
BV Family
Ver.12 → Ver.13

機能強化点



1）：全般

■ 2.5次元化対応

1）：全般
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 DWG入出力（AutoCAD方式/ BV方式） Z座標の入出力に対応しました。

 ［標高解除］ 選択範囲内の要素のZ座標を解除します。

 ［演算］ - ［座標］ 座標の文字配置にZ座標を配置する機能を追加しました。

 ［寸法線］ - ［引き出し線］ - ［座標表示/簡易座標表示］ Z座標を表示します。

Z座標の入出力に対応し、入力、編集、配置等Z座標に関する様々な機能を追加しました。

 ［演算］ - ［データ内容］ 各要素の項目からZ座標を編集できます。

折れ線の頂点に一括で
Z座標を入力できます。

Z座標を設定した線を切断した際、
自動でZ座標を計算します。

選択した範囲のZ値を
解除します。

解除確認・配置

確認・編集

演算-データ内容

演算‐座標

寸法線-新規-引出し



設定

■別図形ボタン

1）：全般

別図形ボタンをキーボード「＾（ひらがなの「へ」）」キーで実行できる機能を追加しました。

サブメニューボタンを右寄せで表示する機能を追加しました。

■サブメニュー - 右寄せ

キーボードの「＾（ひらがなの「へ」）」
を押して、すぐ別図形の選択に移る
ことができます。
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表示

■ 3Dビューア
Z座標を持った図面の3次元形状を確認する機能を追加しました。

BV CAD/LT、BV FILE/Viewerを除く



2）：ファイル入出力の強化

2）：ファイル入出力の強化

 3Dポリラインの入出力に対応しました。（ BV方式）

■ BV Finder
コマンドごとにファイルリストの表示状態を維持するようになりました。

■ DWG入出力（AutoCAD方式/BV方式）

 Z値の入出力に対応しました。

 要素のないレイヤの入力に対応しました。

ファイル‐開く

データ‐シンボル読込
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・図面ファイル読込（開く）

・シンボル読込

・パラメトリック読込

・線記号変形読込

・イメージ読込

・ラスター読込

・伸縮図形読込

対象コマンド

■ BVF入出力
Z値の入出力に対応しました。

■ SXF入出力
等高線属性が付加された要素にZ値を設定して読込むように対応しました。

ファイル‐外部出力設定‐DXF・DWG



④印刷範囲の重なりを入力、エンター

③一括複写の個数を入力、エンター

3）：印刷

3）：印刷

■範囲一括追加

印刷範囲を一括で追加する機能を追加しました。
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印刷‐印刷プレビュー

①基準の印刷範囲を設定

②クリック

1 2

1

2

印刷した紙を重ね合わせる
のりしろ幅を設定可能です。
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4）：作図・編集機能の強化

文字の入力履歴を削除する機能を追加しました。

■［文字］ - ［新規/変更］ - 入力履歴

スポイトで文字高フリーの文字幅を取得する機能を追加しました。

■［文字］ - ［スポイト］ - 文字幅を取得する（フリーの場合）

Ver.12 （文字幅を取得するチェックボックスOFF）

Ver.13 （文字幅を取得するチェックボックスON）

スポイト

不要な文字履歴を削除することで、
文字履歴が活用しやすくなりました。

4）：作図・編集機能の強化

新規文字入力の「▼」を
右クリックでも文字入力履歴
の編集を行うことができます。

文字-新規-文字入力



4）：作図・編集機能の強化

旗上げ寸法の文字を引き出して作図する機能を追加しました。

■［旗上げ］ - ［文字編集］ - 区間旗上げ

設定

直線寸法の寸法値を「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」で表示する機能を追加しました。

■［寸法線］ - ［設定］

表示桁：1 表示桁：0
四捨五入

表示桁：0
切り上げ

表示桁：0
切り捨て
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寸法線‐設定‐寸法値タブ

タイプ2

折れ線

水平垂直

編集したい旗上げ
寸法をクリック

角度1、角度2の数値で引き
出し位置を指定します。

クリックで自由に引き
出し位置を指定します。

水平垂直に引き出し
位置を指定します。



 レイヤ依存を解除して複写・移動を行う機能を追加しました。

 倍率、傾きの前回の入力値を維持するようになりました。

 ドラッギング中、Shiftキー押下で線(折れ線)の傾きを取得する機能を追加しました。

■［複写/移動］

塗図形・ハッチングの中抜きを削除する機能を追加しました。

■［塗図形/ハッチング］ - ［編集］ - ［中抜き削除］

①中抜きを削除したいハッチ
ング（塗図形）をクリック

②削除したい中抜きをクリック

続けて削除する
ことも可能です
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4）：作図・編集機能の強化

