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土木・建築・製造系のCADを
両方持っているのは だけ！



BIM/CIMの事ならオートデスクにおまかせ！

なぜInventorなのか？

既存2D/3Dデータの
有効活用

既存2D DWGや、3Dデータから
BIM,CIMデータ作成

IFCもRFAも両対応
IFCよりRFAの方が軽い

可変可能なRevitファミリー※

(※別途Revitにて可変設定必要)

データの軽量化
Inventorの強力な形状の簡略化機能

（シュリンクラップ）

RVTも対応※

(※Inventor2022対応予定)



同じメーカーだから出来る事！
～建築・土木・製造との連携～

独自の橋梁や排水構造物など
パラメトリックコンポーネント

Revitプロジェクトファイル
(.RVT)

IFC/Revitファミリー(RFA)

変換
or

参照
(AnyCAD)

変換
軽量化

変換
or

参照
(DWGアンダーレイ)

DWGを用いて
3次元モデル作成

Inventor
2022

.RVT出力



なぜInventorなのか？

▪ CIM活用ガイドライン第6編 機械設備編

▪ パラメトリック設計や解析に利用

▪ ＝設備メーカ様がBIM/CIMに取り組むメリット

▪ スペックインによる受注獲得

▪ AutoCAD、Infraworks、Revitとの連携＝同じメーカだから出来る事！

▪ AutoCADの2D DWGデータの有効活用した3D形状作成

▪ パラメトリック連携が可能！

▪ Infraworks：可変可能なカスタムコンテンツ作成

▪ Revit：可変パラメトリック設定が可能なRevitファミリー (RFA)作成
：Revitプロジェクトとの連携（Inventor2022新機能）

初級編





BIM/CIM活用ガイドライン概要
構成 適用

第１編 共通編

第１章 総則

公共事業の各段階（測量・調査、設計、施工、維持管理）でBIM/CIMを活用する際の共通事項について適用する。第２章 測量

第３章 地質・土質モデル

第２編 河川編
河川構造物（築堤・護岸、樋門・樋管）を対象にBIM/CIM を測量・調査、設計、施工、維持管理の各段階で活用す
る際に適用する。

第３編 砂防及び地すべり対策編
砂防構造物（砂防堰堤及び床固工、渓流保全工、土石流対策工及び流木対策工、護岸工、山腹工）、地すべり機構
解析や地すべり防止施設を対象にBIM/CIM を調査・設計、施工、施設の効果評価、維持管理の各段階で活用する際
に適用する。

第４編 ダム編
重力式コンクリートダム、ロックフィルダム等を対象にBIM/CIMを測量・調査、設計、施工、維持管理の各段階で
活用する際に適用する。

第５編 道路編
道路土工・舗装工及び山岳トンネル、橋梁（上部工、下部工）を対象にBIM/CIM を測量・調査、設計、施工、維持
管理の各段階で活用する際に適用する。

第６編 機械設備編 機械設備を対象にBIM/CIM を調査・設計、施工、維持管理の各段階で活用する際に適用する。

第７編 下水道編
下水道施設のポンプ場、終末処理場を対象にBIM/CIM を調査・設計、施工、維持管理、改築計画の各段階で活用す
る際に適用する。

第８編 港湾編
港湾施設（水域施設（泊地、航路等）、外郭施設（防波堤、護岸等）、係留施設等）を対象にBIM/CIM を調査・設
計、施工、維持管理、改築計画の各段階で活用する際に適用する。

令和3年3月

※平成30年3月に機械設備（素案）が追加



パラメトリック設計変更も容易に！

令和3年3月BIM/CIM活用ガイドライン 第6編 機械設備編より抜粋



複雑な形状把握も容易に！

令和3年3月BIM/CIM活用ガイドライン 第6編 機械設備編より抜粋



解析や製作への展開も可能に！

令和3年3月BIM/CIM活用ガイドライン 第6編 機械設備編より抜粋



Autodesk Inventor Professional
メカニカル設計のための3D CADソフトウェアのスタンダード

• DWG と連携した3次元設計が可能

• 相互互換性に対応した 3D CAD

• IFC、RFA、RVTを出力できる 3D CAD

建築業の CAD を開発しているメーカーだから出来ること！！

Revit/rfa .rvtIFC



製造業 の 3D CAD
▪ 製作加工用／詳細度(LOD高）

▪ 複雑な形状/曲面が得意

▪ 複数の機械のあつまり（部品単位の情報）

▪ 既存3DCADデータからBIM/CIMデータの
作成が容易(IFC/RFA・RVT)

