
線形システム「APS-RL Win」のお客様へ製品改定のご案内

お客様各位

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

  さて、この度 BIM／CIM の対応強化を目的とし、道路・鉄道線形計画システム「APS-MarkⅣ」Ver12.5 をリリースしました。
　それに併せて、線形システム「APS-RL Win」の製品名称変更、バージョン変更および機能強化を行いましたのでご案内申し上げ
ます。
　また、道路・鉄道線形計画システム「APS-MarkⅣ」と線形システム「APS-RL Win」との保守費用の相違から、今回より機能差を
設けることとなりました。内容につきましては、『「APS-MarkⅣ」と「APS-MarkⅣ LT」の機能比較表』でご確認ください。

　尚一層、お客様のお役に立てる製品になるよう努めて参ります。
　今後とも、お引き立て下さいますようお願い申し上げます。

　尚、ご質問、確認事項等がございましたら、弊社までお問い合わせください。

◆ 製品名称変更とバージョン ◆

線形システム「APS-RL Win」 ⇒ 道路・鉄道線形計画システム「APS-MarkⅣ LT」Ver12.5 に変更します。

　※ APS-RL Win の保守契約中のお客様は、弊社・ダウンロードサイトより APS-MarkⅣ LT Ver12.5 をダウンロードできます

◆「APS-MarkⅣ」と「APS-MarkⅣ LT」の機能比較表 ◆

◆ 3次元モデル表示強化 ◆

APS-C(※3)

APS-MarkⅣ

APS-MarkⅣ LT

v 3次元地形モデルの表示には、最新版のAPS-ZEが必要ですランプ設計成果

OP-BOXP(※2)OP-RAMP(※1)

OP-RAMP(※1)

　OP-RAMP、OP-BOXP、APS-Cで作成した設計データを APS-MarkⅣ の線形検討上に読み込み IC・JCT、ボックスカルバート、

交差点を統合した3次元モデル表示に対応しました。

　※ APS-MarkⅣ LT は、ボックスカルバート、交差点を統合した３次元モデル表示に対応しておりません。

ランプ設計成果 交差点設計成果ボックス設計成果

線形検討上で3次元モデル表示

※1 オプションの OP-RAMP が必要です　※2 オプションの OP-BOXP が別途必要です（APS-BOXP Winは未対応です）　※3 最新版の APS-C が必要です（ラウンドバウトの出力には、OP-RAB が別途必要です）
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APS-MarkⅣ APS-MarkⅣ LT

（旧APS-MarkⅣ Win） （旧APS-RL Win）

◎ ◎

◎ ○（OP-RL01）

◎ ○（OP-RL02）

◎ ○（OP-RL03）

◎ ○（OP-RL04）

◎ ◎  APS-ZEでTINモデルの作成が必要

 IC・JCT ○（OP-RAMP） ○（OP-RAMP）

 ボックスカルバート ○（OP-BOXP） －  APS-MarkⅣ LTは、ボックスカルバートの3次元モデル読み込み未対応

 交差点 ○（APS-C） －  APS-MarkⅣ LTは、交差点の3次元モデル読み込み未対応

◎ ◎

◎ ◎

○（各OP） ○（各OP）  縦断図、横断図作成などのオプション 各種オプション追加

製品

 LandXML入出力

 DWG入出力

 線形検討での3次元モデル表示

 線形検討

 主要点計算

 各種座標計算

 各種応用計算

 線形図出力

 3次元地形モデル読み込み

 機能
備考

※ 画面は、APS-MarkⅣで作成した統合モデルです

製品

APS-MarkⅣ

線形検討上で3次元モデル表示

交差点
ボックス

カルバート
IC・JCT

APS-MarkⅣ LT

OP-RAMP

OP-RAMP

OP-BOXP

未対応

APS-C

未対応

＜対応表＞

Ver12.5 リリースに伴う主な機能比較は以下の通りです。バージョンアップ内容につきましては、更新履歴でご確認下さい。

標準機能

（）内のオプションソフトが

別途必要

未対応

◎ : 

○ : 

－：

標準機能

（）内のオプションソフトが

別途必要

未対応

◎ : 

○ : 

