
図面修正・編集をal-Nilで完結

３３次元対対応多多彩な寸寸法線線・旗上上げ機能

最新新の操作性

３次元対応多彩な寸法線・旗上げ機能

最新の操作性

NEW

一括寸法線

円弧寸法座標引出し

縦断旗上げ 線形旗上げ

Officeライクな簡単操作

ＤＷＧ形式のデータ構造の図面編集

３Ｄビューア

ＴＩＮ生成 標高入力
自動で面データを作成できます。

オブジェクトグリップ編集
コマンド要らずで快適に
移動等の編集作業をする
ことができます。

DWG形式特有のモデル空間とレイアウト空間を駆使した
図面管理が行えます。
そのデータ構造を保持したままの図面編集が可能です。
ByLayerにも対応。

3次元データを標高差で色分けして確認することができます。
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便便利な編編集・・確認認修正機機能

オププション

最新新のＳＸＦに対対応

ララスタ編編集機機能

ＰＰＤＦ出出力機機能

便利な編集・確認修正機能

オプション

最新のＳＸＦに対応

ラスタ編集機能

ＰＤＦ出力機能

機能追加のために多彩なオプションを用意しています。土木図面作成機能から完成平面図作成支援機能まであらゆる機能を
追加することができます。

・ 土木オプション ・・・土木図面作成、編集に必要な機能が追加されます。
・ ラスタオプション　・・・強力なラスター編集機能が追加されます。
・ PDF入力オプション ・・・ベクタPDFデータをCADデータとして取り込むことが可能になります。
・ 完成平面図作成支援オプション ・・・道路工事完成図等作成要領に則した図面作成を支援します。

CAD上の表を形状認識し、Excel へ出力できます。

テキストと罫線で出力

TIF・BMP・JPG・PNGの読込み対応

一部分の折れ線(青枠内)を自動変換

折れ線結合

重複図形チェック・修正
・ 寸法真偽チェック
・ 寸法線変換機能

電子納品図面で使用されるSXFデータ。最新形式は、Ver.3.1形式になります。JPGなどの写真データの貼り付けや、
要素に対しての属性情報付加、表題欄情報などフル対応しています。

・ 属性情報の付加や編集、属性セットの作成まで対応

重複する要素をチェックし、自動削除
できます。

連続する線を自動で「折れ線」に変換できます。

ラスタ読込み

表認識

作図、編集作業効率アップのための機能を豊富にご用意。
時間のかかっていた作業が短時間で簡単に行えます。

基本的なラスタ編集機能が標準搭載されています。

その他

ラスタのデータ色、背景色で塗ることができます。
塗り

レイヤ情報や塗ハッチングの透過情報を保持したまま出力
することができます。

ラスタの指定範囲を切り抜いて複写します。
切り抜き

SXF

JWW

DWG
/DXF



強力なラスタ編集機能が可能に。

(ＣＡＤオプションが必要 )

ラススタ編集機能ラスタ編集機能

多点間補正
補正元、 補正先の座標を指定してラスタを伸縮させて補正します。
補正先にベクタデータの位置も指定可能です。アフィン変換、ヘルマート変換に対応しています。

画像編集ソフトで行うラスタデータの補正やベクタ化、結合などの編集作業をCAD上で簡単に行う事が可能に
なります。複数のソフトを使用することがなくなり作業効率が向上します。

ベクタ化
ラスタの指定範囲を高精度に折れ線・円弧などのベクタデータに変換します。

自動トレース
ラスタ上の線を認識して、 折れ線・
円弧などのベクタデータを作成します。

閉領域塗り
ラスタ上の線で閉じられた領域を認識
して、 塗ハッチングを作成します。

擦り付け移動
2 つのラスタを接合させて 1枚のラスタに合成します。
合成するラスタの重複部分を合成することも可能です。

ラスタ ベクタ
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ラススタ編集機能

al-NNil CAD本体、CADオプシション搭載ののラスタ編集集機能

ラスタ編集機能

al-Nil CAD本体、CADオプション搭載のラスタ編集機能

補修
ゴミ取り機能、 穴埋め機能でラスタの補修を行うことができます。

線幅変更
ラスタ上の線の幅を変更する機能です。

減色
カラーラスタを 256 色やモノクロに減色する機能です。

作図
ラスタ上に直線、 円、 円弧、 フリーハンドの図形を
作図する機能です。

線削除
ラスタ上の線を選択して、 削除します。

　

