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まえがき
　本書は、初めてCADに取り組む人でも、短期間で製図ができるようになるJw_cadの教科書です。
筆者の場合、Jw_cadを覚えるために何冊もの本にトライしましたが、何度も挫折していました。と
いうのも、多くの本では、Jw_cadをある程度使えるようにならないと理解できない内容が最初に書
かれていて、読み進めることが難しかったのです。結局、それらの本ではJw_cadをマスターするこ
とはできませんでした。

　しかし、そういう内容になってしまうのも理解できます。製図にはさまざまな約束事があり、製
造の基礎になる設計図として正確なCADデータを作成する必要があります。そのためにはCADの
仕組みをきちんと理解する必要があり、初めての人には難しいかもしれないが最初にCADの仕組み
を説明した方がいいということなのでしょう。しかし、やはり初心者にはそこが難関で、なかなか
先へ進めないのです。

　そこで本書では、製図の約束事に沿ったCADの設定などは後回しにして、まず図が描けるように
なることを最優先にする構成としました。手書きに例えると、三角定規やコンパスの使い方を最初
にマスターしようということです。その方があまり難しさを感じることなく、自然に学習できるの
です。ちょうどこの本を執筆している間、私はJw_cadを使った職業訓練のクラスを担当していまし
た。「学習者がつまずきやすいのはどういうポイントか」「どのように説明すると分かってもらえるか」
そんなことをダイレクトに実感することが多い現場でした。そこで得たことは、もちろんこの本に
すべて反映しています。できれば次の講座では、この本を教科書に使いたいと考えています。

　この本は私一人で作った本ではなく、できる編集部の皆さんをはじめ多くの人の気持ちが込めら
れた本です。長年お付き合いのある日建学院からは、演習課題として2階建て住宅の設計図をご提
供いただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。
ここまで読んでくださった、あなた、実際にJw_cadを使いながら、CADの学習を始めましょう。
本書を通して私たちがお手伝いします。

2015年2月　稲葉幸行
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このレッスンでは、［接線］コマンドの利
用方法を学びます。2つの円をクリックす
るだけで、それぞれの円に接する線分を
すぐに作図できます。

▶キーワード
コマンド p.309
コントロールバー p.309

ツールバー p.310

接線

円の接線を
作図するには29

接線の始点となる円を指定する1
レッスン❽を参考に［接線.jww］を
開き、画面の表示を拡大しておく

ここでは、［接線］コマンドを利用
して円の接線を作図していく

接線の終点となる円を指定する2
ここをクリック続いて右側の円を指定する

円と円の接線は、円の上と上、下と下
を結ぶ線のほか、円と円をクロスする
方向にも存在します。接線の場合、円
をクリックした位置に近い接点が自動
で指定されます。

クリックした位置に
近い接点が指定される

2つ目の接線の始点となる円を指定する3
2つの円の接線を
作図できた

円の上部をクリックしたので、
上に接線が引かれた

ここをクリック

同様にして円の下部を通る
2つ目の接線を作図する

2つ目の接線の終点となる円を指定する4
右側の円の下部を
指定する

円の下に接線を作図できた

ここをクリック

このレッスンでは、2つの円の接線を
引きましたが、点から円に接線を引く
には、コントロールバーの［点→円］
を選択します。また［角度指定］を選
択し、適切な始点と終点をクリックす
ると、角度を指定して接線を引けます。

指定した点から円に
接線を引くこともできる

指定した点から接線を
作図できた

❶［点→円］をクリック

❷ここを右
クリック

❸ここを
クリック

点から円への接線は、補助線を2本引
くだけでも作図できますが、円と円の
接線は、［接線］コマンドがないと簡
単には作図できません。円を選択する
だけで作図できる［接線］コマンドは、
とても便利なコマンドです。円をクリッ
クするときは、接点付近のだいたいの
位置をクリックすれば、クリックした
位置を基に、Jw_cadが接点の位置を
計算してくれます。
なお、このレッスンで描いた接線は、
円の真上や円の真下の点を結んだ線と
は異なることに注意してください。

2つの円を指定する

このレッスンで使う練習用ファイル
接線.jww

❶［接線］を
クリック

❷［円→円］が選択されて
いることを確認

❸ここを
クリック

一方の円の上部ともう一方の
円の下部を通る接線を引くこ
ともできる

クリックした位置に近い接点
で線が引かれる

接線の終点となる円の位置を間違って
クリックしたときは、画面左のツール
バーにある［元に戻す］ボタンをクリッ
クしてください。再度接線の始点から
指定をし直しましょう。

