
==============================================================================
               ＜＜  「ナスカ・プロＣＡＤ」バージョン情報  ＞＞               
                                                       2008.12.22 - 2020.02.14
==============================================================================
[Rel1.36]:2020.02.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.36]:2020.02.14
　１）ハードロック:意図せず不正改竄エラーが発生する問題を修正しました。
　２）DXF読込：属性名称の取り込みの有無を選択できるように変更しました。
　３）スナップ：拡大時に要素のスナップ・ピックができなくなる問題を修正しました。
　４）新規作成：現在の作業中のファイル保存でキャンセルをした時に、意図せず
　　　新規作成が行われる問題を修正しました。
　==============================================================================
[Rel1.34B]:2018.01.29
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.34.2]:2018.01.29
　１）IGES出力：出力するIGESファイルのフォーマットを修正しました。
==============================================================================
[Rel1.34]:2017.09.19
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.34]:2017.09.19
　１）DXF出力：文字の色が設定通りに出力されない場合がある問題を修正しました。
　２）外部出力：旋盤形状のSTL出力機能を追加しました。
==============================================================================
[Rel1.33]:2016.12.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.33]:2016.12.02
　１）ファイル読込：ナスカV2のCADデータの読込時に強制終了する場合がある問題
　　　を修正しました。
　２）DXF読込：DXFファイルを読み込むと正常に読み込めない図形がある問題を修正
　　　しました。
　３）スナップ：作図の際のスナップ動作が以前のバージョンと変わり原点へのスナッ
　　　プ表示が出なくなる場合がある問題を修正しました。
　４）指定点：点の作図でキー入力すると強制終了する場合がある問題を修正しまし
　　　た。
　５）複数オフセット：複数オフセットで、円弧のところに短い直線が入る場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.32]:2016.02.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.32]:2016.02.01
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）Windows10に対応しました。
　２）旋盤モードの「平行移動/複写」で「キー入力」指示の案内を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.31]:2015.11.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.31]:2015.11.02
　１）3図形接円：3要素に接する円の作図で「メモリが不足しています。」エラーが
　　　発生する　問題を修正しました。
　２）印刷：印刷時、表示にない線が印刷される場合がある問題を修正しました。
　３）文字：設定サイズ通りに作られていない場合がある問題を修正しました。
　４）寸法線：寸法線が正しく測れない場合がある問題を修正しました。
　５）複数図形削除：「図形選択条件」を終了できない場合がある問題を修正しました。
　６）ファイル読込：ナスカV1/V2形式のファイルを読み込んだ時、寸法文字がずれる
　　　場合がある問題を修正しました。
　７）DXF読込：「メンバーが見つかりません」とエラーする場合がある問題を修正
　　　しました。



　８）DXF読込：DXF読み込みで、ソフトが終了する場合がある問題を修正しました。
　９）DXF出力：DXF出力を「ナスカＶ１／Ｖ２形式」で行うと図形の入ってるレイヤー
　　　がレイヤー１６以降に移る場合がある問題を修正しました。
１０）DXF出力：「ナスカＶ１／Ｖ２形式」で出力したDXFデータがAutoCADで読み込め
　　　ない問題を修正しました。
１１）DXF出力：[標準形式]で出力したDXFデータで文字の縦横比が異なる場合がある
　　　問題を修正しました。
１２）ゴードーソリューションのロゴを修正しました。
==============================================================================
[Rel1.30]:2014.04.21
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.30]:2014.04.07
　１）Windows8.1に対応しました。 
　２）複数図形削除：「図形選択条件」の線種を「点」のみにすると設定終了できない
　　　問題を修正しました。
　３）寸法線：「寸法線の角度」の文字位置を確定前に補助線を削除するとCADが強制
　　　終了する問題を修正しました。
　４）DXF読込：「メンバーが見つかりません」とエラーする場合がある問題を修正
　　　しました。
　５）DXF読込：強制終了する場合がある問題を修正しました。
　６）DXF読込：読込み後、位置がずれてしまう場合がある問題を修正しました。
　７）数値入力画面：全角入力をして「不正入力」のエラー後、動きがおかしくなる
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.29]:2013.12.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.29]:2013.11.15
　１）画面操作：図形要素へのスナップがしやすくなりました。
　２）DXF読込：要素が反転する場合がある問題を修正しました。
　３）DXF読込：縮尺が寸法線の矢印部分に適用されない問題を修正しました。
　４）DXF読込：一部の穴形状が読み込めない問題を修正しました。
　５）DXF読込：DXFデータの読込時に強制終了する場合がある問題を修正しました。
　６）DXF読込：原点変更すると正常にFITできない問題を修正しました。
　７）図形のトリム：円弧を全周円にトリムすると半径ゼロの円となってしまう問題
　　　を修正しました。
　８）複数図形削除：点要素が色指定して削除できない問題を修正しました。
　９）表一覧入力：CSVファイルに文字列が含まれていた場合の動作を変更しました。
==============================================================================
[Rel1.27]:2013.06.24
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.27]:2013.05.09
　１）表示：円弧のあるデータを表示したとき、フリーズ、強制終了する場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.25]:2013.01.15
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.25]:2012.12.17
　１） 近使用したファイル：ファイルを開くと非表示レイヤーがアクティブになる
　　　場合がある問題を修正しました。
　２）外部出力：DXF出力設定で「ナスカV1/V2形式」かつ「寸法線を出力する」がONの
　　　場合は寸法線を線データで出力できるように変更しました。
　３）外部出力：ナスカCAD形式で出力したファイルを読み込むと寸法線や文字が消える
　　　問題を修正しました。
　４）外部出力：ナスカCAD形式で出力した文字がずれる問題を修正しました。
　５）インボリュート歯車：歯元タイプを変更した際に、不要な線が残ってしまう場合
　　　がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.23]:2012.07.23



