
 

「AutoCAD/AutoCAD LT ブロック活用方法」ウェビナー 

 (2021 年 1 月 21 日開催)  質問回答集 

 

 属性定義があるブロックを違う図面に貼り付けたときに属性定義だけ位置がずれることがあ

り、分解して再度ブロックにしないと戻りません。どうしたらよいですか？ 

 

 原因が何かはわかりませんが、貼り付けたことによりブロック定義内の属性の位置情報とブ

ロック参照内の属性の位置情報にずれが生じているのかもしれません。属性同期の機能を

使って定義内の情報と同期を行なってみてください。 

属性を同期させるには 2 つの方法があります。 

1. BATTMAN（ブロック属性管理）コマンドを実行します。[属性管理]ダイアログが表示され

ます。対象となるブロックをダイアログ内のブロックの一覧から、あるいは[ブロックを選

択]ボタンで作図領域内から選択して[同期]ボタンをクリックします。 

 

 

2. ATTSYNC（属性同期）コマンドを実行します。このコマンドはコマンドラインから操作

します。[選択]オプションを使用して、対象となるブロックを作図領域内から選択しま

す。 

「属性を同期化しますか？」のプロンプトに対して「はい (Y) 」を選択します。 

上記のいずれかの操作により、図面内の該当するブロック参照の属性が定義内の属性に同

期されます。なお位置だけでなく文字の高さや色などのプロパティも同期されます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-40613EEB-3049-4B39-AD1D-457146EEE0CB-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-56B14079-250B-4C99-AB3D-F95BA1C32AB7-htm.html
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 ブロックを一括管理する最適な方法。最近、ブロック専用のフォルダを作り（OneDrive に)に、

自分よく使用しているブロックを含めている図面をそのままフォルダに複製して、その中から

ブロックを探したりしています。もっといい方法がありますか。 

 

 最終的にはよく使われているブロック定義を特定の DWG ファイルにまとめて管理されると

よいと思います。そうすることで自分専用のブロックライブラリを構築できます。 

このとき DesignCenter を使用すると複数の DWG に点在するブロックを 1 つの DWG に集

約する作業が行いやすいでしょう。 

 

 毎日いろんな図面を作成したりして、その場で作ったブロックですが、将来このブロックが他

の場所にも活用できるかなと思ったときに、手間もかからず、すぐにこのブロックを登録する

方法がありますか。 

 

 2020 バージョン以降であればブロックパレットの[お気に入り]に登録するのが簡単な方法で

はないでしょうか。そして実際にそのブロックが活用できるとわかれば、DesignCenter を

使って、現在の図面から特定の DWG ファイルへブロックを集めるとよいのではないでしょ

うか。 

 

 よくツールパレットにブロックを登録していますが、毎年 CAD バージョンアップして、最新のを

インストールするたびに、いろいろな設定する必要がありますが、もっといい方法にあります

か。 

 

 ツールパレットにブロック定義が格納されるわけではありません。ブロック定義が格納され

ている DWG ファイルへのパス情報が保存されているだけです。 

したがって参照する DWG ファイルの場所が変わらなければバージョンアップ前にツールパ

レットは CUSTOMIZE（カスタマイズ）コマンドで書き出しを行い、バージョンアップ後に

同じく CUSTOMIZE コマンドで読み込みをするだけで済みます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-00527F82-BE93-4E36-AA2E-35B042059347-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-00527F82-BE93-4E36-AA2E-35B042059347-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-82119B43-CCB5-4C52-8B57-D2F479A384F0-htm.html
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またバージョンアップ時の移行という観点で考えればマイグレーションユーティリティを使

用することでも移行を簡単に行えるかと思います。 

AutoCAD の古いバージョンから新しいバージョンに設定をマイグレートする方法 

 

 自分よく使用しているブロックを同僚たちにすぐに共有したいときに、共有のフォルダを設置

する方法を教えていただきたい。 
 

 ツールパレットでは新しいブロックをパレット上に配置した後に公開するなど、「すぐ」と

いうわけにはいかないかと思います。 

OneDrive などのようなクラウドストレージを介してブロックをすぐに共有できます。 

2020 バージョン以降であれば、同僚の方と DWG をクラウドで共有し、ブロックパレット

の[ライブラリ]または[その他の図面]タブにクラウドで共有している DWG を登録すれば、新

しいブロックをすぐ共有できるかと思います。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-migrate-settings-in-AutoCAD.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-migrate-settings-in-AutoCAD.html
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また 2019 バージョン以前であれば、Design Center の[お気に入り]に追加することでほぼ同

