建築設計、土木インフラ、
建設・施工に対応する
BIM、CIMツールセット

Architecture,
Engineering & Construction
Collection（AEC コレクション）とは
AEC コレクションには、設計、エンジニアリング、施工、土木に対応する BIM、CIM および CAD ソフトウェアとクラウドサービスが含まれています。
コンセプト設計ツールと詳細設計ツールを使用して、
高品質で高性能な建物設計およびインフラ設計が行えます。
統合された解析、
ジェネレーティブ デザイン、
ビジュアライゼーション、
シミュレーションのツールを使用して、
プロジェクトを最適化できます。
施工性とプロジェクトの調整を最大化するツールにより、現場での予測可能性が向上します。

BIM プロセス
BIM（Building Information Modeling）のプロセスは、建築物や土木インフラプロジェクトの計画、設計、施工、運用までライフサイクル全体で
使用できる 3D モデルに様々なデータを付与した BIM データをベースにした新しい建設プロセスです。

計画

設計

施工

運用

点群などのリアリティキャプチャデータと

計画段階で作成した現況モデル、コンセプト

プロジェクト毎に設定される BIM 仕様書

BIM データは、完成した建物の運用とメン

実際の建物やインフラを組み合わせて現況

モデルをベースに基本設計、分析、シミュレー

を用いて、施工が開始されます。効率化の

テナンスに引き継がれます。費用効率の高い

を把握し、現況モデルやコンセプトモデル

ション、詳細設計、設計図書作成が行われま

改善と手戻りの削 減を目指して様々なシ

リノベーションや効率的な解体のためにも

を作成して設計の前準備を行います。

す。施工前のプロセスでは、
最初に BIM デー

ミュレ ーションが 行わ れ、施 工 開 始 前に

BIM データは使用できます。

タを使用して施工スケジュールやロジスティッ

コンピュータ上で建物を組み上げる「仮想

クに関するシミュレーションも行われます。

竣工」なども行われます。

建築設計者が AEC コレクションを選択する理由
BIM ソフトウェアと CAD ソフトウェアを使用して、最適な建築設計が行えます。

設計の品質を向上

プロジェクトのパフォーマンスを向上

設計プロセスの時間を短縮

創 造 性と問 題 解 決 力 を 発 揮 で きる 設 計・解 析ソフト

合 理 化 さ れ た デ ー タの やり取りと 統 合 さ れ たワー ク

インテリジェントなモデルベースの設 計とタスクの自動

ウェアを使 用して、クライアントの期待を超える成 果を

フローにより、プロジェクトの調 整とパフォーマンスが

化により、最も重要な設計課題に集中できます。

あげることができます。

向上します。

創造力を高め、確信を持てる設計を実現
円滑なプロセスを採用して、BIM ワークフローに簡単に移行できるコンセプト設計を作り上げ、詳細な設計作業を実現させましょう。
統合された解析と可視化により、設計を最適化し、調査できます。

Revit

ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）
で建物を設計、図面化
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FormIt Pro

初期段階の設 計概 念を 3D でスケッチでき、Revit
とも連携

Insight

3ds Max

エネルギーと建築パフォーマンス解析を実施

高品質なレンダリングで建築イメージを視覚化

Autodesk Docs
クラウドベースの共通データ環境でプロジェクト情報
を管理できます

AutoCAD Plus

Revit に取り込み可能な 2D CAD データの作成

土木エンジニアが AEC コレクションを使用する理由
BIM/CIM ソフトウェアと CAD ソフトウェアを使用して、最適な土木設計を実現できます。

設計に関して、より適切な判断が可能に

チーム間の調整を効率化する

施工性を常に念頭に置いた業務

コンセプト計画、設計、分析、最適化に対応した接続ツール

統合されたワークフローを採用することで、設 計チーム

設計から施工までを効果的に調整することで、リスクの

を 使 用して、設 計要 件 を 適 切に満 たすことができます。

が場所 や 分 野 の垣根を超 えてより効 率的に作 業できる

低減、 RFI の最小化、施工性の確保を実現します。

クライアントの満足度も向上します。

ようになり、プロジェクト全体での中断を最小限に抑える
ことができます。

土木設計における他分野のワークフローを連携
分野を超えたコラボレーションを確立し、2次元図面と構造物の3次元モデルの整合性を図り、インフラプロジェクトにより高い成果をもたらします。

