
4.4. 基本的な編集基本的な編集--11
◆ ここでは線の編集方法を見ていきましょう。
※「(1-3)ツールバーを格納する」で設定した画面を使用して説明していきます。

複線(平行線)

基準線

◎ 複線(平行線) ◎ 伸縮

◎ 面取(丸面)◎ コーナー処理

◎ 面取(角面) ◎ 面取(L面)



44--1(1).1(1). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((複線複線--1)1)
◆ ここでは複線(平行線)の描き方を見ていきましょう。

1. 複線を作図するレイヤを指
定します。

2. ツールバー「編集(1)」の複
線ボタンをクリックします。

（メニューバー→編集(E)→複
線(F)又は、keyボード上の
「F」キーを押しても選択で
きます。)

3. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

4. 複線にする基準の線をマウ
ス左ボタンで指示します。

2.

3.
1.

4.

5.

6.

7.
ここでは「300」と入力します。

5. 基準として指示すると線色
が変わります。(選択色)

6. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

7. 基準線との間隔を入力し
ます。

・・・次項へ続きます。



44--1(2).1(2). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((複線複線--2)2)
◆ 複線(平行線)-2

8. 基準線より300mm離れた
平行線が仮表示線で表示
されます。

9. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

※(Shift+L,R)(L,R→)端点
指定と表示されていますが、
ここでは必要ありませんので
説明は省略いたします。9.

8.
間隔「300mm」

左図ではマウスを基準
線より上方向に移動し
ています。
下方向へ移動すると平
行線（仮表示線）も基
準線より下側へ表示さ
れます。

10.
複線(平行線)

間隔「300mm」

基準線

a.

a.の連続ボタンで同方向・同間隔で複線を作成。
(押す毎に複線が作成されます)

10. 基準線より上方向をマウ
ス左ボタンクリックすることに
より左図のように基準線よ
り上部へ複線(平行線)が
作成できました。

11. ステータスバーに表示され
ているヒントを確認。

※基準線をマウス右ボタンで
指示することに前回値(ここ
の場合は300)の間隔で複
線を作成できます。

また、a.の「連続」ボタン押
す毎に同方向・同間隔に
複線を作成することができ
ます。

11.



44--2(1).2(1). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((伸縮伸縮--1)1)
◆ ここでは線の伸縮方法を見ていきましょう。(直線に対しての伸縮-1)

1. ツールバー「編集(1)」の伸
縮ボタンをクリックします。

（メニューバー→編集(E)→伸
縮(T)又は、keyボード上の
「T」キーを押しても選択で
きます。)

2. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

3. 伸縮の基準となる線をマウ
ス右ボタンでダブルクリックし
て指示します。

※基準線指定(RR)
1.

2.

3.

4. 基準線として指示すると線
色が変わります。(選択色)

5. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

※別の線をマウス右ボタンで
ダブルクリックすることにより
基準線を変更できます。

6. 伸縮する線をマウス左ボタ
ンで指示します。

※伸縮線(L)

・・・次項へ続きます。

5.

6.

4.



44--2(2).2(2). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((伸縮伸縮--2)2)
◆ 線の伸縮 (直線に対しての伸縮-2)

7. 図のように6.で指示した線
が基準線まで伸びました。

◎続いて、線の一部を残し
て伸縮する方法を見てい
きましょう。(基準線はその
まま使用します。)

8. ステｰタスバーに表示され
るヒントを確認。

9. 残す側の線(端点にする
箇所)をマウス右ボタンク
リックします。

※線切断(R)

10. 伸縮する側の線をマウス
左ボタンで指示します。

※伸縮線(L)

10.
7.

11.

9.
切断点として指示した箇所に
○印が表示されています。

8.

11. 図のように10.で指示した
線が9.で指示した箇所以
下を残して基準線まで伸
びました。



44--3(1).3(1). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((コーナー処理コーナー処理--1)1)
◆ ここではコーナー処理の方法を見ていきましょう。

1. ツールバー「編集(1)」の
コーナーボタンをクリックしま
す。

（メニューバー→編集(E)→
コーナー処理(A)又は、key
ボード上の「V」キーを押し
ても選択できます。)

2. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

3. コーナー処理する線の1辺
をマウス左ボタンでクリックし
て指示します。

※線(A)指示(L)
1.

