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起動関連のトラブルシューティング



起動関連のトラブルシューティング

起動時に「ロード中」や「ライセンスの確認中」でフリーズしたり、致命的なエラー
などでクラッシュしたりします
AutoCAD の起動時にフリーズ、ハング、またはクラッシュする

• 起動できない原因は、1つだけではありません。

• 現象の要因が非常に多岐にわたるため、切り分けを行う必要があります。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000cW0.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Program-appears-to-freeze-or-hang-during-startup.html


起動できない現象で、過去に原因に挙がった内容

• ライセンスモジュールに起因する現象の場合
• Windows 10 に対応していないバージョンの ATOK を利用している場合
• Wacom ISD サービスが動作している場合
• USB などの外付けの型のディスプレイアダプターなどを利用している場合
• グラフィックスなどのハードウェアに起因する現象の場合
• グラフィックスなどのドライバーが古い場合
• AutoCAD のプロファイルが破損している場合
• AutoCAD のモジュールが破損している場合
• .NET Framework や Visual C++ ランタイムが正常に起動していないか破損している場合
• AutoCAD が使用する URL やフォルダーに制限が掛かっている場合



プロファイルが破損している場合の対応方法

AutoCAD を既定の状態にリセットする方法

• 図面に関係なく、特定のコマンドが実行できない
• 他の PC と同じ操作ができない
• 特定の操作を行うとフェイタルエラーが発生する

以下の現象でも設定を既定にリセットが有効な場合があります。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html


AutoCAD のモジュールが破損している場合の対応方法

クリーンアンインストールしてから、インストールし直す

• アンインストールする場合、Uninstall Tool を使用

• 以下のフォルダーの削除

C:¥Program Files¥Autodesk

C:¥ProgramData¥Autodesk

C:¥Users¥<Username>¥AppData¥Local¥Autodesk

C:¥Users¥<Username>¥AppData¥Roaming¥Autodesk

C:¥Users¥<Username>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥ADUT

• 製品のインストール

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall


プロキシサーバーの許可リスト

許可する必要があるオートデスク サブスクリプション ライセンスの URL およびプロトコル

• プロキシサーバーの許可リストに掲載されている URL をネットワーク管理者にご相談の上、
アクセスできるように設定してください。

• ワイルドカードを使用している URL は、ワイルドカードを利用した URL を許可リストとして
登録してください。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/What-URLs-protocols-should-be-accessible-for-Desktop-Subscription-to-work-html.html


セキュリティソフトやポリシーでフォルダーアクセスを制限している場合は、
以下のフォルダーがフルアクセスできるように設定してください。

C:¥Program Files¥Autodesk
C:¥Program Files (x86)¥common Files¥Autodesk Shared
C:¥Program Files (x86)¥Autodesk
C:¥Program Files (x86)¥common Files¥Autodesk
C:¥ProgramData¥Flexnet
C:¥ProgramData¥Autodesk
C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥
C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥Autodesk
C:¥temp¥AutoDeskViewer

AutoCAD が使用するフォルダーのアクセス権



パフォーマンス低下が発生したときの
トラブルシューティング



パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

一般的なトラブルシューティング

• AutoCAD (AutoCAD LT) の最新のアップデートを適用する
• 設定を既定にリセットをする
• ファイル管理ユーティリティーを使用している場合、無効にする
• テンポラリフォルダー内のファイルやフォルダーを削除する
• ファイルサーバー上にある図面をローカルフォルダーに移動してから図面を開く
• VPN を使用して AutoCAD や図面を開いている場合、直接 PC にインストールして図面を
開いてみる



パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

• PURGE コマンドや AUDIT コマンドで図面を適正化する
• 同時に開く図面を減らす
• ファイルサイズが大きい図面は、オブジェクトの数を減らす
• 複数の頂点を持つオブジェクト (例としてスプライン) を削除してみる
• 外部参照を削除してみる
• 表示スタイルを変更してみる (AutoCAD LT 以外)
• オブジェクトの座標値を原点 (0, 0) 付近に移動する
• EXPORTTOAUTOCAD コマンドを使って、カスタムオブジェクトを削除してみる

図面のトラブルシューティング



パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

図面のトラブルシューティング (PURGE コマンド)