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.23]:2012.07.13
　１）DXF読込：スプライン要素が正しく取り込めない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.22]:2012.05.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.22]:2012.03.15
　１）DXF出力：公差の表示が2段表示されるように修正しました。
　２）DXF出力：文字サイズが出力すると小さくなってしまう問題を修正しました。
　３）複数オフセット：分岐のある図形を選択するとき、1つ前の分岐に戻ることが
　　　できるようになりました。
　４）コーナーR/C：交差する線のコーナーを編集すると、トリムされた図形の属性が
　　　変わってしまう問題を修正しました。
　５）微小端点自動接続：分岐のある図形を選択するとき、1つ前の分岐に戻ることが
　　　できるようになりました。
　６）印刷設定：ファイル名の印刷を[しない･ファイル名のみ出力･フルパスを出力]の
　　　3タイプから選べるようになりました。
　７）作図基本設定：寸法線をスナップ対象にするか設定できるようになりました。
==============================================================================
[Rel1.19]:2011.11.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.19]:2011.10.13
　１）DXF読込： 後の要素が部品または寸法であるDXFデータ読み込むと、強制終了
　　　する場合がある問題を修正しました。
　２）印刷：ファイル名のフォントや文字サイズが異常になる場合がある問題を修正
　　　しました。
==============================================================================
[Rel1.18A]:2011.08.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.18A]:2011.07.20
　１）インボリュート歯車：歯数が奇数の時、転位係数の計算結果が正しくない問題
　　　を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.17A]:2011.05.24
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.17A]:2011.05.20
　１）等倍印刷：等倍で印刷されない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.17]:2011.05.16
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.17]:2011.04.12
　１）ウィンドウ： 大化の状態を次回起動時に保持するよう修正しました。
　２）CADデータ開く：ファイルの読み込み速度を改善しました。
　３）寸法線：旋盤モードの[点の追寸]がX方向が半径表示になっている問題を修正
　　　しました。
　４）外部出力：ナスカCAD形式でネットワーク上に出力する際の速度を改善しました。
　５）寸法線：[角度]の文字サイズが変更できない問題を修正しました。
　６）寸法線：パラメータで変更した色がすぐに反映されるよう修正しました。
　７）部品呼出：読み込み中断後に操作案内が更新されるよう修正しました。
　８）等倍印刷：プリンタによっては用紙上の中心がズレる問題に対応しました。
　９）等倍印刷：余白量の値が正しく反映されていない問題を修正しました。
１０）円弧群-真円変換：真円でない円弧が真円になってしまう問題を修正しました。
１１）コーナーR/C：真円と直線の交点にコーナーにRをつける場合に図形削除の有無を
　　　選択できるように修正しました。
１２）外部出力：不正な要素を含むデータをナスカCADとIGES出力する場合に強制終了
　　　する問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.16]:2011.01.24



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.16]:2010.12.20
　１）外部出力：IGESファイルを出力できるようになりました。
　２）外部読込：クラシックレイアウトメニューにIGESの読み込み項目がない問題を
　　　修正しました。
　３）DXF読込：寸法線文字の位置がずれる場合がある問題を修正しました。
　４）寸法線：公差を追加すると寸法文字が左にずれる問題を修正しました。
　５）色・線色・レイヤー変更：3Dコネクトから読み込んだ要素の属性を変更できない
　　　場合がある問題を修正しました。
　６）オフセット計算：オフセットすると、図形間に端点許容誤差より短い直線が追加
　　　される場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.15]:2010.10.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.15]:2010.09.24
　１）画面表示：[拡大]コマンド[縮小]コマンド追加しました。
　２）画面表示：[前の画面]コマンドを追加しました。
　３）ファイル：ファイル選択画面の大きさを広げられるようになりました。
　４）ファイル：CADファイルを読み込むと強制終了する場合がある問題を修正
　　　しました。
　５）外部読込：IGESファイルが読み込めるようになりました。
　６）DXF読込：寸法線文字の位置がずれる場合がある問題を修正しました。
　７）DXF読込：注記要素の文字サイズに対応しました。
　８）DXF読込：真円が取り込めない場合がある問題を修正しました。
　９）CAM起動：プロ・上下異形状を起動できるよう変更しました。
１０）CAM起動：ナスカ・レーザーを起動できるようになりました。
１１）印刷：ファイルパスを除くファイル名を印刷するよう変更しました。
１２）等倍印刷：倍率をかけると余白量がずれる場合がある問題を修正しました。
１３）ブロック作図：ステータスバー操作案内を修正しました。
１４）レイヤー編集：表示OFFにしたレイヤー要素を認識してしまう場合がある問題
　　　を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.14]:2010.07.20
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.14]:2010.06.25
　１）WindowsVista, Windows7の場合は、管理者起動設定されるよう修正しました。
　２）ナスカプロシリーズにギアが追加されました。
　３）拡大/縮小：[W]キーでの画面縮小、[E]キーでの画面拡大に対応しました。
　４）コマンドを[ESC]キーで抜けた直後に補助線が引けない場合がある問題を修正
　　　しました。
　５）DXF読込：スプライン要素が読み込めない問題を修正しました。
　６）レイヤー編集：図形を移動後、その図形をハイライトすると強制終了する問題
　　　を修正しました。
　７）印刷：円が一部印刷されない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.13]:2010.04.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.13]:2010.04.14
　１）平行移動・複写：座標系が旋盤モードの時、垂直方向の距離が正しくなるよう
　　　修正しました。
　２）作図：旋盤モードの時、座標をインクリ入力すると移動量が半分になる問題を
　　　修正しました。
　３）作図：面粗さコマンド4/4で表示位置確定時にEscキーを押すと異常終了する
　　　問題を修正しました。+
　４）部品呼出：12画面でファイル削除するとスクロール時に強制終了する問題を
　　　修正しました。+
==============================================================================
[Rel1.12]:2010.03.29



