
建設・土木業界向けコレクション

土木・インフラの CIM / i-Construction の 
ワークフロー全体をサポートする総合ソリューション



設計＆設計図書
Autodesk® Revit®

Autodesk® AutoCAD® Civil 3D®

より多くの設計案を検討し、実現の 
可能性、パフォーマンスを分析して、 
より整合性のとれた設計図書を作成する

検証＆ビジュアライゼーション
Autodesk® InfraWorks®

Autodesk® 3ds Max®

レンダリングとアニメーションを作成して、 
設計の検証、設計意図の伝達、より説得力のある
プレゼンテーションの作成を行う

維持管理
Autodesk® AutoCAD® Map 3D
Autodesk® InfraWorks®

インテリジェントなインダストリモデルを用いて、 
より信頼性の高い属性情報を維持する

調査、計画
Autodesk® InfraWorks®

CADデータとGISデータを利用、 
統合して、解析および 
より多くの情報に基づいた 
意思決定を行う

連携
Autodesk® Navisworks® Manage
AutoCADモバイルアプリ
複数のデータソースからモデルを統合して、施工手順の
確認と計画を行う。また、クラウドサービスを活用して 
リアルタイムな情報共有を行う

Autodesk® InfraWorks®

現況、計画モデルをプロジェクト関係者間で 
共有し、意思疎通を円滑にする

Autodesk® ReCap™ Pro
点群データを編集・可視化し、 
また写真から 3Dモデルを作成

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection)は、 
建設業界向けの BIM / CIM / i-Construction のためのオートデスク ソリューションです。
建築、土木、インフラ業界の 調査計画から設計、施工、維持管理までライフサイクルに関する 
業務全体を支援します。



主となるソフトウェア

AUTODESK® RECAP™ PRO
点群データの編集／可視化

AUTODESK® INFRAWORKS® 
現況 3Dモデルから設計

AUTODESK® AUTOCAD® CIVIL 3D®  
土木設計・施工のための 3次元 CAD

AUTODESK® REVIT®  
土木構造物の詳細設計

AUTODESK®  
NAVISWORKS® MANAGE 

4Dシミュレーションと干渉チェック

含まれるソフトウェア

AutoCAD®

AutoCAD® Architecture

AutoCAD® Civil 3D

AutoCAD® Electrical

AutoCAD® P&ID

AutoCAD® Map 3D

AutoCAD® MEP（英語）

AutoCAD® Plant 3D

AutoCAD® Raster Design

AutoCAD® Utility Design（英語）

　Revit® Architecture
　Revit® Structure
　Revit® MEP

Revit®

クラウドサービス

Navisworks® Manage

Vehicle Tracking

3ds Max®

AutoCAD モバイルアプリ

FormIT® pro（英語）

InfraWorks®

　Energy Analysis for Revit
　Lighting Analysis for Revit
　Green Building Studio

Insight（英語）

ReCap ™ Pro

Rendering in A360
Structual Analysis for Revit
Storage (25GB)



AUTODESK® AUTOCAD® CIVIL 3D®

土木設計・施工のための 3次元 CAD

Autodesk AutoCAD Civil 3Dは土木 3次元設計・施工のワークフローをサポートするコンストラクション インフォメーション モデ
リング（CIM） のソリューションです。AutoCAD Civil 3Dを使用することで、設計情報が3次元モデルによって一貫性が保たれるため、
図面間の不整合を大幅になくすことができるほか、複数案の検討や設計変更にすばやくかつ柔軟に対応することができます。 

測量、地形作成

測量機能はワークフローに完全統合されています。 
GPS測量機能には以下の機能が含まれています。
• 未処理の測量データを直接読み込み
• 最小二乗法による調整
• 座標系の設定および変換
• 測量観測の編集
• 測量図形の自動作成
• サーフェスの作成

ベースマップの作成 
手動で座標系を変換したり、測量パッケージの
データを使用中の土木設計ソフトウェアに転送し
なくても、設計プロセス全体を通じて点群、測量
図形、およびサーフェスを使用でき、より一貫性
のあるデザイン環境で作業できます。プロジェク
トに測量データを導入し、デザイン要素を自動的
に更新することができます。

