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データをコントロール

設計データをほんの数秒で探し出せるとしたらどうですか？ 
デジタル プロトタイプの情報を世界中のチーム メンバーと 
共有するだけでなく、いつ、誰が設計を変更したのかも分かります。

オートデスクのデジタル プロトタイプ ソリューション

の一つである、データ管理ソフトウェア Autodesk® 

Vaultファミリでは、デジタルの設計データおよび 

ドキュメントのすべてを追跡できます。データを一元

的に保管および管理でき、チームメンバーはデジタル 

プロトタイプの情報を迅速に作成、共有、再利用で

きます。Autodesk® Vault Workgroup、Autodesk® 

Vault Professional、Autodesk® Vault Officeの各ラ

インナップを使用することで、ファイルの追跡だけで

なく、革新的な設計の作成により時間を短縮すること

ができます。

チームの連携
チームベースの設計で生産性を高めましょう。設計

データを危険にさらすことなく、他のメンバーと密接

に連携しながら作業を進めることができます。マルチ

ユーザ対応機能により、設計データへのアクセスをコ

ントロールできるため、管理者から設計者、デザイナー

まで、ワークグループの全メンバーが設計プロセスに

参加することができます。デジタル プロトタイプの関

連データの追跡と管理が、安全かつ一元化された場

所で可能になります。Vault製品ファミリはオートデス

クの設計アプリケーションに統合されています。その

ため、コンセプトから製造まで、正確なデータ管理が

簡単かつ迅速に行えます。

生産性の向上
データの再利用および手戻りを最小限にするための

ツールによって、製品をより短期間で開発できます。

複雑なモデルまたは図面をゼロから作成するのではな

く、似通ったデジタル プロトタイプを新規設計の土台

として利用できます。検索内容の保存機能やショート

カットによって高速なデータ検索が可能なうえに、生

産性向上ツールにより、ユーザはアプリケーション固

有のリンクを切断することなく設計ファイルを操作で

きます。また、データ整理ツールは、複数のファイル

形式にまたがってインデックス作成とアクセスのコン

トロールが可能なため、プロパティセットに基づいた

データ共有と検索が向上します。
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リビジョン コントロール
設計の変更によってワークフローが中断することは

