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What’s New in
Civil 3D 2022 | InfraWorks | ReCap Pro 2022



Civil 3D civil engineering design 
software

Accelerates drafting, detailed 
design, and construction 
documentation



New Features & Enhancements

Grading Optimization for Civil 3D

Connected Alignments

Project Explorer for Civil 3D
Pressure networks | Civil 3D local languages



Grading Optimization for Civil 3D

Grading Optimizationは時間の掛かる地形のグ
レーディングデザインのワークフローを自動化

▪ プロジェクトの制約条件に基づいたグレーディン
グ・デザイン・スタディの実施

▪ 複数のグレーディング・オプションを生成して検討

▪ 制約条件の違反をリアルタイムで監視

▪ お客様の意図に沿ったバランスのとれたグレーディ
ングプランを提供

グレーディング最適化機能は、Civil 3D の AEC Collection またはPPU、
Enterprise Business Agreement のサブスクリプションで利用できます





Connected Alignments

▪ 複雑な交差点やインターチェンジをより効率的
にレイアウト

▪ 複雑なループランプを正確に作成

▪ ダイナミックコントロールグリップによる迅速
な線形の調整





Project Explorer for Civil 3D

▪ Civil 3Dのパスベースの圧力ネットワークツー
ルを補完する圧力ネットワークのサポート

▪ Civil 3Dのすべてのローカル言語に対応

Project Explorer は、AEC Collection のサブスクリプションまたは PPU、
Enterprise Business Agreement を締結した Civil 3D で利用できます。



InfraWorks conceptual design 
software

Model and visualize designs 
within the context of the real 
world—improving decision 
making and accelerating project 
approvals



New Features & Enhancements

フルスパンの橋梁複合桁

コンポーネント道路へのアクティブなデ
コレーション

リアルな植生コンテンツ

モデルビルダー UI



Full Span Complex Bridge Girders

▪ 複雑な断面にも対応

▪ 桁に沿った特徴を正確に描写

▪ 新しいタイプの桁を効率的にモデル化





アクティブな道路装飾とリアルな植生

▪ 複雑な道路にデコレーションを配置

▪ デコレーションのパラメータを迅速に変更

▪ 要求に応じて細部を調整

▪ リアルなランドスケープとグランドカバー
の作成





モデルビルダーのUIを強化

操作性の向上と一貫したユーザーエクスペリエンス





ReCap Pro scanning software

Connect the physical world to the 
digital with rich 3D 
representations of existing 
conditions – improving 
understanding and design 
decisions



New Features & Enhancements

スキャンからメッシュ作成

3Dイメージのパブリッシュと閲覧

クラウドストレージ
Autodesk Drive | Autodesk Docs | BIM 360 Docs



Scan to Mesh

▪ 3Dメッシュに変換する点群の領域を柔軟に
選択可能

▪ 解像度の品質を低、中、高から選択可能

▪ クラウド上でメッシュアセットを管理 -
Autodesk Drive、Autodesk Docs、BIM 
360 Docs

ジョブの最小コストは1クラウドクレジット（CC）です





Publish & View

RealView画像をクラウド上で閲覧、注釈付け、共有することが可能





Cloud Storage

Autodesk Drive | Autodesk Docs | BIM 360 Docs
クラウドストレージからReCapPhotoへ写真を読み込み
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