
V11.12 日本語版　主な変更点と新機能 2019/9/11

1) 複数ビューでの次の不具合が解決しました。

・　立面図の縮尺が微妙に小さく表示される不具合　⇒　解決

・　壁の長さが一定寸法以上になると、壁左側の情報が表示されない不具合　⇒　解決

・　一部のフレームが解除モードにもかかわらず固定されたまま編集できない不具合　⇒　解決

過去作成分の複数ビューでフレームが編集できない場合は、いったん、そのフレームを削除してから

[フレーム追加] でフレームを追加し直してください。

そのとき、フレームの起点を左上でクリックし、終点を右下でクリックするのがコツです。

2) サンプルカタログでの次の不具合が解決しました。

・　SAMPLE_M カタログ、ROOM_M カタログで、L/R ヒンジが変更できない不具合　⇒　解決

・　ROOM_M カタログで、出窓(Bay Windows) がスムーズに配置できない不具合　⇒　解決

3) ROOM_M カタログの日本語訳を全面的に見直して完全日本語化、　SAMPLE_M カタログは英語で統一

4) Common(共通カタログ) のテクスチャ表記を　見出し部分は日本語(+英語)、各テクスチャは英語で統一

従来、たとえば、木目の縦方向と横方向で　英語と日本語が混在していてわかりにくかった点が解消し、

一部の不自然な日本語訳が当てられていたテクスチャ名も元の英語のまま表示しています。

テクスチャのコード番号 (V29011等) に変更はありません。

　　V11.12 でのCommon のテクスチャ総数は、30,785件です。　(見出し含まず　/ コード番号 V16 ～ V590067)

㈱ ワイ・エム・エム 2020事業部
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5) [カスタム立面図追加] 機能

(上空から見て) 段差のある壁や連続していない壁であっても　一つの立面図で表示できるようになりました。

従来、下記のような壁は壁ごとに立面図を追加するしかありませんでした。

[ルームレイウト] タブ　より [カスタム立面図追加] をクリックします。

紺色の線が現れたら、一つの立面図で表示したい壁をすべて含むように、紺色の線を背後で伸ばします。

カスタム立面図　　⇒

平面図で水色の部分にかかるキャビネット等のアイテムが立面図に表示されます。

水色の部分は、右クリックして [奥行の変更] で 最大2,500mm まで伸ばせます。

カスタム立面図で追加された立面図には、たくさんの寸法が表示されますが、

立面図の表示設定で　[寸法] タブ　より　[自動寸法] のチェックを外し、代わりに

[マルチ寸法] で、必要な寸法を追加されることをお勧めします。　 ([マルチ寸法] は、次ページご参照)
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6) [マルチ寸法] 機能

[寸法やメモ] タブ　より　[マルチ寸法] をクリックしますが、その前に

立面図が 3D表示(框や取手も表示した状態) では、正確な寸法が採りにくいため、いったん

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒　[作図エリア]  ⇒  [立面図に3Dシェィプを表示]  のチェックを外して

キャビネット等が輪郭線のみで表示された状態にします。　(後で再チェック)

[寸法やメモ] タブ　より　[マルチ寸法] をクリックします。

キャビネット等の平行線を次々にクリックしていき、最後の線をクリック後、[Enter] キーか右クリックで確定します。

寸法が表示されるのでそのままマウスをスライドさせて適当な位置に寸法を移動してクリックします。

下記の例は、[マルチ寸法] で各キャビネットの幅、各壁の幅、各キャビネットの高さ　の3回に分けて採寸したものです。

平面図の カスタム立面図の点線や水色の部分を非表示にするには、その上で右クリックして、[表示設定]  ⇒ [表示] のチェックを外します。

再表示は、平面図上で右クリックして [表示設定]  ⇒  [非表示アイテム] タブ　で [カスタム立面図] を選択し、[表示] をクリックします。
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7) [カウンターウィザード] 機能

カウンターをエッジ加工して配置することができます。　(現状、DEKTON と SILESTONE と 2020標準のカウンターに対応)

カウンターウィザードを使うには、カウンターカタログを先にインストールしておく必要があります。

2020 のサイトで [カタログ] ページ https://www.2020japan.com/catalog.html より

smpl_ct,  smpl_ctm,  DEKTON,  SILESTONE  以上4つのカタログを　「カタログマネージャ」でインストールしてください。

インストール手順は、JP_KIKI 等と同じです。　パスワードはありません。

smpl_ct と smpl_ctm は、長いファイル名で表示されますが、気にせずにインストールしてください。
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ベースキャビネット類が配置された状態

ベースキャビネット類の配置後、[アイテム] タブ　⇒　[カウンターウィザード] をクリックします。

[マテリアル]

石, または ソリッドな表面

を選択して [次へ]

これらの項目を上から順次設定していくと

最後にエッジ加工されたカウンターが

ベースキャビネット類の上に形成されます。

これらの項目はメーカーによって違います。

以下は、SILESTONE の例で説明します。

[メーカー]

前項で 石　を選択した場合は

DEKTON,　SILESTONE, または 2020

を選択して [次へ]
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[色]

メーカー提供の 色 (テクスチャ)

を選択して [次へ]

[厚み]

メーカー指定の 厚み を

選択して [次へ]

SILESTONE の場合

2cm または 3cm

メーカー指定外の厚みの場合は

従来どおり JP_KIKI などに登録されている

フリーデザインカウンターをお使いください。

(エッジ加工はできませんが)