ありません。設計アプリケーションの中で、設計の

再利用をコントロールすることができます。設計コン

セプトの履歴を保持できるため、限界に挑戦する自

由が得られます。必要であれば、いつでも古いバー

ジョンに戻せます。安全に保管し、リリースし、デー

タのリビジョンを追跡できます。また、チーム メ

ンバーには、ファイルの適切なリビジョンにのみア

クセス権を付与します。Vault Workgroup、Vault 

Professional、Vault Officeがあれば、設計および

製造工程を通して、デジタル プロトタイプに対する制

御を保持することが可能です。

データ管理ツール
主要な設計を整理、管理、追跡する機能やリリース管

理プロセスによって開発サイクルを短縮し、設計デー

タに対する投資を最適化します。強化された機能によ

り、次のことが簡単に行えます。

• ワークグループ向けデータ管理

• データの検索と再利用

• 管理と設定

• リビジョン コントロール



ワークグループ向けデータ管理

自然な設計ワークフローを妨げることなく、 
チームの生産性を向上します。

オートデスク ソフトウェアとの統合
Autodesk Vaultファミリ製品は、Autodesk® Inventor®、

AutoCAD® Electrical、AutoCAD® Mechanical、

AutoCAD®をはじめとする、30以上のオートデスク 

アプリケーションに統合されています。この密な統合

により、エンジニアリングから製造まで、デジタル プ

ロトタイプに関連するデータの管理をより容易に行え

ます。これにより時間を節約し、データの正確性を確

保することができます。

コンカレント設計
マルチユーザ環境対応機能により、チーム メンバー

は互いのデータを上書きすることなくデジタル プロト

タイプの作業を実行できます。チーム メンバーは、変

更を加える前に設計をチェック アウトし、作業が完了

したらチェック インして戻します。全員が協同して作

業ができるため、リソースのバランスをとり、迅速に

プロジェクトを完了し、厳しい納期に対応することが

できます。

Microsoft Officeドキュメントの管理
レポート、スプレッドシート、プレゼンテーション、

電子メールでの重要なやり取りをすべて1つ場所で

追跡および管理し、それらを関係するプロジェクト 

ファイルや設計ファイルに関連付けることができま

す。Vault Workgroup、Vault Professional、Vault 

OfficeはMicrosoft® Word®、Excel®、PowerPoint®、

Outlook®に完全に統合されています。

マルチサイト環境での製品開発
世界のどこにいるチーム メンバーとも簡単に効率よ

く共同で作業できます。すべてのデータの追跡と管理

を安全かつ一元的に行い、作業ファイルを広域ネット

ワークを通じて共有できます。ファイルの最新リビジョ

ン設計中か確認できるので、世界中のエンジニアは確

信を持って設計作業を行うことができます。

大規模なチームの連携
エンジニアリング部門の内外で作成されたファイルを

Vaultで一元管理することで、すべての情報をまとめ

ることができます。任意の形式で作成された追加の

製品ドキュメントを含めることができます（製品の画

像、見積もり、仕様書、メンテナンス レポート、操作

マニュアル、現場サービスのレポート、組み立てガイド、

検査レポート、改修指示書、製品に関するフィードバッ

ク レポートなど）。

Webクライアント
VaultはWebアプリケーションを介して使用できる

ため、製品データにアクセスする必要があるチーム 

メンバーは柔軟にアクセスできます。Webアプリケー

ションを使用して、設計データやドキュメントの検索、

表示、印刷、マークアップに加え、ファイルのチェッ

クイン、チェックアウトや、アイテムおよび BOMの

確認が行えます。



データの検索と再利用

作業を無駄にすることなく、製品の開発時間を短縮します。 
Vaultによって、デジタル設計データの検索が可能になり、 
可能な場面で再利用できます。

高速で簡単な検索
検索内容の保存機能やショートカットなど、データの

検索と整理のためのさまざまな方法が用意されていま

す。Vault製品ラインは、情報の検索に必要な時間を

最小にします。そのため、データの検索ではなく、設

計そのものに時間を割くことができます。

