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Autodesk Docs製品概要



Autodesk Construction Cloud 製品

施工とプロジェクト管理により、全てのプロジェクト
関係者がシーム レスなコラボレーションを実現

見積担当者が 2D 図面上で数量拾い
を実行し、さらに 3D モデルからも
数量拾いを生成できるようにします

リスク管理の透明性を高め、より効率的な設
計コラボレーションを促進し、BIM モデルの
施工性改善を支援

単一の文書管理プラットフォームでファイルを整理、配布、
共有し、チームメンバー全員が必要な情報にアクセス可能
に。

プロジェクト
管理

品質管理

安全管理

プロジェクトの
完了

コスト管理

共同設計

統合モデル

指摘事項管理

自動干渉チェック

2D 数量拾い

3D 数量拾い

スコープ分析

管理・コミュニケーション ドキュメントの
バージョン管理

承認フロー

PlanGrid Build 
モバイル アプリ

Insight（分析情報）

ダッシュボード レポート Construction IQ データ コネクタプロジェクトの進行状況を迅速に把握し、プロジェクトデータの
傾向やパターンを評価し、欠陥や問題を特定し、予測リスク デー
タを使用してプロジェクトの効率を向上させることができます。
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単一の文書管理プラットフォームでファイル
を整理、配布、共有し、チームメンバー全員
が必要な情報にアクセス可能に

管理・コミュニケーション

ドキュメントのバージョン管理

承認フロー



バージョン間の違いを比較

設計ファイルに含まれる
プロパティデータを表示

2D図面や3Dモデルの表示
3Dで図面を重ねて表示

各種のファイル形式に対応し、別途ソフトウェア不要で閲覧して、プロジェクト関係者とコミュニケーション

2D図面と3Dモデルのサポート

距離/角度/面積の計測

Microsoft Officeファイルの表示
Office 365ユーザは編集も可



2D図面や3Dモデル上で
指摘事項を作成

一元管理された指摘事項
リストを簡単に検索、

フィルタリング

指摘事項の状況を可視化するため
に概要や詳細レポートの書き出し

一元管理された指摘事項で、チーム間で各種の問題を簡単に追跡および解決

指摘事項のカテゴリやタイプを
カスタマイズ

指摘事項管理

指摘事項を担当者に割り当て、
そのステータスを追跡



共有オプションのカスタマイズ

プロセスに合ったフォルダの
カスタマイズと作成

堅牢なアクセス・権限設定ツールで、
情報の流れをコントロール

プロジェクトチームが常に最新の情報で作業できるように、適切な情報を提供

管理・コミュニケーション



最新の図面、ドキュメント、
モデルを即座に配布

図面、ドキュメント、モデルの
以前のバージョンを表示

バージョンを比較して、
違いをすばやく確認

信頼性の高いバージョン管理で、全員が同じものを閲覧・活用

ドキュメントのバージョン管理



プロジェクトの図面、モデル、
その他のドキュメントの

レビューと配布を、
カスタマイズや自動化

ドキュメントをレビューし、
コメントするためのツールで

コラボレーション

プロジェクトチームへ、
プロジェクトファイルを
アップロードおよび共有

プロジェクトの図面、モデル、その他のドキュメントのレビューと配布を促進、コントロール、自動化

承認フロー



1つのプロジェクトまたは複数の
プロジェクトのデータを分析し、

全社的なパフォーマンスを
より幅広く把握

日々のタスクの実行可能な
リストを素早く作成し、

何を優先させるべきかを可視化

カードライブラリから
統合されたパートナーカードを

追加

カスタマイズ可能なダッシュボードで、プロジェクトの全体像を把握

ダッシュボード

カスタマイズした
ダッシュボードの作成と共有



指摘事項レポートを
設定するための

レポート テンプレートを活用

一度だけあるいは定期的に
共有するレポートの
スケジュール設定

重要なレポート作成の設定と自動化

レポート

フィルタを使ってレポートを
容易にカスタマイズ



すべてのプロジェクトとワーク
フローからプロジェクトデータ
を迅速に抽出し、スケジュール

抽出でプロセスを自動化

ビジネスインテリジェンス
ツールで使用するための

プロジェクトデータの抽出

ワンクリックで、データをもっと活用

テンプレートを活用して
データを抽出および操作し、

より高度な分析が可能

データコネクタ



他のオートデスク製品
との連携



AutoCADとDocs

 AutoCADの[Web用シートセットマネージャ]
で、Docs上の複数のAutoCAD図面のレイア
ウトをシートセットとして管理でき、PDFに
パブリッシュや転送が可能

 AutoCADの[Autodesk Docsにプッシュ]機能
で、図面をPDF形式でDocsにパブリッシュ
可能で、その際にISO 19650規格に準拠した
命名規則ツールを利用可能