塗り
ラスタをデータ色、 背景色で塗ることができる機能です。

al-Nil CAD本体、CADオプションにもラスタ編集機能を備えています。

トリム
ラスタの指定範囲を切り出すことができます。

ラスタ化
ベクタデータをラスタに変換します。「全ラスタ化」では
既存ラスタを含むラスタ化が可能です。

切り抜き
ラスタの指定範囲を切り抜いて複写する機能です。

ラスタ読込み /画像読込み
ラスタや画像データを単独もしくは、 連続して読込みます。

登録
図面上のラスタをTIFFなどのデータファイルとして
保存します。



土木専用ＣＡＤへ

(ＣＡＤオプションが必要 )

測量量関連機能

土量量計算機能

測量関連機能

土量計算機能

測量データ入出力

座標一覧 測点変換

各種測量データの読込、座標管理、各種計算、断面図作成から面積計算まで多彩な機能を備えています。
地形図データ読込み
dmi、dm、dmfに対応しています。

面積計算
座標法、 三斜法、 ヘロン法の各計算式
で面積を計算します。自動三斜機能や求
積結果を図化することができます。

簡易断面
数値入力や高さ情報(Ｚ値)を持った図面か
ら断面図を作成することができます。

面積集計
各ハッチングごとの面積を求め、面積集計表
を作成することができます。

トラバース /逆トラバース計算
開放、 放射のトラバース計算を行うこと
が可能です。

土木図面（横断図）から土量計算・集計を行います。
土量計算
横断図を利用して土量計算を行い、図面上に配置します。

土量集計
各断面の土量表から全体の土量を平均断面法、
または平均距離法にて集計します。

標高値配置
DLを基準とした標高値を計算、配置します。

SIMA、CSV形式のデータの入出力が可能です。

図面上の測点データから座標一覧を作成し、
図面に配置します。

図面にある点マーカを測点情報に変換します。
図面上の文字を測点名として取得可能です。

Excel 出力対応

Excel 出力対応

面積分割

線集計
各線種ごとの長さを求め、線集計表を作成す
ることができます。

指定領域を分割数や指定面積で分割することが
できます。

Z値対応

Z値対応 Z値対応

Z値対応

Excel 出力対応

Excel 出力対応

Excel 出力対応

DMI

SIMA
-DM

DM
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図形形機能

ジオオタグ付写真対対応

図形機能

ジオタグ付写真対応

路面標示
ゼブラゾーンなどの路面標示図形が作図可能
です。

法面記号
盛土、切土などの法面記号が作図可能です。

土木図面でよく使用される図形を簡単に作成する機能です。
土木ハッチング
砕石やコンクリート、被覆など土木向け
ハッチング図形が作図可能です。

赤書き
設計値に対する実測値などを簡単に赤書き
することが可能です。

ジオタグ(ＧＰＳ位置情報)が付加された写真データを取り込み、撮影の場所や撮影方向を特定した図を簡単に
作成することができます。

ＧＰＳ写真一括配置
ＧＰＳ位置情報付の写真を一括して図面に配置します。

ＧＰＳ写真配置
ＧＰＳ位置情報付の写真を図面に配置します。

撮影方向編集
撮影方向を記した矢印の追加や編集が行えます。

線形塗り
線形を選択して指定した距離の領域を塗りつ
ぶします。

土木図形

特殊線

三角形

構造物
被覆や柵などの特殊線を簡単に作図できます。擁壁や側溝などの登録されている構造物

の寸法値を変更して配置します。

3辺の値または、対象線と2辺の値から三角
形を作図します。

水位記号や破断線など地表面記号を作図
することができます。



(ＣＡＤオプションが必要 )

