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J-BIM 施工図 CAD 2019 の新機能 

リスト登録 

登録済みリストの先頭・末尾へ一発移動に対応 1 

RC躯体図 

横フカシで、柱壁の斜めフカシなどに対応 2 

増し打ちで、台形断面（異厚）の入力に対応 2 

上下フカシで、3点指定の勾配設定や領域編集に対応 3 

スラブの 3点高さ変更に対応 3 

RC壁の端部包絡部分の立体表現を改良 3 

リストウィンドウを表示し、部材の符号別選択に対応 4 

符号、寸法、フカシ、増し打ちを、親部材と同じレイ
ヤに登録する設定を追加 

4 

階段踊場の手摺壁とスラブの下端揃えに対応 4 

仮設マスタ 

枠組足場部材に先行手摺枠、幅木、下さんを追加 5 

仮設計画図 

枠組足場ユニット配置で、先行手摺関連の設定を追加 5 

水平面、自由鉛直面、自由押出形状の、仮設パースモ
ニタや仮設立面図での描画に対応 

6 

汎用図面 

段差表示の表現を RC躯体図と同様に拡張 6 

 

共通・汎用 

64ビット版アプリに対応 7 

ポップアップ・クロックメニュー・キー割り当て情報
のインポート・エクスポートに対応 

7 

シングル／マルチスレッドの切り替えを自動化 7 

レイヤ表示・検索設定を直接 CAD画面に反映するよ
うに改良 

8 

Unicode形式の IFCファイルの読み書きに対応 8 

fcbzファイルのインポート後、物件一覧でその物件を
選択するように改良 

8 

汎用図形のトラッカー変形に対応 8 

計算式の文字列配置に対応 9 

通り芯連続入力で、X方向 Y方向の常時入力に対応 9 

パーススタジオ 

スマホ VRに対応 9 

 

リスト登録  
 

登録されているリストの先頭や末尾へ、一発で
移動できるボタンを追加しました。 
登録数が多くても選択が容易になります。 

先頭・末尾への移動 
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柱壁の斜めフカシ 
柱と梁の横フカシで、斜めフカシを入力できる
ようにしました。鉛直方向（横から見て斜め）
と水平方向（上から見て斜め）の斜めフカシに
対応し、多彩な形状を表現できます。 
斜めを考慮した寸法、符号が表記され、隣あう
横フカシは、包絡処理によって取り合いが行わ
れます。 
 
 
 
 
 
 
 

対象部材の初期値 
フカシの入力時、対象部材の「梁」をデフォル
ト ONに変更しました。入力手間が軽減されま
す。 
 

梁のレベル指定 
梁の横フカシで、属性変更にて上端下端のレベ
ルを指定できるようにしました。今までできな
かった形状が表現できます。 
※ 入力時は対象部材が確定していないため、レベル
指定できません。 

【鉛直斜め】 

初期値 ON 

斜めフカシに対応 

【水平斜め】 

【従来】 

柱の 1面、梁の横面の増し打ちで、「厚 a2」の
設定を追加し、台形断面の増し打ちを入力でき
るようにしました。 
今までできなかった形状が表現できます。 

【2019】 

RC 躯体図  
 

増し打ちの拡張 

横フカシの拡張 
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3点斜めフカシ 
上下フカシの入力ダイアログに「3点斜め」の
設定を追加し、異厚の上下フカシを３点指定で
入力できるようにしました。 
3点のフカシ厚とその位置を指定します。 
※ 2点指定のときは「斜め」を選びます。 
 
また、「部材編集」メニューに「斜めフカシ（3
点）」コマンドを追加し、入力した上下フカシ
の異厚指定を３点位置で設定できるようにし
ました。 
※ 従来の「斜めフカシ」コマンドは、「斜めフカシ（2
点）」に改称しました。 

上下フカシの拡張 

初期値 ON 

3点指定に対応 

対象部材の初期値 
フカシの入力時、対象部材の「梁」をデフォルト ONに変更しました。
入力手間が軽減されます。 
 

上下フカシの編集 
上下フカシ領域に、「領域変形」や「領域＋・－」などの編集コマンド
を使用できるようにしました。領域の変形や分割、隅取りなどの編集が
可能になり、領域編集が容易になります。 