プロパティ管理による、 
データ整理と検索の向上
プロパティのインデックスを管理し、ファイル タイプ

をまたがって検索が可能です。設計ファイルに埋め込

まれているどのデータをクエリー、フィルタ、データ

の編成用に取得および公開するかを明確に指定でき

ます。データ共有が向上し、プロパティ セットをベー

スに迅速かつ正確な検索が可能になります。

ファイルの保守のための生産性向上ツール
AutoCADの外部参照、Autodesk Inventorのファ

イルの関係性など、アプリケーション固有のリンクを

切断することなく、設計ファイルを編集および操作で

きます。これにより設計データの完全性が確実に保た

れます。

[参照先 ]の確認
実際に変更を施す前に、設計変更による複数のプロ

ジェクトへの影響を把握しましょう。設計ファイルの

関係を追跡し、特定のファイルが各プロジェクトのど

こで使用されているかを表示できます。

最大限のデータ再利用
複雑なモデルや図面セットを手作業で再作成したり、

複製する必要がなくなり、設計時間を時間単位で短

縮できます。Vault製品ファミリによって、すべての関

連ファイルとドキュメントを含む、デジタル プロトタ

イプをコピーし、新規の設計に使用できます。また、

置き換え、再利用、コピー対象のファイルの設定も簡

単です。

ビジュアルによるデータ管理
Autodesk Inventorのモデルにデータを直接マッピング 

することで、大量のデータも容易に把握できます。 

現在のライフサイクル ステータス、設計変更のステー

タス、特定の部品が購入部品か製造部品かなどを確

認したり、プロジェクトの要件に関係があるカスタム 

レポートを作成することができます。



Markup/Review

リビジョン コントロール

設計アプリケーションの中で、リビジョンをコントロールすることで、 
変更やバージョンを追跡し、製造および設計のエラーを低減し、 
サイクル時間を短縮できます。

インタラクティブな設計レビューおよび 
マークアップ
設計ファイルを軽量のインタラクティブな形式でパブ

リッシュして、組織全体の CADユーザ以外のメンバー

もアクセスできるようにすることで、開発プロセスに

より多くの関係者が参加できます。設計ファイルをダ

ウンロードして、レビュー、マークアップを行って、

エンジニアリング チームと共有できます。これにより、

主要関係者や各分野のエキスパートは設計の向上に

役立つ見識を提供できるようになり、真のコンカレン

ト エンジニアリング アプローチが促進されます。

直感的なリビジョン管理
データ ファイルのリビジョン履歴を一元的に監査お

よび追跡できます。設計サイクル全体を通じて、ファ

イルをリリースすることで、安全に管理することがで

きます。変更履歴の追跡により、設計および製造の

エラーを低減できます。チームのメンバーは、データ

の特定のバージョンにのみアクセスが許可されます。

設計データのバッチ印刷用ユーティリティ
すべての管理対象ファイルに対し、印刷またはプロッ

ト ジョブを作成、管理、再利用できます。Autodesk 

Vault Workgroup、Vault Professional、Vault Office

は、透かしおよびスタンプを完全にサポートしています。

これにより、管理タスクに割く時間が短縮されます。

コンセプトから廃棄までの 
データ セキュリティ管理
ライフサイクルの各段階における設計データの重要

な側面を管理して、データのセキュリティをコントロー

ルし、組織の標準を適用することができます。セキュ

リティ管理を使用すれば、適切なユーザに適切なタ

イミングで適切なデータにアクセスさせることができ

ます。

設計コンセプトの探求
Vaultによって、設計コンセプトの履歴を把握しましょ

う。アイデアを再利用したり以前のアイデアに戻した

りすることで、最終的なデジタル プロトタイプを完成

させるまでの時間が短縮されます。ラベルまたはス

ナップショットの作成により、設計の参照や復元も簡

単に実行できます。また、手動でバックアップやコピー

を作成する場合に発生する手間やエラー、データの

損失も低減されます。 



リリースおよびエンジニアリング プロセスの管理

エンジニアリング プロセスのボトルネックを取り除きましょう。 
開発パイプラインにおける、製品のライフサイクル ステータスおよび 
変更管理ステータスを追跡、管理、レポートできます。

