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説明 

AutoCADおよび AutoCAD LTには非常にたくさんのコマンドやシステム変数があります。よく使って

いるコマンド以外にも普段の作業に役立ち、効率よく便利に使えるものを意外と知らないこともあるかも

しれません。このクラスでは、作図、編集、オブジェクト選択など AutoCADおよび AutoCAD LTの作

業で役立つコマンドやシステム変数を、実際のデモを交えてご紹介します。 

このドキュメント内で説明しているコマンドやシステム変数の横にある AutoCADのアイコンは以下の

事を示しています。 

  ： AutoCADおよび AutoCAD LTで利用できます。 

  ： AutoCADでのみ利用できます。  

 

スピーカーについて 

建機メーカーやプラント会社で CADオペレーターとして働いた後、オートデスク株式会社に入社、この

業界に身を置いて 25年以上となる。AutoCAD等の製品サポートから、日本でのクラウドサービスの

立ち上げまで様々な部門を経験し、現在は技術営業本部でテクニカルスペシャリストとして、建築・建

設分野におけるオートデスク ソリューションを技術的な面からユーザーに提案、支援する業務を担当。

業界の最新情報の紹介や、AutoCAD、Navisworks、Revit、Dynamo、BIM 360、ReCapなどのオー

トデスク製品やサービスに関して、新機能などの最新情報や基本的な使い方からカスタマイズや各製

品の連携などの応用編まで、セミナーでの講演も行っている。著書に、「AutoCAD 2000 VBA入門」、

「AutoCADカスタマイズの手引き」がある。 

 

 

学習の目的 

• より正確な図面の作図 

• 効率的な文字の編集 

• 素早く簡単に目的の図形を選択 

• クラウドなどの最新技術を使って、課題の解決 
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文字の既定の画層を指定 

AutoCAD 2020.1以降から提供されているシステム変数 TEXTLAYERは、新規文字や新規マルチテ

キストの既定の画層を指定できます。システム変数 TEXTLAYERの初期値は.（ピリオド）で現在の画

層になり、存在しない画層名を値として設定した場合には、その画層が作成されて文字やマルチテキ

ストの画層になります 

 

システム変数 TEXTLAYER   

このシステム変数に画層名を指定することで、新規に作成される文字やマルチテキストの画層がその

画層となります。 

 

新規の文字を自動的に指定の画層にする例 

1. システム変数 TEXTLAYERの値に画層名（例えば、文字）を入力します。入力された画層

名が存在しない場合は、自動的にその画層が作成されます。 

 
2. 文字またはマルチテキストを記入します。 

3. 現在の画層に関係なく、新規に入力された文字またはマルチテキストがシステム変数

TEXTLAYERで指定された画層に自動的に含まれます。 

 
 

※参考： システム変数 DIMLAYER  

システム変数 TEXTLAYERと同様に、特定のオブジェクトを指定の画層に格納するシステム変数とし

て、DIMLAYERがあります。システム変数 DIMLAYERは、新規寸法の既定の画層を指定できます。

AutoCAD 2016以降で利用可能です。 
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※参考： システム変数 HPLAYER  

システム変数 TEXTLAYERと同様に、特定のオブジェクトを指定の画層に格納するシステム変数とし

て、HPLAYERがあります。システム変数 HPLAYERは、新規のハッチングと塗り潰しの既定の画層

を指定できます。AutoCAD 2011以降で利用可能で、AutoCAD 2017以降から存在しない画層も指

定可能となっています。 

 

※参考： システム変数 XREFLAYER  

システム変数 TEXTLAYERと同様に、特定のオブジェクトを指定の画層に格納するシステム変数とし

て、XREFLAYERがあります。システム変数 XREFLAYERは、新規にアタッチされた外部参照が配

置される既定の画層を指定できます。AutoCAD 2018.1以降で利用可能です。 
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文字の位置合わせ点を変更 