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.12]:2010.03.19
　１）作図：ブロック作図の機能を追加しました。
　２）外部読込：DXFファイル読み込みで、基準点を指示しようとする際に、寸法文字の
　　　色が設定されている色でない場合がある問題を修正しました。
　３）ファイル：「ナスカ・プロ独自の12画面図形表示選択」で表示しているCADファイ
      ルを削除すると強制終了する問題を修正しました。
　４）外部読込：NCデータ読込み時に旋盤モードのアドレスUを直径値として扱うように
　　　修正しました。
　５）十字線：スプライン、楕円、円弧長コマンド時に1点目選択に戻ると十字カーソル
　　　表示が表示されない問題を修正しました。
　６）平行移動・複写：座標系が旋盤モードのときに、垂直方向の距離が２倍で移動さ
      れてしまう問題を修正しました。
　７）外部読込：DXF読み込みの選択取り込みで一部の図が読み込めない問題を修正し
　　　ました。
　８）作図：座標値の表一覧入力画面で、名前をつけて登録しようとするとフォルダの
      エラーで登録ができない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.11A]:2010.03.08
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.11A]:2010.03.04
　１）移動複写:反転移動/複写コマンドで補助線を作成したときに強制終了する場合が
　　　ある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.11]:2010.02.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.11]:2010.02.10
　１）CADデータ開く:12画面図形表示でフォルダを開くと強制終了することがある問題
　　　を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.10]:2010.01.12
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.10]:2009.12.17
　１）補助線：十字補助線のマウスカーソル追随速度を向上しました。
　２）補助線：十字補助線のチラつきを修正しました。
　３）レイヤー表示：操作パネルのレイヤー表示機能をレイヤー編集機能に変更しまし
た。
　４）寸法線：公差の後に通常の文字サイズで文字を記述できるよう修正しました。
　５）ハイライト表示：ハイライト表示のON/OFF設定を追加しました。
　６）部品呼出：ナスカV2で登録した部品の文字を読み込めない場合がある
　　　問題を修正しました。
　７）CADデータ開く：データによって読込時に強制終了する場合がある問題を
　　　修正しました。
　８）原点の変更:メニューバーに原点の変更コマンドを追加しました。
　９）外部読込：DXFデータがWindowsVistaで読み込めない場合がある問題を
　　　修正しました。
==============================================================================
[Rel1.09]:2009.10.13
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.09]:2009.10.02
　１）印刷：不正データに対する要素の妥当性チェックを追加しました。
　　　印刷すると余分な直線が延びて印刷されてしまう問題を修正しました。
　２）ファイル：部品呼出の独自ファイル選択ウィンドウで前回のファイル名を
　　　保持するように変更しました。
　３）移動複写：移動複写時に選択済みの図形をCtrl＋クリックで図形選択解除されて
　　　しまう問題を修正しました。
　４）微小端点自動接続：始点と終点で端点自動接続が正常に実行されない問題を
　　　修正しました。



　５）レイヤー表示：ＣＡＤを複数起動し、レイヤー表示を複数開くと表示がおかしい
　　　問題を修正しました。
　６）微小端点自動接続：微小端点自動接続の検出マーク表示が適切でない問題を修正
　　　しました。検出マークのサイズを画面上のサイズに変更しました。
　７）表一覧入力：連続線の表一覧入力後も連続線作図中となっている問題を修正
　　　しました。
　８）部品呼出：部品呼出で前回のファイル名を保持するように修正しました。
　９）オフセット計算：スプラインや連続線でオフセット計算ができない場合がある
　　　問題を修正しました。
１０）レイヤー表示：アクティブレイヤーを非表示にできてしまう問題を修正しました。
１１）削除：[種類別削除]の寸法線削除で点も削除される問題を修正しました。
１２）寸法線：下線付き引出寸法線の矢印の向きが、補助メニューの内側／外側の設定と
　　　逆になる問題を修正しました。
１３）外部出力：ナスカＣＡＤ形式で出力すると公差の値の位置がずれてしまう問題を
      修正しました。
１４）外部出力：ドキュメント名によってＰＤＦ出力ができない場合がある問題を
　　　修正しました。
１５）等倍印刷：等倍印刷時に表示される枠表示が余白量に併せて変化しない問題を
　　　修正しました。
１６）色・線色・レイヤー変更：範囲選択の時に、画面外になると対象から外れる問題を
　　　修正しました。
１７）ＦＩＴ：寸法線を非表示にしてもＦＩＴ時の表示範囲に含まれてしまう問題を
　　　修正しました。
１８）枠拡大：枠拡大時にＶ２のような十字線を出すように修正しました。
１９）CADデータ開く：npcad_bakファイルを開いた後、npcadファイルに保存しなおして
も
　　　Timerが更新されない問題を修正しました。
２０）表一覧入力：点・線・スプラインの表一覧入力でcsv取り込みで拡張子.txtが対象
外
　　　となっていた問題を修正しました。
２１）下線付き引出線：引出線角Freeの時にエラーになる場合がある問題を修正しまし
た。
２２）引出線：[円弧長さ]の引出線が直交にならない問題を修正しました。
２３）寸法線：寸法作成時に公差を追加すると、中央に配置されない問題を修正しまし
た。
２４）半径指定円：[個別にR入力]から[R=xx.xxx]に切り替えた際、直ちに方式が
　　　切り替わらない場合がある問題を修正しました。
２５）寸法線：角度寸法線の文字が寸法線と重なってしまう場合がある問題を修正しまし
た。
２６）補助線：真円の交点にＦキー補助線が表示されない問題を修正しました。
２７）印刷：円弧が正常に印刷されない問題を修正しました。
２８）微小端点自動接続：微小端点自動接続で、強制終了することがある問題を修正
      しました。
２９）印刷：印刷コマンドが他コマンド操作中に割り込めてしまう問題を修正しました。

３０）一筆書き：円弧が1周円を描いてしまう場合がある問題を修正しました。
３１）画面構成初期化：画面構成初期化の対象要素にステータスバーが入っていない
      問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.08]:2009.09.03
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.08]:2009.08.26
　１）図形のトリム：寸法線もトリムの対象にしました。
      [Shift]キーを押すと寸法線が対象となります。
　２）外部読込：DXFデータのプレビュー画面を追加しました。
　３）自動バックアップ：システムパラメータ設定に自動パックアップ先の設定を追加
し、
　　　自動バックアップの作成場所を指定できるようにしました。