様にブロックをすぐ共有できるでしょう。 

 

 

 ダイナミックブロックのアクションで円形配列複写のうごきをしたいのですが、円形配列複写は

ないので可視性パラメータで対応しています。他にやり方があれば知りたいです。 
 

 ダイナミックブロックの配列複写アクションでは直線状または矩形状の配列複写しか行えな

いため、アクションで円形配列を行うことはできません。個数に応じて可視状態を作成され
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ていることと推察します。個数や角度の変更であれば自動調整配列複写をダイナミックブ

ロック内に組み込むのはいかがでしょう？自動調整配列複写の個数や角度はパラメータでコ

ントロールが行えるため、ダイナミックブロックに組み込んだ後はプロパティパレットから

これらの値を変更することができます。以下の手順で自動調整配列複写をダイナミックブ

ロックに組み込むことができます。 

1. 自動調整配列複写を含むブロック定義をブロックエディタで編集します。 

2. ブロックエディタ内で自動調整配列複写オブジェクトを選択して、[配列複写]リボンタブ

を表示します。 

3. [項目]パネルで「項目」「間隔」および「埋める」の値のうち、変更可能にしたい値の

ボックスにパラメータ名=数値の形式でパラメータ値を設定します。 

 

 

 

4. [パラメトリック]タブ>[パラメータ管理]をクリックして[パラメータ管理]パレットを表示

させます。 
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5. [配列複写]タブの[項目パネル]で入力した式がパラメータとして表示されています。パラ

メータを右クリックして[変換パラメータ]を選択します。 

 

6. パラメータの[表示]設定が「はい」になっていることを確認して、ブロックエディタを閉

じ、ブロック定義を保存します。 

7. モデル空間でブロック参照を選択してプロパティパレットを表示すると[カスタム]領域で

パラメータ値を変更できます。 

 

 

 クレーン側面のブロックなのですが、ブームの支え材をチェーンアクションで動かしています。

ストレッチパラメータ（チェーン）を点パラメータ（チェーン）で動かし、点パラメータ（チェーン）を

回転で動かしていますが、それに全体の反転アクションをつけるとチェーンをつけたパラメー

タの動きがおかしくなります。反転はアクションで行わず、ブロックをコマンドで反転させれば

いいのですが、ブロック内に寸法を入れているので、反転すると数字が読めなくなります。うま

くいく方法を知りたいです。 
 

 反転アクションにより他のパラメータの動きがおかしくなる問題でまず思い当たるのは、そ

のパラメータに関連づいたアクションを反転させていないことです。 

セミナー内のデモでご覧いただいたようにアクションには[角度オフセット]といったプロパ
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ティがありパラメータグリップの動きに対してアクションの方向を調整できます。 

例えば反転アクションによりパラメータのみ反転した場合、アクションの[角度オフセット]

は元のままですので、アクションが 180 度反転して行われることになります。 

 

 

これを防ぐには反転アクションの対象としてパラメータだけでなくアクションも反転させる

必要があります。 

ただしアクションは既定ではバー形式で表示されているため、反転アクションの対象オブ

ジェクトとして選択できません。アクションを選択できるようにするには[ブロックエディ

タ]タブ>[管理]パネル>パネルダイアログボックスランチャーをクリックして[ブロックエディ

タ設定]ダイアログを表示させます。 

 

 

[ブロックエディタ設定]ダイアログ内の[アクションバーを表示]をオフにすることでアクショ

ンはアイコンで表示されるようになります。 

左図ではストレッチアクションを含まない反転アクション

により円弧は尺度変更されるものの、扉は逆方向にスト

レッチされています。 
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アイコン表示されたアクションは他のアクションの対象オブジェクトとして選択できるよう

になります。 

 

 LT を使用しています。客先からもらった図面にブロックが多数使用されています。その図面

に追記した線の太さを印刷に反映する為には、全てのブロックを解除しないとならない状態で

す。（使用しているブロックは、線の太さが通常より太く設定されており、印刷時に線の太さを

反映させてしまうとそれらが全て太く印刷されてしまいます。）ブロックをすべて解除すると

データが重くなってしまい、作業しにくい為、何か他に方法があれば教えて頂きたいです。 
 

 ブロック内の図形の線の太さに固有の値が設定されていると解釈しました。印刷時の線の太

さは「オブジェクトの線の太さ」で行われているのでしょうか？そして画層に線の太さを設

定しているのでしょうか？ 

そうであれば SETBYLAYER（BYLAYER に変更）コマンドを使うことでブロック内のオブ

ジェクトのプロパティを BYLAYER に変更することができます。これにより画層に割り当て

た線の太さで印刷することができるように思います。お試しください。 

 