Civil 3D

InfraWorks

Revit

道路、橋梁、鉄道プロジェクトの設計、最適化、図面作成

コンセプト段階の道路のレイアウト、交通の解析、設計の
可視化

分野を横断したインフラ設計と建物、橋脚などの設計を
統合

ReCap Pro

AutoCAD Plus

Vehicle Tracking

点群やメッシュを使用した正確な現況の作成

AutoCAD と業種に特化したツールセットによる作図の

車両軌跡解析ソフトウェア

効率化

施工担当者が AEC コレクションを利用する理由
BIM ツールと CAD ツールが統合されたセットを使用して、施工性を向上できます。

リスクを早期に抑制

コストのかかる手戻りを回避

革新を促進

LOD（詳細度）の高いモデルを使用することにより、現場で

干渉、エラー、漏れを検出する強力な 3D コーディネーショ

スケジュールとコスト シミュレーションを使用して、自信を

の予測可能性を向上させます。

ン ツールを使用できます。

持ってプロジェクトを推し進めることができます。

自信を持って施工
品質に妥協することなく、設計から施工まで迅速に進めることができます。

Revit

BIM ツールを使 用して、詳 細で 信 頼 性 の 高 い 建 設

モデルを作成

ReCap Pro

リアリティ キャプチャと 3D スキャンの使用による、
現況に合わせた設計

AutoCAD Plus

正確な 2D 施工図を作成

Navisworks Manage
複 数の業 種のデータを 組み合わせて、プロジェクト
の成果をより適切に管理

Fabrication CADmep

Autodesk Docs

パーツ作成

クラウドベースの共通データ環境でプロジェクト情報
を管理できます

MEP 詳 細設 計および Revit で 使 用できる製 造 用

その他 AEC コレクションに含まれるソフトウェアとクラウドサービス
Advance Steel

Autodesk Rendering

クラウドで高速かつ高解像度のレンダリングを実行できます

BIM が統合された高度な構造解 析および 建 築基準への適合
性検証ツール

Dynamo Studio

Structural Bridge Design（英語版のみ）

Autodesk Drive

鋼材の詳細設計用の 3D モデリング ソフトウェア

Revit で設計タスクを自動化し、設計コンセプトを検討

橋梁構造解析ソフトウェア

Robot Structural Analysis Professional

個人や小規模チームに最適な CAD 対応のクラウド ストレージ
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統合され一貫性のある、
完全なモデルベースの設計を作成する
詳細は www.autodesk.co.jp/revit

Revit® を使用して、基本設計、ビジュアライゼーション、解析からファブリケーション、施工に至るまで、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって効率と精度を
向上させます。

• 3D で正確かつ精度の高いモデリングを開始
• モデルの設計に合わせて、平面図、立面図、断面図を自動的に更新
• Revit では、日常的な作業や反復作業を自動化によって処理できるため、価値の高い作業に集中

Revit 2022 の新機能
建築設計ソフトウェア Revit® の最新リリースでは、相互運用性が向上し、ドキュメント作成の効率と精度が強化されたほか、ユーザーの要望を反映した多くの
機能が利用できます。

相互運用性の向上

集計キーの共有パラメータ

強化された鉄筋モデリング、詳細設計

Rhinoceros や Autodesk FormIt の デ ー タ を 連 携、

集計キーで共有パラメータを使用して、ジオメトリを操作

鉄 筋 要 素を配 置し操 作 する際 の 精度 が 高まり、より短

し、Revit ファミリ内で の モデル 要 素 の 表 示をコント

時間で、より正確にモデルを作成できます。

レイヤによる編集が可能になりました。
特に FormIt では、レイヤ編 集だけでなく、マテリアル
情報も Revit 側に継承できます。

テーパ付壁
通常の 壁に対してテーパを設 定することが 可能になり
ました。
擁 壁 等 の 作成 の際、傾 斜角度を壁のプロファイル から
設定、変更が可能です。

Dynamo for Revit 2.10
最 新 リリースで は 、 P ython 3 に 対 応 し 、ノード の
オートコンプリート機能が 導入され、ノードのパフォー

ロールします。

ドキュメント作成の効率の向上

ネイティブ PDF エクスポート

集計ツールと注釈ツールが改善され、設計意図の記録と

ユーザー定義の命 名規則を使用して、Revit のビューや

伝達が容易になりました。

シートを 2D の PDF ファイルに書き出したり、バッチ書き
出しして、ファイルを簡単に共有できます。

Revit 2022 でのジェネレーティブデザイン
機能強化には、新しいサンプルスタディ、優れたファイル
処理、Dynamo 対応の合理化されたツールなどがあり
ます。AEC Collection で利用可能。

