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3D PDF ファイルに関する Acrobat Reader の使い方について紹介します。別紙 「Acrobat Reader の環境

設定」 もあわせてご参照ください。 

 

3D の表示について 

3D の PDF を表示するためには、Adobe Acrobat Reader（無償版）が必要です。Internet Explorer や

Edge 等のブラウザーでは、3D の表示ができません。また、スマートフォンなど、iOS や Android 上の Acrobat 

Reader でも表示できません。Windows や macOS の PC で表示してください。 

データを読み込んだ際に、「3D コンテンツは無効になっています。この文章を信頼できる場合は、この機能を有効に

してください。」というメッセージが上部に表示されます。［オプション］のメニューで許可をしてください。その後、3D の

ビューの領域をマウスでクリックしてください。 

幾何変換 

3D のビュー上で以下のマウス操作が可能です。 

操作 幾何変換 

マウス左ボタンでドラッグ 回転 

マウス右ボタンで上下にドラッグ 

 もしくは、マウス中ホイールのスクロール 

 もしくは、Shift キーを押しながらマウス左ボタンで上下にドラッグ 

拡大・縮小 

マウス左ボタン＋右ボタンでドラッグ 

 もしくは、Ctrl キー、または、Alt キーを押しながらマウス左ボタンでドラッグ 

移動 

Ctrl キー、または、Alt キーを押しながらマウス右ボタンでドラッグ ラバーバンド拡大 

（範囲指定領域拡大） 

 

Acrobat Reader の使い方 

このドキュメントでは、Adobe Acrobat Reader DC バージョン 2019.012.20035（Windows 10 

64bit 版）を例に説明しています。 

なお、本書は Acrobat Reader の使用方法の代表的な機能紹介を行っているもので、利用方法等を保証す

るものではありません。詳細は、Acrobat Reader のマニュアルなどをご参照ください。 

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/using/displaying-3d-models-pdfs.html   

（例：3D モデルの表示） 

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/using/displaying-3d-models-pdfs.html
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ツールバー 

デフォルトでは、3D のビューには、以下のツールバーが表示されます。 

 

PDF ファイルによっては、デフォルトでオフに設定されている場合もあります。ビューをクリックしてもツールバーが表示さ

れない場合は、ビューの上のマウス右ボタンで開くメニューのツール・メニューから、[ツールバーの表示] を選択してみ

てください。 

 

ツールバーが表示されている場合は、メニューが [ツールバーを非表示] に変わりますので、選択すると、ツールバーを

非表示に変更できます。 

また、ツールバーのメニューの各機能は、このマウス右メニューからアクセスすることもできます。 

ビューの指定 

ツールバーにあるホームアイコンをクリックすると、初期の視点に戻すことができます。 

また、その横にあるビューのプルダウン・メニューから視点を選ぶことができます。PDF の作成時に独自に登録された視

点がある場合、このメニューの中に表示されます。また、注釈やものさしで設定された情報もこのビューに登録されま

す。（注釈やものさしについては後述します。） 
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パーツごとの表示／非表示 

ツールバーのモデルツリーの切り替えアイコンをクリックします。 

 

すると下図（左）に示すツリー構造のメニューが表示されます。 

ツリー構造を展開すると、下図（右）のようにその親子関係を展開してみることができます。 

各パーツのチェックをはずすとそのパーツは非表示になります。パーツは、モデルツリー上で選択できますが、ビュー上

で、対象をマウスの左ボタンでクリックすることによっても選択でき、選択されたパーツはモデルツリー上でハイライトされ

ます。 

 

パーツの単独表示 

ビューの上でパーツを選択している状態で、マウス右メニューにある [パーツオプション] から [単独表示] を選びま

す。下図（右）のように、そのパーツだけを表示させることができます。 
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同じメニューにある [非表示] を選ぶと、その選択しているパーツを非表示にすることもできます。 

また、[すべてのパーツを表示] を選ぶとすべてのパーツが表示されます。 

投影方法の切り替え 

ツールバーの以下のアイコンは、ビューの透視投影か平行投影を切り替えることができます。デフォルトでは透視投影

になっています。アイコンをクリックすると、交互に切り替わります。 

 

