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ユーザー定義の溶接断面の作成............................................................................................412

フィッティングの作成................................................................................................................. 413
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部材カットのプロパティ........................................................................................................419
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仕上げ材プロパティの変更....................................................................................................428
仕上げ材プロパティ................................................................................................................429
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タイル張り仕上げ材................................................................................................................431
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面への仕上げ材の追加............................................................................................................438
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デフォルトの適応性設定の定義............................................................................................439
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溶接による製品の作成................................................................................................................. 441
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製品メイン部材の変更............................................................................................................444
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2.6 キャスト ユニットの作成..............................................................................................447
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キャスト ユニットの作成............................................................................................................ 447
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キャスト ユニットの分解.......................................................................................................449
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部材のキャスト方向の定義....................................................................................................451
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キャスト ユニットの上面を表示...........................................................................................451
2.7 現場打ちコンクリート部材の管理...............................................................................452
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法 ................................................................................................................................................................465
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打ち継ぎの適応性....................................................................................................................468
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長手方向鉄筋を作成................................................................................................................482
横筋を作成する........................................................................................................................484
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鉄筋セットのプロパティ........................................................................................................492
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例: 曲線構造の鉄筋セット......................................................................................................499

単体の鉄筋を作成する................................................................................................................. 505
鉄筋グループの作成..................................................................................................................... 506
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曲げ鉄筋グループの作成........................................................................................................515
円形鉄筋グループの作成........................................................................................................517
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溶接金網を作成する..................................................................................................................... 521
長方形の溶接金網の作成........................................................................................................522
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折れ溶接金網を作成する........................................................................................................525
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緊張材パタンの作成..................................................................................................................... 527
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鉄筋緊張材のシース................................................................................................................529
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鉄筋セットを変更する................................................................................................................. 532
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鉄筋セット内の鉄筋の分配....................................................................................................549
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鉄筋グループからの鉄筋の削除............................................................................................557
鉄筋のグループ解除................................................................................................................558
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テンプレート内の鉄筋............................................................................................................613

2.10 作図オブジェクトおよび点の作成...............................................................................615
補助線の作成................................................................................................................................. 616
補助平面の作成............................................................................................................................. 617
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任意の位置への点の作成........................................................................................................630
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平面と線の交点の作成............................................................................................................631
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点プロパティ............................................................................................................................633
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[表示] 設定で、モデル オブジェクトの表示と表現を設定します。.....................................639
表示の設定..................................................................................................................................... 640
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1 Tekla Structures の基本的な操作方
法の習得

モデルおよび図面を作成する前に、Tekla Structures モデルや図面上で効率的に作業
するうえで必要になる基本的な操作方法を習得する必要があります。

次の操作を理解しておくことをお勧めします。

• 基準線 (20 ページ) およびビューの操作

• 作業に影響を与える作業領域および座標 (52 ページ)の定義

• モデルのズームおよび回転

• オブジェクトの作成 (255 ページ)、選択 (130 ページ)、および移動

• スナップ (84 ページ)を使用したオブジェクトの配置

• モデリング モードおよび作図モードでのオブジェクトのフィルタリング
(170 ページ)

参照項目

部材の作成および部材プロパティの変更 (256 ページ)

1.1 作業空間の設定
モデリングを開始する前に、Tekla Structures 作業空間が正しく設定されていること
を確認します。

1. 使用する単位と小数点を定義します (20 ページ)。

2. 必要に応じて、基準線を変更します (20 ページ)。必要に応じて、標準の基準
線を作成します。

3. ビューを作成 (32 ページ)して、異なる角度および高さからモデルを調べま
す。

4. プロジェクトに合わせて、作業領域のサイズを変更します (49 ページ)。
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5. 座標系に慣れておきます (52 ページ)。傾斜した構造物をモデリングする場
合は、それに応じて作業平面を移動させます。 (54 ページ)

単位と小数点の変更
Tekla Structures で使用する単位と小数点以下の桁数を定義できます。この設定は
モデル固有です。これらの設定は、図面やレポート、または [情報] ツールや [寸法
測定] ツールに影響しないことに注意してください。

1. [ファイル] メニューの [ 設定 --> オプション ] をクリックして、[単位と小数
点] 設定に移動します。

2. 必要に応じて、単位と小数点を変更します。 

各オプションの右側の数値は、小数部分の桁数を示しています。小数部分の桁
数は、入力および保存の精度に影響します。小数部分には、常に十分な桁数を
使用するようにしてください。

• [モデリング(M)] タブの設定は、コピー、移動、基準線の作成、点の作成な
ど、モデリングを行う際に使用されるデータに影響します。

• [カタログ] タブの設定は、プロファイル データおよび材質データ (カタロ
グなど) に影響します。

• [解析結果] タブの設定は、出力データに影響します。

[補強面積] と [質量/長さ] は、鉄筋カタログの断面積および単位長さあたり
の重量にも影響します。

3. [OK] をクリックして変更を保存します。

基準線の操作
基準線は、水平平面および垂直平面を 3D 空間内で複合させたものです。基準線
は、ビュー平面上に 1 点鎖線として示されます。直角の基準線と扇形基準線の両方
を作成できます。基準線は、モデルにオブジェクトを配置するときに役立ちます。
直角の基準線や単独の基準線を移動させると、その基準線に吸着されているよう
に、直角の基準線上のオブジェクトも移動します。

• 基準線の作成、変更、または削除 (23 ページ)

• 単一の基準線の追加 (28 ページ)

• 単一の基準線の変更 (29 ページ)
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基準線に関連した用語

(1) 基準線の原点は、各座標軸のゼロポイントが交差する点です。

(2) 基準線延長距離は、各方向に基準線を延長する距離を定義します。

(3) 基準線ラベルは、ビュー内に表示される基準線の名前です。

1 つのモデル内の複数の基準線

1 つのモデル内で複数の基準線を使用できます。たとえば、構造物全体に対応する
大スケールの基準線と、詳細部分には小スケールの基準線をそれぞれ作成すること
ができます。モデル内にオブジェクトを配置しやすくするために、必要な数の基準
線を作成してください。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 21 作業空間の設定



単一の基準線

既存の基準線グループに対して個々の基準線を追加することができます。

単一の基準線にはハンドル (350 ページ)があります。  [基準線（単独）の選択]
選択スイッチ (137 ページ) がアクティブの状態で基準線を選択すると、ハンドルが
マゼンタ色で表示されます。ハンドルを動かして斜めの基準線にする場合、この操
作は基準線のローカル [XY 平面] (32 ページ) でのみ行うことができます。
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基準線の作成、変更、または削除
新しいモデルを作成すると、Tekla Structures により保存されている標準プロパティ
に従って直角の基準線とビューが自動的に作成されます。必要に応じて、後で基準
線プロパティを変更したり、新しい直角の基準線や扇形基準線を作成したりできま
す。既存の基準線を変更したり削除したりすることもできます。プロパティ パネ
ルで基準線プロパティを使用して、基準線を表示および変更できます。
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直角の基準線または扇形基準線の作成

直角の基準線と扇形基準線の両方を作成して、プロパティ パネルでそれらのプロ
パティを変更できます。

1. 直角の基準線と扇形基準線のどちらを作成するかを選択します。

• 直角の基準線を作成するには、次のようにします。[編集] タブで 基準線 --
> 直角の基準線の作成 をクリックします。

• 扇形基準線を作成するには、次のようにします。[編集] タブで、基準線 --
> 扇形基準線の作成 をクリックします。

Tekla Structures に基準線のプレビューが表示されます。基準線を挿入する前
に、プロパティ パネルで基準線プロパティを変更できます。基準線のプレビ
ューは、プロパティ パネル内の変更に応じて変化します。

2. モデル内で基準線の原点を示す点をピックするか、マウスの中ボタンをクリッ
クして、プロパティ パネルの基準線のプロパティ値を受け入れます。

• 基準線に対する原点をピックすると、プロパティ パネルのプロパティを使
用して基準線が作成され、原点はピックした位置になります。

• マウスの中ボタンをクリックすると、プロパティ パネルのプロパティとプ
ロパティ パネルで定義された原点を使用して基準線が作成されます。

原点の座標は、プロパティ パネルの [原点] に [X]、[Y]、[Z] の値として表
示されます。

注 基準線ラベルが常に表示されるような大きな基準線を操作する場合、Tekla Structures
の動作が遅くなる可能性があります。ズームする際に基準線ラベルを非表示にするに
は、詳細設定 XS_ADJUST_GRID_LABELS を使用します。

扇形基準線の作成 (別の方法)
ここでは、扇形基準線を作成する別の方法を示します。扇形基準線は、[扇形基準
線] というコンポーネントを使用して作成できます。[扇形基準線] コンポーネント
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で作成された曲線の基準線は、実際は曲線ではなく直線であることに注意してくだ
さい。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. まず検索ボックスに「扇形基準線」と入力します。

3. [扇形基準線] をダブルクリックして、プロパティ ダイアログ ボックスを開き
ます。

4. 基準線のプロパティを変更します。

座標プロパティでは、次の操作を行います。

• [X] では、曲線の基準線の位置と基準線の間隔を定義します。

初の値は、 も内側の曲線の基準線です。

• [Y (X 軸からの角度)] では、直線の基準線の位置と基準線の間隔 (X 軸から
の角度) を定義します。

初の値によって、基準線の回転方法が定義されます。基準線は、現在の
作業平面の x 軸から反時計回りに回転します。

5. [OK] をクリックします。

6. 基準線の原点を示す点をピックします。

基準線が自動的に作成されます。

基準線の変更

既存の基準線を変更するには、基準線をダブルクリックします。

1.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。

2. 基準線をダブルクリックします。 

基準線のタイプに応じて、プロパティ パネルに [直角の基準線] または [扇形基
準線] プロパティが開きます。

3. 基準線プロパティを変更します。

4. [変更] をクリックして変更内容を適用します。

基準線の削除

基準線全体を削除する場合は、他のオブジェクトが選択されていないことを確認し
てください。他のオブジェクトが選択されていると、Tekla Structures によってオブ
ジェクトのみが削除され、基準線は削除されません。

1.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ)のみがアクティブ
になっていることを確認します。

2. 基準線を選択します。
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3. Delete キーを押します。

4. 基準線を削除することを確認します。

基準線プロパティ

プロパティ パネルの [直角の基準線] または [扇形基準線] プロパティを使用して、
基準線のプロパティを表示および変更します。基準線をダブルクリックして、プロ
パティを開きます。直角の基準線のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、
*.grd です。扇形基準線のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.rgrd
です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズした場合は、プロパティのリストが
異なる場合があります。

設定 解説

座標 [直角の基準線] のプロパティ:

X、Y、および Z 方向の基準線の座標。

[X]: 作業平面に対して垂直な基準線

[Y]: 作業平面に対して水平な基準線

[Z]: 構造内のエレベーション

大 1,024 文字入力できます。先頭に 0 を指定すると、
0,0 座標に基準線が作成されます。座標間の区切りに
は、スペースを使います。

X 座標と Y 座標は相対座標です。[X] 座標と [Y] 座標
は、常に直前に入力された座標を基準とした相対座標
となります。これに対し、[Z] 座標は絶対座標です。Z
座標は、作業平面の原点からの絶対距離として入力し
ます。

個別に座標を定義するか、複数の基準線を等間隔で定
義することができます。次のどちらの座標を入力して
も、間隔 4,000 の 3 本の基準線が作成されます。

0 4000 4000
0 2*4000
[扇形基準線] のプロパティ:

基準線の半径と角度の値。高さは、基準線の Z 方向の
値です。

[半径]: 曲線の基準線。半径に値を 1 つだけ入力する場
合は、0 より大きい値である必要があります。

[角度寸法]: 直線の基準線。必要に応じて、負の角度値
を入力できます。

[Z (絶対高さ)]: 構造内のエレベーション
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設定 解説

先頭に 0 を指定すると、0,0 座標に基準線が作成されま
す。座標間の区切りには、スペースを使います。

[半径] 座標と [角度寸法] 座標は相対座標です。これら
の座標は、常に直前に入力された座標を基準とした相
対座標となります。これに対し、[Z (絶対高さ)] は絶対
座標です。この座標は、作業平面の原点からの絶対距
離として入力します。

個別に座標を定義するか、複数の基準線を等間隔で定
義することができます。次のどちらの座標を入力して
も、間隔 4,000 の 3 本の基準線が作成されます。

0 4000 4000
0 2*4000

名称 [直角の基準線] のプロパティ:

ビュー内に表示される基準線の名前。

[X] ボックス内の名前は、Y 軸に平行な基準線に関連付
けられます。同様に、[Y] ボックス内の名前は、X 軸に
平行な基準線に関連付けられます。[Z] ボックス内の
名前は、作業平面に平行なレベルの名前となります。

ラベル ボックスは空白のままにすることもできます。

[扇形基準線] のプロパティ:

ビュー内に表示される基準線の名前。

[半径] ボックス内の名前は、曲線の基準線に関連付け
られます。

[角度寸法] ボックス内の名前は、直線の基準線に関連
付けられます。

[Z (絶対高さ)] ボックス内の名前は、作業平面に平行な
レベルの名前となります。

ラベル ボックスは空白のままにすることもできます。

基準線延長距離 [直角の基準線] のプロパティ:

基準線を [左/下] および [右/上] の方向に延長する距離
を定義します。

[扇形基準線] のプロパティ:

基準線を [開始] および [終了] の方向に延長する距離を
定義します。

原点 X、Y、および Z 方向の基準線の原点座標。これらの値
は、全体モデル原点ではなく作業平面原点からの基準
線のオフセットです。
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設定 解説

吸着基準平面 [直角の基準線] のプロパティ:

オブジェクトを基準線 (29 ページ) に結合するかどう
かを選択します。オブジェクトを基準線に結合した場
合、基準線を移動するとオブジェクトがそれに合わせ
て動きます。

基準線の色 基準線の色をピックするには、カラー ピッカーを使用
します。

ラベルのフォント サイ
ズと色

ラベルのフォント サイズを定義します。

ラベルの色をピックするには、カラー ピッカーを使用
します。

UDA [ユーザー定義情報] ボタンをクリックし、基準線のユ
ーザー定義情報 (UDA) を開きます。これらは、図面の
基準線ラベルのカスタマイズに使用できます。

単一の基準線の追加
既存の基準線の間、またはモデル内で定義されている任意の 2 点間に新しい基準線
を追加できます。

既存の基準線の間への基準線の追加

既存の基準線の間に新しい基準線を追加できます。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。

3. 基準線を関連付ける既存の基準線を選択します。

4. 2 本の既存の基準線の間または基準線の外側でシンボル  をクリックしま
す。 

Tekla Structures により基準線が作成され、隣接する基準線のラベルを使用して
ラベルが付けられます。たとえば、基準線 1 と基準線 2 の間の新しい基準線に
は 12*というラベルが付けられます。

2 点間への基準線の追加

ピックした 2 点間に新しい基準線を追加できます。

1. [編集] タブで、[基準線 --> 基準線を追加] をクリックします。

2. 基準線を関連付ける既存の基準線を選択します。

3. 基準線の始点をピックします。

4. 基準線の終点をピックします。 

Tekla Structures により基準線が作成されます。
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単一の基準線の変更
単独の基準線のプロパティを変更できます。基準線を移動したり、基準線ラベルを
変更したりすることもできます。

基準線のプロパティの変更

プロパティ パネルでは、単独の基準線のプロパティを編集できます。

1.  [基準線（単独）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっ
ていることを確認します。

2. プロパティ パネルが開いていない場合は、基準線をダブルクリックし、[基準
線(単独)] プロパティを開きます。

3. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

4. [変更] をクリックして変更内容を適用します。

基準線の移動

直接変更を使用して、単独の基準線を移動させることができます。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。

3. 基準線(グループ)を選択します。

4. 移動する基準線を選択します。

5. 基準線を新しい位置にドラッグします。 

キーボードを使用して、数値入力することもできます。

先頭にマイナス符号(-)を付ける場合は、テンキーを使用します。絶対座標を入
力するには、 初に$を入力してから値を入力します。Enter キーを押して確
定します。

基準線ラベルの変更

コンテキスト ツールバーを使用して、単独の基準線のラベルを変更できます。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2.  [基準線（単独）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっ
ていることを確認します。

3. 基準線を選択します。

4. コンテキスト ツールバーに新しいラベルを入力します。 

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 29 作業空間の設定



基準線の延長、短縮、または傾斜

直接変更を使用して、直角の基準線の単独の基準線を延長、短縮、または傾斜させ
ることができます。

これは、[基準線を追加] コマンドを使用して直角の基準線に追加した単独の基準線
に対してのみ機能することに注意してください。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。

3. 直角の基準線を選択します。

4. 対象の基準線を選択します。

5. 基準線のハンドル  を新しい位置にドラッグします。

基準線の延長をオフに設定

デフォルトでは、基準線ハンドルを使用して直角の基準線の一番外側の基準線を移
動させると、Tekla Structures によってこれと垂直に交差する基準線がそれに従って
延長または短縮されます。一時的にこの機能をオフにすることができます。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2.  [基準線（グループ）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。

3. 対象の基準線を選択します。

4. コンテキスト ツールバーで、  [基準線の延長をオフに設定] ボタンをクリ
ックします。

基準線 (単独) プロパティ

プロパティ パネルの [基準線(単独)] プロパティを使用して、単独の基準線のプロパ
ティを表示および変更します。単独の基準線をダブルクリックして、プロパティを
開きます。基準線のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.grdp です。
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単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によっ
て異なります。

設定 解説

ラベル 基準線の名前。

高さ(通り)/長さ(フロア) ビュー平面に対して垂直な基準線平面
の高さ。

左/下の基準線延長距離 基準線を [左/下] および [右/上] の方向
に延長する距離を定義します。右/上の基準線延長距離

吸着 オブジェクトを直線の基準線に結合さ
せるかどうかを選択します。オブジェ
クトを基準線に結合した場合、基準線を
移動するとオブジェクトがそれに合わ
せて動きます。

図面で表示 基準線を図面に表示するかどうかを選
択します。

基準線の自動寸法 自動寸法設定で単独の基準線を使用す
るかどうかを選択します。

UDA [ユーザー定義情報] ボタンをクリック
し、基準線のユーザー定義情報 (UDA)
を開きます。

単一の基準線の削除
2 つの異なる方法で基準線を削除できます。簡単なのは、直接変更を使用する方法
です。

直接変更を使用した基準線の削除

直接変更を使用して、単一の基準線をすばやく削除できます。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2. 削除する基準線を選択します。

3. Delete キーを押します。

基準線の削除(別の方法)
以下は、単一の基準線を削除する別の方法です。

1.  [基準線（単独）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっ
ていることを確認します。

2. 削除する基準線を選択します。

3. 他のオブジェクトが選択されていないことを確認します。 

他のオブジェクトも選択されている場合、Tekla Structures によって選択されて
いるオブジェクトのみが削除され、基準線は削除されません。
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4. 右クリックで表示されるポップアップ メニューから [削除] を選択します。

5. 基準線を削除することを確認します。

ビューの操作
ビューとは、特定の位置からモデルを表現したものです。各ビューは、Tekla
Structures 内の個別のウィンドウに表示されます。ビュー内で部材を選択すると、
開かれているすべてのビューでその部材がハイライトされます。

• モデル ビューの作成 (33 ページ)

• ビューを開く (44 ページ)

• Switch between views (46 ページ)

• 寸法、ラベル、モデルの背景の色設定を変更する (68 ページ)

ビュー平面

各ビューには、基準線 (20 ページ) が表示され、点が青い × 印で表示されるビュー
平面があります。ビュー平面外の点は、赤く表示されます。他のオブジェクトの場
合と同様に、ビュー平面を移動させる (33 ページ) ことができます。

基本ビュー

基本ビューとは、グローバル基本平面(XY、XZ、ZY)に平行なビューです。基本ビ
ューでは、常に 2 つの軸でビュー平面が定義され、平面名には、この 2 つの軸の名
前が示されます。3 番目の軸は、ビュー平面に対して直交方向になります。この軸
の名前は、平面名に示されません。基本平面ビューでは、その 3 番目の軸の方向か
らモデルが示されます。

基本ビューを作成 (34 ページ) する場合は、3 番目の軸の方向に沿った全体座標原
点からビュー平面までの距離 (ビュー平面座標) を定義する必要があります。

基本ビューの例:

平面 3D ビュー 平面ビュー

XY

XZ
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平面 3D ビュー 平面ビュー

ZY

その他のビュー

その他のビューに関しては、点をピックしてビュー平面と座標を定義するか、また
は、作成方法に応じて点を自動的に定義させます。

モデリングでの 3D ビューと平面ビューの使い分け

ビューは、3D ビューまたは平面ビューにできます。3D ビュー、平面ビュー、さら
にエレベーション ビューは、それぞれ異なる情報を提供し、異なるタスクに適し
ています。

共通の機能の 1 つとして、複数のビューを開くことができます。

• 3D ビューでは、モデルの現実的なバージョンの表示が可能

• 平面ビューでは、部材の追加および接続が可能

• エレベーション ビューではレベルの確認が可能

複数の画面を使用すると、各ビューをそれぞれ異なる画面に配置して作業領域を
大化できます。

キーボード ショートカット Ctrl + P を使用して、3D ビューと平面ビューの切り替
え を簡単に行うことができます。

ビュー平面の移動
他のオブジェクトの場合と同様に、ビュー平面を移動させることができます。
Tekla Structures では、ビューを移動させるときには、ビュー平面に対して垂直なベ
クトルのみが使用されます。

1. ビューをクリックします。

2. 右クリックして [ 移動 --> 平行 ] を選択します。

3. 変換ベクトルの始点位置をピックします。または、座標を入力します。

4. 変換ベクトルの終点位置をピックします。または、座標を入力します。

5. [移動] をクリックし、ビュー平面を移動します。
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モデル ビューの作成
Tekla Structures では、複数の方法でモデル ビューを作成できます。

たとえば、以下のようなビューを作成できます。

• モデル全体のビュー (3D ビュー) (34 ページ)

• 選択した部材のビュー (39 ページ)

• 選択したコンポーネントのビュー (40 ページ)

• 基準線ビュー (軸ビュー) (35 ページ)

• オブジェクトの表面のビュー (40 ページ)

各ビューには、表示を制御するプロパティがあります。ビューの作成後に表示を変
更できます。各ビューのプロパティを表示および変更する (47 ページ) には、モデ
ルの背景の任意の場所をダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボ
ックスを開きます。

基準線ビューを作成する場合は、[基準線ビューの作成] ダイアログ ボックスを使
用してプロパティを表示および変更 (49 ページ) できます。

モデルの基本ビューの作成

2 本の座標軸に沿った基本ビューを作成できます。このビューは、モデル全体を表
示するためのビューとして使用します。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 基本ビュー ] をクリックします。

2. [平面] リストからビュー平面を選択します。 

ビュー平面は 2 つの軸で定義されます。

3. [座標] ボックスにビュー レベルを入力します。 

この値は、全体座標原点からビュー平面までの距離 (ビュー平面に垂直) を定
義します。

4. [作成] をクリックします。

2 点を使用したビューの作成

2 点で指定して、ビューを作成できます (原点および X 軸方向の点)。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 2 点で指定 ] をクリックします。

2. 1 点をピックしてビュー平面の原点を設定します。

3. 2 番目の点をピックして X 軸方向を設定します。 

Y 軸は、ユーザーがピックした 2 番目の点のあるビュー平面に直交します。
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3 点を使用したビューの作成

3 点で指定して、ビューを作成できます (原点、X 軸方向の点、および Y 軸方向の
第 3 の点)。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 3 点で指定 ] をクリックします。

2. 1 点をピックしてビュー平面の原点を設定します。

3. 2 番目の点をピックして X 軸方向を設定します。

4. 3 番目の点をピックして Y 軸方向を設定します。

作業平面のビューの作成

現在のビュー プロパティを使用して作業平面のビューを作成できます。

• [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 作業平面上 ] をクリックします。

基準線ビューを作成する

基準線を選択して、ビューを作成できます。

作業を開始する前に、基準線を含むビューを作成し、基準線プロパティを確認しま
す。扇形基準線の場合、直線の基準線上にのみ基準線ビューを作成でき、円弧の基
準線上には作成できないことに注意してください。

基準線プロパティに不適切な項目がある場合、Tekla Structures では、ビューが誤っ
た高さで切られたり、ビューに誤った名前が付けられたりすることがあります。基
準線ラベル、高さ、または基準線を後で変更した場合、ビュー名は自動的に付けら
れません。

1. 基準線を選択します。

2. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 基準線 ] をクリックします。

3. 必要に応じて、基準線ビュー プロパティを変更します。

a. [ビュー数] リストで、作成するビューの数を選択します。

b. [ビュー名の頭文字] ボックスに頭文字を入力します。

c. [ビュープロパティ] リストで、どのビュー プロパティ (適用または保存)
を使用するかを定義します。

4. [作成] をクリックします。 

[ビュー] ダイアログ ボックスが開きます。

5. 矢印ボタンをクリックして、ビューを [非表示] リストから [表示] リストに移
動します。 

ビューは、[表示] リストに移動しない限り表示されません。
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例

この例では、次のモデル上で基準線 1 ～ 7 の垂直ビューを作成する方法が示されて
います。

[基準線ビューの作成] ダイアログ ボックスで、ビュー平面 XZ に対しては [すべ
て]、ビュー平面 XY および ZY に対しては [なし] を選択します。ビュー名の頭文
字とビュー プロパティに対してはデフォルト設定を使用します。

基準線ビューを作成したら、[Grid 2] という名前が付けられたビューを [表示] リス
トに移動します。
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基準線ビューが平面ビューとして新しいウィンドウに表示されます。

ビューを回転させて 3D で表示できます。
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平面でのビューの作成

ビューは、作業平面上またはほとんどの既存部材の平面上に作成できます。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 平面上 ] をクリックします。 

マウス カーソルをモデル オブジェクトに合わせると、使用可能な平面が水色
にハイライトされます。

2. 目的の平面を選択します。

ヒ
ン
ト

また、部材の正面、上面、背面、または下面にビューを作成するために、[表
示] タブで使用できる次のコマンドを使用することもできます。

• 部材正面

• 部材上面

• 部材背面

• 部材下面

これらのコマンドを使用するには、 初にコマンドを選択し、次に部材を選
択します。
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部材の 3D ビューの作成

特定の部材を明確に表示する必要がある場合は、部材の 3D ビューを作成します。
部材はビューの中心に配置されます。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 部材の 3D ビュー ] をクリックします。

2. 部材を選択します。 

Tekla Structures によって、part_basic_view プロパティ ファイルに定義さ

れたプロパティを使用して、ビューが作成されます。ビュー平面の Y 軸は、
モデルのグローバル Z 軸です。X 軸は、部材のローカル X 軸のグローバル XY
平面への投影です。

Tekla Structures は、選択した部材が収まるように作業領域を調整します。

新しい 3D ビューを作成するたびに Tekla Structures にビューを 1 回転させる
場合、[ファイル] メニューの基本ビューの自動回転 設定を選択します。

デフォルトの部材ビューの作成

部材の 4 つのビューを作成できます 正面、上面、端部、および 3D ビューを作成で
きます。Tekla Structures では、これらのすべてのビューを 1 つのコマンドで一度に
作成できます。デフォルトでは、正面、上面、および端部のビューは平面ビューで
す。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 部材のデフォルトビュー ] をクリック
します。

2. 部材を選択します。 

Tekla Structures により、part_front_view、part_top_view、
part_end_view、および part_persp_view プロパティ ファイルで定義さ

れたプロパティを使用して、4 つのすべてのデフォルト ビューが一度に作成さ
れます。

平面展開した部材ビューの作成

平面展開形状で変形部材を表示するビューを作成できます。これは、梁および柱の
みに対して機能します。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> 平面展開した部材ビュー ] をクリック
します。

2. 部材を選択します。 

たとえば、曲げねじり処理済みの梁を選択すると、Tekla Structures によって平
面展開形状の梁が別のビューに表示されます。
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コンポーネントの 3D ビューの作成

特定のコンポーネントを明確に表示する必要がある場合は、そのコンポーネントの
3D ビューを作成します。コンポーネントはビューの中心に配置されます。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> コンポーネントの 3D ビュー ] をクリ
ックします。

2. コンポーネントを選択します。 

Tekla Structures によって、component_basic_view プロパティ ファイルに

定義されたプロパティを使用して、ビューが作成されます。ビュー平面の Y
軸は、モデルのグローバル Z 軸です。X 軸は、 初の副部材のローカル X 軸
をグローバル XY 平面に投影したものです。作業領域デプスは、すべての方向
に対して 1 m です。

選択したコンポーネントによって、作業領域は自動的に定義されます。

新しい 3D ビューを作成するたびに Tekla Structures にビューを 1 回転させる
場合、[ファイル] メニューの基本ビューの自動回転 設定を選択します。

デフォルト コンポーネント ビューの作成

コンポーネントの 4 つのビューを作成できます 正面、上面、端部、および 3D ビュ
ーを作成できます。Tekla Structures では、これらのすべてのビューを 1 つのコマン
ドで一度に作成できます。デフォルトでは、正面、上面、および端部のビューは平
面ビューです。

1. [表示] タブで、  [ 新規ビュー --> コンポーネントのデフォルトビュー ]
をクリックします。

2. コンポーネントを選択します。 

Tekla Structures により、component_front_view、component_top_view、
component_end_view、および component_persp_view プロパティ ファ

イルで定義されたプロパティを使用して、4 つのすべてのデフォルト ビューが
一度に作成されます。

サーフェスビューの作成

[ Create surface view ] マクロを使用して、自動配置されたサーフェス ビューを作成
します。この機能は、複雑な形状でのボルト グループ、スチフナー プレート、お
よびスリーブ孔等のモデリング時に役立つ場合があります。

部材の表面を選択するには、部材面を表示するモデル ビューを使用していること
を確認します。[ビュー] タブで [レンダリング] をクリックし、[部材 グレースケー
ル] オプションか [部材 ソリッド] オプションを選択します。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。
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2. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

3. [ Create surface view ] をダブルクリックしてマクロを開始します。

4. 部材の表面を選択します。 

Tekla Structures によって新しいビューが作成され、通常、部材面の 長の縁端
に沿うように作業平面が変更されます。サーフェスビューでモデリングを行
いながら、実行中のモデリング作業を元の 3D ビューで確認できます。

5. Esc を押してマクロを停止します。

6. 作業平面を原点に戻すには、次のようにします。

a. 手順 1 ～ 2 を繰り返し、[アプリケーション] リストを開きます。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 41 作業空間の設定



b. [Work plane global] マクロをダブルクリックします。 

作業平面が原点に戻り、モデルのグローバル +X、+Y、+Z 平面に基づい
て配置されます。

選択された縁端に沿ったサーフェスビューの作成

[ Create surface view wEdge ] マクロを使用して、サーフェス ビューを作成し、選
択した縁端に沿って作業平面を配置します。この機能は、複雑な形状でのボルト
グループ、スチフナー プレート、およびスリーブ孔等のモデリング時に役立つ場
合があります。

部材の表面を選択するには、部材面を表示するモデル ビューを使用していること
を確認します。[ビュー] タブで [レンダリング] をクリックし、[部材 グレースケー
ル] オプションか [部材 ソリッド] オプションを選択します。

1.  [幾何線･点にスナップ] スナップ スイッチ (86 ページ) がアクティブに
なっていることを確認します。 

これにより、縁端に沿ってピックし、方向を定義できるようになります。

2. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

3. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

4. [ Create surface view wEdge ] をダブルクリックしてマクロを開始します。

5. 部材の表面を選択します。 

部材縁端上にマウスポインタを配置すると、黄色の矢印がビューを配置するこ
とができる縁端を示します。矢印の方向が X 軸の正の方向を表しています。
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ビューはこの方向に回転され、ビューの水平方向となります。ビューと作業平
面の原点は、矢印スナップ線の始点に配置されます。

6. 使用する縁端を選択します。 
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Tekla Structures によって、選択した縁端がビューの X 軸となるように新しいビ
ューが作成されます。サーフェスビューでモデリングを行いながら、実行中の
モデリング作業を元の 3D ビューで確認できます。

7. Esc を押してマクロを停止します。

8. 作業平面を原点に戻すには、次のようにします。

a. 手順 2 ～ 3 を繰り返し、[アプリケーション] リストを開きます。

b. [Work plane global] マクロをダブルクリックします。 

作業平面が原点に戻り、モデルのグローバル +X、+Y、+Z 平面に基づい
て配置されます。

ビューを開く、または保存、変更、削除する
ビューを作成すると、画面上に同時に 9 つまでのビューを表示することができま
す。ビューを後で使用する必要がある場合は、ビューに名前を付けて保存できま
す。[ビュー プロパティ] ダイアログ ボックスを使用して既存のビューのプロパテ
ィを変更できます。

ビューを開く

画面上に同時に 9 つまでのビューを表示することができます。ビューを開けない
場合は、既に開いているビューの数を確認してください。場合により、 初にビュ
ーをいくつか閉じる必要があります。
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1. [表示] タブで、  [ビューリスト] をクリックして、[ビュー] ダイアログ ボ
ックスを開きます。 

Tekla Structures では、左側に非表示の名前付きビューがすべて表示され、右側
に表示中のビューがすべて表示されます。

2. [非表示] リストでビューを選択し、右矢印をクリックしてビューを [表示] リス
トへ移動します。 

ビューをダブルクリックしても、ビューを開くことができます。ビューを表示
できない場合は、既に開いているビューの数を確認してください。

3. 複数のビューを開くには、Shift キーと Ctrl キーを押しながら、リストでビュ
ーを選択します。

ビューの保存

後でビューを再び開く必要がある場合は、ビューごとに一意の名前を付けます。モ
デルを閉じると、Tekla Structures によって名前の付いたビューだけが保存されま
す。一時ビューは、閉じると削除されます。

作業を開始する前に、モデル内に 1 つまたは複数のビューを作成 (33 ページ) しま
す。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. 一意の名前を [名前] ボックスに入力します。 

一時ビューでは、括弧内にデフォルト名が表示されます。ビューの命名時には
括弧を使用しないでください。ビューを保存できなくなります。

注 マルチユーザー モードでは、ビューに一意の名前を付けることが特に重
要です。複数のユーザーが異なるビューに付けた名前が重複していると、
いずれかのユーザーのビュー設定が他のユーザーのビュー設定を誤って
上書きしてしまう可能性があります。

3. [変更] をクリックします。 

モデルを閉じると、Tekla Structures によって名前付きのすべてのビューが自動
的に保存されます。

ビューの変更

ビューをダブルクリックするだけで、ビューを変更できます。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. ビューのプロパティ (47 ページ) を変更します。

3. [変更] をクリックします。
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ビューの削除

名前付きビューを完全に削除できます。

1. [表示] タブで、  [ビューリスト] をクリックして、[ビュー] ダイアログ ボ
ックスを開きます。 

Tekla Structures では、左側に非表示の名前付きビュー (32 ページ) がすべて表
示され、右側に表示中のビューがすべて表示されます。

2. 削除するビューを選択します。

3. [削除] をクリックします。 

Tekla Structures によってビューが完全に削除されます。ビューを表示した状
態でビューを削除した場合、ビューを閉じるまでビューは表示されたままにな
ります。

4. 複数のビューを削除するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、リス
トでビューを選択します。

ビュー間の切り替え
モデリング中、開いているすべてのビュー間でビューを簡単に切り替えることがで
きます。3D ビューと平面ビューを切り替えて現在のビューを異なる視点から調べ
たり、ビュー角度を切り替えてさまざまな角度からモデルを表示することもできま
す。

開いているビュー間の切り替え

開いているビュー間でビューを切り替えるには、以下のいずれかの操作を行いま
す。

• キーボード ショートカット Ctrl + Tab を使用します。

• [ウィンドウ] をクリックし、リストからビューを選択します。

ビューをアルファベット順に示します。

• ビューを右クリックし、ポップアップ メニューから [ウィンドウの切替] を選択
します。

開いている次のビューがアクティブになります。

3D ビューと平面ビューの切り替え

現在のビューを異なる視点から調べるには、[3D/平面の切り替え] コマンドを使用
します。
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• [表示] タブで、  [3D/平面の切り替え] をクリックします。

Ctrl + P キーを押すこともできます。

ビュー角度間の切り替え

[ビュー角度 ] コマンドを使用して、ビューを異なるビュー角度で表示します。

1. ビューを選択し、コンテキスト ツールバーで  [ビュー角度] をクリックしま
す。

2. 上面、背面、右面、下面、正面、または左面のビューを選択します。

3. 元の 3D ビューに戻すには、ビュー角度オプションの中央にあるボタンをクリ
ックします。

ビューの更新および再描画
[ウィンドウの更新] および [再描画] コマンドを使用して、1 つまたはすべてのビュ
ーを更新します。

• 更新: 一時的なグラフィック (測定された距離など) を削除しますが、ビューの
再描画は行いません。 再描画よりも迅速です。

• 再描画: ビューを完全に再描画し、以前に非表示にされていたオブジェクトをす
べて表示します。

目的 操作

現在のビューを更新します。 ビューを右クリックし、[ウィンドウの更新] を選択
します。

すべてのビューを更新します。 [表示] タブで [ 再描画 --> 一時グラフィックを削
除 ] をクリックします。

現在のビューを再描画します。 ビューを右クリックし、[ウィンドウの再描画] を選
択します。

すべてのビューを再描画します。

[表示] タブで、  をクリックします。

参照項目

ビュー間の切り替え (46 ページ)

ビュープロパティ
[ビュープロパティ]ダイアログボックスを使用して、モデルビューのプロパティを
表示および変更します。
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オプション 解説

名前 ビューの名前。

角度 ビュー角度が[平面]か[3D]かを指定しま
す。

投影 ビューの投影タイプ。

[直交]: すべてのオブジェクトを同一ス
ケールで (遠近効果なしで) 表示しま
す。 ズームしても、テキストと点のサイ
ズは変化しません。 さらに、ズームはオ
ブジェクトの面にとどまります。

[3D]: 遠くにあるオブジェクトは近くに
あるオブジェクトより小さく表示され
ます。テキストと点についても同様で
す。 モデルのズーム、回転、およびフラ
イングが可能です。

回転 Z 軸まわりおよび X 軸まわりにビュー
をどのように回転するかを定義します。
回転は、ビュー別に実行できます。

単位は、 ファイル メニュー --> 設定 -->
オプション --> 単位と小数点 の設定に
よって異なります。

全ビューの色と透明度の設定 すべてのビューで使用される色と透明
度の設定（モデル内のオブジェクトのス
テータスによる）。

表現設定... 色と透明度の設定を定義する[オブジェ
クト表現]ダイアログボックスを開きま
す。

ビューデプス 表示されたモデルのスライスの厚さ。
デプスは、ビュー平面から上向きと下向
きのそれぞれについて定義できます。
デプス内に配置されているオブジェク
トのみがモデル内で表示されます。

単位は、 ファイル メニュー --> 設定 -->
オプション --> 単位と小数点 の設定に
よって異なります。

表示... ビューに表示 (639 ページ) するオブジ
ェクトおよびその表示方法を定義する
[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

表示するオブジェクトグループ どのオブジェクトグループをビュー内
に表示するかを定義します。

オブジェクトグループ... オブジェクトグループを作成または変
更するための[オブジェクトグループ -
ビューフィルタ]ダイアログボックスを
開きます。
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参照項目

ビューを開く、または保存、変更、削除する (44 ページ)

基準線ビュープロパティ
[基準線ビューの作成]ダイアログボックスを使用して、基準線ビューのプロパティ
を表示および変更します。

オプション 解説

[ビュー平面] デフォルトビューの場合と同様に 2 つの軸で定義されるビュ
ーの平面。

[ビュー数] 作成する基準線ビューの数を定義します。

[なし]ではビューを 1 つも作成しません。

[一つ（ 初）]では、グリッドの原点に も近いビューだけを
作成します。

[一つ（ 後）]では、グリッドの原点から も遠いビューだけ
を作成します。

[すべて]では、対応する方向のグリッド平面内のすべてのビ
ューを作成します。

[ビュー名の頭文字] ビュー名で基準線ラベルとともに使用する頭文字。 この名
前は、ビュープロパティの名前に優先して使用されます。

ビュー名は、PLAN +3000 のように、頭文字と基準線ラベル
からなります。[ビュー名の頭文字]ボックスを空白のままに
すると、頭文字は使用されません。ビュー名が重複する場合
は、Tekla Structures によってビュー名にダッシュと連番が付
加されます。

[ビュープロパティ] どのビュープロパティ（適用または保存）を使用するかを定
義します。

各ビューには、そのビューに固有のビュープロパティがあり
ます。[現在の設定]オプションを使うと、現在のビュープロ
パティからプロパティを読み込むことができます。また、既
に保存されているビュープロパティからプロパティを読み込
むこともできます。[表示設定]ボタンをクリックすると、現
在のビュープロパティが表示されます。

参照項目

モデル ビューの作成 (33 ページ)

作業領域の定義
Tekla Structures では、ビューの作業領域が破線で示されます。作業領域外のオブジ
ェクトは、表示されません。作業領域は、モデルの特定の部分に集中して作業する
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場合など、実際のニーズに合わせて縮小または拡大できます。一時的に作業領域ボ
ックスを非表示にすることもできます。

作業領域の全モデルへのフィット
すべてのビューまたは選択したビューのみに表示されたすべてのモデルオブジェ
クトが含まれるように、作業領域のサイズを変更することができます。

1. [表示] タブで、[作業領域]  をクリックし、以下のいずれかを選択しま
す。 

• モデル全体へ(すべてのビュー)

表示されているすべてのビューに表示されたすべてのモデルオブジェクト
が含まれるように、作業領域を調整します。

• モデル全体へ(選択したビュー)

選択したビューに表示されたすべてのモデルオブジェクトが含まれるよう
に、作業領域を調整します。

作業領域の選択部材へのフィット
すべてのビューまたは選択したビューのみに表示された選択した部材のみが含ま
れるように、作業領域のサイズを変更することができます。

1. 作業領域に含めるオブジェクトを選択します。

2. [表示] タブで、[作業領域]  をクリックし、以下のいずれかを選択しま
す。 

• 選択部材へ(すべてのビュー)

すべてのビューに表示された選択したオブジェクトが含まれるように、作
業領域を調整します。
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• 選択部材へ(選択したビュー)

選択したビューに表示された選択したオブジェクトが含まれるように、作
業領域を調整します。

2 つの点に合わせた作業領域のフィット
ビュー平面でピックした 2 点が角となるように、作業領域のサイズを変更すること
ができます。作業領域のデプスは、ビューデプスと同じです。

1. [表示] タブで、[作業領域]  をクリックし、[2 点で指定] を選択しま
す。

2. 初の点をピックします。

3. 2 つ目の点をピックします。

作業領域ボックスの非表示
ビューに表示された作業領域を一時的に非表示にできます。この機能は、プレゼン
テーションのスクリーンショットを作成する場合などに便利です。

1. Ctrl キーと Shift キーを同時に押したままにします。

2. [表示] タブで [ 再描画 --> すべてのビューの再描画 ] をクリックします。 

3. 作業領域ボックスを再び表示するには、[ 再描画 --> すべてのビューの再描画 ]
を再びクリックします。

ヒント または、詳細設定 XS_HIDE_WORKAREA を使用します。

一部のオブジェクトが表示されない場合
ビューでのオブジェクトの表示/非表示は、さまざまな設定によって決まります。
モデルビューに目的のオブジェクトの一部が表示されない場合は、次の設定を確認
します。

• 作業領域

• ビューデプス

• 表示フィルター

• ビューおよび表示の設定
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• 色と透明性の設定

作業領域とビューデプスは、2 つのボックスのようなものと考えることができま
す。 両方のボックスにハンドルの一部または全体が収まっているオブジェクト
は、表示されます。 新規作成したオブジェクトに関しては、ビューデプス外でも
表示されますが、作業領域外のものは表示されません。 ビューを再描画すると、
ビューデプス内のオブジェクトだけが表示されます。

参照項目

作業領域の定義 (49 ページ)

ビュープロパティ (47 ページ)

オブジェクトのフィルター (170 ページ)

オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの色と透明度を変更する (647 ペ
ージ)

座標系
Tekla Structures では、全体座標系およびローカル座標系の 2 つの座標系が使用され
ます。ローカル座標系は、作業平面とも呼ばれています。

全体座標系

緑色の立方体シンボルは全体座標系を表します。この立方体が置かれている点が
全体座標原点 (x=0、y=0、z=0) になります。全体座標系は、静的であり、変更する
ことはできません。

原点から離れた位置にモデルを配置しないでください。原点から離れた場所にモ
デル オブジェクトを作成する場合、モデル ビュー内の点にスナップする (84 ペー
ジ) と不正確になる可能性があります。モデルが原点から離れるほど、すべての計
算の精度が低下します。

別の座標系を使用して、参照モデルを挿入したり、IFC モデルをエクスポートした
りする必要がある場合は、基準点を使用することができます。基準点を使用する
と、座標を小さくし、モデルをどこでも必要な場所に配置できます。

ローカル座標系(作業平面)
ローカル座標系とは、作業平面のことです。座標系に依存しているほとんどのコマ
ンドで、作業平面座標が使用されています。たとえば、点の作成、部材の配置およ
びコピーは、作業平面座標系に基づいて行われます。モデル ビューの右下隅に表
示される座標シンボルは、作業平面に従って移動します。
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作業平面は、モデルに依存するので、すべてのビューで同じ作業平面になります。
赤色の作業平面矢印記号は、XY 平面を示しています。Z 方向は、右手系の座標
(53 ページ)により決定されます。

作業平面を移動 してローカル座標系を変更できます。作業平面にも独自の赤色の
基準線が表示されるため、これを部材の配置に使用できます。必要に応じて、この
グリッドを表示または非表示 (54 ページ) にできます。

モデル内で現在使用する作業平面または基準点を制御するには、作業平面ハンドラ
ー ツールバー を使用します。

右手の法則
右手の法則は、座標軸の方向を示します。 右手の親指、人差し指、中指を開いて
それぞれが直角をなすときに、親指は x 軸、人差し指は y 軸、中指は z 軸を表しま
す。
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作業平面の基準線の表示または非表示
デフォルトでは、作業平面の基準線は非表示になっています。作業平面の基準線を
表示または非表示にするには、[スナップ] ツールバーのオプションを使用します。

1. 基準線を表示するには、2 番目のリストから [作業平面] を選択します。 

2. 基準線を非表示にするには、同じリストで [ビュー平面] を選択します。

参照項目

作業平面の移動 (54 ページ)

作業平面の移動
点をピックするか、平面を選択することで、作業平面を任意の位置に設定できま
す。このため、傾斜の付いた部材をモデリングする場合でも、部材を正確に配置す
ることが簡単になります。

たとえば、作業平面を屋根の勾配に移動することで、水平ブレーシングや母屋を傾
斜した屋根に簡単にモデリングできるようになります。
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部材面への作業平面の設定

作業平面を任意の部材面に設定するには、[作業平面ツール] コマンドを使用しま
す。

1. [表示] タブで [ 作業平面 --> 作業平面ツール ] をクリックします。 

2. 点をピックします。

XYZ 平面に平行な作業平面の設定

作業平面を XY 平面、XZ 平面、または ZY 平面に平行に設定できます。

1. [表示] タブで、[作業平面] をクリックし、[XY(Z)平面に平行] を選択します。 

2. [平面] リスト ボックスで、作業平面に平行な平面を選択します。

3. 座標を入力します。 

全体座標原点から作業平面への距離は、座標によって定義されます。これは、
3 番目の軸に平行な平面に対する直交線に沿った距離です。

4. [変更] をクリックします。

1 点での作業平面の設定

ピックした 1 点で作業平面を設定できます。現在の作業平面に平行のまま、作業平
面が新しい位置に移動します。X 方向と Y 方向は変更されません。

1. [表示] タブで、[作業平面] をクリックし、[1 点で指定] を選択します。 

2. 作業平面の新しい位置をピックします。

2 点での作業平面の設定

ピックした 2 点で作業平面を設定できます。 初にピックした点が原点となり、2
番目にピックした点が作業平面の X 方向を定義します。y 方向は、移動する前の作
業平面と同じです。

1. [表示] タブで、[作業平面] をクリックし、[2 点で指定] を選択します。 
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2. 作業平面の原点をピックします。

3. 作業平面上で正の x 軸方向にある点をピックします。

3 点での作業平面の設定

ピックした 3 点で作業平面を設定できます。 初にピックした点が原点となり、2
番目にピックした点が作業平面の X 方向を、3 番目にピックした点が Y 方向をそ
れぞれ定義します。Tekla Structures では、右手系の座標に従って z 方向が固定され
ています。

1. [表示] タブで、[作業平面] をクリックし、[3 点で指定] を選択します。 

2. 作業平面の原点をピックします。

3. 正の x 軸方向にある点をピックします。

4. 正の y 軸方向にある点をピックします。

ビュー平面に平行な作業平面の設定

選択したビューのビュー平面と同じ方向になるように作業平面を設定できます。

1. [表示] タブで、[作業平面] をクリックし、[ビュー平面に平行] を選択します。 

2. ビューを選択します。

デフォルトの作業平面の復元

傾斜した構造物をモデリングした後は、デフォルトの作業平面に戻すことを忘れな
いでください。

1. [表示] タブで [ 作業平面 --> XY(Z)平面に平行 ] をクリックします。 
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2. [平面] リストで、[XY] を選択します。

3. [座標] ボックスに、0 を入力します。

4. [変更] をクリックします。

基準点
基準点 (制御点) により、測量基準点に基づく座標系やその他の座標系を使用して
相互運用性や連携を実現できます。たとえば、参照モデルの挿入、IFC モデルのエ
クスポート、図面、[レイアウトマネージャ]、レポートとテンプレートで基準点を
使用できます。

測量基準点は基準レベル、つまり国土調査ネットワークの基本的ベンチマーク点で
す。

基準点を使用すると、座標を小さくし、モデルをどこでも必要な場所に配置できま
す。必要な数だけ基準点を作成し、いずれか 1 つを選択してプロジェクト基準点に
することができます。

以下の点に注意してください。

• 参照モデルに原点への追加の線を含めないでください。

• 参照モデルに互いに非常に離れたオブジェクトを含めないでください。モデル
の使用が難しくなるおそれがあります。

• 参照モデルを含む Tekla Structures ネイティブ オブジェクトを、Tekla Structures
モデル原点から非常に離れた位置に挿入しないでください。