点群データからサーフェスを作成  
リアリティ キャプチャおよび 3Dスキャン ソフト
ウェアAutodesk ReCapで作成された点群ファイ
ルから TINサーフェスを作成することができます。
また、点群内の特定の領域を選択し、フィルタリ
ング オプションを使用して、地表と地表外のポイ
ントを描画することができます。

効率的な土木設計

変更適用の際に関連した土木設計要素を動的に 
更新するインテリジェントな 3Dモデルベースの 
アプリケーションで反復設計を迅速化します。道路 
および高速道路の設計、区画設計等の時間のかか
る作業を効率化します。

コリドー設計
道路および高速道路の設計やその他の交通システ
ム、河川などの土木線形構造物の合理的なモデル
を作成するには、コリドー モデリング機能を使用
します。

機能：
AutoCAD外部参照からリニア コリドー ターゲッ
トを選択します。コリドー形状からソリッドを抽出
します。コリドーのトランジションや高さの制約を
定義するには、平面線形、縦断、測量図形、計画
線および AutoCADのポリラインを直接使用しま
す。設計変更に応じて動的に変化する交差道路を
使った複雑なモデルを作成するには、インタラク
ティブな交差点ビルダーを使用します。提案され
ているサーフェス、土量、マテリアル総量、作図
された横断などを作成するには、コリドー モデル
を使用します。

Civil 3D オブジェクトからソリッドを作成
Civil 3D TIN サーフェス、パイプ ネットワーク、
圧力管ネットワークから AutoCAD ソリッドを作
成し、他のアプリケーションでビジュアル解析に
使用することができます。

グレーディング

地形モデルは、ブレークライン、コリドー モデル 
およびグレーディング オブジェクトなどの関連 
要素との動的関係を維持します。
• 縦断、横断、コリドーを作成するには、参照と
してサーフェスを使用します。ソース データに
変更を加えると、自動的に更新されるため、時
間を節約し、ミスを最小限に抑えることができ
ます。

• 強力な法面展開および勾配設定ツールを使用
すると、さまざまな勾配を設定したサーフェス 
モデルを作成できます。

• グラフィック形式、表形式で使いやすい Civil 
3Dのグレーディング操作ツールを使用して、
サーフェスを作成できます。

• コリドー モデルおよび平面線形や縦断に動的
にリンクするAutoCAD Civil 3Dのグレーディ
ング機能を使用して、設計上の問題を解決する
ことができます。

土木図面とドキュメント作成を改善 

AutoCAD Civil 3Dの作図およびドキュメント
作成機能で、3Dモデルをドキュメント化します。
3Dモデルの変更が常に図面内に反映されるた
め、整合性のとれた図面作成が可能になります。
モデルとドキュメントの連携により、生産性を向上
し、クオリティの高いモデルとドキュメント作成を
実現します。



レポートおよびテーブル
線図や土量情報などの動的テーブルを使用する
と、モデルからリアルタイムの量的情報を収集
することができます。 さまざまな標準レポートを 
使用して、数量、土工、測量情報を収集したり、
提出要件を満たすための独自のカスタム レポート
を作成することもできます。

ビジュアライゼーションと解析

空間データ解析
空間データ解析機能を活用して、計画調査に情報
を反映。高度な地理空間機能を使用して、空間ク
エリーを実行したり、主題図を作成することがで
きます。また、緩衝地帯、トレース、オーバーレ
イの解析を実行することもできます。マッピング
機能と解析機能を強化しました。

モデル解析 
すでに構築したモデルを解析することで、ワー
クフローの冗長性を最小限に抑えることができま
す。設計を改良しながら、リアルタイムでフィード
バックを得ることができます。勾配、標高、等高
線解析を使用して、サーフェス モデルをより深く
理解することができます。施工会社やエンジニア
は、マス カーブ機能と土量機能を使用して、施工
中の材料の移動、量、配置を計画することができ
ます。

