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SECTION 1：パブリッシュの概要  

IJCAD 2014 のパブリッシュは図面ファイルから紙への出力や、DWF などの

電子図面セットを簡単に出力することができる機能です。 

紙への出力は、「ページ設定」で設定されたプリンタへ出力します。電子図面

セットは、出力される図面セットをデジタル化したものです。IJCAD 2014 では、 

DWF、DWFx、PDF ファイルへの出力に対応しています。 

 

 

パブリッシュのダイアログ 
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SECTION 2：パブリッシュの流れ  

パブリッシュの機能を活用するには、あらかじめ「ページ設定」を作成してお

く事が必須となります。適切に設定されたページ設定を作成しておくことで、パ

ブリッシュから複数の図面を容易に出力することが可能になります。 

 

パブリッシュの事前準備と手順  

パブリッシュは以下の様な手順で行います。 

 

１：図面を作図する。 

 

２：モデルやレイアウトの”ページ設定”を作成する。 

 

３：パブリッシュを実行して印刷したいモデル・レイアウトを追加する。 

 

４：各シート（モデル・レイアウト）のページ設定を選択する。 

 

５：その他のオプションを設定してパブリッシュ。 
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１：図面を作図する。  

通常どおりに図面を作図します。 

 

２：モデルやレイアウトの ”ページ設定 ”を作成する。  

書き終えた図面ファイルのページ設定を作成します。ページ設定は、作図領域

下部にある空間タブを右クリックして「ページ設定管理」から作成できます。 

作成手順の詳細は後述の「ページ設定について」を参照。 

 

ページ設定管理  

３：パブリッシュを実行して印刷したいモデル・レイアウトを追加する。 

パブリッシュを実行すると、現在開いているファイルのモデル・レイアウトが

項目として自動的に追加されます。その他のファイルのシート（モデル・レイア

ウト）を追加したい場合は、図面を追加ボタンから追加します。 

 

シートを追加ボタン  

印刷しない不要なシートはファイルをパブリッシュの領域で選択してから「シー

トを除去」ボタンより削除出来ます。 
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４：各シート（モデル・レイアウト）のページ設定を選択する。  

パブリッシュする各シートのページ設定を選択します。標準ではシートに設定

されているページ設定が表示されます。 

 

ページ設定の選択  

 

５：その他のオプションを設定してパブリッシュ。  

パブリッシュのその他の設定を指示します。 

 パブリッシュ先 

 印刷スタンプ 

 DWF/DWFx の場合は、出力先のフォルダと単一ページごとに dwf ファイ

ルを作るか、1 ファイルにまとめた dwf ファイルを作るか。 

などの設定です。 

これらの設定が完了したら、パブリッシュボタンをクリックしすると出

力が始まります。パブリッシュが完了するまでお待ちください。 
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SECTION 3：ページ設定について  

ページ設定は、基本的に印刷の設定画面で設定する内容と同じです。 

CAD 特有の図面出力を定義する多くの設定をそのつど指定するのではなく「名前

の付いたページ設定」として保存しておくことで時間を節約できます。これは、

パブリッシュだけでなく通常の印刷においても言えることです。 

名前の付いたページ設定は、［ページ設定管理］ダイアログ ボックスを使用し

て、モデル空間やペーパー空間（レイアウト）に適用できます。また、名前の付

いたページ設定を別の図面から読み込んで、現在の図面のレイアウトに適用する

こともできます。 

 既定では、初めてレイアウトにアクセスすると、レイアウトは「初期化」され、

既定のページ設定が割り当てられます。既定のページ設定には、*モデル*、 

*レイアウト 1*、*レイアウト 2* のような名前が割り当てられます。 

 

ページ設定の作成手順  

1. 作図領域下部にある空間タブを右クリックして［ページ設定管理］をクリッ

クします。 

 

2. ［ページ設定管理］ダイアログ ボックスの［ページ設定］領域で、 

［新規作成］ボタンをクリックします。 
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3. ［ページ設定を新規作成］ダイアログ ボックスで、新しいページ設定の名前

を入力します。 

 

［開始］領域のリストからベースになるページ設定を選択し、［OK］ボタン

をクリックします。 

 

4. 選択したページ設定で指定されている設定が［ページ設定］ダイアログ ボッ

クスに表示されます。通常の印刷設定と同じように、出力したいプリンタや

用紙サイズ、印刷尺度、印刷範囲、印刷スタイルなど、必要な設定を変更し

て［OK］ボタンをクリックします。 
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5. 新しいページ設定が、［ページ設定管理］ダイアログ ボックスの［ページ設

定］領域のリストに表示されます。 

 

6. 以上で完了です。［ページ設定管理］ダイアログ ボックスの、［閉じる］を

クリックします。 

新しいページ設定を現在のレイアウトに適用するには、［ページ設定管理］

ダイアログ ボックスで適用したいページ設定を選択して[現在に設定]ボタ

ンをクリックします。 

 

 

レイアウトにおいても、モデルと同じようにページ設定を追加します。 

レイアウトのページ設定は、ファイル内の各レイアウトで共通して利用します。 
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他ファイルからのページ設定の読み込む方法  

一度ページ設定を作成した後は、その設定を新しいファイルやよそから受け取っ

たファイルに読み込んで利用することができます。 

ページ設定を読み込む手順は次のとおりです。 

1. 作図領域下部にある空間タブを右クリックして［ページ設定管理］をクリッ

クします。 

 

2. 読み込みボタンをクリックします。 
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3. ページ設定を取り込みたいファイルを選択します。 

 

4. ページ設定を入力のダイアログに開いたファイルにあるページ設定が表示さ

れるので、取り込みたいページ設定を選択します。（複数選択可） 

この時、モデル用・レイアウト用どちらのページ設定も読み込みできます。 

 

5. ページ設定が読み込まれます。 
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パブリッシュ内 で他 ファイルからのページ設 定 の読 み込 む方 法  

パブリッシュの設定中に他のファイルからページ設定を取り込んで利用すること

ができます。ページ設定欄の選択で 「読み込み…」 を選択すると、ファイルの

選択になります。 
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選択したファイルのページ設定が読み込まれ、選択できます。 

 

 

DWF ファイルの表示について  

IJCAD 2014 には、DWF ファイルを単体でビューイングするためのソフトウェ

アはありません。 書きだしされた DWF ファイルを IJCAD で表示するには、

DWF アンダーレイの機能をご利用下さい。 

DWF ファイル単体で閲覧・印刷したい場合は、「Autodesk Design Review」な

どの他社ソフトウェアをご利用下さい。 
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