間違った場合は？

接線 p.309

c＋O ·············開く

ショートカットキー

左ページのつめでは、
章タイトルで
ページを探せます。

レッスン
見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説

やりたいことが見つけやすい	
レッスンタイトル
各レッスンには、「○○をするには」や「○○って
何？」など、“やりたいこと”や“知りたいこと”
がすぐに見つけられるタイトルが付いています。

機能名で引けるサブタイトル
「あの機能を使うにはどうするんだっけ？」そんな
ときに便利。機能名やサービス名などで調べやす
くなっています。

手		順

手順見出し
「○○を表示する」など、
1つの手順ごとに内容
の見出しを付けていま
す。番号順に読み進め
てください。

操作説明
「○○をクリック」など、それぞれの
手順での実際の操作です。番号順に
操作してください。

解説
操作の前提や
意味、操作結
果に関して解説
しています。

必要な手順を、すべての画面と
すべての操作を掲載して解説
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クするときは、接点付近のだいたいの
位置をクリックすれば、クリックした
位置を基に、Jw_cadが接点の位置を
計算してくれます。
なお、このレッスンで描いた接線は、
円の真上や円の真下の点を結んだ線と
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接線.jww

❶［接線］を
クリック

❷［円→円］が選択されて
いることを確認

❸ここを
クリック

一方の円の上部ともう一方の
円の下部を通る接線を引くこ
ともできる

クリックした位置に近い接点
で線が引かれる

接線の終点となる円の位置を間違って
クリックしたときは、画面左のツール
バーにある［元に戻す］ボタンをクリッ
クしてください。再度接線の始点から
指定をし直しましょう。

間違った場合は？

接線 p.309

c＋O ·············開く

ショートカットキー

キーワード
そのレッスンで覚えておきたい用語の一覧です。巻末の用語集
の該当ページも掲載しているので、意味もすぐに調べられます。

間違った場合は？
手順の画面と違うときには、まずここを見てください。操
作を間違った場合の対処法を解説してあるので安心です。
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c＋O ·············開く
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※ここに掲載している紙面はイメージです。

　実際のレッスンページとは異なります。

レッスンで使う練習用ファイル
手順をすぐに試せる練習用ファイルを用意しています。
章の途中からレッスンを読み進めるときに便利です。

ショートカットキー
知っておくと何かと便利。キーボードを組み合わせて
押すだけで、簡単に操作できます。

Point
各レッスンの末尾で、レッス
ン内容や操作の要点を丁寧に
解説。レッスンで解説してい
る内容をより深く理解するこ
とで、確実に使いこなせるよ
うになります。

HINT!
レッスンに関連したさまざま
な機能や、一歩進んだ使いこ
なしのテクニックなどを解説
しています。

右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。
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第1章

Jw_cadで作図演習を始める前に、ウォーミングアップを
しておきましょう。この章では、初期設定を変更して、使
いやすい環境を整える方法を解説します。Jw_cadの特徴
を知り、作図・編集ツールを使うときの基本操作を学びま
しょう。
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▶キーワード
CAD· p.308
コマンド· p.309

CAD（Computer Aided Design）は「コ
ンピューター支援による設計」と訳さ
れており、コンピューターを利用した
設計システムを指します。JIS（日本
工業規格）では「製品の形状、その他
の属性データからなるモデルを、コン
ピューターの内部に作成し解析・処理
することによって進める設計。」と定
義されています。中でも、製図を目的
としたソフトウェアをCADと呼ぶこと
もあります。
製図システムは、1960年代にその原
型ができたと言われています。当時は
汎用機と呼ばれる大型コンピューター
が必要でしたが、その後パソコンでも
使えるCADが登場し、一般に普及する
ようになりました。「Jw_cad」をはじ
め、多くの製図用CADはWindows用
に作られており、Mac OSで動作する
CADは「VectorWorks」やフリーソ
フトの「DraftSight」などがあります。
イラストを作成するグラフィックソフ
トでも円や四角などの図形を描けます
が、CADは精密に描けるという点が異
なります。CADではデータの正確さが
重要なのです。

CAD って何？

1 CADとはどんなソフトウェアなのでしょう
か？ CADソフトにもいろいろあります。
Jw_cadはどんな特徴を持ったCADソフト
なのでしょうか？CADソフト

Jw_cad って何？

汎用的な2次元CADソフト

CADソフトは「専用CAD」と「汎
はんよう

用CAD」に分類されます。
専用CADは設計対象を絞って、設計から製図、積算などを行うソフ
トウェアです。建築分野の「住宅専用CAD」「建築設備CAD」、土
木分野の「下水道設計CAD」「道路設計CAD」などが専用CADです。
専用CADでは特殊な条件に対応するのは難しいため、専用CADで
作った図面を汎用CADで修正することもあります。
「汎用CAD」は、線分や円などの汎用的な図形を組み合わせて、図
面を作っていくソフトです。図形の修正など、どのような条件にも
対応できるように、豊富なコマンドが用意されているのが特徴です。
Jw_cadは汎用CADに分類される2次元CADで、建築製図に適した
コマンドが豊富なため、建築系の設計で多く利用されています。

