
AutoCAD 業種別ツールセットで 
設計ワークフローを最適化する 5 つの方法

業種別ツールセットの
活用術
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人間は習慣の生き物です。ある方法を何度も繰り返していれば、それ
はいつしか習慣となります。ご存知のとおり、一度慣れてしまった習慣
から抜け出すのは難しいものです。時には思い切った打開策が必要と
なります。家具の組み立てを例にすると、多くの人は家具を組み立てる
際に、六角レンチなどの工具を使います。六角レンチを使うことに慣れ
れば、それが当たり前になります。しかし電動ドライバーを使えばあっ
という間に家具を組み立てられることを知ったらどうするでしょうか。
これまでの習慣を止めて、もっと効率的なやり方を選ぶことでしょう。
この例を心に留めながら、本書をお読みください。設計作業を飛躍的
に効率化する方法、それが AutoCAD® の業種別ツールセットです。

AUTOCAD 製品について 
2018 年 3 月、オートデスクは AutoCAD 製品の提供形態を一新しま
した。これにより AutoCAD のサブスクリプションを購入すると、7 つ
の業種別ツールセットも利用できるようになりました。ツールセットに
は、建築設計、機械設計、電気制御設計など、業種に特化した機能やラ
イブラリが含まれています。本書では、AutoCAD 業種別ツールセットを
活用して設計ワークフローを最適化する方法をご紹介します。

本書の最後に記載の、AutoCAD モバイル アプリや AutoCAD Web 
アプリについてのボーナス ヒントもお見逃しなく。

最近、あるお客様との間で次のようなやり
取りがありました。電気設計者であるジョー
さんのもとを訪ねると、アーカンソー州の
地元の人々のために建築図面を作成する
という夢を語ってくれました。空き時間に
取り組みながら、少しずつ手を広げていき
たいとのことでした。そこで AutoCAD の
サブスクリプションなら Architecture と 
Electrical の両方のツールセットを利用
できるとお伝えしたところ、ジョーさんの顔
がパッと輝きました。以前は高価すぎて 3 
つのソフトウェアをすべて購入することが
できませんでしたが、ツールセットが含まれ
るようになった今では、専用機能やシンボ
ルを利用しながら、より迅速かつ低コスト
で新たな設計に取り組めるようになりまし
た。AutoCAD とツールセットが彼の夢の
実現に一役買っているという話を聞き、本
当に嬉しかったです。

– Frank Mayfield 氏 
ECAD, Inc. アプリケーション エンジニア 

はじめに
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オブジェクト、 
パーツ、シンボル
が充実
数百、数千個もの部品で構成される機械を設計したり、ドアと
窓が何百枚もあるホテルや、ヒューズ、スイッチ、端子が何百個
も必要な住宅を設計したりする場合、一から作図を始めてす
べて完成させるまでには、数日から数週間かかる場合があり
ます。こうした作業にはツールセットを活用しましょう。業種向
けのツールセットには、オブジェクト、パーツ、シンボルをはじ
めとする業界特有のコンテンツがあらかじめ用意されており、
こうした定番の構成要素を簡単に図面に追加できます。

オブジェクトには、2D または 3D 表示するために必要なジオ
メトリが含まれています。標準設定に基づいた非常にシンプル
なオブジェクト タイプを作成してすぐに追加できるほか、さま
ざまなコンポーネント、マテリアル、詳細なクリーンアップ情報
を含む複雑なオブジェクトを作成し、他のオブジェクトとの干
渉を含めることもできます。

ARCHITECTURE ツールセット：
8,000 点以上のインテリジェントな建築オブジェクトやスタ
イル（壁、ドア、窓など）が用意されています。

ELECTRICAL ツールセット：
NFPA、IEC 60617、AS、GB、IEC、JIC、JIS の各規格に準拠
した 2,000 点を超える回路図シンボルが用意されています。
ここには回路ブレーカー、押しボタン、PLC、端子などの装置
や、油圧、空圧、P&ID（配管計装図）などのシンボルが含まれ
ます。