基準点の定義

[プロジェクトプロパティ] で基準点を定義できます。参照モデルをインポートま
たはエクスポートする必要がある場合、インポートする参照モデルの座標か、IFC
エクスポートで使用する座標を把握している必要があります。

ヒン
ト

Tekla Structures で点の座標を表示できます。リボンで、  の横にある下
矢印をクリックし、[点の座標] を選択します。詳細については、「オブジェ
クト プロパティの表示 (673 ページ)」を参照してください。

1. Tekla Structures を開きます。

2. [ファイル --> プロジェクトプロパティ --> 基準点 ] をクリックして、[基準点]
ダイアログ ボックスを開きます。

3. 必要な情報を入力します。 
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名前, 説明 基準点の名前と説明を入力します。

座標系 使用する座標系の名前を入力します。

[東座標 (E)] 測量基準点に関する X 座標を表す [東座標 (E)] を
入力します。

[北座標 (N)] 測量基準点に関する Y 座標を表す [北座標 (N)] を
入力します。

高さ 測量基準点に関する Z 座標を表す [高さ] を入力し
ます。

緯度,経度 IFC エクスポートに使用する基準点の [緯度] と
[経度] を入力します。

[緯度] と [経度] は一部のソフトウェアで使用され
る詳細です。これは、IFC ファイルでは IFCSITE
情報に書き込まれます。

[経度] の総桁数が 15 を超える場合、値が
99.999999999999999999 より大きければ、 も近い
値に切り上げられます。

[緯度] および [経度] 情報を、10 進数形式と度分秒
(DMS) 形式とで切り替えるには、「緯度/経度を 10
進数に変換する (Convert Latitude/Longitude to
decimal)」を参照してください。
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モデル内の位置 Tekla Structures モデル内の基準点の位置を選択ま
たは入力します。この距離はモデル原点から測っ
た距離です。

モデル内の基準点の位置には、モデル原点からの
大値 +/- 10 km を使用できます。モデリングは、

モデル原点の近くで実行され、オフセットは [東座
標] 値および [北座標] 値と共に指定されます。

北からの角度 Y と北方向のつくる角度である、[北からの角度] を
ピックまたは入力します。この角度の小数点以下
の 大桁数は 13 です。

プロジェクト基準点 座標系をプロジェクト基準点として設定する必要
がある場合は、上部のリストから基準点を選択し、
[プロジェクト基準点] チェック ボックスをオンに
します。

4. [変更] をクリックして基準点を保存します。 

青色のシンボルがモデルに追加されます。

後で基準点を変更した場合、Enter キーを押すか、別の入力フィールドをクリ
ックすると、[基準点] ダイアログ ボックスで行った場所や回転の変更に従っ
て、モデル内の基準点の場所が変化します。[変更] をクリックする必要はあり
ません。

これで、定義した基準点を使用して参照モデルを挿入したり、IFC モデルをエ
クスポートしたりできます。
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座標系をプロジェクト基準点に設定

1 つの基準点をプロジェクト基準点に設定できます。モデルに基準点が含まれな
い場合、または既存の基準点の中にプロジェクト基準点に設定されているものがな
い場合には、モデル原点がプロジェクト基準点のデフォルト値になります。現在の
プロジェクト基準点を確認および変更するには、[ファイル --> プロジェクトプロパ
ティ --> 位置 ] を選択します。

プロジェクトの途中でプロジェクト基準点を一時的に変更しないことをお勧めし
ます。

1. [ファイル --> プロジェクトプロパティ ] をクリックします。 

[位置] ボックスで、現在のプロジェクト基準点を確認できます。

2. プロジェクト基準点を変更するには、[編集] をクリックし、[位置] リストから
新しいプロジェクト基準点を選択します。

3. [適用] をクリックします。

ヒン
ト

[基準点] ダイアログ ボックスで上部のリストから基準点を選択し、[プロジ
ェクト基準点] チェック ボックスをオンにして、基準点をプロジェクト基準
点に設定することもできます。

基準点を使用した参照モデルの挿入

基準点に参照モデルを挿入する前に、モデル内に基準点を作成する必要がありま
す。基準点を作成するには、インポートする参照モデルの座標を把握している必要
があります。

1. サイド パネルの [参照モデル] ボタン  をクリックして [参照モデル] リス
トを開きます。

2. [参照モデル] リストで、[モデルの追加] ボタンをクリックします。

3. 以前に作成した参照モデルのプロパティ ファイルがある場合、[モデルの追加]
ダイアログ ボックスの上部にあるプロパティ ファイルのリストからファイル
を選択して目的のファイルを読み込みます。

4. [ブラウズ...] をクリックして参照モデルを参照します。

5. [グループ] で、参照モデルのグループを選択するか、新しいグループの名前を
入力します。 

グループの名前が入力されなければ、参照モデルは [デフォルト] グループに
挿入されます。
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6. [位置] で、使用する基準点を選択します。

7. [モデルの追加] ボタンをクリックします。 Tekla Structures は、選択された基準
点を基準として、モデルの [プロジェクトプロパティ] の基準点の定義から、
座標系の値、高さ、および角度を使用して参照モデルを挿入します。

基準点を使用した IFC モデルのエクスポート

基準点を使用して IFC ファイルをエクスポートするには、モデル内に基準点を作成
する必要があります。

1. [ファイル --> エクスポートファイル --> IFC ] をクリックして、[IFC にエクス
ポート] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [位置] で、作成した基準点を選択します。

3. 他の必要な IFC エクスポート情報を入力します。

4. [エクスポートファイル] をクリックします。 基準点オプションによって、モ
デルの [プロジェクトプロパティ] の基準点の定義から、基準点を基準として、
座標系の値、高さ、緯度、経度、および角度を使用して IFC モデルがエクスポ
ートされます。

図面の基準点

基準点が定義された座標系の値を図面で使用できます。 プロジェクト基準点の Z
または高さの値を変更すると、それに応じて図面を開いたときにレベルの値が変更
されます。

• 図面レベルおよびビュー レベルで基準点データを使用して、座標系を設定でき
ます。 基準点は、基準オフセットの代わりに使用できます。

• 基準点が設定されている場合、マークのレベル属性とテンプレート属性によっ
て、基準点が定義された特定の座標系に値が指定されます。
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• この設定は、_BASEPOINT で終わるエレベーション マークとレベル属性に影響

します。

• 基準点が図面レベルで設定されている場合、_BASEPOINT テンプレート属性は

図面テンプレートで使用できます。

図面ビュー プロパティで [位置] を設定して、モデル原点、プロジェクト基準点、
または任意の基準点によって定義された座標系を使用できます。[位置] では、プロ
ジェクト基準点がデフォルト値として使用されます。

エレベーション基準レベルは、 TOP_LEVEL TOP_LEVEL_UNFORMATTED [位置] が
[モデル原点] に設定されている場合、またはモデル原点にあるプロジェクト基準点
に設定されている場合、TOP_LEVEL および TOP_LEVEL_UNFORMATTED にのみ
影響します。

[位置] の値を変更するには、次のようにします。

1. 開いている図面で、図面ビュー フレームをダブルクリックして [ビュープロパ
ティ] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [プロパティ 2] タブで、[位置] を新しい基準点、またはモデル原点に設定しま
す。

3. [変更] をクリックします。 

図面での基準点の使用例

次の例では、以下の操作を行います。

1. モデルの 0 レベルに上部がある、厚さ 200 mm のスラブを作成します。
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2. 高さ 20,000 mm の新しい基準点「制御点 1」を作成します。

3. プラン ビューに一般図を作成します。

4. 一般図を開き、ビュー フレームをダブルクリックして、[ビュー プロパティ]
ダイアログ ボックスを開きます。
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5. [プロパティ 2] タブで [位置] を新しい基準点 (プロジェクト基準点) である「基
準点 2」に設定して、[変更] をクリックします。

6. 次のテンプレート属性を使用して、エレベーション マークを追加します。

• COG_Z
• COG_Z_PROJECT
• COG_Z_BASEPOINT

7. 図面を再度開きます。

値を変更してもテンプレート属性は自動的に更新されませんが、図面を再度開
くとテンプレート属性が更新されます。
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レイアウト マネージャでの基準点

レイアウト ポイントの位置を定義する際、レイアウトマネージャで基準点を使用
できます。

• レイアウト ポイントをエクスポートおよびインポートするとき、位置座標とし
て基準点を使用できます。

• 基準点を追加、変更、または削除する場合、レイアウトマネージャを再度開く
か更新して、変更された基準点データをレイアウトマネージャで使用可能にす
る必要があります。

レポートおよびテンプレートの基準点

レポートおよびテンプレートにプロジェクト基準点および現在の基準点の値を表
示できます。

次の表に、 _PROJECT および _BASEPOINT を末尾に使用できるテンプレート属性

( ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_PROJECT または 
ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_BASEPOINT など) を示します。次の点に注意してく

ださい。 _BASEPOINT では、作業平面として現在の作業平面が使用されるのと同

様に、現在の基準点が使用されます。現在の基準点が定義されていない場合、 
_BASEPOINT はモデル原点に対する相対値 (グローバル) を提供します。

コンテンツ タイプ 属性

ASSEMBLY、CAST_UNIT
および PART

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
ASSEMBLY_TOP_LEVEL
ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED
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コンテンツ タイプ 属性
BOTTOM_LEVEL
BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
BOUNDING_BOX_MIN_X
BOUNDING_BOX_MIN_Y
BOUNDING_BOX_MIN_Z
BOUNDING_BOX_MAX_X
BOUNDING_BOX_MAX_Y
BOUNDING_BOX_MAX_Z
BOUNDING_BOX_X
BOUNDING_BOX_Y
BOUNDING_BOX_Z
COG_X
COG_Y
COG_Z
START_X
START_Y
START_Z
END_X
END_Y
END_Z
TOP_LEVEL
TOP_LEVEL_UNFORMATTED
LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_
ELEVATION
ASSEMBLY.LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.L
BS_FLOOR_ELEVATION

REFERENCE MODEL、
REFERENCE OBJECT お
よび REFERENCE_
ASSEMBLY

BOUNDING_BOX_MIN_X
BOUNDING_BOX_MIN_Y
BOUNDING_BOX_MIN_Z
BOUNDING_BOX_MAX_X
BOUNDING_BOX_MAX_Y
BOUNDING_BOX_MAX_Z
LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_
ELEVATION
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コンテンツ タイプ 属性

POUR OBJECT BOTTOM_LEVEL
BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
TOP_LEVEL
TOP_LEVEL_UNFORMATTED
LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_
ELEVATION

CONNECTION ORIGIN_X
ORIGIN_Y
ORIGIN_Z

HIERARCHIC OBJECT LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_
ELEVATION

作業平面の選択
基準点を定義している、または作業平面を保存している場合は、作業平面ハンドラ
ー ツールバーを使用して、モデル内で現在使用する作業平面を選択することがで
きます。

デフォルトでは、作業平面ハンドラー ツールバーは、画面の下部に表示されます。

以下の作業平面から選択することができます。

• モデル原点 (プロジェクト基準点が他の場所に設定されている場合)

• プロジェクト基準点

• 定義したすべての基準点 (57 ページ)

• 設定および保存したすべての作業平面 (54 ページ)

プロジェクト基準点をモデル原点に設定した場合と他の場所に設定した場合では、
モデル原点のシンボルが異なります。

ツールバーへの作業平面の追加

1. モデル内で作業平面を設定します。

2. 作業平面ハンドラー ツールバーで、[作業平面を選択] ボックスに作業平面の
名前を入力します。
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3.  ボタンをクリックし、新しい作業平面をリストに追加します。

必要に応じて、作業平面をダブルクリックし、新しい名前を入力することで、
作業平面の名前を変更できます。

4. リストから作業平面を削除するには、  ボタンをクリックします。

デフォルトでは、作業平面ハンドラー ツールバーは、画面の下部に表示されます。
ツールバーが見つからない場合は、 [ファイル] --> [設定] をクリックし、[ツールバ
ー] リストで [作業平面ハンドラー ツールバー] が選択されていることを確認しま
す。

参照項目

座標系 (52 ページ)

寸法、ラベル、モデルの背景の色設定を変更する
モデル内の寸法、ラベル、背景に使用する色を定義できます。たとえば背景色を黒
に設定した場合、テキストや寸法が見えるように、他の色の設定も変更する必要が
ある場合があります。

[詳細設定] ダイアログ ボックスで、0.0 ～ 1.0 の範囲の RGB 値を使用して色の設定
を変更します。値はスペースで区切ります。たとえば、黄のカラー コードは 1.0
1.0 0.0 です。

ヒン
ト

または、詳細設定を使用せずに色の設定を一度に変更する場合は、Background
Color Tool (Tekla Warehouse で使用可能) を使用できます。

色の RGB 値の決定

色に適した RGB 値を確認するには、たとえば、以下のツールを使用します。

• Background Color Selector ツール (Tekla Warehouse で使用可能)

• Color picker for Tekla Structures ツール (Tekla User Assistance で使用可能)

モデル背景色の変更
4 つの異なる詳細設定の組み合わせを使用して背景色を設定します。 背景の各コ
ーナーの色をそれぞれ制御できます。

1. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] をクリックし、[ビュー（モデル）]
カテゴリに移動します。

2. 以下の詳細設定を使用して背景色を設定します。 

• XS_BACKGROUND_COLOR1

• XS_BACKGROUND_COLOR2

• XS_BACKGROUND_COLOR3
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• XS_BACKGROUND_COLOR4

単一色の背景を使用する場合は、4 個の背景色すべてに同じカラー コードを設
定します。 デフォルトの背景色を使用するには、ボックスを空のままにしま
す。

3. [OK] をクリックして変更を保存します。

4. ビューを閉じてから再度開いて、変更内容を確認します。

例

以下は、定義可能な背景色の例です。 初の RGB 値は詳細設定 XS_
BACKGROUND_COLOR1 を、2 番目の値は詳細設定 XS_BACKGROUND_COLOR2
を指しています。3 番目以降も同様です。

RGB 値 結果

1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0

0.98 0.98 0.99
0.99 0.99 0.99
0.00 0.37 0.99
0.21 0.46 0.88

0.6 0.8 0.9
0.6 0.8 0.9
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
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RGB 値 結果

0.6 0.8 0.9
0.6 0.8 0.9
0.5 0.2 0.0
0.5 0.2 0.0

0.1 0.6 0.6
0.5 0.9 0.5
0.1 0.6 0.6
0.5 0.9 0.5

寸法、部材ラベル、ボルトの色の変更
モデルの表示オプション [高速] を使用している寸法、部材ラベル、ボルトに使用
する色を定義できます。

1. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] をクリックします。

2. 変更する色の設定を検索します。 
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色の設定 詳細設定

寸法線

寸法テキスト

部材ラベル

作業平面の基準線

表示オプション [高速] を使用している
ボルト

XS_VIEW_FAST_BOLT_COLOR

ヒン
ト

色関連の詳細設定すべてをすばやく検索するには、[検索] ボックスに
「色」と入力し、Enter キーを押します。[すべてのカテゴリー] チェッ

ク ボックスがオンになっていることを確認します。

3. RGB カラー コードを使用して色を定義します。

4. [OK] をクリックして変更を保存します。 

Tekla Structures の再起動が必要になる場合があります。

5. ビューを閉じてから再度開いて、変更内容を確認します。

モデル ビューのレンダリング モードの変更
Tekla Structures のレンダリングでは、DirectX または OpenGL テクノロジーを使用
できます。レンダリング品質を上げるには、デフォルトの OpenGL ベースのレンダ
リング エンジンの代わりに DirectX レンダリング エンジンを使用するように
Tekla Structures を設定できます。DirectX レンダリングは、Tekla Structures オブジェ
クトに微妙なシェーディング効果を加え、3D ビジュアライゼーションをよりクリ
アかつ明確にします。

DirectX レンダリング エンジン

DirectX レンダリング モードは 新のグラフィック カードに合わせて 適化され
ており、グラフィック パフォーマンスは、ロー エンド グラフィック カードやグラ
フィックス処理装置 (GPU) がないグラフィック カードよりも、推奨される
NVIDIA GeForce GTX グラフィック カードの方が優れています。グラフィック カ
ードの詳細については、「Tekla Structures 2020 のハードウェア推奨仕様」を参照し
てください。

DirectX レンダリングのオンとオフを切り替えるには、 ファイル --> 設定 --> スイ
ッチ --> DirectX レンダリング に移動します。レンダリング設定は、モデル ビュー
固有の設定です。このため、DirectX レンダリングまたは OpenGL レンダリングを
異なるモデル ビューで使用することができます。レンダリング オプションを切り
替えた場合は、モデル ビューを再度開いて、レンダリング オプションを有効にす
る必要があります。

注 リモート接続を介して Tekla Structures を使用している場合は、DirectX レンダリングが
想定どおりに機能しない場合があります。たとえば、作成した部材がモデルに表示さ
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れなかったり、モデルの動作が遅くなったりすることがあります。それらの問題が発
生した場合は、DirectX レンダリングをオフにします。

以下の詳細設定を使用して、DirectX レンダリングを微調整します。

• XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES

• XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX

• XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX

• XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX

• XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX

DirectX レンダリングの例

距離のビジュアル化

DirectX レンダリング モデル ビューでは、微妙な陰影とアンビエント オクルージ
ョンによって距離がビジュアル化されます。このため、構造や距離を理解しやすく
なっています。

DirectX OpenGL

デプスの精度

DirectX レンダリング モデル ビューでは、デプス バッファーの精度が向上されて
いるため、モデルを拡大したときに、以前ほど頻繁に部材が他の部材の表面を透過
して表示されることはありません。
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DirectX OpenGL

動的な状態

DirectX レンダリング モデル ビューでは、選択オブジェクトや選択済みオブジェク
トのハイライトなどの動的な状態でも、選択オブジェクトがより明確になり、ハイ
ライトがそれほど主張されません。

DirectX OpenGL
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アンチエイリアシングによる忠実度の向上

DirectX レンダリング モデル ビューでは、デフォルトで OpenGL レンダリング モ
デル ビューの画質を超えており、フリッカーも抑えられています。

DirectX OpenGL

高忠実度の縁端線

DirectX レンダリング モデル ビューでは、縁端が明滅するジグザグな線ではなく連
続した滑らかな線で表示されます。

DirectX OpenGL

正確な鉄筋

DirectX レンダリング モデル ビューでは、鉄筋に縁端線が描画されます。ズームす
ると、鉄筋は丸棒として表示されます。
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DirectX OpenGL

透明ビューにしたときに材質が交差する位置に自動的に縁端線を描画

DirectX レンダリング モデル ビューでは、材質が交差する位置をモデルに表示する
ことができます。

DirectX OpenGL
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ディテールの精度および明確さ

DirectX OpenGL
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DirectX OpenGL

同一平面に重なり合っている表面を自動的に塗りつぶす

DirectX レンダリング モデル ビューでは、重複しているオブジェクトや重なり合う
部材を見分けることができます。
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DirectX
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DirectX

破線の陰線

DirectX レンダリング モデル ビューでは、他の部材の背後に隠れている部材の縁端
線は、すべての透明なビューで破線として表示されます (部材の場合は Ctrl+1、2、
3、または 5、コンポーネントの場合は Shift+1、2、3、5)。
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DirectX
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DirectX

1.2 モデルのズームおよび回転
[表示] タブのコマンドを使用すると、特定の領域に焦点を絞ったり、視点を引いて
より広い領域を表示することができます。 マウス、コマンド、またはキーボード
ショートカットを使用できます。また、これらを組み合わせて操作することもでき
ます。

ズームインおよびズームアウト
さまざまなツールを使用して、モデルをズームインまたはズームアウトできます。
デフォルトでは、マウスポインタの位置がズームの中心になります。
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目的 操作

ズームイン マウスホイールを奥側に回します。

または、Page Up キーを押します。

ズームアウト マウスホイールを手前側に回します。

または、Page Down キーを押します。

選択したオブジェクトにズームする 1. オブジェクトを選択します。

2. [表示] タブで  [ズーム --> 選択部
材にズーム ] をクリックします。

メニューコマンドを使用してズームす
る

[表示] タブで、  [ズーム] をクリック
し、ズーム コマンドのいずれかを選択し
ます。

ズームの中心をビューの中心にする [ファイル] メニューの [設定] をクリッ
クし、[画面中心にズーム] を選択しま
す。

ズーム率を定義する 以下の詳細設定を使用します。

XS_ZOOM_STEP_RATIO

XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEW
HEEL_MODE

XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_
MODE

モデルの回転
マウスの中ボタンか左ボタン、またはキーボードを使用して、ビュー内のモデルを
回転させることができます。

目的 操作

マウスの中ボタンを使用して回転させ
る

1. [表示] タブで  [移動 --> ビューの
中心点を指定 ] をクリックします。

V キーを押すこともできます。

2. ビューの中心点を指定するには、ビ
ュー内で目的の位置をピックしま
す。

次のシンボルがモデル内に表示さ
れます:
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目的 操作

3. Ctrl キーを押したまま、マウスの中
ボタンでモデルをクリックしてド
ラッグします。

Tekla Structures は、ステップ 2 で選
択されたビューの中心点を軸にモ
デルを回転させます。

マウスの左ボタンを使用して回転させ
る

1. [表示] タブで  [移動 --> ビュー回
転：マウス ] をクリックします。

Ctrl + R キーを押すこともできま
す。

2. ビューの中心点を指定するには、ビ
ュー内で目的の位置をピックしま
す。

次のシンボルがモデル内に表示さ
れます:

3. マウスの左ボタンでモデルをクリ
ックしてドラッグします。

Tekla Structures は、ステップ 2 で選
択されたビューの中心点を軸にモ
デルを回転させます。

キーボードを使用した回転 キーボード ショートカット (Ctrl+方向
キーおよび Shift+方向キー) を使用しま
す。

Ctrl+方向キーを使用すると、モデルを
15 度ずつ回転させることができます。

Shift+方向キーを使用すると、モデルを
5 度ずつ回転させることができます。

モデルのパン
マウスの中ボタンまたは左ボタンを使用して、ビュー内のモデルのパンを行うこと
ができます。

目的 操作

マウスの中ボタンを使用してモデルを
移動させる

1. [ファイル] メニューで、[設定] をク
リックし、[マウスの中ボタンによ
るパン] チェック ボックスがオン
になっていることを確認します。
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目的 操作

2. マウスの中ボタンを押したまま、モ
デルをドラッグします。

マウスの左ボタンを使用してモデルを
移動させる

1. ダイナミック パンニングを有効に

するには、[表示] タブに移動し、
[ 移動 --> ウィンドウをパン ] をク
リックします。

P キーを押すこともできます。

マウスポインタの形状が、手の形に

変わります。

2. マウスの左ボタンを押したまま、モ
デルをドラッグします。

3. パン操作を終了するには、Esc キー
を押します。

1.3 スナップ位置
ほとんどのコマンドでは、モデルまたは図面にオブジェクトを配置する点を指定す
るように促されます。これをスナップと呼びます。新しいオブジェクトを作成す
るとき、Tekla Structures は利用可能なスナップ ポイントにスナップ シンボルとス
ナップ ツールティップ、およびスナップ ポイントと 後に指定された点の間に薄
い灰色の線を表示します。

スナップ ツールバー のスナップ スイッチ (86 ページ) を使用して、スナップ位置
を制御できます。

たとえば、以下の位置にスナップできます。

• 端点、中点などのさまざまな点

• 中心点
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• 交点

• 線と縁端

• 寸法とマーク線、図面レイアウトのアイテムおよび図面枠

特定の位置にスナップするときに正確な距離や座標を使用する場合は、数値スナッ
プ を使用します。

異なるスナップ ツールの組み合わせを使用して、モデルおよび図面内の平面上の
も近い直交点 (102 ページ)などにスナップできます。また、線に合わせて、線上

の指定した距離に点を指定することもできます。また、モデルと図面でローカル原
点として使用するために、一時参照点を作成できます。

Tekla Structures ではスナップ時に寸法が表示されるため、目的の長さのオブジェク
トが簡単に作成できます。詳細設定 XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_
CREATING_OBJECTS を使用して、スナップ寸法のオン/オフを切り替えます。

ヒント スナップ用キーボード ショートカット を使用して、作業を高速化できます。

スナップ ツールバー
スナップ スイッチをアクティブにして、追加のスナップ オプションにアクセスす
るには、[スナップ] ツールバーを使用します。

(1) オブジェクトを配置する際にどの位置をピックできるかを制御するには、スナ
ップ スイッチ (86 ページ) を使用します。スナップ スイッチを使用することで、
オブジェクト上の端点、中点、および交点などの位置を正確にピックできます。

(2) スナップ デプスを定義するには、 初のリストを使用します。

(3) ビュー平面と作業平面 (54 ページ)を切り替えるには、2 番目のリストを使用し
ます。

(4) 平面タイプを設定するには、3 番目のリストを使用します。平面タイプによっ
て、モデルで選択可能な平面が決まります。

(5) 選択されたスイッチをツールバーから非表示 (246 ページ) にできます。

デフォルトでは、[スナップ ] ツール バーは画面の下部に表示されます。ツール バ
ーが見つからない場合は、[ ファイル --> 設定 ] をクリックし、[ツール バー] リス
トで [ スナップ ] ツール バーが選択されていることを確認します。

スナップ ゾーン

各オブジェクトにはスナップ ゾーンがあります。 スナップ ゾーンによって、ピッ
クの位置が目的の位置にどれほど近ければ、その位置にヒットするかが決まりま
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す。 オブジェクトのスナップ ゾーン内をピックすると、Tekla Structures によって、
そのオブジェクト上の も近いピック可能ポイントに自動的にスナップされます。

スナップ ゾーンは、詳細オプション XS_PIXEL_TOLERANCE を使用して設定でき
ます。

スナップ優先順位

ピック操作が同時に複数の位置にヒットすると、Tekla Structures により、自動的に
も優先順位の高い点がスナップ先になります。どの位置をピックできるように

するかを制御するには、スナップ スイッチを使います。スナップ スイッチによっ
て、位置のスナップ優先順位が定義されます。

スナップ デプス

[スナップ] ツールバーの 初のリストでは、各ピック位置のデプスを定義します。
次のオプションを使用できます。

• 平面:ビュー平面 (32 ページ)または作業平面 (52 ページ)の位置に、[スナップ ]
ツール バーの 2 番目のリストで選択した内容に応じてスナップできます。

• 自動:このオプションは、3D ビューでは [3D ] オプションと同等に機能し、3D
ビュー以外では [平面 ] オプションと同等に機能します。

• 3D:3D 空間全体の位置にスナップできます。

図面内でのスナップ

図面でも、モデルと同じ方法で特定の位置にスナップできます。図面オブジェクト
を配置するときや、スケッチを行うときに、直交角度にスナップすることもできま
す。

スナップ スイッチを利用した点へのスナップ
モデルまたは図面でピックできる位置を制御するには、スナップ スイッチを使用
します。スナップ スイッチを使用すると、座標値がわからなくてもオブジェクト
を正確に配置することができます。Tekla Structures に点をピックするよう促すメ
ッセージが表示されるときは、いつでもスナップ スイッチを使用できます。

[ スナップ ] ツール バーのスナップ スイッチをクリックして、スイッチのオン/オ
フを切り替えます。複数の点に対してスナップができる場合、Tab キーおよび
Shift+Tab キーでスナップ位置を切り替えることができます。マウスの左クリック
で適切な点を選択します。

または、[クイック起動] を使用してスナップ スイッチを制御できます。スナップ
スイッチの名前 (スナップなど) を入力して、検索結果のリストからスナップ スイ

ッチの名前をクリックしてスイッチをアクティブにします。
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スナップ時の視覚的な手がかり

Tekla Structures がモデル内でスナップできる位置、および特定の位置にスナップす
るのに使用できるスナップ スイッチを示します。

点のピックが必要なコマンドを開始し、オブジェクト上にマウス ポインターを移
動すると、マウス ポインターがスナップ ポイントにロックされ、Tekla Structures が
以下のものをモデル内に表示します。

• スナップ シンボル

使用可能なスナップ ポイントに応じて、スナップ シンボルが変化します。
Tekla Structures によって、スナップできる点が自動的にハイライトされます。

スナップ シンボルを表示または非表示にするには、スナップ設定 (107 ページ)
を使用します。

• 使用可能なスナップ ポイントの名前を表示するスナップ ツールティップ

スナップ ツールティップの表示/非表示を切り替えるには、[ ファイル --> 設定 ]
をクリックし、[スナップ ツールティップ] チェックボックスを選択します。

• オブジェクトの青緑の参照線または幾何線。青緑の線は、スナップ ポイントが
属する線または縁端を示します。

例:

さらに、Tekla Structures は、ピックした点がある方向を示します。直交 (102 ペー
ジ)ツールがアクティブな場合、Tekla Structures は、 後にピックした点とスナップ
ポイントの間にラバー バンド線を表示します。カーソルとラバー バンド線の色
は、作業平面軸の色に従います。X 軸は赤、Y 軸は緑、Z 軸は青です。その他の方
向では、ラバー バンド線とカーソルの色は黒になります。
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メイン スナップ スイッチ

参照点や、部材角などのオブジェクト上のその他の点にスナップできるかどうか
は、2 つのメイン スナップ スイッチによって決まります。これらのスイッチは、
スナップ優先順位 (86 ページ)が も高くなります。メイン スナップ スイッチが
両方オフの場合は、他のすべてのスイッチがオンになっていても、位置のスナップ
ができません。

スイッチ スナップ位置 説明 シンボル

参照線と参照点 オブジェクト参照
点 (ハンドルが付い
た点) にスナップで
きます。

大

幾何線と幾何点 オブジェクト上の
任意の点にスナッ
プできます。

図面では、このスイ
ッチを使用してス
ナップショットの
オーバーレイにス
ナップできます。

小

スナップ スイッチとスナップ ポイント

このモデルでは、スナップ シンボルに 2 つの色があります。

• オレンジ色 (モデル オブジェクト)

• 緑色 (コンポーネント内のオブジェクト)
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スナップ時にスナップ スイッチが多くなりすぎないように注意します。多すぎる
とスナップが不正確になったり、エラーが起きたりする可能性が高くなります。

[ 自由位置 ] スナップ スイッチを使用するときには、特に注意してください。

スイッチ スナップ位置 説明

点と線 点と基準線の交点にスナップします。

終点 線分、ポリライン セグメント、および円
弧の端点にスナップします。

中心点 円および円弧の中心点にスナップしま
す。

図面で、ポリゴン カットを使用してモデ
ルに作成した円の中心点にスナップす
る場合は、詳細設定
XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CI
RCLES を TRUE に設定します。

中点 線分、ポリライン セグメント、および円
弧の中点にスナップします。

交点 線分、ポリラインセグメント、円弧、お
よび円の交点にスナップします。

直角 他のオブジェクトと垂直に位置するオ
ブジェクト上の点にスナップします。

基準線延長距離 近接するオブジェクトの引出し線、およ
び図面オブジェクトの参照線や幾何線
にスナップします。

任意の点 任意の位置にスナップします。

近接点 オブジェクト上の近接点、たとえば部材
縁端上またはライン上の点にスナップ
します。

ライン 既存のオブジェクトの基準線、参照線、
および縁端にスナップします。

寸法とマーク線、図
面レイアウトのアイ
テムおよび図面枠

注記、図面レイアウトのアイテムおよび
図面枠にスナップします。

図面でのみ使用できます。

現在のスナップ スイッチのオーバーライド
現在のスナップ スイッチ設定を一時的にオーバーライドして、選択したスナップ
スイッチのみをアクティブにすることができます。選択したスナップ スイッチ
は、次にピックする点のスナップ設定よりも優先されます。
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1. 点をピックする必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。

2. 現在のスナップ スイッチをオーバーライドするには、次のいずれかの操作を
行います。 

• 右クリックしてスナップ オプションのリストを表示し、いずれかのオプシ
ョンを選択します。

• [ 設定 --> ファイル ] をクリックし、ツール バーのリストで [一時スナップ
設定ツールバー] を選択します。

新しいツールバーが表示されます。ボタンをクリックして、選択されたス
ナップ スイッチをアクティブにします。

• クイック起動を使用して、一時スナップ設定スイッチをアクティブにしま
す。オーバーライドと [クイック起動 ] ボックスに入力し、検索結果リスト

で必要な一時スナップ設定スイッチを選択します。

正確な距離または座標を使用して点にスナップする - 数値スナッ
プ
正確な距離と座標を入力して特定の位置にスナップできます。これを数値スナッ
プと呼びます。

距離または座標を入力する
スナップする位置までの距離または座標を指定するには、[数値位置の入力] ダイア
ログ ボックスを使用します。

1. 点をピックする必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。

2. 初の点を指定します。

3. マウス ポインターを移動して、スナップの方向を指定します。

4. キーボードを使用して、距離または座標を入力します。 

たとえば、 後にピックした点からの距離を 1000 と入力します。入力を開始

すると、Tekla Structures によって自動的に [数値位置の入力] ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

5. 距離または座標を入力後、[OK] をクリックするか Enter を押すと、その位置
にスナップします。
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スナップ例: スナップ ポイント方向の線に沿ったトラッキング
トラッキングとは、線上の指定した距離に点を指定することを意味します。通常、
トラッキングは数値座標やスナップ スイッチ、直交スナップなどの他のスナップ
ツールと組み合わせて使用します。この例は、線に沿って指定した距離で点を指定
する方法を示しています。[数値位置の入力] ダイアログ ボックスを使用して、
後に指定した点からの距離を指定します。

1. 下に示すように、2 つの梁を作成して配置します。 

2. もう 1 つの梁を作成するには、梁コマンドをアクティブ化します。

3. 初の点を指定します。 

4. マウス ポインターを基準線の交点に合わせて、スナップ ポイントにロックさ
せます。ただし、マウス ボタンをクリックしないでください。 
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5. 1000 と入力します。 

入力を開始すると、Tekla Structures に [数値位置の入力] ダイアログ ボックス
が表示されます。

6. [OK] をクリックして、距離を適用します。 

Tekla Structures が、1000 単位の長さの梁を、定義された点の間に作成します。
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次のことも行えます。

• スナップ ポイントを越えてトラッキングする (たとえば、 初の点から 4000 単
位)

• 負の値を入力することで (-1000 など)、反対方向にトラッキングする

図面に数値スナップを使用する方法の例については、「指定した距離にスケッチ オ
ブジェクトを配置する」を参照してください。
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スナップ モードの変更
Tekla Structures のスナップ機能には、(相対スナップ、絶対スナップ、および全体ス
ナップ) があることに注意してください。デフォルトのスナップ モードを指定す
るには、詳細オプション XS_KEYIN_DEFAULT_MODEを使用します。

1. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] の順にクリックし、[モデリング]
カテゴリーに移動します。

2. 詳細設定 を RELATIVE、ABSOLUTE、または GLOBAL に設定します。 

• 相対スナップ モードでは、[数値位置の入力] ダイアログ ボックスに入力し
た座標 (それ自体に頭マークはありません) は、 後に指定した位置を基準
とします。

• 絶対スナップ モードでは、座標は作業平面の原点を基準とします。

• 全体座標スナップ モードでは、座標は全体座標原点と全体座標の X および
Y 方向を基準とします。

3. [OK] をクリックして変更を保存します。

4. デフォルトのスナップ モードを一時的に上書きするには、数値入力するとき
に座標値の前に特殊文字を入力します。 

デフォルトでは、特殊文字は次のとおりです。

• @ (相対座標の場合)

• $ (絶対座標の場合)

• !(全体座標の場合)

または、数値スナップ設定を開始し、「R」、「A」、または「G」と入力して特
殊文字を表示することもできます (R は相対座標、A は絶対座標、G は全体座
標)。

注 3 つのスナップ モードの特殊文字を変更する場合は、詳細設定 、、および
を使用します。

座標のオプション
次の表では、[数値位置の入力] ダイアログ ボックスで入力可能な情報の種類を示
します。

Tekla Structures には、3 つのスナップ モード (相対スナップ、絶対スナップ、およ
び全体スナップ) があることに注意してください。[数値位置の入力] ダイアログ
ボックスで座標の前に特殊文字を使用することで、デフォルトのスナップ モード
を一時的に上書きできます。

入力可能な情報 説明 特殊文字

1 つの座標値 指定した方向への距離。  
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入力可能な情報 説明 特殊文字

2 つの座標値 後の座標値 (z) または角度を省略し
た場合、Tekla Structures によって省略し
た値は 0 と見なされます。

図面では、Tekla Structures によって 3 番
目の座標値が無視されます。

 
3 つの座標値

デカルト座標 カンマ (,) で区切られた X、Y、および
Z 座標で位置を指定します。

たとえば、100,-50,-200 などです。

,(カンマ)

極座標 位置を左不等号 (<) で区切られた距離、
XY 平面上の角度、および XY 平面から
の角度で指定します。

たとえば、1000<90<45 などです。

角度は反時計回りに増加します。

<

相対座標 後に指定した位置を基準とする座標
です。

たとえば、@1000,500 や @500<30 な
どです。

@

絶対座標 作業平面の原点を基準とする座標で
す。

例: $0,0,1000。

$

全体座標 全体座標原点と全体座標の X および Y
方向を基準とする座標です。

例: 6000,12000,0。
たとえば、作業平面を部材平面に設定
しているときに、作業平面を全体座標
に変更せずに全体座標系で定義された
位置にスナップする場合に便利です。

!

座標軸の頭マー
ク

相対座標と絶対座標を使用して直接変
更を使用する場合、軸の頭マークを使
用して、頭マークが付けられた方向で
のみスナップを許可することもできま
す。

たとえば、@z500 または

$y6000,z-500 などです。

軸の頭マークは、全体座標では使用で
きません。

x

y

z
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入力可能な情報 説明 特殊文字

入力した座標値のいずれかに軸の頭マ
ークがある場合、他の値にも頭マーク
が必要です。

軸の頭マークは大文字と小文字を区別
せず、頭マークの値は任意の順序で入
力できます。

線、縁端、および延長線にスナップする
既存のオブジェクトまたは基準線と揃える必要があるオブジェクトをモデリング
する場合、線にスナップできます。部材参照線の延長線、または近接するオブジェ
クトの参照線の延長線にスナップすることもできます。

線または縁端にスナップ
モデル内の別の線にスナップする必要がある場合は、[線にスナップ ] スナップ ス
イッチを使用します。既存のオブジェクトの基準線、参照線、および縁端にスナッ
プできます。

複数の梁を基準線上に次々に作成する必要がある場合などは、[線にスナップ ] ス
ナップ スイッチを使用します。[線にスナップ ] スナップ スイッチを使用すると、
梁の始点と終点を別々に指定する必要はありません。

1.  [線にスナップ] スナップ スイッチ (88 ページ) がアクティブになってい
ることを確認します。

2. 2 つ以上の点を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。基準線または近接するオブジェクトの上にマウス
ポインターを重ねると、Tekla Structures は自動的に線の両端を指定します。黄
色の矢印によって点の方向が示されます。

3. 方向を切り換えるには、マウス ポインターを線の反対側の端に近づけます。

4. マウスの左ボタンをクリックしてスナップ位置を確定します。 
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Tekla Structures によりオブジェクトが作成されます。例:

注 柱の作成など、1 点のみを指定するコマンドで [線にスナップ ] スナップ スイ
ッチを使用すると、部材の位置を設定するのに、線の始点だけが使用されま
す。

引出し線にスナップ
部材参照線の引出し線 (部材ハンドルの間の線)、または近接するオブジェクトの参
照線の引出し線にスナップする必要がある場合は、[ 引出し線にスナップ ] スナッ
プ スイッチを使用します。引出し線は青色の破線で表示されます。

[引出し線にスナップ ] スナップ スイッチは、梁、折れ梁、プレート、およびスラ
ブで機能します。

• 梁の場合、引出し線は両方の部材ハンドルを通過する線です。
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• 折れ梁、プレート、またはスラブの場合、引出し線は連続する部材ハンドルを
通過する線です。
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• 梁と折れ梁を使用の場合、梁の端部にあるハンドルを通過し、梁の方向に対し
て垂直な線にスナップできます。

• 近接するオブジェクトの引出し線にスナップすると、引出し線が近接するオブ
ジェクトの方向にスナップされ、引出し線によってスナップの方向が示されま
す。近接するオブジェクトの引出し線へのスナップは、オブジェクトを他のオ
ブジェクトに合わせて整列する場合などに便利です。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 99 スナップ位置



注 [参照線・点にスナップ]  および [幾何線・点にスナップ]  スナップ ス
イッチは、[引出し線にスナップ ] スナップ スイッチには影響しません。

1. 正しいスナップ スイッチ (88 ページ) がアクティブになっていることを確認
します。 

• [ 引出し線にスナップ] をオンにします。

• 引出し線と基準線の交点にスナップする場合は、 [ 交点にスナップ ]

または [ 線上の近接点にスナップ ] をオンにします。

• 3D で作業する場合は、 [ 端点にスナップ ] をオフにします。

2. 点を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁、プレート、またはスラブを作成します。

3. マウス ポインターを既存のオブジェクトに重ねて、引出し線を表示します。 

線が確認されたら、スナップを維持しながらポインターを遠ざけることができ
ます。

4. 残りの点を指定します。 
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Tekla Structures によりオブジェクトが作成されます。

線の X、Y、または Z 座標のロック

線の X、Y、Z の各座標をロックできます。指定する点を決定する必要がある場合
に、必要な点が線上に存在しなくても、この機能を使うと点を簡単に指定できま
す。座標がロックされている場合、その方向でのみ点にスナップできます。

1. 位置を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。

2. 次の座標をロックします。 

• x 座標をロックするには、X キーを押します。

• y 座標をロックするには、Y キーを押します。

• z 座標をロックするには、Z キーを押します。

これで、選択した方向でしか点にスナップできなくなりました。

Tekla Structures は、ロックされている座標を X、Y、または Z の文字を使用し
てステータス バー (Tekla Structures メイン ウィンドウ下部) に表示します。

3. 座標のロックを解除するには、同じ文字 (X、Y、Z) をもう一度押します。
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グリッド スナップを使用してオブジェクトを整列する

グリッド スナップを使用すると、設定した間隔 (107 ページ) の位置へのスナップ

しかできなくなるため、モデル内でオブジェクトを簡単に整列できます。 [ 自
由位置 ] スナップ スイッチ (88 ページ)を使用して点を指定する場合は、グリッド
スナップを使用します。

1. [ ファイル ] メニューで、[ 設定 --> スナップ対象設定 ] をクリックします。

2. [間隔 ] ボックスで、グリッド スナップ間隔を定義します。 

たとえば、X 座標の間隔が 500 の場合、X 方向に 500 単位ごとの間隔の位置に
スナップできます。

3. 必要に応じて、[原点 ] ボックスでグリッド スナップの原点のオフセットを定
義します。

4. グリッド スナップを有効にするには、[有効 (自由スナップの場合) ] チェック
ボックスをオンにします。

5. [OK] をクリックします。 

これで、 [ 自由位置 ] スナップ スイッチを使用して点を指定するときに、
設定した間隔の位置へのスナップしかできなくなります。グリッド スナップ
自体は、モデルには表示されません。

直交方向のスナップ
[直交] ツールを使用してモデルと図面での直交点にスナップできます。複数の点
を指定する必要があるオブジェクトを作成する場合、事前に指定した 2 つの点を基
準として直交方向にスナップできます。

注 [直交 ] ツールは、スナップ ポイントの中で も優先順位が低くなります。

[直交 ] ツールをアクティブにしている場合でも、Tekla Structures が直交点とは別にス
ナップできる点を検出すると、Tekla Structures は、直交スナップ ポイントの代わりに、
検出したスナップ ポイントを使用します。他に利用できるスナップ ポイントが見つ
からない場合、Tekla Structures は直交スナップ ポイントを使用します。

直交ツールをアクティブにする

直交方向にスナップできるようにするには、[直交 ] ツールをアクティブにします。
O の文字が表示されたステータス バー (Tekla Structures メイン ウィンドウ下部)
は、[直交 ] がアクティブであることを示します。

[直交 ] がアクティブでない場合

• O キーを押してアクティブにします。
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• または、[ ファイル --> 設定 ] をクリックして、[直交 ] チェック ボックスをオン
にします。

直交点へのスナップ

[直交 ] ツールを使用して、平面上の も近い直交点 (0 度、45 度、90 度、135 度、
180 度など) にスナップします。マウス ポインターは、指定した方向で一定の距離
の位置に自動的にスナップします。これは、図面の正確な位置に一貫した方法でマ
ークを配置する必要がある場合などに便利です。

1. [直交 ] ツールをアクティブにします。 

• O キーを押して [直交 ] ツールをアクティブにします。

• または、[ファイル ] メニューで、[設定 ] をクリックして、[直交 ] チェック
ボックスをオンにします。

2. 点を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。Tekla Structures によって、スナップの方向を示す
角度記号が表示されます。

スナップ精度は、現在のズーム レベルによって決まります。

アングル間隔 (107 ページ)は、[モデルスナップ対象設定 ] ダイアログ ボックス
の設定によって決まります。

3. マウスの左ボタンをクリックしてスナップ位置を確定します。 
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Tekla Structures によりオブジェクトが作成されます。例:

事前に指定した点を基準とした直交方向にスナップ

3 つ以上の点を指定する必要があるオブジェクトを作成する場合、たとえば、折れ
梁またはポリゴン プレートを作成する場合は、事前に指定した 2 つの点を基準と
して直交方向にスナップできます。これは、x 軸と y 軸に沿っていない長方形のス
ラブをビュー平面上に作成する必要がある場合などに便利です。

1. [直交 ] ツールをアクティブにします。 

• [ファイル ] メニューで、[設定 ] をクリックして、[直交 ] チェック ボック
スをオンにします。

• または、O キーを押します。

2. 複数の点を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、折れ梁または長方形のスラブを作成します。

3. 初の 2 つの点を指定します。 

Tekla Structures によって、スナップの方向を示す角度記号が表示されます。

4. 角度記号を表示するには、モデルの上にマウス ポインターを合わせます。 
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スナップが作業平面軸に直交する場合、角度記号の色は作業平面軸の色に従い
ます。X 軸は赤、Y 軸は緑、Z 軸は青です。

スナップが事前に指定した複数の点に対して直角である場合、角度記号は黒色
になります。

5. 残りの点を指定します。 
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Tekla Structures によりオブジェクトが作成されます。例:

一時参照点の設定

モデルおよび図面でスナップを行うとき、一時参照点を設定して、それをローカル
原点として使用することができます。通常、[ 直交 ] ツールと [垂点にスナップ] ス
ナップ スイッチでは、参照点の情報が使用されます。

参照点の情報は、 後に指示した点に自動的に設定され、灰色の X 印として表示
されます。コマンドを中断すると、参照点情報 ( 後に指定した点) がクリアされ
ます。参照点を使用する必要がある場合は、一時的な参照点を手動で設定します。

1. 点を指定する必要があるコマンドを実行します。 

たとえば、梁を作成します。

2. 始点を指定します。 

3. Ctrl キーを押したままにして、位置を指定します。 

または、右クリックして [一時的なスナップ参照点の定義] を選択し、位置を
指定します。

灰色の X 印が表示され、現在の位置が一時参照点となっていることが示され
ます。一時的な参照点からのスナップを続行できます。
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4. 手順 3 を繰り返して、参照点を必要なだけ作成します。 

[一時的なスナップ参照点の定義] コマンドを使用する場合は、指定したすべて
の参照点ごとに有効にする必要があります。

5. Ctrl キーを離して、終点を指定します。 

Tekla Structures によって、始点と終点の間にオブジェクトが作成されます。
例:

直交ツールの設定

[スナップ設定] ダイアログ ボックスの設定 (107 ページ)を使用して、[ 直交] のアン
グル間隔を設定します。[アングル間隔] または [カスタム アングル] オプションを
使用します。

デフォルトのアングル間隔の値は 90 度です。

スナップ対象設定
モデル内のスナップ設定を表示および変更するには、[モデルスナップ対象設定] ダ
イアログ ボックスを使用します。 [図面スナップ対象設定] ダイアログ ボックス
には、図面用の同じオプションが表示されます。 これらの設定はユーザー固有で
す。
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オプション 説明

シンボル スナップ シンボルの表示/非表示を切り
替えます。 スナップ シンボルを表示す
るには、このチェック ボックスをオンに
します。スナップ シンボルを非表示に
するには、このチェック ボックスをオフ
にします。

有効 (自由スナップの場合) グリッド スナップ (102 ページ) を有効
にするには、このチェック ボックスをオ
ンにします。

間隔 グリッド スナップの原点に対するグリ
ッド スナップ間隔を定義します。たと
えば、X 座標の間隔が 500 の場合、X 方
向に 500 単位ごとの間隔の位置にスナ
ップできます。

原点 グリッド スナップの原点のオフセット
を定義します。

アングル間隔 [直交] ツールの角度間隔を設定します。
この設定は、直交点 (103 ページ) にスナ
ップするときに使用されます。

たとえば、間隔を 10 に設定すると、[直
交] ツールによってモデルまたは図面で
10 度間隔の角度にスナップされます。

カスタム アングル [直交] ツールのカスタム角度を定義し
ます。 この設定は、直交点 (103 ページ)
にスナップするときに使用されます。

値はスペースで区切ります。 たとえば、
12.5 60 と入力すると、[直交] ツール

によってモデルまたは図面で 12.5 度と
60 度の角度にスナップされます。

参照項目

スナップ ツールバー (85 ページ)

スナップ スイッチを利用した点へのスナップ (86 ページ)

1.4 Tekla Structures モデル オブジェクトの使用
Tekla Structures でモデリングを行う場合、さまざまなタイプのモデル オブジェクト
を作成および使用します。ほとんどの場合、モデル オブジェクトは実際の建物や
構造に存在する、または密接に関連する建築オブジェクトを表します。モデル オ
ブジェクトは、モデルを作成する際に関連する情報のみを表示する、モデリングの
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補助としても使用できます。モデル オブジェクトは、モデルで作成されるか、ま
たはモデルにインポートされます。

リボンのコマンドを使用して、部材、アイテム、ボルト、鉄筋、カットなど、さま
ざまなモデル オブジェクト を作成できます。

一部のリボン コマンドには、キーボード ショートカット があり、モデリング作業
を高速化できます。キーボード ショートカットをカスタマイズして、よく使用す
るコマンドに独自のショートカットを割り当てることができます。

または、クイック起動かプロパティ パネル (110 ページ)を使用して、モデル オブ
ジェクトを作成する多数のコマンドを開始できます。

モデル オブジェクトの作成後、プロパティ パネルを使用して、モデル オブジェク
トのプロパティを表示および変更できます。

モデル オブジェクトの例

モデル オブジェクトの例を次に示します。

• 部材 (256 ページ)とアイテム (344 ページ)