JUSTIFYTEXT[文字位置合わせ]コマンドで、文字の位置を変更せずに、位置合わせ点を変更しま

す。[注釈]タブ > [文字]パネル > [位置合わせ]でも実行可能です。 

 

JUSTIFYTEXT[文字位置合わせ]コマンド   

文字の位置を変更せずに、位置合わせ点を変更します。 

 

文字の位置合わせ点を変更する例 

1. AutoCAD上に、位置合わせ点の異なる文字やマルチテキストがあります。 

 
2. JUSTIFYTEXT[文字位置合わせ]コマンド、または[注釈]タブ > [文字]パネル > [位置合わ

せ]を実行し、各文字オブジェクトを選択します。 

 
3. 位置合わせのオプションが求められるので、例えば[中央(M)]を選択します。 

4. 選択した文字オブジェクトの位置はそのまま、位置合わせ点が中央になります。 
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文字の位置合わせ 

TEXTALIGN[文字列位置合わせ]コマンドで、複数の文字オブジェクトを、垂直/水平および間隔を調整

して位置合わせします。[注釈]タブ > [文字]パネル > [文字位置合わせ]でも実行可能です。 

 

TEXTALIGN[文字列位置合わせ]コマンド   

複数の文字オブジェクトを、垂直/水平および間隔を調整して位置合わせします。[位置合わせ（I）]で位

置合わせ方向を設定し、[オプション（O）]で間隔を設定します。 

 

文字の位置合わせを設定する例 

1. AutoCAD上に、位置がバラバラの文字やマルチテキストがあります。 

 
2. TEXTALIGN[文字列位置合わせ]コマンド、または[注釈]タブ > [文字]パネル > [文字位置

合わせ]を実行し、各文字オブジェクトを選択します。 

 
3. 右クリックメニューまたはコマンドラインの[位置合わせ（I）]を選択し、位置合わせ方向（例

えば、中央）を選択します。 

 
4. 右クリックメニューまたはコマンドラインの[オプション（O）]を選択し、間隔（例えば、等間

隔）を選択します。 
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5. 位置合わせ基準とする文字を選択し、2点目をクリックします。 

 
6. 文字が位置合わせされました。 
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複数の文字を一つのマルチテキストに結合 

TXT2MTXT[文字を結合]コマンドで、複数の文字を 1つまたは複数のマルチテキストに変換または結

合します。[挿入]タブ > [読み込み]パネル > [文字を結合]でも実行可能です。AutoCAD 2018以降で

利用可能です。 

 

TXT2MTXT[文字を結合]コマンド   

複数の文字を 1つまたは複数のマルチテキストに変換または結合します。[設定（SE）]オプションで、1

つのマルチテキストに結合または複数のマルチテキストに変換、文字列の順序の指定、文字列の折り

返しの有無、行間を統一するかを指定できます。 

 

複数の文字を一つのマルチテキストに結合する例 

1. AutoCAD上に、位置がバラバラの文字やマルチテキストがあります。 

 
2. TXT2MTXT[文字を結合]コマンド、または[挿入]タブ > [読み込み]パネル > [文字を結合]

を実行します。 

 
3. [設定（SE）]オプションを選択します。結合後の文字列の順序を指定したい場合には、[文

字列の順序を選択]を選択して、その順序で文字を選択します。 
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4. [OK]をクリックして、ダイアログを閉じ、文字を選択します。一つのマルチテキストに結合さ

れました。 

 
5. （参考）[設定（SE）]オプションで、[単一のマルチテキストオブジェクトに結合]のチェックを外

した場合は、複数のマルチテキストに変換されます。 
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画面上で属性編集  

EATTEDIT[拡張属性編集]コマンドまたは属性をダブルクリックすると、[拡張属性]ダイアログが表示さ

れて属性値を編集できますが、[Ctrl]キーを押しながら属性をダブルクリックすると、画面上で直接属性

値を編集できます。 

 

画面上で直接属性値を編集する例 

1. [Ctrl]キーを押しながら、属性をダブルクリックします。 

 
2. 新しい属性値を入力します。属性値が変更されます。 

 
 