●CADソフトの種類

分野 主な CAD ソフト
汎用CAD Jw_cad、AutoCAD、DraftSight など

専用CAD

建築 Vectorworks など
機械 CATIA、SolidWorks、Inventor など
土木 AutoCAD·Civil·3D、V-nas など
設備 CADEWA·Real、CADWe'll·Tfas など

一口にCADといっても、分野ごとにさまざまなソフトウェアが
ある。Jw_cadは主に建築分野で利用されている
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Jw_cadはWindowsで動作する2次元
汎用CADです。建築製図に便利な機
能を搭載しており、建築分野で多く利
用されています。高機能でありながら
フリーソフトなので、個人でも手軽に
導入できます。ユーザー間での情報交
換も盛んで、初心者のための情報源が
多いので、パソコンでの製図を始める
のに最適なソフトウェアです。

パソコンで本格的な
製図ができる

無料・高機能で多くのユーザーが支持

Jw_cadは、清水治郎氏と田中善文氏が開発した2次元汎用CADで
す。Windowsやインターネットが普及する以前に、パソコン通信
を通じてフリーソフトとして公開され、今日まで無償で提供されて
います。メーカー製ソフトのようなユーザーサポートはありません
が、インターネットには多くのユーザーが集まる情報交換室や相談
室、個人のホームページといった多くの情報源があります。
操作方法は独特ですが、慣れてしまえば、手になじんだスムーズな
操作ができるようになります。作図機能の完成度が高く、作図の手
順が少ないので、能率的な作図ができます。また、建築確認申請に
必要な、日影図や天空率計算の機能も持っており、建築分野で多く
使用されています。

Jw_cadは無料で高機能のため、個人でも手軽に
パソコンにインストールして製図ができる

VectorWorksは、壁などの属性を持っ
た 立 体 も 作 れ る3D-CADで す。
AutoCADは、最も利用ユーザー数が
多い3D-CADです。製図だけに機能を
絞った、AutoCAD LTという製品もあ
ります。

代表的なCADソフトを
知ろう

●VectorWorks

●AutoCAD

属性を持った立体を
作図できる

最も利用している
ユーザー数が多い
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2 Jw_cadを
使えるようにしよう
インストール

付属のCD-ROMには、Jw_cadのインストー
ルプログラムを収録しています。このレッ
スンでは、Jw_cadを使用するために必要
なインストールの手順を紹介します。

Windows 8.1/8でCD-ROMをセット
すると、画面の右上に「トースト」と
いう付せんのようなメッセージが表示
されます。このメッセージは、時間が
経つと消えてしまいます。そのときは、
次ページのHINT!を参考にタスクバー
の［エクスプローラー］をクリックして、

［（ドライブ名）］-［jww］フォルダー
をクリックしましょう。

トーストが消えて
しまったときは

CD-ROMをセットする1

トーストの項目を選択する2

付属CD-ROMを
用意しておく

CDドライブに付属の
CD-ROMをセット

セットしたメディアの操作に
関する通知が表示された ◆トースト

❶トーストを
クリック

セットしたメディアに関する
操作の一覧が表示された

❷［フォルダーを開いてファイル
を表示］をクリック

通常、Windows 7以前のパソコンに
CD-ROMを挿入すると、［自動再生］
ダイアログボックスが表示されます。

［フォルダーを開いてファイルを表示］
をクリックすると、CD-ROMの内容が
表示されます。

Windows 7や
Windows Vistaで
操作するには

［フォルダーを開いてファイルを
表示］をクリックして、手順3か
ら操作する

＋D ··········· デスクトップの表示
＋E ···········

エクスプローラーの起動

ショートカットキー
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Jw_cadのインストール先は、初期設
定で「C: ¥］になっています。手順5
で［参照］ボタンをクリックすると変
更できますが、初期設定のまま操作を
進めましょう。インストール先を変更
すると、CADデータの保存先を正しく
指定できないことがあります。Jw_
cadがインストールされたフォルダー
を表示するには、以下の手順で操作し
ます。［jww］フォルダーには、Jw_
cad本体のほかに、部品データなどの
いろいろなファイルもインストールさ
れています。