• ボルト (385 ページ)と溶接 (399 ページ)

• 鉄筋 (478 ページ)と埋込み材

• 仕上げ材 (425 ページ)と表面 (438 ページ)

• カット (414 ページ)、フィッティング (413 ページ)、ボルト孔 (395 ページ)、角
(420 ページ)

• 現場打ちコンクリート打ち継ぎ (466 ページ)

• 荷重

モデル オブジェクトは、コンポーネント (747 ページ)によって作成することもでき
ます。

モデル オブジェクトのサイズや形状を変更するには、直接変更 (117 ページ)ハンド
ルを使用します。

モデルでは、次に示すモデリングの補助を使用できます。

• 基準線 (23 ページ)と基準線 (単独) (28 ページ)

• 作図オブジェクト (615 ページ)と点

• 参照モデル

製品 (439 ページ)、キャスト ユニット (446 ページ)、および現場打ちコンクリート
部材ユニット (461 ページ)を作成することによって、より大きなエンティティにモ
デル オブジェクトを結合できます。

オブジェクト グループ (653 ページ)、オーガナイザー、およびその他の計画ツール
を使用することによって、モデル オブジェクトを管理できます。
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モデル オブジェクトの作成と削除

1. 部材などのモデル オブジェクトを作成するコマンドを実行します。 

• リボンを使用する場合: コマンドをクリックします。たとえば、  をク
リックし、鉄骨梁 を作成します。

• クイック起動を使用する場合: 検索語を入力します。たとえば、鉄骨梁と入

力して、[鉄骨梁の作成] コマンドを検索します。

• プロパティ パネルを使用する場合: モデルで何も選択されていないことを

確認します。[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリックし、リ
ストから作成するオブジェクトを選択します。

2. 点をピック (84 ページ) してモデル内にモデル オブジェクトを配置します。 

Tekla Structures により、オブジェクト タイプの現在のプロパティでモデル オ
ブジェクトが作成されます。

3. ステータス バー メッセージ に従って手順を進めます。

4. 同じプロパティを持つモデル オブジェクトをさらに作成するには、点をさら
に指定します。 

コマンドは、このコマンドを終了するか、他のコマンドを実行する までの間、
アクティブな状態のままになります。

5. モデル オブジェクトを削除する場合は、オブジェクトを選択し、[削除] を押
します。

プロパティ パネルを使用したモデル オブジェクト プロパティの表
示と変更
Tekla Structures は、プロパティ パネル (サイド パネル ウィンドウ) にさまざまなモ
デル オブジェクトのプロパティを表示します。

プロパティ パネルを使用して変更するモデル オブジェクト

プロパティ パネルを使用し、以下のモデル オブジェクトのプロパティを表示およ
び変更できます。

• 部材 (256 ページ) (柱や梁など)

• アイテム (344 ページ)

• ボルト (385 ページ)

• 溶接 (399 ページ)

• 鉄筋 (478 ページ)

• 鉄筋セット (479 ページ)
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• 現場打ちコンクリート (458 ページ)、現場打ちコンクリート ユニット、および
現場打ちコンクリート打ち継ぎ (466 ページ)

• 角処理 (420 ページ)

• 基準線 (23 ページ)

• ポリゴン カット (415 ページ) およびカット部材 (416 ページ)

• 作図オブジェクト (615 ページ)および点 (624 ページ)

• 製品 (439 ページ)およびキャスト ユニット (446 ページ)

• 仕上げ材 (425 ページ)

• 仕上げ材 (437 ページ)

一度に開くことができるプロパティ パネル ウィンドウは 1 つだけです。このた
め、一度に 1 つのオブジェクト タイプのプロパティしか表示できません。

プロパティ パネルをカスタマイズ (229 ページ)できます。各オブジェクト タイプ
についてプロパティ パネルに表示するプロパティを別々に選択できます。たとえ
ば、必要な設定を整理したり、不要な設定を削除したりできます。

プロパティ パネルを開く

プロパティ パネルで部材プロパティを開くには、次のようにします。

• プロパティ パネルが閉じている場合: モデル オブジェクトをダブルクリックす

るか、サイド パネルの [プロパティ]  ボタンをクリックします。
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• プロパティ パネルが開いている場合: モデル オブジェクトを選択します。

または、Shift キーを押しながらリボンでコマンドをクリックし、プロパティ パ
ネルにプロパティを開きます。

モデル オブジェクト プロパティの変更

1. プロパティを変更するには、モデル オブジェクトをダブルクリックします。 

プロパティ パネルが開いて、オブジェクトの現在のプロパティが表示されま
す。

2. 必要に応じてプロパティを変更します。 

Tekla Structures では、変更されたプロパティはプロパティ パネルで黄色でハイ
ライトされます。

3. 変更の一部を破棄する場合は、各設定の横にあるチェック マークをクリック
してオフにします。 

チェック マークを 1 つずつオフにすることも、セクション全体とそのすべて
のプロパティを選択することもできます。

プロパティ パネルの下部にある [すべての選択] および [何も選択しない] スイ
ッチを使用することで、すべての変更を選択したり、すべての変更をクリアし
たりできます。

4. 変更の準備ができたら、[変更] をクリックして変更内容を適用します。

5. 適用した値の代わりに標準値を使用してオブジェクトを作成するには、まず標
準ファイルを読み込みます。 
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コンテキスト ツールバーまたは直接変更 (117 ページ)を使用してモデル オブジェ
クトを変更する場合、現在のプロパティは変更されず、次回同じタイプのオブジェ
クトを作成するときにも自動的に適用されません。

プロパティの自動適用と手動適用の切り替え

プロパティ パネルでオブジェクト プロパティを変更するときに、プロパティの自
動適用と手動適用を切り替えることができます。つまり、選択したオブジェクトの
みを変更するか、作成したタイプの次のオブジェクトも現在の値を使用するかどう
かを選択できます。

[プロパティ パネルの設定]  で [デフォルト値を自動的に設定] オプションを選
択すると、いつでもプロパティの手動適用および自動適用の切り替えができます。
このオプションは、選択したオブジェクト タイプには依存しません。

注 ダイアログ ボックスを使用してさまざまなオブジェクトのプロパティを表示および
変更するとき、[OK]、[適用]、[変更] の各ボタンを使用して、現在の値を同じタイプ
の次のオブジェクトに使用するかどうかを制御できます。

プロパティの手動適用を有効にする

1. モデル内のオブジェクトを選択します。

2. プロパティ パネルで [プロパティ パネルの設定]  ボタンをクリックし、ド
ロップダウン メニューを開きます。

3. [デフォルト値を自動的に設定] オプションが選択されていないことを確認し
ます。

[既定値に設定] ボタンがプロパティ パネルの下部に表示されます。

モデル内で複数のオブジェクトを選択した場合、[既定値に設定] ボタンは表示
されません。

4. 必要に応じてプロパティの値を変更します。

5. 続行する方法を選択します。

• 選択したオブジェクトのみを変更するには、[変更] をクリックします。

• 選択したオブジェクトを変更し、同じタイプの次のオブジェクトに現在の
値を使用するには、[既定値に設定] ボタンをクリックし、[変更] をクリッ
クします。

• 同じタイプの次のオブジェクトに現在の値を使用し、選択したオブジェク
トを変更しない場合は、[既定値に設定] ボタンをクリックします。

アクションに応じて、Tekla Structures により選択されたオブジェクトが変更さ
れるか、現在の値を使用して同じタイプの次のオブジェクトが作成されます。
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プロパティの自動適用を有効にする

これはデフォルトのオプションです。

1. モデル内のオブジェクトを選択します。

2. プロパティ パネルで [プロパティ パネルの設定]  ボタンをクリックし、ド
ロップダウン メニューを開きます。

3. [デフォルト値を自動的に設定] オプションが選択されていることを確認しま
す。

[デフォルト値を自動的に設定] オプションを選択すると、Tekla Structures によ
り、同じタイプの次のオブジェクトに現在の値が自動的に使用されます。

4. 必要に応じてプロパティの値を変更します。

5. [変更] をクリックします。

Tekla Structures がオブジェクトを変更し、現在の値を使用して同じタイプの次
のオブジェクトを作成します。

異なるモデル オブジェクト タイプの共通のプロパティの変更

モデル内でよく似た複数のオブジェクトを選択すると、プロパティ パネルに選択
したすべてのオブジェクトに共通するプロパティが表示されます。

1. モデルで選択したオブジェクトを確認するには、[オブジェクト タイプのリス

ト]  ボタンをクリックして、選択したオブジェクトのリストを開きます。 
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a. オブジェクト選択を変更するには、Ctrl キーを押したまま、選択から除外
する、または選択に含めるオブジェクト タイプをリストからクリックし
ます。 

プロパティ パネルの内容は、選択に基づいて変更されることがあります。

b. すべてのオブジェクトを選択する場合、[すべての選択] ボタンをクリック
します。

プロパティ パネルには、選択したすべてのオブジェクトに共通するプロパテ
ィが表示されます。

複数のオプションがある設定には、[変動] というテキストが表示され、リスト
に値またはオプションが表示されます。共通プロパティがない場合、プロパテ
ィ パネルは空になります。

2. 選択したオブジェクトのプロパティを変更します。 

Tekla Structures では、変更されたプロパティは黄色でハイライトされます。

3. [変更] をクリックします。 

選択したプロパティが変更されます。

プロパティ パネルでのプロパティの表示の制御

[プロパティ パネルの設定]  を使用することで、プロパティ パネル レイアウト
をカスタマイズせずに、プロパティ パネルに表示するプロパティを制御できます。

1. [プロパティ パネルの設定]  ボタンをクリックすると、ドロップダウン メ
ニューが開きます。

2. すべてのプロパティ グループ (231 ページ)を展開または折りたたむ場合、[す
べて展開] または [すべて折りたたみ] をクリックします。

3. 値が設定されたプロパティのみを表示するか、表示設定が定義されているプロ
パティのみを表示するかを選択します。 

• 値が指定されているプロパティを表示: プロパティ パネルには、自分また
は他のユーザーが値として入力したすべてのプロパティとユーザー定義情
報 (UDA) が表示されます。値が設定されていないプロパティと UDA は非
表示になります。

値を持つ UDA は、[追加の一致] プロパティ グループに表示されます。

[値が指定されているプロパティを表示] オプションは、すべてのオブジェ
クト タイプで共通です。たとえば、モデル内で鉄骨梁を選択して、[値が
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指定されているプロパティを表示] オプションを使用した後、モデルでコ
ンクリート梁を選択すると、値が設定されているプロパティのみがコンク
リート梁に表示されます。

• 表示設定に基づいてプロパティを表示: プロパティ パネルには、表示対象
としてマークされているすべてのプロパティ グループが表示されます。

 アイコンが付いたプロパティ グループが表示されます。  アイコン
が付いたプロパティ グループが非表示になります。プロパティ グループ
名をクリックして、表示を変更します。表示と非表示を切り替えることが
できるのは、メイン レベルのプロパティ グループだけで、ネストされたグ
ループは切り替えることができません。

[表示設定に基づいてプロパティを表示] オプションは、すべてのオブジェ
クト タイプで共通です。オブジェクト タイプごとに同じ名前のプロパテ
ィ グループがある場合、すべてのオブジェクト タイプについてプロパティ
グループの表示/非表示が調整されます。たとえば、鋼梁を選択して [位置]
プロパティグ ループを非表示にした後、コンクリート梁を選択した場合、
コンクリート梁についても [位置] プロパティ グループが非表示になりま
す。

プロパティ グループのデフォルトの表示を簡単に定義するには、プロパティ
パネル エディタ (229 ページ)を使用します。プロパティ パネルの表示設定の
変更は、[プロパティ パネル エディタ] で行われるデフォルト設定よりも優先
されることに注意してください。

4. プロパティ パネルをカスタマイズする必要がある場合、[ユーザー設定...] をク
リックし、[プロパティ パネル エディタ] を開きます。

プロパティ パネルでの検索

検索を使用して、必要なプロパティまたはユーザー定義情報 (UDA) を検索します。
プロパティ パネルの検索ボックスに検索語を入力します。

モデル内で複数の異なるオブジェクト タイプを選択した場合、選択したすべての
オブジェクト タイプに共通するプロパティが検索されます。検索条件に一致する
UDA は、プロパティ パネル レイアウトに追加されていなくても表示されます。

検索ボックスにアスタリスク * を 1 つ入力すると、選択したオブジェクト タイプ
で使用可能なすべてのプロパティとユーザー定義情報が表示されます。プロパテ
ィまたは UDA がデフォルトでプロパティ パネルに表示されない場合でも、プロパ
ティまたは UDA の値を簡単に入力できます。

プロパティ パネルの設定

[プロパティ パネルの設定]  ボタンをクリックしてオプションを選択すること
でプロパティ パネルの設定を変更すると、現在の設定が ..\Users\<user>
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\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI
\PropertyPane\ フォルダー内の PropertyPaneSettings.xml ファイルに保

存されます。設定を変更しない場合、PropertyPaneSettings.xml ファイルは

作成されません。

PropertyPaneSettings.xml ファイル内の設定を以下に示します。

• FilterMode:[値が指定されているプロパティを表示] は ByData
• FilterMode:[表示設定に基づいてプロパティを表示] は ByGroup
• AutoApply:[デフォルト値を自動的に設定] がオンの場合は True
• AutoApply:[デフォルト値を自動的に設定] がオンでない場合は False
PropertyPaneSettings.xml ファイルは、Tekla Structures を起動してモデルを

開くときに読み込まれます。

PropertyPaneSettings.xml ファイル内の設定がカスタマイズされている場

合、社内の管理者は、カスタマイズしたプロパティ パネルの設定を社内の他のユ
ーザーに配布できます。PropertyPaneSettings.xml ファイルは、モデル、プ

ロジェクト (XS_PROJECT)、企業 (XS_FIRM)、または環境 (XS_SYSTEM) フォルダ

ー内の \PropertyPane\ サブフォルダーに配置する必要がありま

す。..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UI\PropertyPane\ フォルダのプロパティ パネルの設定が 優

先され、その後は Tekla Structures によりデフォルトの検索順序が使用されます。

PropertyPaneSettings.xml ファイルが複数の異なるフォルダ位置に配置され

ている場合、Tekla Structures は別のフォルダーから設定を読み取り、結合します。

モデル オブジェクトのサイズおよび形状の変更
直接変更ハンドルを使用して、モデル オブジェクトのサイズと形状の変更、およ
びモデル オブジェクトの移動を行うことができます。オブジェクトを選択する
と、Tekla Structures によってそのモデル オブジェクトに固有のハンドルと寸法が表
示されます。

直接変更は、次のオブジェクトタイプで使用することができます。

• 部材

• 作図オブジェクト

• 基準線

• ライン カットとポリゴン カット

• 鉄筋

• 鉄筋セットのガイドライン、モディファイアー、脚の面

• 現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎ

• カスタム部材

• 荷重
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1. [直接変更] がオンになっていることを確認します。 

直接変更のオン/オフを切り替えるには、  をクリックするか、D キーを押
します。

2. オブジェクトをクリックして選択します。 

Tekla Structures によって、オブジェクトの変更に使用できるハンドルが表示さ
れます。

オブジェクトの縁端上にマウス ポインターをゆっくりと移動すると、関連す
る寸法が表示されます。寸法の色は、作業平面の座標軸の色に従って、X 方向
が赤、Y 方向が緑、Z 方向が青になります。斜材の寸法はマゼンタで表示され
ます。

3. オブジェクトの形状を変更するには、ハンドルのいずれかをドラッグします。 

直接変更ハンドルの例をいくつか示します。

ハンドル 説明

参照点ハンドル

中点ハンドル
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ハンドル 説明

終点ハンドル(鉄筋のみ)

平面ハンドル

線ハンドル

軸ハンドル (アイテム (344 ページ) とカ
スタム パーツのみ)

回転ハンドル (アイテムとカスタム パ
ーツのみ)

ヒン
ト

ハンドルをドラッグするときにスナップ スイッチ (86 ページ) を使用
できます。スナップ スイッチを一時的に無効にするには、ハンドルを
ドラッグするときに Shift キーを押したままにします。

4. 寸法に正確な値を指定するには、寸法値を変更します。

a. 寸法をクリックして選択します。 
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b. 新しい値を入力します。 

黄色の矢印は、オブジェクトを延長または短縮する方向を定義します。
矢印をクリックして、方向を変更できます。

c. 新しい値を確定するには Enter キーを押します。 

5. 寸法を一端からのみ変更するには、寸法の矢印を移動します。 

矢印を新しい位置にドラッグするか、正確な距離または座標を入力できます。

a. 移動する寸法の矢印を選択します。例: 

両端で寸法を変更するには、両方の矢印を選択します。

b. 距離または座標を入力します。 
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入力を開始すると、Tekla Structures に [数値位置の入力] ダイアログ ボッ
クスが表示されます。[OK] をクリックして、寸法を確定します。

6. 新しいオブジェクトの角を追加するには、中点ハンドル  をドラッグしま
す。例: 

7. さらに多くの変更オプションを表示するには、ハンドルを選択します。 

コンテキスト ツールバー にさらに多くのオプションが表示されます。使用で
きるオプションは、選択したオブジェクトおよびハンドルによって異なりま
す。

クリックするボタン 機能 場所

3D 空間の任意の位置
にハンドルを移動し
ます。

XY 平面でのみハンド
ルを移動します。

Z 方向にのみハンドル
を移動します。

参照線のみに沿って
ハンドルを移動しま
す。
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クリックするボタン 機能 場所

平行方向にのみハン
ドルを移動します。

垂直方向にのみハン
ドルを移動します。

特定の平面にのみ平
行にハンドルを移動
します。平面を選択
し、新しい位置にハン
ドルをドラッグしま
す。

このオプションは、傾
斜した屋根を使用す
る場合などに便利で
す。

直接変更の寸法の表
示を制御します。 寸
法の表示/非表示を切
り替えるには、目のシ
ンボルをクリックし
ます。

• X、Y、Z 寸法: 作
業平面の X、Y、お
よび Z 方向のすべ
ての直交寸法が表
示されます。

• 合計寸法: 全長の
みが表示されま
す。

中点ハンドルの表示/
非表示を切り替えま
す。
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クリックするボタン 機能 場所

オブジェクトの端部
に新しい点を追加し
ます。

折れ梁、パネル、スト
リップ フーチング、鉄
筋セット モディファ
イアーなど、複数の点
を通るオブジェクト
にのみ使用できます。

注 これらのオプションの一部は、コンテキスト ツールバーの拡張可能なセ
クションにあります。 オプションの表示/非表示を切り替えるには、コン
テキス ツールバーにある小さい三角形のシンボルをクリックします。

8. ハンドルを削除するには、ハンドルを選択し、Delete キーを押します。

参照項目

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

単一の基準線の変更 (29 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

鉄筋セットを変更する (532 ページ)

打ち継ぎの変更 (472 ページ)

モデルへのカスタム コンポーネントの追加 (833 ページ)

別のオブジェクトからプロパティをコピーする

 [プロパティコピー] コマンドを使用して、1 つのモデル オブジェクトから別
のモデル オブジェクトにモデル オブジェクト プロパティをコピーします。また、
少数のオブジェクトのみにプロパティをすばやくコピーする場合は、コンテキスト
ツールバーを使用できます。
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プロパティ パネルを使用したモデル オブジェクト プロパティのコピー
両方のオブジェクトに同じプロパティがある場合は、プロパティ パネルを使用し
てそれらのオブジェクト間でプロパティをコピーすることができます。多数のオ
ブジェクトにプロパティをコピーする必要がある場合は、この方法を使用します。

1. プロパティのコピー元のオブジェクトを選択します。

2. プロパティ パネルで  [プロパティコピー] をクリックします。 

マウス ポインターがペイントブラシに変わり、コピーするプロパティをプロ
パティ パネルから選択できます。

プロパティ パネルの下部にある [すべての選択] および [何も選択しない] スイ
ッチを使用することで、すべてのプロパティを選択したり、すべてのプロパテ
ィをクリアしたりできます。[何も選択しない] スイッチを使用すると、[プロ
パティコピー] コマンドを次回開始したときにすべてのチェック マークがク
リアされます。

3. プロパティのコピー先のオブジェクトを選択します。 

範囲選択を使用すると、多数のオブジェクトをすばやく選択できます。

4. Tekla Structures では、変更されたプロパティはプロパティ パネルで黄色でハイ
ライトされます。チェック ボックスをオンまたはオフにし、コピーするプロ
パティを指定します。 

チェック マークを 1 つずつクリアすることも、セクション全体とそのすべて
のプロパティを選択することもできます。また、プロパティ パネルの下部に
ある [すべての選択] および [何も選択しない] スイッチを使用することで、す
べての変更を選択したり、すべての変更をクリアしたりできます。

5. [変更] をクリックするか、Enter キーを押します。 
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プロパティがコピーされると、マウス ポインターが通常の状態に戻ります。

プロパティ パネルをカスタマイズし、ユーザー定義情報 (UDA) を追加してい
る場合、プロパティ パネルの [プロパティコピー] コマンドを使用すると、ユ
ーザー定義情報の値がコピーされます。ユーザー定義情報ダイアログ ボック
スにしか表示されないユーザー定義情報の値はオブジェクトにコピーされま
せん。固有のユーザー定義情報 (unique_attribute) もオブジェクトにコ

ピーされません。

ヒ
ン
ト

複数のオブジェクトにプロパティをコピーするには、  [プロパティ
コピー] ボタンをダブルクリックして、[プロパティコピー] コマンドの
実行を続けます。オブジェクトを選択するたびに [変更] をクリックし

ます。マウス ポインターは、Esc キーを押すか、  を再度クリック
するまで、ペイントブラシ モードのままになります。

コンテキスト ツールバーを使用したオブジェクト プロパティのコピー
少数のオブジェクトのみにプロパティをすばやくコピーする場合は、この方法を使
用します。

1. プロパティのコピー元のオブジェクトを選択します。 

コンテキスト ツールバー が表示されます。

2. コンテキスト ツールバーで [プロパティ コピー] をクリックします。 

マウス ポインターがペイントブラシに変わります。

3. プロパティのコピー先のオブジェクトを選択します。 

プロパティがコピーされると、マウス ポインターが通常の状態に戻ります。

ユーザー定義情報 (UDA) は、コンテキスト ツールバーをカスタマイズして
UDA を追加しても、オブジェクトにコピーできないことに注意してください。

4. 複数のオブジェクトにプロパティをコピーするには、 [プロパティ コピ
ー] ボタンをダブルクリックします。 

これで、複数のオブジェクトにプロパティをコピーできます。ポインターは、
Esc キーを押すか、他のコマンドを実行するまで、ペイントブラシ モードのま
まになります。

オブジェクト プロパティの保存および読み込み
プロパティ情報は、プロパティ パネルや多くのダイアログ ボックスで、プロパテ
ィ ファイルに保存できます。後で新しいオブジェクトを作成する際に、その保存
したプロパティを読み込むことができます。
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たとえば、モデリングの開始前に各オブジェクト タイプの作成を計画してそのプ
ロパティを定義すれば、新しいオブジェクトを作成する際にこれらのユーザー定義
プロパティ ファイル を使用できます。Tekla Structures では、ユーザー定義プロパ
ティ ファイル (サブダイアログ ボックスのプロパティを含む) は、現在のモデルの
\attributes フォルダーに保存されます。

オブジェクト タイプに応じて、プロパティ パネルまたはダイアログ ボックスでオ
ブジェクト プロパティを保存したり読み込んだりすることができます。

プロパティ パネルでのプロパティの保存および読み込み

プロパティ パネルを使用し、以下のモデル オブジェクトのプロパティを保存およ
び読み込むことができます。

• 部材 (256 ページ) (柱や梁など)

• アイテム

• ボルト

• 溶接 (399 ページ)

• 鉄筋 (478 ページ)

• 鉄筋セット

• 現場打ちコンクリート (458 ページ)、現場打ちコンクリート ユニット、および
現場打ちコンクリートの打ち継ぎ (466 ページ)

• 角処理

• 基準線 (23 ページ)

• ポリゴン カット (415 ページ) およびカット部材 (416 ページ)

• 作図オブジェクト (615 ページ)および点

• 製品 (439 ページ)およびキャスト ユニット (446 ページ)

• 仕上げ材

• 仕上げ材

1. モデル オブジェクトをクリックし、現在のプロパティをプロパティ パネルに
表示します。

2. プロパティ パネルで、保存するプロパティを入力または変更 (110 ページ) し
ます。

3.  ボタンの横のボックスに、プロパティを保存したプロパティ ファイルの
名前を入力します。 

たとえば、「MyProperties」と入力します。

4. プロパティ ファイルのプロパティを保存するには、  をクリックします。 
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これで、プロパティ ファイルが現在のモデル フォルダーに保存されるように
なりました。

5. 保存したプロパティを読み込むには、リストからプロパティ ファイルを選択
します。 

• モデル内のオブジェクトを選択し、プロパティ パネルでプロパティ ファイ
ルを読み込む場合、プロパティとユーザー定義情報 (UDA) がすぐに読み込
まれます。変更された値はプロパティ パネルで黄色にハイライトされま
す。[変更] をクリックし、新しい値を適用します。

ユーザー定義情報ダイアログ ボックスのユーザー定義情報の値のみが変
更され、プロパティ パネルの値が変更されていない場合、プロパティ パネ
ルの [変更] ボタンはアクティブになりません。ユーザー定義情報ダイア
ログ ボックスで [変更] をクリックし、ユーザー定義情報の値をアクティブ
にします。

• モデル内でオブジェクト作成コマンドを開始し、プロパティ パネルでプロ
パティ ファイルを読み込むと、プロパティおよびユーザー定義情報 (UDA)
がすぐに使用され、Tekla Structures により読み込まれた値を使用してオブ
ジェクトが作成されます。

注 プロパティ パネルにプロパティ ファイルを読み込んだときにユーザー定
義情報ダイアログ ボックスが開いた場合、ユーザー定義情報ダイアログ
ボックスには、プロパティ ファイルに保存されたユーザー定義情報の値
が更新されて表示されます。ただし、 初にオブジェクトを選択し、プロ
パティ ファイルを読み込んだときにユーザー定義情報ダイアログ ボック
スが開いた場合、ダイアログ ボックスには、選択したオブジェクトのユ
ーザー定義情報の値が表示されます。

どのユーザー定義情報の値がプロパティ ファイルに保存されたか確認す
るには、ユーザー定義情報ダイアログ ボックスを 初に開くか、ユーザ
ー定義情報ダイアログ ボックスを開いた後にプロパティ ファイルを再度
読み込む必要があります。

6. 既存のプロパティ ファイルに変更を加えるには、次のようにします。

a. 変更するプロパティ ファイルを読み込みます。

b. プロパティを変更します。

c.  をクリックします。 
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Tekla Structures によって、リストに表示されたプロパティ ファイルに変更
が保存され、古いプロパティ ファイルが上書きされます。

Tekla Structures で、次回同じタイプのオブジェクトを作成するときには、
新しいプロパティが使用されます。

保存したプロパティの代わりに標準値を使用してオブジェクトを作成す
るには、標準ファイルを読み込みます。

ダイアログ ボックスでのプロパティの保存および読み込み
従来のダイアログ ボックスに表示されるプロパティでは、この方法を使用します。
たとえば、図面オブジェクト プロパティを使用します。

1. プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

2. ダイアログ ボックスで、保存するプロパティを変更または入力します。

3. [名前を付けて保存] ボタンの横のボックスに、プロパティを保存したプロパテ
ィ ファイルの名前を入力します。 

たとえば、「MyProperties」と入力します。

4. プロパティ ファイルのプロパティを保存するには、[名前を付けて保存] をク
リックします。 

これで、プロパティ ファイルが現在のモデル フォルダーに保存されるように
なりました。

5. 保存したプロパティを読み込むには、リストからプロパティ ファイルを選択
し、[読み込み] をクリックします。

6. 既存のプロパティ ファイルに変更を加えるには、次のようにします。

a. 変更するプロパティ ファイルを読み込みます。

b. プロパティを変更します。

c. [上書き保存] をクリックします。 

Tekla Structures によって、リストに表示されたプロパティ ファイルに変更
が保存され、古いプロパティ ファイルが上書きされます。

既存のプロパティの削除
ユーザー定義のプロパティ ファイルを手動で削除するには、モデルの
\attributes フォルダーからそのプロパティ ファイルを削除します。
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1. モデルの \attributes フォルダーから選択したプロパティ ファイルを削除

します。 

プロパティ ファイルは、そのタイプによってファイル名拡張子が異なる場合
があります。

2. Tekla Structures を再起動します。

モデリングおよび図面の変更を元に戻す
[元に戻すの履歴] リストでは、実行したり元に戻したりしたコマンドと変更を確認
し、その変更を追跡できます。[元に戻すの履歴] ダイアログ ボックスでコマンド
または操作を選択すると、複数のコマンドを一度に元に戻したりやり直したりし
て、モデル履歴を進んだり戻ったりできます。[元に戻すの履歴] はモデリング モ
ードと図面モードの両方で使用できます。

元に戻すの履歴の使用方法

[元に戻すの履歴] ダイアログ ボックスを開くには、クイック アクセス ツールバー

の [元に戻す] および [やり直し] ボタンの横にある  ボタンをクリックします。
または、[クイック起動] を使用してダイアログ ボックスを開きます。

目的 操作

コマンドを元に戻す リストの任意の行をクリックします。

元に戻す処理に時間がかかる場合、Tekla
Structures ではクリックされた行がハイ
ライトされて選択されている行が示さ
れます。

選択したコマンドの後に行われたすべ
ての変更が元に戻ります。リスト内の
元に戻した変更の背景色が濃い灰色に
なります。

元に戻したコマンドをやり直す リストで背景色が濃い灰色になってい
る行をクリックします。

選択したコマンドの前に行われたすべ
ての変更がやり直されます。

ブックマークを追加する 任意の行の上にマウスポインタを移動

します。  ブックマーク アイコンが表
示されます。ブックマーク アイコンを
クリックして特定のコマンドをマーク
します。

ブックマークを使用して重要なコマン
ドまたは操作をマークします。後でモ
デルの変更に満足できなかった場合に
それらのコマンドまたは操作に戻すこ
とができます。
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目的 操作

ブックマークを削除するには、  ブッ
クマーク アイコンをもう一度クリック
します。

元に戻すの履歴 ダイアログ ボックスでは、次の処理が実行されます。

• 実行したコマンドと変更がリストの上から順に一覧表示されます。 後に実行
されたコマンドと変更はリストの一番下に表示されます。

• モデルまたは図面で加えた変更に従って定期的に更新されます。

• 使用したコマンドの階層が作成されます。階層は 初にコマンドを実行したと
き、リストのある時点までコマンドを元に戻したとき、別のコマンドを実行し
たときに作成されます。

リストでは階層が矢印でマークされます。階層の任意の時点までコマンドを元
に戻すまたはやり直すことができ、前にやり直したコマンドも元に戻すことが
できます。

つまり、コマンドを元に戻した後も引き続きモデルで作業でき、 初に使用し
たコマンドまで戻すオプションがあるということになります。

[元に戻すの履歴] リストは次の操作を行ったときにクリアされます。

• モデルを上書き保存する

• 図面を開くまたは閉じる

• オーガナイザーをモデルと同期する

• Tekla Model Sharing を使用してモデルの変更を読み込むまたは書き出す

• CIS/2 または SDNF インポート コマンドを使用する

1.5 オブジェクトの選択
多くの Tekla Structures コマンドでは、オブジェクトを選択する必要があります。個
別に選択するか、範囲選択することができます。Tekla Structures によって、選択し
たオブジェクトがハイライトされます。ステータス バーの右下隅に、選択された

オブジェクトおよびハンドルの数が表示されます。例:

さまざまなコマンドと方法を使用して、オブジェクトを選択します。選択できるオ
ブジェクトのタイプを制御するには、選択ツールバーと選択スイッチ (137 ページ)
を使用します。

1 つのオブジェクトの選択

1. 適切な選択スイッチ (137 ページ)がオンになっていることを確認します。
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2. オブジェクトをクリックして選択します。 

Tekla Structures に、柱、梁、鉄筋グループ、および鉄筋セットの寸法と寸法線
が表示されます。寸法を非表示にするには、詳細設定 XS_DISPLAY_
DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS および を使用します。

注 直接変更 (117 ページ)  がオンになると、オブジェクトの寸法と寸法線は常に非
表示になります。その場合、直接変更の寸法のみが表示されます。これにより、どの
寸法を編集できるかを簡単に確認できます。

範囲選択を使用した複数オブジェクトの選択
範囲選択を使用して複数のオブジェクトを選択できます。デフォルトでは、ドラッ
グする方向によってオブジェクトの選択方法が変わります。

1. 適切な選択スイッチ (137 ページ)がオンになっていることを確認します。

2. マウスの左ボタンを押したまま左から右にドラッグすると、選択範囲に完全に
含まれるオブジェクトがすべて選択されます。 
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3. マウスの左ボタンを押したまま右から左にドラッグすると、選択範囲に少しで
も含まれるオブジェクトがすべて選択されます。 

4. 選択範囲の動作を変更する場合は、[ ファイル メニュー --> 設定] をクリック
し、[交差選択] チェック ボックスをオンまたはオフにします。 デフォルトで
は、このオプションはオフになっています。このオプションが [オフ] の場合、
ドラッグする方向によってオブジェクトの選択方法が変わります。このオプ
ションが [オン] の場合、マウスをドラッグすると、ドラッグする方向に関係
なく、選択領域に少しでも含まれるオブジェクトがすべて選択されます。

すべてのオブジェクトの選択
すべてのオブジェクトを一度に選択するには、次のいずれかの操作を行います。

• リボンで、矢印ボタン  の横にある小さい下矢印をクリックし、[す
べての選択] をクリックします。

• Ctrl + A キーを押します。

前のオブジェクトの選択
以前に選択したオブジェクトが選択解除されている場合は、同じオブジェクトを再
度選択する必要があります。 以前に選択したオブジェクトを選択するには、次の
いずれかの操作を行います。

• リボンで、矢印ボタン  の横にある小さい下矢印をクリックし、[前
のオブジェクトの選択] をクリックします。

• Alt+P キーを押します。
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ID 番号でのオブジェクトの選択
GUID (グローバル一意識別子)、オブジェクトの ID、または参照オブジェクトの IFC
GUID がわかっている場合は、[ID 番号で選択] コマンドを使用して、モデルまたは
図面内のオブジェクトを特定できます。

オブジェクトの GUID や ID に関する情報は、多くの場合、レポートやログ ファイ
ルなどで見つけることができます。特定の GUID または ID を使用して表示フィル
ターまたは選択フィルターを定義する代わりに、[ID 番号で選択] コマンドを使用
すると、モデルまたは図面内でオブジェクトをすばやく見つけることができます。
IFC GUID を使用すると、IFC 参照オブジェクトを見つけることができます。これ
は、IFC 参照モデルで更新と変更を追跡する必要がある場合に役立ちます。

さらに、従来の照会 (673 ページ) を使用する代わりに、[ID 番号で選択] コマンド
を使用して、選択したオブジェクトの GUID を照会することもできます。

目的 操作

オブジェクト GUID、ID、
または IFC GUID 番号に
基づいてオブジェクトを
見つける

1. 以下のいずれかの操作を行います。

• モデリング モードのリボンで、矢印ボタン

 の横にある小さい下矢印をクリ
ックし、[ID 番号で選択] をクリックします。

• 図面モードの[クイック起動] に「ID 番号で選
択」と入力します。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. ログ ファイルなどからオブジェクトの ID 番号を
ダイアログ ボックスにコピーします。

ダイアログ ボックスに複数の ID 番号を入力でき
ます。各 ID 番号をそれぞれ別の行に入力する
か、セミコロン「;」で区切って入力します。

3. 検索を定義するには、必要なチェック ボックスを
オンにします。

• 参照オブジェクト:Tekla Structures で、GUID ま
たは IFC GUID に基づいて IFC オブジェクト
が選択されます。

• 選択を固定:Tekla Structures で、現在選択され
ているオブジェクトが維持されたまま、新し
い選択内容が追加されます。

• 選択箇所にズーム:Tekla Structures で、オブジ
ェクトが選択されて、そのオブジェクトが拡
大表示されます。

4. [選択] をクリックします。
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目的 操作

Tekla Structures で、モデルまたは図面内の GUID
に基づいてオブジェクトが選択されます。

モデルまたは図面内に見つからない ID 番号があ
る場合、ステータス バーに、それらの ID 番号が 
identifier? として一覧表示されます。

図面内のモデル オブジェ
クトを見つける

モデル内のオブジェクトを選択し、その ID 番号を取
得して、ID 番号に基づいて図面内でオブジェクトを見
つけることができます。

1. モデリング モードのリボンで、矢印ボタン

 の横にある小さい下矢印をクリック
し、[ID 番号で選択] をクリックします。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. モデル内で 1 つまたは複数のオブジェクトを選
択します。

3. [取得] をクリックします。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスに、選択し
たオブジェクトの ID 番号が一覧表示されます。

IFC GUID を取得する場合は、[参照オブジェクト]
チェック ボックスがオンになっていることを確
認します。

4. ダイアログ ボックスを開いたままにします。

5. 図面を開きます。

6. 図面モードで、[選択] をクリックして図面内のオ
ブジェクトを検索します。

見つかったオブジェクトで作業を続けることが
できます。

モデル内の図面オブジェ
クトを見つける

図面内のオブジェクトを選択し、その ID 番号を取得
して、ID 番号に基づいてモデル内でオブジェクトを見
つけることができます。

1. 図面モードの[クイック起動] で、「ID 番号で選択」
と入力します。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. 図面内で 1 つまたは複数のオブジェクトを選択
します。
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目的 操作

3. [取得] をクリックします。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスに、選択し
たオブジェクトの ID 番号が一覧表示されます。

4. ダイアログ ボックスを開いたままにします。

5. 図面を閉じます。

6. モデリング モードで、[選択] をクリックしてモデ
ル内のオブジェクトを検索します。

見つかったオブジェクトで作業を続けることが
できます。

ハンドルの選択
たとえば、部材を移動させる場合など、部材のハンドルのみを選択する必要がある
場合があります。

開始する前に、[交差選択] がオフになっていることを確認します。[直接変更] スイ

ッチ  が有効でないことを確認します。

1. [ファイル] メニューで、[設定] をクリックし、[交差選択] がオフになっている
ことを確認します。 [交差選択] がオフになっていない場合、Alt キーを使用し
てハンドルを選択することができません。

2. 適切な選択スイッチ (137 ページ)がオンになっていることを確認します。

3. マウスの左ボタンを押しながら、部材全体が含まれるように、マウスを左から
右にドラッグします。 

部材が選択された状態になります。
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4. Alt キーを押したまま、再度マウスを左から右にドラッグします。 

今度は部材のハンドルのみが選択されます。

注 直接変更 (117 ページ)  がオンになっている場合、Tekla Structures では、選択した
部材の参照点、角、セグメント、およびセグメント中点にも直接変更ハンドルが表示
されます。これらのハンドルは青色です。
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選択内容の変更
現在の選択内容にオブジェクトを追加したり、現在の選択内容からオブジェクトを
削除したりできます。

1. 現在の選択内容にオブジェクトを追加するには、Shift キーを押して、追加す
るオブジェクトを選択します。

2. オブジェクトの選択のオン/オフを切り替えるには、選択するときに Ctrl キー
を押します。 Tekla Structures によって、既に選択されているオブジェクトは選
択が解除され、選択されていないオブジェクトは選択された状態になります。

3. すべてのオブジェクトおよびハンドルの選択を解除するには、他の場所をクリ
ックします。 たとえば、現在のビューの空の背景をクリックします。

選択ツールバー
[選択] ツールバーの選択スイッチは、選択できるオブジェクトとオブジェクト タ
イプを制御する特殊なコマンドです。たとえば、[部材を選択] スイッチのみがオン
になっている場合、モデル領域全体を選択しても、部材のみが選択されます。

[選択] ツールバーの選択スイッチをクリックして、スイッチのオン/オフを切り替
えます。

デフォルトでは、[ 選択 ] ツール バーは画面の下部に表示されます。ツール バーが
見つからない場合は、[ ファイル --> 設定 ] をクリックし、[ツール バー] リストで
[ 選択 ] ツール バーが選択されていることを確認します。

メイン選択スイッチ

メイン選択スイッチでは、コンポーネントと製品またはそれらに含まれるオブジェ
クトの選択を可能にするかどうかを制御します。これらのスイッチは、 も高い優
先順位を持ちます。

スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

コンポーネント コンポーネントに属する
オブジェクトをクリック
した場合、Tekla Structures
により、コンポーネント
シンボルが選択され、すべ
てのコンポーネント オブ
ジェクトがハイライトさ
れます。ただし、コンポー
ネント内のオブジェクト
は選択されていません。

コンポーネントオブジェ
クト

コンポーネントが自動的
に作成したオブジェクト
を選択できます。
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スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

製品およびキャストユニ
ット

製品内またはキャスト ユ
ニット内のオブジェクト
をクリックすると、Tekla
Structures でその製品また
はキャスト ユニットが選
択され、同じ製品またはキ
ャスト ユニットに含まれ
るすべてのオブジェクト
がハイライトされます。

製品およびキャストユニ
ット内のオブジェクト

製品およびキャストユニ
ット内の個々のオブジェ
クトを選択できます。

その他の選択スイッチ

以下の表は、その他の選択スイッチを示しています。これらのスイッチを使用し
て、選択するオブジェクトタイプを制御できます。

スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

任意のオブジェクト すべてのスイッチをオン
にします。一本のボルト
を除くすべてのオブジェ
クトタイプが選択可能に
なります。

コンポーネント コンポーネントシンボル
を選択できます。

部材 部材(柱、梁、プレートな
ど)を選択できます。

仕上げ材と表面 仕上げ材と表面を選択で
きます。

点 点を選択できます。

補助線と補助円 補助線および補助円を選
択できます。

参照モデル 参照モデル全体を選択で
きます。

この選択スイッチは、モデ
ルの拡大と回転のスピー
ドに影響することがあり
ます。詳細については、
「大きなモデルでのヒント
(249 ページ)」を参照して
ください。
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スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

基準線(グループ) 基準線グループ内の単独
の線を選択することによ
って、基準線全体を選択で
きます。

基準線(単独) 個々の基準線を選択でき
ます。

溶接 溶接を選択できます。

カットと合成オブジェク
ト

線、部材、ポリゴンカッ
ト、フィッティング、およ
び部材合成を選択できま
す。

ビュー モデルビューを選択でき
ます。

ボルトグループ グループ内のいずれかの
ボルトを選択することで、
ボルトグループ全体を選
択できます。

一本のボルト 一本のボルトを選択でき
ます。

鉄筋セット 鉄筋セットや鉄筋グルー
プ、シングル鉄筋を選択す
ることができます。

鉄筋グループ 鉄筋セットや鉄筋グルー
プ、シングル鉄筋中の鉄筋
グループを選択すること
ができます。

シングル鉄筋 鉄筋セットや鉄筋グルー
プ、シングル鉄筋中のシン
グル鉄筋を選択すること
ができます。

現場打ちコンクリート部
材の打ち継ぎ

現場打ちコンクリート部
材の打ち継ぎを選択でき
ます。

平面 補助平面を選択できます。

距離 カスタム コンポーネント
またはパラメトリック モ
デリングに使用する距離
を選択できます。

タスク タスク管理のタスクを選
択できます。
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スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

 直接変更のオン/オフを切
り替えることができます。

 ツールバーから選択され
たスイッチを非表示 にし
ます。

解析モデルスイッチ

次のスイッチを使用して、解析モデル内のオブジェクトを選択できます。

スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

荷重 集中荷重、分布荷重、面荷
重(変分布)、面荷重(等分
布)、および温度荷重を選
択できます。

解析部材 解析部材を選択できます。

節点 解析節点を選択できます。

剛結リンク 解析剛結リンクを選択で
きます。

図面内の選択スイッチ

図面で使用できる選択スイッチは以下のとおりです。

スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

任意のオブジェクト すべてのスイッチをオン
にします。すべてのオブ
ジェクトタイプ、寸法セッ
トの個々の寸法、または基
準線の個々の基準線を選
択できます。

線 線、円弧、円、四角形、ポ
リライン、ポリゴン、およ
びクモマークなどの図面
オブジェクトを選択でき
ます。

テキスト 図面内の任意のテキスト
を選択できます。

マーク 図面内のすべてのマーク
およびアソシエート マー
クを選択できます。この
選択スイッチでは、溶接マ
ークも選択されます。
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スイッチ 選択可能なオブジェクト 説明

部材 柱、梁、プレートなどの図
面内の部材を選択できま
す。

矢視記号 図面内の矢視記号を選択
できます。

溶接 図面内の溶接を選択でき
ます。溶接マークを選択
するには、[図面マークの
選択] 選択スイッチを使用
します。

ビュー 図面ビューを選択できま
す。

寸法 図面寸法を選択できます。
寸法グループの 1 つの寸
法を選択することで、寸法
グループ全体を選択でき
ます。

個々の寸法 個々の図面寸法を選択で
きます。

基準線(グループ) 図面内の基準線全体を選
択できます。

基準線(単独) 図面内の個々の基準線を
選択できます。

部分詳細マーク 図面内の部分詳細マーク
を選択できます。

プラグイン 図面内のカスタムプラグ
インを選択できます。

または、[クイック起動] を使用して選択スイッチを制御できます。選択スイッチの
名前 (選択など) を入力して、検索結果リストから選択スイッチの名前をクリック

してスイッチをアクティブにします。

参照項目

オブジェクト選択のヒント (144 ページ)

製品、キャスト ユニット、およびネストされたオブジェクトの選択
製品またはキャスト ユニットを選択できます。あるいはネストされた製品または
ネストされたコンポーネントから個々のオブジェクトを選択できます。
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製品およびキャスト ユニットの選択

製品 (439 ページ)およびキャスト ユニット (446 ページ)を選択するには、[製品の選
択] 選択スイッチを使用します。

1.  [製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっていること
を確認します。

2. 部材を選択します。 

Tekla Structures によって、選択した部材が含まれているキャスト ユニット全体
または製品全体が選択されます。

ネストされたオブジェクトの選択

ネストされた製品およびコンポーネントを選択できます。オンになっている選択
スイッチによって、コンポーネントまたは製品階層 (442 ページ)内での開始レベル
と移動方向が定義されます。ステータスバーには、階層内でどのレベルにいるかが
表示されます。

1. 適切な選択スイッチ (137 ページ)がアクティブになっていることを確認しま
す。 

• : 上位レベルにある製品から開始し、サブアセンブリに移動して、
終的に個々の部品およびボルトなどを選択できます。

• :個々のオブジェクトから開始し、ネストされた製品を小さい順に移動
できます。

• : 上位レベルにあるコンポーネントから開始し、サブコンポーネント
に移動して、 終的に個々の部品およびボルトなどを選択できます。

• :個々のオブジェクトから開始し、ネストされたコンポーネントを小さ
い順に移動できます。

2. Shift キーを押したままにします。

3. マウス ホイールを回します。 
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オレンジ色のハイライトは、選択できる製品またはコンポーネントを示してい
ます。

参照モデル、参照モデルオブジェクト、および製品の選択
参照モデル全体、または参照モデルに含まれる個々のオブジェクトおよび製品を選
択できます。それぞれの場合で、使用する選択スイッチが異なります。

参照モデル全体の選択

1.  [参照モデルの選択] 選択スイッチをアクティブにします。

2.  [コンポーネントの選択] 選択スイッチをアクティブにします。

3. 参照モデルを選択します。

参照モデルオブジェクトの選択

1.  [参照モデルの選択] 選択スイッチをアクティブにします。

2.  [コンポーネントオブジェクトの選択] 選択スイッチをアクティブにしま
す。

3. 目的のオブジェクトを参照モデルから選択します。
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参照モデル製品の選択

1.  [参照モデルの選択] 選択スイッチをアクティブにします。

2.  [製品の選択] 選択スイッチをアクティブにします。

3. 目的の製品を参照モデルから選択します。

オブジェクト選択のヒント
ここには、オブジェクトの選択に役立つヒントが紹介されています。

選択ハイライトのオン/オフの切り替え
デフォルトでは、Tekla Structures により選択できるオブジェクトがハイライトされ
ます。ハイライトのオン/オフを切り替えることができます。

選択ハイライトのオン/オフを切り替えるには、[ファイル] メニューで [設定] をク
リックし、[選択ハイライト] チェック ボックスをオンまたはオフにします。また
は、H キーを押します。

Tekla Structures では、選択ハイライトをオンにした場合、使用しているレンダリン
グ エンジン (71 ページ) (OpenGL または DirectX) に応じてオブジェクトのハイラ
イト方法が異なります。

以下の例では、部材のレンダリング (635 ページ)を [部材 半透明] に設定していま
す。

DirectX OpenGL
Tekla Structures のオブジェクト ハイラ
イト機能により、オブジェクトは暗い色
で表示されます。

例:

Tekla Structures のオブジェクト ハイラ
イト機能により、縁端線は明るい色で表
示されます。

例:
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DirectX OpenGL

右クリックで選択
マウスの右ボタンでもオブジェクトを選択できるように、設定を変更することがで
きます。

1. [ファイル] メニューで、[設定] をクリックし、次のチェック ボックスをオンに
します。 

• 右クリックで選択

• 選択ハイライト

2. オブジェクトを右クリックして選択します。 Tekla Structures によってオブジ
ェクトがハイライトされ、関連するショートカット メニューが表示されます。

オブジェクトを選択できない場合
モデルの目的のオブジェクトを選択できない場合は、選択スイッチやフィルターの
設定を確認してください。

• 必要な選択スイッチ (137 ページ)がすべてオンになっていることを確認しま
す。

• オブジェクトを引き続き選択できない場合は、選択フィルターの設定も確認し
ます。別のフィルターを選択するか、現在のフィルターを変更できます。

オブジェクトの選択処理の中断
定義された時間よりも処理時間がかかる場合、Tekla Structures にオブジェクトの選
択処理を中断させることができます。たとえば、大きなモデル上での作業時に誤っ
てモデル上のすべての部材を選択し、選択処理に 5000 ミリ秒 (5 秒) 以上かかる場
合、この選択処理を中断できます。

