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新機能/改善機能



新機能・追加機能一覧 2022 新機能と改善機能

コマンド、機能 項目説明

システム 対応OS/ベースCAD ベースCADにBricsCADV22、AutoCAD2022を追加しました。

インストーラ 製品 データコンバータ（E）（32bit版のみ）の提供を停止しました。

CTKホットマーカリンクの製品名を、チューブマーカーリンクに変更しました。

製品バージョンアップ時、インストール時に対象製品名を表記するようにしました。

管理ツール 保存形式の設定 図面の保存形式に 2018形式も選択可能になりました。

ACAD-DENKI シンボル入力（部品マスタ） 検索ダイアログを改善しました。複数グループ名選択に対応しました。

属性編集 付属品を複数選択する機能を追加しました。NEW

バルーン バルーン内の値を作図する画層を指定する設定を追加しました。NEW

バルーン表リンク設定 集計機能を改善しました 同じ文字のバルーンを1行にまとめる設定を追加しました。NEW

表枠作成の「見出し行」設定に合わせて表枠を更新するよう対応しました。

属性文字列一括置換 書式設定がされていないマルチテキストを置換できるよう対応しました。

表枠作成

表枠作成-部品表設定

見出し行を「下」にする機能を追加しました。NEW

部品表として使用する機能を追加しました。NEW

表枠変更 表の基点を「位置合わせ」から「表枠の展開方向」選択肢「左」「右」に変更しました。

部品表設定 表枠を部品表として設定、設定解除する機能を追加しました。 NEW

文字ファイルインポート 表枠作成の「見出し行」設定に合わせてテキストをインポートするよう対応しました。

筐体作図 筐体配置時にグループ化を解除する機能を追加しました。NEW

ダクト入力 ダクト入力機能を追加しました。 NEW

ACAD-DENKI 環境設定に「盤図」-「ダクト」を追加しました。

DINレール入力 DINレール入力機能を追加しました。 NEW

DINレール陰線化 DINレール陰線化機能を追加しました。 NEW

穴開け 穴開け機能を追加しました。 NEW



新機能・追加機能一覧 2022 新機能と改善機能

コマンド、機能 項目説明

ACAD-DENKI 銘板入力 銘板を複数整列配置する機能を追加しました。NEW

回路図・盤図・部品照合 プロジェクト内の図面から部品の属性、部品表のテキスト値を元に照合する機能を追加しました。
NEW

ACAD-Parts 部品マスタメンテナンス ダイアログをリニューアルしました。

ACAD-Parts
（CAD側）

部品リスト・部品表作成 「情報更新（部品マスタ）」で部品マスタと異なるセルを、更新時赤色表示する機能を追加しました。
NEW

複数付属品配置 盤図に配置された部品を選択し、複数の付属品を配置する機能を追加しました。 NEW

部品情報処理/集約画面 付属品グループ名称を複数付属品に対応した書式変更しました。

部品表テンプレート作成 「回路図・盤図・部品表照合」に対応できるよう変更しました。

チューブマーカ
リンク

出力項目 壬生電機製プリンタMP-60N用に ampc形式での出力項目を追加しました。NEW

配線支援 布線処理 リスト作成の出力形式に「CSV」を追加しました。NEW

測長処理 リスト作成の出力形式に「CSV」を追加しました。NEW



■対応OS

Windows 10 64bit/32bit

Windows 8.1 64bit/32bit
※32bitOS につきましては、32bit版のベースCADをインストールした場合のみご利用いただけます。

■対応ベースCAD

BricsCAD V20～V22
※BricsCAD V19以前のバージョンには対応しておりません。

※BricsCAD V21以降は 32bitOSには対応しておりません。

AutoCAD 2020～2022
※AutoCAD 2019以前のバージョンに対応しておりません。

※AutoCAD 2020以降は 32bitOSには対応しておりません。

4

対応OS / ベースCAD対応OS / ベースCAD



インストーラーインストーラー
ベースCADの32bit製品の対応終了に伴い、データコンバータ（E）（32bit版）の提供を停止しました。

製品名「ホットマーカーリンク」を「チューブマーカリンク」に変更しました。

5

2021 2022

データコンバータ（E）
提供停止

「ホットマーカーリンク」を
「チューブマーカーリンク」に変更



インストーラーインストーラー
バージョンアップインストール時に、該当製品名を表示するようにしました。

6

「バージョンアップインストール」を選択、［次へ（N)］をクリックすると
インストール対象製品を認識し一覧表示します。

旧バージョンインストール製品例



管理ツール-保存形式の設定管理ツール-保存形式の設定

7

図面の保存形式に2018形式も選択可能になりました。

2021 2022

保存形式
2000 ～ 2018

保存形式
2000 ～ 2013



ACAD-DENKI / シンボル入力（部品マスタ）ACAD-DENKI / シンボル入力（部品マスタ）

8

検索ダイアログを改善しました。（部品マスタメンテナンスの検索と同等の改善）

検索結果

［選択］ボタンをクリックして、
検索結果を属性編集に反映

部品マスタメンテナンスの検索ダイアログと同等の改善 付属品グループが複数登録さ
れている場合、グループ名称選
択が表示されます。

属性編集
[部品マスタ検索]

