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5月10日 屋根
たる木の加工生成にて、加工対象の小屋壁(もしくは屋根梁)の外面が地回り線
が一致していると加工が発生しない不具合を修正。

4月14日 床
金物取付加工情報ダイアログ内の取付金物型式プルダウンメニューに入力でき
ない金物型式が表示されていたので削除。

3月14日 壁
壁立面での寸法線プロパティで種別「文字列」変更時の文字列プルダウンメ
ニューを「壁立面」になるように変更。

3月14日 屋根
屋根面・小屋壁パネル製作指示書の印刷でパネル総数が100枚以上入力され
ていると、印刷する順序がパネル番号順にならなくなってしまう不具合を修正。

3月14日 屋根
梁部材View画面にて寸法線を全て選択し、マウスカーソルを寸法線上にある状
態で削除するとシステムが止まってします不具合を修正。

3月9日
自動
生成
ナビ

壁自動生成ナビでの開口セット生成で、「開口部加工データ生成」は壁システム
環境設定「初期値設定(開口)」の「加工データ生成」の設定に従って生成するよ
うに対応。

3月1日
PSVie
wer

形状塗りつぶし表示時に、凹凸形状、Lシェイプなどの形で形状以外の部分に
塗りつぶしが発生する不具合を対応。

3月1日 基礎
基礎伏図DXFデータ出力で「土台継手記号」が表示されていないと寸法線/注記
/描画データが出力されない不具合を修正。

2月17日
キー

プラン
206壁以上の壁厚の「開口（まぐさ」」プロパティを実行するとまぐさ型式が204壁
のままになっている不具合を修正。

2月17日 土台 部材継手表示は常に実線で表示するように修正。

2月17日 屋根
屋根束の金物型式のフォントサイズが、画面表示と印刷で異なっているため、
印刷すると表示が重なってしまう不具合を修正。

2月1日 屋根
フロアコピーした時に外壁線トレースの「欠き込み要素としない」設定がOFFに
なってしまう不具合を修正。
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1月20日 壁
開口名称生成時に全角文字。を使用した際に記号が複数桁の際に桁始まりの
文字が2つ目になる不具合を修正。

1月20日 基礎
基礎システム環境設定の基礎立ち上がり融合表示の設定チェックボックスが設
定通り初期表示されていない不具合を修正。

1月20日
キー

プラン

開口（まぐさ）入力ダイアログで分類1を変更した結果、現在設定されている呼称
が含まれていない場合は選択されている分類1の先頭を選択するように変更
（分類1に含まれない呼称が設定されてしまう為）

1月20日
キー

プラン
開口（まぐさ）入力時の「外部」「内部」判定を、入力時に指定した線分に乗って
いる壁線の情報を適用するように変更。

1月18日 基礎
平面画面右クリックメニュー「オブジェクト端部変更」コマンドは基礎立ち上がり、
切り欠き、床下通路、床下換気口、床下換気扇モード以外では表示しないように
対応。

1月18日 基礎
平面画面右クリックメニュー「オブジェクト端部変更」コマンドで切り欠き、床下通
路、床下換気口、床下換気扇に対して正しく動作しない不具合を修正。

1月18日 基礎 基礎伏図DXFデータ出力に「土台継手記号」も出力するように対応。

1月18日 壁
2022/11/6に対応した斜め壁端部変更時のスタッド材長さ不正データが残って
いた場合、邸データ読み込み時に部材長さの整合性をチェックして補正する機
能を追加。

12月22日 屋根 屋根面で表示される勾配値を小数点第4位まで表示するように変更。

12月22日 屋根
梁部材条件変更表示時に梁高さが小数点第1位で丸められる処理を廃止、第3
位まで表示するように変更。

12月22日 屋根 たる木欠き込み選択時のサイズ表示を小数点第1位まで表示するように変更。

12月22日
キー

プラン
屋根面区画プロパティで勾配値を小数点第4位まで入力できるように対応。（第5
位以降は四捨五入されます）

12月22日
キー

プラン
屋根面区画プロパティで勾配値を小数点第4位まで入力できるように対応。（第5
位以降は四捨五入されます）
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12月20日 屋根
屋根たる木加工図にてWW404等のWW材の場合にバードマウス加工が印刷さ
れない不具合を修正。

11月21日 床
自動生成ナビ機能の梁生成機能において、部材マスタで断面サイズを変更して
いる場合に部材側面の壁線合わせ位置がずれてしまう場合がある不具合を修
正。

11月10日 床
自動生成ナビ機能の梁生成機能においての壁線面合わせ調整仕様の改善。
(判断対象壁線と根太区画との比較を部分的にも行う仕様を追加。)