[シェィプ]

既存キャビネットの自動デザイン を

選択して [次へ]

配置済みのベースキャビネット類の形状に

合わせて自動的に形成する　という意味です。
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[シェィプ]　2ステップ目

このまま [次へ]

[バックガード]

同じマテリアルに設定 を

選択して [次へ]

バックガード不要の場合は

なし　を選択します。

[バックガード]　2ステップ目

このまま [次へ]

現状、この部分は無効になっています。
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[エッジ]

メーカー提供の　エッジ種類を

選択して [次へ]

[厚み] で 2cm を選択していた場合に

[エッジ] で 右例のような 4cm厚の

エッジを選択すると、カウンター自体は

2cm厚で　エッジ部分が4cm厚の前垂れ

を表現します。

(アンダーシンクは2cm厚のカウンター下に

付けるイメージになります)

[シンク]

このまま [次へ]

シンクは JP_KIKI のシンクを直接配置

されることをお勧めします。

[調理]　　(コンロ類のことです)

このまま [次へ]

コンロは JP_KIKI のコンロを直接配置

されることをお勧めします。
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[障害物]

このまま [次へ]

[追加オプション]

このまま [次へ]

[バックガードを配置]

このまま [次へ]

壁付けのカウンターの場合

壁に接する部分(ライン)に自動的に

バックガードが付きます。

任意のライン上でクリックすると

配置を選択したり解除したりできます。
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[カスタムバックガード]

このまま [次へ]

[エッジを配置]

エッジ加工したい辺(ライン)を

次々とクリックして [次へ]

エッジ加工したい辺の上にマウスを

合わせると緑色で表示され、

クリックすると、紫色で表示されます。

[特記事項]

このまま [終了]

現状、コメント等を入力してもどこにも

反映していないようです。
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エッジ加工されたカウンターが

配置されたら、シンク、コンロ等を

配置します。

シンクを配置すると平面図に青い斜線の

警告が表示されます。これを非表示にするには

平面図の何もないところで右クリックして

[表示設定]  ⇒  [警告パターン] タブ　で

[ルール注意パターン] の チェックを外します。
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配置済みのカウンターを修正するには

カウンターの上で右クリックして、[面アイテム]  ⇒　[ウィザード] をクリックします。

エッジ形状やテクスチャ　をそれぞれの項目で

クリックして修正します。

ただし、シンクはいったん削除しないと

[カウンターウィザード] が終了できないようです。

また、テクスチャは、[カウンターウィザード] の中で選択できるものに

限られます。　Common や JP_KIKI のテクスチャに変更することはできません。

[カウンターウィザード] の機能自体は、数年前からありましたが、2020外部との協力で作成された

機能でもあり、謎も残っています。日本語版での文字化けもようやく解消した状況です。

引き続き改善に努めてまいりますが、従来の JP_KIKI のフリーデザインカウンター　と目的に応じて

使い分けてください。　(エッジ加工をパース上で強調したい場合のみ [カウンターウィザード] を使うなど)

エッジ加工できないことを除けば、断然、フリーデザインカウンターをお勧めします。

(サンプル)

シンク　;  KOHLER K-6565

水栓  ;  KOHLER K-649

カウンター  ;  SILESTONE

Lyra SUEDE FINISH

Eased Edge 4cm

カウンター  ;  2020

Red Vany

2cm Bullnose
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カウンター  ;  DEKTON

Aura

Shark Nose

カウンター  ;  SILESTONE

Amarillo Palmira

Ogee 4cm

カウンター  ;  SILESTONE

Tebas Black

Bevel 2cm
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8) [回復ファイル] 機能

従来の 「自動保存」 が [ファイル回復] という呼び方に変わりました。

2020作業中に強制終了した場合、PCのドキュメントの 2020 Files というフォルダに　kitファイルが保存されます。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒

[全般的な設定]  ⇒  [ファイル回復] 

にチェックし、保存間隔を分単位で

設定しておきます。

[ファイル] メニュー　をクリックすると

従来の 「最近使ったファイル」 欄の下に

「回復ファイル」 欄が新設されています。

その中から該当のkitファイルをクリックすると

作業を続行できます。

「差分保存」 機能と併用されると万全です。
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9) 矢印キーによるアイテムの移動

マウスを使わなくても　キーボードの矢印キーで　アイテムを移動できるようになりました。

平面図でも立面図でも使えます。　左右の矢印キーは、左右移動に使います。

上下の矢印キーは、立面図では上下移動に、平面図では前後移動に使います。

移動するアイテムは、単独でも複数でも可能です。　複数の場合は、[Ctrl] キーを押しながらすべて選択しておきます。

[Shift] キーを押しながら 矢印キーを押すと、最小単位(10mmなど) で移動します。

1回押すごとに移動する距離は、初期設定で設定します。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒

[作図エリア]  ⇒  [矢印キーでアイテム移動] の

上段で　通常の移動距離

下段で  [Shift] キーを押しながらの移動距離

を設定します。
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10) ROOM_M カタログの斜めの天井梁

ROOM_M カタログより

[建築関連]  ⇒  [梁]  ⇒  [梁] とたどり

CATCBEAM などの品番を平面図に配置します。

幅、奥行、高さ、テクスチャなども変更できます。

以上
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