ＰＤＦ図面を有効活用

デーータ変換機能

ＰＤＤＦ入力機能

データ変換機能

ＰＤＦ入力機能

ベクタＰＤＦとラスタＰＤＦの判別方法

PDFデータを簡単に縮尺設定して各種CADデータに変換することができます。

CAD図面として保存
PDF入力
１シートで読込まれます。レイヤ分けされて
いるPDFであればCAD図面上でもレイヤが分
かれた状態で読込まれます。

発注図：ベクタPDF
CADソフトなどで出力したPDFデータ

PDFデータを直接取込み、CADデータ化することができます。

ベクタPDF CADの線分や文字情報として読込まれます。

ラスタPDF イメージデータ（TIFF）として読込まれます。

Adobe Acrobat Readerを使用したベクタPDFとラスタPDFの見分け方の例です。

一部を大きく拡大表示しても、詳細に表示する 一部を大きく拡大表示して、ギザギザに表示する

ラスタＰＤＦ

拡大表示

ベクタＰＤＦ

拡大表示

紙をスキャナーでラスタ化したPDFデータ

CADソフトなどで出力したPDFデータ

SXF

JWW

DWG
/DXF
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Exxcel出力

電電子納品図作成

寸法法線変換

Excel出力

電子納品図作成

寸法線変換

文字

線分

直線寸法

PDFデータをCAD図面に変換後、材料表などの部分をExcelに出力することができます。

レイヤ自動振り分け機能とCAD製図基準チェック機能を使用して、PDFデータから電子納品図面を作成することが可能です。

Excelに出力CAD図面に変換した材料表

レイヤ自動振り分け CAD製図基準チェック 納品図面完成

表として認識

CAD製図基準に合ったレイヤ構成に
修正

自動修正時、形状認識で寸法線要素に
自動変換可能

線分と文字を形状認識して、寸法要素に変換することができます。

CAD図面に変換した図面 寸法線変換
線分や文字として読込み 選択範囲を形状認識して、寸法線要素に

変換

ＰＤＦ活用例 ①

ＰＤＦ活用例 ②

ＰＤＦ活用例 ③

伸縮
図形の伸縮に応じて寸法値が変化



道路工事完成図等作成要領に対応

属性性入力機能属性入力機能

面の属性入力時に閉領域を自動認識しますので簡単に面図形を作成することができます。

ワンクリックで面図形作成

道路工事完成図等作成要領で求められる３０種類の地物へ属性の入力を簡単に行うことができます。

属性入力
標、道路線、構造物他、道路面など３０種類の地物に対
して属性情報を新規に入力する機能です。
入力時に必要な情報がダイアログで表示され、簡単に設
定することが可能です。

属性付加
既存図面内に書かれている線や点、面に対して属性情報
を付加します。

属性編集
既に入力されている属性情報を編集する機能です。

道路中心線属性情報入力

距離標属性情報入力

測点属性情報入力
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図形形編集機能

確認認機能

図形編集機能

縦断断図機能

図面面編集機能（CAADオプション）

図形編集機能

確認機能

図形編集機能

縦断図機能

図面編集機能（CADオプション）

完成平面図作成時に必要な図形編集機能です。図面にある線や面を修正する事が可能です。

面編集
面要素の頂点編集、 結合、 整合、 分割などができる
機能です。

境界線編集
境界線を移動させて、面の形状を変更することができます。

折れ線編集
折れ線の結合や切断、 曲線の折れ線変換などができる
機能です。

完成平面図チェック
図面データが完成平面図の要領に適合しているかの
チェックと不適合個所の一部を自動修正する機能です。

完成平面図が要領に則して作成されているか図形をチェック、確認することが可能です。

基本設定
平面直角座標系の設定などを変更することができます。

属性確認
完成平面図属性が設定されている要素を確認します。

道路工事完成図等作成要領で必要な縦断図を作成、チェックすることが可能です。

完成縦断図作成
完成平面図に付与されている測点の情報を利用し、
必要な数値を追加することにより縦断図を作成できる
機能です。

完成縦断図チェック
完成縦断図と、 完成平面図の測点の整合性を確認
することができます。

自動作成

Bigvan al-Nilに完成平面図作成支援オプションを追加することで最低限必要な図面編集機能が追加されますが、線
や文字の作図機能、レイヤやシートの編集機能は追加されません。CADオプションを追加することでCADコマンド
をすべて使用する事が可能になり、元図の修正、加筆が必要な場合の作業効率を向上することが可能になります。
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