マンスが向上。さらに新しいトレーニング リソースも追加
されています。

日本向け拡張機能

グリッドモデル表示
レベルを選 択しフロアごとに表示グリッドを表示可能。
断面ボックスでも選択可能です。

日本の建築基準に合わせて様々な拡張機能をご提要しています。

Revit Extension for Architecture Japan
通り芯寸法作成、建具姿図、Excel インポート、法規

日本の構造設計に特化したツール群。一貫計算ソフト

Revit Extension for Structure Japan

チェック、階高寸法作成、
フカシ生成など主に設計図書

との連携を行うST-Bridge Linkや，断面リスト自動作

作成機能が強化されています。

成機能等を含みます。

Revit Extension for MEP Japan
配管サイズ補正、配管ダクト数量拾い、1.6mm ダクト

SS3 Link

表記、
ダクト勾配監視、
フレキシブルダクト変換などが

システム株式会社）との連携を行うアプリケーション。

一貫構造計算ソフト「Super Build/SS3」
（ユニオン

行えます。
その他約 50 点の Revit 日本国内ユーザ向け拡張機能が各社より提供されています。
詳細は AUTODESK APP STORE https://apps.autodesk.com/ja
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Civil 3D を使用して、

優れた土木インフラを設計
詳細は www.autodesk.co.jp/civil3d

Civil 3D® 土木設計ソフトウェアは統合機能によって、BIM（ビルディング インフォメーション モデリング）に対応し、作図、設計、施工図書の作成を改善します。

Civil 3D 2022 の新機能

グレーディングの最適化

接続されている線形

AEC COLLECTION のみ

ジオメトリ オプションなどが拡張され、複雑なインター

複 雑で 手 間 の か かる地 形 のグレ ーディングデ ザインの

チェンジを設計する際のコントロール性が向上しました。

プロジェクト エクスプローラの圧力管ネットワークの
サポート
AEC COLLECTION のみ

プロセスを自動化できます。その先の設計のために地形

タブを
プロジェクト エクスプローラの［圧力管ネットワーク］

サーフェスと 3D ジオメトリを最適化します。

使用すると、
自然流下式パイプ配管を選択できます。

Civil 3D の主な機能

Civil 3D のプロジェクト エクスプローラ

Collaboration for Civil 3D

橋梁オブジェクトのサポート

AEC Collection 限定

クラウドベースの Collaboration for Civil 3D では、より
多くのファイル タイプをより迅速に処理し、プロジェクトを

橋梁の一般的なオブジェクト サブタイプを割り当てたり、

レビューとレポート作成のための直感的なツールを使用し
て、Civil 3D モデルで設計情報を検討、共有できます。

既存の橋梁の画層を設定したりできます。

簡単にナビゲートできます。
（別途 BIM Collaborate Pro
が必要）

線路と中心線の書き出し

雨水および汚水解析

この線路は、親線形、縦断、カントの修正に合わせて動的

アップグレード、編集とセーブ バック機能、その他の機能

設計された雨水ごとに個別の放水条件を設定し、副流域

に調整されます。

強化を利用できます。

ごとの無次元 Hydrographs を使用して、 ADS による
新しい貯水池を使用します。

AutoCAD での BIM 360 ファイル ロック

Connector for ArcGIS
Autodesk Connector for ArcGIS のジオメトリの

圧力管ネットワーク
特定の角度のスナップ、
パイプへのスナップ、
PVI 曲げの追加
など、圧力管ネットワークに新機能が加わり、さらに便利に
なりました。圧力管のレイアウトと編集で、
より柔軟で効率的
な設計が可能になりました。

橋梁設計の相互運用性
InfraWorks と Civil 3D 間で橋梁モデルをリンクします。

自然流下式ネットワークの解析
［自然流下式ネットワークの解析］ダイアログを使用して、
配管ネットワークを解析し、結果を適用します。

Dynamo for Civil 3D

Dynamo を使用してプログラミングと設計を自動化でき
ます。ビジュアル環境でスクリプトとルーチンを定義して、

指定した許容差または間隔に基づいて線路を作成します。

BIM 360 に 保 存 されている DWG ファイルと DWT

ファイルを AutoCAD で開くと、自動的にロック / ロック
解除されます。

ワークフローを設計し、迅速化できます。

Dynamo プレーヤー
Civil 3D に Dynamo スクリプトを簡単に直接配置して
実行することができます。設計自動化タスクのためのスクリ
プトを作成して共有できます。