InventorとRevitの違い？

建築建設業 の 3D CAD
▪ 建築建設設計施工／詳細度(LOD低）

▪ 単純形状/曲面が不向き

▪ ユニット単位/耐用年数など属性情報

▪ Revitならではの振る舞い(パラメトリック・ホスト)

建具
衛生器具・浴槽 設備機器(昇降機) キャビネット タンク

窓と壁が追従
パラメータ設定



3Dモデルと図面の連携

• 3D モデルの形状変更に図面が自動更新

• 3D モデルで設定した寸法を図面で利用可能 3D モ
デルまたは図面の寸法変更に双方が連携して変更

• アセンブリの変更で図面が自動更新



河川構造物・土木設備

• iLogicの動画



3次元設計を行えば解析も可能に！

• 応力分布や変形量の事前確認が可能！

MAX 〇〇mmMIN 〇〇mm

MIN 〇〇MPa

MAX 〇〇MPa



機械設備メーカが
BIM/CIMに取り組むメリット
• BIM/CIMをきっかけに3Dへの取り組み

• 3Dによる見える化

• パラメトリック設計による設計の効率化

• 解析の利用

• 営業ツールとして活用
• スペックインによる営業段階でビジネス獲得！

• BIM/CIMによる先行受注の可能性
• 属性情報の有効活用→社名や機種名から早期受注への期待

• BIM/CIMで競合他社と差別化
• BIM/CIMモデル提供だけではなくデータに付加価値をつける

• 設計支援ツール、負荷計算

• BIM/CIMコンテンツ提供が必要！Inventorを用いる事で
設計済データからBIM/CIMコンテンツ作成が可能



同じメーカーだから出来る事！
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.RVT出力



現状

▪ 2次元で設計をしているところが多い

▪ パースを作る目的で 3D モデルを作成

▪ 元請から BIM/CIM モデル提供の要求が増加
▪ 仕事のやり方は同じで2次元設計のまま

▪ BIM/CIMモデルは別途作成 or 外注

課題

▪ 多くの2次元図面の設計資産がある

▪ パースを作る工数と費用がかかっている

▪ 発注者、設計者や施工関係者の合意が難しい

▪ 施工の段階で干渉が見つかる

建築、土木関連業界の現状

既存のDWGを利用した3Dモデル作成が可能
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▪ Inventorを使用して独自の排水溝、
配管パーツや橋脚など
カスタムコンテンツを作成

InventorとInfraworksの連携
パラメトリックモデル

同じメーカだから出来る事！



▪ 予めInfraworksとInventorをインストール（2018以降）

▪ Autodeskディスクトップアプリに下記2つのアップデートが表示される
のでインストール
▪ Infrastructure Parts Editor 20**

▪ Inventor Infrastructure Modeler Plugin 20**

作業を始める前に



▪ パラメトリックモデルの種類毎に必要となるパラメータは、オンラインヘルプに
記載されています。

必要となるパラメータ

橋脚の例：



スタイルパレット 例：橋脚で必要となるパラメータ

例：パラメトリック一欄が正しく表示×の場合パラメトリック一欄に表示されないので注意！
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令和2年2月5日
第3回 BIM/CIM推進委員会資料抜粋