MECHANICAL ツールセット：
17 種の国際規格に準拠した 70 万点以上の標準的な部品や
機能が用意されています。穴フィーチャー、締結部品、シャフ
ト パーツとフィーチャー、形鋼、ジェネレーターなどがその例
です。

MEP ツールセット：
インテリジェントなダクト、配管、電線管など 10,500 点以上
の建築オブジェクトが用意されています。
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標準設計
ツールセットでは、国際製図規格に準拠することも、プロジェクトや社内独自の標準
を設定することもできます。標準にもとづく一貫性のある設計やドキュメント作成プ
ロセスを設定することで、関係者間でのよりスムーズなコミュニケーションや、作業
時間短縮といった生産性の向上が期待できます。
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ELECTRICAL ツールセット：
NFPA、IEC 60617、AS、GB、IEC、JIC、JIS の各規格に対応したシンボル 
ライブラリが用意されています。電気規格データベースに基づいた回路ビ
ルダーを使用して、標準にもとづく回路図を設計できます。この機能には、
配線タイプの分析ややエネルギー損失の計算などが含まれます。

MAP 3D ツールセット：
タイプの分析や道路、区画、ケーブル、配管などのオブジェクトを、実際の用
途に基づいて編成できます。オブジェクト分類機能を使用してオブジェクト
を作成すると、自動的に該当のオブジェクト クラスからプロパティと値が割
り当てられます。分類によって一貫性を維持し、図面の標準を設定します。

MECHANICAL ツールセット：
作図環境として ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、ISO、JIS、および GOST をサ
ポートしています。ツールセットには他にも、標準にもとづく面の指示記号、
幾何学的次元と公差、データム ID とデータム ターゲット、注記、テーパ記
号と勾配記号、溶接記号などを作成できる機能が含まれています。

PLANT 3D ツールセット：
さまざまな規格の定義済みシンボルを使用して、配管計装図を迅速かつ簡
単に作成できます。
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画層の管理
画層の使い方は、AutoCAD で設計する際に重要なポイントとなります。オブジ
ェクトのプロパティや表示/非表示は画層によって制御されます。AutoCAD で
は、作成するオブジェクト タイプに基づいて、手動で画層を変更します。つまり、
最初に各画層の色、線種、線の太さなどを設定する必要があります。

ARCHITECTURE ツールセット：
レイヤ標準、レイヤ キー スタイル、レイヤの優先を使用して、画層の整理、並べ
替え、グループ分けが簡単に行えます。レイヤ標準は、標準に定義される構造に
基づき、新規レイヤに名前を割り当てます。

MECHANICAL ツールセット：
画層が自動的に作成、管理されます。作成された Mechanical 画層は、独自の
要件に基づいてカスタマイズできます。オブジェクトを作成する前に、画層を明
示的に変更する必要はありません。オブジェクトを作成すると、適切な画層に配
置され、色、線種、線の太さが自動的に適用されます。適切な画層がない場合は、
ツールセットにより自動的に作成されます。

MEP ツールセット：
画層管理機能により、レイヤ標準、レイヤ キー スタイル、レイヤの優先を使用し
て、画層の整理、並べ替え、グループ分けが行えます。ツールセットには 14 種類
以上のレイヤ キー スタイルが含まれています。
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自動レポート
AutoCAD には、設計に含まれる情報に基づいてレポート、集計表、部品表（BOM）を
自動生成する機能があり、これを利用することで時間を節約できます。
 

ARCHITECTURE ツールセット：
設計段階のうちに集計表を配置すると自動的に情報が取得され、作業時間が節約で
きます。集計表は設計の変更に伴って自動的に更新されるため、エラーの削減にもつ
ながります。

ELECTRICAL ツールセット：
レポートを手動で生成・更新した場合と比べて大幅に時間短縮できるだけでなく、 
レポート上のエラーも減ります。BOM、ケーブル リスト、端子レポート、配線の 
From/To リストなど、多種多様なレポートを簡単に自動生成できます。レポート機能
では、1 回のコマンドで複数のレポートを生成でき、さまざまなニーズに対応する書
き出しオプションも用意されています。
  