インストール先は
標準のままにしておく

インストーラーを実行する3

インストール先を指定する5

エクスプローラーが起動し、
CD-ROMの内容が表示された ◆エクスプローラー

［jww711］を
ダブルクリック

インストールを許可する4
［ユーザーアカウント制御］ダイアログ
ボックスが表示された

インストールを許可して、
操作を進める

［はい］を
クリック

インストールするフォルダー
を指定する画面が表示された

ここでは標準の設定のまま、
インストールを進める

［OK］を
クリック

❶［エクスプローラー］を
クリック

デスクトップを表示しておく

エクスプローラーが
起動した

［jww］をダブルクリックすると、
Jw_cadのフォルダーが表示される

❷［ローカルディスク（C:）］
をダブルクリック
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アプリビューに登録する6
手順6で［はい］ボタンをクリックす
る と、Windows 8.1/8で は ア プ リ
ビ ュ ー、Windows 7やWindows 
Vistaでは［スタート］メニューにJw_
cadのアイコンが登録されます。Jw_
cadを簡単に起動できるように［はい］
ボタンをクリックしておきましょう。

アイコンをアプリビューや
［スタート］メニューに
登録できる

「Jw_cadをスタートメニューに登録しますか？」
というメッセージが表示された

［はい］を
クリック

インストールが完了した7
Jw_cadのインストールが完了し、「Jw_cad
をインストールしました。」というメッセージが
表示された

［OK］を
クリック

Jw_cadのショートカットア
イコンが含まれるフォルダ
ーが表示された

［Jw_cad］フォルダーが表示された8
［閉じる］をクリックして、CD-ROMの
内容が表示されているフォルダーウィ
ンドウを閉じておく

Windows 8.1/8の場合、手順6で［は
い］ボタンをクリックするとアプリ
ビューにJw_cadのアイコンが登録さ
れます。以下の手順で操作して、Jw_
cadがアプリビューに登録されている
ことを確認しましょう。

アプリビューを
確認するには

❷［スタート］を
クリック

◆［スタート］
ボタン

スタート画面が
表示された

❸ここを
クリック

アプリビューが
表示された

❹ここを右にド
ラッグしてスク
ロール

❺［Jw_cad］のアイコンが
登録されていることを確認

❶デスクトップの左下にマウス
ポインターを合わせる
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このレッスンでは、CD-ROMに保存さ
れていたJw_cadをハードディスクの
所定のフォルダーにコピーする「イン
ストール」の手順を紹介しました。パ
ソコンでソフトウェアを使う場合は、
はじめにインストールという操作が必
要です。インストールが必要なのは、
最初の1回だけです。以降は登録した
アイコンから、いつでもJw_cadを起
動できます。

インストールすれば
すぐにJw_cadが使える

ショートカットアイコンを
デスクトップに追加する9

起動しやすいように、Jw_cadのショートカット
アイコンをデスクトップに設置する

❸［デスクトップ（ショートカット
を作成）］をクリック

❷［送る］にマウスポインターを
合わせる

❶［Jw_cad］を
右クリック

Windows 8.1/8でJw_cadのタイルを
スタート画面に登録するには、アプリ
ビューでアイコンを右クリックして表
示された一覧で［スタート画面にピン
留めする］を選びます。

タイルをスタート画面に
登録するには

❶［Jw_cad］を右クリック

❷［スタート画面にピン留めする］
をクリック

アプリビューを表示しておく

スタート画面にタイルが
登録される

デスクトップにJw_cadのショートカット
アイコンが追加された

［閉じる］を
クリック

ショートカットアイコンが追加された10
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3 拡張子の設定を
変更するには
フォルダーオプション

Windowsでは、種類を表す拡張子という
記号がファイルに付いています。初期設
定のままでは、拡張子が表示されないの
で、設定を変更しましょう。

設定チャームを表示する1

［コントロールパネル］の画面を表示する2

デスクトップを
表示しておく

❶画面の右下にマウス
ポインターを合わせる ◆チャーム

チャームが
表示された

❷［設定］を
クリック

設定チャームが
表示された

◆設定チ
ャーム

設定チャームから、Windowsの
設定画面を表示できる

［コントロールパネル］
をクリック

Windows 7以 前 の パ ソ コ ン で は、
チャームは表示されないので、以下の
手順で操作します。画面左下の［スター
ト］ボタンをクリックして、［スタート］
メニューを表示します。次に［スタート］
メニューの右側にある［コントロール
パネル］をクリックしてください。

Windows 7以前の
パソコンの場合は

＋D ··········· デスクトップの表示
＋I ··········· 設定チャームの表示

ショートカットキー

Windows·7以前のパソコンの
場合は、［スタート］メニューか
ら［コントロールパネル］を開く

❶［スタート］
をクリック

❷［コントロールパ
ネル］をクリック
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ファイルの種類を表す拡張子はシステ
ムにとって重要なため、むやみに変更
できないように、Windowsの初期設
定では表示されません。しかし、上の
HINT!で解説している通り、バックアッ
プファイルの利用時は拡張子の変更が
必須です。Windowsでさまざまなファ
イルを利用するときは、ファイルを見
分けるのに拡張子が役立ちます。業務
でパソコンを使うときなどもこのレッ
スンで紹介した方法で拡張子を表示す
るといいでしょう。

