
図研アルファテック製品
2023

新機能/改善機能



新機能・追加・変更機能一覧 2023 新機能と改善・変更

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BricsCADV23、AutoCAD2023を追加しました。
インストーラ
(MEDIA_A) 変更 ・図面DENKI化ツールをACAD-DENKIの副製品として変更しました。

・配線ルートビューワ(2D,3D)を追加しました。
製品 提供の停止 ケーブルFromToリンク、シートワークスリンク、B-AMPSリンクの提供を停止しました。

ACAD-DENKI

クイック盤図シンボル登録 部品データ(dwg/dxf)から盤図シンボル用を登録する機能を追加しました。NEW
新規メニュー 図研アルファテック製品のメニューUI (User Interface)を追加しました。NEW
自動作図用入力ファイル作成 自動作図の作図実行コマンドに使用するファイルを作成する機能を追加しました。NEW
流用設計・編集 図面を流用する時、図面の修正やシンボルの置換を行う機能を追加しました。NEW
配線入力 配線作図関連コマンドに「元に戻す(U)」オプションを追加しました。

DINレール作図 DINレールの中心に配置用の補助線を作図するように変更しました。

電キャビ

データベース情報のみの削除 電キャビ画面で選択したフォルダ・ファイルのみを削除する機能を追加しましたNEW
dwg検索 図面の図題情報・文字・属性を検索する機能を追加しました。NEW

検索 検索結果に表示されるファイルをコピーし、電キャビ画面の指定フォルダに貼り付けるよ
うに変更しました。

階層設定 サブフォルダ/ファイルのコピー・インポートの設定ができるように変更しました。

ACAD-Parts
器具仮配置 器具仮配置ダイアログにシンボル切替ボタンを追加しました。

部品マスタメンテナンス
部品コード流用機能を追加しました。NEW
重複データチェック機能を追加しました。NEW



■対応OS
Windows 11 64bit
Windows 10 64bit

■対応ベースCAD
BricsCAD V21～V23
AutoCAD 2021～2023
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対応OS / ベースCAD



製品の停止
ケーブルFromToリンク、シートワークスリンク等の製品の提供を停止しました。
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■停止製品
・ケーブルFromToリンク
・シートワークスリンク
・B-AMPSリンク



インストーラー（変更内容）
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2022 2023

ACAD-DENKIの副製品に変更

「MEDIA_A」に図面DENKI化ツールをACAD-DENKIの副製品に変更しました。更しました。



インストーラー（追加内容）
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2022 2023

インストール製品を追加
・配線ルートビューワ
・3D配線ルートビューワ

「MEDIA_A」に配線ルートビューワ(2D,3D)を追加しました。加しました。



ACAD-DENKI /クイック盤図シンボル登録 NEW
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クイック盤図シンボル登録機能を追加しました。しました。ました。

中心線の画層設定

シンボル名の末尾に、_方向
性のアルファベットが付加

部品データ(dwg/dxf)から盤図
用のシンボルを登録

登録

各面方向選択

部品マスタに部品コードを登録！ 指定フォルダに盤図シンボル
を登録



ACAD-DENKI /メニュー(UI) NEW
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既存のメニュー(cui)は残しつつ、独自の UI (User Interface)を追加しました。
・ACAD-DENKIの専用メニューでカスタマイズできます。
・バージョンアップ時にカスタマイズ内容を引き継ぎます。
・他PCにカスタマイズ内容をコピーできます。

任意コマンドを登録！

任意アイコンを追加！
ツールバーを登録

メニューをファイルに保存

既存のメニューを読込

メニューカスタマイズ

メニュー、コマンド表示のカスタマイズが可能
（一時的に非表示の例：リレーメニューを非表示）

ツールバーから実行

新しいメニューを
追加・表示



ACAD-DENKI /自動作図用入力ファイル作成 NEW
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自動作図用入力ファイルを作成する機能を追加しました。

指定したパターンの情報を表示

登録済みのパターンを指定

自動作図用入力ファイル
作成

表示情報を編集

自動作図で図面作成

部品マスタから情報を更新



ACAD-DENKI / 流用設計・編集 NEW
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流用設計・編集機能を追加しました。追加しました。ました。

シンボルの情報を編集

流用図面を選択

実行

反
映

編集した情報、最新シンボルが図面へ反映、
置換される

新しいシンボルで置換

結果



ACAD-DENKI /配線入力
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配線入力関連コマンドに「元に戻す(U)」オプションを追加しました。

配線の作画途中で元に戻す(UNDO)ことが
できる配線を作図する



ACAD-DENKI / DINレール入力
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DINレールの中心に配置用の補助線を作図するように変更しました。

幅、高さを入力

補助線がHOJO画層に作成

補助線のあるDINレールを作図



電キャビ / 検索/ コピー
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検索結果ダイアログの編集メニューにコピーコマンドを追加しました。
選択した図面を電キャビ画面の指定フォルダにコピーすることが可能です。

電キャビ画面でコピー先を指定し、貼り付けを実行

検索結果に表示される図面を選択して、コピー

指定フォルダに図面をコピーした結果



電キャビ / dwg検索 NEW
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図面の図題情報・文字・属性値を検索する機能を追加しました。

検索フォルダ選択

図題情報の検索項目、条件を設定 図面の検索文字・属性、条件を設定

文字や属性をCADでズーム表示

検索結果の文字
や属性値を表示

起
動

実行

検
索

ズーム表示



電キャビ /データベース情報のみの削除NEW
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電キャビ画面で選択したフォルダ・ファイルのデータベース情報のみを削除する機能を追加しました。
※実フォルダ、実ファイルの削除は行いません。

電キャビ画面のファイルを削除 電キャビ画面のフォルダを削除

ファイル選択 フォルダ選択

実ファイルは残る

実フォルダは残る。



電キャビ / 階層設定 NEW
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階層設定にコピー・インポートタブを追加しました。
サブフォルダ/ファイルのコピー・インポートの条件を設定することが可能となります。

ファイルオプション
設定

「全て受け入れる」が
ON の場合、例外指定
のパターン文字列に
マッチするファイルを
除いて全てコピー・イ
ンポートを行う。

「全て除外する」が
ON の場合、例外指定
のパターン文字列に
マッチするファイルだ
けコピー・インポート
を行う。

サブフォルダオプション
設定

「全て受け入れる」が
ONの場合、例外指定の
パターン文字列にマッチ
するフォルダ名を除いて
全てコピー・インポート
を行う。

「全て除外する」がON 
の場合、例外指定のパ
ターン文字列にマッチす
るフォルダ名だけコ
ピー・インポートを行う。



ACAD-Parts /器具仮配置
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器具仮配置ダイアログにシンボル切替ボタンを追加しました。

切替
切り替えたいシンボルは部品マスタ
メンテナンスに登録が必要です！

実
行

左クリックで次のシンボルに切替



ACAD-Parts /部品マスタメンテナンス/部品コード流用NEW
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部品マスタメンテナンスに部品コード流用機能を追加しました。追加しました。ました。

選択した部品コードに端子、または
付属品の情報がある場合、その情報
も流用できます。

部品マスタメンテナンスにて既存の部品
コードの一部情報を(一括)変更して、使用
します。

実行後の結果



ACAD-Parts /部品マスタメンテナンス/重複データチェックNEW
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部品マスタメンテナンスに重複データチェック機能を追加しました。追加しました。ました。

重複データチェックの属性を選択

条件付けした部品コードの情報に対して、
比較で選択した属性の値が一致するレコードを表示実

行

チェック結果

チェック
実行
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