ライトの変更 

ツールバーの以下のアイコンを利用して、ライトのタイプを変更できます。表示が暗い場合、[CAD 用に最適化され

たライト] や [ホワイトライト]、[明るいライト] などを選ぶことで改善される場合があります。 

 

断面表示（クロスセクション） 

以下のアイコンをクリックする、もしくは [クロスセクションを表示] を選ぶと、断面でカットした表示になります。 

再度クリックする、もしくは、[クロスセクションを非表示] を選ぶと、元の全体表示に戻ります。 
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このアイコンにある [クロスセクションのプロパティ] をクリックすると、パラメータの設定パネルが開きます。 

 

断面の軸方向（X 軸、Y 軸、Z 軸）の選択の他、[面に揃える] や [3 つのポイントに揃える] ボタンを押すと、画

面上をピックして断面の位置を決めることができます。また、オフセットを使って、位置の移動や、傾きを使って切断面

を回転させることもできます。その他、[交差を表示] や [切断面を表示] のオンオフで、交差のラインや切断位置を

示す透明な面の表示非表示の切り替えができます。[選択したパーツを無視] にチェックすると、選択したパーツをカ

ットせずに表示することも可能です。 

パーツごとのレンダリング方法の切り替え 

あるパーツだけ半透明で表示するといったパーツごとにレンダリング方法を切り替えることもできます。 
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マウス右メニューから [パーツオプション] を選択、[パーツのレンダリングモード] を選びます。 

さらにサブメニューが開きますので、例えば [透明] を選ぶと、その選択したパーツが透明表示に変わります。 

元に戻すには、[ソリッド] を選びます。 

透明表示は、下図のように、パーツを選択した後、マウス右メニューの [パーツオプション] にある [透明にする] で指

定することもできます。ただし、上記のパーツのレンダリングモードとは連動していませんのでご注意ください。（パーツ

のレンダリングモードの設定が切り替わるわけではありません。） 

 

注釈表示（3D 注釈） 

3D オブジェクトに 3D 注釈を追加することができます。 

注釈を作成する際には、ビューの状態に注意してください。マウスで回転等を行うと、ビューのメニューには、[ビュー] 

と表示されています。 
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注釈はこのビューの状態に紐づけて作成されます。このメニューが [ビュー] となっている状態で注釈を作成すると、そ

の注釈が設定された新しい注釈ビューが作成されます。まずは、以下の手順で注釈を作成してみてください。 

下図のアイコンを選択します。このアイコンを選択すると、マウスの形状が変わり、位置の指定モードに変わります。 

 

画面上の注釈を指定したい位置をマウス左ボダンで 1 度クリックしてください。 

すると、注釈枠（赤）が表示された状態になります。そのままマウスをゆっくり移動する（ボタンは押さずに）と、マウ

スカーソルに追随し、赤枠が移動します。 

 

適当な位置に移動したら、マウス左ボタンをクリックします。 

赤枠が緑に変わり、入力パネルが開きます。 
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パネルに文字列を入力し、OK ボタンをクリックすると、注釈文字が表示されます。 

 

入力後は、まだ、注釈の入力モードになっている点に注意してください。オブジェクトの幾何変換などの操作を行うに

は、注釈の入力が終わったら、モードを [回転] に戻してください。 

 

[回転] のモードに戻したら、入力した注釈が保持されたまま、回転等の操作ができることを確認してください。 

 

ここで、以下のビューのメニューをご覧ください。先に述べたように、注釈はビューに紐づけて作成されます。作成時の

ビューが [ビュー] という何も選択されていない状態の場合、新しく注釈のビューが追加されます。 
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下図に示すように、ホームアイコンをクリックした場合や Top、Left などのビューには、注釈は表示されません。 

3D 注釈ビューを選ぶと、その注釈と注釈を作成したときの視点のビューに切り替わります。 

 

この注釈は、PDF ファイルに保存できます。Acrobat Reader の [ファイル] メニューから [名前を付けて保存] を

選び、別名の PDF ファイルに保存してみてください。一度 Acrobat Reader を終了した後、その保存した PDF フ

ァイルを開いてみてください。注釈ビューのメニューが登録され、また、そのビューを選択すると、作成した注釈を見るこ

とができるはずです。 

 