縦断ビューの軌道帯
新しい設定の作成、追加の縦断帯情報の入力、軌道プロジェ
クトのニーズに基づいたカント データの修正が可能です。
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AutoCAD のパワーに加えて、

設計の自動化に役立つ業種別ツールセットを備えた

AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)

詳細は www.autodesk.co.jp/autocadplus

AutoCAD® Plus（AutoCAD including specialized toolsets）は、2D および 3D の作図・設計向けのコンピュータ支援設計（CAD）ソフトウェアである
AutoCAD および業種に特化した7 つのツールセットを含んでいます。
• Architecture、Electrical、Mechanical、Map 3D、MEP、Raster Design、Plant 3D の、業種に特化したツールセットで生産性をさらに向上
• 図面の比較、カウント、ブロックの追加、集計表作成などのタスクを自動化
• アドオン アプリケーションや API を使用したカスタマイズ

業種別ツールセットで時間を短縮
7 つの調査の結果、AutoCAD に含まれる業種別ツールセットの使用によって、生産性が平均で 63% 向上していたことがわかりました。*
* 数値は、オートデスクが外部コンサルタント会社に依頼して行った
一連の生産性調査の結果に基づきます。
この 7 つのツールセットに
関する調査では、経験豊富な AutoCAD ユーザーが一般的な作業を
実施する際に、標準の AutoCAD のみを使用した場合と、AutoCAD

Architecture
ツールセット

Mechanical
ツールセット

Map 3D

ツールセット

MEP

ツールセット

と業種別ツールセットを併用した場合の生産性を比較しました。全体
的な生産性向上率は、各タスクについて、標準の AutoCAD のみを
使用した場合の作業時間と、AutoCAD と業種別ツールセットを併用
した場合の作業時間を、7 つのツールセット全体で合計し、その差を
パーセントで表したものです。一般的な性能テストと同様、
これらの
フィルタ、あるいは元となるデータによって
結果はコンピュータ、OS、
変化することをご理解ください。テストの客観性、公平性を維持する
ためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる

Electrical

ツールセット

Plant 3D

ツールセット

Raster Design
ツールセット

場合があります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があり
ます。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示
を問わず、
どのような種類の保証もいたしません。

AutoCAD 2022 の新機能
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トレース

カウント

既存の図面を変更することなく、安全にレビューし、DWG

COUNT コマンド を 使 用してブロックや ジ オメトリの

共有
管理された図面コピーをチームメンバーや同僚に送信する

ファイルにフィードバックを直接追加できます。

カウントを自動 化します。

と、受信者はどこからでも図面にアクセスできます。

Autodesk Docs にプッシュ

フローティング ウィンドウ

パフォーマンスの改善

CAD 図面シートを PDF として AutoCAD から Autodesk
Docs に直接プッシュします。

同じ AutoCAD インスタンスで、作図ウィンドウを分離して

印刷時や 3D グラフィックスなどのパフォーマンスが向上し

並べて表示したり、複数のモニタで表示したりできます。

ました。

InfraWorks で

土木・インフラ設計を一新
詳細は www.autodesk.co.jp/infraworks

InfraWorks® は、建築、エンジニアリング、施工プロフェッショナル向けのコンセプト デザイン ソフトウェアです。建築物や既存の自然環境を再現したコンテキストで
プロジェクトをモデル化し、最適化、視覚化できます。
これにより、効率的に意思決定でき、
プロジェクトの承認までの時間を短縮できます。

InfraWorks の新機能
インフラストラクチャ コンセプト設計ソフトウェア InfraWorks® の新機能により、橋梁設計や道路設計のワークフローが改善されます。