      また、自動パックアップファイルの拡張子をnpcad_bakに変更しました。
      [CADデータ開く]の拡張子にnpcad_bakを追加し、開けるようにしました。
      各ファイルごとの自動バックアップ機能を廃止しました。タイマーのバックアップ
      のみになります。
　４）範囲選択：範囲選択の基準にナスカ互換を選択できる機能を追加しました。
　５）一筆書き：微小に離れている場合も処理できるように変更しました。
　６）決定座標：決定座標の表示機能を追加しました。
　７）ショートカットキー：画面操作のショートカット機能を追加しました。
　８）平行移動／複写：[Shift]キーで8方向に角度を設定できるように追加しました。
　９）外部出力：DXF出力する際、ソディックの加工機で読めるフォーマットを追加
      しました。
１０）寸法線：寸法線記入時には寸法線表示を自動的にＯＮにするように変更しました。
１１）回転移動／複写：垂直、水平に回転できる機能を追加しました。
１２）スプライン：スプラインの作図で点が残る問題を修正しました。
１３）寸法線文字変更：反転させた文字を寸法線文字編集するとさらに反転されてしまう
　　　問題を修正しました。
１４）外部読込：DXF読込をすると寸法線の文字が小さくなる問題を修正しました。
１５）範囲削除：図形選択条件で線種のチェックのON/OFFの問題を修正しました。
１６）外部読込：ビットマップ図の読込でキャンセルが効かない問題を修正しました。
１７）交点切断：円／円弧を正しく交点切断できない問題を修正しました。
１８）楕円：楕円の対角点に相対座標を入力すると不正な点が入力される問題を修正
　　　しました。
１９） 近使用したファイル：ドラッグしてファイルを開くと、[ 近使用したファイル]
　　　に表示がされない問題を修正しました。
２０）寸法線：3/6、6/6の寸法線文字の表示位置の問題を修正しました。
２１） 近使用したファイル： 近使用したファイルで現在開いているファイルを選択
      しても変更分が破棄されない問題を修正しました。
２２）CADデータ開く：アクティブレイヤーが非表示の場合、先頭の表示レイヤーを
      アクティブにするよう変更しました。
２３）文字フォント：一部の文字フォントを変更しました。
２４）CADデータ開く：Ｖ２のCADデータを開くと文字データの表示がずれる問題を
　　　修正しました。
２５）寸法線文字変更：寸法線文字変更で文字列を削除すると再設定できなくなる問題を
　　　修正しました。
２６）等倍印刷：表示画面外の要素が印刷されない問題を修正しました。
２７）画面表示：画面移動中にズームすると画面外図形が表示されなくなる問題を
　　　修正しました。
２８）外部読込：DXFのスプラインで正しく読み込めない問題を修正しました。
２９）平行移動／複写：範囲選択時に移動量が無いと表示ゴミが残る問題を修正しまし
た。
３０）新規作成：新規作成時に円弧が多角形に見える問題を修正しました。
３１）折れ線注記：[Shift]キーを押しながら垂直方向に移動すると、文字が線から飛び
　　　出す問題を修正しました。
３２）平行複写：個数入力時に空欄入力で１個複写できるように修正しました。
３３）中心線：線分への中心線が線の中点に乗らないことがある問題を修正しました。
３４）寸法線：寸法文字の大きさを矢印キーで調整した際、パラメータの文字の大きさ
　　　設定値が記憶されない問題を修正しました。
３５）外部読込：プレビュー画面から読み込むとレイヤー番号が1つずれる問題を
　　　修正しました。
==============================================================================
[Rel1.07B]:2009.07.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.07]:2009.07.10
  １）部品登録:Windows標準画面でファイルを保存できない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.07]:2009.07.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.07]:2009.06.29



  １）部品呼出:プロの部品ファイルとナスカ部品ファイル両方を表示するように変更
      しました。
  ２）一筆書き:図形選択時に接点が存在しない場合に警告が表示されるように変更
      しました。
  ３）CADデータ開く:ファイル選択画面の初期値をWindows標準に変更しました。
  ４）複数オフセット:オフセットの回数、距離がソフトを終了しても保持されるように
      変更しました。
  ５）複数オフセット:初回CAD起動時のオフセットの回数の初期値を1に変更しました。
  ６）図形選択:図形を選択した時の、直線、点、円弧、freeの文字が残るように変更
      しました。
  ７）印刷設定:印刷設定の「太さ」「間隔」の設定項目に目盛りが表示されるように
      変更しました。
  ８）寸法線:寸法線非表示の機能を追加しました。
  ９）決定座標ウィンドウ:決定座標ウィンドウを追加しました。
      直線、円のみ対応しました。コマンドは順次対応していきます。
１０）開く/保存:12画面ファイルダイアログに履歴が表示されるように変更しました。
１１）CADデータ削除:CADデータ削除の機能を追加しました。
１２）3点円弧:3点円弧の作図で同一点を選択した場合にエラー表示されるように変更
      しました。
１３）スプライン:スプラインの作図で同一点を選択した場合にエラー表示されるように
      変更しました。
１４）重複線合成:[全範囲]ボタンを追加しました。
１５）座標系:XY座標系、ZX座標系(旋盤モード)を表示するように変更しました。
１６）円弧群-真円変換:円弧群を真円に変換する機能を追加しました。
１７）描画処理:円が多角形で表示される問題を修正しました。
１８）CAM起動:CAM起動時に重複図形の有無をチェックするように修正しました。
１９）レイヤー編集:レイヤー編集で移動と複写を実行するとアクティブレイヤー枠が
      消える問題を修正しました。
２０）補助線:円弧の補助線の作成時に補助線が円弧に沿って表示されない問題を修正
      しました。
２１）レイヤー表示:図形の拡大/縮小、移動/複写を実行直後にレイヤー選択ダイアログ
      を開くと、アクティブレイヤーの選択枠が、選択図形のレイヤーになる問題を
      修正しました。
２２）重複線合成:重複線合成で重複箇所の図形表示がされない問題を修正しました。
２３）補助線:点にキーボード[F]で補助線をつけようとすると垂直方向の補助線が表示
      されない問題を修正しました。
２４）図形確認/1図形削除:重複図形が存在する際に選択色が見えないことがある問題
      を修正しました。
２５）部品呼出:部品呼出の時に12画面ファイル選択ダイアログを使用できるように変更
      しました。
２６）寸法:追い寸で、0にマイナス記号が表示されてしまう問題を修正しました。
２７）印刷設定:印刷時の倍率に小数点以下の入力ができない問題を修正しました。
２８）角度指定線分:直線を選択し回転の中心点として線の中点をクリックすると
      選択した線によって作図方向が異なる問題を修正しました。
２９）寸法:寸法線コマンドで寸法表示時に、Shiftキーを押すとごみが残ってしまう
      問題を修正しました。
３０）DXF:DXF読み込みした寸法公差の値が文字変更出来ない問題を修正しました。
３１）寸法:寸法線をUNDO、REDOすると、寸法線と寸法値がバラバラの個になる問題
      を修正しました。
３２）寸法:追い寸の点入力でFreeな位置を拾えてしまう問題を修正しました。
３３）画面移動:画面移動中にマウスがメインウィンドウからはみ出すと表示されない
      図形が発生する問題を修正しました。
３４）寸法線:[寸法線位置、大きさ変更]での変更が[戻る]で戻すことができない問題
      を修正しました。
３５）外部出力:ナスカCAD形式で出力したものをV2で読込むと寸法線の表示がおかしく
      なる場合がある問題を修正しました。
３６）寸法:寸法線文字変更をすると表示位置が変わってしまう場合がある問題を
      修正しました。