1. Tekla Structures がオブジェクトの選択処理を中断するかどうかの確認メッセ
ージを表示する基準となる時間を定義します。
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a. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] の順にクリックし、[モデリ
ング] カテゴリーに移動します。

b. 詳細設定 XS_OBJECT_SELECTION_CONFIRMATION を変更します。 

デフォルト値は、5000 ミリ秒です。

c. [OK] をクリックします。

2. モデル内のすべてまたは一部のオブジェクトを選択します (130 ページ)。

3. Tekla Structures にオブジェクトの選択を中断するかどうかを確認するメッセ
ージが表示されたら、[キャンセル] をクリックします。

1.6 オブジェクトのコピーおよび移動
モデル内と図面内で、オブジェクトのコピーおよび移動の基本的な機能は同じで
す。オブジェクトのコピーや移動を平行、回転、またはミラー等の操作から行うこ
とができます。

• オブジェクトのコピー (147 ページ)

• オブジェクトの移動 (159 ページ)

• オブジェクトの回転 (165 ページ)

• オブジェクトのミラーリング (169 ページ)

オブジェクトの複製

プロパティおよび場所が同じ 2 つのオブジェクトが存在する場合は、重複と見なさ
れます。オブジェクトをコピーおよび移動したとき、または既存のオブジェクトと
同じ場所に新しいオブジェクトを作成したときには、Tekla Structures によって重複
オブジェクトがないかチェックされます。重複が見つかった場合は、重複オブジェ
クトをそのままにするか削除するかを選択できます。

詳細設定 XS_DUPLICATE_CHECK_LIMIT_FOR_COPY_AND_MOVE を使用して、
オブジェクトをコピーまたは移動したときに重複としてカウントするオブジェク
トの 大数を定義できます。

注 この機能は、[オブジェクトの配列化 (29)] コンポーネントなど、モデリング ツ
ールを使用してコピーされたオブジェクトには適用できません。

接続されているオブジェクト

別の部材 (ボルトやジョイントなど) に接続されているオブジェクトをコピーする
場合、Tekla Structures は、コピーするそれらのオブジェクトに適した新しいメイン
部材を探します。 見つからない場合は、接続されているオブジェクトの一部がま
ったくコピーされない場合があります。 コピー後に、すべてのオブジェクトが正
しくコピーされていることを確認してください。
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製品およびキャストユニット

Tekla Structures では、製品またはキャストユニットからオブジェクトをコピーまた
は移動すると、可能であれば製品構造もコピーされます。たとえば、サブアセンブ
リは、コピー先で親オブジェクトが見つかればサブアセンブリとしてコピーされま
す。

鉄筋および仕上げ材

鉄筋や仕上げ材をコピーまたは移動し、これらをコピー先または移動先の部材に適
応させるには、次の条件を満たしている必要があります。

• 鉄筋のハンドルまたは仕上げ材のハンドルが、部材の角にある。

• コピー元または移動元の部材と、コピー先または移動先の部材の、断面の角の
数が等しい。

• 円形部材の断面寸法が等しい。

図面オブジェクト

縮尺が異なる図面ビュー間で、オブジェクトをコピーおよび移動できます。

効率的なコピーおよび移動

[移動] や [コピー] のダイアログ ボックスを頻繁に使用する場合は、これらのダイ
アログ ボックスを開いたままにしておくことができます。

[コピー - 平行]、[コピー - ミラー]、[コピー/回転]、または [移動 - 平行]、[移動/ミ
ラー]、[移動/回転] コマンドを実行した後、そのコマンドを中断し、ダイアログ ボ
ックスを開いたままにします。コピーまたは移動を続行する場合は、ダイアログ
ボックスをクリックしてオブジェクトのコピーまたは移動をアクティブにします。

"次回このメッセージを表示しない" メッセージの表示または非表示

Tekla Structures は、作業領域の外にオブジェクトをコピーまたは移動しようとした
場合など、必要なときに警告メッセージを表示します。ただし、次回から同じタイ
プの警告を表示しないように設定できます。これらの警告が再度表示されるよう
に Tekla Structures を設定することもできます。

• 次回から同じタイプの警告を表示しないようにするには、[次回このメッセージ
を表示しない。] チェック ボックスをオンにします。

• 警告を再度表示するには、Shift キーを押しながら、通常は警告メッセージが表
示されるコマンドを実行します。

オブジェクトのコピー
さまざまな方法でオブジェクトをコピーできます。オブジェクトをコピーすると、
Tekla Structures によってそのオブジェクトに接続されているすべてのオブジェク
ト(コンポーネントを含む)がコピーされます。
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2 つの点をピックするコピー方法
モデルまたは図面内のオブジェクトをコピーする基本的な方法は、原典と 1 つまた
は複数の目的地点を定義する方法です。

1. コピーするオブジェクトを選択します。

2. [ コピー ] コマンドを実行します。 

• モデルで、[編集] タブに移動し、  [コピー] をクリックします。

• 図面上では、[ 図面 ] タブで、 [コピー --> コピー ] をクリックします。

3. コピーの原点をピックします。 

4. 1 つまたは複数の目的地点をピックします。 

オブジェクトがコピーされます。 [コピー] コマンドはアクティブのままとな
ります。
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5. 後のコピー操作を元に戻すには、 [ 元に戻す ] ボタンを Tekla Structures メ
イン ウィンドウの左上隅でクリックします。 

[コピー] コマンドはアクティブのままとなります。

6. コピーを中止するには Esc キーを押します。

平行コピー
z モデル内で、オブジェクトの複数のコピーを同じ方向に平行に作成することがで
きます。

1. コピーするオブジェクトを選択します。

2. [ 編集 ] タブで、 [ コピー --> 平行 ] をクリックします。 

[コピー - 平行] ダイアログ ボックスが開きます。

3. 2 つの点をピックするか、[dX]、[dY]、および [dZ] ボックスに座標を入力しま
す。 

次のような計算式を使用して x、y、z 変移を計算することもできます。次に例
を示します。

4. コピー数を入力します。

5. [コピー] をクリックします。

6. コピーを中止するには Esc キーを押します。  

ヒン
ト

ダイアログ ボックスが開いていてもコマンドがアクティブでない場
合は、[ピック...] ボタンをクリックしてコマンドを再度アクティブに
します。
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原点からの距離を指定するコピー方法
原点からの距離を指定して、モデルまたは図面の新しい位置にオブジェクトをコピ
ーできます。 [数値位置の入力] ダイアログ ボックスで距離を指定します。

1. コピーするオブジェクトを選択します。

2. [ コピー ] コマンドを実行します。 

• モデルで、[編集] タブに移動し、  [コピー] をクリックします。

• 図面上では、[ 図面 ] タブで、 [コピー --> コピー ] をクリックします。

3. コピーの原点をピックします。

4. オブジェクトをコピーする方向にカーソルを移動しますが、点はピックしませ
ん。

5. 距離を入力します。 

入力を開始すると、Tekla Structures によって自動的に [数値位置の入力] ダイア
ログ ボックスが表示されます。

6. [OK] をクリックします。

ドラッグアンドドロップを使用したコピー方法
ドラッグアンドドロップを使用してオブジェクトをコピーすることができます。

1. [ファイル] メニューで、[設定] をクリックし、[ドラッグアンドドロップ] チェ
ック ボックスをオンにしてコマンドをアクティブにします。

2. コピーするオブジェクトを選択します。 

3. Ctrl キーを押したまま、オブジェクトを新しい位置にドラッグします。 
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ドラッグを開始する点(中心、角、または中間点)は、オブジェクトの新しい位
置への配置に影響します。

Tekla Structures がオブジェクトをコピーします。

注 図面内で基準線ラベルをコピーするには、基準線ラベルを選択してから、  [基準
線（単独）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) をアクティブにするか、基準線ラベルの
ハンドルを選択します。

別のオブジェクトへのオブジェクトのコピー
モデル内で、オブジェクトをあるオブジェクトから別の類似したオブジェクトにコ
ピーできます。たとえば、以前にモデリングした部材の詳細設計を行う場合などに
役立ちます。コピー元のオブジェクトとコピー先のオブジェクトは、寸法、長さ、
および回転が異なっていてもかまいません。

1. コピーするオブジェクトを選択します。

2. [ 編集 ] タブで、 [コピー --> 別のオブジェクトへ ] をクリックします。

3. コピー元のオブジェクト(ソースオブジェクト)を選択します。

4. コピー先のオブジェクト(ターゲットオブジェクト)を選択します。
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別のオブジェクトへのすべての内容のコピー
モデル内で、コピーする各オブジェクトを別個に選択せずに、製品またはキャスト
ユニットから他の同様の製品またはキャストユニットにオブジェクトをコピーで
きます。これは、詳細設定済み製品のすべての詳細設定を同様の製品にコピーする
場合などに役立ちます。

1.  [製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっていること
を確認します。

2. コピー元の製品またはキャストユニット(ソースオブジェクト)を選択します。

3. [ 編集 ] タブで、 [ コピー --> すべてのオブジェクトを別のオブジェクト
に ] をクリックします。

4. コピー先の製品またはキャストユニット(ターゲットオブジェクト)を選択し
ます。

Tekla Structures によって、次のオブジェクトがコピーされます。

• 副部材

• 鉄筋、ボルト、および溶接

• カット、フィッティング、および角処理(面取り)

• サブアセンブリ

• コンポーネント

注 製品メイン部材も作成したコンポーネントによって作成される打ち継ぎまた
は副部材は、Tekla Structures によりコピーされません。 コピーするオブジェク
トの一部が既にコピー先の製品またはキャスト ユニットに存在する場合、
Tekla Structures により複製オブジェクトが作成される可能性があります。
Tekla Structures に、重複する副部材、鉄筋、サブアセンブリに関する警告は表
示されますが、重複するボルト、溶接、カット、またはコンポーネントに関す
る警告は表示されません。

別の平面へのコピー
モデル内で、選択したオブジェクトを指定した 初の平面から 2 番目(3 番目など)
の平面にコピーできます。コピーしたオブジェクトの 2 番目(3 番目など)の平面に
おける相対的位置は、元のオブジェクトの 初の平面における相対的位置と同じに
保たれます。

1. コピーするオブジェクトを選択します。

2. [ 編集 ] タブで、 [ コピー --> 別の平面へ ] をクリックします。

3. 初の平面の原点位置をピックします。

4. 初の平面上で正の X 軸方向に位置をピックします。

5. 初の平面上で正の Y 軸方向に位置をピックします。
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6. 残りの面すべてについて、手順 3～5 を繰り返します。

別のモデルからのコピー
フェーズ番号に基づいて別のモデルからオブジェクトをコピーできます。ただし
副部材の場合、Tekla Structures は副部材がメイン部材と同じフェーズに属する場合
にのみ、コピーします。これはコンポーネントオブジェクトにも当てはまります。

1. [ 編集 ] タブで、 [ コピー --> 別のモデルから ] をクリックします。 

[モデルからコピー] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [モデルフォルダ] リストからコピー元のモデルを選択します。 

これは、元モデルになります。コピー先のモデルは、コピー元のモデルが作成
されたものと同じか、それより新しいバージョンの Tekla Structures を使用して
作成されている必要があります。新しいバージョンから古いバージョンへの
コピーはできません。

3. [フェーズ番号] ボックスに、オブジェクトのコピー元とするフェーズの番号
を、スペースで区切って入力します。 

たとえば、2 7などです。

4. [コピー] をクリックします。

5. ダイアログボックスを閉じます。

注 別のモデルから打ち継ぎをコピーした場合、コピーされた打ち継ぎはコピー先
のモデルに自動的に適応します。 コピーされた打ち継ぎが正しく適応したこ
とを必ず確認してください。

配列化ツール(平行)を使用したオブジェクトのコピー
配列化ツール(平行) を使用すると、選択したオブジェクトを複数の方向に平行に、
指定された間隔でコピーすることができます。この方法でオブジェクトをコピー
した場合は、Tekla Structures による重複のチェックは行われません。

配列化ツール(平行)の使用方法

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。
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2. 配列化ツール(平行) を検索し、ダブルクリックして開きます。

3. [コピー対象] を選択します。以下のオプションがあります。 

• 選択部材のみ

これがデフォルト設定です。選択したオブジェクトのみがコピーされま
す。

• 関連する全てのオブジェクト

選択したオブジェクトとそれに関連するすべてのオブジェクトがコピーさ
れます。たとえば、部材に適用されたカットやフィッティングなどがコピ
ーされます。

• 詳細設定

このオプションは、[関連する全てのオブジェクト] に似ていますが、変更
を加える場合に適しています。たとえば、支柱がステップに溶接されてい
る階段の場合、ステップ間の距離を変更することができます。

4. [コピー原点] を選択します。以下のオプションがあります。 

• オブジェクト

これがデフォルト設定です。入力オブジェクトを基準としてコピーが実行
されます。

• 指示点

入力原点を基準としてコピーが実行されます。

5. 設定を定義します。

6. コピーするオブジェクトを選択します。

7. [OK] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

8. マウスの中ボタンをクリックします。

9. 原点をピックします。

10. 軸方向 X をピックします。

11. 軸方向 Y をピックします。 

選択したオブジェクトがコピーされます。
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設定の定義方法

1 Y 軸に沿ったオフセット。デフォルト値は、0 mm です。

2 Z 軸に沿ったオフセット。デフォルト値は、0 mm です。

3 コピー数。デフォルト値は、0 です。

4 コピーの間隔。デフォルト値は、0 mm です。

値はスペースで区切ります。コピー間の個々の間隔を示す値を入力します。

このオプションは、間隔指定に [両方同じ] を選択している場合は使用できませ
ん。

5 コピー方向。次のオプションがあります。

• 普通 (デフォルト)

原点から軸に沿って正方向に間隔値が計算されます。

• 反転

原点から軸に沿って負方向に間隔値が計算されます。

• 中心振分け

コピーは原点を中心に配置されます。

• ミラー

原点から正方向と負方向の両方に間隔値が計算されます。ミラーコピーで
は、コピー数が倍になります。

6 間隔指定。次のオプションがあります。

• 両方同じ (デフォルト)

X 軸または Y 軸の長さに基づいて、等間隔にコピーが作成されます。
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• 指定

指定された数と間隔値に従って、コピーが作成されます。

配列化ツール(回転)を使用したオブジェクトのコピー
配列化ツール(回転) を使用すると、選択したオブジェクトを複数の方向に放射状
に、指定された間隔でコピーすることができます。この方法でオブジェクトをコピ
ーした場合は、Tekla Structures による重複のチェックは行われません。

配列化ツール(回転)の使用方法

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. 配列化ツール(回転) を検索し、ダブルクリックして開きます。

3. [コピー対象] を選択します。以下のオプションがあります。 

• 選択部材のみ

これがデフォルト設定です。選択したオブジェクトのみがコピーされま
す。

• 関連する全てのオブジェクト

選択したオブジェクトとそれに関連するすべてのオブジェクトがコピーさ
れます。たとえば、カット、溶接、ボルトなどがコピーされます。

• 詳細設定

このオプションは、[関連する全てのオブジェクト] に似ていますが、変更
を加える場合に適しています。たとえば、支柱がステップに溶接されてい
る階段の場合、ステップ間の距離を変更することができます。

4. [回転コピー] オプションを選択します。 

デフォルト値は、[はい] です。

5. 回転軸を定義します。 

デフォルト値は、[X]です。

6. 設定を定義します。

7. コピーするオブジェクトを選択します。

8. [OK] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
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9. マウスの中ボタンをクリックします。

10. 原点をピックします。

11. 軸方向 X をピックします。

12. 軸方向 Y をピックします。 

選択したオブジェクトがコピーされます。

設定の定義方法

1 コピー間の距離。デフォルト値は、0 です。

2 回転。次のオプションがあります。

• 角度 (デフォルト)

指定された角度でコピーが回転します。

• 距離

指定した距離でコピーが回転します。

3 角度または距離の数。デフォルト値は、0 です。

4 コピーの間隔。

値はスペースで区切ります。コピー間の個々の間隔を示す値を入力し
ます。

5 コピー方向。次のオプションがあります。

• 普通 (デフォルト)

原点から軸に沿って正方向に間隔値が計算されます。
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• 反転

原点から軸に沿って負方向に間隔値が計算されます。

• 中心振分け

コピーは原点を中心に配置されます。

• ミラー

原点から正方向と負方向の両方に間隔値が計算されます。ミラーコ
ピーでは、コピー数が倍になります。

6 半径距離。

半径距離は、コンポーネントを適用するときにピックした距離と同じに
する必要があります。

半径距離がピックした距離よりも小さいまたは大きい場合は、コピーさ
れたオブジェクトの間隔が[コピーの間隔]ボックス(4)で指定された間隔
と同じにはなりません。

Tekla Structures によりダイアログボックスの値(間隔および半径距離)に
従って回転角度が計算され、回転角度がダイアログボックスで指定され
た間隔よりも優先されます。

[オブジェクトの配列化(29)]コンポーネントを使用したオブジェクトのコピ
ー
モデル オブジェクトを線に沿ってコピーするには、[オブジェクトの配列化 (29)] コ
ンポーネントを使用します。 元のオブジェクトを変更すると、Tekla Structures によ
って、コピーしたオブジェクトも変更されます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. [オブジェクトの配列化 (29)] コンポーネントを検索し、ダブルクリックして開
きます。

3. 設定を定義します。 

• コピー数: 作成するコピー数を入力します。

• 間隔: オブジェクトの間隔を定義します。

• 逆方向コピー: ピックした点と反対方向にコピーする場合は、[はい] を選択
します。

• コピー原点: コピーするオブジェクトまたは指示点 (始点) を選択します。

• 等間隔でコピー (間隔の値は無視する): オブジェクトを等間隔に作成する
場合は、[はい] を選択します。 [ピッチ値] は無視されます。

4. [OK] をクリックして、設定を保存します。

5. コピーするオブジェクトを選択します。

6. マウスの中ボタンをクリックして選択を完了します。
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7. 点をピックして、コピーしたオブジェクトを配列する線の始点を指定します。

8. 点をピックして、線の終点を指定します。

例

例 説明

鉄骨オブジェクトの配列。

コンクリート オブジェクトの配列。

オブジェクトの移動
さまざまな方法でオブジェクトを移動できます。特に、モデルでは多くの方法があ
ります。 オブジェクトを移動すると、Tekla Structures によってそのオブジェクトに
接続されているすべてのオブジェクト (コンポーネントを含む) もコピーされま
す。

2 つの点をピックする移動方法
モデルまたは図面内のオブジェクトを移動させる基本的な方法は、原典と 1 つまた
は複数の目的地点を定義する方法です。

1. 移動するオブジェクトを選択します。 
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2. [移動] コマンドを実行します。 

• モデルで、[編集] タブに移動し、  [移動] をクリックします。

• 図面で、[図面] タブに移動し、  [ 移動 --> 移動 ] をクリックします。

3. 移動の原点をピックします。 

4. 目的地点をピックします。 
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オブジェクトが移動されます。 [移動] コマンドはアクティブのままではなく
なります。

平行移動
オブジェクトをモデル内の新しい位置に平行に移動できます。

1. 移動するオブジェクトを選択します。

2. [編集] タブで  [ 移動 --> 平行 ] をクリックします。 

[移動 - 平行] ダイアログ ボックスが開きます。

3. モデル内で 2 つの点をピックするか、[dX]、[dY]および[dZ]ボックスに座標を
入力します。 

次のような計算式を使用して x、y、z 変移を計算することもできます。次に例
を示します。

4. [移動] をクリックします。
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ヒン
ト

ダイアログ ボックスが開いていてもコマンドがアクティブでない場合は、[ピッ
ク...] ボタンをクリックしてコマンドを再度アクティブにします。

原点からの距離を指定する移動方法
原点からの距離を指定して、モデルまたは図面の新しい位置にオブジェクトを移動
させることができます。 [数値位置の入力] ダイアログ ボックスで距離を指定しま
す。

1. 移動するオブジェクトを選択します。

2. [移動] コマンドを実行します。 

• モデルで、[編集] タブに移動し、  [移動] をクリックします。

• 図面で、[図面] タブに移動し、  [ 移動 --> 移動 ] をクリックします。

3. 移動の原点をピックします。

4. オブジェクトを移動する方向にカーソルを移動しますが、点はピックしませ
ん。

5. 距離を入力します。 

入力を開始すると、Tekla Structures によって自動的に [数値位置の入力] ダイア
ログ ボックスが表示されます。

6. [OK] をクリックします。

ドラッグアンドドロップを使用した移動方法
オブジェクトを新しい位置にドラッグすることで、オブジェクトを移動できます。

1. [ファイル] メニューで、[設定] をクリックし、[ドラッグアンドドロップ] チェ
ック ボックスをオンにしてコマンドをアクティブにします。

2. 移動するオブジェクトを選択します。 
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3. オブジェクトを新しい位置にドラッグします。 

ドラッグを開始する点(中心、角、または中間点)は、オブジェクトの新しい位
置への配置に影響します。

オブジェクトを素早く移動できます。

4. ドラッグアンドドロップを使用して終点を移動するには、次のようにします。

a. ハンドルを選択します。

b. マウスの左ボタンを押したまま、ハンドルを新しい位置にドラッグしま
す。 

終点がそれに応じて移動します。
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注 一部のオブジェクトでは、ハンドルを選択せずにハンドルからドラッグす
るには、[スマートセレクト] をオンに切り替える必要がある場合がありま
す。 オンに切り替えるには、[ ファイル --> 設定 ] をクリックし、[スマー
トセレクト] チェック ボックスを選択します。

注 図面内で基準線ラベルを移動するには、基準線ラベルを選択してから、

 [基準線（単独）の選択] 選択スイッチ (137 ページ) をアクティブに
するか、基準線ラベルのハンドルを選択します。

別平面への移動
モデル内で、選択したオブジェクトを、3 点をピックして、ある平面から指定した
別の平面上に移動できます。移動したオブジェクトの 2 番目の平面上での位置は、
元のオブジェクトの 初の平面上での位置と同じに保たれます。

1. 移動するオブジェクトを選択します。

2. [編集] タブで  [ 移動 --> 別の平面へ ] をクリックします。

3. 初の平面の原点位置をピックします。

4. 初の平面上で正の X 軸方向に位置をピックします。

5. 初の平面上で正の Y 軸方向に位置をピックします。

6. 残りの面すべてについて、手順 3～5 を繰り返します。

別のオブジェクトへのオブジェクトの移動
モデル内で、オブジェクトをあるオブジェクトから別の類似したオブジェクトに移
動できます。たとえば、以前にモデリングした部材の詳細設計を行う場合などに役
立ちます。移動元のオブジェクトと移動先のオブジェクトは、寸法、長さ、および
回転が異なっていてもかまいません。

1. 移動するオブジェクトを選択します。

2. [編集] タブで  [ 移動 --> 別のオブジェクトへ ] をクリックします。

3. 移動元のオブジェクト(ソースオブジェクト)を選択します。
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4. 移動先のオブジェクト(ターゲットオブジェクト)を選択します。

オブジェクトの回転
モデル内のオブジェクトを、選択した任意の線のまわりを回転させてコピーまたは
移動できます。図面内では、オブジェクトを作業平面上で指定した線のまわりを回
転させて、そのオブジェクトをコピーまたは移動することができます。

注 正の回転は、右方向 (53 ページ)に行われます(回転軸の始点位置から見ると時計回り)。

特定の線を中心にした回転
オブジェクトをコピーまたは移動して、モデル内で指定した線のまわりを回転させ
るには、[ライン] ダイアログ ボックスの [回転] オプションを使用します。

1. コピーまたは移動するオブジェクトを選択します。

2. 回転コマンドをアクティブにします。 

• コピーして回転させるには、[編集] タブに移動し、  [ コピー --> 回転 ]
をクリックします。

[コピー/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

• 移動して回転させるには、[編集] タブに移動し、  [ 移動 --> 回転 ] をク
リックします。

[移動/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [回転軸] リストで、[ライン] を選択します。

4. 回転軸の始点位置をピックするか、その位置の座標を入力します。

5. 回転軸の終点位置をピックするか、その位置の座標を入力します。

6. コピーの場合はコピー数を入力します。

7. 必要に応じて、元のオブジェクトとコピー後のオブジェクトとの Z 方向の位
置の差である[dZ]値を入力します。

8. 回転角度を入力します。

9. [コピー] または [移動] をクリックします。 

設定に従って、オブジェクトが回転します。

例

この例では、フィッティングプレートがコピーされ、次の座標にある点と線のまわ
りを回転します。
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この結果、コピーされたフィッティングプレートはコンクリートパネルの曲線に従
います。

Z 軸を中心にした回転
オブジェクトをコピーまたは移動して、モデル内で Z 軸のまわりを回転させるに
は、[[Z]] ダイアログ ボックスの 回転 オプションを使用します。

1. コピーまたは移動するオブジェクトを選択します。次に例を示します。 
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2. 回転コマンドをアクティブにします。 

• コピーして回転させるには、[編集] タブに移動し、  [ コピー --> 回転 ]
をクリックします。

[コピー/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

• 移動して回転させるには、[編集] タブに移動し、  [ 移動 --> 回転 ] をク
リックします。

[移動/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [Z] リストで、[回転軸] を選択します。

4. 点をピックして回転軸を定義するか、その位置の座標を入力します。 

以下の例では、ピックされた点を赤の×印で示しています。

5. コピーの場合はコピー数を入力します。

6. 必要に応じて、元のオブジェクトとコピー後のオブジェクトとの Z 方向の位
置の差である[dZ]値を入力します。

7. 回転角度を入力します。次に例を示します。 
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8. [コピー] または [移動] をクリックします。 

設定に従って、オブジェクトが回転します。

図面オブジェクトの回転
このオプションは、作業平面上で図面オブジェクトを回転させる場合に使用しま
す。

1. コピーまたは移動するオブジェクトを選択します。

2. 回転コマンドをアクティブにします。 

• コピーして回転させるには、[図面] タブに移動し、  [ コピー --> 回転 ]
をクリックします。

[コピー/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

• 移動して回転させるには、[図面] タブに移動し、  [ 移動 --> 回転 ] をク
リックします。

[移動/回転] ダイアログ ボックスが開きます。

3. 点をピックするか、点の座標を入力します。

4. コピーの場合はコピー数を入力します。

5. 回転角度を入力します。

6. [コピー] または [移動] をクリックします。
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回転の設定
[コピー/回転] ダイアログ ボックスおよび [移動/回転] ダイアログ ボックスを使用
して、Tekla Structures でオブジェクトを回転させる際に使用する設定を表示および
変更します。単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点
の設定によって異なります。

オプション 解説

X0 回転軸の始点の X 座標と Y 座標。

Y0
原点角度 作業平面上の線の周りを回転させる場

合の回転軸の角度。

コピー数 作成するコピー数を定義します。

dZ 元のオブジェクトとコピー後のオブジ
ェクトとの Z 方向の位置の差。

回転角度 元の位置から新しい位置への回転角度。

全周 回転軸が作業平面上の [ライン]、または
[Z] 方向のどちらであるかを指定しま
す。

オブジェクトのミラーリング
オブジェクトをコピーまたは移動する際に、作業平面に垂直な平面を介して、指定
したラインの反対側にオブジェクトをミラーリングできます。

Tekla Structures では、オブジェクト プロパティのミラー コピーは作成できません。
たとえば、非対称に配置された部材を含むコンポーネントがあるオブジェクトや、
間隔などの非対称のプロパティが含まれる鉄筋オブジェクトは、[コピー] > [ミラ
ー] コマンドでは完全にミラーリングすることはできません。

モデルオブジェクトのミラーリング
この方法は、モデル内のオブジェクトをコピーまたは移動してミラーリングする場
合に使用します。

1. コピーまたは移動するオブジェクトを選択します。

2. ミラーリング コマンドをアクティブにします。 

• コピーしてミラーリングするには、[編集] タブに移動し、  [ コピー --
> ミラー ] をクリックします。

[コピー - ミラー] ダイアログ ボックスが開きます。
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• 移動してミラーリングするには、[編集] タブに移動し、  [ 移動 --> ミ
ラー ] をクリックします。

[移動/ミラー] ダイアログ ボックスが開きます。

3. ミラーリング位置を定義する平面の始点位置を指示します。または、その座標
を入力します。

4. ミラーリング位置を定義する平面の終点位置を指示します。または、その座標
を入力します。

5. 角度を入力します。

6. [コピー] または [移動] をクリックします。

図面オブジェクトのミラーリング
この方法は、図面内のオブジェクトをコピーまたは移動してミラーリングする場合
に使用します。

1. コピーまたは移動するオブジェクトを選択します。

2. ミラーリング コマンドをアクティブにします。 

• コピーしてミラーリングするには、[編集] タブに移動し、  [ コピー --
> ミラー ] をクリックします。

[コピー - ミラー] ダイアログ ボックスが開きます。

• 移動してミラーリングするには、[編集] タブに移動し、  [ 移動 --> ミ
ラー ] をクリックします。

[移動/ミラー] ダイアログ ボックスが開きます。

3. ミラーリング位置を定義する平面の始点位置を指示します。または、その座標
を入力します。

4. ミラーリング位置を定義する平面の終点位置を指示します。または、その座標
を入力します。

5. 角度を入力します。

6. [コピー] または [移動] をクリックします。

1.7 オブジェクトのフィルター
フィルターを使用すると、選択できるオブジェクトや、ビューに表示されるオブジ
ェクトを制限することができます。独自のフィルターを作成することも、Tekla
Structures の標準フィルターを使用することもできます。
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フィルターの使用方法の例をいくつか示します。

• 多数のオブジェクトを選択する

複数のオブジェクトに共通のオブジェクト プロパティを変更する必要がある
場合は、選択フィルターを使用します。他のオブジェクトを選択に含めようと
しても、他のオブジェクトは影響を受けません。

• モデルをチェックする

表示フィルターを使用して、部材がそれぞれ、梁は梁、柱は柱、のように呼ば
れていることを確認します。オブジェクトの複数グループを、一度に 1 つずつ
ハイライトして、すべての必要なオブジェクトが特定のグループに含まれてい
ることを確認できます。

• オブジェクトを非表示にする

表示フィルターを使用して、たとえばビュー内の柱を一時的に非表示にして、
すべての梁を選択しやすくすることなどができます。

• オブジェクトを選択する

選択フィルターを作成して、たとえばモデルに含まれている½インチの鉄筋のす
べての位置を確認することなどができます。このフィルターを有効にすると、
モデル全体を含めた領域の選択ができます。すべての指定された鉄筋が選択さ
れますが、他のオブジェクトは影響を受けません。

参照項目

既存のフィルターの使用 (171 ページ)

新しいフィルターの作成 (174 ページ)

フィルター テクニック (182 ページ)

フィルターの例 (205 ページ)

既存のフィルターの使用
新しいカスタム フィルターを作成する前に、Tekla Structures で使用できる既存の表
示フィルターおよび選択フィルターを確認します。

表示フィルターの使用方法
表示フィルターを使用して、モデルビューに表示するオブジェクトを定義できま
す。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示するオブジェクトグループ] リストからフィルターを選択します。 
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たとえば、[母屋] を選択します。

3. [変更] をクリックします。 

フィルターで定義されたオブジェクトのみが表示されます。 たとえば、母屋
を選択した場合、次のように表示されます。

4. フィルターの使用を中止するには、次のようにします。

a. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックス
を開きます。

b. [表示するオブジェクトグループ] リストで、[標準] フィルターを選択しま
す。

c. [変更] をクリックします。 
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すべてのオブジェクトが再び表示されます。

注 必要なすべてのオブジェクトが表示されない場合 (51 ページ)、作業
領域、ビューデプス、ビュー設定、およびオブジェクト表示設定に
よっても表示されるオブジェクトが異なることに注意してくださ
い。

選択フィルターの使用方法
モデル内でどのオブジェクトを選択できるかを定義するには、選択フィルターを使
用します。 オブジェクトを選択可能にするには、モデルでそのオブジェクトが表
示されている必要があることに注意してください。

1. [選択] ツールバーで、  リストからフィルターを選択し
ます。 

デフォルトでは、このリストは Tekla Structures メイン ウィンドウの下部に表
示されます。

たとえば、名前 - フーチング フィルターを選択します。

2. モデル内の目的のオブジェクトを選択します。 

複数のオブジェクトを選択することも、モデル全体を一度に選択することもで
きます。 フィルターがアクティブになっているため、フィルターによって定
義されたオブジェクトのみが選択されます。 たとえば、名前 - フーチング フ
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ィルターがアクティブになっている場合、フーチングのみが選択可能になり、
残りのオブジェクトはそのままになります。

3. 選択フィルターで定義されたすべてのオブジェクトを選択できない場合は、表
示フィルターの設定を確認し、必要なすべての選択スイッチ (137 ページ) がオ
ンになっていることを確認してください。

4. フィルターの使用を中止するには、[選択] ツールバーに移動し、[標準] フィル
ターを選択します。 

すべてのオブジェクトが再び選択可能になります。

新しいフィルターの作成
カスタム フィルターを作成して、モデルおよび図面にどのオブジェクトを表示し、
選択可能にするかを定義できます。 表示および選択に含める、または除外するオ
ブジェクトを定義するには、新しいフィルター ルールを各行に 1 つずつ追加しま
す。

表示フィルターの作成
独自のカスタム フィルターを作成し、モデルに表示するオブジェクトを定義でき
ます。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [オブジェクトグループ] をクリックします。 

[オブジェクトグループ - ビューフィルタ] ダイアログ ボックスが開き、現在ア
クティブになっているフィルターが表示されます。

3. 新しいフィルターをゼロから作成するには、[新しいフィルター] をクリックし
ます。
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4. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

5. [カテゴリー] リストで、オブジェクト カテゴリーを選択します。 

次のオプションを使用できます。

• 部材

• コンポーネント

• ボルト

• 溶接

• 鉄筋

• 表面

• 製品

• 作図オブジェクト

• 荷重

• テンプレート

• 参照製品

• 参照オブジェクト

• 配置分類構造

• 現場打ちコンクリート

• 打ち継ぎ

• 現場打ちコンクリート ユニット

• タスク

• オブジェクト

6. [プロパティ] リストで、適切なオブジェクト プロパティ (186 ページ)を選択し
ます。 

オプションは、手順 5 で選択したオブジェクト カテゴリーによって異なりま
す。

7. [条件] リストで、適切な条件 (182 ページ) を選択します。

8. [値] リストに値を入力します。 

または、[モデルから選択...] をクリックしてモデルから必要なオブジェクトを
選択して、既存のオブジェクトの現在の値を使用することもできます。複数の
オブジェクトの値を使用するには、[モデルから複数選択] をクリックし、モデ
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ルからオブジェクトを選択して、マウスの中ボタンをクリックします。日付値
の場合、[日時の選択...] オプションも使用できます。

値には、プロファイル名 UC310*97 のように、完全な文字列を使用できます。

不完全な文字列をワイルドカード (204 ページ) と一緒に使用することもでき
ます。たとえば、UC* という値を使用すると、プロファイル名が UC* という

文字で始まるすべての部材に一致します。値が空の場合、空のオブジェクト
プロパティに一致します。

複数の値を使用する場合は、空白で各文字列を区切る必要があります (例: 12
5)。値が複数の文字列で構成されている場合は、値全体を引用符で囲むか (例:
"custom panel")、スペースを疑問符で置き換えます (例: custom?panel)。

9. 手順 4 ~ 8 を繰り返して、フィルター ルールを必要な数だけ作成します。 

複数のフィルター ルールを同時に適用できます。

10. [かつ/また (AND/OR)] オプションと括弧 (182 ページ) を使用して、複数の行ど
のように連動するかを定義します。

11. 有効にするすべてのフィルター ルールの横にあるチェック ボックスをオンに
します。 

チェック ボックスをオンにすると、フィルター ルールが有効になります。次
に例を示します。

デフォルトでは、新しいルールは無効になっています。

12. フィルター タイプを定義します。

a.  をクリックして、他の設定を表示します。

b. チェック ボックスをオンまたはオフにして、どこにフィルターを使用す
るかを定義します。 

たとえば、同じフィルターを表示フィルターおよび選択フィルターの両方
として使用できます。

13. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。 

注 • フィルターは大文字と小文字が区別されます。
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• フィルター名には、スペースを使用しないでください。

• 命名規則にアンダースコア (_) を使用することをお勧めします。

• フィルターを標準フィルターに続くリストの 初に表示するには、定
義するフィルター名の 初の文字を大文字にしてください。

14. [名前を付けて保存] をクリックしてフィルターを保存します。

15. 現在のビューにフィルターを適用するには、[変更] をクリックします。

選択フィルターの作成
独自のカスタム フィルターを作成し、モデルでオブジェクトを選択しやすくする
ことができます。

1. [選択] ツールバーで、  をクリックして、[オブジェクトグループ - 選択フィ
ルタ] ダイアログ ボックスを開きます。 

2. 表示フィルターの作成方法に関する上記の手順に従ってください。 

選択フィルターにも同じ手順が適用されます。

図面フィルターの作成
一般図の場合、特定のビューだけでなく図面全体に影響を与える図面フィルターを
作成することができます。図面フィルターを使用すると、図面全体でオブジェクト
を選択することができます。

図面全体でオブジェクト レベル設定を作成および適用するときに、図面フィルタ
ーを保存済みのオブジェクト プロパティ ファイルと一緒に使用できます。たとえ
ば、すべての梁を選択するフィルターを作成し、部材のカラーを青に定義するオブ
ジェクト プロパティ ファイルを保存した後、図面内のすべての梁を青に変更する
オブジェクト レベル設定ファイルを作成および適用することができます。

1. 一般図で、[図面] タブに移動し、[プロパティ(P) --> 図面] をクリックします。

2. [フィルター] をクリックします。

3. 新しいフィルターをゼロから作成するには、[新しいフィルター] をクリックし
ます。

4. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

5. [カテゴリー] リストで、オブジェクト カテゴリーを選択します。 

次のオプションを使用できます。

• 部材

• コンポーネント

• ボルト

• 溶接
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• 鉄筋

• 表面

• 製品

• 作図オブジェクト

• テンプレート

• 参照製品

• 参照オブジェクト

• 配置分類構造

• 現場打ちコンクリート

• 打ち継ぎ

• 現場打ちコンクリート ユニット

• タスク

• オブジェクト

6. [プロパティ] リストで、適切なオブジェクト プロパティ (186 ページ)を選択し
ます。 

オプションは、手順 5 で選択したオブジェクト カテゴリーによって異なりま
す。

7. [条件] リストで、適切な条件 (182 ページ) を選択します。

8. [値] リストに値を入力します。 

または、[図面から選択] をクリックして図面から必要なオブジェクトを選択し
て、既存のオブジェクトの現在の値を使用することもできます。複数のオブジ
ェクトの値を使用するには、[図面から複数選択] をクリックし、図面からオブ
ジェクトを選択して、マウスの中ボタンをクリックします。日付値の場合、
[日時の選択...] オプションも使用できます。

値には、プロファイル名 UC310*97 のように、完全な文字列を使用できます。

不完全な文字列をワイルドカード (204 ページ) と一緒に使用することもでき
ます。たとえば、UC* という値を使用すると、プロファイル名が UC* という

文字で始まるすべての部材に一致します。値が空の場合、空のオブジェクト
プロパティに一致します。

複数の値を使用する場合は、空白で各文字列を区切る必要があります (例: 12
5)。値が複数の文字列で構成されている場合は、値全体を引用符で囲むか (例:
"custom panel")、スペースを疑問符で置き換えます (例: custom?panel)。
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9. 手順 4 ~ 8 を繰り返して、フィルター ルールを必要な数だけ作成します。 

複数のフィルター ルールを同時に適用できます。

10. [かつ/また (AND/OR)] オプションと括弧 (182 ページ) を使用して、複数の行ど
のように連動するかを定義します。

11. 有効にするすべてのフィルター ルールの横にあるチェック ボックスをオンに
します。 

チェック ボックスをオンにすると、フィルター ルールが有効になります。次
に例を示します。

デフォルトでは、新しいルールは無効になっています。

12. フィルター タイプを定義します。

a.  をクリックして、他の設定を表示します。

b. チェック ボックスをオンまたはオフにして、どこにフィルターを使用す
るかを定義します。 

たとえば、同じ図面フィルターがモデル表示フィルターとモデル選択フィ
ルターの両方に、またオーガナイザー フィルターとして使用されている
場合があります。

13. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。 

注 • フィルターは大文字と小文字が区別されます。

• フィルター名には、スペースを使用しないでください。

• 命名規則にアンダースコア (_) を使用することをお勧めします。

• フィルターを標準フィルターに続くリストの 初に表示するには、定
義するフィルター名の 初の文字を大文字にしてください。

14. [名前を付けて保存] をクリックしてフィルターを保存します。

15. 終了したら、[キャンセル] をクリックしてフィルター プロパティ ダイアログ
ボックスを閉じます。

図面ビューフィルターの作成
独自のカスタム表示フィルターを作成し、図面ビューで特定のグループのビュー
オブジェクトを選択しやすくすることができます。
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図面ビュー フィルターを使用して、特定のオブジェクト グループの表示設定を変
更したり、図面ビューで非表示にするオブジェクトを選択したりできます。

選択したビュー内でオブジェクト レベル設定を作成および適用するときに、図面
ビュー フィルターを保存済みのオブジェクト プロパティ ファイルと一緒に使用
することもできます。たとえば、ビュー内のすべての柱を選択する表示フィルター
を作成し、部材のカラーを赤に定義するオブジェクト プロパティ ファイルを保存
した後、選択したビュー内のすべての柱を赤に変更するオブジェクト レベル設定
ファイルを作成および適用することができます。

1. 図面を開きます。

2. 図面ビュー枠をダブルクリックします。

3. [フィルター] をクリックします。

4. 新しいフィルターをゼロから作成するには、[新しいフィルター] をクリックし
ます。

5. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

6. [カテゴリー] リストで、オブジェクト カテゴリーを選択します。 

次のオプションを使用できます。

• 部材

• コンポーネント

• ボルト

• 溶接

• 鉄筋

• 表面

• 製品

• 作図オブジェクト

• テンプレート

• 参照製品

• 参照オブジェクト

• 配置分類構造

• 現場打ちコンクリート

• 打ち継ぎ

• 現場打ちコンクリート ユニット

• タスク

• オブジェクト
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7. [プロパティ] リストで、適切なオブジェクト プロパティ (186 ページ)を選択し
ます。 

オプションは、手順 5 で選択したオブジェクト カテゴリーによって異なりま
す。

8. [条件] リストで、適切な条件 (182 ページ) を選択します。

9. [値] リストに値を入力します。 

または、[図面から選択] をクリックして図面から必要なオブジェクトを選択し
て、既存のオブジェクトの現在の値を使用することもできます。複数のオブジ
ェクトの値を使用するには、[図面から複数選択] をクリックし、図面からオブ
ジェクトを選択して、マウスの中ボタンをクリックします。日付値の場合、
[日時の選択...] オプションも使用できます。

値には、プロファイル名 UC310*97 のように、完全な文字列を使用できます。

不完全な文字列をワイルドカード (204 ページ) と一緒に使用することもでき
ます。たとえば、UC* という値を使用すると、プロファイル名が UC* という

文字で始まるすべての部材に一致します。値が空の場合、空のオブジェクト
プロパティに一致します。

複数の値を使用する場合は、空白で各文字列を区切る必要があります (例: 12
5)。値が複数の文字列で構成されている場合は、値全体を引用符で囲むか (例:
"custom panel")、スペースを疑問符で置き換えます (例: custom?panel)。

10. 手順 4 ~ 8 を繰り返して、フィルター ルールを必要な数だけ作成します。 

複数のフィルター ルールを同時に適用できます。

11. [かつ/また (AND/OR)] オプションと括弧 (182 ページ) を使用して、複数の行ど
のように連動するかを定義します。

12. 有効にするすべてのフィルター ルールの横にあるチェック ボックスをオンに
します。 

チェック ボックスをオンにすると、フィルター ルールが有効になります。次
に例を示します。

デフォルトでは、新しいルールは無効になっています。

13. フィルター タイプを定義します。
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a.  をクリックして、他の設定を表示します。

b. チェック ボックスをオンまたはオフにして、どこにフィルターを使用す
るかを定義します。 

たとえば、同じ図面ビュー フィルターがモデル表示フィルターとモデル
選択フィルターの両方に、またオーガナイザー フィルターとして使用さ
れている場合があります。

14. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。 

注 • フィルターは大文字と小文字が区別されます。

• フィルター名には、スペースを使用しないでください。

• 命名規則にアンダースコア (_) を使用することをお勧めします。

• フィルターを標準フィルターに続くリストの 初に表示するには、定
義するフィルター名の 初の文字を大文字にしてください。

15. 終了したら、[キャンセル] をクリックしてフィルター プロパティ ダイアログ
ボックスを閉じます。

図面選択フィルターの作成
独自のカスタム フィルターを作成し、図面でオブジェクトを選択しやすくできま
す。

図面または図面ビューで特定の部材を非表示にする場合、または特定の部材の色や
表示設定を変更する場合は、図面内で選択フィルターを使用できます。

また、部材タイプごとに見た目が異なる部材マークを使用する場合、選択フィルタ
ーを使用して特定の部材を選択した後に、選択した部材の部材マークのみを変更で
きます。

1. 開いている図面で、[選択] ツールバーの  (Ctrl+G) をクリックします。 

[選択フィルターの設定] ダイアログ ボックスが開きます。

2. 図面または図面ビュー フィルターの作成方法に関する上記の手順に従ってく
ださい。 

図面選択フィルターにも同じ手順が適用されます。

3. [適用] または [OK] をクリックすると、フィルターに基づいて部材が選択され
ます。

フィルター テクニック
条件に括弧と [かつ/また (AND/OR)] オプションを使用して、必要に応じて複雑な
フィルターを作成できます。
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条件

条件を使用して、フィルター基準が互いにどのように関連するかを定義します。フ
ィルターを作成すると (174 ページ)、モデルまたは図面に何を表示させる (選択可
能にする) かを定義することになります。したがって、「コンポーネント名が ガセ

ット を含まない」と入力すると、Tekla Structures に対して、名前に「ガセット」と

いう語が含まれないすべてのコンポーネントを表示するよう指定することになり
ます。このように入力すると、Tekla Structures によって、名前に「ガセット」とい
う語が含まれるすべてのコンポーネントが非表示になります。

条件 説明

＝ (Equal) フィルターの値が検索結果と完全に一
致する必要がある場合、この条件を使用
します。 たとえば、「部材名が BEAM と
等しい」といった条件を指定できます。

≠ (等しくない) 入力した値が含まれるオブジェクトを
除外します。 たとえば、「部材プロファ
イルが BL200*20 と等しくない」とい

う条件を指定すると、プロファイルが
BL200*20 のオブジェクトが Tekla
Structures によって表示 (または選択) さ
れなくなります。 他のオブジェクトは
表示 (選択) されます。

次で始まる 入力した値で始まるすべてのオブジェ
クトが検出されます。 たとえば、「コン
ポーネント名が purlin で始まる」とい

った条件を指定できます。

次で始まらない 入力した値で始まるオブジェクトを除
外します。 たとえば、「コンポーネント
名が shear で始まらない」という条件

を指定すると、名前が「shear」という語
で始まるオブジェクトが Tekla Structures
によって表示 (または選択) されなくな
ります。 他のオブジェクトは表示 (選
択) されます。

次で終わる 入力した値で終わるすべてのオブジェ
クトが検出されます。 たとえば、「コン
ポーネント名が plate で終わる」とい

った条件を指定できます。

次で終わらない 入力した値で終わるオブジェクトを除
外します。 たとえば、「コンポーネント
名が angle で終わらない」という条件

を指定すると、名前が「angle」という語
で終わるオブジェクトが Tekla Structures
によって表示 (または選択) されなくな
ります。 他のオブジェクトは表示 (選
択) されます。
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条件 説明

次を含む 入力した値を含むすべてのオブジェク
トが検出されます。 たとえば、「コンポ
ーネント名が plate を含む」という条

件を指定すると、base plate および

shear plate simple が検出されま

す。

次を含まない 入力した値が含まれるオブジェクトを
除外します。 たとえば、「コンポーネン
ト名が gusset を含まない」という条件

を指定すると、名前に「gusset」という
語が含まれるオブジェクトが Tekla
Structures によって表示 (または選択) さ
れなくなります。 他のオブジェクトは
表示 (選択) されます。

> (Greater than) 入力した値より大きいすべてのオブジ
ェクトが検出されます。 たとえば、「テ
ンプレート属性 LENGTH が 5000 より

大きい」といった条件を指定できます。

このプロパティは、部材の開始番号、ク
ラス、フェーズ、LENGTH などの数値デ

ータにのみ使用できます。

≧ (Greater or equal) 入力した値に一致する、または入力した
値より大きいすべてのオブジェクトが
検出されます。

このプロパティは、部材の開始番号、ク
ラス、フェーズ、LENGTH などの数値デ

ータにのみ使用できます。

< (Less than) 入力した値より小さいすべてのオブジ
ェクトが検出されます。

このプロパティは、部材の開始番号、ク
ラス、フェーズ、LENGTH などの数値デ

ータにのみ使用できます。

≦ (Less or equal) 入力した値に一致する、または入力した
値より小さいすべてのオブジェクトが
検出されます。

このプロパティは、部材の開始番号、ク
ラス、フェーズ、LENGTH などの数値デ

ータにのみ使用できます。

次より以降 日付にのみ使用できます。 定義されて
いる日付より後の日付を入力する必要
があります。 たとえば、「オブジェクト
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条件 説明

の承認日が 4/10/2017 より後」といっ

た条件を指定できます。

次と一緒または以降 日付にのみ使用できます。 定義されて
いる日付以降の日付を入力する必要が
あります。

次より以前 日付にのみ使用できます。 定義されて
いる日付より前の日付を入力する必要
があります。 たとえば、「オブジェクト
の承認日が 2/18/2017 より前」といっ

た条件を指定できます。

次と一緒または以前 日付にのみ使用できます。 定義されて
いる日付以前の日付を入力する必要が
あります。

[かつ/また (AND/OR)] オプション

複数の行で構成されるフィルター ルールを作成する場合、[かつ/また (AND/OR)]
オプションを使用します。

オプション 説明

かつ(AND) 両方の値に一致するオブジェクトを検
出する場合に使用します。

[カテゴリー] 設定が異なるオブジェク
ト間でフィルター ルールを作成する場
合は、必要に応じて [かつ(AND)] オプシ
ョンを使用して、ルールの複雑化に伴う
潜在的な問題を回避してください。