11月9日 壁
自動生成ナビ機能の頭つなぎ再割付機能において、中つなぎ部分とパネルT字
当たり部分が近い場合に、頭つなぎ同士に隙間が生じる場合がある不具合を
修正。

11月6日 壁
ななめ壁パネルの端部のび返り変更を行った際に、スタッド長さ表示数値が不
正になる不具合を修正。また上枠位置がずれててしまう場合がある不具合を修
正。

10月26日 壁
壁線からの壁パネル自動生成機能で、内壁の軸ずれした壁線部の端部T字当
たり側パネルの追加スタッド位置が正しくない不具合を修正。

10月21日 屋根
小屋壁入力時、ダイアログ上で合板端部ずれ量を変更しても合板生成時にず
れ量を反映出来ていなかった不具合を修正。

10月21日 壁
複合材(スタッド／脇柱／まぐさ受け)平置きの平面表記が、壁パネルの入力位
置より外側で配置した場合にずれて表記されていた不具合を修正。

10月21日 壁
壁パネル製作指示書(横)の印刷範囲で、モジュールピッチの設定が大きすぎる
と見切れてしまっていた動作を修正。

9月27日 屋根
1/13及び1/28に追加した型式「45x70」「45x220」の情報が集計システム用中間
データ及びたる木詳細加工図に正しく出力されない不具合を修正。

9月13日 土台
土台の部材リストの備考に部材補足情報機能で入力した情報が印刷されない
不具合を修正。

9月8日 床
部材リスト出力で２F以降かつスキップフロアレイヤ指定時に合板/スペーサー
のみを指定すると白紙が出力されてしまう不具合を修正。

9月8日 床
床合板Noを移動して表示される引き出し線が立面画面で正しく表示されない不
具合を修正。
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9月8日 壁
追加下枠が設定されている壁パネルに対して納まり変更操作を行うと追加下枠
が正しく追従しない不具合を修正。但し、手動で入力した部材は追従しません。

9月6日 床
立面画面での「部材変更」機能で、キャンセル操作を行うと最初に選択した部材
情報を保持したままとなり、その後異なる部材に対して部材変更を行うと選択し
た部材と異なる部材種類が選択されてしまう不具合を修正。

8月23日 屋根
小屋壁立面画面でグリッドが選択状態（水色）になったままで解除できなくなる
場合がある現象を改善。

8月4日 壁
壁自動生成ナビの「頭つなぎ生成」実行時に不正終了する場合がある不具合を
修正。

8月3日 屋根
特定の金物データが入力されている邸データで屋根面を削除するとシステムが
不安定になってしまう場合がある現象を改善。

8月3日 屋根
屋根面の流れ方向が斜めの場合で、屋根の流れ方向を矢印で表示すると必ず
左下方向になってしまう動作を改善。

8月3日 壁
窓台2枚発生している開口を「開口の移動」で移動すると、下束が下枠から離れ
て発生してしまう不具合を修正。

7月28日 土台
平面画面での隠しグリッド生成対象に基礎部位「アンカーボルト」中心位置を追
加。

7月25日 床
平面からの指定グリッド基準での断面表示機能で床部材が合わせ材の際に側
面寄りに基準線が掛かる場合に表示されない不具合を修正。また線分複数選
択時も同条件の線分掛かりで選択されない不具合を修正。

7月21日 壁
立面画面にて金物型式変更を実行するとシステムが止まってしまう不具合を修
正。

7月14日 SK1
部材墨付け位置情報（#7）で対象部材の始点側にTJI当たり端部加工が設定さ
れている場合、設定した加工値分、墨付け位置がずれて出力されている不具合
を修正。

7月11日 屋根
屋根面、小屋壁の部材統合機能で、統合出来なかった際のエラーメッセージが
実際のエラー原因とは異なっていた動作を修正。

6月29日
自動
生成
ナビ

壁自動ナビでの開口セット生成処理で脇柱が隣接する開口セットの脇柱と重な
る場合にラフ開口幅が不正に変更されてしまう場合がある不具合を修正。
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6月23日
自動
生成
ナビ

壁自動ナビで開口セット生成後にたて枠自動生成を行った際、開口セット隣接
たて材を脇柱として取り込む処理が実行されると、開口セット基準位置、開口
セット範囲が変わってしまう不具合を修正。