 Docs上のAutoCADのDWGファイルを
AutoCAD webアプリで開くことができます

 AutoCAD、AutoCAD webアプリ、AutoCAD
モバイルアプリで、Docsをファイルを開く
先、保存先として利用可能



RevitとDocs

 ワークシェアされていないRevitのクラウド
モデルを、Docsに保存、関係者と共有が可
能

 Revit Issuesアドインを使用して、Docsの
指摘事項をRevit上で表示、応答が可能

 マテリアルテクスチャとデカールで、
Docsに保存されているイメージファイルを
使用可能

 [データ交換]機能で、Revitモデルの必要な部
分だけをDocs経由でInventorでロード可能

 テクノロジープレビュー[パラメータサービ
ス]で、Revitの共有パラメータをAutodesk 
Construction Cloudで管理



InfraWorksとDocs

 InfraWorksモデルをDocsで管理、関係者
と共有

 InfraWorksモデルをDocs上で表示

 Docs上のデータソースをDesktop 
Connector経由で使用



 Civil 3DからDocsにサーフェスをパブリッシュ

 Revitで地形リンク

Docs経由で、Civil 3Dのサーフェスを
Revitで地形リンク

Civil 3D
Docs

Revit



 点群およびRealViewをDocsにパブリッシュして、
クラウド上で表示、注記記入、計測可能

ReCap ProとDocs

ReCap Pro

Docs上で点群データ表示



Autodesk Docs関連情報



 AECコレクションにサブスクリプション特典として、Autodesk Docsが追加されています

o AECコレクション1シートにつき、1シートのAutodesk Docsを提供

 Autodesk Docs単体を購入することも可能

 Autodesk Docsは、以下のモジュールへのアクセスを提供

o Docs, Insight, Account Admin, Project Admin, BIM 360のDocument Management

 Autodesk Construction Cloudプロジェクトリスト

o ログインしたユーザが利用可能なBIM 360およびAutodesk Construction Cloudプロジェクトを一覧表示し、
ここからアクセス可能

 Autodesk Trust Center

o データを保護するためにオートデスクが取り組んでいることの説明

 Autodesk Health Dashboard

o オートデスククラウドサービスの状況とメンテナンス予定を確認

Autodesk Docs関連情報

https://acc.autodesk.com/
https://www.autodesk.co.jp/trust/overview
https://health.autodesk.com/


Autodesk Docsと
BIM 360 Docsの比較



Autodesk Docsと
BIM 360 Docsの
比較

Autodesk Docs BIM 360 Docs

利用可能なプラットフォーム

Autodesk Construction Cloud (ACC) ●

BIM 360 projects ● ●

書類やデータファイルの管理

転送パッケージ機能による書類の取りまとめ ● ●

Desktop Connector ● ●

AutoCAD や Revit から直接保存 ● ●

Revit や AutoCAD のデータファイルから図面を取り出す
Buildの契約が

必要
●

OCRによるPDFファイルの自動名称取得と属性付与
Buildの契約が

必要
●

レビュー機能による承認フローの管理 ● ●

データファイルの外部共有機能（パブリック共有） ● ●

Microsoft Office ファイル(Word, Excel, PowerPoint)の閲覧と編集 ● ●

バージョン管理とシート比較による情報更新履歴の管理 ● ●

閲覧やマークアップ機能

各種2D、3Dファイルの閲覧(dwg, pdf, rvt, ifc, nwdなど) ● ●

ウェブブラウザとiOS/Androidの利用 ● ●

多くの種類のデータファイルの保存 ● ●

図面や3Dモデルへの書き込み機能（マークアップ）
3Dモデルのマーク

アップは不可
●

距離や面積の測定 ● ●

データファイルを指摘事項など他の機能とリンクさせる ● ●



Autodesk Docsと
BIM 360 Docsの
比較

Autodesk Docs BIM 360 Docs

指摘事項

指摘事項を作成し、チームメンバーに割り当てる ● ●

図面やBIMモデルに指摘事項の箇所を示すピンを指す ● ●

業務記録の保全 ● ●

指摘事項のタイプなど分類のカスタマイズ ● ●

指摘事項の並び替え、絞り込み、編集 ● ●

指摘事項の連携：Revit Issues Add-In ● ●

レポート機能

プロジェクトレポートの作成と共有、スケジュール機能を利用した自動作成 ● ●

レポートテンプレートの設定 ● ●

レポートのEXCEL、PDF書き出し ● ●

Insight（プロジェクトの情報表示ページ）

カスタマイズ可能なプロジェクトのダッシュボード ● ●

カスタマイズ可能なプロジェクト全体を俯瞰するダッシュボード（事業概要） ● ●

カードライブラリからのカードの追加（サードパーティとの連携など） ● ●

新規ダッシュボードの作成と、チームメンバーとの共有 ● ●

データコネクタによるデータ書き出しと、BIツールとの連携 ●
BIM360 Buildの契約

が必要

機械学習ツール「Construction IQ」の活用（日本語未対応） ●
BIM360 Buildの契約

が必要

設定

プロジェクトテンプレート：フォルダ構成やフォルダ権限のテンプレート管理 ● ●

自動メール通知の設定 ● ●

プロジェクト作成時にプロジェクトテンプレートを利用 ● ●

プロジェクトのカスタマイズ設定 ● ●

データセンターの場所

プロジェクトデータが保存されるデータセンターの地域 US / EU US / EU
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