※参考： ATTIPEDIT[属性値インプレイス編集]コマンド  

[Ctrl]キーを押しながら属性をダブルクリックすると、ATTIPEDIT[属性値インプレイス編集]コマンドが実

行されて、属性値が編集できます。 
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属性値を保持したまま分解 

属性を持ったブロックを EXPLODE[分解]コマンドで分解すると、画層はブロック定義時の画層に戻り、

属性値は属性名称の文字となってしまいます。Express Toolsが提供する BURSTコマンド、または

[Express Tools]タブ > [Blocks]パネル > [Explode Attributes]を使用して属性を持ったブロックを分解

すると、図形の画層はブロックが配置された画層のまま、属性は属性値を保持した文字となります。 

 

Express Toolsの BURST コマンド  

ブロックの画層および属性値を保持したまま分解します。このコマンドは Express Toolsで提供されて

いるため、AutoCAD LTでは利用できません。 

 

属性値を保持したまま分解する例 

1. [Express Tools]タブ > [Blocks]パネル > [Explode Attributes]をクリックして、属性値を

持ったブロックを選択します。 

 
 

 
2. ブロックが分解されますが、分解後もブロックが配置された画層のままで、属性値を保持し

たまま文字となっています。 
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類似オブジェクトを選択 

選択したオブジェクトとプロパティが一致したオブジェクトを選択します。クイック選択のように色や画層

の値を知らなくてもプロパティが一致するものを選択できます。 

 

SELECTSIMILAR[類似オブジェクト選択]コマンド   

選択したオブジェクトとプロパティが一致したオブジェクトを選択します。[設定（SE）]オプションで一致さ

せるプロパティを指定します。色、画層、線種、線種尺度、線の太さ、印刷スタイル、オブジェクトスタイ

ル、名前から複数指定できます。指定した情報は、システム変数 SELECTSIMILARMODEに格納さ

れます。オブジェクトを選択して右クリックメニューから[類似オブジェクトを選択]を選択することでも実行

できます。 

 

選択したオブジェクトと同じ画層のオブジェクトを選択する例 

1. コマンドラインで、SELECTSIMILARコマンドを実行し、[設定（SE）]オプションを選択しま

す。 

 
2. [類似オブジェクトの選択設定]ダイアログで、一致させるプロパティ（ここでは画層）にチェッ

クを入れて、[OK]をクリックします。 
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3. 図面上のオブジェクトを選択します。 

 
4. Enterキーを押して選択を確定すれば、同じ画層のオブジェクトが選択されます。 
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共有ビューによる図面共有 

AutoCAD 2019以降から提供されている共有ビューの機能を使うと、関係者がオートデスク製品を

持っていなくても、クラウド経由で図面やモデルを閲覧してもらうことができます。 

共有ビューは元の DWGファイルを相手に渡すことなく閲覧してもらえるうえに、既定値では 30日後に

自動的に削除されるので、より安全に図面やモデルの内容を確認してもらうことができます。関係者は

共有された URLをクリックするだけでWebブラウザ上で図面やモデルを閲覧できます。ソフトのイン

ストールも不要で、閲覧だけであれば Autodesk IDによるサインインも不要です。コメント、共有、マー

クアップをおこなう場合には、Autodesk IDを使ってサインインする必要があります。 

 

SHAREDVIEWS[共有ビュー パネルを表示]コマンド  

[共有ビュー]パネルを表示します。[コラボレート]タブ > [共有]パネル > [共有ビュー] からも[共有ビュー]

パネルを表示できます。[共有ビュー]パネルから、新しい共有ビューを作成したり、作成済みの共有

ビューの一覧を確認したり、ブラウザで表示したりすることができます。 

 

