
質の高いデザインと生産性向上を実現するなら、選択肢はAutoCAD

AutoCADであらゆるアイデアを形に



印象的なデザインを

3Dフリーフォームツールを使えば、どんなコンセプト
も設計およびビジュアライゼーションが可能です。

•   そのままプレゼンテーションに使用できる高品
質なグラフィックと3Dプリント機能ですばらし
いアイデアを形に

•   コーディネーション モデルとリアリティキャプ
チャで、現実環境で検証することができます

高精度なドキュメント

共通タスクの自動化やワークフローの合理化で、

ドキュメント作成をスピードアップできます。

•   AutoCADの3Dモデルから、施工図を自動作成
します

•   スマート寸法記入、強化されたPDFなどの高機
能ツールが業務を効率化します

カスタマイズをより簡単に

これまでにない新しい方法でAutoCADのカスタ
マイズが可能になります。

•   Autodesk Exchange Appsを活用すれば、お客
様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です

•   システム変数に意図しない変更が行われた場合、
システム変数モニタがアラートを出します

「接続性」を重視した機能も充実

「つながる」デザイン テクノロジで、関係者間の積
極的なアイデア交換が可能になります。

•   TrustedDWGテクノロジが、ファイル形式の互
換性と信頼性を守ります

•   PDFサポートの強化により、AutoCADのハイパー
リンクをPDFビューアで共有できます

•   デスクトップ、クラウド、モバイルのソリューション
統合により、一貫したワークフローを実現

AutoCAD Desktop Subscriptionのご案内

AutoCADの期間限定ライセンスは、最新版のソフト
ウェアを必要な期間に応じて利用できます。その

ため、初期費用を抑え、プロジェクトや予算などお

客様の状況に合わせてお選びいただけます。

•   1ヵ月、3ヵ月など短期間から、1年、2年、3年と
いった比較的長期間までの幅広い選択肢

•   常に最新版の利用が可能なだけでなく、旧バー
ジョンも併用可能

•   安心の1対1サポート
•   短い期間で運用開始が可能
•   Autodesk A360を使えば、プロジェクトのコラボ
レーションが実現でき、25GBのクラウド スト
レージも利用可能

•   プロジェクトの規模や期間に応じて増減できる
柔軟なライセンス*

いつでも、どこからでも図面にアクセスできる 
AutoCAD 360

AutoCAD 360とは

Webおよびモバイルからで利用できる設計図面作
成や共有の使いやすいアプリケーションです。**
いつでもどこからでもAutoCADの図面を表示し、
作成、編集、共有することができます。