6月15日 屋根
軒側の木口面が斜めになっているたる木に穴加工を入力すると、穴加工の形状
がい（斜めの穴の表示になってしまう不具合を修正。

6月2日 床
2F以上で天井パネルが含まれるデータを1Fにフロアコピーするとシステムが不
安定になる不具合を修正。

5月27日
自動
生成
ナビ

長さ0mmの壁線が存在すると自動生成ナビでの壁パネル枠生成実行時にシス
テムが止まってしまう不具合を修正。

5月24日 壁 立面画面にて複合脇柱を「分解」すると部材が削除されてしまう不具合を修正。

5月16日 土台
土台入力モード切替コンボボックスで入力モードから編集モードに切り替えた時
に操作モードが入力モードのままになる場合がある不具合を修正。

5月10日 屋根
屋根平面・屋根面立面の線分選択モード時で、線分に掛かっていない屋根面金
物が選択されてしまう不具合を修正。

5月10日 壁
自動生成ナビ機能から「頭つなぎ再生成」を実行すると、壁パネル右端部ずれ
量が表示されない部材が発生する場合がある不具合を修正。

5月10日 壁
壁現場金物の型式表示がDXF出力時に、画面表示とは異なる位置で出力され
ていた不具合を修正。

4月25日 壁
頭つなぎのパネル高さ毎の色分け表示が高さ別で色分け表示出来ていなかっ
た不具合を修正。

4月8日 SK1
集計システム用中間データに屋根面金物「MS-25」「特殊金物(金物入力ダイア
ログから入力したもの)」で金物名称がセットされていなかった不具合を修正。

4月5日 床
床金物「JH2-204,206(W90)」の幅が正しく設定されておらず、墨付け寸法線生成
で「面」を指定した時に正しく設定されない不具合を修正。

3月25日 壁
壁パネル納まり変更で生成された斜め加工端部スタッドが平面及び立面画面で
正しく表示されなくなる場合がある不具合を修正。
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3月23日 基礎
床下通路、床下換気口、床下換気扇入力で指定したレベル「H」が反映されない
不具合を修正。

3月18日 屋根
屋根梁平面部材の納まり変更機能で、鼻たる木と隅木の納まり変更を実行する
と鼻たるきの形状が不正になる不具合を修正。

3月17日 壁
壁フロア条件で「追加下枠厚」を設定すると壁立面画面での上階表示で床部材
の高さ位置が正しく設定されない不具合を修正。

3月16日 床
部材変更で部材を複数選択して「部材種類」を天井部材（天井根太、吊天井根
太、天井梁）に変更すると部材垂直位置が「上」に変更されてしまう不具合を修
正。

3月16日
グリッ

ド

隠しグリッドを選択した状態で他部位に移動、他部位で再度「Ctrl+G」等で隠し
グリッドを再生成し、元の部位に戻って入力操作を継続するとシステムが止まっ
てしまう不具合を修正。

3月16日 壁
平面画面にて注記及び吹き出しが複数選択有効時に線分選択できない不具合
を修正。

3月16日 SK1
集計システム用中間データ及びPSCAMシステム用中間データ出力で 屋根面金
物「ﾀﾙｷｯｸS」の型式情報がセットされていなかった不具合を修正。「屋根金物」
として出力するように動作を修正。

3月8日 土台
一括印刷設定で土台「部材リスト」の個別設定を実行するとシステムが止まって
しまうを修正。

3月1日 屋根

妻小壁の頭つなぎ（斜め部材）にて下枠にあたる木口が、納まり（のび返りや立
上等の数値による)によっては極々少し(0.001mm等)立上りとなることがあり、そ
の場合図面上の形状とリストや集計に出力される角度が間違っていることがあ
る不具合を修正。

2月25日 屋根 小屋壁部材リストに小屋壁パネル金物が出力されない不具合を修正。

2月25日 屋根
ランバー集計表に小屋壁パネル金物、まぐさ受け金物が出力されていない不具
合を修正。

2月14日
自動
生成
ナビ

自動生成ナビでの壁パネル枠生成時に処理が止まってしまう場合がある不具
合を修正。

2月13日 屋根
屋根面/小屋壁の部材の製作指示書、部材リストの備考欄に情報があると2行
目に備考情報が印刷されてしまっているため、以前と同様1行目に印刷されるよ
うに修正。
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2月10日 壁
壁パネル製作指示書のパネル金物が同一型式で別カウントされてしまう不具合
を修正。

2月7日 屋根
スキップフロアダイアログで、外壁線グループ所属のオブジェクト情報(屋根面・
小屋壁・屋根梁)が表示されていない不具合を修正。

2月7日
自動
生成
ナビ

壁自動生成ナビ機能不具合修正。
1.自動生成ナビでの壁開口材生成時に十字部分の開口材干渉調整
　処理を改善、脇柱の生成が不足しないように修正。
2.自動生成ナビでの壁開口材生成時にまぐさ受け金物が発生した開口の
　開口幅がキープランと異なる不具合を修正。
3.自動生成ナビでのパネル枠生成時に、生成されたパネルが
　重なることがある不具合を修正。