３７）一筆書き:操作中にマウスホイールで移動すると強制終了する問題を修正しまし
た。
３８）引出線座標値:Shiftキーを押しながら-90°方向にくると引き出し線が短くなる
      問題を修正しました。
３９）レイヤー:一覧表示の寸法線表示色が変化することがある問題を修正しました。
４０）印刷:円弧が正常に印刷されない問題を修正しました。
４１）部品読込:部品データのVerによっては読み込めない問題を修正しました。
４２）移動/複写:平行移動、複写の実行時に、マウス移動で寸法線も移動するように
      修正しました。
４３）オフセット:オフセットの際に、図形の分岐点で矢印が表示されない問題を
      修正しました。
４４）微小端点自動接続:微小端点自動接続の際、図形の分岐点で矢印が表示されない
      問題を修正しました。
４５）DXF:サイズの大きいデータ読込時に「要素数の 大値を超えました」のエラーが
      出てソフトが動かなくなる問題を修正しました。
４６）コーナーR:コーナーRを変更すると、設定していない色・線種･太さに変更される
      問題を修正しました。
４７）寸法:寸法線を[連続]で作成している時、2本目以降では文字の大きさを変更
      できない問題を修正しました。
４８）分割:真円を円弧で分割した際、円弧の延長上の交点での分割が正常に行われない
      問題を修正しました。
４９）描画処理:拡大/縮小、移動時の表示応答速度を改善しました。
５０）補助線:同じ場所に補助線が何本か表示されていると、図形の選択候補にそのすべ
て
      の補助線が表示されてしまう問題を修正しました。
５１）範囲削除:外側削除の処理方法を変更し、従来より処理速度を改善しました。
==============================================================================
[Rel1.06B]:2009.05.15
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.05.13
  １）保存:操作履歴が1000を超えた状態になると図形の一部が消えてしまう問題を
      修正しました。
  ２）寸法:画面移動すると寸法文字の表示色がハイライト色のままになってしまう
      問題を修正しました。
  ３）印刷:面祖度記号を印刷すると、余分な線が印刷される問題を修正しました。
  ４）寸法線文字変更:寸法線の文字を変更した後、レイヤーを変更すると寸法文字が
      変更前の文字に戻ってしまう問題を修正しました。
  ５）等倍印刷:印刷補正量の設定を追加しました。
  ６）画面印刷:円弧が正常に印刷されない問題を修正しました。
  ７）印刷:印刷を行った後、画面表示が更新されない問題を修正しました。
  ８）レイヤー編集:アクティブレイヤー表示が画面内に無い状態で削除を実行すると
      強制終了する問題を修正しました。
  ９）部品呼出:寸法線がアクティブレイヤーに読み込まれない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.06]:2009.04.30
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.04.23
  １）コーナーR/C:補助メニューのボタン配置を変更しました。
  ２）原点の変更:補助メニューの初期値ボタンを初回は表示しないように変更しまし
た。
  ３）文字:文字入力中止後は、文字コマンドから抜けるように変更しました。
  ４）CADデータ開く:拡張子が[CAD]以外のナスカV1/V2のファイルを開けるように
      変更しました。
  ５）部品呼出:寸法線を含む部品ファイルを読み込むと強制終了する問題を
      修正しました。
  ６）印刷設定:画面印刷と等倍印刷の倍率をそれぞれ設定できるように変更しました。
  ７）角度指定線分:相対角度指示方法をナスカV2の指示方法と同じにしました。
  ８）複写:各複写コマンドで複写/移動を行うとアクティブレイヤーが対象図形の



      レイヤーに変更される問題を修正しました。
  ９）複数オフセット:オフセット後、干渉する場合にオフセット計算を終了するように
      変更しました。
１０）図形選択:作図図形と選択候補図形が重なる場合に選択候補図形が選択できない
      問題を修正しました。
１１）レイヤー表示:非表示レイヤーを表示に変更しても何か操作を行わないと表示され
      ない問題を修正しました。
１２）寸法線:連続で寸法線を作図する場合に自動寸法では垂直/水平/斜めの判断が
      指示したものと同じにならない問題を修正しました。
１３）寸法線:寸法線の各設定を保持するように修正しました。
１４）寸法線:角度寸法線で端点にスナップした状態で指示すると反対側の角度寸法に
      なる問題を修正しました。
１５）一筆描き:円弧選択時に1周円にならないように変更しました。
１６）寸法線:寸法線の色を変更した直後に色が更新されない問題を修正しました。
１７）点の追寸:同一座標に対して複数作図される問題を修正しました。
１８）複数オフセット:オフセット図形が作成されない場合にエラーメッセージを表示す
る
      ように変更しました。
１９）表示:マウスドライバによりマウスホイールの拡大/縮小動作ができない問題を
      修正しました。
２０）寸法線:作図時に強制終了してしまう場合がある問題を修正しました。
２１）複数オフセット:チェーン選択時に閉じた連続線でも途中で止まってしまう場合が
      ある問題を修正しました。
２２）原点の変更:上下異形状CAMに原点の変更が対応していない問題を修正しました。
２３）外部読込:前回開いたフォルダを参照しない問題を修正しました。
２４）原点の変更:DXF出力に原点の変更が対応していない問題を修正しました。
２５）コーナーR/C:コーナーR作成すると線が残る場合がある問題を修正しました。
２６）交点切断:対象図形を除外する場合に図形が無い位置で指示すると強制終了する
      問題を修正しました。
２７）CADデータ開く:V1/V2のCADデータの場合に12画面図形選択画面でプレビュー画面を
      指示しても選択できない問題を修正しました。
２８）ナスカCAD:寸法線が出力されない問題を修正しました。
２９）部品呼出:部品呼出を実行してから上書き保存を実行すると保存先が変わる問題を
      修正しました。
３０）寸法線:各寸法線の位置指示中に[ESC]キーでコマンドキャンセルを行うと強制終了
      する問題を修正しました。
３１）図形延長:一度図形延長した図形を再度指示すると図形が異常になる問題を修正
      しました。
３２）重複線合成:半円の形状が正しく削除されない問題を修正しました。
３３）指定点:相対座標入力に対応するよう変更しました。
３４）印刷:破線の印刷が正しく出力されない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.05A]:2009.04.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.05]:2009.04.02
  １）部品呼出:V1/V2の部品ファイルで空のテキスト文字があると読込めない問題を
      修正しました。
  ２）等倍印刷：用紙サイズが任意及び用紙サイズとプリンタの用紙サイズが異なる
      場合に等倍で印刷されない問題を修正しました。
  ３）DXF:読み込み時にレイヤーを一つにまとめて読み込みを行っていたのを
      それぞれのレイヤー番号に読み込むよう変更しました。
  ４）部品呼出:寸法線を含む部品ファイルを読み込むと強制終了する問題を
      修正しました。
==============================================================================
[Rel1.05]:2009.03.30
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.05]:2009.03.23
  １）移動/複写:Ctrlキーを押しながらピックすることにより基準位置指定になるように