フルスパンの複雑な 3D 桁

交通量の多い線形道路の装飾設計

モデル ビルダー UI の機能強化

プロジェクト要件と LOD を満たす、フルスパンの橋桁の
複雑な 3D モデルを作成できます。

モデルの再生成を行わずにコンポーネント道路の装飾を

インタフェースが合理化され、ツール間でより一貫性のある

適用または編集することによって、設計プロセスを迅速に

操作が可能になりました。

進めることができます。

InfraWorks の主な機能
コンポーネント道路の機能強化

詳細な橋梁解析

強化されたクロス フレーム LOD

コリドー パラメータを効率的に検証し、設計基準に合わ

格子桁構造や有限要素の解析を使って橋梁設計を基本

クロス フレームとダイアフラムの自動モデリングにより、複雑

せて車線コンポーネントのスタイルを調整できます。

段階で行います。

なコンポーネントのモデリングに要する時間を短縮できます。

LAS/LAZ 形式のネイティブ サポート

モデル ビルダー CS 更新

ホームページ UI の機能強化

LAS と LAZ のどちらの点群データ形式でも InfraWorks

InfraWorks モデル内で投影座標系を選択し、異なる製品

にネイティブに読み込むことができます。

間のワークフローで使用できます。

クセスし、
BIM 360 プロジェクトを組み込むことができます。

橋梁設計

フィーチャ間のスキーマ転送を拡張

道路レイアウト

強力なパラメトリックモデリングと自動ドキュメント作成

モ デ ル に 新しいタイプ のフィー チャを 追 加し、既 存 の

により、複数の設計オプションを迅速に開発します。

フィーチャにプロパティを追加して、
より詳細なメタデータ

要素ベースまたは PI ベースのレイアウトを選択し、より
柔軟に道路設計を行えます。

一元化されたホームページ UI でデータにすばやく簡単にア

を持つ、
より統合されたモデルを作成できます。

コリドー モデリング
Civil 3D の性能と精度を InfraWorks のコリドー モデル

縦断ビュー

に使用できます。

縦断のコンポーネントを編集、改定するための新しいダイナ

4K ビュー
InfraWorks インタフェースの 4K 表示用に最適化された
高い DPI スケーリングを使用します。

Connector for ArcGIS
ファイル ジオデータベースを書き出して ArcGIS Online
に情報をパブリッシュする際に、特定の属性を選択します。

点群
点群データに基づいてフィーチャをモデリングする際に、
写真を補助として使用できます。

ミックな機能を利用できます。

道路の断面ビュー

数量
地下インフラストラクチャの数量を深さで計算できます。

土壌層など、断面内の個々のサーフェス画層を表示できるた
め、設計に関してより最適な意思決定を行うことができます。

モデルを簡単に管理

モデルの遅延生成

できます。コンテキストでモデルの状態を表示できます。

道路の中心線修正で、モデルの自動再生成を後で行うこと

ローカル モデルを展開、複製、保存、削除できます。

InfraWorks の [ ホーム ]でシームレスにモデルを管理

により、編集ワークフローを短縮できます。

複雑な橋梁のサポート
カスタマイズ可能なパラメトリック機能を備えた新しい橋梁

共有ビュー

支承フィーチャは、複雑な橋梁タイプに対応しています。

アセット プロパティや、ブックマークしたモデルの Web
ビューを共有し、共同作業を強化できます。

道路グレーディングの切土 / 盛土マテリアル
道路設計の切土領域と盛土領域の色をコントロールし、

地形等高線ビュー

道路による地形の変化を表示に反映させます。

強化されたビュー設定を使って、地形等高線の表示をコント

モデル ビルダー UI
InfraWorks （ 2020.2 ）以降のバージョンでは、さらに
緊密に InfraWorks と統合されたモデル ビルダーの
ユーザー インタフェースを利用できます。

ロールできます。

縦断曲線の正確な編集
縦断ビューの［曲線プロパティ］パネルで選択した縦断曲線
のジオメトリ値を修正できます。

地形の機能強化
個別の地形サーフェスや複数のタイプのサブサーフェス
画層（岩や下層土など）を作成して、設計のベースとして使用
します。

パラメトリック トンネル
インフラ設計プロジェクト全体に合わせてパラメトリック
トンネルをモデル化して設計できます。
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建築、エンジニアリング、施工向け
3D モデル レビュー ソフトウェア
詳細は www.autodesk.co.jp/navisworks

Navisworks® Manage のツールを使用すると、コーディネーション、施工シミュレーション、プロジェクト全体の解析など、総合的なプロジェクト レビューが可能に
なります。Navisworks Manage には、高度な干渉検出ツールと干渉管理ツールが含まれています。
•
•
•
•

1 つのモデルに設計データと施工データを集約
着工前に干渉の問題を特定して解決
複数の業種のデータを集約して、成果をより適切に管理
モデルに時間と費用情報を割り当てて、施工シミュレーションをおこない、
施工手順やスケジュールを可視化して確認