土木ソフトウェアのコラボレーション 

AutoCAD Civil 3DをAEC Collectionに含ま
れる他のソリューションと併せて使用することに
より、効果的なコラボレーションを実現します。

InfraWorksでコンセプトを構想 
InfraWorksとの相互運用性を活用するワークフ
ローを使用すると、土木設計プロセスを加速でき
ます。
• 適切な詳細レベルで計画をビジュアルに表現
し、全体像の把握を容易にします。

• 既存環境の情報を利用して、複数の代替案でプ
ロジェクトの成果を事前に確認し、関係者との
効果的なコミュニケーションを実現することが
できます。

AutoCAD Civil 3D、Revitの連携
AutoCAD Civil 3Dと建築・構造設計向け Revit
を使用して、構造設計および土木設計のコラボ
レーションの向上を図ることができます。

AutoCAD Civil 3D、Navisworks連携
AutoCAD Civil 3DとNavisworksを使用する
と、より正確に工程や関係性を予測することがで
きます。

AutoCAD Civil 3D、3ds Maxの連携
3Dモデリング、アニメーション、レンダリングに
は、Autodesk 3ds Maxと併せて AutoCAD 
Civil 3Dを使用することで、プロ品質のビジュア
ライゼーションを作成できます。

3ds Maxとそれに含まれるCivil View機能セッ
トにより、土木設計ジオメトリとモデルを写真の
ようにリアルな設計画像に効率的かつ効果的に変
換できます。Civil Viewにはシンプルなスタイル
方式の機能や、パラメトリックで豊富な土木向け
オブジェクトとマテリアルのライブラリが備わって
います。Civil Viewは、AutoCAD Civil 3Dデー
タに動的にリンクします。デザインが変更されて
も、デザイン ビジュアライゼーションを簡単に更
新してすぐに次の作業を行うことができます。

IFCの書き出し
Industry Foundation Class（IFC）ファイル
の読み込みと書き出しを行うことができます。

関連製品

Autodesk® Vehicle Tracking 
Autodesk® Vehicle Tracking ソフトウェアは、 
車両走行軌跡解析用の包括的なソリューション
です。プランニングと設計のプロセスを結び 
付けて、ステアリング機構車両、ライト レール車
両、航空機の動きを正確に予測して評価し、交差
点、ラウンドアバウト交差点、駐車場のレイアウト
をより簡単に作成できます。



AUTODESK® REVIT®

土木構造物の詳細設計に

Autodesk Revit は建築および構造設計、モデリングのための BIM/CIM アプリケーションです。 
橋梁・橋脚や擁壁などの土木構造物のモデリングおよび 3 次元での配筋モデルを作成することができ、
2D 図面の作成や数量算出が可能です。

設計・検討・図面作成

Revit は、土木構造設計の 3Dモデル作成に対応
したツールです。Civil 3Dとの連携機能で線形
情報を利用した橋梁モデリングや設計中の簡易構
造解析などにも対応します。

土木構造物のモデリング
容易な操作で設計者が自由に土木構造物の 3D 
モデリングをすることができます。出来上がった
構造物は InfraWorksに取り込んで、よりビジュ
アルなプロジェクトデータに仕上げることが可能
です。

図面作成
Revitは作ったモデル情報から、平面図・立面図・
断面図等を自動生成します。図面作成の時間が節
約できるため、構造物の設計に時間をかけること
ができます。

コンセプトデザインツール
スケッチや、自由な形状のモデルをより簡単に作
成したり、フォームをインタラクティブに操作した
りすることができます。

3D配筋モデル
モデリングした構造物に対して 3Dで配筋モデル
を作成することが可能です。モデルから2D図面の 
作成や集計表の作成も可能です。

複数材料のモデリング
構造エンジニアは、コンクリート、鉄鋼、PC石な
ど様々な素材を使います。Revit はこれら素材を
サポートし柔軟な設計をサポートします。

Structural Analysis Toolkit for 
Revit
Subscription契約で利用できる Structural 
Analysis Toolkit for Revitで、クラウドから
静的構造解析を実行できます。同じモデルの異な
る条件を簡単に計算でき、迅速な設計検討が行え
ます。