共有ビューを作成する例 

1. AutoCADで図面を開き、[コラボレート]タブ > [共有]パネル > [共有ビュー]で、[共有

ビュー]パネルを表示します。 

 
2. [共有ビュー]パネルの[新しい共有ビュー]をクリックします。 

 
3. [ビューを共有]ダイアログが開くので、[名前]を入力し、[共有するビュー]として、現在の

ビューのみを共有するか、すべてのビューを共有するかを選択します。 

3Dモデルを表示させずに 2Dビューのみにする場合は、[2Dビューのみを作成]にチェッ

クを入れます。 

[オブジェクトプロパティを共有]にチェックを入れると、ビューアでプロパティ情報が確認でき
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ます。 

[共有]をクリックします。 

 
4. 準備完了のダイアログが表示されるので、[続行]をクリックします。 

 
5. しばらくして処理が完了すると[共有ビューのアップロード完了]メッセージが表示されます。 

[ブラウザで表示]のリンクをクリックします。 

また、[ファイルを表示する準備が完了しました]というメールが届きます。 
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6. Webブラウザが開き、共有ビューが表示されます。 

 
 

共有ビューのリンクを取得する例 

1. AutoCADで、[コラボレート]タブ > [共有]パネル > [共有ビュー]で、[共有ビュー]パネルを

表示します。 

2. パネル内の共有ビューのリストの[…]をクリックして、[リンクをコピー]を選択します。 

 
3. リンクがクリップボードにコピーされるので、メールなどに貼り付けて関係者に送付します。 



 

 

18 ページ 

4. 受け取った関係者は、リンクをクリックするだけで共有ビューを確認できます。 

 
 

※注： 

共有ビューを利用するには、AutoCADまたは AutoCAD LTのサブスクリプションメンバーで、管理者

から[Shared Views]を割り当てられている必要があります。 

管理者は、Autodesk Accountのページにアクセスして、AutoCADなどの製品をユーザーに割り当て

る際に、[Shared View]の項目も含まれていることを確認します。 

下図は、Architecture Engineering & Construction Collectionの割り当て項目の例です。 
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プロパティによる図面比較 

AutoCAD 2019以降から提供されている COMPARE[図面比較]コマンドは、対象の図面ファイルと比

較してオブジェクトの位置が変わっている、削除されているなどの変更箇所を見つけることができます。

さらにシステム変数 COMPAREPROPSの値により、オブジェクトのプロパティの違いも比較対象にす

ることができるので、図面間の色や画層の違いなども比較して見つけることが可能です。 

 

システム変数 COMPAREPROPS  

このシステム変数はレジストリに保存され、以下の値を指定することができます。複数のプロパティの

違いを比較する場合は、値の合計値を指定します。 

値 説明 

0 プロパティの違いは図面比較の対象にしない（初期値） 

1 色 

2 画層 

4 線種 

8 線種尺度 

16 線の太さ 

32 透過性 

64 厚さ 

 

図面間の色と画層の違いを比較した場合の例 

1. バージョン 2の図面ファイルを AutoCADで開きます。 

 
2. コマンドラインから COMPAREPROPSを入力し、値として 3を入力します。1=色、2=画

層なので、3は色と画層を比較対象にすることになります。 
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3. [コラボレート]タブ > [比較]パネル > [図面比較]をクリック、またはコマンドラインに

COMPAREと入力して、図面比較を実行します。 

 
4. 比較する図面としてバージョン 1のファイルを選択します。図面比較の結果が表示され、

色と画層の異なるオブジェクトが雲マークで囲まれています。 

 
5. 実際にバージョン 1とバージョン 2のオブジェクトのプロパティを確認すると、以下のように

違いがあります。 

バージョン 1 バージョン 2 
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※参考： システム変数 COMPARETOLERANCE  

システム変数 COMPAREPROPSと同様に、図面比較の内容をコントロールするシステム変数とし

て、COMPARETOLERANCEがあります。システム変数 COMPARETOLERANCEは、図面比較の

許容差を小数点以下の桁数で指定します。初期値は 6で、このシステム変数は図面に保存されること

に注意してください。 

 