または (OR) いずれかの値に一致するオブジェクト
を検出する場合に使用します。

空白 (= かつ (AND)) 空白は、かつ(AND) と同じ意味を持ちま
す。

括弧

一重、二重および三重括弧を使用して、より複雑なフィルター ルールを作成でき
ます。

例 1: 初のフィルター ルールと後の 2 つのルールのいずれかに一致するオブジェ
クトを検出するには、「A かつ (B または C)」という形式を使用します。
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例 2: 初の 2 つのルールの両方または 3 番目のルールに一致するオブジェクトを
検出するには、「(A かつ B) または C」という形式を使用します。

フィルターに使用するオブジェクト プロパティ
新しいフィルターを作成する際には、さまざまなオブジェクト プロパティから選
択できます。以下の表に、オブジェクト カテゴリーに基づくプロパティのリスト
を示します。これらのプロパティの他にも、ほとんどのカテゴリーに、フィルター
に使用可能なユーザー定義情報やテンプレート属性が含まれています。

カテゴリー: オブジェクト

オブジェクト レベル プロパティに基づいてオブジェクトにフィルターをかけるに
は、[オブジェクト] カテゴリを使用します。

プロパティ 説明

GUID グローバル一意識別子 (GUID) に基づい
てオブジェクトにフィルターをかけま
す。たとえば、「オブジェクトの GUID
が ID7554C9EB-C8B4 で始まる」とい

った条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいてオブジェクト
にフィルターをかけます。たとえば、
「オブジェクトのフェーズが 3 と等しく

ない」といった条件を指定できます。

オブジェクトタイプ タイプに基づいてオブジェクトにフィ
ルターをかけます。[値] リストからオ
ブジェクト タイプを選択するか、[モデ
ルから選択...] または [モデルから複数
選択] オプションを使用します。

注意: 作成する各フィルターの [オブジ
ェクトタイプ] プロパティに 1 つのフィ
ルター ルールを含めることをお勧めし
ます。これにより、このタイプのオブジ
ェクトのみを確実に含めることができ
ます。オブジェクト タイプを省略する
と、フィルターの結果は異なります。追
加のフィルター ルールでカテゴリーに
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プロパティ 説明

一致しないオブジェクトが含まれる場
合があります。

次のオブジェクト タイプはリストから
選択できます。

• 製品

• ボルト グループ

• ジョイント

• 部材

• 打ち継ぎ

• 現場打ちコンクリート

• 現場打ちコンクリート ユニット

• 参照オブジェクト

• 鉄筋

• 表面

• 仕上げ材

• 溶接

次のオブジェクト タイプは数値として
表示されるだけになります。

• 1 = 点

• 9 = フィッティング

• 11 = ポリゴン カット

• 12 = ライン カット

• 24 = 補助線

• 30 = 補助平面

• 38 = 追加された材質

• 42 = 補助円

• 48 = 参照モデル

• 70 = 角処理 (面取り)

• 76 = 解析部材

コンポーネント コンポーネントであるかどうかに基づ
いてオブジェクトにフィルターをかけ
ます。オプションは [はい] および [いい
え] です。たとえば、「オブジェクトがコ
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プロパティ 説明

ンポーネントの場合は Yes」といった条

件を指定できます。

一部のオブジェクト タイプは直接表示されず、それらを構成するオブジェクトが
表示される場合にのみ表示されます。たとえば、製品は部材が表示される場合に表
示され、現場打ちコンクリート ユニットは現場打ちコンクリートが表示される場
合に表示されます。そのため、モデルまたは図面の表示フィルターで [製品] また
は [現場打ちコンクリート ユニット] オブジェクト タイプだけを使用しても何も
表示されません。ただし、選択フィルターを使用して、製品や現場打ちコンクリー
ト ユニットなどのオブジェクト タイプを選択することはできます。

カテゴリー: 部材

共通プロパティに基づいて部材 (256 ページ) にフィルターをかけるには、[部材] カ
テゴリーを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいてオブジェクトにフィル
ターをかけます。たとえば、「部材名が
SLAB と等しい」といった条件を指定で

きます。

プロファイル プロファイルに基づいてオブジェクト
にフィルターをかけます。たとえば、
「部材プロファイルが L20*2 と等しく

ない」といった条件を指定できます。

材質 材質に基づいてオブジェクトにフィル
ターをかけます。たとえば、「部材の材
質が C25/30 と等しい」といった条件を

指定できます。

仕上げ 部材表面の処理方法に基づいてオブジ
ェクトにフィルターをかけます。たと
えば、「部材の仕上げが "FP - Fire
proofing" と等しい」といった条件を

指定できます。

頭マーク ナンバリング頭マークに基づいてオブ
ジェクトにフィルターをかけます。た
とえば、「部材の頭マークが P と等しい」

といった条件を指定できます。

開始番号 開始番号に基づいてオブジェクトにフ
ィルターをかけます。たとえば、「部材
の開始番号が 100 より大きい」といっ

た条件を指定できます。

マークシリーズ マーク シリーズ情報に基づいてオブジ
ェクトにフィルターをかけます。たと
えば、「部材のマーク シリーズが TP/1
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プロパティ 説明

と等しい」といった条件を指定できま
す。

マーク区切り文字は、[ ファイル メニュ
ー --> 設定 --> オプション --> ナンバリ
ング ] で定義した内容に基づいて、ドッ
ト (.)、カンマ (,)、スラッシュ (/)、また
はハイフン (-) になります。

マーク 位置番号に基づいてオブジェクトにフ
ィルターをかけます。たとえば、「部材
の位置番号が P/5 と等しくない」とい

った条件を指定できます。

マーク区切り文字は、[ ファイル メニュ
ー --> 設定 --> オプション --> ナンバリ
ング ] で定義した内容に基づいて、ドッ
ト (.)、カンマ (,)、スラッシュ (/)、また
はハイフン (-) になります。

クラス クラス番号に基づいてオブジェクトに
フィルターをかけます。たとえば、「部
材のクラスが 210 と等しい」といった

条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいてオブジェクト
にフィルターをかけます。たとえば、
「部材のフェーズが 1 2 と等しい」とい

った条件を指定できます。

ロット ロット番号に基づいてオブジェクトに
フィルターをかけます。たとえば、「部
材のロットが 1 より大きい」といった条

件を指定できます。

メイン部材 製品またはキャスト ユニットでメイン
部材であるか、副部材であるかに基づい
てオブジェクトにフィルターをかけま
す。[1] = メイン部材、[0] = 副部材。た
とえば、「部材のメイン部材が 1 と等し

い」といった条件を指定できます。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリート フェーズに基づ
いて部材にフィルターをかけます。た
とえば、「現場打ちコンクリート フェー
ズが 0 と等しくない」といった条件を指

定できます。
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カテゴリー: コンポーネント

共通プロパティに基づいてコンポーネント にフィルターをかけるには、[コンポー
ネント] カテゴリを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいてコンポーネントにフィ
ルターをかけます。たとえば、「コンポ
ーネント名が "shear plate
simple" と等しい」といった条件を指

定できます。

ジョイントコード ジョイント コード (テキスト文字列ま
たは数値のいずれか) に基づいてコンポ
ーネントにフィルターをかけます。た
とえば、「コンポーネントのジョイント
コードが 200_2 と等しい」といった条

件を指定できます。

番号 一意の番号に基づいてコンポーネント
にフィルターをかけます。たとえば、
「コンポーネントの番号が 150 より小

さい」といった条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいてコンポーネン
トにフィルターをかけます。たとえば、
「コンポーネントのフェーズが 2 と等し

い」といった条件を指定できます。

概略 タイプに基づいてコンポーネントにフ
ィルターをかけます。コンポーネント
は詳細コンポーネントまたは概略コン
ポーネントのいずれかです。[はい] = 概
略、[いいえ] = 詳細。たとえば、「コンポ
ーネントが概略の場合は Yes」といった

条件を指定できます。

カテゴリー: ボルト

共通プロパティに基づいてボルトにフィルターをかけるには、[ボルト] カテゴリー
を使用します。

プロパティ 説明

サイズ 径に基づいてボルトにフィルターをか
けます。たとえば、「ボルト サイズが
20.00 より小さい」といった条件を指定

できます。

標準 ボルト セットの標準/グレードに基づい
てボルトにフィルターをかけます。た
とえば、「ボルト セット名が 7990 と等

しい」といった条件を指定できます。
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プロパティ 説明

現場/工場 製品タイプに基づいてボルトにフィル
ターをかけます。現場 = 0, 工場 = 1.た
とえば、「ボルトの現場/工場が 1 と等し

い」といった条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいてボルトにフィ
ルターをかけます。たとえば、「ボルト
のフェーズが 3 4 と等しい」といった

条件を指定できます。

長さ 長さに基づいてボルトにフィルターを
かけます。たとえば、「ボルトの長さが
50.00 より大きい」といった条件を指定

できます。

カテゴリー: 溶接

共通プロパティに基づいて溶接 (399 ページ) にフィルターをかけるには、[溶接] プ
ロパティを使用します。

プロパティ 説明

上側 サイズ

下側 サイズ

サイズに基づいて溶接にフィルターを
かけます。たとえば、「上側の溶接サイ
ズが 5.00 と等しい」といった条件を指

定できます。

特別指示 特別指示に基づいて溶接にフィルター
をかけます。特別指示は、[溶接] プロパ
ティでユーザーが定義できます。たと
えば、「溶接の特別指示が 12345 を含

む」といった条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて溶接にフィル
ターをかけます。たとえば、「溶接のフ
ェーズが 3 と等しい」といった条件を指

定できます。

上側タイプ

下側タイプ

溶接タイプ (406 ページ) に基づいて溶
接にフィルターをかけます。[値] リス
トからタイプを選択します。

上側 長さ

下側 長さ

長さの値に基づいて溶接にフィルター
をかけます。たとえば、「溶接の長さが
0.00 より大きい」といった条件を指定

できます。

工場・現場 施工場所に基づいて溶接にフィルター
をかけます。オプションは [現場] およ
び [工場] です。

マーク 一意の位置番号に基づいて溶接にフィ
ルターをかけます。たとえば、「溶接の
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プロパティ 説明

位置番号が 100 より大きい」といった

条件を指定できます。

上側 角度

下側 角度

溶接前処理 (開先またはグルーブ) の角
度に基づいて溶接にフィルターをかけ
ます。たとえば、「裏側の溶接角度が
0.000 より大きい」といった条件を指定

できます。

上側 ポリゴン

下側 ポリゴン

塗りつぶしタイプ仕上げ形状に基づい
て溶接にフィルターをかけます。オプ
ションは [なし]、[フラッシュ]、[凸面]、
および [凹面] です。たとえば、「溶接の
表側のポリゴンが None と等しくない」

といった条件を指定できます。

上側 有効のど厚

下側 有効のど厚

溶接強度計算で使用する溶接サイズに
基づいて溶接にフィルターをかけます。
たとえば、「溶接の表側の有効のど厚が
0.500 と等しい」といった条件を指定で

きます。

上側 仕上げ

下側 仕上げ

処理方法に基づいて溶接にフィルター
をかけます。オプションは、[なし]、[研
磨]、[機械]、[チップ]、[仕上げ溶接]、
および [スムーズ遷移] です。

上側 増加数

下側 増加数

増加数に基づいて溶接にフィルターを
かけます。たとえば、「溶接の表側の増
加数が 0 より大きい」といった条件を指

定できます。

断続タイプ 形状に基づいて溶接にフィルターをか
けます。オプションは、[連続]、[断続配
置]、および [千鳥配置] です。

上側 ピッチ

下側 ピッチ

溶接の間隔の増加に基づいて溶接にフ
ィルターをかけます。

上側 ルート厚

下側 ルート厚

溶接のルート厚 (ルート ギャップの内
側で も幅の狭い部材の高さ) に基づい
て溶接にフィルターをかけます。

上側 ルート ギャップ

下側 ルート ギャップ

検出された溶接の間隔に基づいて溶接
にフィルターをかけます。

上側 サイズの頭マーク

下側 サイズの頭マーク

溶接サイズの頭マークに基づいて溶接
にフィルターをかけます。たとえば、
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プロパティ 説明

「溶接の表側のサイズの頭マークが a と
等しい」といった条件を指定できます。

標準の ISO 2553 の頭マークは、a (理論

のど厚)、s (溶け込みのど厚) および z
(脚長) です。

ユーザー定義の断面 ユーザー定義の断面を含むかどうかに
基づいて溶接にフィルターをかけます。
オプションは [はい] および [いいえ] で
す。

溶接棒種別 溶接棒種別に基づいて溶接にフィルタ
ーをかけます。オプションは (空白)、
[35]、[52]、[50]、[E60XX]、[E70XX]、
[E80XX] および [E90XX] です。

溶接棒強度 溶接棒強度に基づいて溶接にフィルタ
ーをかけます。たとえば、「溶接の溶接
棒強度が 0.000 より大きい」といった

条件を指定できます。

溶接係数 溶接係数に基づいて溶接にフィルター
をかけます。

処理タイプ 溶接処理タイプによって溶接にフィル
ターをかけます。オプションは
[SMAW]、[SAW]、[GMAW]、[FCAW]、
[ESW] および [EGW] です。

NDT 検査 非破壊試験と検査のレベルに基づいて
溶接にフィルターをかけます。オプシ
ョンは [A]、[B]、[C]、[D] および [E] で
す。

全周溶接 1 つの縁端だけを溶接するか、面の全周
を溶接するかに基づいて溶接にフィル
ターをかけます。[いいえ] = 縁端、[は
い] = 全周。

カテゴリー: 鉄筋

共通プロパティに基づいて鉄筋 (505 ページ) にフィルターをかけるには、[鉄筋] カ
テゴリーを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいて鉄筋にフィルターをか
けます。たとえば、「鉄筋名が
"STIRRUP" と等しい」といった条件を

指定できます。

クラス クラス番号に基づいて鉄筋にフィルタ
ーをかけます。たとえば、「鉄筋のクラ
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スが 3 と等しい」といった条件を指定で

きます。

サイズ サイズに基づいて鉄筋にフィルターを
かけます。サイズ プロパティは環境に
よって異なり、文字や特殊文字が含まれ
る場合もあります。たとえば、米国フィ
ート・インチ環境では、「鉄筋のサイズ
が #18 と等しい」といった条件を指定

できます。

直径 径に基づいて鉄筋にフィルターをかけ
ます。径とは、鉄筋の実際の径ではなく
公称径です。たとえば、「鉄筋の径が 12
より小さい」といった条件を指定できま
す。

長さ 全体長さに基づいて鉄筋にフィルター
をかけます。たとえば、「鉄筋の長さが
5000.00 より大きい」といった条件を

指定できます。

材質 材質に基づいて鉄筋にフィルターをか
けます。たとえば、「鉄筋の材質が
Undefined と等しくない」といった条

件を指定できます。

頭マーク ナンバリング頭マークに基づいて鉄筋
にフィルターをかけます。たとえば、
「鉄筋の頭マークが R と等しい」といっ

た条件を指定できます。

開始番号 開始番号に基づいて鉄筋にフィルター
をかけます。たとえば、「鉄筋の開始番
号が 1 より大きい」といった条件を指定

できます。

マークシリーズ マーク シリーズ情報に基づいて鉄筋に
フィルターをかけます。たとえば、「鉄
筋のマーク シリーズが R/1 と等しい」

といった条件を指定できます。

マーク 位置番号に基づいて鉄筋にフィルター
をかけます。たとえば、「鉄筋の位置番
号が R/3 と等しい」といった条件を指

定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて鉄筋にフィル
ターをかけます。たとえば、「鉄筋のフ
ェーズが 2 と等しい」といった条件を指

定できます。
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パターン 曲げ形状 (590 ページ) に基づいて鉄筋
にフィルターをかけます。たとえば、
「鉄筋の形状が 2_1 と等しくない」とい

った条件を指定できます。

レイヤー 鉄筋レイヤー情報に基づいて、鉄筋セッ
トをフィルター処理します。たとえば、
「鉄筋セット レイヤーは B3 と等しくな

ります」 (下側鉄筋の 3 番目のレイヤ
ー)。

カテゴリー: 表面

共通プロパティに基づいて仕上げ材 (438 ページ) にフィルターをかけるには、[サ
ーフェス] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいて表面にフィルターをか
けます。たとえば、「表面の名前が
SURFACE と等しい」といった条件を指

定できます。

タイプ タイプに基づいて表面にフィルターを
かけます。オプションは [型枠] および
[コンクリート塗仕上げ] です。

クラス クラス番号に基づいて表面にフィルタ
ーをかけます。たとえば、「表面のクラ
スが 13 と等しくない」といった条件を

指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて表面にフィル
ターをかけます。たとえば、「表面のフ
ェーズが 3 4 と等しい」といった条件

を指定できます。

カテゴリー: 製品

共通プロパティに基づいて製品 (439 ページ)およびキャスト ユニット (446 ページ)
にフィルターをかけるには、[製品] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいて製品およびキャスト ユ
ニットにフィルターをかけます。たと
えば、「製品名が RAFTER を含まない」

といった条件を指定できます。

GUID グローバル一意識別子 (GUID) に基づい
て製品にフィルターをかけます。たと
えば、「製品 GUID が ID89F414A7-
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ECA6-4B14-99CB-6985B84E64CB と
等しい」といった条件を指定できます。

頭マーク ナンバリング頭マークに基づいて製品
およびキャスト ユニットにフィルター
をかけます。たとえば、「製品の頭マー
クが A と等しい」といった条件を指定で

きます。

開始番号 開始番号に基づいて製品およびキャス
ト ユニットにフィルターをかけます。
たとえば、「製品の開始番号が 1 より大

きい」といった条件を指定できます。

マーク 位置番号に基づいて製品およびキャス
ト ユニットにフィルターをかけます。
たとえば、「製品の位置番号が A/13 と
等しい」といった条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて製品およびキ
ャスト ユニットにフィルターをかけま
す。たとえば、「製品のフェーズが 1 と
等しくない」といった条件を指定できま
す。

製品階層 製品階層 (442 ページ)での位置に基づい
て製品およびキャスト ユニットにフィ
ルターをかけます。値が大きくなると、
製品階層での位置が低くなります。0 が
上位レベルで、1 が 初のサブアセン

ブリ レベルになります。

たとえば、モデルにサブアセンブリが含
まれているかどうかを確認するには、フ
ィルター ルール 「製品階層が 1 以上」

といった条件を指定できます。

製品タイプ タイプに基づいて製品およびキャスト
ユニットにフィルターをかけます。

• 0 = プレキャスト

• 1 = 現場打ち

• 2 = 鋼材

• 3 = 材木

• 6 = その他

製品マークシリーズ マーク シリーズ情報に基づいて製品お
よびキャスト ユニットにフィルターを
かけます。たとえば、「製品マーク シリ
ーズが C/1 と等しい」といった条件を

指定できます。
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カテゴリー: 作図オブジェクト

共通プロパティに基づいて作図オブジェクトにフィルターをかけるには、[作図オ
ブジェクト] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

フェーズ フェーズ番号に基づいて作図オブジェ
クトにフィルターをかけます。たとえ
ば、「作図オブジェクトのフェーズが 1
と等しくない」といった条件を指定でき
ます。

タイプ タイプに基づいて作図オブジェクトに
フィルターをかけます。オプションは、
[ライン]、[円弧]、[円]、[平面]、および
[連続曲線] です。

カテゴリー: 荷重

共通プロパティに基づいて荷重 にフィルターをかけるには、[荷重] カテゴリーを
使用します。

プロパティ 説明

荷重グループ どの荷重グループに属するかに基づい
て荷重にフィルターをかけます。たと
えば、「荷重グループが DefaultGroup
と等しくない」といった条件を指定でき
ます。

荷重タイプ タイプに基づいて荷重にフィルターを
かけます。オプションは、[ライン]、
[点]、[分布]、[等分布]、および [温度] で
す。

風荷重は、フィルターで面荷重として処
理されることに注意してください。風

荷重を選択するには、  [コンポーネ

ントの選択] および  [コンポーネン
トオブジェクトの選択] 選択スイッチを
使用します。

フェーズ フェーズ番号に基づいて荷重にフィル
ターをかけます。たとえば、「荷重のフ
ェーズが 1 と等しくない」といった条件

を指定できます。
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カテゴリー: テンプレート

テンプレート属性 を使用して部材やその他のオブジェクトにフィルターをかける
には、[テンプレート] カテゴリーを使用します。

このカテゴリーを使用すると、リストに含まれていなくても、[プロパティ] ボック
スにテンプレート属性やユーザー定義情報の名前を直接入力できます。高い階層
レベルの属性にアクセスするには、プロパティ名の前に ASSEMBLY.、
CAST_UNIT.、または POUR_UNIT. という頭マークを使用します。ユーザー定義

情報にアクセスするには、USERDEFINED. という頭マークを使用します。

たとえば、ユーザー定義情報 [ユーザー情報 1] を使用して、キャスト ユニットよ
り階層レベルが 1 つ下にあるオブジェクトにフィルターをかけるには、[プロパテ
ィ] ボックスに「CAST_UNIT.USERDEFINED.USER_FIELD_1」と入力します。

場合によっては、他のオブジェクトのプロパティに基づいて、下位の階層レベルか
らオブジェクトにフィルターをかけることができます。これが可能なのは、アクセ
スできる下位のオブジェクトが 1 つしかない場合です。たとえば、各製品またはキ
ャスト ユニットにメイン部材が 1 つしかない場合は、製品またはキャスト ユニッ
ト レベルから MAINPART 頭マークを使用してメイン部材のプロパティにアクセス

できます。同様に、現場打ちコンクリート ユニットに現場打ちコンクリートが 1
つしかない場合は、現場打ちコンクリート ユニット レベルから POUR_OBJECT 頭
マークを使用して現場打ちコンクリートのプロパティにアクセスできます。

たとえば、メイン部材に特定の名前が付けられている製品のオブジェクトにフィル
ターをかけるには、[プロパティ] ボックスに「ASSEMBLY.MAINPART.NAME」と入

力します。

たとえば、特定の現場打ちコンクリート タイプの現場打ちコンクリート ユニット
を親部材とするすべての鉄筋にフィルターをかけるには、[プロパティ] ボックスに
「POUR_UNIT.POUR_OBJECT.POUR_TYPE」と入力します。

カテゴリー: 参照製品

共通プロパティに基づいて参照モデル製品 にフィルターをかけるには、[参照製品]
カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

作成  
GUID グローバル一意識別子 (GUID) に基づい

て参照モデル製品にフィルターをかけ
ます。たとえば、「参照製品 GUID が
IDA51E6BFF-
DAB9-4A56-970C-7486EF17B7B7 と
等しい」といった条件を指定できます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて参照モデル製
品にフィルターをかけます。たとえば、
「参照製品のフェーズが 2 と等しい」と

いった条件を指定できます。
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ロット ロット番号に基づいて参照モデル製品
にフィルターをかけます。たとえば、
「参照製品のロットが 1 より大きい」と

いった条件を指定できます。

説明 説明に基づいて参照モデル製品にフィ
ルターをかけます。説明は、[参照オブ
ジェクト] ダイアログ ボックスでユー
ザーが定義できます。たとえば、「参照
製品の説明が "architect model" を
含む」といった条件を指定できます。

情報テキスト 情報テキストに基づいて参照モデル製
品にフィルターをかけます。情報テキ
ストは、[参照オブジェクト] ダイアログ
ボックスでユーザーが定義できます。
たとえば、「参照製品の情報テキストが
revised を含む」といった条件を指定

できます。

ロック状態 ロックされているかどうかに基づいて
参照モデル製品にフィルターをかけま
す。[0] = ロックされていない、[1] = ロ
ックされている、[2] = 組織。

論理名 論理名に基づいて参照モデル製品にフ
ィルターをかけます。論理名は、[参照
オブジェクト] ダイアログ ボックスで
ユーザーが定義できます。たとえば、
「参照製品の論理名が "MEP heating
system" と等しい」といった条件を指

定できます。

カテゴリー: 参照オブジェクト

共通プロパティに基づいて参照モデル オブジェクト にフィルターをかけるには、
[参照オブジェクト] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

作成  
GUID グローバル一意識別子 (GUID) に基づい

て参照モデル オブジェクトにフィルタ
ーをかけます。

フェーズ フェーズ番号に基づいて参照モデル オ
ブジェクトにフィルターをかけます。
たとえば、「参照オブジェクトのフェー
ズが 1 と等しくない」といった条件を指

定できます。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 199 オブジェクトのフィルター



プロパティ 説明

ロット ロット番号に基づいて参照モデル オブ
ジェクトにフィルターをかけます。た
とえば、「参照オブジェクトのロットが
1 と等しい」といった条件を指定できま

す。

説明 説明に基づいて参照モデル オブジェク
トにフィルターをかけます。説明は、
[参照オブジェクト] ダイアログ ボック
スでユーザーが定義できます。たとえ
ば、「参照オブジェクトの説明が
"architect model" を含む」といっ

た条件を指定できます。

情報テキスト 情報テキストに基づいて参照モデル オ
ブジェクトにフィルターをかけます。
説明は、[参照オブジェクト] ダイアログ
ボックスでユーザーが定義できます。
たとえば、「参照オブジェクトの情報テ
キストが revised を含む」といった条

件を指定できます。

ロック状態 ロックされているかどうかに基づいて
参照モデル オブジェクトにフィルター
をかけます。[0] = ロックされていない、
[1] = ロックされている、[2] = 組織。

論理名 論理名に基づいて参照モデル オブジェ
クトにフィルターをかけます。論理名
は、[参照オブジェクト] ダイアログ ボッ
クスでユーザーが定義できます。たと
えば、「参照オブジェクトの論理名が
"3rd floor" を含む」といった条件を

指定できます。

ヒ
ン
ト

[テンプレート] カテゴリ、および [プロパティ] ボックスで EXTERNAL. 頭マ

ークを使用して、参照モデル オブジェクトの属性にフィルターをかけること
ができます。たとえば、「参照オブジェクト EXTERNAL.Material が A572
と等しい」といった条件を指定できます。

カテゴリー: 配置分類構造

配置カテゴリに基づいてオブジェクトにフィルターをかけるには、[Location
Breakdown Structure (LBS)] カテゴリを使用します。配置カテゴリは、[オーガナイ
ザー] で定義できます。

プロパティ 説明

現場 どの現場カテゴリーに属するかに基づ
いてオブジェクトにフィルターをかけ
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ます。たとえば、「配置分類構造の現場
が "Site 2" と等しい」といった条件

を指定できます。

建物 どの建物カテゴリーに属するかに基づ
いてオブジェクトにフィルターをかけ
ます。たとえば、「配置分類構造の建物
が "Building A" と等しくない」とい

った条件を指定できます。

断面 どの断面カテゴリーに属するかに基づ
いてオブジェクトにフィルターをかけ
ます。たとえば、「配置分類構造の断面
が Ramp と等しい」といった条件を指定

できます。

階 どの階に配置されているかに基づいて
オブジェクトにフィルターをかけます。
たとえば、「配置分類構造の階が
"Floor 4" と等しい」といった条件を

指定できます。

カテゴリー: 現場打ちコンクリート

共通プロパティに基づいて現場打ちコンクリート (458 ページ) にフィルターをか
けるには、[現場打ちコンクリート] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

打設番号 打設番号に基づいて現場打ちコンクリ
ートにフィルターをかけます。たとえ
ば、「打設番号が 5 と等しい」といった

条件を指定できます。

打設タイプ タイプに基づいて現場打ちコンクリー
トにフィルターをかけます。たとえば、
「打設タイプが WALL と等しい」といっ

た条件を指定できます。

コンクリート混合物 コンクリート混合物のプロパティ (骨材
の 大粒度、生コンクリートの可塑性な
ど) に基づいて現場打ちコンクリートに
フィルターをかけます。

材質 材質に基づいて現場打ちコンクリート
にフィルターをかけます。たとえば、
「材質が C35/45 と等しい」といった条

件を指定できます。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリート フェーズに基づ
いて現場打ちコンクリートにフィルタ
ーをかけます。たとえば、「現場打ちコ
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ンクリート フェーズが 0 と等しくな

い」といった条件を指定できます。

カテゴリー: 打ち継ぎ

共通プロパティに基づいて打ち継ぎ (466 ページ) にフィルターをかけるには、[打
ち継ぎ] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

作成

ID 番号 ID 番号に基づいて打ち継ぎにフィルタ
ーをかけます。たとえば、「ID 番号が
25237 と等しい」といった条件を指定で

きます。

フェーズ フェーズに基づいて打ち継ぎにフィル
ターをかけます。たとえば、「打ち継ぎ
フェーズが 2 3 と等しい」といった条

件を指定できます。

打ち継ぎタイプ タイプに基づいて打ち継ぎにフィルタ
ーをかけます。たとえば、"打ち継ぎタ
イプが "Watertight construction
joint" と等しい" といった条件を指定

できます。

カテゴリー: 現場打ちコンクリート ユニット

共通プロパティに基づいて現場打ちコンクリート ユニットにフィルターをかける
には、[現場打ちコンクリート ユニット] カテゴリーを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいて現場打ちコンクリート
ユニットにフィルターをかけます。た
とえば、「現場打ちコンクリート ユニッ
ト名が beam を含む」といった条件を指

定できます。

GUID グローバル一意識別子 (GUID) に基づい
て現場打ちコンクリート ユニットにフ
ィルターをかけます。たとえば、「現場
打ちコンクリート ユニット GUID が
8505 を含む」といった条件を指定でき

ます。
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カテゴリー: タスク

共通プロパティに基づいてスケジュールされたタスク にフィルターをかけるに
は、[タスク] カテゴリを使用します。

プロパティ 説明

名前 名前に基づいてスケジュールされたタ
スクにフィルターをかけます。たとえ
ば、「タスク名が floors を含む」とい

った条件を指定できます。

予定の開始日付 開始予定日に基づいてスケジュールさ
れたタスクにフィルターをかけます。
たとえば、「タスクの開始予定日が
Review date より前」といった条件を

指定できます。

予定の終了日付 開始予定日に基づいてスケジュールさ
れたタスクにフィルターをかけます。
たとえば、「タスクの終了予定日が
10/13/2017 以降」といった条件を指定

できます。

実際の開始日 実際の開始日に基づいてスケジュール
されたタスクにフィルターをかけます。

実際の終了日 実際の終了日に基づいてスケジュール
されたタスクにフィルターをかけます。

完成割合 完成割合に基づいてスケジュールされ
たタスクにフィルターをかけます。値
は割合を示します。たとえば、「タスク
の完成割合が 75」といった条件を指定

できます。

クリティカル クリティカルであるかどうかに基づい
てスケジュールされたタスクにフィル
ターをかけます。タスクは、外部のソフ
トウェアからインポートされている場
合にのみ、クリティカルであると見なさ
れます。[1] = クリティカル、[0] = クリ
ティカルでない。

このプロパティは [タスク管理] に表示
されないことに注意してください。

ローカル [タスク管理] で作成されたか、外部のソ
フトウェアからインポートされたかに
基づいて、スケジュールされたタスクに
フィルターをかけます。[1] = [タスク管
理] で作成、[0] = インポート。

建設業者 建設業者に基づいてスケジュールされ
たタスクにフィルターをかけます。た
とえば、「タスクの建設業者が
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プロパティ 説明

"Contractor A" と等しい」といった

条件を指定できます。

シナリオ 属するシナリオに基づいてスケジュー
ルされたタスクにフィルターをかけま
す。たとえば、「タスクのシナリオが
"Scenario 1" と等しい」といった条

件を指定できます。

タスクのタイプ タイプに基づいてスケジュールされた
タスクにフィルターをかけます。たと
えば、「タスクのタイプが "A - Floor
tiling" と等しくない」といった条件

を指定できます。

フィルターに使用するテンプレート属性
テンプレート属性をフィルタリングする場合は、米国フィート・インチ環境を使用
する場合でも、次の単位を使用します。

• mm (長さ)

• mm2 (面積)

• kg (重量)

• 度 (角度)

ヒン
ト

特定のテンプレート属性に Tekla Structures がどの単位を使用するかを確認するに
は、フィルター ダイアログ ボックスで [値] リストの [モデルから選択...] オプショ
ンを使用します。

参照項目

新しいフィルターの作成 (174 ページ)

ワイルドカード
ワイルドカードは、1 つ以上の文字を表す 1 つの記号です。ワイルドカードを使用
することで、フィルターなどで文字列を短くすることができます。

ワイルドカード 説明 例

*（アスタリスク）任意の数の文字 HE*は、プロファイル名が"HE"で始まるすべ

ての部材に対応します。

このワイルドカードは、次のように単語の前
の部分にも使用することができます。 
*BRAC*.
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ワイルドカード 説明 例

?（疑問符） 任意の 1 文字 HE?400 は、HEA400、HEB400、HEC400 な
どのプロファイル名を持つ部材に対応しま
す。

[ ]（角括弧） 括弧内に指定した、いず
れかの文字

L[78]X4X1/2 は、L7X4X1/2 および

L8X4X1/2 というプロファイル名を持つ部材
に対応します。

注 * および ? は Tekla Structures のオブジェクト名にも使用することができます。 フィル
タリングするオブジェクト名に、* または ? が含まれる場合は、その文字 (*、?) を角
括弧で囲みます。 たとえば、プロファイル P100*10 を検索するには、フィルター フィ
ールドに P100[*]10 と入力します。

参照項目

オブジェクトのフィルター (170 ページ)

フィルターの例
以下に、作成可能なフィルターの例をいくつか示します。 表示フィルター、選択
フィルターおよび図面フィルターで、同じフィルターテクニックを使用できます。

名前に基づいて部材にフィルターをかける
特定の名前を持つ部材のみを表示するフィルターを作成します。

1. 新しい表示フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. [行の追加] をクリックして 3 つのフィルター ルールを追加します。

3. 初のフィルター ルールで、オブジェクト タイプが部材である必要があると
指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[部材] を選択します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

4. 2 番目と 3 番目のフィルター ルールで、部材名が BEAM または COLUMN で
ある必要があると指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[部材] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[名前] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] ボックスに、BEAM および COLUMN という部材名を入力します。
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e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[または (OR)] を選択します。

5. 2 番目と 3 番目のフィルター ルールを括弧で囲みます。 フィルターは BEAM
または COLUMN という名前の部材を探します。

6. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

7. [名前を付けて保存] をクリックします。 

メイン部材にフィルターをかける
メイン部材のみを選択するフィルターを作成します。

1. 新しい選択フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. [行の追加] を 2 回クリックして、フィルター ルールを 2 つ追加します。

3. 初のフィルター ルールで、オブジェクト タイプが部材である必要があると
指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[部材] を選択します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

4. 2 番目のフィルター ルールで、メイン部材のみを含むように指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[部材] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[メイン部材] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] ボックスに、1 を入力します。 

この場合、1 はメイン部材を意味し、0 は副部材を意味します。

5. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

6. [名前を付けて保存] をクリックします。 
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サイズに基づいてボルトにフィルターをかける
特定のサイズのボルトだけを表示するフィルターを作成します。

1. 新しい表示フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. [行の追加] を 2 回クリックして、フィルター ルールを 2 つ追加します。

3. 初のフィルター ルールで、オブジェクト タイプがボルトである必要がある
と指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[ボルトグループ] を選択します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

4. 2 番目のフィルター ルールで、ボルト サイズが 12.00 または 16.00 である必要
があると指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[ボルト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[サイズ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] ボックスに、12.00 および 16.00 というボルト サイズを入力しま

す。 

各文字列を空白で区切ります。

5. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

6. [名前を付けて保存] をクリックします。 

製品タイプに基づいて部材にフィルターをかける
製品タイプに基づくフィルターを作成します。 たとえば、現場打ちおよびプレキ
ャスト柱のみを表示するフィルターを作成できます。 鉄骨柱やその他の柱または
部材が非表示になります。 同じフィルター テクニックを鋼材、コンクリート、材
木およびその他の部材に使用できます。

1. 新しいフィルターを作成します。 (174 ページ)

2. [行の追加] を 4 回クリックして 4 つのフィルター ルールを追加します。

3. 初のフィルター ルールで、オブジェクト タイプが部材である必要があると
指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。
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b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[部材] を選択します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

4. 2 番目のフィルター ルールで、部材名が COLUMN である必要があると指定し
ます。

a. [カテゴリー] リストで、[部材] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[名前] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] ボックスに、COLUMN という部材名を入力します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

5. 1 番目と 2 番目のフィルター ルールを括弧で囲みます。

6. 3 番目と 4 番目のフィルター ルールで、製品タイプがプレキャストまたは現場
打ちである必要があると指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[製品] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[製品タイプ] を選択します。

c. [値] ボックスに、0 および 1 という製品タイプを入力します。 

値 製品タイプ

0 プレキャスト

1 現場打ち

2 鋼材

3 木材

6 その他

d. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[または (OR)] を選択します。

7. 3 番目と 4 番目のフィルター ルールを括弧で囲みます。 フィルターは
COLUMN という名前のコンクリート部材を探します。

8. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

9. [名前を付けて保存] をクリックします。 
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サブアセンブリのフィルター
サブアセンブリに属する部材のみを選択するフィルターを作成します。

1. 選択フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

3. [カテゴリー] リストで、[テンプレート] を選択します。

4. [プロパティ] リストで、[ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL] を選択します。

5. [条件] リストで、[≠ (等しくない)] を選択します。

6. [値] ボックスに、0 を入力します。 

この場合、0 は部材がサブアセンブリに属さないことを意味し、1 は部材がサ

ブアセンブリに属することを意味します。フィルターは値が 0 ではない部材

のみを表示します。

7. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

8. [名前を付けて保存] をクリックします。 

参照モデル オブジェクトにフィルターをかける
参照モデルオブジェクトプロパティに基づいてフィルターを作成します。

1. 空の表示フィルターまたは選択フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

3. [カテゴリー] リストで、[テンプレート] を選択します。

4. [プロパティ] リストで、必要なテンプレート属性を選択するか、または独自の
テンプレート属性を入力 (186 ページ) します。 

ヒ
ン
ト

参照モデルで使用される属性名を検索するには、参照モデル オブジェ
クトを選択し、[情報] コマンドの 1 つを右クリックして選択します。
[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスでプロパティ名を見つ
けてコピーします。

5. テンプレート属性名の前に頭マーク EXTERNAL. を追加します。

6. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

7. [値] ボックスで、必要な値を入力するか、[モデルから選択...] をクリックして
モデル内のオブジェクトを選択します。

8. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

9. [名前を付けて保存] をクリックします。 
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コンポーネント内の部材にフィルターをかける
1 つのコンポーネントに含まれるすべての部材を選択するフィルターを作成しま
す。

1. 空の選択フィルターを作成します。 (174 ページ)

2. [行の追加] を 2 回クリックして、フィルター ルールを 2 つ追加します。

3. 初のフィルター ルールで、オブジェクト タイプがコンポーネントである必
要があると指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[コンポーネント] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[はい] を選択します。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

4. 2 番目のフィルター ルールで、オブジェクト タイプが部材である必要がある
と指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[部材] を選択します。

5. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

6. [名前を付けて保存] をクリックします。 

現場打ちコンクリート タイプに基づいて現場打ちコンクリート ユニットの
鉄筋にフィルターをかける
特定のタイプの現場打ちコンクリートが含まれる現場打ちコンクリート ユニット
に属する鉄筋のみをすべて表示するフィルターを作成します。

1. XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT が TRUE に設定されていることを確認

します。

2. 現場打ちコンクリート ユニットを計算します。 (461 ページ)
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3. 新しい表示フィルターを作成します。 (174 ページ)

4. [行の追加] を 2 回クリックして、フィルター ルールを 2 つ追加します。

5. 初のフィルター ルールで、現場打ちコンクリート タイプを定義します。

a. [カテゴリー] リストで、[テンプレート] を選択します。

b. [プロパティ] ボックスに、POUR_UNIT.POUR_OBJECT.POUR_TYPE を入

力します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] ボックスに MyType などの現場打ちコンクリート タイプを入力する

か、[モデルから選択...] をクリックしてモデル内でオブジェクトを選択し
ます。

e. [かつ/また (AND/OR)] リストで、[かつ(AND)] を選択します。

6. 2 番目のフィルター ルールで、オブジェクト タイプが鉄筋である必要がある
と指定します。

a. [カテゴリー] リストで、[オブジェクト] を選択します。

b. [プロパティ] リストで、[オブジェクトタイプ] を選択します。

c. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

d. [値] リストで、[鉄筋] を選択します。

7. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

8. [名前を付けて保存] をクリックします。 

現場打ちコンクリート ユニットのすべての内容にフィルターをかける
特定の名前を持つ現場打ちコンクリート ユニットのすべての内容を選択するフィ
ルターを作成します。

1. XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT が TRUE に設定されていることを確認

します。

2. 現場打ちコンクリート ユニットを計算します。 (461 ページ)

3. 選択フィルターを作成します。 (174 ページ)

4. 新しいフィルター ルールを追加するには、[行の追加] をクリックします。

5. [カテゴリー] リストで、[現場打ちコンクリート ユニット] を選択します。

6. [プロパティ] リストで、[名前] を選択します。

7. [条件] リストで、[＝ (Equal)] を選択します。

8. [値] ボックスに、MyName などの現場打ちコンクリート ユニット名を入力しま

す。
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9. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

10. [名前を付けて保存] をクリックします。 

フィルターのコピーおよび削除
必要なモデル フォルダーの下の attributes フォルダーにフィルター ファイル

を手動でコピーすることで、別のモデルにカスタム フィルターをコピーできます。
同じフォルダーから不要なフィルターを手動で削除することもできます。 フィル
ターをすべてのモデルで使用できるようにする場合、会社のプロジェクト フォル
ダーまたは企業フォルダーにファイルをコピーします。

別のモデルにフィルターをコピーする

1. コピーするフィルターを選択します。 

作成したフィルターは、現在のモデル フォルダーの下にある attributes フ
ォルダーに置かれます。 ファイル名拡張子に基づいて異なるフィルター タイ
プを認識できます。

ファイル名拡張子 フィルター タイプ

.VObjGrp モデル表示フィルター

.SObjGrp モデル選択フィルター

.PObjGrp オブジェクト グループ フィルター

.vf 図面ビュー フィルター

.vnf 図面ビュー レベルの隣接部材フィルタ
ー

.wdf 単品図のフィルター

.wdnf 単品図の隣接部材フィルター

.adf 製品図のフィルター

.adnf 製品図の隣接部材フィルター

.cuf キャスト ユニット図のフィルター

.cunf キャスト ユニット図の隣接部材フィル
ター

.gdf 一般図のフィルター

.gdnf 一般図の隣接部材フィルター

.dsf 図面選択フィルター
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2. フィルターを別のモデルで使用できるようにするには、そのファイルを目的の
モデル フォルダーの attributes フォルダーにコピーします。

3. フィルターをすべてのモデルで使用できるようにするには、会社の プロジェ
クト フォルダーまたは企業フォルダーにファイルをコピーします。

4. Tekla Structures を再起動します。

フィルターを削除する

1. モデルの attributes フォルダーからフィルター ファイルを削除します。

2. Tekla Structures を再起動します。

モデルからの値の選択
オブジェクトのプロパティや日付をモデルから直接選択できます。 これは、表示
フィルター、選択フィルター、およびオブジェクトグループを作成する場合に便利
です。

開始する前に、空のビューまたは選択フィルター、あるいはオブジェクトグループ
を作成します。

1. 空のビュー フィルターまたは選択フィルター (174 ページ) を作成するか、オ
ブジェクト グループ (653 ページ) を作成します。

2. [行の追加] をクリックします。

3. [カテゴリー] および [プロパティ] の各リストからオプションを選択します。

4. [値] リストで、いずれかのオプションを選択します。 

使用できるオプションは、[プロパティ] リストでの選択内容によって異なりま
す。 モデルから日付を選択できるのは、プロパティが日付の場合に限られま
す。

a. オブジェクト プロパティを選択するには、[モデルから選択...] をクリック
し、オブジェクトを選択します。

b. 日付を選択するには、[日時の選択...] をクリックして、[日付選択] ダイア
ログ ボックスを開き、オプションのいずれかを選択します。 

カレンダーから日付を選択することも、レビュー日を選択することもでき
ます。また、レビュー日の前後の日数を指定することもできます。レビュ
ー日は、[進捗状況の表示] ダイアログ ボックスの [レビュー日] と同じで
す。

1.8 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマイズ
必要に応じて、基本的なユーザー インターフェイス要素をカスタマイズできます。
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以下のユーザー インターフェイス要素をカスタマイズできます。

• リボン

• プロパティ パネル

• キーボード ショートカット

• ツールバー

• コンテキスト ツールバー

カスタマイズは社内の他のユーザーに配布できます。

リボンのカスタマイズ
必要に応じて、[リボン エディタ ] を使用してリボンをカスタマイズできます。た
とえば、ボタンのサイズや形状を変更できます。簡単にアクセスするために、ユー
ザー定義コマンドを作成して、リボンにお気に入りのコンポーネントや拡張機能を
指定できます。

リボン エディタ を開くには、[ ファイル メニュー --> 設定 --> ユーザー設定 --> リ
ボン] をクリックします。

[リボン エディタ] で、次の操作ができます。

• 新しいボタンをリボンに追加する

• リボンの既存のボタンを移動する

• リボンのボタンのサイズを変更する
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• ボタンのアイコンとテキストを変更する

• 不要なボタンを削除する

• 新しいコマンドを作成し、それらのコマンドのボタンを追加する

• リボンに区切りバーを追加する

• 新しいタブを追加する

注 モデリング リボンをカスタマイズする場合は、モデリング モードの [リボン
エディタ ] を開きます。

図面リボンをカスタマイズする場合は、図面モードの [リボン エディタ ] を開
きます。

現在のライセンスで使用できるリボンのみをカスタマイズできます。

カスタマイズしたリボンは ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons フォルダーに保存されます。

フォルダーが見つからない場合は、コンピューターで隠しファイルおよびフォルダ
ー を表示できることを確認します。

社内の管理者は、カスタム プロパティ パネル レイアウトと同じように、組織全体
にカスタム リボンまたはカスタム タブを配布する ことができます。

リボンへのボタンの追加
ボタンを追加するには、ボタン タイプとボタンの表示設定を選択し、コマンドを
リボンまたはクイックアクセスツールバーにドラッグします。

目的 操作

単一のコマンド用のボタンを追
加する

1. [リボン アイテムの追加 ] リストで、[単純
ボタン] を選択します。

2. [コマンド ] リストで、リボンに追加するコ
マンドを選択します。

コンポーネント、マクロ、拡張機能も追加
できます。リストを参照するか、[検索] ボ
ックスを使用してコンテンツにフィルタ
ーをかけます。たとえば、[溶接金網の作
成] コマンドや他の金網に関連するコンポ
ーネントを見つけるには、「金網」と入力

します。
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目的 操作

3. [表示設定 ] リストで以下を行います。

• ボタンにアイコンを表示するかどうか
を選択します。アイコンのサイズの選
択、伸縮可能アイコンを使用する場合
はその選択、アイコン イメージの参照
などを行います。

• ボタンにテキストを表示するかどうか
を選択します。

4. プレビュー[] でボタンの表示を確認しま
す。必要に応じて、ボタンの表示設定を変
更します。
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目的 操作

5. ボタンをリボンにドラッグします。

青色はボタンが挿入される場所を示しま
す。

特定のコマンドのオンとオフを
切り替えるトッグル ボタンを追
加する

これを使用して、たとえば、[ ファイル メニュ
ー --> 設定 --> スイッチ] からリボンに任意の
スイッチを追加します。単一のスナップ スイ
ッチや選択スイッチをリボンに追加すること
もできます。

1. [リボン アイテムの追加 ] リストで、[ボタ
ンのチェック] を選択します。

2. [コマンド ] リストで、オンとオフを切り替
えることができるコマンドを選択します。

オンとオフを切り替えることができるコ
マンドの横にはチェック ボックスがあり
ます。

3. [表示設定 ] リストで以下を行います。

• ボタンにアイコンを表示するかどうか
を選択します。アイコンのサイズの選
択、伸縮可能アイコンを使用する場合
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目的 操作

はその選択、アイコン イメージの参照
などを行います。

• ボタンにテキストを表示するかどうか
を選択します。

4. プレビュー [] でボタンの表示を確認しま
す。必要に応じて、ボタンの表示設定を変
更します。

5. ボタンをリボンにドラッグします。

青色はボタンが挿入される場所を示しま
す。

ボタンの下にコマンドのグルー
プがあるドロップダウン ボタン
を追加する

1. [リボン アイテムの追加 ] リストで、[ドロ
ップ ダウン ボタン] を選択します。

2. [表示設定 ] リストで以下を行います。

• ボタンにアイコンを表示するかどうか
を選択します。アイコン イメージを参
照します。

• ボタンにテキストを表示するかどうか
を選択します。

3. プレビュー [] でボタンの表示を確認しま
す。必要に応じて、ボタンの表示設定を変
更します。

4. ボタンをリボンにドラッグします。

このボタンは、単一のコマンドに使用でき
る空のプレースホルダーです。ドロップ
ダウン ボタンの機能を有効にするには、コ
マンドを追加する必要があります。

a. [リボン アイテムの追加 ] リストで、
[単純ボタン] を選択します。

b. [コマンド ] リストで、ドロップダウン
リストに追加するコマンドを選択し
ます。

c. [表示設定 ] リストで、ボタンの表示を
設定します。
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目的 操作

d. ボタンをドロップダウン リストにド
ラッグします。

青色はボタンが挿入される場所を示
します。下矢印にマウス ポインター
を配置すると、リストが開いて、コマ
ンドをリストにドラッグできます。
矢印を再度クリックするまで、リスト
は開かれたままになります。

e. ドロップダウン ボタンに必要な数だ
けコマンドを追加します。

単一のコマンド用のボタンと、下
にコマンドのグループがあるド
ロップダウン ボタンを追加する

1. [リボン アイテムの追加 ] リストで、[分割
ボタン] を選択します。

2. [コマンド ] リストで、分割ボタン全体のメ
イン ボタンとしてリボンに追加するコマ
ンドを選択します。

3. [表示設定 ] リストで以下を行います。

• ボタンにアイコンを表示するかどうか
を選択します。アイコンのサイズの選
択、伸縮可能アイコンを使用する場合
はその選択、アイコン イメージの参照
などを行います。