Navisworks 2022 の新機能と機能強化

複数のソースのデータを結合して干渉の問題を回避

コーディネーション

60 以上のファイル形式をサポート

モデルコーディネーションと連携

1 つの包括的なアプリケーションで、さまざまな形式の
CAD ファイルを開いて作業できます。

Autodesk Construction Cloud または BIM 360 の
Model Coordination の統合モデル空間からモデルを
開き、指摘事項の表示、作成 、返答が可能。

IFC ファイル 読み込みのアップデート

AutoCAD、Revit、ReCap で Navisworks ファイルを
アタッチすることができます。

Revit と同じオープン ソース コードを使用し、プロパティ
セットや階層が追加され、データが拡張された IFC ファイ

Navisworks + Point Layout

ルを処理できます。

し、BIM 360 Layoutを使った墨出しに活用したり、墨出

干渉を検出してモデルを調整
コンテキスト内で干渉を確認し、問題を予測して解決でき
ます。Navisworks Manage でのみ利用可能。

調整されたモデルにレイアウト ポイントを自動的に追加
しポイントを読み込んで施工品質管理に役立てることが
できます。
（別途 Autodesk Point Layout、BIM 360
Layout が必要）

モデル レビュー

朱書きツール

フォトリアリスティックなモデル レンダリング

1 つのモデルにデータを集約

朱書きツールで、意図をよりわかりやすく正確に伝達でき

効果的な 3D アニメーションやイメージを作成できます。

1 つのモデルに設計データと施工データを集約できます。

モデルのシミュレーションとアニメーション

ます。

数量拾い

アニメーション モデル オブジェクトを建設スケジュール

統合された数量拾い

にリンクすると、高品質のプロジェクト シミュレーション
を行うことができます。

手動で計算する代わりに 2D および 3D の数量拾いを
使用して、長さ、面積、個数を計測できます。

チーム全体でのプロジェクト レビュー

PDF シートからの数量拾い

多 分 野 のチーム が 作成したデータを 統 合して、詳 細な
モデルをリアルタイムで検討し、レビューできます。

間取り図などの 2D PDF ワークシート上の既存のジオメ
トリをトレースして、数量拾いを自動的に作成できます。

NWD ファイルと DWF ファイルのパブリッシュと共有

Navisworks + Assemble

詳 細な設 計 情 報を取り込 んだ 配布可能なファイル 形式

Navisworks から Assemble にモデルを取り込み、

でモデルをパブリッシュできます。

見積もりや集計表などのワークフローに使用します。

計測ツール

モデルのシミュレーションとビューイング

面、スナップ、軸ロック、自動ズームを使用して、ポイント

時間とコストを含めた 5D プロジェクト スケジュール作成

間をすばやく測定できます。

5D で施工スケジュールやロジスティクスをシミュレート
できます。
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オートデスク製品との BIM コーディネーション

リアリティ キャプチャ機能
強化された点群機能を使って作業できます。

クラウド レンダリング
作業を中断せずに、レンダリング処理をクラウドで実施
できます。

リアルタイム ナビゲーション
現況の統合プロジェクト モデルを検討できます。

外観プロファイラ
プロパティに基づくプロジェクト モデルの色付けをプロ
ジェクト全体に適用し、オブジェクトのステータスを一目
で区別できます。

クラウドベースのドキュメント管理と
共通データ環境
詳細は www.autodesk.co.jp/products/autodesk-docs/overview

Autodesk Construction Cloud プラットフォームのクラウドベース共通データ環境 Autodesk® Docs で、ファイルを整理、配布、共有できます。
• エラーと手戻りを削減
• 合理化されたレビューと承認のワークフローで時間を節約
• チームの連携とプロジェクト スケジュール管理を改善