AutoCAD 360の主な機能：

•   Webブラウザやモバイル デバイスからAutoCAD
の図面を容易に表示、編集、共有できます

•   作業現場での設計修正やレビュー、承認作業な
どが容易にできます

•   図面を専用クラウド ストレージに保存すれば、
いつでもどこからでもアクセスが可能です†

モバイルアプリは、iOS、AndroidおよびWindows
に対応しています。詳細とダウンロードについては

www.autocad360.com/free-cad-software/
をご参照ください。

世界のプロフェッショナルが選ぶ設計ソフトウェア。
期待通りの高品質な設計を実現します。

AutoCAD 2016なら、あなたの自由な発想やデザインを、
自信を持って表現できます。

新機能

•   印象的なビジュアル効果でデザイン
ディテールをより鮮明に表示でき

ます

•   スマート寸法記入で選択オブジェク
トの正確な寸法が自動生成されます

•   PDFのサポート機能が強化され検索
機能が向上しました。より速く、よ

り小さく、よりスマートになりました

•   BIM連携が強化され、コーディネー
ション モデルで状況に応じたデザ
インが可能になりました

導入のメリット

•   統合3Dレンダリング  ツールを使
い、印象的なイメージでデザインの

意図を伝えます

•   TrustedDWG™テクノロジにより大

切な設計データを安心して流通・

保管できます

•   Autodesk® A360を利用すれば、
どこからでも設計コラボレーション

が可能です

•   Autodesk® Exchange Appsを使
えば、ニーズに合わせてAutoCAD®

をカスタマイズできます

BIM連携など設計作業の統合をスムーズに

Autodesk AutoCAD 2016は、建築、建設、
インフラ業界向けの機能の追加と強化が行わ

れました。さまざまな設計データ間の連携、

デザインの作成、設計ドキュメント作成が簡

単に行えます。

BIM連携：

•   Autodesk® Navisworks®とAutodesk® BIM 
360™ Glue®のモデルをAutoCAD内に直接
アタッチして表示

•   Navisworksモデルを設計とともに参照して
不整合を回避

•   Navisworksでサポートされている膨大なファ
イル形式を利用して、AutoCAD以外のアプリ
ケーションからAutoCADにモデルを読み込み

点群データ：

•   点群データから現況図面を作成
•   点群データの断面から平面図を直接展開
•   点群が自動的にダイナミックUCSに向き合
うようにユーザ座標系（UCS）を調整

•   オブジェクト スナップを使用して、点群ジオ
メトリのエッジ、コーナー、中心線にスナップ

強化されたPDF：

•   AutoCADでPDF書き出し機能とアンダーレイ
機能を使用して、あらゆるプラットフォーム

でデザインのPDFを共有

http://www.autocad360.com/free-cad-software/


AutoCADの可能性をさらに広げる
Autodesk AutoCAD Design Suite

Autodesk AutoCAD Design Suiteは、AutoCAD
に加えて、Autodesk AutoCAD Raster Design
およびビジュアル コミュニケーション ソリュー
ションを提供します。

AutoCAD Design Suiteには、AutoCAD
の他に次の製品が含まれています。

Autodesk AutoCAD Raster Design
紙の図面をスキャンしたものを含め、ほぼすべて

のソースから既存の古い設計データをAutoCAD
のDWG™ファイルに取り込むことができます。

Autodesk® Showcase®

AutoCADモデルを鮮やかな3Dレンダリング 
プレゼンテーションに変えることができます。

Autodesk® 3ds Max®

（PremiumおよびUltimateエディションにのみ
付属）

ハリウッド映画やフォトリアリスティックなレン

ダリングに使われるソフトウェアを利用できます。

Autodesk® Alias® Design
（Ultimateエディションにのみ付属）
優れたサーフェス機能とクラス最高のモデリング

機能を利用できます。

新機能および強化機能

印象的なビジュアル効果

デザインのビジュアル機能が強化され、デザイン

のディテールを際立たせることができます。また、

線分セグメントの代わりに実際の曲線が使用され、

見やすさが向上しました。

スマート寸法記入

オブジェクトの測定値を自動的に生成します。選

択したオブジェクト間をカーソルで移動すると、寸

法のプレビューが表示されます。

強化されたPDF

PDF機能がより速く、より小さく、よりスマートに
なり、検索しやすく、コンパクトになりました。図面

にPDFファイルを添付するときのパフォーマンス
が向上しました。

コーディネーション モデル

整合性のとれたBIMモデルを使うことで、状況に応じ
たデザインが可能になりました。また、Navisworks
とBIM 360 GlueのモデルをAutoCADに挿入し
て表示することができます。

システム変数モニタ

システム設定に対する意図しない変更を防ぎます。

設計作業に悪い影響を及ぼしてしまうような意図

しない変更が行われると、アラートが表示され警

告されます。

生産性向上ツール

ワープロと同じようにテキストを編集し、箇条書き 
の自動設定や上付き／下付きのようなスタイルを

設定することができます。

リアリティ コンピューティング

設計内容の向きを点群に正確に合わせることが 
できます。

TrustedDWGテクノロジで設計データを安全
に流通・保管

設計プロセス全体を通じてTrustedDWGテクノロジ
を利用すれば、これまでの投資を無駄にすること

なく、設計データの一貫性を維持することができ

ます。

AutoCADの設計データ形式であるTrustedDWG
は、最も効率的かつ精度の高い方法で設計データを

保存および共有できるデータ形式です。TrustedDWG
テクノロジは、図面の各要素および要素間の関係

性を保持するための機能を備えています。すべて

のTrustedDWGファイルには、オートデスクの30
年を超えるテクノロジが詰まっており、貴重な設

計データの保全性を確保しています。

AutoCADの製品体験版を今すぐお試しください。

www.autodesk.co.jp/products/autocad/
free-trial

www.autodesk.co.jp/products/autocad/free-trial


詳しい情報が必要な方、購入のお考えの方へ
製品知識が豊富で、お客様の業界をよく理解し、ソフトウェアの価値をさらに高めるこ
とのできる世界中のスペシャリストからサポートを受けることができます。オートデスク
AutoCADソフトウェアのライセンス購入については、オートデスク認定販売パート
ナーにお問い合わせください。最寄りのオートデスク認定販売パートナーについては
www.autodesk.co.jp/resellersを参照してください。