2月7日
自動
生成
ナビ

壁部位で自動生成ナビ機能を実行後、床の1階以外のフロアに遷移すると自動
生成ナビ機能関連の不要なメッセージが表示される不具合を修正。

2月7日
自動
生成
ナビ

自動生成ナビ機能で床パネル部材生成を実行した際、モジュール基準での部
材配置かつ対象パネルの側根太側ののび返りが0以外の時に根太配置位置が
ずれてしまう不具合を修正。

2月2日 屋根
1/13及び1/28に追加した型式「45x70」「45x90」「45x95」「45x105」「45x120」
「45x145」「45x170」「45x195」「45x241」の断面サイズが集計システム用中間
データに正しく出力されない不具合を修正。

2月1日 屋根 屋根立面画面での「グループ変更(部材)」機能に金物を対象とするよう改善。

2月1日
自動
生成
ナビ

壁立面画面での金物入力ダイアログで入力しても反映されないプルダウンメ
ニューが表示されているので消去。

1月27日
自動
生成
ナビ

自動生成ナビにて壁頭つなぎ生成を行うとシステムが止まってしまう場合がある
不具合を修正。

1月26日 屋根

屋根部位でのUndo/Redo動作の修正。
・屋根平面画面・屋根パネル立面画面、小屋壁立面画面でのUndo/Redoを
　実行すると、選択外壁線グループが解除されてしまう不具合を修正。
・屋根平面画面での外壁線グループ削除を実行した際のUndo操作対応。
・屋根平面画面での屋根開口の入力・削除時のUndo操作対応。

1月18日 屋根
屋根面コピー＆ペースト操作を行っても、指定した位置に屋根面が正しく配置さ
れない不具合を修正。
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1月17日 屋根 屋根ランバー集計表での屋根面総面積が0になる不具合の修正。

1月13日 屋根
小屋壁立面画面での天井部材断面表示が正しい位置が表示されない不具合を
修正。

1月13日 屋根

屋根部材（たる木、妻たる木、けらばたる木"、腕木、ころび止め、合板受け"、た
る木下地、隅つなぎ、谷つなぎ、棟つなぎ、軒つなぎ、添え木、けらばころび、棟
ころび、桁ころび、頭つなぎ、上枠、下枠、たて枠、まぐさ受け、支持材、束、上
束、下束、窓上、窓下、屋根梁、隅木、隅梁、谷木、棟木、鼻たる木、たる木掛
け、たる木つなぎ、たる木受け、腕木）に以下の型式を追加。
※追加型式：45x70、45x90、45x95、45x105、45x120、45x241、45x170、45x195

1月12日 壁
壁平面画面の頭つなぎ色分け表示が初期状態で有効になる場合がある不具合
を修正。

2022年
1月6日

邸初
期条
件

集計システム、PSCAM等へのデータエクスポートにて、不都合が発生する恐れ
がある為、邸初期条件「邸名」で改行できる機能を廃止しました。
※Build2021/12/27以前のバージョンで改行が指定されている場合は
　「_」（アンダースコア）に置換されます。

12月27日
線分
グリッ

ド
線分グリッドグループを印刷範囲の対象にしないように変更。

12月21日
グリッ

ド
パネル/部材等を入力する為に選択したグリッドが選択されたまま（水色）になっ
てしまう場合がある現象を改善。

12月16日 屋根
屋根基本初期「屋根合板」設定の「サネ付き」設定の初期がオフになっていたの
でオンに変更。また、野地合板サネ詳細編集機能が現時点で正しく動作しない
ので「旧さね付きを使用」（Rev2.060と同機能）のみ使用できるように変更。

12月15日 屋根 隅/谷ライン属性を入力しても正しく表示されない不具合を修正。

12月15日 共通
印刷フォームの設定「平面で印刷範囲を表示」有効時の範囲表示が用紙範囲
領域しか表示されていない不具合を修正。

12月15日 屋根
平面画面で入力された屋根面注記/吹き出し表示時に、所属外壁線グループの
設定が正しく設定されていない場合だとシステムが止まってしまう場合がある不
具合を修正。（※12/9に発生した不具合への追加対応となります。）