オブジェクトのわずかなズレを比較した場合の例 

1. バージョン 2の図面ファイルを AutoCADで開きます。 

 
2. システム変数 COMPARETOLERANCEの値が初期値の 6であることを確認して、[コラ

ボレート]タブ > [比較]パネル > [図面比較]をクリック、またはコマンドラインに COMPARE

と入力して、図面比較を実行し、バージョン 1の図面ファイルと比較します。 

 
3. 図面間に違いはありません、と表示されます。 

 
4. 再度、バージョン 2の図面ファイルでシステム変数 COMPARETOLERANCEの値を 10

に変更して、図面を保存します。 
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5. [コラボレート]タブ > [比較]パネル > [図面比較]をクリック、またはコマンドラインに

COMPAREと入力して、図面比較を実行し、バージョン 1の図面ファイルと比較します。 

6. 今度は違いが見つかりました。 

 
7. 拡大して確認すると、ごくわずかに線分がずれていたことがわかります。 

 
 

以下の Autodeskナレッジネットワークの記事へのリンクで、システム変数

COMPARETOLERANCEの動作を動画で説明しています。 

AutoCAD - 図面比較（許容差） 
 
  

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/ec68a922-a0fb-4e31-9c6d-7e7ecbfe2443
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/ec68a922-a0fb-4e31-9c6d-7e7ecbfe2443
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DWG をブロックとして挿入 

AutoCAD 2020から提供されている[ブロック]パレットは、従来の INSERT[ブロック挿入]コマンドから

アクセスすることができ、各タブからブロックを挿入することができます。開いている図面に含まれるブ

ロックだけでなく、他の図面や他の図面に含まれるブロックを挿入することもできます。 

現在の図面に他の図面をブロックとして挿入する場合、[ブロック]パレット > [ライブラリ]タブ > ファイル

リストから[ブロックライブラリを参照]を選択して、dwgファイルを選択し、ライブラリに登録してからブ

ロックとして挿入します。ただし、この方法ではファイルの種類として選択できるのは、dwg, dws, dwt

のみで、dxfファイルを選択することができません。 

AutoCAD 2021.1で[ブロック]パレットの機能強化が行われ、その一つとして[ブロック]パレットに[DWG

をブロックとして挿入]アイコンが追加され、[ブロック]パレットのどのタブからでもこのアイコンをクリック

して、他の図面をブロックとして直ちに挿入することができるようになりました。また、[DWGをブロックと

して挿入]では、ファイルの種類として dwg, dxfを選択することができ、dxfファイルをブロックとして挿

入する場合にも利用できます。 

 

[DWG をブロックとして挿入]アイコン   

このアイコンは、AutoCAD 2021.1の[ブロック]パレット上に提供されています。 

 

他の DWG ファイルをブロックとして挿入する例 

1. AutoCADで新規図面を開き、[ホーム]タブ > [ブロック]パネル > [挿入] > [最近使用したブ

ロック]を選択して、[ブロック]パレットを開きます。 

 
2. [DWGをブロックとして挿入]アイコンをクリックします。 

 
3. [挿入するファイルを選択]ダイアログの[ファイルの種類]で、[図面（*.dwg）]か[DXF（*.dxf）]

を選択して、ブロックとして挿入するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

 
4. [ブロック]パレットの[オプション]の内容（挿入位置は画面上で指示など）に応じて、選択さ

れたファイルがブロックとして挿入されます。 
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※参考： CLASSICINSERT [旧ブロック挿入] コマンド  

AutoCAD 2020以降で[ブロック]パレットを使わず、AutoCAD 2019以前と同じブロック挿入をおこない

たい場合は、CLASSICINSERT[旧ブロック挿入]コマンドを使用します。 

 
図： CLASSICINSERT[旧ブロック挿入]コマンドの[ブロック挿入]ダイアログ 
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図面の総編集時間を確認  

システム変数 TDINDWGには、現在の図面の直前の保存操作から次の保存操作までの総経過時間

が格納されているので、図面の総編集時間を確認できます。値には日数が実数で入っているので、小

数点以下の値を秒数に変換するには、86400をかけます。 

 