でも同じ検索ダイア
ログを表示



ACAD-DENKI /属性編集 NEWACAD-DENKI /属性編集 NEW

9

付属品を複数選択する機能を追加しました。

[付属品グループ名称]で
＜グループ名称選択＞

を選択

グループのみ表示
：グループ選択

詳細表示
：グループ名称毎の選択

詳細表示（個別選択）
：付属品毎の選択



ACAD-DENKI / バルーンACAD-DENKI / バルーン

10

バルーン内の値を作図する画層名が指定可能となりました。

バルーンの
文字の

作図画層
の設定を

追加

デフォルト（CMNT画層）

文字の画層を［JCMNT］に
設定した例

［JCMNT］画層
黄色の例

作図結果（JCMNT画層）



ACAD-DENKI / バルーン表リンク設定 NEWACAD-DENKI / バルーン表リンク設定 NEW

11

同じ文字のバルーンを1行にまとめる設定を追加しました。

チェック有り結果

チェック有り/集計項目指定結果

チェック無し結果（2021までと同等）



ACAD-DENKI / バルーン表リンク設定ACAD-DENKI / バルーン表リンク設定

12

表枠作成の「見出し行」設定に合わせて表枠を更新するよう対応しました。

バルーン表リンク設定実行結果

表枠作成で見出し行の位置
「上」で作成した表

表枠作成で見出し行の位置
「下」で作成した表

上から下側にテキストを流し込む

下から上側にテキストを流し込む

バルーン表リンク設定実行結果

表枠作成
見出し位置の

設定例



書式変更無し

書式変更あり

ACAD-DENKI / 属性文字列一括置換ACAD-DENKI / 属性文字列一括置換

13

マルチテキスト（書式設定されていないものに限る）も置換対象となるよう対応しました。

追加された選択

マルチテキストの文字も置換
（但し、書式の無い文字限定）

置換
結果



ACAD-DENKI / 表枠作成 NEWACAD-DENKI / 表枠作成 NEW

14

見出し行の位置 を「下」とする機能を追加しました。部品表として使用する設定を追加しました。

見出し行：上
基点：左上

見出し行：下
基点：左下

配置結果：No.降順ソート配置結果：No.昇順ソート



ACAD-DENKI / 表枠作成-部品表設定 NEWACAD-DENKI / 表枠作成-部品表設定 NEW

15

表枠を部品表として使用する機能を追加しました。
※新機能 「回路図・盤図・部品表照合」の対象とするための設定です。

部品表として配置後、部品表設定ダイ
アログを表示する

回路図・盤図との照合処理に使用する
器具番号、盤No.、装置ユニットNo.の
各属性情報がどの列に対応しているの

かをコンボリストで指定



ACAD-DENKI / 表枠変更ACAD-DENKI / 表枠変更

16

2021 2022

表の基点を「位置合わせ」から「表枠の展開方向」選択肢「左」「右」に変更しました。

展開方向：右

展開方向：左

数量の列幅の変更例



ACAD-DENKI / 部品表設定 NEWACAD-DENKI / 部品表設定 NEW

17

表枠を部品表として設定、設定解除する機能を追加しました。
※新機能 「回路図・盤図・部品表照合」の照合処理対象とするための設定です。

照合処理に使用する器具番号、
盤No.、装置ユニットNo.の各
属性情報がどの列に対応して
いるのかをコンボリストで指定

部品表への指定
完了

部品表指定する表枠を選択

部品表指定を解除する場合は
（R）オプションで解除します。



ACAD-DENKI / 文字ファイルインポートACAD-DENKI / 文字ファイルインポート

18

表枠作成の「見出し行」設定に合わせてテキストファイルをインポートするよう対応しました。

見出し行：上 表枠選択

見出し行：下 表枠選択

テキストファイル流し込み設定
選択不可

テキストファイル流し込み設定
選択可

結果 結果



筐体配置時にグループ化を解除する機能を追加しました。

ACAD-DENKI / 筐体作図 NEWACAD-DENKI / 筐体作図 NEW