• [名前削除] ダイアログボックスで、削
除可能なスタイルやオブジェクトが表
示される

• オプションの項目にすべてチェックを
入れることにより、通常選択できない
オブジェクトも削除することができる



パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

• 認定グラフィックスカードを使用している場合は、推奨されているグラフィックスドライ
バーを使用しているか確認する

• 最新のグラフィックスドライバーを適用しているか確認する
• GRAPHICSCONFIG コマンドを実行して、ハードウェアアクセラレーションをオフにして
みる

ハードウェアのトラブルシューティング



パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

認定グラフィックスハードウェアサイト

https://knowledge.autodesk.com/ja/certified-graphics-hardware


パフォーマンス低下が発生したときのトラブルシューティング

ハードウェアのトラブルシューティング
GRAPHICSCONFIG コマンド

• [グラフィックス パフォーマンス] ダイアログボックスで、
ハードウェア アクセラレーションのオン/オフの切り替えてみ
る

• ハードウェアアクセラレーションをオンのままにして、スムー
ズライン表示など、高度なグラフィックス機能の一部をオフに
してみる



フェイタルエラーが発生したときの
トラブルシューティング



フェイタルエラーが発生したときのトラブルシューティング

• 特定の図面で発生する現象か確認する
• 同じ操作で繰り返し発生するか確認する
• 同時に複数の図面を開いていないか確認する
• 同時に複数のアプリケーションを起動していないか確認する
• 最新のグラフィックスドライバーを適用しているか確認する
• AutoCAD を使用している最中にアンチウィルスソフトや Windows Defender が実行され
ていないか確認する

操作中のフェイタルエラーについても、フェイタルエラーが発生したということだけで原因を
特定することはできません。



フェイタルエラーが発生したときのトラブルシューティング

• 図面が開ける場合は、AUDIT コマンドを実行する
• 図面が開けない場合は、新規図面を開いた後に CLASSICINSERT コマンド (AutoCAD 

2019 以前は、INSERT コマンド) を実行して、開けない図面を選択する

特定の図面で現象が発生する場合の対応方法

AutoCADで開けない図面ファイルの修復

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Recovering-drawing-files-which-fail-to-open-in-AutoCAD.html


図面ファイルの破損に備えてバックアップを取りましょう

• 図面が破損した結果、開けなくなる可能性
があります

• AutoCAD では、一定時間ごとに保存する自
動保存と保存時にバックアップコピーを作
成する機能を用意しています

• バックアップコピーは前々回の保存の内容
のため、破損して開けなくなった図面の場
合、バックアップコピーそのものが開けな
くなる可能性があります

AutoCAD のバックアップ ファイルと自動保存ファイルについて

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Understanding-AutoCAD-backup-and-autosave-files.html


図面履歴機能

• 1つの図面に対して複数のバージョンを保持することが可能です。
• 図面の保存先はクラウドストレージで、OneDrive / Dropbox / 

Box が使用可能です。
• 管理されているバージョン間で、図面比較することが可能です。
• 過去バージョンのファイル形式には、対応していません。
• 図面履歴機能が利用できるのは、2021 バージョンのみです。

図面のバージョン履歴を使用するには

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-8F5A2620-D59B-42B4-AA20-E0DD6701FB91-htm.html


図面の移行に関する
トラブルシューティング



[プロキシ情報] ダイアログボックス

• 図面に別のソフトウェア (Civil 3Dなど) で作成されたカスタムオ
ブジェクトが含まれている場合、ユーザーに警告します

• 一部のカスタムオブジェクトについては、Object Enabler のイン
ストールが必要になる場合があります

• システム変数 PROXYNOTICE の値を 1 から 0 に変更すると、
メッセージを非表示にできます

• EXPORTTOAUTOCAD コマンドを使用すると、カスタムオブジェ
クトを削除することができます



「1つまたは複数のフォントファイルが見つかりません。」メッセージ

• 図面内で使用されている SHX フォントの中で、PC 内に
存在しない SHX フォントがある場合、このメッセージ
が表示されます

1.STYLE コマンドを実行して、[文字スタイル管理] ダイ
アログボックスで、参照できない SHX フォントを確認
します。

2.参照できない SHX フォントがフォントフォルダー
(C:¥Program Files¥Autodesk
¥AutoCAD 20xx¥Fonts) か、開いている図面が保存さ
れている同じフォルダーにあるか確認します。