仮設材の検討
Revit には足場などの仮設材のファミリも含まれ
ており、構造物に合わせて足場の計画も簡単にで
きます。施工手順の検討にも有効です。

Civil Structures
Subscription契約で利用できる Civil Structures 
for Autodesk® Revit®機能を使用すると、Civil 
3Dと連携した橋梁を生成することができます。 
路盤形状、デッキ、橋台、橋脚や欄干を含む橋梁
の基本的なパラメータを定義することができます。



Autodesk Navisworksは、3Dモデルの統合とナビゲーション、4D / 5Dシミュレーション、フォトリアリスティックな 
ビジュアライゼーションプロジェクトレビューソフトウェアですNavisworksの干渉チェック機能や 4D工程シミュレーション機能
によりBIM / CIMプロジェクトにおける施工フェーズをサポートします。

AUTODESK® NAVISWORKS®

4Dシミュレーションと干渉チェック

AUTODESK®  
NAVISWORKS® SIMULATE

AUTODESK®  
NAVISWORKS® MANAGE

3Dモデルの統合・検証

干渉チェック   
着工前に潜在的な問題や干渉を予測して対処する
ことにより、コストのかかる遅延や手戻りを最小
限に抑えることができます。
指定されたジオメトリに対して干渉チェックのテス
トを実行し、問題を発見して解決することができ
ます。
レーザー スキャンの現況データを 3D デザインと
比較することが可能です。
作成元の設計アプリケーションの多くで、現在の
干渉を開くことができます。
モデルのジオメトリとの関わりや、他の干渉との
関連性を考慮しながら、干渉を表示できます。
非干渉項目を透過にして、モデル内の干渉を簡単
に特定できます。
モデル内の方向を維持したまま、各干渉結果間を
移動できます。
ハード、クリアランス、重複などの干渉テストを
行い、複数のコーディネーション シナリオをサポー
トすることができます。
干渉テストを 5D シミュレーションやオブジェクト 
アニメーションにリンクすることで空間と時間を
分析できます。

干渉管理   
干渉の管理と追跡を簡単に行うことができます。
干渉を検出して解決するために、干渉のステータ
スを追跡できます。
干渉結果をグループ化して、複数の結果を 1 つの
問題として対処できます。
グリッドやレベル位置を使用して、干渉をグルー
プ化したりフィルタすることが可能です。
コメントやスクリーンショットなどの干渉テストの
結果をレポートとして書き出し、プロジェクト チー
ムに問題点を伝えることができます。
XML 読み込み /書き出しを使用し、干渉のシナ
リオを他の Navisworks Manage ユーザーと
共有して、同様のプロジェクトで再利用すること
が可能です。

5Dシミュレーション   
時刻と日付にモデルジオメトリをリンクさせ建設
または解体のシーケンスをつくることによってコ
ストと時間軸を含めたシミュレーションをすること
ができます

数量拾い   
集約したモデルから数量拾いができます。

朱書きツール   
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。

サポートする CADファイルフォーマット例
Format Extension

Navisworks .nwd .nwf .nwc

AutoCAD .dwg, .dxf

MicroStation (SE, J, V8 & 
XM)