システム変数 TDINDWG  

現在の図面の直前の保存操作から次の保存操作までの総経過時間の日数が実数で格納されていま

す。 

 

図面の総編集時間を確認する例 

1. AutoCADで図面を開き、コマンドラインから TDINDWGと入力し値を確認します。 

 
2. この場合、整数値がゼロなので 1日は経過していません。小数点以下の値に 86400をか

けて秒数に変換します。 

0.06549769 x 86400 = 約 5659秒 

3. さらに 60で割り、分に変換します。 

5659秒 ÷ 60 = 約 94分 

4. この図面の総編集時間は、約 1時間 34分であることがわかります。 

 

※参考： DWGPROPS [図面プロパティ] コマンド  

DWGPROPS [図面プロパティ]コマンドの、[プロパティ]ダイアログの[詳細情報]タブにある[図面編集時

間の合計]でも図面の総編集時間を確認できます。 

 

DWGPROPS コマンドで図面の総編集時間を確認する例 

1. AutoCADで図面を開き、コマンドラインから DWGPROPSと入力します。あるいは、アプ

リケーションメニュー > [図面ユーティリティ] > [図面のプロパティ]でも大丈夫です。 
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2. [プロパティ]ダイアログが開くので、[詳細情報]タブを選択します。 

3. [図面編集時間の合計]で、図面の総編集時間を確認できます。 

 
 

参考： DWGPROPS コマンドとデザインセンターの組み合わせで図面検索 

1. AutoCADで図面を開き、コマンドラインから DWGPROPSと入力し、[プロパティ]ダイアロ

グを開きます。 

2. [ファイルの概要]タブを選択し、[タイトル]、[表題]、[作成者]、[キーワード]に単語を入力し、

図面を保存します。 

 
3. ADCENTER[デザインセンター]コマンドまたは、[表示]タブ > [パレット] > [DesignCenter]

でデザインセンターを開きます。 
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4. デザインセンターの[検索]アイコンをクリックして、[検索]画面を表示し、[検索]対象を図面、

[参照]をクリックして、[検索先]のドライブやフォルダを指定します。[図面]タブの[フィールド]

をキーワードにして、[検索する単語]を*（アスタリスク）で囲って入力します。（例えば*セミ

ナー*）[検索開始]をクリックして検索します。 

 
5. 検索結果の図面ファイル名を右クリックして、[アプリケーションウィンドウに開く]を選択する

か、[Ctrl]キーを押しながら図面ファイルを作図領域にドラッグ&ドロップすることで、その

ファイルが開きます。 
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ヘルプの検索機能  

AutoCADのオンラインヘルプまたはオフラインヘルプ内のコマンド等の説明で、アイコンの隣にある

[検索]をクリックすると、該当するリボン上のアイコンが矢印で示され、リボンメニュー上のどこにあるの

か簡単に見つけることができます。 

 

図面比較コマンドの位置を検索する例 

1. AutoCADで新規図面を開き、オンラインヘルプまたはオフラインヘルプを開きます。 

2. ヘルプ内でキーワード等を使ってコマンド等（例えば、図面比較）を検索し、その説明の

パージを開きます。 

 
3. アイコンの隣にある[検索]をクリックします。 

4. 該当するタブがアクティブになり、そのアイコンが矢印で示されます。 
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メニューバーを表示  

リボンの代わりにメニューバーを表示させて、コマンドをアイコンではなく言葉で選択したり、作図領域

をより広く使ったりすることができます。システム変数 MENUBARでメニューバーの表示/非表示をコン

トロールできます。また、[クイックアクセスツールバーをカスタマイズ] > [メニューバーを表示]でも表示

できます。 

 

システム変数 MENUBAR  

メニューバーの表示/非表示を設定します。値が 1でメニューバーを表示、値が 0でメニューバーを非

表示になります。 

 