Autodesk Docs の機能

設計から施工までの連携

ドキュメント管理

ドキュメントの承認

Autodesk Construction Cloud プラットフォームで

構 造化したフォルダと堅牢な権限ツールによって、適切

手動作業の手間を減らし、図面、モデル、
ドキュメントを

チームがつながることで、設計から施工までの情報を簡単

なメンバーが適切な情報を入手できます。

公開、共有する前の承認プロセスを自動化できます。

にやり取りできます。

完全なセットのマークアップ ツール

一元化された問題追跡

伝達事項の作成と追跡

プロジェクト チームで完全なセットのマークアップ ツールを

プロジェクト チームで伝達事項を作成して共有し、完全な

使用してやり取りしながら共同作業を進めることができます。

説明責任がより明確になり、一元化された 1 つのリスト
で問題を追跡、解決できます。

Desktop Connector

AutoCAD や Revit との統合

2D と 3D のサポート

Desktop Connector を使って、デスクトップから直接、

AutoCAD、Revit などの Autodesk ツールとの統合を利用

2D 図面や 3D モデルをシームレスにアップロードして表示

ファイルを確認、保存、移動、名前変更、削除できます。

すると、
ワークフローを合理化し、
重複を軽減できます。

できるため、適切な情報をチームで利用できます。

ドキュメント管理

建築および建設エンジニアのための Docs

土木エンジニアのための Docs

カスタム可能なフォルダ構造、バージョン管理、ファイル
比 較、マークアップ、発行などの機能によって、プロジェ

Architecture, Engineer ing & Construction
Collection の Revit、AutoCAD 、FormIt、そ の 他

外部の共有、その他の機能を利用して、土木エンジニア

クト ドキュメントを保存、レビュー、共有できます。

のツールを使用しているチームの建物設計ワークフロー

はより簡 単にペーパーレスで共 同 作 業 を 進 めることが

をクラウドで連携できます。

できます。

監査記録によって追跡できます。

ワークフロー

デジタル マークアップおよび発行、監査記録、内部および
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別売：AEC Collection には含まれておりません。

設計コラボレーションとコーディネーションで、
プロジェクトをよりスマートに遂行
詳細は www.autodesk.co.jp/products/bim-collaborate/overview

BIM 360 Design の後継となる BIM Collaborate Pro には、設計チーム向けの機能として、モデル共同作成のためのクラウド コラボレーション機能が
追加されています（Revit Cloud Worksharing、Collaboration for Civil 3D 、Collaboration for Plant 3D など）

Revit / Civil 3D での共同設計をソリューション別に比較
BIM
BIM
360
Collaborate
DESIGN
Pro *

（例： AUTODESK

VAULT、REVIT SERVER）

プロジェクト
デリバリー用サーバー
アプリ

FTP サイト

業務用ファイル
共有クラウド アプリ

アクセラレーター

基本的なファイル共有と
データ交換

✓

✓

✓

✓

✓

企業内の Revit / Civil 3D に
よる共同設計

✓

✓

✓

複数企業間の Revit / Civil 3D
による共同設計

✓

✓

✓

サーバーベース

WAN

✓

バージョン管理とファイル比較

✓

レビュー/承認ワークフロー

✓

会社 PC またはモバイルから
指摘事項とマークアップを管理

✓

1 つのリポジトリでデータを

✓

一元管理

✓

✓

✓

* BIM Collaborate Pro にはドキュメント管理モジュール、管理者モジュール、その他 BIM 360 のさまざまなモジュールが搭載されています。

BIM Collaborate Pro の主な機能

ドキュメント管理

設計コラボレーション

モデルの調整

共通のデータ環境ですべてのプロジェクト ドキュメントを

設計パッケージの共有、モデルの変更の解析、指摘事項

干渉を自動的に検出し、
タイプ別にグループ化して、サンド

保存、管理、
レビューできます。

の割り当て、プロジェクトの進行状況の追跡を行えます。

ボックス フォルダ内で施工性を評価できます。

PRO のみ

PRO のみ

PRO のみ

Revit + BIM Collaborate Pro

Civil 3D + BIM Collaborate Pro

AutoCAD Plant 3D + BIM Collaborate Pro

どこでも誰とでも、Revit でのワークシェアリングが可能。

複数の場所から Civil 3D ファイル、データ ショートカット、
外部参照で共同作業を行えます。

ます。

変更をリアルタイムで同期し、準備できたらパブリッシュし
ます。
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権限の管理や変更の確認によって、チームの連携を促進し

BIM Collaborate Pro の在宅ワーク、クラウドでの活用
BIM Collaborate Pro のメリット
• いつでもどこでもインターネット経由で最新データへアクセスが可能
• Revit およびCivil 3D のプロジェクトでリアルタイムの共同作業、データ管理が可能
リモートオフィスでも、
在宅勤務でも利用可能
• 同じ社内でも、複数の組織間でも、
• 共通のデータへアクセスが可能なため迅速な意思決定を実現