2.

コーナー処理後

3.
ここでは、こちらの線を(A)
とします。

線の指示はコーナー処
理後に残す側の方をク
リックします。

4. 3.で指示した線色が変わり
ます。(選択色)

5. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

6. コーナー処理するもう片方
の線をマウス左ボタンでク
リックして指示します。

※線(B)指示(L)

7. 図のようにコーナー処理が
おこなわれました。

4.

6.
ここでは、こちらの線を(B)
とします。

7.

5.

「線の伸縮」と同様に、マウス右ボタンで線を切断することで線の1部を残したままコーナー処理することができます。



44--4(1).4(1). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((面取面取--1)1)
◆ ここでは面取（丸面)の方法を見ていきましょう。

1. ツールバー「編集(1)」の面
取ボタンをクリックします。

（メニューバー→編集(E)→面
取(M)又は、keyボード上
の「R」キーを押しても選択
できます。)

2. 丸面にチェックを入れます。
3. 寸法(丸面面取の半径)を
入力します。

4. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

5. 面取する線の1辺をマウス
左ボタンクリックして指示し
ます。

※線(A)指示(L)
1.

4.

2.

3.
ここでは丸面を半径300mm
で面取処理します。

5.
ここでは、こちらの線を(A)
とします。 線の指示は面取の処

理後、残す側の方をク
リックします。

6. 5.で指示した線色が変わり
ます。(選択色)

7. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

8. コーナー処理するもう片方
の線をマウス左ボタンクリック
して指示します。

※線(B)指示(L)

9. 図のように半径300mmの
丸面で面取処理がおこな
われました。

6.

8.
ここでは、こちらの線を
(B)とします。

面取(丸面)処理後

9.
R=300

7.

「線の伸縮・コーナー処理」と同様に、マウス右ボタンで線を切断することで線の1部を残したまま面取処理することができます。



44--4(2).4(2). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((面取面取--2)2)
◆ ここでは面取（角面)の方法を見ていきましょう。

1. 前項と同様にツールバー
「編集(1)」の面取ボタンを
クリックします。

2. 角面(面寸法)にチェックを
入れます。

3. 寸法(面の部分)を選択、
または数値を入力します。

4. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

5. 面取する線の1辺をマウス
左ボタンクリックして指示し
ます。

※線(A)指示(L)

1.

4.

6. 5.で指示した線色が変わり
ます。(選択色)

7. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

8. 面取処理するもう片方の
線をマウス左ボタンクリックし
て指示します。

※線(B)指示(L)

9. 図のように面寸法300mm
で面取処理がおこなわれま
した。

7.

5.
こちらの線を(A)とします。

6.

8.
ここでは、こちらの線を
(B)とします。

角面(面寸法)処理後

2.

3.
ここでは面寸法を300mmで
面取処理します。

9.

2.の手順で角面(辺寸法)にチェックを入
れると右図のような処理になります。

角面(辺寸法)処理後



44--4(3).4(3). 基本的な線の編集基本的な線の編集 ((面取面取--3)3)
◆ ここでは面取（L面)の方法を見ていきましょう。

1. 前項と同様にツールバー
「編集(1)」の面取ボタンを
クリックします。

2. L面にチェックを入れます。

3. 寸法を選択、または数値を
入力します。

4. ステｰタスバーに表示される
ヒントを確認。

5. 面取する線の1辺をマウス
左ボタンクリックして指示し
ます。

※線(A)指示(L)
1.

4.

5.
こちらの線を(A)とします。

2.

3.
ここではL寸法を200×200mm
で面取処理しますので、
「200,200」を選択します。

6. 5.で指示した線色が変わり
ます。(選択色)

7. ステータスバーに表示される
ヒントを確認。

8. 面取処理するもう片方の
線をマウス左ボタンクリックし
て指示します。

※線(B)指示(L)

9. 図のようにL面寸法
200×200mmで面取処
理がおこなわれました。

7.

6.

8.
ここでは、こちらの線を
(B)とします。

面取(L面)処理後

寸法には図のように入力することで、右図
のようなL面の面取処理することができます。

200

20
0

9.

400

20
0

線(A)として指示する側の辺寸法

線(B)として指示する側の辺寸法
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