－：



◆ 製品統合、製品名称変更、価格改定 ◆

Ver 保守費用

 道路・鉄道線形計画システム  APS-MarkⅣ Win

 線形検討システム  OP-PLAN

②  線形システム  APS-RL Win  APS-MarkⅣ LT 12.5 60,000

 走行シミュレータ  OP-ROAD

 ICモデラー  OP-ROAD/IC

 ランプ検討システム  OP-RAMP

 ランプ縦断検討システム  OP-RAMPH

⑤  現況高さ編集ソフト  APS-ZE Win  APS-ZE 5.0 25,000

⑥  交差点設計図化システム  APS-C Win  APS-C 10.5 40,000 交差点設計図化システム 600,000  製品名変更

100,000

－

－

 現況高さ編集ソフト 250,000  製品名変更

 ランプ検討システム  OP-RAMP ↑ 300,000
 製品統合（OP-RAMPHを統合）、価格変更、線形検討上で

 ランプ検討が可能

 道路・鉄道線形計画システム 400,000  名称変更、バージョン変更（APS-MarkⅣに統一）

 走行シミュレータ  OP-ROAD ↑ 200,000  製品統合（OP-ROAD/ICを統合）、価格変更

 道路・鉄道線形計画システム  APS-MarkⅣ 12.5 1,000,000  製品統合（OP-PLANが標準機能）、名称変更、価格変更

旧製品名 新製品名（製品統合・製品名称変更） 本体価格 変更箇所

①

③

④

APS-MarkⅣ Ver12.5 リリースに伴い、下記製品の製品統合、製品名称変更、価格改定を行いました。

 APS-RL本体のみ

 APS-RL＋OP-RL**（1本）

 APS-RL＋OP-RL**（2本）

 APS-RL＋OP-RL**（3本）

 APS-RL＋OP-RL**（4本）

製品構成
（OP-RL01～04が対象） 通常価格

800,000円

600,000円

400,000円

200,000円

100,000円

キャンペーン価格

320,000円

240,000円

160,000円

80,000円

40,000円

キャンペーン期間 ： 2019年5月31日（金）まで

キャンペーン条件：

• APS-MarkⅣ LT の保守契約中のお客様が対象です。

• APS-MarkⅣ にクロスグレードすると保守費用が6万⇒10

万円に変更になります。クロスグレード後、次回の保守契

約更新時より APS-MarkⅣ の保守費用が適応されます。

• クロスグレード後、APS-MarkⅣ LT のプロテクタをご返却

していただきます。

以上の3点を了承されたお客様に限ります。

主要点計算
OP-RL01

オプション
（OP-RL**）

各種座標計算
OP-RL02

各種応用計算
OP-RL03

線形図
OP-RL04

クロスグレード価格

◆ 「APS-MarkⅣ LT」から「APS-MarkⅣ」へのクロスグレードキャンペーン実施中 ◆

　現在、APS-MarkⅣ LT の年間保守契約中のお客様に対し、APS-MarkⅣ への『クロスグレードキャンペーン』を実施しておりま

す。

　是非この機会に、 IC・JCT、ボックスカルバート、交差点を統合した3次元モデル表示に対応した APS-MarkⅣ へのクロスグレ

ードをご検討ください。

　また、所有オプション（OP-RL**）本数によってクロスグレード価格が異なりますのでご注意ください。　　　

※ APS-MarkⅣ LT の年間保守未契約のお客様がクロスグレードをご希望される場合、APS-MarkⅣ LT Ver12.5（最新版）へのバージョンアップが

　 別途必要となります。バージョンアップ費用につきましては、弊社までお問い合わせください。

※ 本カタログ記載の仕様・価格につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。
※ 上記価格には消費税が含まれておりません。

■ 製品に関するお問い合わせは

株式会社エムティシー株式会社エムティシー
本社 TEL：03-5396-0521　FAX：03-5396-0525

〒171-0014　東京都豊島区池袋2-51-14　飛翔ビル 5F

大阪営業所 TEL：06-6396-8266　FAX：06-6396-8267
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-2-5-501

中部営業所 TEL：0569-26-5661　FAX：0569-26-5671
〒475-0922　愛知県半田市昭和町1-35

福岡営業所 TEL：092-629-0850　FAX：092-629-0851
〒812-0002　福岡県福岡市博多区空港前3-16-4-303

本社 TEL：03-5396-0521　FAX：03-5396-0525
〒171-0014　東京都豊島区池袋2-51-14　飛翔ビル 5F

大阪営業所 TEL：06-6396-8266　FAX：06-6396-8267
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-2-5-501

中部営業所 TEL：0569-26-5661　FAX：0569-26-5671
〒475-0922　愛知県半田市昭和町1-35

福岡営業所 TEL：092-629-0850　FAX：092-629-0851
〒812-0002　福岡県福岡市博多区空港前3-16-4-303
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Ver 日付 機能 内容 
12.50 2/18 線形検討 「線形検討システム(OP-PLAN)」を標準機能に統合しまし