12月15日 壁
部材1本もない開口セットを入力されていると、壁部材を削除した直後に部材が
ない開口セットを削除されてしまう仕様を変更、開口セット部材を削除した直後
に当該開口セットのみ削除するようにしました。
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12月14日 屋根
欠込み情報生成(たる木)を実行する等してたる木の加工を再生成すると、追加
外壁線トレース上の欠き込みが消えてしまう不具合を修正。

12月10日
床

屋根
平面画面での床／屋根面部材入力(3点入力モード時)機能で、線分グリッドを基
準で入力できない不具合を修正。

12月9日 壁
壁パネル納まり変更操作で端部パッキンが生成されている壁パネルを条件変
更でパネル高さを変更すると、端部パッキンの高さが変更されない不具合を修
正。

12月9日 屋根
平面画面で入力された屋根面寸法線表示時に、所属外壁線グループの設定が
正しく設定されていない場合があり、システムが止まってしまう場合がある不具
合を修正。

12月6日 壁
連続開口入力後に、立面画面から各開口のまぐさを融合して通しまぐさに変更
して平面に戻るとシステムが不正終了する不具合を修正。

12月6日
線分
グリッ

ド

「線分グリッド」が入力されていると、隠しグリッド(SHIFTキー+クリック)を選択し
ても、クリック位置とは異なる位置が選択されてしまう場合がある不具合を修
正。

12月3日
寸法
線

寸法線プロパティで「3桁区切りにカンマを付与」を有効にすると、有効にしてい
ない場合の寸法値と異なる場合がある不具合を修正。

12月2日
寸法
線

寸法線入力後にプロパティで種別を「文字列」に変更し、文字列を空白にすると
寸法値が表示されてしまう現象を改善。

12月1日
融合
ツー
ル

融合ツールでファイルを指定した際、Rev2.060以前で保存されたデータが正しく
読込みできず、一覧リストに表示される該当部位が正しく表示されない為、最新
版で保存を促すメッセージを表示して処理を中断するように対応。

12月1日
融合
ツー
ル

邸初期条件の邸名に改行を入れて保存したデータを融合ツールで読み込むと
システムが止まってしまう不具合を修正。

12月1日 屋根
小屋壁立面でまぐさ型式を表示した際に、平置き指定していないのに「平置」と
表示されていた不具合を修正。

11月30日 土台 土台伏図印刷で帳票タイトルが表示されない不具合を修正。

11月30日 壁 ナビ自動生成機能で金物自動生成実行時に不正終了する不具合を修正。
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11月29日 屋根 野地合板カットリスト印刷で真物リストに出力されない不具合を修正。

11月22日 屋根
小屋壁立面の部材変更モードにて複数選択した状態で変更を実行しても変更
が1本しか適用されない不具合を修正。

11月19日 屋根
物件データ読込時に屋根環境設定の屋根部材欠き込み塗りつぶし表示が反映
されない不具合を修正。

11月19日 屋根 屋根伏図印刷で金物凡例の型式が表示されない不具合を修正。

11月18日 屋根 ダミー壁、ダミー梁が塗りつぶしされなくなってしまう不具合を修正。

11月17日 壁
開口セット入力で開口寸法線生成位置指定ボタン「表」「裏」が正しく動作しない
不具合を修正。

11月17日 屋根
屋根平面画面の材寸表示ボタンが初期値状態でオフになっているのでオンに
変更。

11月10日 壁 金物入力で「現付」「仮止め」指示が両方とも選択できてしまう不具合を修正。

11月10日 壁
平面画面でのパネル金物入力で指定したグリッドが選択状態になったまま解除
されずに選択状態として表示され続けてしまう不具合を修正。

11月10日 壁
立面画面での金物入力で現付/仮止め指示を指定して入力しても反映されない
不具合を修正。

11月2日 屋根 屋根部材穴加工の、立面の形状を黒線で表示するよう修正(平面と同じ表現)。

11月2日 屋根 屋根部材穴加工の、立面の塗りつぶし色を平面と同じ色となるように修正。

11月2日 屋根
屋根フロア条件の「屋根面部材を実長さで表示する」がONの時、部材詳細加工
図の「上端長さ」を空白で印刷するよう修正（機能の制限上、上端長さに実長さ
が印刷されてしまう為。）



Rev2.061リリースノート
ﾘﾘｰｽ日 部位 内容

11月2日 屋根 屋根部材の穴加工芯位置にも隠しグリッドを生成するように対応。

10月28日
キー

プラン
キープラン「開口（まぐさ）」のバルーン表記が少数点以下も表示できるように対
応。

10月28日 基礎
アンカーボルトが入力されている状態で隠しグリッド生成を行うと不要なグリッド
が生成されてしまう不具合を修正。

10月20日 初版


