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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。



セッション概要

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。



文字の既定の画層を指定

• システム変数TEXTLAYERで、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

AutoCAD 2020.1以降で利用可能

※参考：
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

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

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



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

• [挿入]タブ > [読み込み]パネル > [文字を結合]でも

実行可能です

• [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

AutoCAD 2018以降で利用可能



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、画面上で属性値を編集できます

※参考：
[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。



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、ブロック画層のまま、属性値を保持した文字とな

ります

• BURSTコマンドは、AutoCAD LTでは利用できません



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

• SELECTSIMILAR[類似オブジェクト選択]コマンドを実

行するか、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



共有ビューによる図面共有
AutoCAD 2019以降で利用可能

• 共有ビューを使用すると関係者がオートデスク製品を

持っていなくても、図面やモデルを閲覧してもらうこと

ができます

• [コラボレート]タブ > [共有]パネル > [共有ビュー]で、

[共有ビュー]パネルを表示するか、SHAREDVIEWS[共

有ビュー パネルを表示]コマンドを実行して、パネルか

ら操作します

• 共有ビューは既定値では30日後に自動で削除されますが、

延長設定可能です

• Autodesk IDを持っていなくても閲覧は可能ですが、コ

メント、共有、マークアップをおこなうにはAutodesk 

IDでサインインが必要です

※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



プロパティによる図面比較

• COMPARE[図面比較]コマンドを実行時に、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します

• システム変数COMPAREPROPSの値

o 複数のプロパティを対象にするには、合計の値を使用

AutoCAD 2019以降で利用可能

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

※参考：
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



DWGをブロックとして挿入

• [ブロック]パレットの[DWGをブロックとして挿入]を

使用すると、[ライブラリ]タブ以外の他のタブからでも

DWGファイルをブロックとして挿入できます

• [ライブラリ]タブの[ブロックライブラリを参照]では、

ファイルの種類がdwg, dws, dwtしか選べませんが、

[DWGをブロックとして挿入]であれば、ファイルの種類

としてdwg, dxfが選択できます

AutoCAD 2021.1で利用可能

※参考：
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、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

• 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]タブの[図面編集時間の合計]で

も総編集時間を確認できます



ヘルプの検索機能

• 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

が矢印で示されます



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

広く使うことができます

• システム変数MENUBARの値が1でメニューバー表示、

0で非表示となります

• 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

※参考：
リボンを非表示にするには、RIBBONCLOSEコマンド、
リボンを再表示するには、RIBBONコマンドを実行します



コマンドを繰り返す

• MULTIPLE[繰り返し操作]コマンドで、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



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

います（AutoCAD LTのacadlt.pgpファイルには定義

されていません）

• 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

※参考：
プログラムパラメータファイル（acad.pgp）は、[管理]タブ > 
[カスタマイズ]パネル > [エイリアスを編集]で、メモ帳で開いて
編集できます



参考資料



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

o AutoCAD 2013～2021

o AutoCAD LT 2013～2021

• https://knowledge.autodesk.com/ja/communit

y/article/178086

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

• https://autocadresources.autodesk.co.jp/home/autoc

ad-34-tips-for-pros-ebook-ja

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


AutoCADリソースセンター

• AutoCAD関連の記事や動画を掲載

• https://autocadresources.autodesk.co.jp/

https://autocadresources.autodesk.co.jp/
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