      操作を変更しました。また、範囲選択の場合はShiftキーを押しながら指示する
      ことにより、現在のモードを切り替え(選択<->解除)るように変更しました。
  ２）レイヤー:現在値の入力欄がアクティブになるようにしました。
  ３）複数図形削除:種類別削除機能を追加しました。
  ４）複数図形削除:種類の選択に点を追加しました。
  ５）DXF:データ読み込み後の位置配置の処理速度を従来より向上しました。
  ６）半径指定円など:半径0の円が作図できる問題を修正しました。
  ７）寸法線:表示処理を一部変更しました。
  ８) 複数図形削除:種類の選択で色/太さ/線種のチェックをOFFにできるようにしまし
た。
  ９）連続線分/スプライン:表一覧入力で旋盤モードで入力するとX座標値が2倍される
      問題を修正しました。
１０）CADデータ開く:12図形ファイル選択で起動時はファイル未選択になるように変更
      しました。
１１）DXF:スプラインの変換処理を変更しました。
１２）複数オフセット:オフセットできない場合がある問題を修正しました。
１３）3図形接円:2円の中心が直線上にある場合に作図できない問題を修正しました。
１４）DXF:出力時に非表示レイヤー、寸法線の出力の可否設定機能を追加しました。
１５）システムパラメータ設定:選択色とハイライト色を反映するように変更しました。
１６）図形のトリム:回転複写をした場合にトリムできない場合がある問題を修正
      しました。
１７）表示:十字カーソルの表示が残る場合がある問題を修正しました。
１８）寸法線:表示位置を確定してない状態でカーソルにより拡縮すると表示が消える
      問題を修正しました。
１９）複数オフセット→戻る→複数オフセットの操作をすると強制終了になる問題を
      修正しました。
２０）図形延長：図形がトリムされる場合がある問題を修正しました。
２１）表示:マウスドラッグによる移動を行うと表示が消えてしまう場合がある問題を
      修正しました。
２１）寸法線:入力文字が空白の場合に強制終了する問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.04A]:2009.03.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.04]:2009.03.04
  １）名前をつけて保存:[名前をつけて保存]ダイアログのファイル名の部分に、開い
      ていたファイルの名前を表示するようにしました。
  ２）上書き保存:DXFファイルを開いて.npcad形式で上書き保存する時、ダイアログの
      ファイル名前の部分に開いていたファイル名の拡張子を除いたものを表示するよ
      うにしました。
  ３）等倍印刷:等倍印刷で１倍で印刷しても実寸サイズにはならない問題を修正し
      ました。
  ４）印刷:印刷方式を変更し、印刷速度・品質を改善しました。
  ５）印刷設定:「印刷時のファイル名印刷」を有としてもファイル名が印刷されない
      問題を修正しました。
  ６）連続線:表入力で画面末尾のセルで入力するとアクティブセルが見えなくなる問題
      を修正しました。
  ７）正多角形:中心座標自動設定が原点変更と旋盤モードに対応していない問題を
      修正しました。
  ８）寸法線設定:寸法線の色を変更しても，既に描かれている寸法線の色が変わらない
      問題を修正しました。
  ９）複数オフセット:オフセットの回数の設定値がおかしくなる問題を修正しまし
      た。
１０）画面表示:新規作成後に表入力で線を作図するとマウスホイールのドラッグで
      ゴミがでる問題を修正しました。
１１）3図形接円で円の候補が正しくない場合がある問題を修正しました。
１２）システムパラメータ設定:表記間違いを修正しました。
１３）印刷:真円を印刷すると、切れ目のようなものが入ってしまう問題を
      修正しました。



１４）上書き保存:上書き確認画面が出ずに上書きされてしまう問題を修正しました。
１５）寸法線:寸法が表示されない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.04]:2009.02.27
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.04]:2009.02.23
    １）ハイライト表示:要素選択時、線が太くならないよう変更しました。
    ２）レイヤー:レイヤー名を変更できるよう変更しました。
    ３）印刷:モノクロ印刷設定を追加しました。
    ４）印刷:印刷ダイアログを「印刷の向き」を含むものに変更しました。
　　５）指定点:表入力機能を追加しました。
    ６）線の色:設定パネルの「線の色」表示を変更しました。
    ７）レイヤー:[全表示/全非表示]の機能を分離しました。
    ８）印刷:印刷速度を従来より向上しました。
  　９）レイヤー:レイヤー名を変更できるように変更しました。
  １０）レイヤー:表示画面のスクロールをマウスホイール対応にしました。
  １１）部品呼出:連続して操作できるように変更しました。
  １２）NCデータ:配置できるよう修正しました。
  １３）スプライン:パターンを追加し、作図を修正しました。
  １４）レイヤー:表示画面でメモリ不足により表示できない場合、エラーメッセージを
        表示するように修正しました。
  １５）オフセット:円の中心線の端点が円上にある場合、オフセットできない問題を
        修正しました。
  １６）オフセット:円に直線が接している場合、オフセットが終了しない問題を
        修正しました。
  １７）案内表示:表示が消える問題を修正しました。
  １８）文字:反転した後、文字変更をしても元に戻らない問題を修正しました。
  １９）メインウィンドウにフォーカスがない場合、数値をキー入力できない問題を
        修正しました。
  ２０）図形指示:レスポンスを従来より向上しました。
  ２１）等倍印刷:実寸サイズにならない問題を修正しました。
  ２２）寸法:矢印が設定した形状にならない問題を修正しました。
  ２３）１図形と中心指定接円:内接円が作図できない問題を修正しました。
  ２４）スナップ:マウスを移動させないと機能しない問題を修正しました。
  ２５）一筆書き:指示の進行方向に合わせて作図できるよう修正しました。
  ２６）円の描画精度:画面の表示倍率にあわせ描画精度を変更するように修正
　　　　しました。
  ２７）印刷:線種が確認できるよう修正しました。
  ２８）レイヤー:設定パネルのレイヤー選択方法を変更しました。
  ２９）連続線分/スプライン:表一覧入力が原点変更に対応していない問題を
　　　　修正しました。
  ３０） 近開いたファイル:ファイルが開けない場合がある問題を修正しました。
  ３１）角度指定線分:中点にスナップできない問題を修正しました。
  ３２）名前を付けて保存:ファイル名に「.」があると「.npcad」の拡張子がつかない
        問題を修正しました。
  ３３）3図形接円:直線と2つの接円で作図できない問題を修正しました。
  ３４）寸法:スナップOFFの設定が有効にならない問題を修正しました。
  ３５）特定の形状を交点切断できない問題を修正しました。
  ３６）上書き保存:CADファイルからファイルの関連付けで起動した場合、
        「名前をつけて保存」ダイアログが表示される問題を修正しました。
  ３７）寸法:パラメータ設定で小数点が入力できない問題を修正しました。
  ３８）自動バックアップ:TIMER(バックアップ)ファイルの保存場所を、システム
        パラメータで設定したフォルダにするよう修正しました。
  ３９）12画面ファイル選択ウィンドウ:ファイルの種類の表示を修正しました。
  ４０）等倍印刷:印刷位置の補正量の設定ダイアログの「画面の用紙サイズ」の
        番号がずれている問題を修正しました。
  ４１）名前をつけて保存:Run time errorが出る場合がある問題を修正しました。
  ４２）DXF:外部読込後、削除コマンドで常に寸法線を認識してしまう問題を