.dgn .prp .prw

3D Studio .3ds .prj

ACIS SAT .sat

Catia .model .session .exp .dlv3 
.CATPart .CATProduct .cgr

CIS\2 .stp

DWF/DWFx .dwf .dwfx .w2d

FBX .fbx

IFC .ifc

IGES .igs .iges

Pro/ENGINEER .prt .asm .g .neu

Inventor .ipt .iam .ipj

Informatix MicroGDS .man .cv7

JT Open .jt

PDS Design Review .dri

Parasolids .x_b

RVM .rvm

Revit .rvt .rfa .rte

SketchUp .skp

Solidworks .prt .sldprt .asm .sldasm

STEP .stp .step

STL .stl

VRML .wrl .wrz

NX .prt

adobePDF .pdf

ReCap .rcs .rcp

Rhino .3dm

Riegle .3dd

Z+F .zfc .zfs

ASCII Laser .asc .txt

Faro .fls .fws .iQscan .iQmod .iQwsp

Leica .pts .ptx



AUTODESK® RECAP™ PRO
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。

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。

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。

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

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。

クラウド 
サービス



AUTODESK® INFRAWORKS®

現況 3Dモデル作成から事業計画～予備設計を迅速に
技術提案～施工計画を迅速に

Autodesk InfraWorksは建設プロジェクトにおける技術者および都市計画の専門家によるプロジェクト案の作成、評価、 
プレゼンテーションを支援するコンセプトデザインツールです。豊富なビジュアル情報でプロジェクト案をプレゼンテーションし、
関係者の迅速な合意形成を促します。

土木計画用のモデル作成

InfraWorksでは、既存の 2D CAD、3Dモデ
ル、GIS、ラスター データから大規模なインフラ 
モデルをより効率的に作成することができます。 
現況を基にして、適正な詳細レベルでより正確な
基本計画案を作成します。現況で複数の計画案の
パフォーマンスをより的確に予測できます。

現況 3Dモデルの作成
AutoCAD Civil 3Dで測量データ、国土地理院の 
メッシュ標高データ、点群データなどを用いて作成
した現況地形 3Dモデルを取り込み、InfraWorks
で航空写真や衛星写真などのテクスチャを設定し、
基盤地図情報などから建物の外周線情報、道路網
データを取り込むことで、リアルな現況 3Dモデル
を作成することができます。

様々なデータを読み込み、モデルに利用
既存の 2D CAD、3Dモデル、GIS、CityGML、 
ラスター データ、点群など複数のファイル形式 
からデータを組み込むことができます。
ファイルベースまたはデータベースのソースから
データを読み込み、複数のソースから基本モデル
を作成します。
• ESRI ArcSDE、Oracle 10gリリース 2、Oracle 

11gリリース 2、Microsoft SQL Server 2008 
などに対応する FDOプロバイダ。

• RVT、FBX、LandXML、DWG、SHP、IMXファ
イル フォーマット。

• 点群 :オブジェクト、地形、建物または都市全
体の 3Dレーザー スキャンからデータを読み
込み、実環境の参照資料として設計作業に使用
することができます。

• AutoCAD 3D DWG™、Civil 3D DWG™、3D DGN、 
IFC、SketchUp（SKP）などの新しいデータ 
形式をサポートします。

点群機能の強化
点群の間引きによる最適化、樹木や標識などを 
判別して InfraWorksのオブジェクトに自動的に
置き換える機能などを追加。また、地盤サーフェ
スの抽出・作成機能により、ReCap Proで取り 
込んだ点群データを InfraWorksで読み込み、 
地形サーフェスを作成して Civil3Dで利用するこ
とができます。

モデルビルダー　 
自動化されたデータ読み込みとモデル作成
クラウドに収集、集積されたデータを使って、 
モデルをすばやく作成することができます。世界
中の建物、道路、鉄道、水に関するフィーチャを
含む OpenStreetMapからのベクトル データを
使用することができます。

レイアウト機能 
道路、橋梁、建物など実存するシーンに近い豊富
な地物を追加して、モデルや提案をよりリアルに
することでわかりやすくします。
下記のような項目を追加することができます。
バリア／橋梁／建物／カバレッジ エリア／パイプ
ライン／パイプライン コネクタ／点景／鉄道／ 
道路／樹木／上下水道

インフラ プロジェクトのビジュアライ
ゼーション

InfraWorksにより、実物さながらのリアルなビ
ジュアライゼーションを作成し、現況を基にした
正確な設計案を提示できます。関係者は全体像を
詳細設計レベルで把握することができます。