ファイルの種類を
拡張子で見分けよう

「◯◯.jww」を開いて作業し、上書き
を行うと、元のファイルは「◯◯.
bak」として別ファイルに保存されま
す。「.bak」を「.jww」に書き換えれば、
バックアップを使用できます。ファイ
ル名が重複しないように、バックアッ
プされていたファイルの名前は別の名
前に変更しておきましょう。

ファイルのバックアップが
自動で作成される

［フォルダーオプション］ダイアログボックスを
表示する3

表示の設定を変更する4

❶［デスクトップのカスタマイズ］
をクリック

［コントロールパネル］の
画面が表示された

［デスクトップのカスタマイズ］
の画面が表示された

❷［フォルダーオプション］を
クリック

［フォルダーオプション］ダイアログ
ボックスが表示された

❹［OK］を
クリック

ファイルの拡張子が
表示される

❸［登録されている拡張子は表
示しない］をクリックしてチェ
ックマークをはずす

❷ここを下にドラッグ
してスクロール

❶［表示］タブを
クリック

ファイルに変更を加えて上書き
保存すると、1つ前の状態のフ
ァイルがバックアップされる

拡張子を「.jww」に書き換えると、
Jw_cadで開けるようになる

元のファイル名と同名に
ならないように注意する
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 Jw_cadを使うには

起動、終了

ソフトウェアはインストールしただけで
は、まだ使用できません。起動という操作
で利用できるようになります。このレッス
ンでは、起動と終了の方法を解説します。

Jw_cadを起動する1
Jw_cadの起動

デスクトップを
表示しておく

Jw_cadのショートカットアイコンがデスクト
ップにないときは、レッスン❷の手順9の方法
でショートカットアイコンを追加しておく

［Jw_cad］をダブルクリック

レッスン❷の手順6で［はい］ボタン
をクリックしていれば、［スタート］メ
ニューからJw_cadを起動できます。
Windows Vistaでも同様の方法で
Jw_cadを起動できます。

Windows 7でJw_cadを
起動するには

❶［スター
ト］をクリ
ック

❷［すべてのプログ
ラム］にマウスポイ
ンターを合わせる

❸［Jw_cad］
をクリック

❹［Jw_cad］
をクリック

Jw_cadが起動した

＋D ············デスクトップの表示
a＋¢ ·····終了

ショートカットキー

Jw_cadのウィンドウを最大化する2
Jw_cadが起動した ［最大化］をクリック
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ソフトウェアを起動すると、ハードディ
スクに保存されていたプログラムが、
コンピューターのメモリーに読み込ま
れます。使用しないときは、メモリー
を空にするために、終了操作を行いま
す。毎回行う操作なので、あらかじめ
Jw_cadのショートカットアイコンを
デスクトップに登録しておくと、手早
く操作できます。ソフトウェアの起動
と終了をスムーズに実行できるように
しておきましょう。

ショートカットアイコンがあれば
起動が簡単

Windows 8.1/8では 以 下の 手 順で
Jw_cadのボタンをタスクバーにも登
録できます。タスクバーは、現在実行
中のソフトウェアを表示するだけでな
く、ボタンの登録場所でもあるのです。

アイコンをタスクバーに
登録するには

Jw_cadを終了する3
Jw_cadの終了

Jw_cadが終了した4
Jw_cadが終了し、デスクトップが
表示された

ここでは［閉じる］をクリックして
Jw_cadを終了する

18ページのHINT!を参考に
アプリビューを表示しておく

Windows·7の場合は、［スタ
ート］メニューのアイコンを右
クリックして［タスクバーに表
示する］をクリックする

❷［タスクバーにピン留めする］
をクリック

❶［Jw_cad］を右クリック

［閉じる］を
クリック
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コントロールバー· p.309
作図ウィンドウ· p.309
ステータスバー· p.309