        修正しました。
  ４３）寸法:作図中に強制終了する問題を修正しました。
  ４４）接線:角度のついた2本の平行線を順にクリックすると意図しない位置に2等分線
を
        作図する問題を修正しました。
  ４５）部品登録:キャンセル後の動作を修正しました。
  ４６）ラバーバンド:直線、円などでラバーバンド表示が残る問題を修正しました。
  ４７）DXF:外部読込でファイルが選択できない場合がある問題を修正しました。
  ４８）戻る/やり直し:異常終了する場合がある問題を修正しました。
  ４９）レイヤー:表示画面でWindowsVistaの場合レイヤー番号表示が異常になる
        問題を修正しました。
  ５０）レイヤー:図形の移動・複写時にアクティブレイヤーが変更になった場合に
        設定パネルのレイヤー表示が変更されない問題を修正しました。
  ５１）レイヤー:WindowsVistaの場合にレイヤー番号ダイアログのエラーメッセージが
        英語表記にになる問題を修正しました。
  ５２）NCデータ:外部読込後、キャンセルすると選択している作図コマンドがキャンセ
ル
        される問題を修正しました。
  ５３）原点の変更:直線を正しい座標で作図できない問題を修正しました。
  ５４）直線:旋盤モードの場合、直線を直径値で作図できない問題を
　　　　修正しました。
  ５５）図形のトリム:作図できない場合がある問題を修正しました。
  ５６）1図形と中心指定接円:補助線の端点へスナップする問題を修正しました。
  ５７）ファイル:ファイル開く、外部読込で読み取り専用チェックボックスを
　　　　廃止しました。
  ５８）DXF:メニューとドラック&ドロップした場合で動作が違う問題を修正しました。
  ５９）開けないファイルをドラック&ドロップすると新規作成の状態になる問題を
        修正しました。
  ６０）直線:連続線表入力で、小数点以下8桁に丸めるよう修正しました。
  ６１）寸法:矢印にスナップするよう修正しました。
  ６２）ハードロック:動作を一部変更しました。
  ６３）寸法:斜め寸法が線分に対して直角にならない場合がある問題を修正しました。
  ６４）表示:拡大できる倍率を従来より向上しました。
  ６５）作図範囲:原点変更時、原点からみて100万四方になるように作図範囲を修正
　　　　しました。
  ６６）コマンドを選択するまで十字補助線が表示されない問題を修正しました。
  ６７）3点円弧:エラーした場合の動作を変更しました。
  ６８）全体表示:フィットしない場合がある問題を修正しました。
  ６９）図形分割:図形分割が正確に分割されない問題を修正しました。
  ７０）各範囲指定で画面拡大をしたときクリックした点がずれる問題を修正しました。
  ７１）半径指定円: 小Rを0.0001に変更しました。
  ７２）寸法:FREE位置が選択できる問題を修正しました。
  ７３）DXF:読み込みを修正しました。
  ７４）コーナーR/C:真円とそれを通る直線の場合の動作を修正しました。
  ７５）寸法:戻るが対応していない問題を修正しました。
  ７６）直線:水平線、垂直線作図後の戻る動作の問題を修正しました。
  ７７） 近使用したファイル:確認ダイアログが表示されない問題を修正しました。
  ７８） 近使用したファイル:コマンドがキャンセルされない問題を修正しました。
  ７９）レイヤー:削除を行うと強制終了する問題を修正しました。
  ８０）寸法:設定の値を小数点以下4桁にするよう修正しました。
  ８１）交点切断:接図形が切断できない問題を修正しました。
  ８２）DXF:円弧が真円で表示される場合がある問題を修正しました。
  ８３）スナップ:レイヤー表示がオフでもスナップする問題を修正しました。
  ８４）数値入力(電卓):マイナスの値が正しく処理されない問題を修正しました。
  ８５）円の追寸:円弧も対象になる問題を修正しました。
  ８６）図形のトリム:円弧を直線でトリムする場合の動作を変更しました。
  ８７）寸法:↑↓キーで引出線離す長さが変わる問題を修正しました。
  ８８）寸法:CADを終了すると文字高さがデフォルトの数値に戻る問題を修正しました。