メニューバーを表示する例 

1. AutoCADで図面を開き、コマンドラインからMENUBARと入力し、値を 1にします。 

 
2. あるいは、[クイックアクセスツールバーをカスタマイズ] > [メニューバーを表示]を選択しま

す。 
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3. メニューバーが表示されます。 

 
4. メニューバーを非表示にするには、システム変数 MENUBARの値を 0にするか、[クイッ

クアクセスツールバーをカスタマイズ] > [メニューバーを非表示]を選択します。 

 

※参考： RIBBONCLOSE[リボン非表示]コマンドと RIBBON[リボン表示]コマンド  

RIBBONCLOSE[リボン非表示]コマンドでリボンを非表示、RIBBON[リボン表示]コマンドでリボンを表

示させることができます。 

 

RIBBONCLOSE コマンドとシステム変数 MENUBARの組み合わせの例 

1. AutoCADで図面を開き、コマンドラインから RIBBONCLOSEと入力します。 

2. コマンドラインからMENUBARと入力し、値を 1にします。 

3. リボンが非表示、メニューバーが表示され、作図領域が広がります。 
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コマンドを繰り返す 

指定したコマンドを[Esc]キーを押してキャンセルするまで実行できるので、同じコマンドを何度も実行す

る場合に便利に利用できます。 

 

MULTIPLE[繰り返し操作]コマンド  

指定したコマンドを[Esc]キーを押してキャンセルするまで実行します。ダイアログを表示するコマンドは

繰り返しません。 

 

繰り返し円を作成する例 

1. コマンドラインからMULTIPLE と入力し、繰り返すコマンド名として、Cまたは Circleと入

力します。 

 
2. [Esc]キーでキャンセルするまで、CIRCLE[円]コマンドが実行され続けます。 
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外部コマンド 

AutoCADのプログラムパラメータファイル（acad.pgpファイル）には、いくつかの外部コマンドが定義さ

れていて、AutoCADのコマンドラインから、Windowsエクスプローラ、メモ帳、ペイントを起動すること

ができます。AutoCAD LTのプログラムパラメータファイル（acadlt.pgpファイル）には定義されていな

いので、AutoCAD LTでは外部コマンドを利用できません。 

 

外部コマンド  

AutoCADのプログラムパラメータファイル（acad.pgp）に定義されている以下の外部コマンドを実行す

ることができます。 

⚫ EXPLORER: Windowsエクスプローラを起動 

⚫ NOTEPAD: メモ帳を起動 

⚫ PBRUSH: ペイントを起動 

 

メモ帳を起動する例 

1. コマンドラインから NOTEPAD と入力し、[Enter]キーを押します。編集するファイルを聞い

てくるので、既存のテキストファイル名を入力するか、[Enter]キーを押して、新規ファイルを

開きます。 

 
2. メモ帳が起動します。 
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参考資料  

AutoCADについてより深く学ぶ資料や最新情報を入手できるホームページなど、参考となる資料を紹

介します。 

 

AutoCADクイックアンサー  

AutoCADおよび AutoCAD LTの各種機能や操作方法について紹介した資料になります。AutoCAD 

2013～2021、AutoCAD LT 2013～2021の各バージョンの PDFファイルが下記のリンクからダウン

ロードできます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/178086 

 
 

AutoCADパワーユーザになるための 34のヒント 

AutoCAD のエキスパートが使いこなす、作業の時間短縮と自動化のためのヒントとコツを紹介してい

る、AutoCAD のスキルアップと、ソフトウェアの最大活用に役立つ、わかりやすい eBook です。以下

のリンクからダウンロードすることができます。 

https://autocadresources.autodesk.co.jp/home/autocad-34-tips-for-pros-ebook-ja 

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/178086
https://autocadresources.autodesk.co.jp/home/autocad-34-tips-for-pros-ebook-ja
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AutoCAD リソースセンター 

AutoCAD関連の記事や動画を掲載しているホームページです。最新情報なども掲載されるので、定

期的に訪問して内容をチェックしてみてください。 

 
 
 


