
AutoCADは無料でダウンロードして使えます！
AUTODESK のホームページより、「学生＆教育機関」をクリックし、"AutoCAD"を選択してインストールする。

ＡｕｔｏＣＡＤ2016操作説明 Ver.1
１．操作画面の設定

メニューバーを表示させる

ページ１

メニューバー

リボン

タブ

ここをクリックしメニューバーを表示させる

AutoCADを選択し、

以下ｱｶｳﾝﾄを登録

してダウンロード



２．製図環境の設定

①図面サイズを設定する

A4の場合の図面サイズ指定

mvsetup ⇒ n ⇒ m ⇒ 1 ⇒ 297 ⇒ 210

用紙 横 縦
Ａ１ 841 594
Ａ２ 594 420
Ａ３ 420 297
Ａ４ 297 210

12-401A教室＝plot41a　／　12-401B教室＝plot41b
12-402A教室＝plot42a　／　12-402B教室＝plot42b
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用紙サイズ（mm）

ここのリボンの右下角の矢印をクリックし、

ファイル－新規作成をクリックし、開くボタンの右横をクリックし、「テンプレートなしで開く－メートル(M)」 をクリック

ファイル－ページ設定管理をクリックし、修正をクリック

教室のプロッターに設定

印刷する用紙のサイズを選択

用紙にフィットをチェック

図面範囲を選択

画面下のコマンド入力行に次のコマンドを

直接入力する

印刷の中心をチェック



② オブジェクトプロパティ管理の設定をする

作図する前に設定しておくこと

③ 作図に必要な線種を準備しておく
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ここのリボンの右下角の矢印をクリックし、

オブジェクトを画層で管理できる様に設定しておく。

一般項目のうち、色・線種・線の太さ・透過性を Bylayer に設定する。

線種尺度は 0.5 に設定し、作図しながら調整すること（点線・一点鎖線等）。

（個別に調整する場合はオブジェクトを選択し、プロパティ管理で変更可能）

形式 － 線種設定 － ロードをクリックする
ＳＨＩＦＴを押しながら

すべての線種を選択しＯＫ



④ 線種を画層に割り付ける

良く使う線の推奨値
名称 線の太さ 注）線の太さの比率は　4：2：1となるよう
外形線 実線 Continuous 0.5 　　に設定
かくれ線 破線 HIDDEN2 0.25
中心線 一点鎖線 CENTER2 0.13
寸法線 実線 Continuous 0.13

　　オブジェクトの線種変更
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線種

ここをクリックし、画層プロパティー管理を開く

ここで右クリックし、

「画層を新規作成」を選択して

よく使う線種を追加する。

（外形線、かくれ線、中心線、寸法線）

ここをクリックし線の名称、色、線種、線の太さを順次設定

線種の尺度はオブジェクトプロパティー管理で設定する

オブジェクトを選択しておき、

ここのプルダウンメニューから

指定する画層をクリック

ｳｨﾝﾄﾞｳ幅を広げて線の太さ・線種等

を表示させる

個別に設定する場合は

ByLayer以外で直接指定する



３．マウス操作

右クリック
　オブジェクトを選択しないで右クリック ショートカットメニュー
　オブジェクトを選択して右クリック 編集のショートカットメニュー
　Ｓｈｉｆｔを押しながら右クリック オブジェクトスナップやトラッキングに関するショートカットメニュー

ホイールボタン操作
　押して移動 画面全体を平行移動する

　拡大「窓ズーム」 ホイールボタン
  手前：拡大
  逆　 ：縮小

ホイールボタン　
  ダブルクリック：オブジェクト範囲拡大

オブジェクトの選択
窓選択

囲った窓枠内のオブジェクトを選択

一部解除は[shift]を押しながらクリック

交差選択
囲った窓枠に掛かるオブジェクトを選択

一部解除は[shift]を押しながらクリック
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１点目

２点目



４．作図の練習

１）基本操作 マウスで方向を指示して

距離を指定して直線
注）直交モードをオンにすると縦又は横だけ作図可能となる

作成　→　線分　→　30　→　ENTER
　　

相対座標で直線 相対 横
縦 注）斜めに線を引く場合は直行モードはオフ

　　　
作成　→　線分　→　＠100,50　→　ENTER

距離、角度を指定して直線 寸法（斜め実寸） 角度 注）角度は極トラッキングをオンにすると便利

作成　→　線分　→　＠40＜30　→　ENTER

オフセット（一定間隔で線を引く）
　線を選択　→　修正　→　オフセット　→　　オフセット寸法入力　→　ＥＮＴＥＲ　→　オフセット側をクリック

Ｍを入力すると続けて処理が可能

トリム （図形を部分的に削除） 　　削除
オブジェクトを選択　→　修正　→　トリム　→　線分の交点より削除側をクリック
（交点のない線分は　Delete　で削除）

