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AutoCAD LTからのステップアップ！

初心者向けCivil3D活用講座 （第1回：Civil3D概要編）

オートデスク株式会社 技術営業本部
松本昌弘



▪ Civil3Dって？

▪ AutoCAD LTとどう違う？

▪ Civil3Dで何ができる？

▪ まとめ

▪ Q&A

▪ その他の情報
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Civil3Dって？



土木技術者のためのBIM/CIMソリューション

AutoCAD Civil3Dは汎用CADである
AutoCADがベースになった土木・測量向
け３次元設計アプリケーションです。

３次元モデルベース設計をコンセプトに
作成された３次元モデルから２次元図面
が生成され、また相互に連携することに
より、１カ所を更新すると自動的に全体
に反映されるため、ミスを軽減し、図面
の整合性を保つことができます。

➢ 3次元地形の作成
✓ 国土地理院メッシュ標高データの活用
✓ 測量データ、等高線、スキャナー点群

➢ 3次元土木設計、図面作成
✓ 線形、縦横断図の作成
✓ 3D線形構造物のモデリング
✓ 土量算出

Civil3Dの主な機能



Civil3Dは土木ユーザーのための“AutoCAD”

AutoCAD LTは建設コンサルタント、建設会社
を始め、多くの建設関係の方にお使い頂いて
いる業界標準の2次元汎用CAD

AutoCADはLTの機能に加え、3次元機能が付加
された2D/3D汎用CADです。アドオンアプリ
ケーションの利用やAPIを使用したカスタマ
イズが可能

AutoCADの機能を包括し、鉄道、電力、ガス、
水道などユーティリティ業界のための
CAD・GISプラットフォーム。CADデータと
GISデータの重ね合わせや作成、編集が可能

AutoCAD LT～Map3Dの全ての機能を持ち、
土木技術者にとって便利で有効な多くの機能
が搭載されています。3次元での土木設計、
BIM/CIMデータの編集・作成が可能

Civil3D=AutoCAD LT＋AutoCAD＋Map3D＋土木機能



AutoCAD LTとどう違う？



Civil3DとAutoCAD LTの操作性の違い

地形の断面図作成を例に操作手順がどう違うか比較してみよう！

これまでのやり方
AutoCAD、AutoCAD LT

3次元で行う場合
Civil3D

①等高線上の断面を切る位置にラインを引く

②等高線の高さ毎に垂線を作成しマス目を作
成

③作成したマス目に高さをプロット

④プロットした点を繋いで断面図を作成

⑤複数の断面を切る場合は①～④を繰り返し

①等高線を取り込んでサーフェス作成

②断面を切る位置にラインを引く

③断面作成コマンドを実行



例えば 以下の地形図で
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この断面図はどうやっ
て作成しますか



10

5
0

4
5

4
0

3
5

3
0



11

50

45

40

35

30



12

50

45

40

35

30



同じことを3次元で行うと
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Civil3Dで何ができる？



Civil3Dで何ができる？ ①

地形（TINサーフェス）作成
✓ 等高線など高さを持ったCADデータ

✓ ラスター地形（DEM、GeoTiff）

✓ 点群、座標値

✓ 端点標高

✓ DM、SIMA





Civil3Dで何ができる？ ②

地形から断面の作成

任意箇所の断面図作成

断面図の異尺表示も可能

複数のサーフェスに対する断面図も可能

複数断面の一括作図





Civil3Dで何ができる？ ③

造成計画と土量算出

サーフェスの差分から正確な土量を算出

造成計画の3Dモデルから 任意間隔、断面位置による平均断面法

切り盛り境の表示





Civil3Dで何ができる？ ④

地形（サーフェス）の解析

ウォータードロップ解析機能

（サーフェス上を流れる水の経路を追跡）標高/勾配解析機能（危険箇所の解析等）





Civil3Dで何ができる？ ⑤

道路計画と3次元モデルの作成

平面線形の作成と編集

サーフェスから縦断図の作成と縦断計画

道路の3次元モデル作成（コリドーモデル）

部品配置による標準断面作成（アセンブリ）





時代とともにCADに求められる機能の変化

手書きのドラフターからPCへ
これまでは
CAD = Computer Aided Drafting

Civil3Dは土木技術者が使う汎用CAD
CAD = Computer Aided Design

Civil3DはBIM/CIM時代におけるAutoCAD



http://bim-design.com/infra/event/

■ AutoCAD LTからのステップアップ！初心者向けCivil3D活用講座

第1回： AutoCAD、AutoCAD LTとCivil3Dの違い （10月21日）

第2回： Civil3D 地形作成編（11月12日）

第3回： Civil3D 道路設計編
第4回： Civil3D 造成計画、土量計算編

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■ Revitによる土木構造物作成講座

第1回：Revitの概念やファミリ・テンプレートについての解説 （10月29日）
第2回：基本的なファミリ作成、土木構造物のモデリング （11月17日）
第3回：配筋モデルの作成、Navisworksを使った干渉チェック
第4回：AEC Collectionに含まれる構造解析ソフト「Robot Structural Analysis」との連携
第5回：ビジュアルプログラミングツール「Dynamo」の活用。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■ 初心者向け InfraWorks 活用講座

第1回：InfraWorks とは （11月4日）
第2回：地形作成編 （11月25日）
第3回：道路設計編
第4回：橋梁設計編

オートデスク 無料 オンラインセミナー

https://gems.autodesk.com/C3D_20201112

第2回申込

http://bim-design.com/infra/event/
https://gems.autodesk.com/C3D_20201112


http://bim-

design.com/infra/event/
応用技術 無料 オンラインセミナー（オンデマンド）

すべて
操作テキスト
データセット付

http://bim-design.com/infra/event/


http://bim-design.com/infra/training/オートデスク 製品紹介（動画）

Civil 3D 機能紹介動画

2021
土木・インフラ版
カタログPDF

Revit 機能紹介動画

http://bim-design.com/infra/event/
http://bim-design.com/infra/training/


http://bim-design.com/infra/training/オートデスク トレーニング教材

すべて
操作テキスト
データセット付

Civil 3D トレーニングツールCIM / i-Construction トレーニング教材

http://bim-design.com/infra/event/
http://bim-design.com/infra/training/


学習本（大手書店、インターネットでお求めください）
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