ツールバー· p.310
メッセージ· p.310

タイトルバー· p.310

メニューバー· p.311
［レイヤグループ］バー· p.311
［レイヤ］バー· p.311

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 Jw_cadの画面を
確認しよう
各部の名称、役割

Jw_cadの画面には、たくさんのメニュー
やボタンがあります。具体的な使い方は、
順を追って覚えていくことにして、ここで
は大づかみに理解しておきましょう。

Jw_cadの画面構成

Jw_cadの画面には、中央に作図するための領域が表示されます。
その周りにはたくさんのボタンが配置され、作図や編集に必要な情
報を1つの画面で確認できるようになっています。下の画面を見て
ください。左右のツールバーにあるボタンは作図や編集を実行する
ときに利用します。コントロールバーは作図や編集に必要な情報を
入力する領域で、ステータスバーは操作時のヘルプや重要なメッ
セージが表示される領域と覚えておくといいでしょう。初めて見た
ときは、難しそうと感じるかもしれませんが、Jw_cadの操作に慣れ
てくれば、確認が必要な情報が分かってくるので心配はありません。
画面の構成要素には名前が付いています。ここでは、その役割や機
能を紹介します。

❺ステータスバー ❻ツールバー

作図ウィンドウ❹

コントロールバー❸❶タイトルバー ❷メニューバー

❼［レイヤ］
バー

［レイヤグル
ープ］バー

❽
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Jw_cadのツールバーには、コマンド
を実行できるボタンが数多く用意され
ています。初めてJw_cadを使う人は、
画面を見て面食らったかもしれませ
ん。しかし、作図にすべてのボタンを
利用するわけではなく、よく利用する
ボタンは限られています。初めからボ
タンを全部覚えようとせず、作図に応
じて利用するボタンを覚えていけばい
いのです。本書のレッスンと練習問題
を1つ1つ進めれば、ボタンの機能や役
割を無理なく覚えられます。

ボタンを全部覚えなくていい

Jw_cadのウィンドウサイズを変更し
てから全画面で表示すると、ツール
バーのレイアウトが乱れることがあり
ます。そのときは、以下の手順で初期
状態に戻しましょう。

ツールバーのレイアウトを
初期状態に戻すには

❹作図ウィンドウ
作図するための領域で、指定した用紙の範囲を赤い点線で表示できます。
用紙範囲の外側にも作図できます。

❶タイトルバー
タイトルバーには、ファイル名が表示されます。ファイルを保存していな
いときは、ファイル名が「無題」になっています。

❷メニューバー
項目名をクリックしてコマンドの一覧を表示し、コマンド名をクリックし
て、作図や編集などのツールを実行します。ツールバーのボタンに登録さ
れていないコマンドを実行するときなどに利用します。

❸コントロールバー
長さや角度など、作図や編集の際に必要な情報を入力するための領域で
す。実行しているコマンドによって、表示される内容が異なります。

❼［レイヤ］バー
レイヤーとは、CADデータを分類する機能で、Jw_cadには０からFまで
の16個のレイヤーがあります。［レイヤ］バーには、書き込み対象のレイ
ヤーを切り替えたり、表示状態を変更したりするボタンがあります。

❻ツールバー
よく利用するコマンドが登録されたボタンがある領域です。

❽［レイヤグループ］バー
Jw_cadではレイヤーグループ1つにつき、16個のレイヤーを利用できま
す。［レイヤグループ］バーのボタンを利用すれば、書き込み対象レイヤー
グループの切り替えや表示状態の変更が可能です。

❺ステータスバー
Jw_cadは、マウスの左ボタンクリックや右ボタンクリックでできること
が、コマンドによって異なることがあります。例えば、マウスの左ボタン
で行う操作を「(L)」、マウスの右ボタンで行う操作を「(R)」というよう
な操作の指示が表示されます。

作業状態によってステータスバーに
表示される内容が変わる

ダブルクリックや右ダブルクリックは、
「（LL）」や「（RR）」などと表示される

❷［ツールバー］をクリック

❶［表示］をクリック

❸［初期状態に戻す］をクリック
してチェックマークを付ける

❹［OK］をクリック
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6 Jw_cadの操作環境を
設定するには
基本設定

Jw_cadは、画面表示やマウスの機能など
をカスタマイズして、使いやすくできます。
本書で解説する画面と表示が同じになる
ようにJw_cadの設定を変更しましょう。

Jw_cadには、作図ウィンドウでマウ
スをドラッグするだけで、コマンドを
実行できる「クロックメニュー」とい
う機能があります。ドラッグする方向
を時計の文字盤に見立て、1時方向の
コマンド、2時方向のコマンドと割り
当てられていることからクロックメ
ニューと呼ばれています。マウスを少
しドラッグするだけでコマンドを実行
できますが、慣れが必要なのでこの
レッスンではクロックメニューをオフ
にします。Jw_cadの操作に慣れてき
たら手順1 〜 2の方法でクロックメ
ニューをオンに設定するといいでしょ
う。なお、巻末には切り離して使える
クロックメニューの一覧表を掲載して
います。