延長 （指定した境界まで、線を延長）
境界となる線をクリック　→　修正　→トリム　→　延長する線をクリック

（中心より延長側をクリック）

延長
長方形 注）ＤＹＮをオン

作成　→　長方形　→　１点目をクリック　→　横寸法入力　→　タブ　→　縦寸法入力　→　ENTER

円 注）ＤＹＮをオン

作成　→　円　→中心、半径　→　中心位置クリック　→　ｒ寸法入力　→　ENTER

面取り Ｍを入力すると続けて処理が可能
ENTERでも同様に続けて処理が可能

　　　修正　→　面取り　→　ｄ　→　ENTER　→　10　→　ENTER　→　10　→　ENTER　→　線１　→　線２

ｒ面取り Ｍを入力すると続けて処理が可能
ENTERでも同様に続けて処理が可能

　　　修正　→　フィレット　→　ｒ　→　ENTER　→　10　→　ENTER　→　線１　→　線２

接線
ＯＳＮＡＰの設定を一旦ＡＬＬクリアーし、
接線だけにチェックを付ける
接線を引き終わったら、設定を元に戻す

作成　→　（左の円周上の点をクリック）　→　（右の円周上の点をクリック）　→　ENTER

ページ６



コピー　　　（１つの図形を位置を指定して複数コピーできる）
注）直交モードをオフ

図形を選択　→　編集　→　コピー　→基点をクリック　→　貼り付け基点を指定して貼り付け
注）図面間のコピー・貼り付けは　基点コピー　を使用のこと

編集　→　基点コピー
又は　オブジェクト右クリック　→　クリップボード　→　基点コピー

移動
注）直交モードをオフ

図形を選択　→　修正　→　移動　→　基点をクリック　→　貼り付け基点を指定して貼り付け

鏡像 左右　又は　上下対称な図形は半分作図すれば、鏡像で簡単に作図できる

図形を選択　→　編集　→　鏡像　→　対象軸の１点目、２点目をクリック　→　エンター

矢印 Ｃ５

寸法　→　マルチ引き出し線　→　挿入点をクリック　→　文字記入点をクリック　→　文字記入

２）寸法記入
寸法　→　記入する寸法の種類を選択する

寸法線の間隔は一定とすること
文字の大きさは統一すること
寸法のダブり表示は避けること
穴位置は中心で記入のこと

寸法記入は設計者の意図を反映させるものである
製作者に分かり易い様、製作時の基準点を明確に
して記入のこと
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特殊な寸法の入れ方

　　　　寸法値を右クリック　→　オブジェクトのプロパティ―管理　→　　

Φの入れ方　
寸法値の接頭表記に「Φ」を記入する

嵌め合い記号の入れ方　
寸法値の接尾表記に「h7」を記入する

許容寸法の入れ方　
許容差のマイナス値とプラス値、
許容差の文字高さを指定する

３）ハッチング
ここをクリックしてハッチングリボンを表示させる
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ハッチングの間隔を変える場合は

尺度を変更

ハッチングパターンを選択し

「点をクリック」をクリック

ハッチングしたい範囲の内側

をクリックする

ハッチングの角度を変える場合は

角度を変更



４）縦書き文字

５．図面の作成

１）製図のルール

製図法は第３角法で記述し、ＪＩＳに則って製図すること　（基礎製図のテキストを参照）　
今回の製図は実際に製作メーカーに発注する前提で作成するため、次の点を考慮すること

・図面は一品一葉のこと　（１図面に１部品）
・製図の尺度は１/１のこと
・規格品は規格番号を記事欄に記入のこと
・購入品は購入先を明記のこと

２）用紙サイズ枠から図面枠を作る

オフセットを使って用紙サイズ枠から10mm内側に図面枠を描く

メニューの　修正　-　オフセット　をクリック
10（Ｅｎｔｅｒ）　→　用紙サイズの長方形をクリック
→　用紙サイズの内側をクリック

図面枠

用紙サイズ枠
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10

形式－文字スタイル管理を選択する 新規文字スタイルを作成（例：縦書き）－ＯＫ

フォントに「txt.shx」を指定しﾋﾞｯｸﾞﾌｫﾝﾄを使用と

縦書きにチェックを入れ、適用をクリック。

最後に現在に設定をクリックする。

横書きに戻すときは文字スタイル管理で

Standardを現在に設定し直す。



３）表題欄 線分とオフセットを使って、図面中央に描く

内容は下記による

修正メニューの移動を使って　表題欄を右下に移動する。

４）図形の描き方

横、縦に基準となる線を引く
上記の線を基準に外形線をオフセットで引く
中心線を基準に穴の円を描く
コーナー部の面取りを実施
トリムを使って不要な線を消す
寸法を記入
画層で線種を変更

組立図へのボルト、ナット、ベアリング等の規格品の作図は学科ＨＰ、またはメーカーＨＰよりダウンロードのこと
図面間のコピーは基点コピーを使うこと
精度の必要な寸法は公差を設定のこと
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