MECHANICAL ツールセット：
製造用に開発されたツールセットで、関連する部品の部品表や BOM を自動作成しま
す。設計が変更されると、これらの部品表や BOM も自動更新されます。図面ごとに複
数の部品表を使用できます。また、アセンブリの展開/折りたたみ、標準部品の自動認
識などの機能や、カスタマイズ可能なオプションが用意されており、フィーチャーを自
社仕様に合わせて変更できます。設計が変更されると、変更内容が図面全体に反映さ
れます。そのため部品点数、ID、発注などの食い違いによる製造停止やコストの浪費
を回避し、全工程をスケジュールどおりに進行することができます。MRP、企業リソース
計画（ERP）、その他のデータ管理システムに BOM データの書き出しやリンクが行え
ます。
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地理情報を活用

マップを作成したり、実世界の地理情報を明確かつ効果的に設計に盛り込む必要がある場
合の作業には、Map 3D ツールセットが最適です。

4,000 種類以上の実世界の座標系を使用して作業したり、独自のカスタム座標系を定義し
て管理することができます。スタイル設定したマップを手早く作成し、サービス エリア、地域
地区、用地の使用状況、パイプとケーブルの設置日やサイズなど特定のフィーチャーをハイ
ライト表示することができます。 さらに、CAD 設計情報を地理空間ベクトル データや衛星
画像と組み合わせることや、CAD データと自社の地理情報システム（GIS）を統合することも
できます。

実世界の地理情報が盛り込まれた設計データに、さまざまなソースから取得したデータを
すばやく統合して、正確な図面や設計、マップを作成することができます。これを現場担当者
や他部署のスタッフが使用したり、他社製の地理空間アプリケーションで使用することがで
きます。

#5

土木設計者である私にとって、Map 3D ツールセットは必携の道具です。地籍図やタスク ペインの地理参
照オルソ画像のように大規模なデータ セットにすばやく簡単に接続できるため、AutoCAD で高品質の
マップを作成する際には圧倒的に有利になります。データの整理・保管や図面への追加が簡単なばかりで
なく、重いデータを扱う場合でも常にスムーズに図面を操作できます。

 –Brandon Loehr 氏 土木設計者 / CADIntentions.com（ブログサイト）創設者
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道路や区画などの基本的なマップ情報か
ら湿地帯や氾濫原の描画に至るまで、GIS 
データは土木設計全般、とりわけ予備計画
に欠かせません。Map 3D ツールセットの
おかげで、さまざまな形式（SHPを含む）の 
GIS データをプロジェクトに組み込める 
ようになりました。土木設計ではあらゆる
場面で GIS データを使用しますが、プロ 
ジェクトの予備計画や分析の段階では特
に重要になります。またフィーチャ バッファ
やフィーチャ オーバーレイのツールを使用
すると、用地境界線の取得に関する調査な
どで、設計がプロジェクトに与える影響を
分析することができます。

– Donnie Gladfelter 氏 
CADD Microsystems 
テクニカル プロダクト & オンライン  
マネージャー
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AutoCAD のサブスクリプションには、業種別ツールセットのほかにも、作
業の効率化に役立つツールが用意されています。AutoCAD モバイル アプ
リと AutoCAD Web アプリです。 

印刷した図面を持ち運ぶ必要はありません。コミュニケーションにかかる
手間を削減しつつチームの連携を強化できるほか、クライアントとのミーテ
ィングや現場などで、リアルタイムに CAD 図面のレビューと編集を行うこと
ができます。 

どちらのアプリでも、AutoCAD の主な作図ツールやコマンドを使用してす
ばやく作業することができます。

いつでも、 
どこからでも 
図面にアクセス

ボ ー ナス  ヒント

AutoCAD Web アプリはオンラインの Web ブラウザで動
作するため、マシンに AutoCAD をインストールする必要は
ありません。web.autocad.com にアクセスし、サインイン
するだけで作業を開始できます。

AutoCAD モバイル アプリでは、モバイル デバイスの使い
やすいインターフェイスで DWG™ 図面を開き、アップロー
ド・作成・編集が行えます。iOS、Android、Windows 10 の
デバイスおよび Surface Hub に対応。今すぐアプリをダウ
ンロードしてお試しください。
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