スラブの 3点の高さを指定して勾配設定できる
ようにしました。3点の上端レベルとその位置
を指定して、勾配を設定できます。 

スラブの 3 点高さ変更 

包絡処理で RC壁同士が端部で取り合う場合
に、立体的にも取り合うようにしました。 
立体表現が向上しました。 

RC 壁の端部包絡 

【2019】 【従来】 
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符号、寸法、フカシ、増し打ちを、親部材と同
じレイヤで登録できるようにしました。 
親部材と同じレイヤにする場合は、「専用初期
設定：属性レイヤ」の「部材レイヤでの登録」
でチェックを ONにします。 
例えば、フカシを入力したとき、「部材レイヤ
での登録」で「フカシ」が ONになっていると、
フカシが取り付く親部材のレイヤになります。 

※ RC躯体断面図、鉄骨躯体図、平面詳細図の「専用
初期設定：属性レイヤ」も同様です。 

【鉄骨躯体図】 

各部材で符号別の選択をできるようにしまし
た。例えば、柱の中で「C1」のみを選択したい
場合などに使用します。 
選択対象も「部材」「符号」「寸法」「フカシ」「増
し打ち」から選択できるため、目的の部材とそ
れに付随する符号などを容易に選択でき、効率
的な修正・編集が可能です。 

※「有無表示」を ONにすると、配置済みの部材は 
一覧でピンク色に表示されます。 

※「全選択」を ONにすると、一覧に表示されている
すべての符号が選択されます。 

 
 
 
 
また、「入力」を ONにすると、一覧で選択し
た符号の部材を入力する状態になります。 
符号別選択による確認からスムーズに入力作
業へ移行できます。 

リストウィンドウ表示 部材種別 
を指定 

選択対象 
を指定 

選択する 
符号を指定 

【部材のみ ON】 【部材・符号・寸法 ON】 

OFFの場合 ONの場合 

レイヤは 
「フカシ」 

親部材の 
レイヤになる 

【RC躯体断面図】 【平面詳細図】 

階段踊場（直行／廻り／螺旋／折り返し）の手
摺属性に「下端揃え」の設定を追加し、壁とス
ラブの下端を揃えられるようにしました。 
立体の表現が広がります。 

踊場手摺の拡張 

【下端揃え：ON】 【下端揃え：OFF】 

部材レイヤでの登録 
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枠組足場部材の拡張 

枠組足場部材に「先行手摺枠」「幅木」「下さん」
を追加し、枠組足場ユニット登録でそれらを設
定できるようにしました。 
「先行手摺枠」は外側固定、「幅木」「下さん」
は両側・外側・内側を選択でき、組み立てイメ
ージの側面は外側と内側から確認可能です。 
 
また、従来の「住宅用足場」の名称を「くさび
式足場」に変更しました。 
 
労働安全衛生規則（足場等関係）に対応した計
画ができます。 

仮設マスタ  
 

枠組足場ユニットの拡張 

仮設計画図  
 

仮設計画図の枠組足場ユニット配置で、先行手
摺関連の設定を追加しました。 
先行手摺枠が配置されるときは、ユニットマス
タの筋交いが両側になっていても外側筋交い
を配置しない設定や、妻面の先行手摺枠・幅木
の設定が可能です。 
 
また、従来の「住宅用足場」の名称を「くさび
式足場」に変更しました。 
 
 
 
 
 
 
仮設立面図では、先行手摺枠、幅木、下さんの
個別入力に対応しました。 
 
仮設積算も同様に変更しています。 

【仮設立面図】 【仮設積算】 

【仮設計画図】 
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自由図形のパース・立面表現 

RC躯体図で入力した水平面、自由鉛直面、自
由押出形状を、仮設パースモニタや仮設立面図
で描画できるようにしました。 
躯体モデルに近い表現で、仮設パースや立面の
確認ができます。 
 
仮設パースモニタでは、「専用初期設定：作成
条件共通」の背景の対象図が「躯体図」のとき、
背景立体の対象になります。 
※ 水平面、自由鉛直面、自由押出形状の素材は、「専
用初期設定：躯体図－素材」の「RCパラペット」
の設定を使用します。 

※ 立体作成の有無は、「専用初期設定：躯体図－作成
条件」の「RC躯体図・部品」の「共通・その他」
の設定を参照します。 

 
 
仮設立面図では、「専用初期設定：図面作成（立
面）」の背景の対象図が「躯体図」のとき、作
成対象になります。 

汎用図面  
 

汎用図面で入力する段差表示の表現が RC躯体
図と同様となるように拡張しました。 
二段タイプの表現や、寸法線表示に FLからの
寸法を表記するタイプに対応し、多様な表現が
可能です。 