クロックメニューって何？

基本設定の画面を表示する1

クロックメニューの設定を変更する2

レッスン❹を参考に、
Jw_cadを起動しておく

❷［基本設定］を
クリック

❶［設定］を
クリック

基本設定の画面が
表示された

ここではクロックメニューを
使用しない設定に変更する

❶［一般(1)］タブを
クリック

❷［クロックメニューを使用しない］を
クリックしてチェックマークを付ける

線を消去したとき、その線の下に重
なっていた線も、消えたままになりま
す。［消去部分を再表示する］にチェッ
クマークを付けると、すぐに画面の表
示が更新され、下にあった線が見える
ようになります。

図形の削除時にほかの図形が
消えないようにするには
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基本設定の画面では、ユーザーの好み
や作図のスタイルによってJw_cadの
設定を柔軟にカスタマイズできます。
このレッスンでは、筆者が普段Jw_
cadの講座で指導するときに設定する
環境を紹介しました。Jw_cadの操作
に慣れたら、基本設定の画面で自分が
操作しやすくなるように設定を変更し
てみましょう。ただし、何を変更した
のかが分からなくなってしまうことも
あるので、慣れないうちは必要な設定
のみを変更するようにしましょう。

操作環境を整えよう

基本設定の画面で［用紙枠を表示する］
をクリックしてチェックマークを付け
ると、用紙サイズを表す赤い点線が作
図ウィンドウに表示されます。通常、
プリンターには、用紙の周囲に印刷で
きない範囲（余白）があるので、実際
に印刷できるのは、赤い点線の枠より
も、ひと回り狭い範囲になります。なお、
プリンター設定を変更しても、作図
ウィンドウに表示される赤い点線の範
囲は変わりません。

用紙枠は印刷範囲とは異なる再描画と用紙枠の設定を変更する3

ズーム操作の設定を変更する4

続けて、消去部分を再表示して、
用紙枠を表示する設定に変更する

続けて、マウスのホイールで画面表示の拡大や
縮小ができるように設定を変更する

❸［OK］を
クリック

手順2〜 4で変更した
設定を反映させる

設定が変更された

❷［マウスホイール］のここをクリックして
チェックマークを付ける

❶［一般(2)］タブを
クリック

❷［用紙枠を表示す
る］のここをクリック
してチェックマーク
を付ける

❶［消去部分を再表示
する］のここをクリッ
クしてチェックマー
クを付ける

［マウスホイール］の［-］をクリック
してチェックマークを付けると、マウ
スのホイールを奥に回転させると、画
面の表示が拡大し、手前に回転させる
と縮小します。［+］にチェックマーク
を付けると、その逆で表示が変わりま
す。

ホイールマウスで表示の
拡大と縮小ができる
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7 マウスの使い方を
確認しよう
マウスの使い方

Jw_cadはマウスを多く使うソフトです。
マウスの使い方は、よく分かっているかも
しれませんが、このレッスンではJw_cad
ならではの操作方法を解説します。

マウス操作はJw_cadの基本

Jw_cadは、作図や図形の編集の多くでマウスを利用します。その
ため、一般的なWindowsのソフトウェアと異なり、マウスの右ボタ
ンでできる操作が多く、左右のボタンを利用する場合もあります。
画面上で、マウスの動きに連動した矢印を「マウスポインター」と
言います。矢印の先端が、指し示している点です。マウスボタンを
押す操作を「プレス」、放すことを「リリース」と言います。
同じ場所でプレスとリリースを行うことを「クリック」と言います。
場所がずれてしまうと、クリックにはなりません。短い間隔で2回
クリックすると、「ダブルクリック」になります。また、プレスした
ままマウスを動かすことを「ドラッグ」と言います。特に、次のペー
ジで紹介している「右ダブルクリック」や「両ボタンクリック」は
Jw_cadを便利に使いこなすために欠かせない操作です。

◆ダブルクリック
マウスポインターを目的の位置に合わせて、
左ボタンを2回連続で押して、指を離すこと

◆クリック
マウスポインターを目的の位置に合わせて、
左ボタンを1回押して指を離すこと

ツールバーのここにマウスポインター
を合わせ、右にドラッグ

ツールバーがウィンドウで
表示された

◆ドラッグ
左ボタンを押したままマウスポインターを
動かし、目的の位置で指を離すこと
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マウスの右ボタンは、補助的に使うと
いうのがWindowsの基本作法ですが、
Jw_cadは右ボタンだけでなく、左右
のボタンを使って操作するのが特徴で
す。両ボタンクリックや両ボタンドラッ
グなど、はじめは手がつりそうになる
かもしれません。独自の操作に戸惑う
こともあるかもしれませんが、マウス
を活用できるように練習を重ねましょ
う。慣れてくるとほかのソフトウェア
で両ボタンドラッグをしてしまうこと
もありますが、そうなればしめたもの
で、Jw_cadが上達してきた証です。