19

チェック有り
（旧バージョン仕様同等）

面単位でグループ化して配置
GROUPコマンド実行例

チェック無し 実行結果

全ての配置面を解除し、
各要素ごとに配置される



ダクト形状作図の「ダクト幅」「断面積」を
入力し、作図を実行します。

ACAD-DENKI / ダクト入力 NEWACAD-DENKI / ダクト入力 NEW

20

ダクト入力機能を追加しました。

名称は
ACAD-DENKI環境設定で
予め選択リストを登録
しておけば選択可能と
なります。

基準点指示
位置

ダクト長さと
方向指示

上辺または右辺（1）

中心（2）

下辺または左辺（3）

位置合わせオプション



ACAD-DENKI / 環境設定 ダクト NEWACAD-DENKI / 環境設定 ダクト NEW

21

ダクト入力時の名称を一覧表示するための設定を追加しました。

環境設定で登録された設定が、「名称」で
選択一覧として表示されます。

行を追加し、名称、ダクト幅、断面
積を登録します。



ダクト形状作図の「ダクト幅」「断面積」を
入力し、作図を実行します。

ACAD-DENKI / DINレール入力 NEWACAD-DENKI / DINレール入力 NEW

22

DINレール入力機能を追加しました。

「DINレール幅」、
「高さ」は前回作図を
実行したサイズが
履歴として一覧表示
されます。

基準点指示
位置

長さと
方向指示

上辺または右辺（1）

中心（2）

下辺または左辺（3）

位置合わせオプション



ACAD-DENKI / DINレール陰線化 NEWACAD-DENKI / DINレール陰線化 NEW

23

DINレール陰線化を行う機能を追加しました。

DINレール上のシンボルを選択

実行結果：
シンボル内のDINレール線非表示
DINRAIL_HIDDEN画層をロック

H ：陰線化実行します
R ：陰線化を元に戻します



ACAD-DENKI / 穴開け情報 NEWACAD-DENKI / 穴開け情報 NEW

24

穴開け情報を追加する機能を追加しました。

ACAD-DENKI環境設定
穴情報の登録

穴設定ダイアログ表示
設定後、［OK］をクリック

穴を開ける
対象を選択

穴開け結果



ACAD-DENKI / 銘板入力 NEWACAD-DENKI / 銘板入力 NEW

25

2021 2022

銘板を複数整列配置する機能を追加しました。追加しました。ました。

「配列で入力」を設定、実行結果
配置時に銘板が配列でドラッギング表
示され、銘板が複数配置できます。



ACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEWACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEW

26

プロジェクト内の図面から部品の属性、部品表のテキスト値を元に照合する機能を追加しました。

【初期照合画面】
表示項目：
［照合結果］ ［回路部品情報］ [盤図部品情報]

：チェック有り

プロジェクト内の
部品情報、部品
表の照合結果を
表示します。



 ファイル
照合結果をlogファイルに出力します。
照合結果のダイアログを終了します。

 表示
照合結果に表示する盤の指定、
部品コード欄及び部品表の
部品情報の表示/非表示を切り替えます。

 部品表照合
部品表の照合内容を指定して実行します。

 ヘルプ
項目の色の説明を表示します。

ACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEWACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEW

27

プロジェクト内の図面から部品の属性、部品表のテキスト値を元に照合する機能を追加しました。



ACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEWACAD-DENKI / 回路図・盤図・部品表照合 NEW