• ボタンにテキストを表示するかどうか
を選択します。

4. プレビュー [] でボタンの表示を確認しま
す。必要に応じて、ボタンの表示設定を変
更します。

5. ボタンをリボンにドラッグします。

これで、ボタンに単一のコマンドが追加さ
れました。ドロップダウン リストにコマ
ンドを追加する必要があります。

a. [リボン アイテムの追加 ] リストで、
[単純ボタン] を選択します。
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目的 操作

b. コマンド ] リストで、ドロップダウン
リストに追加するコマンドを選択し
ます。

c. 表示設定 ] リストで、ボタンの表示を
設定します。

d. ボタンをドロップダウン リストにド
ラッグします。

青色はボタンが挿入される場所を示
します。下矢印にマウス ポインター
を配置すると、リストが開いて、コマ
ンドをリストにドラッグできます。
矢印を再度クリックするまで、リスト
は開かれたままになります。

e. ドロップダウン ボタンに必要な数だ
けコマンドを追加します。

また、コマンドをリボンの上にあるクイックアクセスツールバーにドラッグするこ
ともできますし、リボンの左側にある固定されたコンテナにドラッグすることもで
きます。
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ボタンの移動
リボンにあるボタンを再配置できます。下にあるドロップダウン ボタン同士を入
れ替えることはできないことに注意してください。

1. 移動するボタンを選択します。 

ボタンがハイライトされます。

2. ボタンを新しい位置にドラッグします。 

青色はボタンが挿入される場所を示します。たとえば次のようになります。

ボタンのサイズ変更
既存のボタンのサイズを変更できます。

1. サイズを変更するボタンを選択します。 

2. ボタンの辺または角にマウス ポインターを移動し、白い矢印記号を表示しま
す。 

3. 矢印をドラッグして、新しいサイズを指定します。 
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ボタンのサイズがそれに応じて変更されます。他のボタンは、必要に応じてリ
ボンの前方に自動的に移動します。

4. ボタンをダブルクリックして展開します。 

ボタンが、ボタンの周囲にある空白部分を完全に埋めます。

ボタンの表示設定の変更
ボタンの表示設定を変更できます。

1. 変更するボタンを選択します。 

• 新しいボタンを追加する場合: [ コマンド ] リストでコマンドを選択しま
す。

ボタンの現在のプロパティが [表示設定 ] リストに表示されます。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 222 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマ
イズ



• ボタンがリボンに既に存在する場合: リボン上でボタンを選択して右クリ
ックします。

2. アイコンを変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。

a. なし:ボタンでアイコンを使用しません。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 223 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマ
イズ



b. コマンド: 大きいアイコン: デフォルトの大きいアイコン (32x32) を使用
します。

c. コマンド: 小さいアイコン: デフォルトの小さいアイコン (16x16) を使用
します。

d. コマンド: 伸縮可能アイコン:伸縮可能なベクター形式のアイコンを使用
します。

e. ギャラリー (ビットマップ):Tekla Structures アイコン ギャラリーから大き
いまたは小さいビットマップ アイコンを選択します。

f. ギャラリー (拡張可能):Tekla Structures アイコン ギャラリーから伸縮可能
アイコンを選択します。

g. カスタム: 適切なイメージ ファイルを選択し、カスタム アイコンを定義し
ます。 推奨サイズは、大きいボタンでは 32x32 ピクセルで、小さいボタ
ンでは 16x16 ピクセルです。 カスタム イメージが適切なサイズで表示さ
れない場合は、イメージ ファイル解像度の DPI 設定を確認してください。
推奨 DPI は 96 です。

3. 名前を変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

• なし:ボタンで名前を使用しません。

• コマンド: フル テキスト:名前のデフォルトの完全バージョンを使用しま
す。

• コマンド: 短いテキスト:名前のデフォルトの短いバージョンを使用しま
す。

• カスタム:ボタンのカスタム名を入力します。

コマンド エディタを使用したユーザー定義コマンドの作成
ユーザー定義コマンドを作成して、ファイルまたは URL にリンクすることができ
ます。コマンド エディタを使用して、ユーザー定義コマンドを作成します。

1. [ ファイル メニュー --> 設定 --> ユーザー設定 --> ユーザー定義コマンド ] の
順にクリックして、コマンド エディタを開きます。

2. [新規] をクリックします。

3. コマンドの一意な ID を入力し、[OK] をクリックします。 

たとえば、Tekla Discussion Forum へのリンクを作成します。コマンドの ID
として OpenTeklaDiscussionForum を入力します。

他のプロパティを含む新しい列が表示されます。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 224 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマ
イズ



4. [フル ネーム] および [短縮名] ダイアログ ボックスに、コマンドの名前を入力
します。 

この名前は Tekla Structures ユーザー インターフェイスに表示されます。2 つ
の別名として、フル ネームと短いバージョンを定義できます。たとえば、コ
マンドのフル ネームとして、Tekla Discussion Forum を入力し、短いバ

ージョンとしてフォーラムを入力します。

5. [大きいアイコン]、[小さいアイコン]、および [伸縮可能アイコン] 設定で、コ
マンドのアイコンを選択します。 

3 つの代用アイコンとして、大きいアイコンと小さいアイコン、または伸縮可
能なベクター形式のアイコンを定義できます。

独自のアイコンを使用するか、Tekla Structures アイコン ギャラリーから適切な
アイコンを選択できます。

6. [ツールティップ] ボックスに、コマンドのツールティップを入力します。 

たとえば、「Tekla discussion forum に移動」と入力します。

7. [実行] ボックスで、ファイルまたは URL を指定します。 

たとえば、次のように入力します: https://forum.tekla.com。
8. [使用可能状況] で、コマンドが使用可能になるモードを選択します。

9. [上書き保存] をクリックして新しいコマンドを保存します。

10. リボン エディタに移動します。
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11. ボタン タイプを選択します。

12. [コマンド] リストで、作成した新しいコマンドを検索します。

13. 必要に応じて、[表示設定] リストで、ボタンの表示設定を変更します。

14. 新しいボタンをリボンにドラッグします。 

15. ユーザー定義コマンドを変更するには、リボン上でコマンドを右クリックし、
他のコマンドの場合と同様にコマンド プロパティを編集します。

区切りバーの追加
垂直および水平の区切りバーを追加すると、リボン上のボタンを小さいグループに
分けることができます。

1. [リボン アイテムの追加] リストで、[区切り文字] を選択します。

2. [表示設定] リストで、水平バーを追加するか垂直バーを追加するかを選択し、
バーの太さを選択します。 

[プレビュー] で区切りバーの表示を確認します。

3. プレビュー アイテムをリボンにドラッグします。

4. バーの方向または線の太さを変更するには、タブ上のバーを右クリックし、
[配置] または [厚さ] を選択します。

5. バーを削除するには、リボン上のバーを選択し、キーボードで Delete キーを
押します。 

または、リボン上のバーを右クリックして、[削除] を選択します。

ボタンの削除

1. リボン上のボタンを選択します。

2. キーボードで Delete キーを押します。 

または、リボン上のボタンを右クリックして、[削除] を選択します。

タブの追加、非表示、および編集
リボン タブの追加、移動、リボン タブの名前の変更、リボン タブの配置方法の選
択を行うことができます。現在のプロジェクトに必要ない場合、一部のタブを非表
示にできます。 たとえば、鉄骨部材のみをモデリングする場合、一時的に [コンク
リート] タブを非表示にできます。
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目的 操作

新しいタブを追加する 1. [リボン アイテムの追加 ] リストで、[タブ] を選
択します。

2. [テキスト] ボックスに、タブの名前を入力しま
す。

3. [タブの追加] をクリックして、リボンに追加し
ます。

リボンのタブの順序を変更
する

タブ タイトルをドラッグ アンド ドロップします。

タブの整列方法を選択する リボン領域を右クリックし、いずれかの [ナビゲー
ション モード] オプションを選択します。

• スクロールを表示:タブを切り替えたときのリボ
ンの移動が 小限に抑えられます。

• 左に整列:リボンの左側からアイコンが開始しま
す。

• タブに整列:現在のタブの左側からアイコンが開
始します。

現在のプロジェクトに必要
ないタブを非表示にする

1. タブ タイトルの上にマウス ポインターを置き
ます。

タブ タイトルの横に小さな目のシンボルが表
示されます。

2. 目のシンボル  をクリックします。

目のシンボルが変化し、タブ タイトルが灰色に
なります。

[表示] タブがリボンに表示されなくなります。リボ
ンをスライドさせると、非表示のタブが次のように
表示されます。

非表示のタブを再表示するには、目のシンボルを再
度クリックします。

タブの名前を変更する タブを右クリックし、[名前の変更] を選択します。
タブの新しい名前を入力します。
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目的 操作

タブの削除 タブを選択し、Delete キーを押します。

または、タブを右クリックし、[削除] を選択します。

リボンの保存
変更に問題がないことを確認したら、カスタマイズしたリボンを保存します。

1. リボン エディタで、 [上書き保存] ボタンをクリックします。

2. Tekla Structures に戻り、新しいリボンを読み込むかどうかをプログラムに尋ね
られたら、[はい]をクリックします。 変更内容に合わせてリボンが更新されま
す。

変更の確認
元のリボンと変更後のリボンを比較できます。 別のタブに何を追加または削除し
たか、何を移動したかを確認できます。

1. カスタマイズしたリボンをまだ保存していない場合は保存します。

2. [比較] ボタンをクリックします。

3. [ リボンを比較 ] ダイアログ ボックスで、変更内容を確認します。 

例:

• 存在しません: これらのコマンドを削除しました。

• 移動済み: これらのコマンドを新しい場所に移動しました。

• カスタマイズした追加: これらのコマンドを追加しました。
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注 元のリボンは、現在の構成で Tekla Structures をインストールするときに
付属していたリボン ファイルを意味します。

4. 削除したコマンドを元に戻す場合は、[リボンを比較] ダイアログ ボックスか
らそのコマンドをリボンにドラッグします。

5. 完了したら、[閉じる] をクリックします。

リボンのバックアップと復元
デフォルトの Tekla Structures リボンをいつでも復元できます。 デフォルト設定を
復元すると、カスタマイズした内容が完全に削除されるため、復元する前に、カス
タマイズしたリボンのバックアップコピーを必ず保存します。 バックアップファ
イルを使用すると、カスタマイズしたリボンを再び使用したり、リボン設定を他の
コンピューターにコピーしたり、カスタマイズしたリボンを共同で作業しているメ
ンバーと共有したりできます。

1. カスタマイズしたリボンのバックアップ コピーを保存するには、次のように
します。

a. リボン エディタで、 [上書き保存] ボタンをクリックします。

b. ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UI\Ribbons フォルダーに移動します。

c. 目的のリボン ファイルのコピーを作成し、別のフォルダーに保存します。

リボンには、Tekla Structures 構成に従って名前が付けられます。 たとえ
ば、完全構成では、モデリング リボン ファイルの名前は
albl_up_Full--main_menu.xml です。

2. [復元] ボタンをクリックして、 Tekla Structures のデフォルトのモデリング リ
ボンまたは図面リボンを復元します。

3. カスタマイズしたリボンを再び使用するには、次のようにします。

a. バックアップ ファイルを、..\Users\<user>\AppData\Local
\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons フォルダ

ーにコピーします。

b. Tekla Structures に戻り、新しいリボンを読み込むかどうかをプログラムに
尋ねられたら、[はい] をクリックします。 

変更内容に合わせてリボンが更新されます。

プロパティ パネル レイアウトのカスタマイズ
Tekla Structures は、プロパティ パネルにモデル オブジェクト プロパティを表示し
ます。プロパティ パネルをニーズに合わせてカスタマイズするには、[プロパティ
パネル エディタ ] を使用します。各オブジェクト タイプについてプロパティ パネ
ルに表示するプロパティを別々に選択できます。プロパティ パネルで設定を表
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示、非表示、および整理したり、プロパティ パネルに も必要なユーザー定義情
報 (UDA) を直接追加したりできます。

[プロパティ パネル エディタ] を開くには、[ ファイルメニュー --> 設定 --> ユーザ
ー設定 --> プロパティ パネル ] をクリックします。

[プロパティ パネル エディタ] で、次の操作ができます。

• プロパティを適切な順序または適切なグループに整理する

• 使用していない不要なプロパティを削除する

• 関連するプロパティをまとめた独自のグループを作成する (ユーザー定義情報
(UDA) を含む)

• 既存のグループにプロパティ (ユーザー定義情報 (UDA) を含む) を追加する

• ネストされたプロパティ グループを作成する

• プロパティまたはグループの名前を変更する

• カスタマイズしたプロパティ パネル レイアウトを保存する

カスタマイズしたプロパティ パネル レイアウトは、..Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI
\PropertyTemplates\ フォルダーの PropertyTemplates.xml ファイルに

保存されます。フォルダーが見つからない場合は、コンピューターで隠しファイル
およびフォルダーを表示できることを確認します。

社内の管理者は、カスタム リボンまたはカスタム タブと同じように、組織全体に
カスタム プロパティ パネル レイアウトを配布する ことができます。

注 プロパティ パネルの表示設定 (115 ページ)を使用することで、プロパティ パネル レイ
アウトをカスタマイズせずに、表示するプロパティを制御することもできます。
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プロパティまたはプロパティ グループの追加

プロパティ パネル エディタ には 3 つの列があります。

• 左にはオブジェクト タイプのリストがあります。このリストには、プロパティ
パネルがあるすべてのオブジェクトが表示されます。プロパティ パネル レイ
アウトを変更するオブジェクト タイプをこのリストから選択します。

各オブジェクト タイプのツールティップには、オブジェクト タイプ定義の読み
込み元 (デフォルトのソース、環境、またはユーザー定義のカスタマイズ) が表
示されます。

• 中央にはプロパティ リストがあります。このリストには、各オブジェクト タイ
プに使用できるプロパティとユーザー定義情報 (UDA) がすべて表示されます。
これらのプロパティとユーザー定義情報を通常のプロパティとしてプロパティ
パネル レイアウトに追加できます。既に使用されているプロパティを 2 つ追
加することはできませんが、それらをプロパティ パネル レイアウトで整理する
ことはできます。選択したオブジェクト タイプと互換性がないプロパティは
追加できません。

• 右にはプロパティ パネル レイアウトがあります。ここには、選択したオブジェ
クト タイプのプロパティ パネルの現在のレイアウトが表示されます。

目的 操作

プロパティ パネル レイアウトを
変更するオブジェクト タイプを
選択する

左側のオブジェクト タイプ リストで、リスト
を参照するか、[検索] ボックスを使用してコン
テンツにフィルターをかけます。

プロパティ パネル レイアウトに
新しいプロパティを追加する

1. 中央の列の [追加 ] セクションで、[プロパ
ティ] を選択します。

2. プロパティ リストでプロパティを選択し
ます。

複数のプロパティを選択するには、Ctrl キ
ーまたは Shift キーを使用します。
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目的 操作

3. プロパティを右側のプロパティ パネル レ
イアウトにドラッグします。

プロパティ パネルの任意のグループにプ
ロパティをドラッグできます。

プロパティ パネル レイアウトに
新しいグループを追加する

1. 中央の列の [追加 ] セクションで、[空のグ
ループ] を選択します。

2. 新しいグループのタイトルを入力します。

3. グループ テンプレートを右側のプロパテ
ィ パネル レイアウトにドラッグします。

新しいグループを作成するか、既存のグループ
内に新しいグループを挿入してネストされた
グループを作成することができます。

ドラッグすることで、既存のグループを整理し
なおすことができます。
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目的 操作

プロパティ パネル レイアウトに
[ユーザー定義情報] ボタンを追
加する

プロパティ パネル レイアウトから [ユーザー
定義情報] ボタンを誤って削除した場合、プロ
パティ パネル レイアウトに再度追加すること
ができます。

1. 中央の列の [追加 ] セクションで、[特殊]
を選択します。

2. 右側のプロパティ パネル レイアウトに
[ユーザー定義情報] ボタンをドラッグし
ます。

プロパティまたはプロパティ グループの名前の変更

目的 操作

プロパティまたはプロパ
ティ グループの名前を変
更する

1. プロパティ パネル レイアウトで、名前を変更す
るプロパティまたはプロパティ グループを選択
します。

2.
 をクリックします。

3. [名前の変更] ダイアログ ボックスに新しい名前
を入力し、[OK] をクリックします。

または、プロパティまたはプロパティ グループの名前
を右クリックし、[名前の変更] を選択します。

プロパティまたはプロパ
ティ グループの元の名前
を復元する

1. プロパティ パネル レイアウトで、名前を元に戻
すグループまたはプロパティを選択します。

2. 右クリックして [元の名前に戻す] を選択します。
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一方のオブジェクト タイプから他方のオブジェクト タイプへのプロパティ
のコピー
鉄骨梁から鋼板など、一方のオブジェクト タイプから他方のオブジェクト タイプ
にプロパティをコピーすることができます。必要に応じて、複数のプロパティ グ
ループを一度にコピーできます。

1. 左側のオブジェクト タイプ リストで、プロパティのコピー元のオブジェクト
タイプを選択します。

2. 右側のプロパティ パネル レイアウトで、コピーするプロパティを選択します。

複数のプロパティを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを使用します。

3.  をクリックして、選択したプロパティをコピーします。 

または、右クリックして、[プロパティ コピー] を選択します。

コピーされたプロパティが、中央の列の [内容] セクションの下に表示されま
す。

4. 左側のオブジェクト タイプ リストで、プロパティのコピー先のオブジェクト
タイプを選択します。
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5. [追加] セクションで、[コピー済みプロパティ] オプションが選択されているこ
とを確認します。

6. 中央の列から [コピー済みプロパティ] ボックスを右側のプロパティ パネル
レイアウトにドラッグします。 
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別のグループをコピーするか、[ プロパティ パネル エディタ] を閉じるまで、
コピーされたグループの名前と内容が中央の列に表示されます。

ネストされたグループをコピーすると、メインのグループにネストされている
グループもすべてコピーされます。

注 既に使用されているプロパティを 2 つ追加することはできません。既に
使用されているプロパティをコピーしようとすると、コピーしたプロパテ
ィの 使用中 セクションにテキスト [[内容]] が表示されます。

選択したオブジェクト タイプに追加できないプロパティでは、複合-不可
セクションにテキスト [[内容]] が表示されます。

プロパティ グループのデフォルトの表示を設定する

プロパティ パネルで、選択したプロパティ グループをデフォルトで表示するか非
表示にするかを定義できます。

1. 右側のプロパティ パネル レイアウトで、非表示にするプロパティを選択しま
す。

2. 右クリックして、[デフォルトで非表示] を選択します。 

目のアイコンが非表示状態になります。 .選択したプロパティ グループが、
プロパティ パネルではデフォルトで非表示になります。

3. プロパティ パネルにプロパティ グループをデフォルトで再度表示するには、
右クリックして [デフォルトで表示] を選択します。 

目のアイコンが表示状態に変わります。 .選択したプロパティ グループが、
プロパティ パネルではデフォルトで表示されます。

プロパティ パネルの表示の変更 (115 ページ)は、これらのデフォルト設定よりも優
先されることに注意してください。
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カスタマイズの削除

目的 操作

プロパティまたはプロパティ グ
ループを削除する

1. プロパティ パネル レイアウトで、削除す
るプロパティまたはプロパティ グループ
を選択します。

複数のプロパティを選択するには、Ctrl キ
ーまたは Shift キーを使用します。

2.
 をクリックします。

または、プロパティまたはプロパティ グルー
プを右クリックし、[削除] を選択します。

変更を破棄する [すべて元に戻す] ボタンをクリックすると、変
更が破棄され、前回保存した状態に戻ります。

1 つのカスタマイズを削除する 選択したオブジェクト タイプのプロパティ パ
ネルのカスタマイズを削除するには、[全体表
示] ボタンをクリックします。

または、選択したオブジェクト タイプを右ク
リックして、[デフォルトに戻す] を選択しま
す。

カスタマイズをすべて削除する すべてのプロパティ パネル レイアウトのカス
タマイズを削除するには、[すべて戻す ] ボタン
をクリックします。

変更の保存

変更に問題がないことを確認したら、カスタマイズしたプロパティ パネル レイア
ウトを保存します。

1. [すべて保存] ボタンをクリックします。

2. Tekla Structures に戻ると、Tekla Structures によって、変更したプロパティ パネ
ル テンプレートを再度読み込むかどうか尋ねられます。使用中のカスタマイ
ズしたプロパティ パネル レイアウトを取得するには、[はい] をクリックしま
す。

カスタマイズしたプロパティ パネルでのユーザー定義情報 (UDA)

プロパティ パネルで、[その他] プロパティ グループの [ユーザー定義情報] ボタン
をクリックすると、ユーザー定義情報 (UDA) ダイアログ ボックスが開きます。プ
ロパティ パネルをカスタマイズして、 も重要なユーザー定義情報をプロパティ
パネルに直接追加し、個別のユーザー定義情報ダイアログ ボックスを開かなくて
も済むようにすることができます。

モデル オブジェクトの作成または変更時に、他のすべてのオブジェクト プロパテ
ィと一緒にユーザー定義情報が自動的に適用されます。ユーザー定義情報は、プロ
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パティ パネルまたはユーザー定義情報ダイアログ ボックスにあるかどうかにかか
わらず自動的に適用されます。

プロパティ パネルに追加する場合にサポートされている正常に動作するユーザー
定義情報のユニット タイプは、Option、String、Integer、Float、Date、
Distance、Weight、Force、Moment、Angle、Factor、および Area です。

その他のユニット タイプのユーザー定義情報は、ユーザー定義情報ダイアログ ボ
ックスから使用する必要があります。

注 プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズせずに、プロパティ パネルにユ
ーザー定義情報を表示するかどうかを制御できます。プロパティ パネルで、
プロパティ表示オプション (115 ページ)と検索を使用します。

例: IFC に関連したユーザー定義情報をプロパティ パネル レイアウトに追
加し、それらの情報を別のオブジェクト タイプにコピーする方法
この例では、IFC に関連した一連のユーザー定義情報 (UDA) を鉄骨柱プロパティ
パネル レイアウトに追加し、それらの一連のユーザー定義情報を鉄骨梁プロパテ
ィ パネル レイアウトにコピーします。

1. オブジェクト タイプ リストで、[鉄骨柱] を選択します。 

2. [追加] セクションで、[空のグループ] を選択します。新しいグループのタイト
ルとして「IFC」を入力します。 
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3. グループ テンプレートを右側のプロパティ パネル レイアウトにドラッグし
ます。 

4. [追加] セクションで、[プロパティ] を選択します。検索ボックスに「IFC」を

入力して、IFC に関連したユーザー定義情報を検索します。 

5. すべての IFC ユーザー定義情報を選択して、プロパティ パネル レイアウトで
作成したグループにドラッグします。 
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6. 新しいグループに必要なユーザー定義情報を追加したら、そのグループを鉄骨
梁プロパティ パネル レイアウトにも追加できるようにコピーします。グルー

プのタイトルを選択し、[選択されたアイテムをコピー]  ボタンをクリッ
クします。 

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 240 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマ
イズ



コピーされたプロパティ グループの名前とグループの内容が、中央の列に表
示されます。プロパティが鉄骨柱からコピーされたことを確認できます。

7. コピーされたプロパティ グループを鉄骨梁プロパティ パネル レイアウトに
追加するには、オブジェクト タイプ リストで [鉄骨梁] を選択します。

8. コピーされたグループを中央の列から右側の鉄骨梁プロパティ パネル レイア
ウトにドラッグします。 
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IFC に関連したユーザー定義情報が鉄骨柱プロパティ パネル レイアウトと鉄
骨梁プロパティ パネル レイアウトの両方で使用できるようになります。

9. [すべて保存] ボタンをクリックして変更を保存します。Tekla Structures に戻
ると、Tekla Structures によって、変更したプロパティ パネル テンプレートを
再度読み込むかどうか尋ねられます。使用中のカスタマイズしたプロパティ
パネル レイアウトを取得するには、[はい] をクリックします。 
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キーボード ショートカットのカスタマイズ
[キーボードショートカット]ダイアログボックスで、Tekla Structures で利用できる
すべてのショートカットのリストを表示できます。新しいキーボードショートカ
ットを定義して、既存のものを削除することもできます。カスタマイズを完了した
ら、キーボードショートカットをエクスポートして、共同で作業しているメンバー
と共有できます。

新しいキーボードショートカットを定義する
どのようなコマンド、マクロ、またはコンポーネントにでも、キーボードショート
カットを割り当てることができます。さらに、必要に応じて、デフォルトのキーボ
ードショートカットを変更することもできます。

1. [ファイル ] メニューで、[ 設定 --> キーボードショートカット ] をクリックし
ます。 
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[キーボードショートカット] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [グループ] リストで、変更するショートカット グループを選択します。 

コマンドとショートカットのリストが表示されます。

3. 特定のコマンドまたはキーボード ショートカットを検索する場合は、[ フィル
ター ] ボックスにテキストを入力します。 

例:

• 「grid」と入力すると、名前に「grid」という語が含まれるコマンドのみが

表示されます。

• 「+」と入力すると、2 つの部分で構成されるショートカット (Ctrl + S な
ど) のリストが表示されます。
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• 「","」と入力すると、2 つの連続するキーで構成されるショートカット

(M、N など) のリストが表示されます。

4. リストからコマンドを選択します。

5. [ショートカットコマンドを入力してください] をクリックします。

6. キーボードで、ショートカットに使用するキーの組み合わせを入力します。

7. [ 干渉 ] ボックスを確認し、キーボード ショートカットが既に他のコマンドに
割り当てられていないか確認します。 

ショートカットがすでに使用されている場合は、別のキーの組み合わせを入力
します。

注 既に使用されていたキーボード ショートカットを再度割り当てると、元
々割り当てられていたコマンドとの関連付けはなくなります。

8. [指定] をクリックし、キーボード ショートカットを保存します。

ショートカットのクリアとリセット
既存のショートカットを削除できます。また、すべてのショートカットを既定値に
リセットすることができます。

1. [ ファイル ] メニューで、[設定 --> キーボードショートカット ] をクリックし
ます。

2. キーボード ショートカットを削除するには、リストからコマンドを選択し、
[クリア] をクリックします。

3. すべてのキーボード ショートカットをデフォルトの設定にリセットするに
は、[全体表示] ボタンをクリックします。

キーボードショートカットをエクスポートする
カスタマイズしたキーボードショートカットをエクスポートして、共同で作業して
いるメンバーと共有できます。

1. [ ファイル ] メニューで、[設定 --> キーボードショートカット ] をクリックし
ます。

2. [エクスポートファイル] をクリックします。

3. ファイル名と場所を入力します。

4. [保存]をクリックしてキーボードショートカットをエクスポートします。

5. キーボードショートカットを他のユーザーと共有するには、エクスポートされ
たファイルをユーザーに送信します。
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キーボードショートカットをインポートする
キーボードショートカットをファイルからインポートできます。この方法は、
Tekla Structures 2016 以降からキーボードショートカットをインポートする場合に
使用します。

1. [ ファイル ] メニューで、[設定 --> キーボードショートカット ] をクリックし
ます。

2. [インポート] をクリックします。

3. インポートするショートカット ファイルを参照します。 たとえ
ば、..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Settings\KeyboardShortcuts_4.xml のようになります。

4. [開く]をクリックしてキーボードショートカットをインポートします。

選択ツールバー、スナップ ツールバー、一時スナップ設定ツールバ
ーのカスタマイズ
スイッチの一部を非表示にすることで、[選択]、[スナップ]、および [一時スナップ
設定] ツールバーをカスタマイズできます。ツールバーは、モデリング モードと作
図モードの両方でカスタマイズできます。

選択したツール バーで表示/非表示にする選択スイッチまたはスナップ スイッチ
を定義できます。社内の管理者は、組織全体にカスタマイズしたツールバーを配布
することができます。

1. ツール バーの目のボタン  をクリックして、ツール バーのすべてのスイッチ
が含まれるリストを開きます。 

または、選択したツール バーを右クリックして、リストを開きます。

2. スイッチを非表示にするには、リスト内のスイッチの名前をクリックします。 

選択したスイッチはツール バーで非表示になり、目のアイコンが非表示状態

になります。 .

3. スイッチを再び表示するには、リスト内の非表示のスイッチをクリックしま
す。 

選択したスイッチはツール バーで表示され、目のアイコンが表示状態になり

ます。 .
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コンテキスト ツールバーのカスタマイズ
表示するツールバー要素を選択することで、コンテキスト ツールバーをカスタマ
イズできます。 また、要素の幅を調整したり、アイコンやタイトルを追加したり
することも可能です。

コンテキスト ツールバーのカスタマイズ

1. コンテキスト ツールバーで、  をクリックします。

2. コンテキスト ツールバーで、カスタマイズするツールバーを選択します。 

コンテキスト ツールバーのリストには、現在のモード (つまり、モデリング モ
ードまたは図面モード) で使用できるツールバーのみが表示されます。

3. チェック ボックスをオンまたはオフにして、表示または非表示にするツール
バー要素を定義します。 

[プレビュー] 領域に、ツールバーが実際にどのように表示されるかが示されま
す。 次に例を示します。

4. ツールバー要素を変更するには、次のようにします。

a. ツールバー要素をクリックします。 

要素を変更できる場合、次のボックスが表示されます。

b. ツールバー要素の幅を調整するには、スライダーを使用します。

c. 追加タイトルを追加するには、テキスト ボックスをクリックし、タイト
ルを入力します。

Tekla Structures の基本的な操作方法の習得 247 基本的なユーザー インターフェイス要素のカスタマ
イズ



d. アイコンを追加するには、  をクリックし、リストからアイコンを選択
します。

e. アイコンまたはタイトルを削除するには、  をクリックします。

5. マクロやユーザー定義情報を追加するには、次のようにします。

a. リストから必要なマクロまたはユーザー定義情報を選択します。

b. [追加] をクリックします。 

Tekla Structures によって、ツールバー要素のリストおよび [プレビュー] イ
メージにマクロまたはユーザー定義情報が追加されます。次に例を示し
ます。

c. マクロまたはユーザー定義情報を表示しない場合は、ツールバー要素リス
トで対応するチェック ボックスをオフにします。

6. [OK] をクリックして変更を保存します。

コンテキスト ツールバーのユーザー プロファイルの作成
コンテキスト ツールバーに対して、複数のプロファイルを作成できます。 各プロ
ファイルには、同じコンテキスト ツールバーが含まれますが、設定が異なります。

1. コンテキスト ツールバーで、  をクリックします。

2. [プロファイルを設定] ボックスにプロファイルの名前を入力します。

3.  をクリックして、新しいプロファイルを保存します。

4. 選択したコンテキスト ツールバーをカスタマイズします。 

たとえば、いくつかの要素をコンテキスト ツールバーから削除します。

5. [OK] をクリックして変更を保存します。 

定義した設定のユーザー プロファイルがアクティブになります。

6. 別のプロファイルに切り替えるには、次のようにします。

a. [プロファイルを設定] リストで、別のプロファイルを選択します。

b. 設定を変更します。
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c. [OK] をクリックします。 

このユーザー プロファイルがアクティブになります。

Tekla Structures を再起動すると、 後に使用されたプロファイルがデフォルトで読
み込まれます。

コンテキスト ツールバーのバックアップと共有
カスタマイズしたコンテキスト ツールバーのバックアップ コピーを保存すること
をお勧めします。バックアップ ファイルを使用して他のコンピューターに設定を
コピーしたり、カスタマイズを共同で作業しているメンバーと共有したりできま
す。

1. コンテキスト ツールバーをユーザー プロファイルの下に、分かりやすい名前
で保存します。 たとえば、MyContextualToolbar などです。

2. ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\ContextualToolbar\Profiles フォルダーに移動します。

3. カスタム コンテキスト ツールバーのコピーを作成し、別のコンピューターの
対応するフォルダーに保存します。

4. 別のコンピューターでカスタム コンテキスト ツールバーを開くには、次のよ
うにします。

a. コンテキスト ツールバーで、  をクリックします。

b. [プロファイルを設定] リストで、適切なプロファイルを選択します。 

たとえば、MyContextualToolbar (手順 1 でこの名前を使用した場合)
です。

c. [OK] をクリックします。 

これでカスタマイズが有効になります。

注 別の方法として、会社の企業フォルダーまたはシステム フォルダーに
ContextualToolbar フォルダー全体を配置することもできます。企業フォ

ルダーの場所は、teklastructures.ini ファイルで定義する必要があるこ

とに注意してください。

1.9 大きなモデルでのヒント

モデリングの項目 ヒント

座標系 (52 ページ) • 原点から離れた位置にモデルを配置
しないでください。モデルが原点か
ら離れるほど、すべての計算の精度
が低下します。
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モデリングの項目 ヒント

• 全体座標は、モデリング時に実際に
使用せずに、ラベルとしてマークし
ます。

• 建築現場の座標値を使用する必要が
ある場合、先頭の数桁が常に同じで
ある場合はそれらを削除します。た
とえば、758 375 6800 ではなく 375
6800 を使用します。

• 基準点によって、相互運用性とコラ
ボレーションに必要な別の座標系を
使用できます。また、参照モデルを
挿入して、IFC モデルをエクスポー
トするために別の座標系を使用する
こともできます。基準点を使用する
と、座標を小さくし、モデルをどこ
でも必要な場所に配置できます。必
要な数だけ基準点を作成し、いずれ
か 1 つを選択してプロジェクト基準
点にすることができます。詳細につ
いては、「基準点 (57 ページ)」を参照
してください。

作業領域 (49 ページ)と表示 • 作業領域はできる限り小さくしま
す。

• ビュー内の必要な部材だけを表示し
ます。

• 表示フィルターを使用して部材の表
示を制御します。

ビュー (32 ページ) • 不要なビューは閉じます。

• 大きなモデルを保存するときはすべ
てのビューを閉じます。

選択スイッチ (137 ページ) • 必要な場合のみ、[参照モデルの選
択]スイッチをオンにします。拡大
と回転の速度は、参照モデルを含む
ような大きく複雑なモデルでは特
に、このスイッチに影響される可能
性があります。

円形オブジェクト • 円形梁で部材カットを使用するので
はなく[ボルトの作成]コマンドを使
用して孔を作成します。

• スタッドを使用して、小さい円形梁
ではなく小さいまっすぐな円形オブ
ジェクトをモデリングします。
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モデリングの項目 ヒント

• 円形ポリビームではなく鉄筋を使用
して吊フックおよびその他の埋込み
材をモデリングします。

中空プロファイル • 単純な固定(非パラメトリック)プロ
ファイルを使用します。

• 曲線の角には角処理を使用します。

カスタムコンポーネント (811 ページ) • 過度に複雑なカスタムコンポーネン
トを作成しないでください。それら
を多数使用した場合、大量のメモリ
ーを消費します。

ナンバリング (700 ページ) • 一度にモデル全体をナンバリングし
ないでください。大きなモデルのす
べてのオブジェクトにナンバリング
すると、非常に長い時間がかかる場
合があります。

モデルデータベース • モデルファイルが大きくなってきて
いる場合、モデルデータベースを修
復すると、ファイルサイズが大幅に
縮小され、メモリーの問題が緩和さ
れることがあります。

企業フォルダとプロジェクトフォルダ • Firmフォルダと Projectフォル

ダは、ネットワークドライブではな
くコンピュータのハードドライブに
ローカルに保存します。そうするこ
とで、ネットワーク速度が遅い場合
に時間が節約されます。

マルチユーザー モードで使用して
いる場合は、重要なデータが失われ
たり変更されたりしないように、す
べてのユーザーのハード ドライブ
でフォルダーが同期されていること
を確認します。

1.10 モデルテンプレートの作成
モデル テンプレートを使用することで、登録済みの会社のテンプレートや設定を
使用してモデルの作業を開始できます。モデル テンプレートは、下請業者にとっ
て特に便利です。
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モデル テンプレートでは、シングルユーザー モデルのみを作成できます。モデル
テンプレートを使用してマルチユーザー モデル を作成するには、シングルユーザ
ー モードでモデルを作成した後で、マルチユーザー モードに切り替えます。

デフォルトでは、モデル テンプレート フォルダーは環境フォルダーに保存されま
す。別の場所を指定するには、詳細設定 XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY を
使用します。

新しいモデルテンプレートの作成
独自のモデル テンプレートを作成し、それを使用して新しいモデルを作成できま
す。モデルテンプレートに含めるカタログ、カスタム コンポーネント、モデル サ
ブフォルダー、図面テンプレート、およびレポート テンプレートをモデルから選
択できます。

1. 新しいモデルを作成します。 

必ず新しい空のモデルから作成してください。これは、実際のプロジェクトで
使用した古いモデルから情報を完全に削除することができないためです。古
いモデルからすべてのオブジェクトおよび図面を削除したとしても、モデルの
サイズを増加させる余分な情報が含まれている可能性があります。

2. 必要な部材プロパティ、図面プロパティ、プロファイル、材質、カスタム コ
ンポーネント、スケッチなどをモデルに追加します。 

たとえば、別のモデルから必要な属性ファイルをコピーできます。

3. [ファイル] メニューで、[ 名前を付けて保存 --> 保存 ] をクリックします。 

xslib.db1 ファイルにカスタム コンポーネントを含めるためにモデルを保

存する必要があります。モデルを保存しない場合、カスタム コンポーネント
はモデル テンプレートに含まれません。

4. [ファイル] メニューで、[ 名前を付けて保存 --> モデルテンプレートとして保
存 ] をクリックします。

5. モデル テンプレートの名前を入力します。

6. モデル テンプレートに含めるカタログ、図面テンプレート、レポート テンプ
レート、およびモデル サブフォルダーを選択します。 

詳細については、「モデル テンプレート オプション (253 ページ)」を参照して
ください。

モデル フォルダーにあるファイルとフォルダーのみを選択できます。カタロ
グは、通常、environment フォルダーに格納されています。カタログを変更

した場合にのみ、モデル フォルダーに格納されます。

7. モデル テンプレートの作成後に作成先のフォルダーを開く場合は、チェック
ボックスをオンにします。

8. [OK] をクリックします。 

これで、モデル テンプレートを使用して新しいモデルを作成できます。
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9. [ ファイル --> 新規 ] で新規モデルを作成する際に、重要なモデル テンプレー
トをお気に入りとしてマークしたり、不要なテンプレートを非表示にしたりで
きます。 

a. リストからモデル テンプレートを選択します。

b. 右クリックして [お気に入り] または [非表示] を選択します。

テンプレートを [お気に入り] としてマークしている場合、テンプレート
リストの上部に配置されます。別の方法として、テンプレート上の星のア
イコンを使用して、[お気に入り] としてマークしたり、マークを削除した
りできます。

テンプレートを [非表示] としてマークしている場合、テンプレートのリ
ストから削除されます。テンプレートを再度表示するには、[非表示アイ
テムの表示] チェック ボックスをオンにします。

既存のモデル テンプレートの変更
既存のテンプレートを変更するには、モデルを新しいテンプレートとして保存しま
す。または、新しいファイルや更新したファイルを直接モデル テンプレート フォ
ルダーにコピーする方法でも、テンプレートを変更できます。

1. 既存のモデル テンプレートを使用してモデルを作成します。

2. 必要な変更を加えます。

3. 新しいモデル テンプレートとして保存します。

モデル テンプレートのダウンロード

Tekla Warehouse を使用して、モデル テンプレートをダウンロード、共有、および
保存できます。

モデル テンプレート オプション
[モデルテンプレートとして保存] ダイアログ ボックスを使用して、モデル テンプ
レートに含めるファイルおよびフォルダーを定義できます。

設定 含まれるファイルおよびフォルダ

プロファイル profdb.bin
profitab.inp

材質 matdb.bin
コンポーネントおよびスケッチ ComponentCatalog.txt

ComponentCatalogTreeView.txt
xslib.db1
thumbnail_bitmap.arc
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設定 含まれるファイルおよびフォルダ

*.datファイル

CustomComponentDialogFilesフ

ォルダ

属性定義 現在のモデルの属性定義がすべて含ま
れます。

ボルトおよびボルトセット screwdb.db
assdb.db

鉄筋 rebar_database.inp
RebarShapeRules.xml
rebardatabase_config.inp
rebardatabase_schedule_config
.inp

溶接金網 mesh_database.inp
オプション 現在のモデルのオプションがすべて含

まれます。

図面テンプレート *.tplファイル

レポートテンプレート *.rptファイル

モデルサブフォルダを含める モデル フォルダーで見つかったすべて
のサブフォルダーを表示します。選択
したフォルダーがモデル テンプレート
に含まれます。

デフォルトでは、部材および図面のプロ
パティが格納されている attributes
フォルダーが含まれます。
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2 部材、鉄筋、作図オブジェクトの
作成

さまざまなタイプのモデル オブジェクトを Tekla Structures で作成および変更する
方法について基本原理がわかっていれば、詳細なレベルからモデルの作業を開始で
きます。

モデルの作業を開始するには、まず部材 (256 ページ) を作成する必要があります。
部材は物理モデルを構築する要素となります。たとえば、部材の形状を変更
(372 ページ) したり、ボルト、溶接、カット、またはフィッティングなど部材にデ
ィテールを追加 (384 ページ) したりするなど、部材を通じて作業は続けられます。

工場溶接やボルトを使用して部材を結合することで、鉄骨部材製品の作業 (439 ペ
ージ)方法を身に着けることができます。

コンクリート部材の場合は、各コンクリート部材は独立したキャスト ユニット
(446 ページ) と見なされます。工法的な理由により、複数のコンクリート部材を 1
つのキャスト ユニットに結合することが必要な場合があります。現場打ちのコン
クリート構造をモデリングする場合、現場打ちコンクリートの作業 (452 ページ) 方
法の確認が必要な場合があります。コンクリート部材のモデルを作成した場合、部
材を補強 (478 ページ) して、部材の強度を高める必要があります。

また、モデリングの補助として、点または作図オブジェクト (615 ページ) の使用が
必要な場合があります。点および作図オブジェクトは、モデル内の他のオブジェク
トを配置するときの補助機能として使用できます。

参照項目

プロパティ パネルを使用したモデル オブジェクト プロパティの表示と変更
(110 ページ)

モデル オブジェクトの表示方法の調整 (635 ページ)

オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの色と透明度を変更する (647 ペ
ージ)

モデルの検証 (657 ページ)

モデルのナンバリング (700 ページ)
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2.1 部材の作成および部材プロパティの変更
Tekla Structures では、部材という用語は、モデリングや詳細設定が可能な基本的な
建築オブジェクトを指します。部材は物理モデルを構築する要素となります。

鉄骨部材およびコンクリート部材を作成できます。特殊な部材として、アイテム
があります。Tekla Structures の基本的な部材やコマンド (カットなど) を使用して
モデリングするのが困難なモデル オブジェクトには、アイテムを使用します。

リボンの [鋼材] タブのコマンドを使用して、鉄骨部材を作成します。リボンの [コ
ンクリート] タブのコマンドを使用して、コンクリート部材を作成します。

各部材には、その部材を定義するプロパティがあります (材質、プロファイル、位
置 (353 ページ)など)。また、部材には、部材に関する追加情報の提供に使用できる
ユーザー定義情報 (UDA) (366 ページ) があります。ビュー フィルター (174 ペー
ジ) と選択フィルター (177 ページ) の部材プロパティを使用して、部材を選択、変
更したり、非表示にしたりできます。図面テンプレートおよびレポート テンプレ
ートには、部材のプロパティとユーザー定義情報を含めることもできます。

プロパティ パネルを使用して、部材プロパティを表示および変更 (110 ページ) でき
ます。一度に 1 つの部材タイプのプロパティか、よく似た複数の部材タイプの共通

プロパティを表示および変更できます。必要に応じて、プロパティ パネルの 
[プロパティコピー] ボタンを使用して、1 つの部材から別の部材にプロパティをコ
ピー (123 ページ)できます。
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基本的な鉄骨部材には、以下のものがあります。

• 柱

• 梁

• 折れ梁

• 梁 (曲)

• ツイン プロファイル

• 梁 (直交)

• 螺旋梁

• 平面

• 折れ板

• ロフト プレート (300 ページ)

基本的なコンクリート部材には、以下のものがあります。

• 柱

• 梁

• 折れ梁

• 螺旋梁

• パネル

• スラブ

• ロフト スラブ (329 ページ)
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• パッド フーチング

• ストリップ フーチング

鉄骨柱の作成

1. [鋼材] タブで、[柱]  をクリックします。

2. 点を指定します。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [鉄骨柱] プロパティを使用して柱
が作成されます。その際、そのプロパティで定義されたレベルが適用されま
す。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [鉄骨柱] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

鉄骨柱プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、柱をダブルクリックし、[鉄骨柱]
プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。
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3. [変更] をクリックします。

鉄骨柱プロパティ
プロパティ パネルの [鉄骨柱] プロパティを使用して、鉄骨柱のプロパティを表示
および変更します。鉄骨柱をダブルクリックして、プロパティを開きます。鉄骨柱
プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.clm です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な柱の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 柱のプロファイル (363 ページ)。
材質 柱の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス 柱のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

位置

垂直 柱の参照点を基準とする柱の垂直位置
(359 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした柱の回転
(356 ページ)。

水平 柱の参照点を基準とする柱の水平位置
(360 ページ)。

上 全体座標の Z 方向における柱の 2 番目
の端部の位置。
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設定 解説

下 全体座標の Z 方向における柱の 初の
端部の位置。

変形

ねじり 変形角度を使用して柱をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 柱にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の柱を短縮する 場合に使用し
ます。図面で柱の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

鉄骨梁の作成

1. [鋼材] タブで  をクリックします。

2. 2 点をピックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、
指定した点の間に梁が作成されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。
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2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [鉄骨梁] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

鉄骨梁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、梁をダブルクリックし、[鉄骨梁]
プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

鉄骨梁プロパティ
プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、鉄骨梁、鉄骨折れ梁、また
は梁 (曲) のプロパティを表示および変更します。鉄骨梁をダブルクリックして、
プロパティを開きます。梁プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.prt で
す。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ
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設定 解説

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

位置

平面上 梁の参照線を基準とする作業平面上の
梁の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

デプス 梁の位置デプス (357 ページ)。位置は作
業平面に対して常に垂直になります。

終点オフセット

Dx 梁の参照線に沿って梁の終点を移動し、
梁の長さ (362 ページ) を変更します。

Dy 梁の参照線に対して垂直に梁端部
(362 ページ) を移動します。

Dz 梁端部 (362 ページ) を作業平面の Z 方
向沿いに移動します。

曲線梁

平面 曲率平面。

半径 曲線梁の半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線梁の描画に使用す
るセグメントの数。

変形

ねじり 変形角度を使用して梁をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 梁にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の梁を短縮する 場合に使用し
ます。図面で梁の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。
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鉄骨折れ梁の作成
折れ梁は、直線セグメントと曲線セグメントを含むことができます。

1. [鋼材] タブで [梁 --> 折れ梁 ] をクリックします。

2. 梁の通過点を指定します。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、
指定した点の間に折れ梁が作成されます。

4. 曲線セグメントを作成する場合は、折れ梁に角処理をします。 

例:

鉄骨折れ梁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、折れ梁をダブルクリックし、[鉄骨
梁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。
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鉄骨梁プロパティ
プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、鉄骨梁、鉄骨折れ梁、また
は梁 (曲) のプロパティを表示および変更します。鉄骨梁をダブルクリックして、
プロパティを開きます。梁プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.prt で
す。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

位置

平面上 梁の参照線を基準とする作業平面上の
梁の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

デプス 梁の位置デプス (357 ページ)。位置は作
業平面に対して常に垂直になります。

終点オフセット

Dx 梁の参照線に沿って梁の終点を移動し、
梁の長さ (362 ページ) を変更します。
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設定 解説

Dy 梁の参照線に対して垂直に梁端部
(362 ページ) を移動します。

Dz 梁端部 (362 ページ) を作業平面の Z 方
向沿いに移動します。

曲線梁

平面 曲率平面。

半径 曲線梁の半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線梁の描画に使用す
るセグメントの数。

変形

ねじり 変形角度を使用して梁をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 梁にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の梁を短縮する 場合に使用し
ます。図面で梁の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

鉄骨梁 (曲) の作成

1. [鋼材] タブで [梁 --> 梁(曲) ] をクリックします。

2. 始点をピックします (1)。 

3. 円弧上の点をピックします (2)。

4. 終点を指定します (3)。 
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Tekla Structures では、プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、
指定した点の間に梁が作成されます。

半径は、ピックした点によって定義されます。

曲線梁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、曲線梁をダブルクリックし、[鉄骨
梁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

鉄骨梁プロパティ
プロパティ パネルの [鉄骨梁] プロパティを使用して、鉄骨梁、鉄骨折れ梁、また
は梁 (曲) のプロパティを表示および変更します。鉄骨梁をダブルクリックして、
プロパティを開きます。梁プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.prt で
す。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。
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設定 解説

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

位置

平面上 梁の参照線を基準とする作業平面上の
梁の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

デプス 梁の位置デプス (357 ページ)。位置は作
業平面に対して常に垂直になります。

終点オフセット

Dx 梁の参照線に沿って梁の終点を移動し、
梁の長さ (362 ページ) を変更します。

Dy 梁の参照線に対して垂直に梁端部
(362 ページ) を移動します。

Dz 梁端部 (362 ページ) を作業平面の Z 方
向沿いに移動します。

曲線梁

平面 曲率平面。

半径 曲線梁の半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線梁の描画に使用す
るセグメントの数。

変形

ねじり 変形角度を使用して梁をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 梁にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。
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設定 解説

短縮表示 モデル内の梁を短縮する 場合に使用し
ます。図面で梁の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

ツイン プロファイルの作成
ツイン プロファイルは、2 つの平行な同一の梁で構成されています。この 2 つの梁
の位置を定義するには、部材タイプとしてツイン プロファイルを選択した後、2 方
向における梁の間の間隔を設定します。

1. [鋼材] タブで [梁 --> ツインプロファイル ] をクリックします。

2. 2 点をピックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [ツインプロファイル] プロパティ
を使用して、指定した点の間にツイン プロファイルが作成されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [ツインプロファイル] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。
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ツイン プロファイル プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、いずれかの梁をダブルクリックし、
[鉄骨梁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

ツイン プロファイル プロパティ
プロパティ パネルの [ツインプロファイル] プロパティを使用して、鉄骨ツイン プ
ロファイルのプロパティを表示および変更します。ツイン プロファイルのプロパ
ティ ファイルのファイル名拡張子は、*.dia です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なツイン プロファイ
ルの名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル ツイン プロファイルを構成する 2 つの
梁のプロファイル。

材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス ツイン プロファイルのグループ化に使
用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

ツイン プロファイル タイプ プロファイルの組み合わせ方法を定義
します。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。
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設定 解説

位置

平面上 ツイン プロファイルの参照線を基準と
する作業平面上のツイン プロファイル
の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心としたツイン プ
ロファイルの回転 (356 ページ)。