ビジュアルなストーリーテリング
ストーリーボードの機能を使い、レビュー担当者は
提案をバーチャルに見直すことで着工前に設計を 
確認することができます。
ビジュアルなストーリーテリングで、設計意図
をわかりやすく伝え、関係者の関与を高めます。 
説得力のあるシミュレーションとビジュアライゼー
ションで競合他社とのサービスの差別化を図り、
新しいビジネスを獲得できます。
InfraWorksのストーリーボード機能により、 
付随費用やトレーニングを必要とせずに、ハイエ
ンドなビデオ制作ツールを使用して、コンセプト
を提示することができます。タイムライン機能を
使用して、必要に応じてキャプションやタイトル
を追加することができます。



よりリアルなビジュアル エフェクト
動的な太陽や影、リアルな水、アニメーションの
雲を追加できるフォトリアリスティックなレンダリ
ング ツールを使用して、設計コンセプトをより効
果的に伝えることができます。

現況に合わせてプロジェクトを表示
現況に合わせてプロジェクト（敷地造成、道路、
公共事業、建築など）を視覚化する機能により、
提案した設計が周囲の環境に与える影響をより 
深く理解し、その影響をプロジェクト メンバー、
クライアント、地域住民に伝えることができます。

高度なスタイル機能
パーツまたはファニチャの 3Dモデルを読み込ん
で使用します。さまざまなインフラ要素のカスタム  
スタイルを作成することができます。
強力なスタイル ルールを使用し、データの属性と
式に基づいてスタイルを自動的に適用し、よりリ
アルなモデルと提案を作成します。モデルに最も
適合する道路、トンネル、鉄道や複数の形式の建
物の外観と屋根を作成します。

土木設計

InfraWorksを使って効率的に土木インフラ設計
モデルを作成することができます。コンセプトデ
ザインツールで設計検討プロセスをスピードアッ
プし、プロジェクトごとの設計条件を確認しなが
ら効率的な意思決定ができます。

設計モデルの複数提案機能
現況 3Dモデルに、InfraWorksの提案機能を
利用し、複数の交差点改良案などを作成、検討す
ることができます。簡単な操作で 3Dのコンセプ
トモデルを作成、見える化することにより、関係
者間の意思疎通を高め、プロジェクトの設計効率
化を図ることができます。

AutoCAD Civil 3Dとの連携
InfraWorksで検討したプロジェクトモデルを
AutoCAD Civil 3Dに取り込み、平面線形、縦
断図などの 2次元の図面化および詳細のパラメー
タの設定を行うことができます。また、計画形状
の 3次元モデル作成と土量算出、工事に必要な
データの取り出しなどを行うことができます。

モデル解析

プロジェクトの地理的な意味を理解しておくこと
は、計画および設計の方向付けにとって重要です。
InfraWorksを使用することで、プランニングお
よび設計環境にバッファリング、勾配解析などの
空間データ解析を統合させて、プロジェクト全体
でより効果的な意思決定ができます。

影と光の解析 
場所と年月日と時間を指定してリアルタイムの 
昼光解析を実行し、プロジェクト提案に影がど
のように影響を与えるかを予測することができ
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。
たとえば、通りに沿った車両排気ガス量や建物の
電気使用量をハイライト表示することができます。
InfraWorksでは、テーマを使用することで、地
形モデルを標高、勾配、傾斜方向ごとにビジュア
ルに分類できます。また、標高ごとに点群を分類
したり、フィーチャ プロパティを分類することも
できます。

距離と面積の計測 
最適な配置位置を決定するために、さまざまな場
所からの設計要素の可視性を解析します。選択し
た位置からのビューポート内に見えるアイテムを
ハイライト表示することで、景観の特定の位置か
らの景色を簡単に特定することができます。

クラウドでコラボレーション

Webやモバイルからモデルに 
アクセスして確認
インフラストラクチャ モデルに現場からアクセス
したり、モデルの必要箇所を選択してさまざまな
分野の関係者と共有することができます。

iPadアプリ
iTunesで入手できる無償の Apple iPadアプリ
を搭載するモバイル デバイスでプロジェクト モデ
ルを表示することで、関係者のプロジェクトへの
参加意識を高めます。



現況に合わせた道路設計

InfraWorksを使用することで、高速道路設計の
専門技術者は、豊富なデータを含むモデルを作成
し、その場面に応じて道路を設計することができ
ます。強力なルールベースのツールと解析機能に
より、交差点設計などの道路ジオメトリのレイア
ウト作業を効率化し、予備設計の段階で潜在的な 
影響を明らかにすることができます。