28

プロジェクト内の図面から部品の属性、部品表のテキスト値を元に照合する機能を追加しました。

【初期照合画面からの変更】
部品コード照合を表示/部品表部品情報を表示を有効にした画面例



2021

ACAD-Parts / 部品マスタメンテナンスACAD-Parts / 部品マスタメンテナンス

29

ダイアログ表示・操作を改善しました。

詳細

①検索条件リスト ④部品検索結果リスト

②関連情報登録リスト（端子・付属品） ⑤シンボルプレビュー

③部品情報（検索結果）

1 2

34

51

4

3
2



部品マスタメンテナンス/検索条件リスト部品マスタメンテナンス/検索条件リスト

30

検索条件に AND（条件のすべてを含む）、OR（条件の何れかを含む） 選択を追加しました。

AND検索

検索結果：0件
オプション条件を一部変更
AND検索

検索結果：19件

オプション条件変更無し
OR検索

検索結果：25件

1



部品マスタメンテナンス/関連情報リスト部品マスタメンテナンス/関連情報リスト

31

端子登録、付属品登録と各登録情報表示を改善しました。

「付属品」欄の表示
数値 ：付属品登録個数
<付属品>：それ自身が付属品

選択行が持つ付属品情報の
表示・編集が可能

付属品タブ

端子タブ

「端子」欄の表示
数値 ：登録端子数

選択行が持つ端子情報の
表示・編集が可能

2



部品マスタメンテナンス/プレビュー部品マスタメンテナンス/プレビュー

32

設定したシンボルのプレビュー表示機能を追加しました。

選択行のシンボルプレビュー表示

選択行のシンボルプレビュー表示

複数登録の場合、［＜］［＞］
ボタンで表示を切り替え

4

5



部品マスタメンテナンス/部品情報部品マスタメンテナンス/部品情報

33

部品情報をダイアログ内で表示できるよう改善しました。

部品情報を編集

リストに表示反映

背景がピンク色のセルは確定(登録)されていない情報

4

3



部品マスタメンテナンス/部品検索結果リスト部品マスタメンテナンス/部品検索結果リスト

34

部品情報をダイアログ内で表示できるよう改善しました。

端子数、付属品
項目の追加

端子情報、付属品情報の色表現はなくなりました。

4



ACAD-Parts / 部品リスト・部品表作成 NEWACAD-Parts / 部品リスト・部品表作成 NEW

35

「情報更新（部品マスタ）」で部品マスタと異なるセルは、赤色で表示する機能を追加しました。

部品マスタの情報と
異なっていたセルが

情報更新で赤色になった例

部品マスタと一致する場合

部品マスタとの
不一致がある

場合



ACAD-Parts /付属品配置 NEWACAD-Parts /付属品配置 NEW

36

盤図に配置された部品を選択し、複数の付属品を配置する機能を追加しました。

付属品情報を持つ盤図シンボルを選択
※コマンドラインに付属品情報が表示される

配置後の付属部品
付属品は尺度1/1で

配置されます。



ACAD-Parts / 部品情報処理-集約ACAD-Parts / 部品情報処理-集約

37

部品情報処理-集約画面にて、付属品グループ名称を複数付属品に対応した書式変更しました

複数の付属品を持つ
部品情報の例

部品情報抽出後の集約画面で
の付属品情報表示例

親部品に付属品の部品コードが
複数表示されている

付属品を個別選択した場合の表記

付属品をグループ、または詳細表示で
した場合の表記



ACAD-Parts / 部品表テンプレートACAD-Parts / 部品表テンプレート

38

「回路図・盤図・部品表照合」に対応できるよう変更しました。

2022
部品表テンプレート作成で作成した部品表のテキスト
は「回路図・盤図・部品表照合」の抽出対象となります。

2021バージョン以前の部品表を対象とする場合、「表
作成・表編集」-「部品表設定」が必要です。

照合対象



出力結果例

チューブマーカーリンクチューブマーカーリンク

39

名称をチューブマーカリンクに変更しました。（旧：ホットマーカーリンク）
壬生電機製プリンタMP-60N用に ampc形式での出力項目を追加しました。

名称変更
旧：ホットマーカーリンク作成

［設定]-[出力フォーマット設定]
にて「AMPC形式TAB区切り」を

選択できるようにしました。

外部出力-CSV出力出力



配線支援/布線処理、測長処理配線支援/布線処理、測長処理

40

リスト作成の出力形式に「CSV」を追加しました。

布線処理 布線リスト

CSVの項目を選択し
「出力」を実行すると、

csvファイルが出力されます。

測長処理 測長リスト

CSVの項目を選択し
「出力」を実行すると、

csvファイルが出力されます。