た。 
「ランプ検討システム(OP-RAMP)」のライセンスをお持ちの
場合、線形検討システムにてランプ線形の検討が可能になりま
した。 
3D統合法面を作成可能な新法面データを追加しました。 
新法面データを使用して、「ボックス・パイプシステム(OP-
BOXP)」及び「交差点設計図化システム(APS-C)」で作成した
3Ｄモデルを結合可能になりました。（APS-MarkⅣ LTは不
可） 
「ランプ検討システム(OP-RAMP)」と新法面データにて作成
した線形のランプ横断図が作成可能になりました。 

横断面システム(OP-
SECT) 

「ランプ検討システム(OP-RAMP)」と線形検討の新法面デー
タにて作成した線形のランプ横断図が作成可能になりました。 

縦断図システム(OP-
PROF) 

線形検討にて作成したランプ線形の縦断図が作成可能になりま
した。 

CADファイル読込 
CADファイル書込 

ＤＷＧファイルの読み込み／書き込みに対応しました。それに
伴い TrueTypeフォントに対応しました。 

ランプ検討システム
(OP-RAMP) 

ランプ縦断検討システム(OP-RAMPH)をランプ検討システム
(OP-RAMP)に統合しました。 

線形システム（APS-
RL） 

今回のバージョンより、「線形システム(APS-RL」は、「道
路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ LT」と製品名を変更
し、バージョンも 12.50に更新しました。 

走行シミュレータ
(OP-ROAD) 
 

「ICモデラ―(OP-ROAD/IC)」を「走行シミュレータ(OP-
ROAD)」に統合しました。(ICモデラ―の機能を活用するには
OP-RAMPで作成した線形が必要です) 
線形検討の新法面で作成したデータを使用し、交差点とボック
スの表示を可能にしました。 

ボックス・パイプ検討
システム(OP-BOXP) 

線形検討の新法面で作成したデータを使用し,ボックスの 3Ｄ
表示を可能にしました 

Ver 日付 機能 内容 
12.50 2/18 

 
LandXMLエクスポー
ト 

複数線形出力時における、設計条件名称がユニークでない件を
修正しました。 
S 型線形の中間部に待ち勾配区間が出力されていた件を修正し
ました。 

LandXMLインポート LandXML よりインポートした線形データを用いて縦断図を出
力すると VCL の旗上げが出力されない件を修正しました。 
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12.50 2/18 線形検討(OP-PLAN) 「線形長が異常に長い」メッセージが表示されると範囲外エラ
ーが発生する件を修正しました。 
横断面計算の作図処理が異常に遅い場合がある件を修正しまし
た。 
業務管理から平面現況図ファイルを削除した場合に、線形検討
が起動できない場合がある件を修正しました。 
線形終点での縦断変化点旗上げが表示されない件を修正しまし
た。 
線形が多い場合に、3D が表示されるまでの時間が異常に遅く
なる件を修正しました。 
横断面区間が複数ある線形の、3D 表示の法面表示が不正とな
る件を修正しました。 
縦断現況データに巨大な値が入力されている場合に、検討画面
が開かない件を修正しました。 

橋梁上部工システム
(OP-BRIDE) 

平面縦断ライン名旗上げが２重に出力される件を修正しまし
た。 

横断面生成 片勾配すり付け計算で、「回転軸からの車道縁までの幅(路肩側
帯を含める)」が不正となる件を修正しました。 

横断面計算システム
(OP-SECT) 

対象線形の幅員数が、主線形の幅員数より多い場合にメモリエ
ラーが発生する件を修正しました。 
横断面が FH で折れる場合に不正な描画になる件を修正しまし
た。 
法面を複数段登録しても、1 段しか表示されない件を修正しま
した。 

走行シミュレータ
(OP-ROAD) 
 

画面が表示されるまでの時間が異常に遅くなる件を修正しまし
た。 
横断面区間が複数ある線形の、3D 表示の法面表示が不正とな
る件を修正しました。 

主要点計算 主要点リスト画面で Excel 転送を行うとエラーが発生する件を
修正しました。 

SIMAデータ読込 一部の座標データ未登録の SIMAファイルを読み込むとエラー
が発生する件を修正しました。 

横断現況画面 横断現況画面の SIMA読み込みでエラーが発生する件を修正し
ました。 
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