道路および高速道路の専用ツール
設計基準による制約に従った接線、曲線、クロソ
イドを使用して道路設計ができます。専用ツール
には次のものが含まれます。
• 道路区間のスタイル ゾーン
• 固定勾配のグレーディング
• 固定幅のパラメトリック グレーディング

現況モデルで道路設計
現況地形を視覚的に把握しながら道路の設計が
可能になります。緩和曲線などを数字で設定しな
がら理想的な配置を検討できるため、AutoCAD 
Civil 3Dとの親和性が一層高まり、ビジュアルな
環境で設計業務を進めることが可能になります。

ルールに基づく交差点設計
パラメトリック コントロールを組み込み、開発の
標準規制に対応した、設計検証ルールを提供する
特定分野専用のオーサリング ツールを使用するこ
とで、豊富なデータを含むモデルを使って、交差
点ジオメトリのレイアウトを効率化できます。

ルールに基づく出入口ランプ
設計標準と、交差する道路の通行方向に合わせて
設定できるルールを使い、途切れのない交通の流
れで交差点のモデルを作成できます。必要に応じ
て道路のランプを手動で変更できます。

橋梁設計

対象となる用地周辺の情報を利用して、データ豊
富な土木構造物のモデルを作成し、実物のように
ビジュアライズすることにより、橋梁設計のさま
ざまなオプションを事前に効果的に検討すること
ができます。InfraWorksは、橋桁・橋梁設計コ
ンセプト配置の単純化と効率化による重点的な取
り組みを進め、データと情報の一貫性を保つこと
ができます。

包括的なプレキャスト梁のカタログを利用
包括的なプレキャスト梁のカタログにより、対象
地域の建設慣例を反映した広範なプレキャスト コ
ンクリート設計コンセプトを検討できます。

データの一貫性を改善
道路エンジニアと橋梁エンジニアの間で一貫した
データと現況を管理することで、橋梁設計のワー
クフローを改善します。設計プロセスの早い段階
での意思決定ができます。

少ない時間でより多くの設計案を評価
橋桁の配置作業を単純化、効率化し、パラメトリッ
ク ワークフローを使用して代替ソリューションを
より迅速に調査できます。

排水設計および解析

InfraWorksを使用することで、土木エンジニア
は排水設計および解析をすばやく実行することが
できます。InfraWorksで作成された豊富なデー
タを使った精細なモデル、組み込まれた設計規準、
クラウド コンピューティングを活用し、設計プロ
セスの自動化、精度の向上を図り、道路設計に与
える排水の影響を短い時間で把握することができ
ます。

流域解析クラウド サービス
広範なサーフェスに流域や水流を描きます。交差
排水路の設計で使用するために、地形を調べて流
域を確認したり、最大流量を計算します。

規準類に基くカルバート設計
交差排水路の設計をすばやく配置、測定、計算し
ます。解析に基くルールでカルバート ソリューショ
ンを決定します。カルバート環境設定に応じて設
計のサイズが変更されます。

自動化された舗装排水溝レイアウト
排水設計のネットワーク レイアウトを統合して、
プロジェクトをすばやく実行できます。プロジェク
トの現況に合わせて、その場面に応じてリアリス
ティックなパラメトリック パーツを使って複数の
設計オプションを検討できます。
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AutoCAD Civil 3D 2017 の主な動作環境 （2016 年 10 月現在　最新の動作環境は Web サイトでご確認ください）

大規模データセット、点群、3D モデリングを処理する場合の追加要件
メモリ 8 GB 以上の RAM
ディスク容量 6 GB 以上のハード ディスク空き容量(インストレーション要件を含まない)
ディスプレイ カード 128 MB 以上の VRAM を搭載した TrueColor 対応の 1,600 × 1,050  