ライフサイクル ステータス
ファイルやアイテムに [作業中 ]、[レビュー用 ]、[リ

リース済 ]といったライフサイクル ステータスを適用

し、開発プロセスにおける現在の状況に基づいて、ア

クセス、動作、プロパティをコントロールできます。

さまざまなタイプのデータに適用されるカスタムのラ

イフサイクル定義を作成したり、データをあるステー

タスから別のステータスへと移行させる方法を指定す

るルールを定義できます。

カテゴリ
プロジェクト データを分類し、類似したオブジェクト

のグループに一貫したライフサイクル定義、リビジョン 

スキーマ、ユーザ定義のプロパティを適用できます（製

造部品、購入品アイテム、消耗品、ドキュメントなど）。

設計変更の自動化
設計変更（ECO）のプロセスを自動化する直感的なグ

ラフィカル ワークフロー インタフェースを使用して、

設計変更を管理できます。リリースおよび設計変更管

理の標準的プロセスまたは設定可能なプロセスを選

択して、コスト増につながるミスを防ぎ、プロセスの

ボトルネックを排除することができます。

BOMの管理
CADモデルから直接、正確で完全な製造部品表（BOM）

を作成して管理できます。BOMを完全にコントロー

ルでき、マテリアル、数量、その他の必要な設計のプ

ロパティを簡単に管理できます。

カスタム オブジェクトおよび 
ワークフローの定義
ファイルを使用せずに業務やプロセスのデータを記録

できます。カスタム オブジェクトは重要なプロジェク

ト情報のプレースフォルダとして機能します。連絡先

リストなどのシンプルなものから、アセット、タスク、

プロセスのグループ分けといった複雑なものまで対応

します。

プロジェクト ステータスのレポート
組み込みまたはカスタムのテンプレートを使用して

ファイル、フォルダ、変更管理に関するレポートを実

行し、プロジェクトの現在のステータスを表示できま

す。既定のレポートには、変更管理のステータス、ファ

イルやアイテムのライフサイクル ステータス、プロジェ

クト ダッシュボードが含まれます。



簡単な管理と設定

より早く導入することで、効率的なデータ管理による 
メリットを得ることができます。

簡単なデータのロード
Autodesk Vault製品ファミリがあれば、大容量の設

計データの迅速なロードおよびドキュメントのサポー

トは難しいことではありません。Autodesk Inventor

および AutoCADのデータを収集し、分析し、準備し、

ロードすることは、簡単かつ手軽な作業です。また、

PDFや画像といったフラットファイル データも扱えま

す。さらに、不足の参照を検出および修復し、重複し

たファイルを削除できます。

簡単な管理
Vault Workgroupおよび Vault Professionalには、

Vaultサーバの管理用ツールが搭載されており、アッ

プタイムを最大化できます。直感的な操作が可能な管

理ツールによって、ITに関する最小限の知識があれ

ばサーバを管理できるようになっています。

設定可能なセキュリティと 
アクセス コントロール
データにアクセスできるユーザ、場所、タイミングを

コントロールし、設計情報を保護しましょう。フォル

ダ単位またはファイル単位で設計情報を保護し、ライ

フサイクルの状態を変更できるユーザ、特定のライフ

サイクル状態においてファイルにアクセスできるユー

ザを制限できます。

企業の標準化のサポート
Vault Data Standardは細かい設定なしでAutodesk 

Inventor、AutoCAD、AutoCAD Mechanicalと統

合できます。カスタマイズ可能なデータ入力フォーム

により、ファイル作成時の標準の適用が可能になり、

データ標準への準拠を徹底できます。Vault製品ファ

ミリによって、ISO 9000や RoHSといった、標準化

の準拠を促進できます。

Active Directory認証
Autodesk Vault内の既存のグループのメンバーシッ

プおよび権限を保持しつつ、既存の Active Directory

アカウントまたはグループをインポートして、ユーザを

容易に管理できます。



ビジネス システムとの統合および外部との
コラボレーション

エンジニアリング データをメンバー、プロセス、ビジネス システムに
結び付けることができます。

Microsoft SharePoint
Autodesk Vaultとコラボレーション ソフトウェア

Microsoft® SharePoint®の統合により、チームの全

員がエンジニアリング データを見ることができます。

SharePointワークフローを使用して組織全体で情報

を共有し、幅広いチーム メンバーが Vaultに格納さ

れているビジュアル化ファイルを検索、プレビュー、

ダウンロードして、エンジニアリング プロセス（変更

依頼やレビューなど）に参加できます。

Microsoft Outlook
プロジェクトに関する電子メールでの重要なやり取り

を Vault内で直接保存およびアーカイブできます。電

子メールを手動または自動でチェックインして、Vault 

内の ECO やタスクといったプロセスに関連するオブ

ジェクトにリンクできます。

Autodesk PLM 360（英語版のみ）
Vaultを Autodesk® PLM 360と連携させて、製品

ライフサイクル全体を一元的に管理できます。Vault

からフォルダを新製品導入（NPI）やプロジェクトのワー

クフローにマッピングしたり、PLM 360内で定義し

たリリースや変更管理のプロセスを使用してファイル

やアイテムのライフサイクル ステータスを制御するこ

とができます。

Jitterbit（英語版のみ）
Jitterbitを統合の構築と管理の中心的なハブとして使

用して、Vaultと他の重要なビジネス システムとの間

のリンクを確立できます。ERP、MRP、CRMをはじ

めとする、ほぼすべてのオンプレミスおよびクラウド 

アプリケーションに接続できます。

Autodesk Buzzsaw
Autodesk® Subscriptionを同時に購入すると、Vault 

Professionalから Autodesk® Buzzsaw®にアクセス

可能になり、ローカル ワークステーション、クラウド、

モバイル デバイスからアクセスできる統合ソリュー

ションを利用できます。Vaultの管理者は、Vaultと

Buzzsawのフォルダが同期するよう設定できます。



Autodesk Vault製品ラインナップ

オートデスクのデジタル プロトタイプ ソリューションの一つである 
データ管理ソフトウェアAutodesk Vaultを利用すると、設計および 
エンジニアリング チームは、プロジェクトに関連する設計データを整理し、 
変更プロセスを管理し、コストのかさむミスを回避して、 
効率的に設計を改訂およびリリースできます。

Autodesk Vault製品
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Workgroupデータ管理ソフトウェ