事業継続計画（BCP）対策

生産性向上

在宅勤務

クラウド上にデータを格納しておくと大規模な自然災害や

BIM モデルのアップロード／同期に時間がかからない
ため、それだけで生産性が約 25% 向上した例もあります。

インターネット接続さえあれば、いつでもどこからでも最新

テロなどの緊急事態に直面した際に、企業の経営活動への
インパクトを最小限に抑えることができます。また、BIM

Collaborate Pro では、データの保存容量が無制限のため

データへアクセスすることが可能です。

また、迅速な意思決定により、設計時変更による作業時間
を削減できます。

容量が大きなデータも心配なく保存することが可能です。

建設業界でのクラウド、在宅ワーク活用事例
クラウドの活用で大幅な業務効率化を目指す
日本設計の働き方改革

在宅勤務、サテライトオフィスなどで
働き方改革を積極的に支援 – 乃村工藝社

「同時に 2-3 人が在宅で勤務

「 BIM 360 Desgin （ BIM

する場合がありますが、その際に

Collaborate Pro）の導入は、

ワークシェアリング機能が非常に

密なチームワークが要求される

便利です。チームメンバーが家

当社にとって不可欠なものでし

で仕事をしていても、モデルの

た。社内外を問わず、
デザイナー

更新によって勤務状況・作業量

やプロダクトディレクターが同じ

が把握できます。社内で仕事を

BIM モデルにアクセスし、会社

しているのと、ほとんど変わり

にいるのと同じように共同作業

ません」
日本設計 BIM 室
室長 岩村雅人氏

ができます。在宅勤務をしていて
乃村工藝社 事業統括本部 マーケティングリサーチ部
BIM ルーム ルームチーフ 田辺真弓氏

も“孤立感”がないので安心です」
（2019 年 7 月取材）

オートデスク製品の柔軟なライセンス利用形態
テレワーク・在宅勤務の環境を整えるには？
リモート環境でオートデスク製品とデータにアクセスして使用する方法をご紹介

複数デバイスへインストール

ホームユース特典

仮想環境でも使用 OK

シングルユーザーのサブスクリプションでは、1 ライセンス

会社のワークステーションだけでなく、持ち出し用のノート

オートデスクのサブスクリプション ライセンスは仮想化デスク

ます。 *1

PC や作業現場に置いてあるパソコンにもソフトウェアを

トップ（VDI）*3 にも対応しています。

インストールでき、会社と同じ環境で外出先、出張先、自宅

シングルユーザー アクセスのサブスクリプションまたは

で 3 台までのパソコンにソフトウェアをインストールでき
例えば、会社のワークステーションと自宅 *2 のデスクトップ

にインストールしておけば、同じ環境で作業ができます。

*1

など、
どこにいてもオートデスク製品を使用できます。

エンタープライズ契約のお客様は、
仮想化環境でソフトウェア
をインストール・ご利用いただけます。

*2 ご自宅での利用等については各企業様の IT ポリシーをご確認ください。 *3 デスクトップ仮想化テクノロジー導入の対応状況は各企業様の IT 部門にご確認
* 詳細については一般規約をご確認ください。使用国、仮想化に関しては一定の制限があります。https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/jp/general-terms

シングルユーザー サブスクリプションの場合。

ください。
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BIM 活用事例集等はPDFでご用意しております。
http://bim-design.com/catalog/

オートデスク
BIM 活用事例集 2021

BIM 活用実態調査レポート
2020 年版

Redshift
建設業事例集 2019

オートデスク
BIM 活用事例集 2019

オートデスク
BIM 活用事例集 2019

オートデスク
BIM 活用事例集 2018

コレクションに関する詳細

www.autodesk.co.jp/collections

BIM、CIM に関する各種情報 www.autodesk.co.jp/solutions/bimcim
オートデスク認定販売パートナー検索

https://www.autodesk.co.jp/partners/locate-a-reseller

AEC コレクションに関するご購入のお問い合わせ

フリーダイヤル 0800-123-6275（月 - 金 祝日除く 9:00 - 17:00）
メール Japan.AEC.InsideSale@autodesk.com
オートデスク認 定 販 売 パートナー

オートデスク株式会社

www.autodesk.co.jp

〒104-6024 東京都中央区晴海 1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X 24F
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー 3F

Autodesk、Revit、3ds Max、AutoCAD、InfraWorks、Navisworks、その他の製品名は、米国および／またはその他の国々に
おける、Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標
は、それぞれの所有者に帰属します。該当製品およびサービスの提供、機能および価格は、予告なく変更される可能性がありますの
で予めご了承ください。また、本書には誤植または図表の誤りを含む可能性がありますが、これに対して当社では責任を負いません
ので予めご了承ください。
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