暗号化

ワークステーションやノートパソコンにハイエ
ンドなCADやGIS用のPCを用意する必要なし

結果:図面やGISデータのセキュリティを確保することができます。またIT資
産や管理コストを削減できます。



10.地図および図面データを簡単に配布

AutoCAD Map 3D を使用すれば、さまざまな
方法で図面およびGISデータを簡単に配布

Autodesk MapGuide® Enterprise を使用して
インターネット上にすばやくパブリッシュ

個々に地理参照が付けられた DWF™ ファ
イル、マルチシート DWF マップブックとして配
信
印刷された紙面で配布

無償の* Autodesk® Design Review で2D お
よび 3D の設計、図面、地図をデジタルでレ
ビュー

結果: 社内の他部署や関連会社とのコミュニケーションを改善し、業者、
官庁、顧客に必要な情報を提供し、印刷費と貴重な時間を節約できま
す。



AutoCAD Map 3Dの詳細情報はこちらから

AutoCAD Map 3D 製品情報
www.autodesk.co.jp/map3D

AutoCAD Map 3D 体験版ダウンロード
www.autodesk.co.jp/trial

Autodesk GeoSpatialリンク集
www.autodesk.co.jp/geoinfo
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