3.参照できない SHX フォントが存在しない場合、図面の
提供元から入手するか、AutoCAD が持っているその他
の SHX フォントに置き換えます。

4.図面を保存して、同じメッセージが表示されないことを
確認します。



ETRANSMIT コマンド

ETRANSMIT コマンドを利用することによって、
DWG と紐づいている図面やフォントなどを
1つのパッケージにすることが可能

取引先から図面を受け取ると
• 文字化けしていたり、フォントエラーが表示される
• 図面を開いたときに [参照 – 見つからないファイル]
ダイアログボックスが表示されて、外部参照している
ファイルが開けない



AutoCAD の動作環境



AutoCAD の動作環境 - AutoCAD の OS 動作環境

AutoCAD 動作環境

• AutoCAD 2020 の動作環境に記載されている対象のオペレーティングシステム

• AutoCAD 2021 の動作環境に記載されている対象のオペレーティングシステム

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-AutoCAD.html


AutoCAD の動作環境 - 製品サポートのライフサイクル



AutoCAD の動作環境 - Windows 10 サポートライフサイクル

• Windows 10 サポートライフサイクル

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet


AutoCAD の動作環境 - Windows 10 LTSB/LTSC

• Windows 10 Enterprise LTSB / LTSC のサポートライフサイクル

LTSC: 長期サービスチャネル (Long Term Servicing Channel)
LTSB: 長期サービスブランチ (Long Term Servicing Branch)



Windows 10 の大型アップデート適用後に確認された問題点

Microsoft Windows 10 Fall Creators Update 上の AutoCAD で、コマンド実行中に
日本語入力がオンになっているとその後に入力される文字の1文字目が無視される

日本語入力 (例えば IME) をひらがなモードにした状態で、「か」と入力するため、
ka と入力すると、コマンドラインに「あ」または「a」と表示されます。

この現象は、AutoCAD 2021 で改善しています。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000VPl.html


ARM ベースの PC に AutoCAD はインストールできません
Windows 10 ARM ベースの PC に関する FAQ

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4521606/windows-10-arm-based-pc


設定の移行



カスタム設定をマイグレート
• PC 間で設定を移行するときや現在の設定のバックアップするときに使用
• カスタム設定を移行ができるのは、同一言語、同一製品間、同一バージョンのみ

(日本語版から英語版への移行や、AutoCAD から AutoCAD LT への移行や
異なるバージョン間での移行はできません。)

移行元の PC 移行先の PC



以前のリリースからマイグレート
• 同一の PC にインストールされている古いバージョンの設定を引き継ぐときに使用
• 移行ができるのは、同一言語、同一製品間のみ

(日本語版から英語版への移行や、AutoCAD から AutoCAD LT への移行はできません。)



ワークスペースが破損して利用できない場合の対応方法

カスタマイズ対象が、メニュー、リボン、
ツールバーなどに限定されている場合、
CUI コマンドを実行して、ワークスペースだけを
書き出して再利用可能



カスタム設定の書き出しで書き出される主要な設定

• コマンドのエイリアス
• AutoCAD のカラーブック
• スペルチェックに使用するカスタム辞書
• ツールバーなどに利用されるカスタムコマンドが使用する画像イメージ
• リボン、メニュー、ツールバーの表示状態 (CUIX)
• INI ファイルに保存されている構成設定
• 図面テンプレート
• ハッチングパターン
• 色従属印刷スタイルテーブル
• 印刷時に使用する仮想および物理出力デバイスの環境設定情報 (PC3)
• PC3 ファイルの位置合わせおよび用紙サイズ設定
• SHX フォント
• ユーザープロファイルに保存されているシステム変数
• ツールパレットとツールパレットのイメージ



製品に関する情報収集と
技術サポート窓口へのお問い合わせ方法



製品に関する情報収集 / Autodesk knowledge Network (AKN)

検索サイトで検索するよりも、AKN で検索した方が多くの情報が得られる可能性が高いです。



技術サポート窓口へのお問い合わせ方法

技術サポートで用意しているサービスは、Web (メール) サポートと電話予約の2種類



技術サポート窓口へのお問い合わせ方法



Autodesk およびオートデスクのロゴは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞ
れの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。

© 2020 Autodesk. All rights reserved.

http://www.autodesk.com/creativecommons
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