キーを押した際、近くの線
の傾きを取得して図形を傾けて移動・
複写できます。

Shift ↑



8

■［伸縮］ - 小数点以下の桁数を維持する
直線寸法の小数点以下の桁数を維持する機能を追加しました。

4）：作図・編集機能の強化

■［伸縮］ - ［伸縮図形］
メニューバーのプルダウンメニューに、伸縮図形のサブコマンドを追加しました。

■［削除］ - ［線整理］ - （重なった要素の削除）

「重なった要素の削除」の対象要素に点要素を追加しました。

点

寸法設定の表示桁数によらず、
寸法線を伸縮します。



累計して計測・配置できる機能を追加しました。

■［演算］ - ［道のり］ - 選択終了

■［演算］ - ［多点間距離］ - 累計距離

レイヤ番号とシート番号を表示するよう対応しました。

■［演算］ - ［データ内容］

①連続線をクリック

②「選択終了」クリック

④終点をクリック

③始点をクリック

分岐している連続線

連続して累計距離を
配置することができます。

5）：補助機能の強化
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5）：補助機能の強化

連続線に分岐がある場合、途中で終了して連続線を確定できる機能を追加しました。



■ ［点］ - ［等間隔］ - 選択終了
連続線に分岐がある場合、途中で終了して連続線を確定できる機能を追加しました。

①連続線をクリック

②「選択終了」をクリック

④終点をクリック

分岐している連続線

③始点をクリック

⑤始点から距離を入力

■ ［点］ - ［一括］

選択範囲内の対象要素の、端点・頂点・中間点・中心点・交点に点を作図する機能を追加しました。

①点を作成するグループを
指示して、「OK」をクリック

②作図する点を選択して、
「OK」をクリック 作図する点種を設定

することができます

■シンボル読込

ドラッギング中、Shiftキー押下で線(折れ線)の傾きを取得するよう対応しました。

6）：データの強化
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5）：補助機能の強化 / 6）：データの強化



⑥オフセット距離を入力、エンター

⑤配置間隔を入力、エンター

■シンボル読込（連続線）

連続線上（直線、円弧、スプライン、クロソイド曲線）に等間隔で連続シンボル配置を行う機能を

追加しました。

②連続要素をクリック

③始点をクリック

④終点をクリック

⑦対象線を挟んで作図する側をクリック

①シンボルを選択

配管

配管継ぎ

エスコートラインひし形

エスコートライン長方形

ガードレール支柱

ガードレールパイプ

6）：データの強化
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その他、連続配置したい図形を

シンボル登録することで、効率的
に作図することができます。

連続線に沿ってシンボルが
配置されます。

日本語メニューの
［シンボル読］右クリック
からも起動できます。



■ダイレクト印刷

現在作業中の図面を印刷する機能を追加しました。

キー割り付けすることで連続して
印刷できるようになりました。

7）：その他の強化

シート名の右側に縮尺を表示するよう対応しました。

■［シート］ - ［分割表示］

シート‐分割表示

ペンコントロールパネル（縮小時）の右ポップアップメニューの、線色名とイメージ表示を維持

するようになりました。

■ペンコントロールパネル

CADを終了しても表示状態
を維持します。

右クリック

7）：その他の強化
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設定

■表示

7）：その他の強化

 「エラーメッセージを画面中央に表示する」設定を追加しました。

 シート表示ツールボックスのツールチップに縮尺を表示するようになりました。
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エラーメッセージを画面中央に表示するチェックボックスON

エラーメッセージを画面中央に表示するチェックボックスOFF

表示

シート表示ツールボックス

選択した分解対象要素（円・円弧・楕円・楕円弧・スプライン・クロソイド）を折れ線に変換します。

■ ［線変更］ - ［曲線分解］

分解対象要素・レイヤを
選択することができます。
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寸法値の表示桁で「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」を設定する機能を追加しました。

■新規図面設定

■自動更新設定

プロキシの設定に、「ユーザー名」と「パスワード」を追加しました。

■外部入出力設定

前回開いたページを維持するようになりました。

7）：その他の強化 / 8）：GIS入出力オプションの強化

8）：GIS入出力オプションの強化

Z値の入出力に対応しました。

ファイル-外部入出力設定-GIS-出力タブ

ツール-新規図面設定-寸法値タブ

■ Z値対応



9）：PDF出力オプションの強化 / 10）：拡張土木オプションの強化
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10）：拡張土木オプションの強化

寸法線の形状になっている各要素（文字・線）を寸法線要素に変換するコマンドを追加しました。

※形状によって変換されない場合もあります。

■寸法線変換

文字と線を寸法線に
変換します。

文字→

←線

■ PDF出力

ラスターの透過情報を出力する機能を追加しました。

9）：PDF出力オプションの強化

ラスターの透過情報を
出力するON

ラスターの透過情報を
出力するOFF

設定

↑ラスター：透過ON

塗図形（シアン）↓

ファイル-外部出力-PDF



10）：拡張土木オプションの強化

Z座標を持った図面の3次元形状を確認する機能を追加しました。

拡張土木ウィンドウからも3Dビューアを起動することができます。

■ 3Dビューア

縦断

横断

縦断図を作図
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縦断と横断をタブで
切り替えます。

項目（列）を
編集します。

プレビューを切り
替えます。

SIMA、CSVファイル
を読込みます。

作図や設定
をします。

測点の編集・
移動をします。

層の編集
をします

各項目の編集
ができます。

各項目の編集
ができます。

縦断図ウィンドウからSIMAデータ入力や数値データを入力することで、縦断図と横断図を作図
することができます。

■縦横断図

横断図を作図
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