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscriptionに契約すると、クラウドを利用した強力なサービス、最新ソフト
ウェアの利用、オンラインや電話でのサポート、柔軟なライセンスなどの各種特典をご
利用いただけます。†

お客様はAutodesk AutoCADの永久ライセンスにAutodesk Maintenance Subscription
を追加したり、あるいはAutodesk AutoCADのDesktop Subscriptionを選択するこ
とができます。詳しくはwww.autodesk.co.jp/subscription/をご参照ください。

A360
Autodesk A360は、デスクトップだけでなくさまざまな場所での設計作業を可能にする
ツールとサービスを提供するクラウドベースのフレームワークです。ワークフローの合理
化、効率の良いコラボレーション、設計データへのすばやいアクセスや共有を、いつでも
どこからでも行うことができます。詳しくはwww.autodesk.com/a360（英語）を
ご参照ください。

*   製品や言語または地域によっては、サブスクリプション特典の一部をご利用いただけない場合があります。前バージョンのライセンス使
用権やホームユースなどの柔軟なライセンス使用条件は、特定の条件に従います。

**   オートデスクの無償のソフトウェア ライセンスまたはクラウドベース サービスを使用するには、そのソフトウェアまたはクラウドベース 
サービスに適用される使用許諾契約の条件またはサービス利用規約がある場合、これに同意して従う必要があります。

†   サービスを利用するにはインターネットに接続する必要があります。また、利用地域が限定されている場合がありますので、サービス利
用規約をご確認ください。

Autodesk AutoCAD 2016 動作環境

OS Microsoft Windows 7 Enterprise、Microsoft Windows 7 Ultimate、Microsoft Windows 7 Professional、Microsoft Windows 7 Home Premium、 
Microsoft Windows 8/8.1、Microsoft Windows 8/8.1 Pro、Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise

ブラウザ Internet Explorer 9.0以降

プロセッサ Intel Pentium 4またはAMD Athlon 64プロセッサ以上

メモリ
32bit 2GB以上

64bit 4GB以上

ディスプレイ 1024×768 True Color（1600×1050以上推奨）

ディスク空き容量 6.0GB（インストール時）

周辺機器 マイクロソフト社製マウスまたは互換製品

インストールメディア DVDまたはダウンロード

.NET Framework .NET Framework Version 4.5

ネットワークライセンス
使用時

•   配置ウィザードを使って展開。ネットワークライセンスに依存する、アプリケーションのライセンスおよびすべてのワークステーションは、 
TCP/IPプロトコルで通信する必要があります

•   MicrosoftもしくはNovell TCP/IPプロトコル スタックが利用可能です。 
ワークステーションのプライマリ ログインはNetwareもしくはWindowsでログインしてください

•   ネットワーク環境：ライセンスサーバOS：Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008、Windows 2008 R2 Server editions
•   仮想環境：Citrix XenApp 6.5 FP1、Citrix XenDesktop 5.6

大規模データセット、
点群、3Dモデリングを
扱う場合の追加要件

•   RAM 8GB以上
•   ハードディスク空き容量6GB、インストール要件の容量を除く
•   1600×1050 True Color以上の解像度、および128MB VRAM以上搭載のビデオ ディスプレイ アダプタ
•   Pixel Shader 3.0以上、Direct3D対応のグラフィックカード搭載のワークステーション
※ 大規模データセット、点群、3Dモデリングを扱う場合は、64ビットのオペレーティングシステムの使用をお勧めします。

その他 Desktop Subscriptionのアクティベーションと使用にはインターネット接続が必要

最新動作環境については、www.autodesk.co.jp/autocadをご確認ください。
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