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AEC Collection製品による
属性情報付与の方法
Civil3D / Revit / Navisworks

オートデスク株式会社 技術営業本部
2021年9月29日 13:20 – 14:00



Agenda

1 BIM/CIMについて

2 属性情報付与：Civil 3D

3 属性情報付与：Revit

4 属性情報付与：Navisworks



 BIM design > トレーニング > i-Construction
「10. AECコレクション製品での属性情報付与方法」

 本ウェビナーの対象

上記トレーニングを…

• まだ実施していない方（実施する時間のない方）

• 実施したがよくわからなかった方
／操作を確認したい方

 本ウェビナーの内容

o 各製品の属性情報付与の方法を「操作動画」で解説

o 一部トレーニング資料にはないTipsの紹介

o （リアルタイム参加のみ）質疑応答

本ウェビナーについて



BIM/CIMについて



形状＋属性情報＝BIM/CIM

CADとBIM/CIM

2D CAD 3D CAD BIM/CIM

線分

・レイヤ
・色
・線種

ソリッド

・レイヤ
・色
・線種
・体積

橋脚

・寸法
・体積
・素材
・価格
・その他

ジオメトリ（形状）を作ることが目的 ジオメトリ＋属性情報



建設ライフサイクル全体で情報を活用

BIM/CIM

計画 設計 施工 運用・維持管理

計画BIM/CIMモデル

活用

・現況のデジタル化
・プロジェクトの分析

形状 属性情報

設計BIM/CIMモデル 施工BIM/CIMモデル 運用BIM/CIMモデル

活用

・3Dモデルベース設計
・照査／分析の効率化

形状 属性情報

活用

・設計施工の統合モデル
・施工ステップ／干渉

形状 属性情報

活用

・デジタルな資産管理
・維持管理計画

形状 属性情報



属性情報付与：Civil 3D



 図面プロパティ

o DWGファイルに設定されるプロパティ

o 一般的な情報、キーワード、カスタムプロパ
ティを作成し、DWGファイルに保存可能

 プロパティセット

o DWGファイル内のオブジェクトに設定される
プロパティ

o 手動プロパティと自動プロパティ

属性情報付与：Civil 3D
属性情報付与の機能



図面プロパティ

属性情報付与：Civil 3D



プロパティセット

属性情報付与：Civil 3D



属性情報の書き出し

属性情報付与：Civil 3D



属性情報付与：Revit



ファミリ：ウィング

プロジェクト

ファミリ：ボックスカルバート

オブジェクトとパラメータ（属性情報）の関係

属性情報付与：Revit

共有パラメータ

ファミリパラメータ
・ファミリ内で定義
・共有パラメータから定義

プロジェクトパラメータ
・プロジェクト内で定義
・共有パラメータから定義

プロジェクト情報

モデル

ファミリパラメータ
・ファミリ内で定義
・共有パラメータから定義



属性情報付与の機能紹介

 ファミリパラメータ

o ファミリ固有のパラメータ

 プロジェクトパラメータ

o プロジェクトファイル固有のパラメータ

 プロジェクト情報

o プロジェクトファイルに追加される情報

 共有パラメータ

o 以下のようなパラメータは共有パラメータとして定義する必要がある／定義したほうが便利

• 同じパラメータを繰り返し利用する

• 様々なファミリカテゴリのパラメータ情報を集計する

• パラメータの情報を使ってタグ（注釈）付けする

属性情報付与：Revit

ファミリ

プロジェクト

ファミリ

共有
パラメータ

ファミリ
パラメータ

プロジェクト
パラメータ

プロジェクト
情報

モデル

ファミリ
パラメータ



共有パラメータの定義

属性情報付与：Revit



ファミリパラメータの作成

属性情報付与：Revit



プロジェクトパラメータの作成

属性情報付与：Revit



属性情報の書き出し

属性情報付与：Revit



属性情報付与：Navisworks



Navisworksの属性情報付与の機能紹介

1. リンクを追加

o オブジェクトにファイルやURLへのリンクを追加（相対パスも設定可）

o ［ホーム］タブ > ［表示］パネル > ［リンク］で表示

o ［オプションエディタ］>［インターフェース］>［リンク］で表示のコントロールが可能

2. カスタムプロパティを追加

o オブジェクトを選択して［プロパティ］ウィンドウを右クリック > ［新規ユーザデータタブを追加］をクリック
すると［ユーザデータ］タブが追加可能（タブ名は変更可能）

o プロパティタイプは「文字列」、「ブーリアン」、「浮動小数点」、「整数」から選択

3. 外部データベースとリンク

o Navisworksのオブジェクトと外部DBのテーブル内のフィールドとの間にリンクを作成してプロパティを取り込み

o ODBC経由で接続するため、対応する外部DB（Excelなど）を使用

o オブジェクトのプロパティには、DB内のデータへの一意の識別子（要素IDなど）が必要

o リンクされたプロパティデータはNWDに埋め込みが可能

属性情報付与：Navisworks

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/navisworks-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g00000009v0.html


リンク作成

属性情報付与：Navisworks



カスタムプロパティ

属性情報付与：Navisworks



外部データベースとリンク

属性情報付与：Navisworks



属性情報を書き出し

属性情報付与：Navisworks



おわりに



トレーニング教材と関連ウェビナー

 トレーニング教材

o BIM design

• 「7. CIM導入ガイドライントンネル編」

• 「10.AEC Collection製品での属性情報付与方法」

• 丁寧な操作解説、情報を追加して更新予定

 関連ウェビナー

o 初心者向けCivil3D活用講座

o Revitによる土木構造物作成講座

o 干渉チェックから施工ステップまで、Navisworksを使いこなす

o Navisworks 2022 最新情報と属性情報付加テクニックのご紹介

参考情報

http://bim-design.com/infra/training/iconstruction.html
http://bim-design.com/infra/event/civil-3d-seminar-ondemand/
http://bim-design.com/infra/event/revit-ondemand/
https://youtu.be/8D382tDd_XQ
https://youtu.be/-y9Ol4NwSTU


 AEC Collection製品による座標系設定・共有の方法

o 2021年10月20日（水）13:20 – 14:00

o 同名テキストの解説を中心にご紹介予定

近日開催のウェビナー

http://bim-design.com/infra/training/iconstruction.html
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