　８９）オフセット:方向指示時にスナップする問題を修正しました。
　９０）直線:表一覧入力で10000点を越えるCSVファイルを読み込むと異常終了する問題
        を修正しました。
１００）スプライン:表一覧入力で10000点を越えるCSVファイルを読み込むと異常終了す
る
        問題を修正しました。
１０１）表示:画面拡大の上限で「これ以上拡大できません」とメッセージを出すように
        変更しました。
１０２）原点変更:初期値が直前にキー入力した位置になる問題を修正しました。
１０３）12図形ファイル選択ダイアログ:スクロールバーをクリックするとスクロールバ
ー
        が消えてしまう問題を修正しました。
１０４）DXF:読み込み終了後、案内表示が切り替わらない問題を修正しました。
１０５）NCデータ:読み込み終了後、案内表示が切り替わらない問題を修正しました。
１０６）正多角形:前回の設定を保持するよう修正しました。
１０７）12図形ファイル選択ダイアログ:従来より表示速度を向上しました。
１０８）図形確認:原点変更後も変更前原点を規準として情報を表示する問題を修正
　　　　しました。
１０９）複数図形削除:種類の選択で17番目以降の色選択が正しくない問題を修正
　　　　しました。
１１０）寸法:水平寸法、垂直寸法で指示する順番により矢印の配置が変わる問題を
　　　　修正しました。
１１１）寸法:ラバーバンド表示中にEscキーを押すと強制終了する問題を修正しました。
１１２）原点変更:相対値入力が正しくできない問題を修正しました。
１１３）寸法:角度寸法で、端点をスナップして固定すると寸法表示が消える問題を
        修正しました。
１１４）システムパラメータ設定:ファイル環境でドライブルートが設定できない問題を
        修正しました。
==============================================================================
[Rel1.02]:2009.01.23
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.02]:2008.01.22
  １）パラメータファイルや、各データの参照先をインストールフォルダ内に
      切り替えられるよう変更しました。
  ２）バージョン情報にインストールリリース番号を表示するように変更しました。
  ３）バージョン情報からハードロック確認ができるように変更しました。
  ４）図形選択:複写や削除時の図形選択数の 大値を拡張しました。
  ５）コマンド操作:モーダルボタンに変更し、コマンドキャンセルはESCキーに変更
      しました。
  ６）設定パネル:設定パネルのレイヤー選択欄にレイヤー表示ボタンを追加しました。
  ７）図形の選択:複数の図形選択候補がある場合に補助線を対象から除外しました。
  ８）CADデータ開く:ナスカ・プロ独自12画面図形表示の画面をナスカV2と同じ
      レイアウトに変更しました。
  ９）外部読込:DXF読み込みで基準位置合わせをできるよう変更しました。
１０）部品呼出:寸法線も登録できるように変更しました。
１１）レイヤー表示:レイヤー表示などのレイヤー名表示の書式を変更しました。
１２）直線:連続線分で表入力ができるように変更しました。
１３）スプライン:スプラインで表入力ができるように変更しました。
１４）寸法線:カーソルキー(↑↓)による文字サイズの調整の一回の変更幅を現在より
      小さく変更しました。
１５）寸法線:円の追寸で円、円弧を指示した場合に認識範囲外の場合は警告表示を
      するよう変更しました。
１６）移動/複写:複写個数入力が空の場合に複写個数を1個として処理するよう
      変更しました。
１７）円の追寸:円、円弧を指示した場合に認識範囲外の場合は警告表示をするよう
      変更しました。
１８）作図基本設定:原点の表示/非表示を選択できるようにしました。
１９）システムパラメータ設定:端点接続許容距離に数値を入力できるように



      変更しました。
２０）スナップ:補助線と原点との交点に中点としてスナップできる問題を
      修正しました。
２１）スナップ:補助線どうしの交点にスナップできない問題を修正しました。
２２）スナップ:角度指定線分で原点にスナップできない問題を修正しました。
２３）スナップ:スナップOFFに設定しても一部のコマンドでOFFにならない問題を
      修正しました。
２４）案内表示:案内表示を見直しました。
２５）CADデータ開く:V2CADのデータで寸法に空文字があると強制終了する問題を
      修正しました。
２６）CADデータ開く:V2CADのデータでテキスト文字があると正しく読み込めない問題を
      修正しました。
２７）CADデータ開く:V2CADのデータで▽が正しく入力できない問題を修正しました。
２８）外部読込:線種が正しく入力できない問題を修正しました。
２９）外部出力:V2CADのデータでレイヤー16以上の図形データがレイヤーに入らない
      問題を修正しました。(レイヤー15に格納)
３０） 近開いたファイル:CADファイルを開いてもリストに登録されない問題を
      修正しました。
３１）等倍印刷:実寸サイズにならない問題を修正しました。また、プリンタにより
      サイズが変わる場合があるため印刷倍率調整をできるように変更しました。
３２）レイヤー:レイヤー表示でアクティブレイヤーの初期表示位置が現在値と異なる
      問題を修正しました。
３３）色、線種、レイヤー:寸法線の太さが変わってしまう問題を修正しました。
３４）レイヤー編集:複写/移動で寸法線が対象にならない問題を修正しました。
３５）直線:旋盤モード時に「水平線分」の入力値が半径値になる問題を修正しました。
３６）半径指定円:半径0が入力できる問題を修正しました。
３７）１図形と中心指定接円:マウス指示位置により作図できる図形が変わらない
      問題を修正しました。
３８）3図形接円:2図形が同一点になる場合などに作図できない問題を修正しました。
３９）寸法線:寸法線の矢印表記が違う問題を修正しました。
４０）寸法線:寸法線の文字が大きい場合、下線が文字サイズに合わせて延長して
      いたのを幅までに変更しました。
４１）寸法線:寸法線で垂直方向(Y軸)の場合に文字が寸法線に重なる問題を
      修正しました。
４２）寸法線:寸法線で垂直方向(Y軸)の場合に文字が中央にならいない場合がある
      問題を修正しました。
４３）下線付き引出線R/C:円の中心を指示すると作図できない問題を修正しました。
　　　(中心を指示するとエラー)
４４）下線付き引出線円:寸法線の水平線部分が文字に対して短い問題を修正しました。
４５）角度:内側の角度表示が内側になっていた問題を修正しました。
４６）1図形の削除:複数の図形を削除すると原点部分に図形要素名が表示される
      問題を修正しました。
４７）戻る/やり直し:範囲削除等で正しく動作しない場合がある問題を修正しました。
４８）戻る/やり直し:原点変更が戻る/やり直しに対応していない問題を修正しました。
４９）複数オフセット:時計回りに指示すると形状が異常になる問題を修正しました。
５０）一筆書き:直線は進行方向にあわせてつなぐよう修正しました。
５１）コーナーR/C:指示Rより短い直線と円にコーナーR作図ができてしまう
      問題を修正しました。(入力をエラー)
５２）図形のトリム:直線を点(スナップ状態)まで延長できない問題を修正しました。
５３）交点切断:図形要素が交差してないと切断できない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.01]:2009.01.16
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.01]:2008.01.09
  １）一筆書きコマンドを使用しているとリソース不足に陥る場合がある問題を
      修正しました。
  ２）一筆書きコマンドで指定した線種、線幅にならない問題を修正しました。
==============================================================================



[Rel1.00]:2008.12.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.00]:2008.12.17
 第一出荷バージョン
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