以上のビデオ ディスプレイ アダプタ、Pixel Shader 3.0 以降、 
Direct3D® 対応のワークステーション クラスのグラフィックス カード。

64 ビット オペレーティング システムは、大規模なデータセットを扱う場合は推奨であり、点群、3D モデリング、および 
AutoCAD Civil 3D のモデル ドキュメンテーション機能を使用している場合に必要です。

AutoCAD Civil 3D 2017 のシステム要件
オペレーティング  
システム

Microsoft® Windows® 10 64 ビット版(Enterprise または Pro)
Windows® 8/8.1 64 ビット版(Professional または Enterprise)
Windows® 7 64 ビット版(Professional、Ultimate、 
または Enterprise Edition (SP1))

CPU の種類 クロック周波数が 1 GHz 以上の 64 ビット(×64)プロセッサ
メモリ 4 GB (8 GB 以上を推奨)
表示解像度 True Color 対応 1,360 × 768 (1,600 × 1,050 以上を推奨)。

画面のスケーリングは、125% (120 DPI)以下を推奨。
ディスプレイ カード 1,360 × 768、True Color 対応、DirectX® 9¹ 対応の  

Windows ディスプレイ アダプタ。DirectX 11 互換カードを推奨します。
ディスク空き容量 インストールに 10.0 GB
ブラウザ Windows Internet Explorer® 9.0 以降
ポインティング デバイス マイクロソフト社製マウスまたは互換製品

メディア ダウンロードおよび DVD からインストール
マルチ プロセッサ アプリケーションがサポート

.NET Framework .NET Framework バージョン 4.6

¹ OS が対応している場合は DirectX 9 を推奨。

製品体験版（無償）
http://www.autodesk.co.jp/free-trials

CIM / i-Construction に関する情報・マニュアル
http://bim-design.com/infra/iconstruction/

Autodesk InfraWorks 2017 の主な動作環境
Autodesk InfraWorks 2017 製品のシステム要件
オペレーティング  
システム

Microsoft® Windows® 10 64 ビット版(Enterprise または Pro)
Windows® 8/8.1 64 ビット版(Professional または Enterprise)
Windows® 7 64 ビット版(Professional、Ultimate、または Enterprise Edition (SP1))

CPU の種類 デュアルコア Intel® Core™ 2 または同等の AMD プロセッサ(クアッドコア Intel® Core™ i7、6 コア Intel® Xeon®、 
またはそれ以上のプロセッサを強く推奨)。レイ トレース レンダリング機能を使用する場合には、CPU が SSE 4.1 に対応している
必要があります。

メモリ 8 GB の RAM (16 GB 以上を推奨)
表示解像度 1,280 × 720 (1,440 × 900以上を推奨)
ディスプレイ カード DirectX® 10.1 対応グラフィックス カード、2 GB (以上)のグラフィックス メモリ搭載、8x 以上アンチエイリアシング(8x AA) 

対応。デスクトップ の場合は NVIDIA Quadro® 5000 または 6000、ラップトップの場合は NVIDIA Quadro 2000M または 
GeForce® GT 650M など(最低: DirectX® 10.1 対応グラフィックス カード、1 GB のグラフィックス メモリ搭載、2x 以上アンチ
エイリアシング(2x AA)対応)。

ディスク空き容量 インストール用に 10 GB のディスク空き容量(データ サイズに応じて異なる追加容量が必要)
ブラウザ Microsoft® Internet Explorer® 11、Google Chrome™ (最新)、または Firefox® (最新)
ポインティング デバイス マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品

メディア DVD またはファイルのダウンロード
インターネット 全オンラインヘルプと学習教材にアクセスし、Autodesk® クラウド サービスへのインターネット接続

オートデスクは、サード パーティのハードウェア ベンダーまたはソフトウェア ベンダーが発行した、本ドキュメントで動作が確認されているとしたソフトウェアまたはハードウェア用(あるいは、 
ユーザーがオートデスク製品と関連して使用する、その他のあらゆるサード パーティ製ソフトウェアまたはハードウェア用)のアップデート、エクステンション、または新バージョンを 
インストールしたことによって発生した、オートデスク ソフトウェアの不具合について責任を負いません。