アを使用すると、ワークグループ間でデジタル プロト

タイプ情報を簡単に作成および共有できるため、生産

性の向上と設計サイクルの短縮を実現できます。デー

タ管理、データの検索と再利用、リビジョン コント

ロール、簡単に管理および設定を行うための機能が

搭載されています。

Autodesk Vault Professional
Autodesk Vault Professionalは、オートデスクが

提供する最も包括的なデータ管理製品です。Vault 

Workgroupのすべての機能に加え、設計変更の追跡、

部品表の管理、他のビジネス システムとのデータ交

換のための機能が搭載されています。

Autodesk Vault Office
Autodesk Vault Officeを使用すると、プロジェクト

に関連するドキュメントを管理する必要がある CAD

ユーザ以外のメンバーが、Vault Workgroupまたは

Vault Professionalの既存の配置に容易にアクセス

できるようになります。Webクライアントおよびデス

クトップ クライアントからアクセスでき、チーム メン

バーはレビュー、リリース、変更管理のプロセスに参

加できます。

Vault 
Workgroup

Vault 
Professional

Vault 
Office*

ファイル管理ツール

単一のワークグループ

高速なデータ検索

オートデスクの CAD製品との統合

データの再利用

ファイル リビジョン コントロールとライフサイクル

ファイルの自動命名

CADユーザ以外の利用

バッチ印刷ユーティリティ

ファイルとフォルダのセキュリティ

レポート機能

マルチサイト複製

サーバベースの DWF ™パブリッシング

クエリ、表示、印刷用Webクライアント

部品表（BOM）管理

設計変更の管理

企業のビジネス システムとの共存

* Vault Officeの機能はすべて、Vault Workgroupまたは Vault Professionalが配置されている場合に使用できます。Vault Office
の一部の機能は、Vault Professionalと併用した場合にのみ使用できます。



オートデスクのデジタル プロトタイプは、製造に取り掛かる前にアイデアを探求す
るための革新的な方法です。チーム メンバーが部門の枠を超えてコラボレーション
できるようになります。そして、あらゆる規模の企業や個人は、従来よりも短期間

で素晴らしい製品を市場に投入できます。オートデスクのデジタル プロトタイプは、
コンセプトから設計、製造、マーケティング、その他におよぶ、開始から終了まで

の製品開発プロセス全体を効率化します。

詳細およびご購入
世界各国でスペシャリストがお待ちしています。製品に関する専門知識、関係業界に精通した情報、

そのほか単なるソフトウェア以上の価値を引き出すことができます。Autodesk Vaultの購入につ
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。

最寄りの認定販売パートナーを検索するには、www.autodesk.co.jp/resellersをご覧ください。

オートデスクの教育サービス
オートデスクでは、学生および教育機関を対象に、設計業界で確実に成功するためのさまざまな

情報（無償 * ソフトウェア、カリキュラム、トレーニング教材、その他のリソースなど）を提供
しています。オートデスク認定トレーニング センター（ATC®）でエキスパートによるトレーニ

ングを受講し、オートデスク認定資格を取得してスキルを実証できます。

詳細は、www.autodesk.co.jp/educationをご覧ください。

Autodesk Subscription
Autodesk® Maintenance Subscriptionを同時にご契約いただくと、最新版や拡張機能の入手、
柔軟なライセンス運用、強力なクラウド サービス、オンライン技術サポートなど、多くの特典を
ご利用いただけます **。
詳細は、www.autodesk.co.jp/subscriptionをご覧ください。

Autodesk 360
Autodesk® 360のクラウドベース フレームワークは、デスクトップの枠を超えた設計を可能に
するツールとサービスを提供します。ワークフローを合理化し、効果的にコラボレーションを行っ

て、いつでも、どこにからでもアクセスして作業を共有できます。

詳細は、www.autodesk.co.jp/360-cloudをご覧ください。

*無償製品の使用にあたっては、ダウンロードしたソフトウェアに付属のエンドユーザ向け使用許諾契約に同意いただく必要があります。

**製品および地域によっては、ご利用いただけない特典もあります。詳細についてはオートデスク認定販売パートナーもしくはオートデ
スクの担当営業までお問い合せください。
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