段差シンボルの拡張 

【従来】 【2019】 
表現：二段 FL表示：ON、レベル差：100 
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 64ビット版 32ビット版 

64ビット版では 3D描画にOpenGLを使用します。
「基本設定：3D描画エンジン」の RenderWare切
り替えは表示されません。 

  

64 ビット版ではプレゼンパック連携に対応しない
ため、連携コマンドを起動すると利用不可のメッセ
ージが表示されます。 
また、パーススタジオなどの「画像印刷/保存」ダイ
アログや「保存条件」ダイアログで NLCファイルに
関する設定は表示されません。 

  

64ビット版では AVIファイル作成時の圧縮形式と
して「Cinepack Codec」は選択できません。 
（64ビット版が提供されていないため） 

  

 

64ビット OSで搭載メモリを有効活用できる 64ビット版アプリに対応しました。 
搭載メモリを最大限に利用でき、大型物件の作成やレンダリング、VR出力などをより快適に操作できます。 

■ 32ビット版との主な違い 
 

共通・汎用  
 

64 ビット版に対応 

「基本設定：ポップアップ／クロックメニュー
／キー割り当て」に「エクスポート」「インポ
ート」ボタンを追加しました。 
カスタマイズ情報を簡単に受け渡しでき、他の
マシンでも同じ設定で使用できます。 

※ ポップアップ・クロックメニュー・キー割り当て
の情報は、まとめて 1つのファイルとしてエクス
ポートされます。個別のエクスポート・インポー
トはできません。 

 

レンダリング設定を自動化 

「基本設定：3D描画エンジン」のシングルスレ
ッド／マルチスレッドの切り替えを自動で行
うようにしました。 
PC環境に応じた最適なパフォーマンスを発揮
できます。 

【従来】 

【2019】 

キー設定情報の受け渡し 
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レイヤ表示・検索の拡張 

ツールバーの「レイヤ表示・検索設定」を ONにしたとき、従来はダイアログ内の CAD画面で確認しながら設定し、「OK」
で閉じる必要がありましたが、モードレスダイアログに変更して、設定が直接 CAD画面に反映されるようにしました。 
検索や編集が容易になり、「レイヤ表示・検索設定」画面を開きながら他の作業もすることも可能です。 

【従来】 【2019】 
設定を直接 
CAD画面に反映 

IFC Unicode の読み書きに対応 

IFCファイルの読み込み・書き出しで、Unicode
形式に対応しました。 
書き出しの際は、「ファイルの種類」で形式を
指定します。 
読み込みは Shift JIS／Unicodeどちらの形式
も可能で、内部で自動判定して処理します。 

物件圧縮ファイル（fcbz）をインポート後は、
物件一覧でその物件を選択した状態にするよ
うにしました。 
どの物件がインポートされたものか判別しや
すくなり、迷わずアクセスできます。 

fcbz インポートの拡張 

入力した汎用図形（矩形・正多角形・連続線・複線・連続複線）を選択したときのトラッカー表示を変更し、トラッカーでの
形状編集を可能にしました。再入力の必要がなく、編集が容易になります。 

【2019】 【従来】 

汎用図形のトラッカー変形 

インポート物件 
が選択状態 
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 計算式の配置 

汎用コマンドで計算式を配置できるようにし
ました。入力した計算式から四則演算の解を求
め、計算式と解を文字列として配置できます。 

※ 計算式を入力して「＝」を押したとき、計算に不
要な文字を省いて解を計算します。 
計算に使用する文字は、0～9 の数字と「+」「-」
「*」「×」「/」「÷」「(」「)」「.」のみです（全角も
使用可）。 

通り芯連続入力の拡張 

通り芯の連続入力で、従来は X方向の入力後に
Y方向の入力に移りましたが、X方向と Y方向
をどちらも常に入力できるようにしました。 
入力手間が軽減されます。 

配置したい 
計算式を入力 解を計算 

パーススタジオ  
 

スマホ VR に対応 

お施主様がスマホ VRを閲覧できる環境を簡単
に準備できるようになりました。 
スマートフォンとハコスコを使った VR体験を
手軽に行えます。 
※ ARCHI Boxの別途契約が必要です。 
 
■ スマホ VRの流れ 
1. パノラマ画像を作成し、「URL 発行」をクリック
します。 

2. ARCHI Boxサイトにパノラマ画像がアップロード
され、URLがメールで届きます。 

3. パノラマ画像の URL をお施主様にメールで送信
します。 

4. スマートフォンとハコスコを使って、VR体験を行
います。 