令和2年2月5日
第3回 BIM/CIM推進委員会資料抜粋



InventorとExcelによるパラメトリックモデル使用例



Revitの参照面によるパラメータ設定例：



▪ 製造系CADでは「SAT/DWG」のみ
▪ 製造系CADで使われているSTEP/Parasolidなど未対応

Revit CAD読み込み



令和3年3月CIM活用ガイドライン第6編 機械設備編から抜粋

形状の引継ぎはいいが、
DWG,SATは属性情報は基本的にはない。またデータ容量については確認されていない

SolidWorksに関してはDWG出力未対応→Revitにどう影響してくるか？



.SAT→Revitの場合

SATは
属性情報無

1ブロックで
展開(分解)出来ない

モデル展開×

寸法設定
パラメトリック設定×

SAT＝形状のみ
属性情報無



.DWG→Revitの場合

寸法設定
パラメトリック設定△

モデル展開△

DWG＝形状のみ
属性情報無

注意：
形状が複雑なものは
読み込み時間が掛かる

もしくは
エラーになる場合あり
Revitに読み込む前の
形状の簡略化が重要！



Inventor→Revit(RFA)の場合

パラメータの項目と値は
属性情報に記載される

ただしこのままでは、
数値を変えても
モデル形状が変わらない

Revit側で設定が必要！
（展開＆参照面設定）

寸法設定
パラメトリック設定〇

Inventorから出力された
Revitファイル(.rfa)なら
Revitでモデル展開可能〇

Revitに読み込む前の
形状の簡略化が重要！



他メーカの
設計済み 製造系3Dデータからも
BIM/CIMコンテンツ作成

Inventorで
出力

形状
簡略化

設計済
他社製造系
3Dデータ

SolidWorks,
CATIAV4/V5, 
Pro/E,Creo,
Solid Edge, 

NX, Parasolid, 
STEP, JT

Revit固有の設定

<属性情報>
• とりつく＝ホスト
• パラメトリック(可変)
• 共有パラメータ
• モデル表示有無
• （電源/接続口設定）
• テンプレート選択
• メンテナンススペース

Inventorで形状の簡略化
他CADデータを読み込み形状簡略化しRFA/IFC出力

読み込み RFA/IFC

属性情報
電源/接続口の配置

読み込み



▪ 「モデルを変換」・・・Revit(.rvt)をInventorのファイルに変換

▪ 「モデルを参照」・・・ Revit(.rvt)を参照：Revit AnyCAD

▪ 「デスクトップ」または「BIM360(Desktop Connector経由）」

▪ 開く/配置/インポートしたCADファイルを配置

▪ 2022からInventorからRevit(.rvt)出力も可能！

Inventor/Revit連携

同じメーカだから出来る事！





一部モデルの表示が上手く行かなかったり、欠落している場
合がケースが殆ど！（〇がついていない）

IFCデータは必ずしも万能ではない事が解る

令和3年3月CIM活用ガイドライン第6編 機械設備編から抜粋



IFCにもRFAにも両方対応

データが重たい

データが軽い
Revitでパラメトリック設定可能

IFC:1.03MB
（約2.6倍）

Revit/rfa:396KB



他とは違う！

Inventorから出力されたRFA データ欠落や不要な要素あり

メッシュファイルのため
データが重たい
サイズ変更不可
属性/接続情報無

寸法・組付違い
軽量で属性&接続情報あり
構成やサイズ変更※が可能

(※別途Revitにて可変設定必要)

属性情報

「オートデスクに
よって開発または
認証されたアプリ
ケーションではな
いようです」警告

Inventor以外で作成されたデータ

接続情報

ファイル容量：
854KB
(約2.2倍)

ファイル容量：
396KB

(データや操作が重たくなる)

※変換イメージ



Revitとの相性はInventorが一番！

まとめ

既存2D/3Dデータの
有効活用

既存2D DWGや、3Dデータから
BIM,CIMデータ作成

IFCもRFAも両対応
IFCよりRFAの方が軽い

可変可能なRevitファミリー※

(※別途Revitにて可変設定必要)

データの軽量化
Inventorの強力な形状の簡略化機能

（シュリンクラップ）

RVTも対応※

(※Inventor2022対応予定)



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

BIM/CIMのためのInventorの利用方法(初級編)
開催日時 2021 年 8 月 24 日（火）13:20 - 14:00

BIM/CIMのためのInventorの活用方法(実践編)
開催日時 2021 年 9 月 1 日（水）13:20 - 14:00

http://bim-design.com/infra/event/bimcim-inventor-02

今後の オートデスク 無料 オンラインセミナーのご紹介

BIM/CIM 事例セミナー
■ 第1回 アサヒコンサルタント
■ 第2回 TOKU PCM
■ 第3回 昭和土木設計

オートデスク機能紹介セミナー
■ AutoCAD LTからのステップアップ！初心者向けCivil3D活用

講座 全5回
■ 初心者向け InfraWorks 活用講座 全4回
■ Revitによる土木構造物作成講座 全4回
■ 点群データ活用や写真からモデル作成まで、ReCapを使いこなす

応用技術操作説明セミナー
■ Civil3D／InfraWorks／Revit／Dynamo

オートデスク事例セミナー（Autodesk University 2020）

オンデマンドセミナー 30種類以上

http://bim-design.com/infra/event/
https://gems.autodesk.com/IW_20201216
http://bim-design.com/infra/event/bimcim-inventor-02/


オートデスク 土木・インフラ向けサイト BIM-Design
http://bim-design.com/infra/

BIM/CIM関連セミナー・イベント情報
製品別トレーニングテキスト・データセット
製品別操作動画、ユーザ事例など情報満載

トレーニングテキスト・データセット 参考手順（動画）

Inventor

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