 ブロックに画層や色などの情報を持たせておいて、分解してもその情報がオブジェクトに残せ

る方法はありますか。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-A9D9FF14-4EF6-4A25-B0F4-506C6B792E9E-htm.html
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 色や線種を BYBLOCK で作成しているブロックは配置された参照毎に固有のプロパティを与

えられます。 

これらのプロパティを分解しても残すには、分解時に通常の EXPLODE（分解）コマンドで

はなく XPLODE（拡張分解）コマンドを使用します。 

コマンドを実行して、分解するブロック参照を選択して Enter します。オプションとして[親

ブロックから継承]を選択します。 

元のブロック参照が持っていたプロパティが継承されて分解されます。 

 

 パラメータの回転で回転パラメータの中心に回転グリップを置くと回転グリップが中心から移

動してしまいます。移動させない方法はありますか？ 
 

 回転パラメータの回転グリップの位置はパラメータ作成時に半径に位置に置かれます。ただ

しこの時値を 0 にすることはできませんから、おそらく後から回転中心の位置にグリップを

動かされているはずです。 

この半径値によりグリップの基点が定まっていますので、実際に回転を行った際にグリップ

の位置が移動することになります。 

  

 

回転パラメータの半径値をプロパティパレットで 0 にすることはできますが、その場合回転

グリップの基点オフセット値は最後に設定された 0 ではない半径値に固定されてしまいま

す。 

つまり回転グリップの基点位置を半径 0 の状態には設定できません。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-FC4139AB-D527-4743-8E68-F83DA6E5D192-htm.html
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どうしても中心位置にグリップを置きたいのであれば、近似した値（例えば 0.1 など）を与

えて中心に限りなく近づけるより方法はないでしょう。 

 

 ブロックとブロックが線形状で重なった場合 DIMBREAK のようにトリムすることはできます

か？ 
 

 残念ながらブロック同士の交差部をトリムする機能はありません。分解して BREAK コマン

ドで分割するなどしてください。 

 

 他のレイアウト空間にあるブロックも書き出してしまうため、モデル空間にあるブロックのみを

書き出すことは可能ですか？(ATTEXT) 
 

 AutoCAD の DATAEXTRACTION（データ書き出し）コマンドでは対象となるオブジェクト

を選択できるため、モデル空間内のブロックのみを対象にできますが、AutoCAD LT の

ATTEXT（属性書き出し）コマンドではそのような選別は行えません。 

モデル空間とレイアウトそれぞれのブロック定義が分けられるのであれば、属性書き出しテ

ンプレートでモデル空間のブロック定義のみを指定することができます。 

そうでない場合はレイアウト出力された結果に対してブロック名や画層名などでフィルタす

るなど処理いただくよりほかはありません。 

 

 作成したテンプレートの表題欄内を一部変更したい。変更の手順を教えていただきたくお願い

します。 

 テンプレート内に配置された表題欄のブロック定義をブロックエディタで編集できます。 

表題欄のブロック参照を右クリックして[ブロックエディタ]を選択します。BEDIT[ブロック

エディタ]コマンドが実行され、ブロックエディタ環境で表題欄のブロック定義が編集できる

状態になります。 

どのような編集をしたいのかはわかりませんが、図形に関しての編集はブロックエディタを

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-5A39FFE8-10AC-4AE5-8EF4-D097C8261D1A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-6FEA6520-430E-47E2-BA16-305508495156-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-A1103600-54CB-4FF8-8A62-EF237C890A09-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-A1103600-54CB-4FF8-8A62-EF237C890A09-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/AutoCAD-Core/files/GUID-D57D4195-72FC-4FA5-B9F4-E021291D808C-htm.html
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終了すれば、配置されたブロック参照にすぐ反映されるはずです。 

表題欄ということですから、作成者など属性を使って記入されているかと思います。ブロッ

ク定義内の属性定義の文字高や色などを変更した場合は、属性同期の機能で定義の持つ情報

と同期して更新してください。属性同期の手順は本回答集の最初の回答を参照してくださ

い。 
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