多様なマウス操作を
使い分けよう

◆右クリック／右ダブルクリック／右ドラッグ
マウスの右ボタンでクリック／ダブルクリック／
ドラッグすること。Jw_cadは、右ボタン操作や
両ボタンでできる操作が多い

中心点が取得された
線の上でマウスを右方向に
右ボタンドラッグ

◆両ボタンクリック／両ボタンドラッグ
マウスの左右両方のボタンでクリック／ド
ラッグすること。Jw_cadは左右のボタン
でできる操作が多い

選択した範囲が
拡大表示される

❶ここにマウスポインター
を合わせる

❷ここまで両ボタン
ドラッグ
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8 画面の表示を
拡大するには
拡大表示、移動表示

正確な図面を素早く描くには、画面の拡
大表示や移動が肝となります。練習用ファ
イルを使って画面を拡大する方法と画面
を移動する方法をマスターしましょう。

練習用ファイルの表示

［ファイル選択］ダイアログボックスを表示する1
練習用ファイルを開くために、［ファイル選択］
ダイアログボックスを表示する

❶［ファイル］
をクリック

❷［開く］を
クリック

練習用ファイルを選択する2
［ファイル選択］ダイアログ
ボックスが表示された

ここでは、「拡大表示、移動表示.jww」
という練習用ファイルを使用する

❶［Users］-［（ユーザー名）］-［Documents］
-［練習用ファイル］-［第1章］の順にクリック

❷［拡大表示、移動表示］
をダブルクリック

付録2を参考に、練習用ファイルを［ドキュ
メント］フォルダーにコピーしておく

このレッスンで使う練習用ファイル
拡大表示、移動表示.jww

c＋O ············· 開く

ショートカットキー

ウィンドウを最大化すると、ウィンド
ウの右上にある［最大化］ボタン（
）が、［元に戻す］ボタン（ ）に変
わります。最大化したウィンドウを元
のサイズに戻すときは、［元に戻す］
ボタンをクリックしましょう。

ウィンドウを元の
サイズに戻すには

最大化したウィンドウを
元のサイズに戻す

［元に戻す］をクリック
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ここでは［ファイル］メニューから練
習用ファイルを開きましたが、画面右
側のツールバーにある［開く］ボタン
をクリックしても、［ファイル選択］ダ
イアログボックスを表示できます。

ツールバーから
ファイルを開くには

画面の拡大表示と移動

画面の表示を拡大する3
練習用ファイルが
表示された

ここでは、画面の左にある
長方形の表示を拡大する

❶ここにマウスポインター
を合わせる

❷ここまで両ボタン
ドラッグ Jw_cadを起動

しておく

［ファイル選択］ダイアログ
ボックスが表示される

［開く］を
クリック

Jw_cadは、両ボタンドラッグでズー
ムを行うのが基本操作です。ただし、
レッスン❻で、ホイールボタンでズー
ムできるように設定したので、大まか
なズームのときは、ホイールボタンも
積極的に利用しましょう。

ホイール操作でも
画面を拡大できる

画面の右側を表示する4
長方形が拡大
表示された

画面の右にある円を
表示する

❶ここを両ボタン
クリック

画面の右側が
表示された

さらに画面の右側
を表示する

❷ここを3回、両ボタン
クリック
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手順5や手順6でマウスを動かして、赤
い線が表示されたときは左クリックに
なってしまっています。eキーを押
して元に戻してから、操作をやり直し
ましょう。

間違った場合は？

両ボタンクリックは、普段行わない操
作なので、慣れないうちは難しいかも
しれません。そこで、まず確実にボタ
ンをプレスしてください。指をボタン
から離すまではクリックになりません。
両方のボタンをプレスすると、マウス
ポインターの近くに「移動」という文
字が表示されます。「移動」の文字を
確認し、ボタンから指を離しましょう。

両ボタンクリックの
操作を確実に行うには

通常、画面の拡大や縮小ができるソフ
トウェアではスクロールバーで表示位
置を変更できます。しかし、Jw_cad
にはスクロールバーがありません。こ
のレッスンの手順で繰り返し操作して
練習を重ねましょう。

スクロールバーは
表示されない

前の表示倍率に戻す6
画面の表示が
縮小された

画面の表示を前
の倍率に戻す

❶作図ウィンドウの任意の場所に
マウスポインターを合わせる

❷左下に両ボタン
ドラッグ

画面の右にある円が表示された5

❷左上に両ボタン
ドラッグ

❶作図ウィンドウの任意の場所に
マウスポインターを合わせる

画面の表示を
縮小する