既存のビューに注釈を追加したい場合は、そのビューを選択した状態で（回転等の操作を行わずに）、注釈の追

加操作を行ってください。 
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例えば、PDF を開いた初期のビューの状態で注釈を追加すると、開いた直後にその注釈が表示されるようになりま

す。 

同様に、すでにある注釈ビューに注釈を追加したい場合は、その注釈ビューが選択されている状態で、注釈の追加

を行ってください。 

 

注釈の削除はマウス右メニューから行うことができます。注釈を選択、マウス右メニューから [削除] を選びます。 

 

なお、Acrobat Reader では、作成した注釈ビュー（のメニュー）は、残念ながら削除することはできません。 

その他、この 3D 注釈も PDF ファイルに対する通常の注釈機能と同じように、履歴や入力したユーザー情報、その

注釈に対する返信などを入力することができます。マウス右メニューから [注釈アプリを表示] を選んでみてください。 

 

ものさしツール 

3D ものさしツールは 2 点間の長さなどを測定できる機能です。前項の注釈ツールと同様、ビューに紐づけて作成さ

れます。ビューのメニューが [ビュー] の任意の状態の場合には、新しく、ものさしビューが追加されます。 



VTS ソフトウェア(株) 

2019 年 9 月 13 日 

 

http://vts-software.co.jp/ 11 

 

3D ものさしツールを選ぶと、デフォルトでは、以下のヒントメッセージが表示されます。 

 

測定したい箇所をクリックするために、オブジェクトの幾何変換を行いたい場合があります。ただし、ものさしツールのモ

ードでは、通常のマウス操作による回転や移動などができなくなります。 

そこで、ヒントにあるように、ものさしツールのモードでは、以下の操作で回転、移動、拡大縮小を行えるようになって

います。 

  ・Alt キーを押しながら、マウス左ボタンでドラッグ：回転 

  ・Alt キーと Shift キーを押しながら、マウス左ボタンで上下にドラッグ：拡大・縮小 

  ・Shift キーを押しながら、マウス左ボタンでドラッグ：移動 

ものさしツールによる測定は、基本的には、3 回のクリックで行います。 

まず、最初の位置をマウス左ボタンでクリックします。次にマウスカーソルを移動し（ボタンを押さずに）、測定したい

2 点目の位置にカーソルを合わせたら、2 回目のクリックで確定させます。さらにマウスカーソルを移動し（ボタンを押

さずに）、測定結果の長さを示す文字列を表示したい位置に移動させ、3 回目のクリックで確定させます。 

 

注釈ツール同様、ものさしツールのモードに入ったままになっていますので、オブジェクトの回転等を行いたい場合はご

注意ください。モードを変更する、もしくは、先に示したこのモード内での幾何変換方法（Alt キーを押しながらマウス

左ボタンで回転など）で操作してください。 
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その他、角度なども測定できます。詳細は、Adobe Acrobat Reader のマニュアルをご参照ください。 

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/using/measuring-3d-objects-pdfs.html 

フルスクリーン表示 

3D PDF の文書に埋め込まれたビューのみをフルスクリーン表示することができます。ビューの上でマウス右メニューを

開き、[マルチメディアをフルスクリーン表示] を選びます。ディスプレイにフルスクリーン表示することができます。 

 

フルスクリーン表示では、モデルツリーの表示などはできなくなりますが、マウス右メニューからパーツの非表示の設定や

パーツの単独表示などを行うことができます。 

ただし、現バージョンでは、複数のビューがあるときに、ひとつのビューをフルスクリーンにすると、その他のビューが非アク

ティブになってしまうという不具合があるようですので、ご注意ください。（マウス右メニューの [コンテンツをアクティブに

する] を選んでもアクティブになりません。）複数のページがある PDF ファイルの場合は、別のページに一度移動して

元のページに戻ると、アクティブになるようです。１ページのみの場合は、ファイルを再度開くしかないかもしれません。 

 

 

 

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/using/measuring-3d-objects-pdfs.html