デプス ツイン プロファイルの位置デプス
(357 ページ)。位置は作業平面に対して
常に垂直になります。

終点オフセット

Dx ツイン プロファイルの参照線に沿って
ツイン プロファイルの終点を移動し、ツ
イン プロファイルの長さ (362 ページ)
を変更します。

部材間隔

水平 プロファイル間の水平間隔。

垂直 プロファイル間の垂直間隔。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

梁 (直交) の作成
[梁(直交)] コマンドは、現在の作業平面に対して垂直な鉄骨部材を作成する場合に
使用します。梁 (直交) を作成した後、梁や柱と同じように変更することもできま
す。

1. [鋼材] タブで [梁 --> 梁(直交) ] をクリックします。

2. 点を指定します。 
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Tekla Structures では、プロパティ パネルの [梁(直交)] プロパティを使用して梁
が作成されます。その際、そのプロパティで定義されたレベル (371 ページ) が
適用されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [梁(直交)] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

梁 (直交) プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、梁 (直交) をダブルクリックし、プ
ロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

梁 (直交) プロパティ
プロパティ パネルの [梁(直交)] プロパティを使用して、鉄骨梁 (直交) のプロパテ
ィを表示および変更します。梁 (直交) プロパティ ファイルのファイル名拡張子
は、*.crs です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般
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設定 解説

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

垂直 梁の参照点を基準とする梁の垂直位置
(359 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

水平 梁の参照点を基準とする梁の水平位置
(360 ページ)。

上 全体座標の Z 方向における梁の 2 番目
の端部の位置。

下 全体座標の Z 方向における梁の 初の
端部の位置。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。
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鉄骨螺旋梁の作成
螺旋階段などの複雑な建築形状をモデリングする必要がある場合には、[鉄骨螺旋
梁の作成] コマンドを使用します。

螺旋梁に関連する基本概念
次の図では、螺旋梁の作成に関連するいくつかの基本概念を説明します。 位置を
変更した場合、螺旋梁全体の形状が変更されることに注意してください。

(1) 始点 ( 初にピックされた点)

(2) 中心点 (2 番目にピックされた点)

(3) 回転軸の方向 (オプションで 3 番目にピックされた点)

(4) 中心軸

(5) 全体の上がり: 中心軸に対して平行な、始点から終点までの距離

(6) 回転角度: 度単位で入力される、螺旋梁の回転角度。 注記: 正の値 = 反時計回り
回転、負の値 = 時計回り回転。

(7) 半径: 中心軸に対して垂直な、始点から中心点までの距離

螺旋梁の作成

1. [鋼材] タブで [梁 --> 螺旋梁] をクリックします。

2. 始点をピックします。 
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3. 中心点をピックします。 

4. 回転軸を作業平面の +Z 方向に設定する場合は、マウスの中ボタンをクリック
して終了します。 

注 または、マウスの中ボタンをクリックする代わりに、2 番目の中心軸点を
ピックして回転軸の方向を定義できます。

Tekla Structures によって、螺旋梁が作成されます。 次に例を示します。

5. 螺旋梁をクリックして選択します。 
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コンテキスト ツールバーに次のオプションが表示されます。

(1) 回転角度

(2) 全体の上がり

(3) 始点側ねじれ角度

(4) 終点側ねじれ角度

6. 回転を追加するには、[回転角度] ボックスにより大きい値を入力します。

7. 螺旋を緩くするには、[全体の上がり] ボックスにより大きい値を入力します。

8. 半径を変更するには、始点または中心点を移動します。

制限事項

• 螺旋梁は、一定の半径を 1 つだけ持ちます。

• 全体の上がりが 0.00 より大きい螺旋梁を展開する場合、図面で完全にまっすぐ
にはなりません。 部材プロファイルのアウトラインと部材の長さの偏差の大
きさは、複数の要因によって決まります。 要因には、プロファイルのタイプ、
サイズ、長さ、全体の上がりの量、回転角度の大きさ、使用されるディテール
などがあります。

• 螺旋梁は、必ずしもねじれのない状態に展開されません。 始点と終点のねじれ
が異なる場合、展開図面には、展開されているがねじれた部材が表示されます。

• 螺旋梁では、ジョイントとディテールが正常に機能しないことがあります。

• 螺旋梁の DSTV エクスポートを行うと、正しい結果が生成されないことがあり
ます。

• IFC エクスポート時に螺旋梁を部材としてエクスポートすることはできませ
ん。螺旋梁を使用した現場打ち構造をモデリングする場合は、形状を現場打ち
コンクリートとして IFC にエクスポートできます。

ポリゴン プレートの作成
ポリゴン プレートを作成する場合、選択するプロファイルによってプレートの厚
みが決まり、ピックした点によって形状が決まります。ポリゴン プレートの角に
角処理を追加できます。

1. [鋼材] タブで  をクリックします。

2. ポリゴン プレートの角となる点をピックします。
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3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [ポリゴンプレート] プロパティを
使用してプレートが作成されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [ポリゴンプレート] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

円形ポリゴン プレートの作成

1. 4 辺が等しい四角のポリゴン プレートを作成します。

2. プレートを選択します。

3. ハンドルをダブルクリックします。 

ポリゴン プレートの角を選択しやすくするには、[直接変更] スイッチ  を
オフにします。

プロパティ パネルに [角処理] プロパティが開きます。

4. [タイプ] リストで、[丸め]  を選択します。

5. [半径] ボックスに角処理の半径を入力します。 

長さが四角形の辺の半分になるように半径を入力してください。

6. [変更] をクリックします。

7. 角処理する角ごとに上記の手順を繰り返します。 
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円形プレートを作成するその他の方法

1. 4 辺が等しいひし形のプレートを作成します。

2. 角を丸くするには、[円弧上の点]  角処理タイプを使用します。

ポリゴン プレート プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、プレートをダブルクリックし、[ポ
リゴンプレート] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

ポリゴン プレート プロパティ
プロパティ パネルの [ポリゴンプレート] プロパティを使用して、ポリゴン プレー
トのプロパティを表示および変更します。ポリゴン プレートをダブルクリックし
て、プロパティを開きます。ポリゴン プレートのプロパティ ファイルのファイル
名拡張子は、*.cpl です。
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プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なポリゴン プレート
の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル ポリゴン プレートのプロファイル
(363 ページ)。

材質 ポリゴン プレートの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス ポリゴン プレートのグループ化に使用
されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

位置

デプス ポリゴン プレートの位置デプス (357 ペ
ージ)。位置は作業平面に対して常に垂
直になります。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。
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円錐折れ板または円柱折れ板の作成
2 つの部材または 2 つの部材面を選択し、鋼材の円柱折れ板または円錐折れ板を作
成できます。折れ板の作成に使用する部材はポリゴン プレートか、プロファイル
が平面である梁 (PL200*20 など) である必要があります。両側に余裕を残すように
部材を配置し、Tekla Structures が部材間に曲線区間を作成できるようにします。

円柱折れ板または円錐折れ板を作成すると、使用された個別の部材はモデルに存在
しなくなります。折れ板は、折れ板を作成するときに 初に選択した部材からプロ
パティと座標を取得します。 初の部材が折れ板のメイン セクションとなりま
す。メイン セクションは、必要に応じて後で変更できます。

制限事項

• 部材の側面のみ、折れ板の作成に使用できます。

• 角処理された面、またはカットされた面は、折れ板の作成に使用できません。

• 梁 (曲) と変形部材は、折れ板の作成に使用できません。

• シンプルなケースのボルト、溶接、カット、角処理、および前処理などの詳細
は、折れ板の曲線区間でサポートされます。

円柱折れ板や円錐折れ板以外にも、入力部材を必要としない単独折れ板 (294 ペー
ジ)を作成できます。

円柱折れ板の作成
2 つの鉄骨部材または 2 つの部材面を選択し、円柱折れ板を作成できます。円柱折
れ板の半径は変更することができます。プレートの ID、厚さ、クラス、材質など
の折れ板のプロパティは、 初に選択した部材によって決定されます。

選択した部材が交差している場合も円柱折れ板を作成できます。

1. [鋼材] タブで、 [ プレート --> 円柱折れ板の作成 ] をクリックします。

2. 折れ板ツールバーで、折れ板を作成するために部材を選択するか部材面を選択
するかを指定します。 

さらに、円柱折れ板の半径を入力できます。半径を入力しない場合、Tekla
Structures によって、デフォルトの半径を使用して折れ板が作成されます。

• [部材] を選択した場合、次のようにします。
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a. 1 つ目の部材を選択します。

b. 2 つ目の部材を選択します。

Tekla Structures によって円柱折れ板が作成されます。
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• [各面で] を選択した場合、次のようにします。

a. 1 つ目の部材面を選択します。
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b. 2 つ目の部材面を選択します。

Tekla Structures によって円柱折れ板が作成されます。

円錐折れ板の作成
2 つの鉄骨部材または 2 つの部材面を選択し、円錐折れ板を作成できます。円錐折
れ板では、2 つの半径を変更できます。プレートの ID、厚さ、クラス、材質などの
折れ板のプロパティは、 初に選択した部材によって決定されます。

円錐折れ板を作成するには、円錐折れ板を作成できる形状の部材または部材面を選
択する必要があります。円柱折れ板を作成できる部材または部材面を選択した場
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合、円柱折れ板が作成されます。内曲げ、外曲げ、180 度の開き角度など、さまざ
まな形状の円錐折れ板を作成できます。

1. [鋼材] タブで、 [ プレート --> 円錐折れ板の作成 ] をクリックします。

2. 折れ板ツールバーで、折れ板を作成するために部材を選択するか部材面を選択
するかを指定します。 

円錐折れ板では、2 つの半径を入力できます。半径を入力しない場合、Tekla
Structures によって、デフォルトの半径を使用して折れ板が作成されます。

• [部材] を選択した場合、次のようにします。

a. 1 つ目の部材を選択します。

b. 2 つ目の部材を選択します。
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c. Tekla Structures によって円錐折れ板が作成されます。

• [各面で] を選択した場合、次のようにします。

a. 1 つ目の部材面を選択します。
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b. 2 つ目の部材面を選択します。

c. Tekla Structures によって円錐折れ板が作成されます。

曲げ半径の変更
円柱折れ板を作成すると、折れ板の半径を入力できます。円錐折れ板の場合は、2
つの半径を入力できます。半径を入力しない場合、Tekla Structures によって、デフ
ォルトの曲げ半径を使用して折れ板が作成されます。必要に応じて、後で曲げ半径
を変更できます。

1.  [直接変更] がオンになっていることを確認します。

2. 折れ板を選択します。 
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青い線ハンドルが曲線区間の中央に表示されます。

3. 線ハンドルを選択します。 

折れ板のタイプに応じて、青色の寸法矢印が 1 つ (円柱折れ板の場合) または 2
つ (円錐折れ板の場合) 表示されます。

• 円柱折れ板の場合:
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• 円錐折れ板の場合:

4. 半径を変更するには、次のいずれかの操作を行います。 

• マゼンタの線に沿って矢印を前または後ろにドラッグします。

寸法 "r =" がそれに応じて変更されます。矢印を放すと、モデル内の半径も
変化します。

• コンテキスト ツールバーに半径を入力します。

• 別の方法として、矢印を選択して寸法を入力することもできます。入力を
開始すると、Tekla Structures に [数値位置の入力] ダイアログ ボックスが表
示されます。[OK] をクリックして、寸法を確定します。

折れ板の形状の変更
折れ板を作成すると、Tekla Structures により、選択した部材間に曲線区間が追加さ
れます。曲線区間は、事前定義されたオプションのいずれかを選択するか、形状を
手動で変更することによって変更できます。また、平坦区間を変更することもでき
ます。平坦区間とは、折れ板を構成している元の部材のことです。

1.  [直接変更] がオンになっていることを確認します。
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2. 折れ板を選択します。 

青い線ハンドルが曲線区間の中央に表示されます。

3. 線ハンドルを選択します。 

コンテキスト ツールバーが表示されます。

4. コンテキスト ツールバーで、事前定義された形状オプションのいずれかを選
択します。 

オプション 説明 例

テーパー ベンド 部材間の幅が徐々に減少
します。

これがデフォルトの形状
です。

狭いベンド 部材間の幅が一定です。
幅は も幅の狭い部材に
よって決まります。

広いベンド 部材間の幅が一定です。
幅は も幅の広い部材に
よって決まります。

5. 曲線区間を手動で変更するには、次のようにします。

a. 青い線ハンドルを選択します。 
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円柱折れ板と円錐折れ板の両方で、曲げの側面の境界または横方向の境界
を変更できます。Tekla Structures に境界ハンドルが青色で表示されます。

b. ハンドルをドラッグして、曲線区間の形状を変更します。 

次に例を示します。

6. 平坦区間を変更するには、次のようにします。
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a. 折れ板を選択します。 

Tekla Structures で、各平坦区間の中央に緑色の選択ハンドルが表示されま
す。

b. 変更する区間の選択ハンドルをクリックします。 

選択した断面の直接変更ハンドルが表示されます。

c. 直接変更ハンドルを使用して、平坦区間の形状を変更します。

7. 折れ板の角度を変更するには、次のようにします。

a. 角度を変更する平坦区間の中央にある緑色の選択ハンドルをクリックし
ます。

b. 線ハンドルを選択します。 

コンテキスト ツールバーが表示されます。

c. コンテキスト ツールバーで [角度マニピュレーターを有効にする] を
クリックします。 
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角度マニピュレーターのホイールがモデルに表示されます。

d. ホイールを使用して、角度を変更します。 

別の平坦区間の角度を変更する場合は、他の緑色の選択ハンドルをクリッ
クします。

8. 折れ板のメイン セクションを変更するには、次のようにします。

a. メイン セクションとして設定する区間の緑色の選択ハンドルをクリック
します。 

コンテキスト ツールバーが表示されます。

b. コンテキスト ツールバーで、 [メイン セクションの設定] をクリック
します。 

新しいメイン セクションで直接変更ハンドルがアクティブになります。
それに応じて、折れ板のメイン セクションおよび座標系が変更され、展
開図面で折れ板の方向が変更されます。

曲線区間の削除
折れ板を個別オブジェクトに戻し、それらを編集して他のモデル オブジェクトと
して使用できます。折れ板が、すべて同一部材に結合した複数の曲線区間で構成さ
れている場合、各曲線区間を個別に削除したり、折れ板全体を一度に分解したりで
きます。

目的 操作

個々の曲線区間を削除する 1.
 [直接変更] がオンになってい

ることを確認します。

2. 削除する曲線区間を選択します。

青い線ハンドルが表示されます。

3. 線ハンドルを選択します。

コンテキスト ツールバーが表示さ
れます。

4.
コンテキスト ツールバーで、
[曲げを削除] をクリックします。
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目的 操作

Tekla Structures により、選択した曲
線区間が削除されます。 次に例を
示します。

折れ板全体を分解する 1. 曲線区間の 1 つを選択します。

2. 右クリックして [分解] を選択しま
す。

Tekla Structures により、折れ板全体
が個別オブジェクトに分解されま
す。例:

例
以下に、作成できる折れ板の例をいくつか示します。

開始時 終結果
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開始時 終結果

折れ板プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、折れ板をダブルクリックし、[折れ
板] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

折れ板プロパティ
プロパティ パネルの [折れ板] プロパティを使用して、折れ板のプロパティを表示
および変更します。プロパティを開くには、折れ板をダブルクリックします。折れ
板のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.bpl です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なプレート名。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル プレートのプロファイル (363 ページ)。
材質 プレートの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。
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設定 解説

クラス プレートのグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

単独折れ板の作成
入力部材を選択する必要がない単独折れ板を作成できます。単独折れ板を使用し
て、フード、ホッパー、円錐などの円柱部材や円錐部材をモデル化します。

制限事項

• Tekla Structures では、完全に 360 度の単独折れ板はサポートされていません。
ただし、359 度のプレートを作成することはできます。

• 図面の作成時に、ローカル座標系を使用します。

単独折れ板だけでなく、2 つの部材または 2 つの部材面を選択することで、円柱折
れ板と円錐折れ板 (278 ページ)を作成することもできます。折れ板の作成に使用
する部材はポリゴン プレートか、プロファイルが平面である梁である必要があり
ます。

単独折れ板の作成

1.  [直接変更] がオンになっていることを確認します。

2. [鋼材] タブで、 プレート --> 単独折れ板の作成  をクリックします。

3. 曲げの 初の半径を定義します。 

a. 中心点をピックします。

b. 円弧の始点をピックします。

c. 円弧の終点をピックします。
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ピックの順序によって上方向が定義されます。たとえば、XY 平面上で反時計
回りの方向に円弧を作成する場合、上方向は、右手の法則 (53 ページ) に従っ
て正の Z 軸の方向になります。

4. 点をピックして曲げの高さを定義します。 

または、折れ板のコンテキスト ツールバーで高さを入力することもできます。

5. 曲げの 2 番目の半径を定義します。 

a. プレートのプレビューに基づいて点をピックします。

b. 点をピックした後にプレートの方向を変更する場合は、マウスの左ボタン
をクリックします。

または、円柱状の曲げを作成する場合は、マウスの中ボタンをクリックし
ます。この場合、半径 2 は半径 1 に等しくなります。
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6. 折れ板の作成を完了するには、マウスの中ボタンをクリックします。 
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単独折れ板の形状の変更

直接変更の寸法値とハンドルを使用して、折れ板の形状を変更します。

• 新しい寸法値を入力することで、曲げの角度、半径、および高さを変更できま
す。
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• 折れ板の縁端をドラッグして伸ばすことができます。
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• 中間点を追加および削除できます。

• 単独折れ板の展開図面を作成できます。

折れ板プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、折れ板をダブルクリックし、[折れ
板] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

折れ板プロパティ
プロパティ パネルの [折れ板] プロパティを使用して、折れ板のプロパティを表示
および変更します。プロパティを開くには、折れ板をダブルクリックします。折れ
板のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.bpl です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なプレート名。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル プレートのプロファイル (363 ページ)。
材質 プレートの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
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設定 解説

ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス プレートのグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

鉄骨ロフト プレートの作成
ロフト プレートを使用すると、たとえば二重曲線形式のさまざまな形状やプレー
トを含むロール プレートを作成できます。

ロフト プレートの前提条件と例

ロフト プレートを作成する前に、モデル内に作図 (615 ページ)オブジェクトが必要
です。Tekla Structures は、 初の作図オブジェクトの始点を 2 番目の作図オブジェ
クトの始点に接続することによって、使用された作図オブジェクトの形状に従って
ロフト プレートの形状を作成します。作図オブジェクトの終点も同様の方法で接
続されます。

次の作図オブジェクトをロフト プレートとして接続できます。

• 補助線から補助線へ

例:
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• 補助線から補助円弧へ

例:

• 補助円弧から補助円弧へ

例:
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• 補助円から補助円へ

例:

• 補助連続曲線から補助連続曲線
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ロフト プレートの作成

1. モデル内に必要な作図オブジェクトを作成します。ロフト プレートの形状
は、作図オブジェクトの形状に基づいています。 

以下のものが必要です。

• 補助線 (616 ページ)

• 補助円弧 (618 ページ)

• 補助円 (618 ページ)

] または [

• 補助連続曲線 (619 ページ)

連続曲線では、補助連続曲線ツールバーで [接点を基準に円弧を作成] また

は [接線の作成] オプション  を使用します。直線セグメ
ントのみを含む連続曲線を作成するには、[ラインを作成する] オプション

 を使用します。両方とも接線である限り、補助連続曲線
のセグメントが同じ数である必要はありません。

2. 必要な作図オブジェクトを作成したら、[鋼材] タブに移動して プレート --> ロ
フト プレートの作成 をクリックします。

3. 表示されたツールバーで、ボタンをクリックし、2 つの作図オブジェクトを使
用してロフト プレートを作成するか、作図オブジェクトと点を使用して作成
するかを指定します。 

• 2 つの作図オブジェクト  を使用してロフト プレートを作成しま
す。

a. 初の作図オブジェクト (線、円弧、円、または連続曲線) を選択しま
す。

たとえば、2 つの補助円を使用してロフト プレートを作成する場合
は、次のようになります。
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b. 第 2 作図オブジェクトの選択:

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [ロフト プレート] プロパテ
ィを使用して、選択した作図オブジェクトの間にロフト プレートが作
成されます。
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• 1 つの作図オブジェクトと点  を使用してロフト プレートを作成
します。

a. 初の作図オブジェクト (線、円弧、円、または連続曲線) を選択しま
す。

たとえば、補助連続曲線と点を使用してロフト プレートを作成する場
合は、次のようにします。

Tekla Structures に、部材の形状のプレビューが表示されます。ロフト
プレートの方向とサイズを設定するには、プレビューを使用します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 305 部材の作成および部材プロパティの変更



b. 点を指定します。

Tekla Structures では、プレビューに基づいてロフト プレートが作成さ
れます。
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ロフト プレートの形状の変更

直接変更の寸法ハンドルと寸法値を使用して、ロフト プレートの形状を変更しま
す。

• たとえば、ロフト プレートの高さや半径などを変更します。

• ラインと円弧の場合: 円弧シンボル  を線の中点または円弧にドラッグし
て、ロフト プレートの形状を変更します。
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ロフト プレートの分割

閉じた円柱または円錐のロフト プレートは分割できないことに注意してくださ
い。

1. [編集] タブで [部材分割] をクリックします。

2. 分割するロフト プレートを選択します。

3. 分割線となる点をピックします。 

Tekla Structures は、ロフト プレートを分割します。

例:
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ロフト プレートの形状を修正するには、端部ハンドル ポイントをスワップ
します。

ロフト プレートを作成しようとすると、プレートの形状が自己交差します。つま
り、上側と下側の作図オブジェクトの始点および終点が互いに反対になります。こ
の場合、プレートは作成されず。

補助線または円弧のモデリング方向を変更することで、この状況を解決し、ロフト
プレートを作成できます。

1. 補助線または補助円弧を選択します。 

補助線で、[直接変更]  スイッチが有効でないことを確認します。その後、
黄色とマゼンタのオブジェクト ハンドルが表示されます。
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2. コンテキスト ツールバーで、  [端部の入れ替え] をクリックします。 

Tekla Structures は、選択した作図オブジェクトのモデリング方向を変更するた
め、ロフト プレートを正しく作成できます。

補助円を使用すると、いずれかの円を移動することでこの状況を解決できます。

ロフト プレートの展開

単品図でロフト プレートを展開できます。展開は、単一の形状から単一の形状に
作成されたロフト プレート、および接線の連続曲線ロフト プレートで機能します。

単一の形状から単一の形状に作成された展開されたロフト プレートの例:

接線の展開された連続曲線ロフト プレートの例:
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ロフト プレート プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、ロフト プレートをダブルクリック
し、[ロフト プレート] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

ロフト プレート プロパティ
プロパティ パネルの [ロフト プレート] プロパティを使用して、鉄骨ロフト プレー
トのプロパティを表示および変更します。プロパティを開くには、鉄骨ロフト プ
レートをダブルクリックします。鉄骨ロフト プレートのプロパティ ファイルのフ
ァイル名拡張子は、*.lpl です。
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プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なロフト プレートの
名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル ロフト プレートのプロファイル (363 ペ
ージ)。

材質 ロフト プレートの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス ロフト プレートのグループ化に使用さ
れます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

面タイプ

面タイプ プレートの上面および下面を平面と水
平にするかどうかを選択します。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 312 部材の作成および部材プロパティの変更



コンクリート柱の作成

1. [コンクリート] タブで、[柱]  をクリックします。

2. 点を指定します。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [コンクリート柱] プロパティを使
用して柱が作成されます。その際、そのプロパティで定義されたレベルが適用
されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [コンクリート柱] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

コンクリート柱プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、柱をダブルクリックし、[コンクリ
ート柱] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。
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コンクリート柱プロパティ
プロパティ パネルの [コンクリート柱] プロパティを使用して、コンクリート柱の
プロパティを表示および変更します。コンクリート柱をダブルクリックして、プロ
パティを開きます。コンクリート柱のプロパティ ファイルのファイル名拡張子
は、*.ccl です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な柱の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 柱のプロファイル (363 ページ)。
材質 柱の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス 柱のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

垂直 柱の参照点を基準とする柱の垂直位置
(359 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした柱の回転
(356 ページ)。

水平 柱の参照点を基準とする柱の水平位置
(360 ページ)。

上 全体座標の Z 方向における柱の 2 番目
の端部の位置。

下 全体座標の Z 方向における柱の 初の
端部の位置。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

キャストユニット 柱がプレキャストされるか、現場打ちさ
れるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
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設定 解説

打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

変形

ねじり 変形角度を使用して柱をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 柱にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の柱を短縮する 場合に使用し
ます。図面で柱の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

コンクリート梁の作成

1. [コンクリート] タブで  をクリックします。

2. 2 点をピックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [コンクリート梁] プロパティを使
用して、指定した点の間に梁が作成されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [コンクリート梁] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。
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コンクリート梁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、梁をダブルクリックし、[コンクリ
ート梁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

コンクリート梁プロパティ
プロパティ パネルの [コンクリート梁] プロパティを使用して、コンクリート梁ま
たは折れ梁のプロパティを表示および変更します。コンクリート梁をダブルクリ
ックして、プロパティを開きます。コンクリート梁のプロパティ ファイルのファ
イル名拡張子は、*.cbm です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

平面上 梁の参照線を基準とする作業平面上の
梁の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

デプス 梁の位置デプス (357 ページ)。位置は作
業平面に対して常に垂直になります。

終点オフセット
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設定 解説

Dx 梁の参照線に沿って梁の終点を移動し、
梁の長さ (362 ページ) を変更します。

Dy 梁の参照線に対して垂直に梁端部
(362 ページ) を移動します。

Dz 梁端部 (362 ページ) を作業平面の Z 方
向沿いに移動します。

曲線梁

平面 曲率平面。

半径 曲線梁の半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線梁の描画に使用す
るセグメントの数。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

キャストユニット 梁がプレキャストされるか、現場打ちさ
れるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

変形

ねじり 変形角度を使用して梁をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 梁にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の梁を短縮する 場合に使用し
ます。図面で梁の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

コンクリート折れ梁の作成
折れ梁は、直線セグメントと曲線セグメントを含むことができます。

1. [コンクリート] タブで [梁 --> 折れ梁 ] をクリックします。

2. 梁の通過点を指定します。
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3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures により、梁の現在のプロパティを使用して、ピックした点の間
に梁が作成されます。

4. 曲線セグメントを作成する場合は、折れ梁に角処理をします。 

例:
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コンクリート折れ梁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、折れ梁をダブルクリックし、[コン
クリート梁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

コンクリート梁プロパティ
プロパティ パネルの [コンクリート梁] プロパティを使用して、コンクリート梁ま
たは折れ梁のプロパティを表示および変更します。折れ梁をダブルクリックして、
プロパティを開きます。コンクリート梁のプロパティ ファイルのファイル名拡張
子は、*.cbm です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能な梁の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル 梁のプロファイル (363 ページ)。
材質 梁の材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス 梁のグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

平面上 梁の参照線を基準とする作業平面上の
梁の位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心とした梁の回転
(356 ページ)。

デプス 梁の位置デプス (357 ページ)。位置は作
業平面に対して常に垂直になります。

終点オフセット

Dx 梁の参照線に沿って梁の終点を移動し、
梁の長さ (362 ページ) を変更します。
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設定 解説

Dy 梁の参照線に対して垂直に梁端部
(362 ページ) を移動します。

Dz 梁端部 (362 ページ) を作業平面の Z 方
向沿いに移動します。

曲線梁

平面 曲率平面。

半径 曲線梁の半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線梁の描画に使用す
るセグメントの数。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

キャストユニット 柱がプレキャストされるか、現場打ちさ
れるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

変形

ねじり 変形角度を使用して梁をねじる場合に
使用します。

モデルキャンバー 梁にプリキャンバー (378 ページ) を付
加する場合に使用します。

短縮表示 モデル内の梁を短縮する 場合に使用し
ます。図面で梁の実際の長さが短縮さ
れます。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

コンクリート螺旋梁の作成
螺旋階段、駐車の傾斜路などの複雑な建築形状をモデリングする必要がある場合に
は、[コンクリート螺旋梁の作成] コマンドを使用します。

螺旋梁に関連する基本概念
次の図では、螺旋梁の作成に関連するいくつかの基本概念を説明します。 位置を
変更した場合、螺旋梁全体の形状が変更されることに注意してください。
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(1) 始点 ( 初にピックされた点)

(2) 中心点 (2 番目にピックされた点)

(3) 回転軸の方向 (オプションで 3 番目にピックされた点)

(4) 中心軸

(5) 全体の上がり: 中心軸に対して平行な、始点から終点までの距離

(6) 回転角度: 度単位で入力される、螺旋梁の回転角度。 注記: 正の値 = 反時計回り
回転、負の値 = 時計回り回転。

(7) 半径: 中心軸に対して垂直な、始点から中心点までの距離

螺旋梁の作成

1. [コンクリート] タブで [梁 --> 螺旋梁 ] をクリックします。

2. 始点をピックします。 

3. 中心点をピックします。 
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4. 回転軸を作業平面の +Z 方向に設定する場合は、マウスの中ボタンをクリック
して終了します。 

注 または、マウスの中ボタンをクリックする代わりに、2 番目の中心軸点を
ピックして回転軸の方向を定義できます。

Tekla Structures によって、螺旋梁が作成されます。 次に例を示します。

5. 螺旋梁をクリックして選択します。 

コンテキスト ツールバーに次のオプションが表示されます。

(1) 回転角度

(2) 全体の上がり

(3) 始点側ねじれ角度

(4) 終点側ねじれ角度

6. 回転を追加するには、[回転角度] ボックスにより大きい値を入力します。
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7. 螺旋を緩くするには、[全体の上がり] ボックスにより大きい値を入力します。

8. 半径を変更するには、始点または中心点を移動します。

制限事項

• 螺旋梁は、一定の半径を 1 つだけ持ちます。

• 全体の上がりが 0.00 より大きい螺旋梁を展開する場合、図面で完全にまっすぐ
にはなりません。 部材プロファイルのアウトラインと部材の長さの偏差の大
きさは、複数の要因によって決まります。 要因には、プロファイルのタイプ、
サイズ、長さ、全体の上がりの量、回転角度の大きさ、使用されるディテール
などがあります。

• 螺旋梁は、必ずしもねじれのない状態に展開されません。 始点と終点のねじれ
が異なる場合、展開図面には、展開されているがねじれた部材が表示されます。

• 螺旋梁では、ジョイントとディテールが正常に機能しないことがあります。

• 螺旋梁の DSTV エクスポートを行うと、正しい結果が生成されないことがあり
ます。

• IFC エクスポート時に螺旋梁を部材としてエクスポートすることはできませ
ん。螺旋梁を使用した現場打ち構造をモデリングする場合は、形状を現場打ち
コンクリートとして IFC にエクスポートできます。

コンクリート パネルまたは壁の作成
ピックした点を通るコンクリート パネルまたは壁を作成できます。

1. [コンクリート] タブで、[パネル]  をクリックします。

2. パネルまたは壁の通過点をピックします。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [コンクリート壁] プロパティを使
用して、パネルまたは壁が作成されます。
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4. 曲線セグメントを作成する場合は、パネルまたは壁に角処理をします。 

例:

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [コンクリート壁] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

コンクリート パネルまたは壁プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、パネルまたは壁をダブルクリック
し、[コンクリート壁] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

コンクリート パネルまたは壁プロパティ
プロパティ パネルの [コンクリート壁] プロパティを使用して、コンクリート パネ
ルまたは壁のプロパティを表示および変更します。パネルまたは壁をダブルクリ
ックして、プロパティを開きます。コンクリート パネルのプロパティ ファイルの
ファイル名拡張子は、*.cpn です。
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プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なパネル名。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル パネルのプロファイル (363 ページ) (壁
の厚さ×高さ)。

材質 パネルの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス パネルのグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

平面上 パネルの参照線を基準とする作業平面
上のパネルの位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心としたパネルの
回転 (356 ページ)。

デプス パネルの位置デプス (357 ページ)。位置
は作業平面に対して常に垂直になりま
す。

終点オフセット

Dx パネルの参照線に沿って梁の終点を移
動し、パネルの長さ (362 ページ) を変更
します。

Dy パネルの参照線に対して垂直にパネル
端部 (362 ページ) を移動します。

Dz パネル端部 (362 ページ) を作業平面の
Z 方向沿いに移動します。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

キャストユニット パネルまたは壁がプレキャストされる
か、現場打ちされるかを示します。
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設定 解説

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

曲げ

平面 曲率平面。

半径 曲線パネルの半径。

セグメント数 Tekla Structures で曲線パネルの描画に使
用するセグメントの数。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

コンクリート スラブの作成
コンクリート スラブを作成する場合、選択するプロファイルによってスラブの厚
みが決まり、ピックした点によって形状が決まります。スラブの角に角処理を追加
できます。

1. [コンクリート] タブで、[スラブ]  をクリックします。

2. スラブの角をピックします。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [コンクリートスラブ] プロパティ
を使用してスラブが作成されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。
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2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [コンクリートスラブ] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

円形コンクリート スラブの作成

1. 4 辺が等しい四角のスラブを作成します。

2. プレートを選択します。

3. ハンドルをダブルクリックします。 

スラブの角を選択しやすくするには、[直接変更] スイッチ  をオフにしま
す。

プロパティ パネルに [角処理] プロパティが開きます。

4. [タイプ] リストで、[丸め]  を選択します。

5. [半径] ボックスに角処理の半径を入力します。 

長さが四角形の辺の半分になるように半径を入力してください。

6. [変更] をクリックします。

7. 角処理する角ごとに上記の手順を繰り返します。 

円形スラブを作成するその他の方法

1. 4 辺が等しいひし形のスラブを作成します。

2. 角を丸くするには、[円弧上の点]  角処理タイプを使用します。
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コンクリート スラブ プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、スラブをダブルクリックし、[コン
クリートスラブ] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

コンクリート スラブ プロパティ
プロパティ パネルの [コンクリートスラブ] プロパティを使用して、コンクリート
スラブのプロパティを表示および変更します。コンクリート スラブをダブルクリ
ックして、プロパティを開きます。コンクリート スラブのプロパティ ファイルの
ファイル名拡張子は、*.csl です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なスラブ名。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

厚さ スラブの厚み。

材質 スラブの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス スラブのグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。
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設定 解説

位置

デプス コンクリート スラブの位置デプス
(357 ページ)。位置は作業平面に対して
常に垂直になります。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

キャストユニット スラブがプレキャストされるか、現場打
ちされるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

コンクリート ロフト スラブの作成
ロフト スラブを使用すると、曲線や二重曲線のスラブまたは壁などを作成できま
す。

ロフト スラブの前提条件と例

ロフト スラブを作成する前に、モデル内に作図 (615 ページ)オブジェクトが必要で
す。Tekla Structures は、 初の作図オブジェクトの始点を 2 番目の作図オブジェク
トの始点に接続することによって、使用された作図オブジェクトの形状に従ってロ
フト スラブの形状を作成します。作図オブジェクトの終点も同様の方法で接続さ
れます。

次の作図オブジェクトをロフト スラブとして接続できます。

• 補助線から補助線へ

例:
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• 補助線から補助円弧へ

例:

• 補助円弧から補助円弧へ

例:
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• 補助円から補助円へ

例:

• 補助連続曲線から補助連続曲線

鉄筋セットはロフト スラブでは機能しない点に注意してください。

ロフト スラブの作成

1. モデル内に必要な作図オブジェクトを作成します。ロフト スラブの形状は、
作図オブジェクトの形状に基づいています。 

以下のものが必要です。

• 補助線 (616 ページ)

• 補助円弧 (618 ページ)

• 補助円 (618 ページ)

] または [
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• 補助連続曲線 (619 ページ)

連続曲線では、補助連続曲線ツールバーで [接点を基準に円弧を作成] また

は [接線の作成] オプション  を使用します。直線セグメ
ントのみを含む連続曲線を作成するには、[ラインを作成する] オプション

 を使用します。両方とも接線である限り、補助連続曲線
のセグメントが同じ数である必要はありません。

2. 必要な作図オブジェクトを作成したら、[コンクリート] タブに移動して スラ
ブ --> ロフト スラブの作成 をクリックします。

3. 表示されたツールバーで、ボタンをクリックし、2 つの作図オブジェクトを使
用してロフト スラブを作成するか、作図オブジェクトと点を使用して作成す
るかを指定します。 

• 2 つの作図オブジェクト  を使用してロフト スラブを作成しま
す。

a. 初の作図オブジェクト (線、円弧、円、または連続曲線) を選択しま
す。

たとえば、2 つの補助円を使用してロフト スラブを作成する場合は、
次のようになります。
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b. 第 2 作図オブジェクトの選択:

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [ロフト スラブ] プロパティ
を使用して、選択した作図オブジェクトの間にロフト スラブが作成さ
れます。

• 1 つの作図オブジェクトと点  を使用してロフト スラブを作成し
ます。

a. 初の作図オブジェクト (線、円弧、円、または連続曲線) を選択しま
す。

たとえば、補助連続曲線と点を使用してロフト スラブを作成する場合
は、次のようにします。
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Tekla Structures に、部材の形状のプレビューが表示されます。ロフト
スラブの方向と高さを設定するには、プレビューを使用します。

b. 点を指定します。

Tekla Structures では、プレビューに基づいてロフト スラブが作成され
ます。
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ロフト スラブの形状の変更

直接変更の寸法ハンドルと寸法値を使用して、ロフト スラブの形状を変更します。

• たとえば、ロフト スラブの高さや半径などを変更します。
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• ラインと円弧の場合: 円弧シンボル  を線の中点または円弧にドラッグし
て、ロフト スラブの形状を変更します。

ロフト スラブの分割

閉じた円柱または円錐のロフト スラブは分割できないことに注意してください。

1. [編集] タブで [部材分割] をクリックします。

2. 分割するロフト スラブを選択します。

3. 分割線となる点をピックします。 

Tekla Structures は、ロフト スラブを分割します。

例:
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ロフト スラブの形状を修正するには、端部ハンドル ポイントをスワップし
ます。

ロフト スラブを作成しようとすると、スラブの形状が自己交差します。つまり、
上側と下側の作図オブジェクトの始点および終点が互いに反対になります。この
場合、スラブは作成されず。

補助線または円弧のモデリング方向を変更することで、この状況を解決し、ロフト
スラブを作成できます。

1. 補助線または補助円弧を選択します。 

補助線で、[直接変更]  スイッチが有効でないことを確認します。その後、
黄色とマゼンタのオブジェクト ハンドルが表示されます。

2. コンテキスト ツールバーで、  [端部の入れ替え] をクリックします。 

Tekla Structures は、選択した作図オブジェクトのモデリング方向を変更するた
め、ロフト スラブを正しく作成できます。

補助円を使用すると、いずれかの円を移動することでこの状況を解決できます。
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コンクリート ロフテッド スラブ プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、ロフト スラブをダブルクリックし、
[ロフト スラブ] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

ロフト スラブのプロパティ
プロパティ パネルの [ロフト スラブ] プロパティを使用して、コンクリート ロフト
スラブのプロパティを表示および変更します。コンクリート ロフト スラブをダブ
ルクリックして、プロパティを開きます。コンクリート ロフト スラブのプロパテ
ィ ファイルのファイル名拡張子は、*.lsl です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なロフト スラブ名。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

厚さ スラブの厚み。

材質 ロフト スラブの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

クラス ロフト スラブのグループ化に使用され
ます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

面タイプ

面タイプ スラブの上面および下面を平面と水平
にするかどうかを選択します。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

キャストユニット スラブがプレキャストされるか、現場打
ちされるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。
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設定 解説

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

パッド フーチングの作成

1. [コンクリート] タブで  をクリックします。

2. 点を指定します。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [パッドフーチング] プロパティを
使用してパッド フーチングが作成されます。その際、そのプロパティで定義
されたレベル (371 ページ) が適用されます。

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [パッドフーチング] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

パッド フーチング プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、パッド フーチングをダブルクリッ
クし、[パッドフーチング] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ) します。 

たとえば、円形のパッド フーチングを作成するには、[プロファイル] に円形
の断面を選択します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 339 部材の作成および部材プロパティの変更



3. [変更] をクリックします。

パッド フーチング プロパティ
プロパティ パネルの [パッドフーチング] プロパティを使用して、パッド フーチン
グのプロパティを表示および変更します。パッド フーチングをダブルクリックし
て、プロパティを開きます。パッド フーチングのプロパティ ファイルのファイル
名拡張子は、*.cpf です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なパッド フーチング
の名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル パッド フーチングのプロファイル
(363 ページ)。

材質 パッド フーチングの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス パッド フーチングのグループ化に使用
されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

垂直 パッド フーチングの参照点を基準とす
るパッド フーチングの垂直位置 (359 ペ
ージ)。

回転 作業平面上の軸を中心としたパッド フ
ーチングの回転 (356 ページ)。

水平 パッド フーチングの参照点を基準とす
るパッド フーチングの水平位置 (360 ペ
ージ)。

上 全体座標の Z 方向におけるパッド フー
チングの上面の位置。

下 全体座標の Z 方向におけるパッド フー
チングの下面の位置。
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設定 解説

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

キャストユニット パッド フーチングがプレキャストされ
るか、現場打ちされるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

ストリップ フーチングの作成

1. [コンクリート] タブで [フーチング --> ストリップフーチング ] をクリックし
ます。

2. フーチングの通過点をピックします。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [ストリップフーチング] プロパテ
ィを使用して、指定した点の間にストリップ フーチングが作成されます。

4. 曲線セグメントを作成する場合は、フーチングに角処理をします。 
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例:

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

1. モデルで何も選択されていないことを確認します。

2. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリック
し、リストから [ストリップフーチング] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプロパティが
表示されます。

ストリップ フーチング プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、ストリップ フーチングをダブルク
リックし、[ストリップフーチング] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

ストリップ フーチング プロパティ
プロパティ パネルの [ストリップフーチング] プロパティを使用して、ストリップ
フーチングのプロパティを表示および変更します。ストリップ フーチングをダブ
ルクリックして、プロパティを開きます。ストリップ フーチングのプロパティ フ
ァイルのファイル名拡張子は、*.csf です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なストリップ フーチ
ングの名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

プロファイル ストリップ フーチングのプロファイル
(363 ページ)。
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設定 解説

材質 ストリップ フーチングの材質 (365 ペー
ジ)。

仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。部
材の表面がどのように処理されている
かを示します。

クラス ストリップ フーチングのグループ化に
使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

位置

平面上 フーチングの参照線を基準とする作業
平面上のストリップ フーチングの位置
(355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心としたストリッ
プ フーチングの回転 (356 ページ)。

デプス ストリップ フーチングの位置デプス
(357 ページ)。位置は作業平面に対して
常に垂直になります。

終点オフセット

Dx フーチングの参照線に沿ってフーチン
グの終点を移動し、ストリップ フーチン
グの長さ (362 ページ) を変更します。

Dy 梁の参照線に対して垂直にストリップ
フーチング端部 (362 ページ) を移動し
ます。

Dz ストリップ フーチング (362 ページ) を
作業平面の Z 方向沿いに移動します。

キャスト ユニット

キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ) の頭文字と開
始番号。

キャストユニット ストリップ フーチングがプレキャスト
されるか、現場打ちされるかを示しま
す。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

曲げ

平面 曲率平面。

半径 曲線ストリップ フーチングの半径。
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設定 解説

セグメント数 Tekla Structures で曲線ストリップ フー
チングの描画に使用するセグメントの
数。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

アイテムの作成
Tekla Structures では、アイテムという用語は 3D の形状を持つ部材を指します。形
状は外部のモデリング ソフトウェアまたは Tekla Structures で作成され、Tekla
Structures の形状カタログから利用できます。

アイテムは、他の部材 (256 ページ) (梁や柱など) に似ています。アイテムと他の種
類の部材の主な違いは、アイテムの形状が 3D 形状 によって定義されるのに対し
て、他の種類の部材には部材の長さを作成するために押し出される 2D プロファイ
ルがあるという点です。

Tekla Structures の基本的な部材やコマンド (カットなど) を使用してモデリングす
るのが困難なモデル オブジェクトには、アイテムを使用できます。また、外部ソ
フトウェアでモデリングした形状や製造元がモデリングした形状を使用するモデ
ル オブジェクトにもアイテムを使用できます。

各アイテムには、そのアイテムを定義するプロパティ (形状、材質、位置など) が
あります。表示フィルターおよび選択フィルター、または図面テンプレートおよび
レポート テンプレートでアイテム プロパティを使用する場合は、部材のテンプレ
ート属性とプロファイルを使用する必要があります。部材からアイテムを分離す
る場合は、 テンプレート属性を使用します。

アイテムの制限事項

• アイテムはその輪郭に一致する形状を持つため、アイテムを拡大/縮小したり、
伸ばしたり、適合させたりすることはできません。

• アイテムはミラーリングできません。

• アイテムは分割したり結合したりできません。インポートしたアイテムを分割
すると、分割位置に複製が作成されます。

• アイテムがソリッド形状を持つ場合のみ、カットしたり別の部材に接続したり
できます。

• インポートしたアイテムの重量 (グロス) 値は、カットによってモデリングされ
た同一の Tekla Structures 部材の重量 (グロス) 値と異なる場合があります。こ
れは、部材の重量 (グロス) を計算する際にカットが考慮されないためです。
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アイテムまたはコンクリート アイテムの作成

1.  [直接変更] がオンになっていることを確認します。 

これにより、モデル内のアイテムの位置と回転を簡単に調整できます。

2. 作成するアイテムの材質に応じて、次のいずれかの操作を行います。 

• [鋼材] タブで、[アイテム]  をクリックします。

• [コンクリート] タブで、[アイテム]  をクリックします。

ヒ
ン
ト

または、プロパティ パネルでコマンドを開始することもできます。

a. モデルで何も選択されていないことを確認します。

b. プロパティ パネルで、[オブジェクト タイプのリスト] ボタン 
をクリックし、リストから [アイテム] または [コンクリートアイテ
ム] を選択します。

Tekla Structures によりコマンドが開始され、プロパティ パネルにプ
ロパティが表示されます。

プロパティ パネルでは、アイテム プロパティを変更し、形状など
を選択できます。

3. モデル内のオブジェクトの面と縁端の上にマウス ポインターを移動して、ア
イテムがどのように回転し、オブジェクト面に合わせて調整されるかを確認し
ます。 

別のオブジェクト (部材や現場打ちコンクリートなど) にアイテムを追加する
場合、Tekla Structures に、 も近いオブジェクトの縁端までの位置寸法も表示
されます。

4. アイテムの 初の点をピックします。

5. アイテムの方向を示すには、別の点を指定します。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [アイテム] または [コンクリートア
イテム] プロパティを使用して、指定した点の間に、1 つ目の点 (黄色のハンド
ル) から 2 つ目の点 (マゼンタ色のハンドル) に向かってアイテムが配置され
ます。

Tekla Structures に、アイテムの位置と回転を微調整するために使用可能な座標
軸、回転ハンドル、および位置寸法が表示されます。ハンドルはアイテムのロ
ーカル座標系に従って赤、緑、青になっています。
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6. いずれかの座標軸に沿ってアイテムを移動するには、関連する軸ハンドルを新
しい位置にドラッグします。

7. いずれかの座標軸を中心にアイテムを回転するには、関連する回転ハンドルを
新しい位置にドラッグします。 

Tab キーを押して、選択した回転ハンドルの方向に 90 度ずつアイテムを回転
させます。

8. 距離または角度を指定することで、そのアイテムを移動または回転するには、
次のようにします。

a. 軸ハンドル、回転ハンドル、または寸法の矢印を選択します。

b. 変更後の寸法の値を入力します。 

入力を開始すると、Tekla Structures に [数値位置の入力] ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

c. [OK] をクリックして、新しい寸法を確定します。

9. モデルにさらにアイテムを追加する場合は、マウスの中ボタンをクリックし、
手順 3 ～ 8 を繰り返します。

10. アイテムの追加を中止するには、Esc キーを押します。

11. 必要に応じて、アイテムの形状の変更 (379 ページ)を [ジオメトリの編集 ] モー
ドでさらに行えます。

アイテムまたはコンクリート アイテム プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、アイテムまたはコンクリート アイ
テムをダブルクリックし、[アイテム] または [コンクリートアイテム] プロパテ
ィを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。
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アイテムの形状の変更
アイテムを作成または変更する場合、使用できるすべての形状が含まれる、形状カ
タログのリストから形状を選択できます。

作業を開始する前に、必要な形状が形状カタログで使用可能であることを確認して
ください。

1. アイテムをダブルクリックし、プロパティ パネルにアイテム プロパティを開
きます。

2. [...] ボックスの隣にある [パターン] ボタンをクリックして、[形状カタログ] ダ
イアログ ボックスを開きます。

3. 必要に応じて、[フィルター] ボックスを使用して形状を検索します。

4. リストから形状を選択します。

5. [OK] をクリックして、[形状カタログ] ダイアログ ボックスを閉じます。

6. [変更] をクリックして変更内容を適用します。

アイテムへの部材の変換
モデル内の既存の部材をアイテムに変更すると同時に、対応する形状を図形カタロ
グに追加できます。

部材をアイテムに変更すると、Tekla Structures により元の部材が削除され、モデル
内に新しく作成されたアイテムに置き換えられます。元の部材の名前、材質、仕上
げ、クラス、現場打ちコンクリート フェーズ、およびナンバリング プロパティは、
対応するアイテム プロパティとして保存されます。その他の部材タイプ固有のプ
ロパティおよびユーザー定義情報は保存されません。鉄筋や仕上げ材など、元の部
材に関連付けられているオブジェクトが削除されます。

梁 (曲)、螺旋梁、折れ板、ロフト プレート、ロフト スラブはアイテムに変更でき
ません。

1. アイテムに変更する部材 (256 ページ)を作成します。

2. アイテムに複数の部材を含める場合、部材を相互に合成 (374 ページ)します。

3. 部材を選択します。

4. 右クリックして [部材をアイテムに変換] を選択します。 

または、[クイック起動] に移動し、[部材をアイテムに変換] コマンドを検索し
て選択してから、部材を選択できます。

Tekla Structures が部材をアイテムに変更し、新しい形状を形状カタログに追加しま
す。部材名は、部材名と部材の場所を使用して、<グリッドの位置>_<エレベーシ
ョン>_<部材名> の形式で生成されます。例:

• 1/D_+0_FOOTING

• 3/C_+0-+3600_COLUMN
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• 1-2/A-B_+3600_SLAB

形状カタログに同じ名前の形状が既に存在する場合は、Tekla Structures は新しい形
状名の末尾に 2 つのアンダースコア文字と番号を追加します。たとえば、1/D_
+0_FOOTING__1 です。

アイテムおよびコンクリート アイテム プロパティ
プロパティ パネルの [アイテム] プロパティおよび [コンクリートアイテム] プロパ
ティを使用して、アイテムのプロパティを定義、表示、および変更します。アイテ
ムまたはコンクリート アイテムをダブルクリックして、プロパティを開きます。

アイテムのプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.ips です。

コンクリート アイテムのプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.ipc で
す。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 解説

一般

名前 ユーザー定義可能なアイテムの名前。

Tekla Structures では、部材名は、レポー
トとドキュメント管理で使用されるほ
か、同じタイプの部材の識別にも使用さ
れます。

パターン アイテムの形状。

形状カタログから形状を選択するには、
[...] ボックスの横にある [パターン] ボ
タンをクリックします。

レポートと図面テーブルにアイテムの
形状を表示するには、PROFILE テンプ

レート属性を使用します。

材質 アイテムの材質 (365 ページ)。
仕上げ 仕上げのタイプ。

仕上げは、ユーザーが定義できます。仕
上げでは、部材表面の処理方法を記述し
ます。たとえば、防錆塗料、高温亜鉛メ
ッキ、耐火コーティングなどの処理を指
定できます。

クラス アイテムのグループ化に使用されます。

たとえば、部材をクラス別に異なる色で
表示することができます。

マーク シリーズ (アイテムに使用可能)
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設定 解説

部材ナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

製品ナンバリング 製品マーク (701 ページ)の頭文字と開始
番号。

位置

平面上 アイテムの参照線を基準とする作業平
面上のアイテムの位置 (355 ページ)。

回転 作業平面上の軸を中心としたアイテム
の回転 (356 ページ)。

デプス アイテムの位置デプス (357 ページ)。位
置は作業平面に対して常に垂直になり
ます。

終点オフセット

Dx 参照線に沿って (362 ページ) アイテム
を移動します。

Dy アイテムの参照線に対して垂直に
(362 ページ)アイテムを移動します。

Dz アイテムを作業平面の Z 方向に (362 ペ
ージ)移動します。

キャスト ユニット (コンクリート アイテムに使用可能)
キャスト ユニットのナンバリング 部材マーク (701 ページ)の頭文字と開始

番号。

キャストユニット アイテムがプレキャストされるか、現場
打ちされるかを示します。

現場打ちコンクリート フェーズ 現場打ちコンクリートの現場打ちコン
クリート フェーズ (457 ページ)。現場
打ちコンクリートをそれぞれ区別する
場合に使用します。

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、部材のユーザー定義情報 (366 ペー
ジ) (UDA) を開きます。ユーザー定義情
報には、部材に関する追加情報が含まれ
ています。

2.2 部材マークを調整し、部材情報を表示します。
部材の作成時には、点をピックして部材を配置します。必要に応じて、部材の作成
後に、さまざまな方法で部材の位置を調整できます。
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部材マーク

部材の作成時には、部材ハンドルおよび部材参照線を使用して部材マークを定義し
ます。プロパティ パネルの [位置] や [オフセット] セクション、またはコンテキス
ト ツールバーを使用して、回転 (356 ページ)など、部材の位置 (353 ページ)を調整
できます。

また、曲がり部材や水平部材などの作成および配置に役立つ次のヒントを参照して
ください。

• 曲がり部材の作成 (369 ページ)

• 水平部材の作成 (370 ページ)

• 近くに配置された梁の作成 (370 ページ)

• 柱、パッドフーチング、および梁(直交)の配置 (371 ページ)

• 同一領域のモデリング方法 (372 ページ)

部材情報の表示

選択した部材プロパティをモデル ビューに表示するには、部材ラベル (367 ページ)
を使用します。部材ラベルはテキストで書かれた説明で、部材の横に表示され、部
材のプロパティを示します。

モデル ビューでの部材ハンドルおよび部材参照線の表示
部材ハンドルは、モデル オブジェクトの移動や、そのモデル オブジェクトの形状
またはサイズの変更に使用できます。部材参照線は 2 つの参照点の間の線であり、
線の終端にハンドルがあります。

注 梁などの水平部材を作成する場合は、常に同じ方向 (左から右など) に点をピックしま
す。これにより、Tekla Structures の図面内で部材を配置して寸法を付けるときの方法
が統一され、部材マークが部材の同じ側の端部に自動的に表示されるようになります。

部材ハンドルの表示
Tekla Structures では、部材の方向はハンドルで示されます。部材を選択すると、
Tekla Structures はハンドルを表示します。部材の 1 番目の端部には黄色のハンド
ルが表示され、それ以外の端部にはマゼンタ色のハンドルが表示されます。
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部材のハンドルのみを選択する方法については、「オブジェクトの選択 (130 ペー
ジ)」を参照してください。

[直接変更] (117 ページ) がオンになっている場合、Tekla Structures では、選択した
部材の参照点、角、セグメント、およびセグメント中点にも直接変更ハンドルが表
示されます。これらのハンドルは青色です。

ハンドルを使用した部材の長さの変更

直接変更を使用しない場合、部材ハンドルを使用して部材の長さを変更できます。

1. [直接変更] スイッチ  がオンになっていないことを確認します。

2. 部材を選択します。

Tekla Structures では、部材のハンドルがハイライトされます。

3. ハンドルのいずれかをクリックして、選択します。
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4. Tekla Structures では、他のオブジェクトの場合と同様にハンドルを移動しま
す。

たとえば、右クリックして [移動] を選択します。

[ドラッグアンドドロップ] が有効 (162 ページ)であれば、ハンドルをそのまま
新しい位置にドラッグできます。

警
告

カット またはフィッティング (413 ページ) を使用して部材の長さを変更し
ないでください。理由は次のとおりです。

• NC ファイルに情報をエクスポートしたときに、カットが部材の長さに常
に反映されるとは限らないので、カットにより工場でエラーが発生する可
能性があります。

• フィッティングが原因で、ジョイントとディテールに問題が生じる場合が
あります。

ハンドルの入れ替え

[Swap handles] マクロを使用して部材のモデリング方向を変更できます。このマ
クロは黄色の始点ハンドルをマゼンタに、マゼンタの終点ハンドルを黄色にしま
す。

1. モデリング方向を変更する部材を選択します。

Tekla Structures は、部材ハンドルを表示します。

2. [クイック起動] に移動し、「swap handles」と入力して、表示されたリスト

から [マクロ.Swap handles] コマンドを選択します。

Tekla Structures では、部材のモデリング方向が変更され、始点ハンドルと終点
ハンドルが入れ替わります。
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モデルビューでの部材参照線の表示

部材の作成時には、点をピック (84 ページ) して部材を配置します。これらの点が
部材参照点となります。2 点をピックして部材を配置する場合、点によって部材参
照線が形成され、線の両端にハンドルが表示されます。デフォルトでは、部材参照
線はモデル内に表示されません。この線は、部材の中心点にスナップする場合など
に表示すると便利です。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

3. [詳細設定] タブで [部材参照線] チェック ボックスをオンにします。

4. [変更] をクリックします。 

部材参照線が表示されます。

部材の位置の変更
プロパティ パネルおよび [位置] と [オフセット] セクションを使用して、部材マー
クを変更します。または、コンテキスト ツールバーを使用して、部材マークを変
更できます。
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部材の位置を変更するには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作

プロパティ パネル (110 ページ)を使用
して部材マークを変更する

1. 部材をダブルクリックし、プロパテ
ィ パネルに部材プロパティを開き
ます。

2. [位置] または [オフセット] セクシ
ョンで、部材の回転 (356 ページ)や
部材の垂直位置 (359 ページ)など、
目的の位置設定を変更します。

たとえば、ハンドルの 200 単位上方
に配置された部材として定義でき
ます。

3. [変更] をクリックします。

コンテキスト ツールバーを使用して、部
材マークを変更します。

1.
コンテキスト ツールバーで、  を
クリックします。

2. 設定を変更します。それに従って
オブジェクトがモデル内を移動し
ます。

• 梁、柱、パネル、またはフーチ
ング全体の位置を変更するに
は、円形の選択ダイヤルを使用
します。ダイヤル上の扇形の部
分をクリックして、位置を選択
します。

• 回転角度を変更するには、緑色
の回転角度ノブをクリックし、
ドラッグします。

• [角度]、[作業平面上のオフセッ
ト]、または [デプスオフセット]
を変更するには、対応するボッ
クスに値を入力します。

• プレートやスラブの位置を変更
するには、オプションを選択し
て、[デプスオフセット] ボック
スに値を入力します。
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目的 操作

ヒント 回転角度ノブは、5 度単位でスナップします。この値を上書きするには、
Shift キーを押します。

参照項目

作業平面上の部材の位置 (355 ページ)

部材の回転 (356 ページ)

部材の位置デプス (357 ページ)

部材の垂直位置 (359 ページ)

部材の水平位置 (360 ページ)

部材の終点オフセット (362 ページ)

作業平面上の部材の位置
部材プロパティの [平面上] 設定を使用して、作業平面上の部材の位置を表示およ
び変更します。位置は、常に部材の参照線を基準とする相対位置となります。

または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。

オプション 説明 例

中 参照線は、部材の中央にあ
ります。

右 部材は、参照線の下側に配
置されます。
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オプション 説明 例

左 部材は、参照線の上側に配
置されます。

例

位置 例

中 300

右 300

左 300

部材の回転
部材プロパティの [回転] 設定を使用して、作業平面上の軸の周囲での部材の回転
を表示および変更します。

また、回転角度を定義できます。Tekla Structures では、正の値が X 軸を中心とする
時計回りの角度として扱われます。

または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。
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オプション 説明 例

正 作業平面は、部材の正面に
対して平行です。

上 作業平面は、部材の上面に
対して平行です。

背 作業平面は、部材の背面に
対して平行です。

下 作業平面は、部材の下面に
対して平行です。

部材の位置デプス
部材プロパティの [デプス] 設定を使用し、部材の位置デプスを表示および変更し
ます。位置は、常に部材ハンドル間の部材参照線を基準とする相対位置となりま
す。
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または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。

オプション 説明 例

中 部材は、参照線の中央に配
置されます。

正 部材は、参照線の上側に配
置されます。

背 部材は、参照線の下側に配
置されます。

例

位置 例

中 400

正 400
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位置 例

背 400

部材の垂直位置
部材プロパティの [垂直] 設定を使用し、部材の垂直位置を表示および変更します。
位置は、常に部材の参照点を基準とする相対位置となります。

または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。

オプション 説明 例

中 参照点は、部材の中央にあ
ります。

下 部材は、参照点の下側に配
置されます。
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オプション 説明 例

上 部材は、参照点の上側に配
置されます。

例

位置 例

中 200

下 200

上 200

部材の水平位置
部材プロパティの [水平] 設定を使用し、部材の水平位置を表示および変更します。
位置は、常に部材の参照点を基準とする相対位置となります。
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または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。

オプション 説明 例

中 参照点は、部材の中央にあ
ります。

左 部材は、参照点の左側に配
置されます。

右 部材は、参照点の右側に配
置されます。

例

位置 例

中 150
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位置 例

左 150

右 150

部材の終点オフセット
部材プロパティの [Dx]、[Dy]、および [Dz] 設定を使用し、参照線を基準にして部
材の端部を移動します。正または負の値を入力できます。

または、コンテキスト ツールバー (353 ページ) を使用して、部材の位置を変更で
きます。

オプション 解説

Dx 部材の端点を参照線沿いに移動して部
材の長さを変更します。

Dy 部材の端部を参照線に対して垂直に移
動します。

Dz 部材の端部を作業平面の Z 方向沿いに
移動します。

例

位置 例

Dx
参照点: 200
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位置 例

Dx
参照点: -200

Dy
参照点: 300

Dy
参照点: -300

Dz
参照点: 400

Dz
参照点: -400

部材のプロファイルまたは材質の選択および変更
各部材のプロファイルと材質は、プロファイル カタログと材質カタログを使用し
て選択します。

部材のプロファイルの選択および変更

Tekla Structures の部材に使用可能なプロファイル タイプは 2 つあります。

• 固定プロファイル

固定プロファイルは、あらかじめ定義されたプロファイルです。固定プロファ
イルのプロパティは業界標準に準拠しているので、管理者以外は変更しないで
ください。固定プロファイルは環境固有のプロファイルです。
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• パラメトリック プロファイル

パラメトリック プロファイルは、ユーザーが部分的に定義できます。パラメト
リック プロファイルの形状は事前定義されていますが、断面寸法はユーザーが
1 つ以上のパラメーターを使用して変更できます。Tekla Structures では、モデル
を開くたびに断面の形状が計算されます。

Tekla Structures プロファイル カタログで使用可能な固定プロファイルまたはパラ
メトリック プロファイルを使用するか、または複数の方法でプロファイル カタロ
グをカスタマイズできます。

部材のプロファイルの変更

部材を作成または変更 (256 ページ)する場合、プロファイル カタログで使用できる
すべてのプロファイルが含まれるリストから、部材のプロファイルを選択できま
す。

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [プロファイル] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。

[プロファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

デフォルトでは、部材の材質に関連するプロファイル タイプのみが表示され
ます。たとえば、鉄骨部材のプロファイルを変更する場合、鋼材に関連するプ
ロファイル タイプのみが表示されます。

3. 必要に応じて、表示するプロファイル情報を定義します。

• プロファイル タイプに関連している材質に関係なく、プロファイル カタロ
グのすべてのプロファイルをリストに表示するには、[全プロファイルの表
示] チェック ボックスを選択します。

• プロファイルのプロパティをすべて表示するには、[詳細表示(S)] チェック
ボックスをオンにします。

4. リストからプロファイルを選択します。

5. プロファイルがパラメトリックの場合は、[一般] タブでその寸法を定義しま
す。

(1) [値] ボックスをクリックし、既存の値を新しい値に置き換えます。

6. [OK] をクリックして、[プロファイルの選択] ダイアログ ボックスを閉じま
す。
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7. プロパティ パネルで [変更] をクリックします。

または、プロファイルの名前がわかっている場合は、プロパティ パネルまたはコ
ンテキスト ツールバーの [プロファイル] ボックスに名前を直接入力することもで
きます。

プロファイル寸法の標準化された値の使用

パラメトリック プロファイルの寸法には標準化された値を使用できます。

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [プロファイル] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。

[プロファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. パラメトリック プロファイルを選択します。

このプロファイルに標準化された値を定義した場合は、[一般] タブのプロファ
イル プロパティの下に [業界標準値のみの使用] チェック ボックスが表示さ
れます。

4. [業界標準値のみの使用] チェック ボックスをオンにします。

5. [値] 列のリストからプロファイル寸法を選択します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 365 部材マークを調整し、部材情報を表示します。



部材の材質の選択および変更

部材を作成または変更 (256 ページ)する場合、材質カタログで使用できるすべての
材質が含まれるリストから、部材の材質と等級を選択できます。

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [材質] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。 

[材質の選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 必要に応じて、表示する材質情報を定義します。 

• 材質のエリアスをリストに含めるには、[エリアス表示(A)] チェック ボッ
クスをオンにします。

エリアスとは、別名のことです。たとえば、旧名称や、国または規格によ
って異なる名前などです。Tekla Structures では、材質を選択したときにエ
リアスが自動的に標準名に変更されるようになっています。

• 材質のプロパティをすべて表示するには、[詳細表示(D)] チェック ボック
スをオンにします。

4. リストから材質を選択します。

5. [OK] をクリックして、[材質の選択] ダイアログ ボックスを閉じます。

6. プロパティ パネルで [変更] をクリックします。

または、プロファイルの名前がわかっている場合は、プロパティ パネルまたはコ
ンテキスト ツールバーの [プロファイル] ボックスに名前を直接入力することもで
きます。

ヒント 必要に応じて、材質カタログをカスタマイズ できます。

部材のユーザー定義情報 (UDA) の例

ユーザー定義情報 (UDA) には、部材に関する追加情報が含まれています。UDA に
は、番号、テキスト、またはリストを含めることができます。必要に応じて、新し
いユーザー定義情報を定義 できます。

次の表は、部材 UDA の用途の例を示しています。

属性 用途

[コメント] Tekla Structures 図面内の部材マークおよび溶接マーク
に使用できます。プロジェクト内でも使用できます。

[短縮量] 部材の図面を作成するとき、Tekla Structures によって
部材の実際の長さがこの値の分だけ短縮されます。
常に張力がかかるブレーシング バーの製品図を作成
するときに役立ちます。

[キャンバー] Tekla Structures 図面内の部材マークに使用できます。

[予備マーク] レポート内で部材の予備マークを取得できます。
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属性 用途

[ロック] オブジェクトが誤って変更されるのを防ぎます。

[せん断力]、[軸力]、[曲げ
モーメント]

オートデフォルトの反力を保存できます。力の値は、
部材の端部ごとに個別に入力できます。

[ユーザーフィールド 1]～
[ユーザーフィールド 4]

ユーザー定義フィールドです。これらのフィールド
の名前を変更して、新しいユーザー定義フィールドを
追加できます。

[ジョイントコード] ジョイント タイプに関する情報を、Tekla Structures に
インポートするときに使用できます。インポート後、
オートコネクションおよびオートデフォルトのルー
ルとしてジョイント コードを使用できます。部材の
端部ごとに異なるジョイント コードを設定できます。

[モーメント コネクショ
ン]

モーメント コネクション シンボル を図面に表示する
かどうかを選択できます。

部材ラベルを使用して、部材情報を表示する
[部材ラベル] オプションを使用して、選択された部材プロパティ、ユーザー定義情
報、およびテンプレート属性をモデル ビューに表示できます。
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部材ラベルは、表示されている部材の横に表示される部材の説明です。部材の名
前、プロファイル、位置番号など、どの情報をラベルに表示するかを定義できま
す。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

3. [詳細設定] タブに移動します。

4. [部材マーク] の横にある [プロパティ] リストで、プロパティを選択します。

5. [追加 >] をクリックし、プロパティを [部材マーク] リストに追加します。 プ
ロパティを追加すると、部材マーク チェック ボックスが自動的に選択されま
す。

6. [部材マーク] リストからプロパティを削除するには、プロパティを選択し、[削
除] をクリックします 。 プロパティをすべて削除した場合、[部材マーク] チェ
ック ボックスは自動的にクリアされます。

7. 必要に応じて、部材ラベルに表示するユーザー定義情報またはテンプレート属
性を定義します。

a. [ユーザー定義情報] リストで、[プロパティ] を選択します。

b. [追加 >] をクリックします。[部材マーク] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。
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c. objects.inp ファイルに示されているとおりのユーザー定義情報の名前、ま
たはテンプレート属性の名前を入力します。 たとえば、「PRELIM_MARK」
と入力します。

d. [OK] をクリックします。

8. [次を表示] リストで、どの部材に部材ラベルを表示するかを選択します。 

• すべて:部材ラベルは、ビュー内のすべての部材で表示されます。

• 選択対象:部材ラベルは、選択した部材にのみ表示されます。

• 選択対象のメイン部材:部材ラベルは、選択した製品のメイン部材にのみ表
示されます。

• すべてのメイン部材:部材ラベルはすべての製品のすべてのメイン部材で
表示されます。

[選択対象] または [選択対象のメイン部材] オプションを選択した後にビュー
を選択する場合、まずビューにその変更を適用する必要があることに注意して
ください。その後で、部材ラベルを表示するオブジェクトを選択してくださ
い。

9. [変更] をクリックします。

曲がり部材の作成
部材の半径とセグメント数を定義して曲がり部材を作成できます。曲げ部材がど
の程度正確になるのかは、セグメント数によって決まります。セグメント数が多い
ほど、部材の角張りが少なく表示されます。

1. 曲げることができる部材(梁、パネル、ストリップフーチング)を作成します。

2. 部材をダブルクリックして、部材プロパティを開きます。

3. 部材タイプに応じて、[梁 (曲)] または [曲げ] 設定領域に移動します。

4. [半径]ボックスに、半径を入力します。

5. [セグメント数]ボックスに、使用するセグメント数を入力します。

6. 必要に応じて、現在の作業平面を基準として曲率平面を定義します。

7. [変更]をクリックして部材を曲げます。
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例

セグメント数: 2

セグメント数: 5

セグメント数: 15

参照項目

部材の位置の変更 (353 ページ)

水平部材の作成

梁などの水平部材を作成する場合は、必ず同じ方向で点をピックしてください。た
とえば、左から右、底部から上部に(正の x、y 方向に)位置をピックします。これ
により、Tekla Structures の図面内で部材を配置して寸法を付けるときの方法が統一
され、部材マークが部材の同じ側の端部に自動的に表示されるようになります。

図面での梁の回転が正確になるように、部材のプロパティで、部材の [回転] を [上]
に設定します。
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近くに配置された梁の作成
非常に近くに配置された梁を作成する場合、Tekla Structures では、その梁がツイン
部材として見なされることがあります。これを回避するには、プロファイルカタロ
グでユーザー定義情報 MAX_TWIN_SEARCH_DISTを使用します。

1. [ファイル] メニューで、 カタログ --> プロファイル カタログ をクリックして
[プロファイル カタログの編集] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 目的のプロファイルをプロファイルツリーから選択します。

3. [ユーザー定義情報]タブを開き、[ツイン部材の検出距離]プロパティを 0より

も大きな値(0.1など)に設定します。

4. [OK]をクリックします。

5. プロファイルを使用して梁を作成します。

参照項目

鉄骨梁の作成 (260 ページ)

ツイン プロファイルの作成 (268 ページ)

柱、パッドフーチング、および梁(直交)の配置
1 点だけをピックして作成する部材(柱など)の場合は、全体座標の Z 方向での部材
の上部レベルと下部レベルを定義できます。部材は、定義したレベルで作成されま
す。モデル内でピックしたレベルでは作成されません。この機能を使用すると、作
成する部材ごとに正確なレベルを定義できるので、多層階構造を作成する場合に便
利です。

部材の上部レベルおよび下部レベルを定義するには、次のようにします。

1. 1 点のみをピックする必要がある部材を作成します。 

たとえば、柱を作成します。

2. 部材をダブルクリックして、部材プロパティを開きます。

3. [位置] 設定領域に移動します。

4. 部材の上部レベルおよび下部レベルを変更します。 

• [上部] : 部材の上部レベルを定義します。

• [下面]:部材の下部レベルを定義します。

5. [変更]をクリックします。

例

この例では、コンクリート柱が 2 階建ての構造物を構成しています。 上階の柱を
適切に配置するには、下部レベルの位置を変更する必要があります。
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(1) 上部レベル = 1000、下部レベル = 0

(2) 上部レベル = 1700、下部レベル = 1200

(3) スラブ厚 = 200

参照項目

部材の位置の変更 (353 ページ)

同一領域のモデリング方法

ほとんどの構造物には、単純なフレームからフロア全体まで、同一の領域がありま
す。 これらの領域を一度に作成して、モデル全体にコピーすることで、時間を節
約します。 たとえば、基本プレートとキャッププレートのある柱を作成したら、
その柱をモデル内で該当するすべての場所にコピーすることができます。

この方法を使用して、どのような同一領域でも作成してコピーできます。 プロジ
ェクトによっては、建造物の領域をコピーする前に、コネクションを追加すること
もできます。

ヒン
ト

複数の同一フロアがあるプロジェクトの場合は、フロア全体を作成してから、複
数の階にコピーするようにしてください。

参照項目

オブジェクトのコピーおよび移動 (146 ページ)

2.3 部材の変更
ここでは、部材の形状、位置、長さなど、さまざまな部材プロパティを変更する方
法について説明します。 また、部材を分割および結合する方法と、変形オプショ
ンを使用して部材にねじり処理とキャンバーを適用する方法についても説明しま
す。

詳細情報のリンク:
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部材の鉄筋、仕上げ材、または角処理 (面取り) の適応性の変更 (438 ページ)

部材の分割 (373 ページ)

部材の結合 (374 ページ)

部材を相互に合成 (374 ページ)

部材へのねじり処理の適用 (376 ページ)

部材へのキャンバーの付加 (378 ページ)

アイテムの変更 (379 ページ)

部材の分割
分割機能を使用して部材を 2 つに分割します。分割機能は、直線部材、オフセット
なしの折れ梁および曲線梁、標準グループとテーパー鉄筋グループで使用できま
す。また、ポリゴンを使用してプレートおよびスラブを分割することもできます。

直線/曲がり部材または折れ梁の分割

1. [編集] タブで、[部材分割] をクリックします。

2. 分割する部材を選択します。

3. 分割線となる点をピックします。

4. 折れ梁を分割する場合、以下が正しいことを確認してください。 

• 分割された折れ梁の位置と方向の設定

• 分割された折れ梁に関連するコンポーネント

ポリゴンを使用したプレートまたはスラブの分割

1. Z 軸が分割するプレートまたはスラブに対して垂直になるようにします。

2. [編集] タブで、[部材分割] をクリックします。

3. 分割する部材を選択します。

4. 位置をピックして、分割に使用するポリゴン形状の輪郭を作成します。

5. マウスの中ボタンをクリックし、ポリゴンを完成させて部材を分割します。

注 分割に使用するポリゴンの角の点をピックする際には、始点と終点が次のようになっ
ていることを確認してください。

• 部材の外側にあること

• 部材と同じ側にあること

注 ボルト、溶接、または仕上げ材のあるポリゴンプレートを分割する場合は、分割後に
結果を確認してください。
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部材の結合
2 つの部材を 1 つに結合できます。 この方法は、他の方法ではモデル化が難しい複
合部材（折板など）をモデル化したり、事前に製作され、プロファイルが設定され
た状態で工場に納入される部材をモデル化したりする場合に便利です。

1. [編集] タブで [部材結合] をクリックします。

2. 1 つ目の部材を選択します。 

初に選択した部材のプロパティは、結合した部材に対して使用されます。

3. 2 つ目の部材を選択します。 

これらの部材は 1 つの部材に結合されます。

それぞれの部材の中心線が一列に並んでいない場合、Tekla Structures では、各
部材の始点と終点の 大距離に基づいて中心線が結合されます。次に例を示
します。

制限事項

• ポリゴンプレート、折れ梁、スラブは結合できません。

• 部材を結合する際、Tekla Structures により、関連付けられているオブジェクト
やジョイントが維持されます。Tekla Structures では、 初に選択した部材のジ
ョイントは再作成されません。

参照項目

部材を相互に合成 (374 ページ)

部材を相互に合成
[部材合成] コマンドを使用すると、1 つ以上の部材を別の部材に合成する、または
合成された部材を切り離すまたは分解することができます。

合成部材のプロパティを変更する場合、一部の部材プロパティは、合成された部材
のメイン部材から取得されます。これらのプロパティは、合成部材のプロパティに
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表示されません。部材全体のプロパティを照会することも、各合成部材のプロパテ
ィを個別に照会することもできます。合成部材は、面積、体積、および重量を計算
する際にも考慮されます。

• [重量 (グロス)] では、フィッティング前後の重量を比較して、カットを考慮せ
ずに合成部材を含めた 大重量結果が示されます。

• [重量 (ネット)] には、モデリングされている部材の形状の体積に基づいて、カ
ットおよび合成部材を含めた重量が示されます。

• [重量] には純重量が示されます。

制限事項

• ジョイントは、他の部材の合成先の部材に追加する必要があります。ジョイン
トを合成部材に追加することはできません。

• [部材合成] コマンドを使用して相互に合成されている部材では、一部の鉄筋コ
ンポーネントが正しく機能しない場合があります。部材の形状は、コンポーネ
ントの追加に適した状態に常に維持されているわけではありません。たとえ
ば、合成部材の参照点が失われることがあります。この場合、鉄筋を追加する
ために必要な配置情報がわからなくなります。

部材を別の部材に合成

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] を開きます。[表示設定
(D)...] ボタンをクリックして、表示設定で [カットと合成オブジェクト] オプシ
ョンが選択されていることを確認します。

2. [編集] タブで、[ 部材合成 --> 部材に合成する ] をクリックします。

3. 合成先の部材を選択します。

4. 合成する部材を選択します。 

一度に複数の部材を合成できます。

5. マウスの中ボタンをクリックして部材を合成します。

合成部材の切り離し

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] を開きます。[表示設定
(D)...] ボタンをクリックして、表示設定で [カットと合成オブジェクト] オプシ
ョンが選択されていることを確認します。

2. [編集] タブで、[ 部材合成 --> 部材から切り離す ] をクリックします。

3. 切り離す合成部材を選択します。 

一度に複数の異なる部材から複数の部材を切り離すことができます。各部材
をクリックするか、範囲選択を使用して部材を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックして部材を切り離します。 

部材を切り離しても、合成部材のときに設定されていた色は保持されます。
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合成部材の分解
合成部材が含まれた部材を分解できます。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] を開きます。[表示設定
(D)...] ボタンをクリックして、表示設定で [カットと合成オブジェクト] オプシ
ョンが選択されていることを確認します。

2. [編集] タブで、[ 部材合成 --> 部材を分解する ] をクリックします。

3. 分解する部材を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックして部材を分解します。

部材へのねじり処理の適用
鋼材およびコンクリートの梁および柱、またコンクリート スラブにねじり処理を
適用できます。ねじり機能は、[ 統合パッケージ]、[PCa 詳細設計]、および [鉄骨
詳細設計] 構成でのみ使用できます。

変形角度を使用して梁または柱にねじり処理を適用する

1. 梁または柱をダブルクリックし、プロパティを開きます。

2. [変形] セクションに移動します。

3. [ねじり始点] ボックスに、部材ハンドルを基準とする梁の始点角度を入力しま
す。 参照点 1

4. [ねじり] [ 参照点 2 ] ボックスに、部材ハンドルを基準とする梁の終点角度を入
力します。 

たとえば、梁の終点のねじりを 10 度にするには、「0」を [ 参照点 1 ] アングル

ボックスに入力し、「10」を [ 参照点 2 ] アングル ボックスに入力します。

5. [変更] をクリックして梁にねじり処理を適用します。 

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 376 部材の変更



角処理を移動してコンクリート スラブにねじり処理を適用する

始める前に、[スラブ] タブの [コンクリート] コマンドを使用してコンクリート ス
ラブを作成します。

1. 角処理をダブルクリックして、[角処理] プロパティを開きます。

2. 角処理プロパティを変更します。 

スラブ面が平面ではなくなるようにするため、角処理は変更しないでくださ
い。

• 角処理の上隅を移動するには、[Dz1] 値を変更します。

• 角処理の下隅を移動するには、[Dz2] 値を変更します。

3. [変更] をクリックしてスラブにねじり処理を適用します。

床部分 (66) のスラブにねじり処理を適用する

始める前に、 コンポーネントを使用してコンクリート スラブを作成します。

1. [コンポーネントの選択] 選択スイッチがオンになっていることを確認します。

2. 移動する角処理を選択します。 

たとえば、スラブ コンポーネントのコーナー点を選択すると、その側のスラ
ブ端部にねじり処理を適用できます。

3. 右クリックして [移動 --> 平行... ] を選択します。

4. [ 移動 - 平行 ] ダイアログ ボックスで、適切な方向ボックスに値を入力します。

たとえば、「100」と [ dZ ] ボックスに入力して、対象の角を 100 mm 持ち上げ

ます。

5. [移動] をクリックします。 
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Tekla Structures で、選択した方向に点が移動し、スラブにねじり処理が適用さ
れます。

6. 右クリックして [中断] を選択します。

7. [コンポーネントオブジェクトの選択] 選択スイッチがオンになっていること
を確認します。

8. 単一のスラブの曲げねじり角度を確認するには、スラブをダブルクリックして
[コンクリート梁] プロパティを開き、[変形] セクションに移動します。 

[ねじり] の開始値および終了値は、部材の始点および終点のねじり角度を示し
ます。

部材へのキャンバーの付加
キャンバーを使用して、部材にプリキャンバーを付加できます。これは、現場で定
着して平坦になる長重断面にカーブを付けることを指します。 キャンバーを使用
して、モデル上のプレストレス部材のナチュラルキャンバーを表現します。 キャ
ンバーは、モデルのカットの位置、傾斜、および埋め込みに影響します。

1. 部材をダブルクリックして、部材プロパティを開きます。

2. [変形] セクションに移動します。

3. [モデルキャンバー] ボックスでキャンバー値を定義します。

4. [変更] をクリックします。 

Tekla Structures により、キャンバーが部材に対してローカル Z 方向に付加され
ます。
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アイテムの変更
アイテムを変更することで、モデルの形状を微調整できます。たとえば、この方法
で傾斜スラブを作成できます。

ヒント モデル内の既存の形状と部材を使用して、アイテムの形状を作成できます。

アイテムの形状を変更するときに、頂点 (角)、縁端、および面を移動できます。た
だし、面は常に平面を維持する必要があるため、すべての頂点や縁端を自由に移動
することはできません。既存の面を分割するには、新しい縁端を追加する必要があ
ります。これらの縁端は、面間のヒンジまたはターニング ジョイントとして機能
します。

アイテムの形状を変更した後、変更を保存する場合、アイテムの現在の形状を更新
するか、新しい形状を作成するかを選択できます。また、Tekla Structures では、操
作を元に戻す必要がある場合に備えて形状カタログに一時形状も保存されます。
モデルを保存すると、形状カタログから未使用の一時形状が削除されます。

節点の編集の開始

開始する前に、アイテムを作成 (344 ページ)します。

1.  [直接変更] がオンになっていることを確認します。

2. 形状を変更するアイテムを選択します。 

ソリッド形状を持つアイテムのみを変更できます。

[ジオメトリの編集] タブがリボンの右端部に表示されます。

Tekla Structures に、選択したアイテムの直接変更軸と回転ハンドルが表示され
ます。例:
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3. アイテム プロパティ (348 ページ)の位置設定を変更し、[平面上] と [デプス] の
両方がオフセット 0 の [中] に設定されるようにします。 

これにより、後で形状の変更が正確になります。

4. モデル内のアイテムの位置を調整する必要がある場合、直接変更軸ハンドルま
たは位置寸法矢印をドラッグします。

アイテムの形状の変更

開始する前に、[ジオメトリの編集] タブを開き、正しいアイテムが選択されている
ことを確認します。

1. ハンドル をクリックすると、選択したアイテムのハンドルが表示されま
す。例: 
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2. 選択したアイテムの上にマウス ポインタを移動し、面、縁端、および頂点を
ハイライトします。

3. 頂点の座標を確認するには、頂点を選択します。 

Tekla Structures のモデル ビューに作業平面ベースの絶対座標が表示されます。
例:

4. 面、縁端、頂点を移動するには、新しい位置にドラッグします。 

または、数値スナップ (90 ページ)と [数値位置の入力] ダイアログ ボックスを
使用することもできます。

選択した頂点を正確な位置に移動するには、新しい位置の 3 つの座標 (x、y、
および z) を入力する必要があります (400,200,0 など)。

座標の前に特殊文字 (94 ページ)を使用すると、グローバル座標の ! など、デ

フォルトの (相対) スナップ モードを一時的に上書きすることができます。相
対座標と絶対座標では、座標軸頭マーク x、y、z を使用して、頂点またはド

ラッグした縁端を頭マークの方向にのみ移動できます (@z500 や
$y6000,z-500 など)。

5. 縁端または頂点を削除するには、それらを選択して Delete キーを押します。 

両方の隣接する面が同じ平面にある縁端と、隣接するすべての面が同じ平面に
ある頂点のみ削除できます。

縁端または頂点の隣接する面が同じ平面にない場合は、別の平面上の縁端また
は頂点をドラッグして結合することができます。

6. 操作を元に戻す必要がある場合、Ctrl+Z キーを押します。
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アイテムへの縁端の追加
選択したアイテムに縁端を追加し、既存の面を分割することができます。既存の縁
端に交差しないように新しいエッジを作成します。

開始する前に、[ジオメトリの編集] タブを開き、正しいアイテムが選択されている
ことを確認します。

1. [ジオメトリの編集] タブで、[ ] エッジ をクリックします。

2. 縁端の始点をピックします。 

始点は、既存の縁端または頂点に配置する必要があります。

3. 縁端の終点をピックします。 

終点は、頂点上にあるか、始点と同じ面 (ただし、別の縁端) にある必要があ
ります。無効な点をピックしようとすると、Tekla Structures に縁端のプレビュ
ーが赤で表示されます。

Tekla Structures によって、ピックした点の間に縁端が作成されます。例:

(1) 始点

(2) 終点

4. 縁端を追加する場合、手順 2 と 3 を繰り返します。

5. 縁端の追加を中止するには、Esc キーを押します。

アイテムへの頂点の追加
選択したアイテムの面に頂点および関連縁端を追加できます。たとえば、傾斜の付
いたスラブを作成して排水を計画するときに、頂点を排水点として使用できます。

開口部がアイテム形状の一部である場合、開口部またはリセスがある面に頂点を追
加することはできません。ただし、モデル内のアイテムだけがカットされており、
形状ではない場合は、これらの面に頂点を追加できます。

開始する前に、[ジオメトリの編集] タブを開き、正しいアイテムが選択されている
ことを確認します。
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1. [ジオメトリの編集] タブで、[ ] 点 をクリックします。

2. 選択したアイテムの面にマウス ポインターを移動します。 

面の角の内部角度がすべて 180 度未満になっている凸状ポリゴン領域では、各
面の角から始まり、マウス ポインターの現在位置で結合する縁端のプレビュ
ーが Tekla Structures に表示されます。例:

少なくとも 1 つの内部角度が 180 度を超える凹状ポリゴン領域がアイテム面
にある場合、凹状ポリゴン領域と凹状ポリゴン領域を分離する縁端が自動的に
Tekla Structures に表示され、追加されます。

3. 目的の面上の点をピックします。 

Tekla Structures は、同じ面のすべての既存の頂点に新しい頂点を結合する頂点
と関連縁端を作成します。例:

4. 頂点を追加する場合は、さらに点をピックします。

5. 頂点の追加を中止するには、Esc キーを押します。
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変更されたアイテムと形状の保存
変更したアイテムをモデルに保存するとき、選択したアイテムの現在の形状を更新
するか、後で使用する新しい形状を作成するかを選択できます。

開始する前に、[ジオメトリの編集] タブを開き、正しいアイテムが選択されている
ことを確認します。

1. [ジオメトリの編集] タブで、[ ] 名前を付けて保存 をクリックします。 

[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが開きます。

2. 次のいずれかのオプションを選択します。 

• 現在の形状を更新してこの形状を使用

モデル内でその形状を使用して、現在の形状、変更されたアイテム、すべ
てのアイテムを更新します。

モデル内のすべてのアイテムが更新されない場合、モデルを保存して再度
開きます。

• 指定した名前で、形状カタログに新しい形状を作成します

形状カタログに新しい形状を作成し、モデル内で変更されたアイテムを更
新して新しい形状を使用します。

3. 新しい形状を作成する場合、形状の名前を入力します。

4. [上書き保存] をクリックします。 

Tekla Structures では、モデル内のアイテムが更新され、形状カタログに形状が
保存されます。

形状がアイテムによって使用されていない場合にモデルを保存すると、編集プロセ
ス中に作成された一時的な形状は形状カタログから削除されます。

2.4 部材へのディテールの追加

ここでは、Tekla Structures を使用して、ディテールを作成して表示する方法につい
て説明します。そして、部材形状をファインチューニング (微調整) するためのテ
クニックもいくつかお教えします。

たとえば、次のようにディテールを作成して表示できます。

• ボルト、スタッド (395 ページ)、孔を作成する

• 溶接 (399 ページ)を作成し、モデルでの表示方法 (410 ページ)を定義する

• フィッティング (413 ページ)、カット、部材の角処理を作成し、部材の形状を
調整する

• 部材に仕上げ材を追加する (425 ページ)、部材面に仕上げ材を追加する (438 ペ
ージ)

• ディテールの適応性 (438 ページ)を変更する
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• 部材に属するディテール (439 ページ)をすべて表示する

ボルトの作成
ボルトを作成するには、個別のボルト グループを作成するか、ボルト グループを
自動作成するコンポーネントを適用します。

Tekla Structures では、ボルト、スタッド (395 ページ)、および孔の作成に同じコマ
ンドを使用します。孔のみを作成する場合、ボルト要素 (ボルト、ワッシャー、ナ
ットなど) は使用しないでください。

図面で、ボルトや穴に異なるマークを作成することができます。

ボルト グループの作成

1. [鋼材] タブで、[ボルト]  をクリックします。 

[ボルト] プロパティが開きます。

2. 必要に応じて、[ボルト] プロパティを変更します。 

たとえば、[ボルトグループ] 設定は 終結果に影響を与えます。

3. 副部材をボルト留めするメイン部材を選択します。

4. 副部材を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

6. ボルト グループの原点となる点をピックします。

7. 2 番目の点をピックしてボルト グループの X 軸方向を設定します。 

注 Tekla Structures では、ボルト グループの位置は、ボルト グループの X 軸
と作業平面を使用して決定されます。 初にピックした点であるボルト
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グループの原点が寸法の基準となります。Tekla Structures では、2 番目に
ピックされた点を使用してボルト グループの X 方向が設定されます。ボ
ルト グループの作成時には、接続する部材に十分近い位置にある点をピ
ックすることが重要な条件となります。

単一ボルトの作成

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら [ボルト]  をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

2. [ボルトグループ] で、[配列] リストから [パターン] を選択します。

3. [ボルト間隔 X] および [ボルト間隔 Y] ボックスに、0 を入力します。

4. ボルト グループを作成する場合と同じ方法でボルトを作成します。

a. 副部材をボルト留めするメイン部材を選択します。

b. 副部材を選択します。

c. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

d. ボルトの原点となる点をピックします。

e. 2 番目の点をピックして X 軸方向を設定します。

オートボルト コンポーネントを使用したボルトの作成
オートボルト コンポーネントを使用して、部材を近接する部材、シム プレート、
スプライス プレート、またはその他のプレートにボルト付けします。オートボル
トは部材の回転に従います。また、作業平面を設定しなくて済むように 適な回転
を見つけます。オートボルトを使用すると、1 つのボルト グループを多くの部材に
またがって適用できます。これにより、たとえば、スプライスを単一のグループと
して管理できます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. 検索ボックスに「オートボルト」と入力します。

3. カタログで [オートボルト] をダブルクリックして、[オートボルト] ダイアログ
ボックスを開きます。

4. ボルトのプロパティを定義します。

5. 必要に応じて、部材許容範囲を一時的な線として表示し、ボルトを作成しない
場合でもボルトが配置されるべき位置を表示することができます。 

• 一時的な線を表示しない場合は、ダイアログ ボックスの下部にあるリスト

で  を選択します。
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• 一時的な線を表示する場合は、ダイアログ ボックスの下部にあるリストで

 を選択します。

一時的な線を削除するには、ビューを右クリックし、[ウィンドウの再描画] を
選択します。

6. [適用] をクリックします。

7. メイン部材を選択します。 

オートボルトは、この部材を使用して 適な回転を識別します。この部材が製
品のメイン部材となります。

8. 副部材を選択します。

9. マウスの中ボタンをクリックします。

10. 1 つ目と 2 つ目の位置をピックして、ボルト グループの方向を定義します。 

例

オートボルト コンポーネントを使用してボルト付けされた部材の例を以下に示し
ます。メイン部材と選択した点がハイライトされています。
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コンポーネントの分解によるボルト グループの作成
ボルトを作成する別の方法として、 初にボルト グループを含むコンポーネント
を適用し、コンポーネントを分解することもできます。

1. ボルト グループを含むコンポーネントを適用します。 

たとえば、ボルト接合のエンド プレートを使用して梁を別の梁、または柱に
接続します。

2. コンポーネントを分解 (819 ページ) します。

a. 分解するコンポーネントを選択します。

b. 右クリックして [コンポーネントの分解] を選択します。 

Tekla Structures により、コンポーネントに含まれているオブジェクトが分
離されます。

3. ボルト グループを変更します。

a. ボルト グループを選択し、ダブルクリックしてプロパティを開きます。

b. プロパティを変更します。

c. [変更] をクリックします。

ボルト部材の変更または追加
ボルト グループが接続する部材を変更することができます。

1. [鋼材] タブで [ボルト部材] をクリックします。

2. ボルト グループを選択します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 389 部材へのディテールの追加



3. メイン部材と副部材を再度選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

パターン

Tekla Structures では、ボルト グループに含まれるボルトの数は、下の表に示すよう
に、[ボルト間隔 X] プロパティの [ボルト間隔 Y] および [ボルト] ボックスの値に
基づいて決定されます。

形状 ボルト間隔 X ボルト間隔 Y
配列 ボルト グループの X 方向

におけるボルトの間隔。
ボルト グループの Y 方向
におけるボルトの間隔。

円 ボルト本数。 ボルト グループの直径。

リスト 各ボルトのボルト グルー
プの原点からの X 座標。

各ボルトのボルト グルー
プの原点からの Y 座標。

例

パターン 寸法 結果

配列 [ボルト間隔 X]: 150

[ボルト間隔 Y]: 100

円 [ボルト本数]: 6
[直径]: 100

リスト [ボルト間隔 X]: 75 175
250

[ボルト間隔 Y]: 75 -50 0
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ボルト プロパティ
[ボルト] プロパティを使用して、ボルト グループのプロパティを表示および変更
します。単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設
定によって異なります。

設定 解説

ボルト

サイズ ボルト径。

標準 ボルト セット名/ボルト材質。

ボルト タイプ ボルトが現場組み付けか、工場組み付け
かを定義します。

接続 副部材またはサブアセンブリをボルト
付けするかどうかを指定します。

部材内ねじ山 ボルトのねじ山をボルト部材内に含め
ることができるかどうかを示します。
Tekla Structures では、頭なしボルトの長
さを計算する ときに、この値を使用しま
せん。

部材許容範囲 どの部材をボルトで接続するかを指定
します。値は、ボルト グループに属して
いる部材を Tekla Structures が検索する
範囲を定義します。これにより、ボルト
に 1 つまたは 2 つのフランジを貫通さ
せるかどうかを決定できます。

Tekla Structures では、ボルト グループ平
面の両側で部材許容範囲の値を 2 分の 1
に分けて、部材が検索されます。下の図
では、A が部材許容範囲、B がボルト原
点を示しています。Tekla Structures によ
って点 B から両方向に検索範囲が A/2
として計算されます。
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設定 解説

部材許容範囲が小さすぎてボルト グル
ープに部材を含めることができない場
合は、Tekla Structures によって警告メッ
セージが表示され、ボルト長が 100 mm
に設定されます。

接続されている部材との間のギャップ
が大きい場合は、そのギャップがボルト
長に追加されます。Tekla Structures では
ボルト長は、 初の表面から 後の表面
までの合計距離に基づいて計算されま
す。

注意: ボルトを強制的に特定の長さに設
定するには、カット長さを負の値として
入力します (-150 など)。

余長 ボルト長に付加する長さ。

Tekla Structures でボルト長の計算 時に
使用される材料厚を増やします。これ
は、たとえば、塗装用にボルト長を余分
に取っておきたい場合などに役立ちま
す。ボルト セットに付加長を組み込む
こともできます。

製品 ボルトと一緒にワッシャーおよびナッ
トを作成するかどうかを選択します。

ボルトを付けず、孔のみを作成する場合
は、すべてのチェック ボックスをオフに
します。

ボルト グループ

パターン ボルト グループの形状。次のオプショ
ンを使用できます。

• [配列] - 長方形

• [円] - 円形

• [xy リスト] - 任意の形状

ボルト間隔 X ボルト間隔。ボルト グループ形状に応
じて、ボルトの本数か座標のいずれかに
なります。

ボルト間隔 Y ボルト間隔。ボルト グループ形状に応
じて、グループ直径か座標のいずれかに
なります。

ボルト本数 円形ボルト グループのボルト本数。

直径 円形ボルト グループのボルトの直径。

孔
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設定 解説

呼びに加える値 許容値 = 孔径 - ボルト径

長孔対象部材 調整孔または長孔を作成する場合は、目
的のチェック ボックスをオンにし、どの
接続部材に特殊孔を適用するかを指定
します。

特殊孔タイプ 調整孔、長孔、または孔なし。このオプ
ションは、[特殊孔] の横にある [長孔対
象部材] チェック ボックスをオンにす
るとアクティブになります。

長孔 X 長孔の X クリアランス。丸孔の場合は
ゼロです。

長孔 Y 長孔の Y クリアランス。丸孔の場合は
ゼロです。

長孔の回転 ボルトが複数の部材と接する場合、孔を
交互に 90° に回転することをお勧めし
ます。これにより、ボルトが異なる方向
に移動することができます。

調整孔 調整孔のクリアランス。

位置

平面上 ボルト グループの X 軸に対して垂直に
ボルト グループを移動します。

回転 現在の作業平面を基準として、ボルト グ
ループを X 軸まわりにどこまで回転す
るかを定義します。

このボックスを使うと、たとえば、接続
する部材のどちら側にボルトの頭部を
位置させるかを指定することなどがで
きます。

デプス 現在の作業平面に対して垂直にボルト
グループを移動します。

オフセット

Dx、Dy、Dz ボルト グループの X 軸を移動すること
でボルト グループを移動するためのオ
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設定 解説

フセット。ボルト グループの位置を変
更する場合に使用します。

参照点 1 の値 [Dx]、[Dy]、および [Dz] で
は、ボルト グループの X 軸を基準とし
て、ボルト グループの 初の端部を移動
させます。参照点 2 の値では、ボルト グ
ループの 2 番目の端部を移動させます。

• [Dx] に正の値を指定すると、参照点
1 が参照点 2 に向かって移動しま
す。

• [Dy] では、現在の作業平面上でボル
ト グループの X 軸に対して垂直に
参照点 2 を移動させます。

• [Dz] では、現在の作業平面に対して
垂直に参照点 2 を移動させます。

[Dx] の始点が 75 に設定されているボル
ト グループの例:

その他

UDA [ユーザー定義情報 ] ボタンをクリック
し、ボルトのユーザー定義情報 (UDA)
を開きます。ユーザー定義情報には、ボ
ルトに関する追加情報が含まれていま
す。

部材許容範囲を一時的な線として表示 このオプションは、オートボルト コンポ
ーネントで使用できます。

ボルトを作成しない場合でもボルトが
配置されるべき位置を表示します。

• 一時的な線を表示しない場合は、

 を選択します。

• 一時的な線を表示する場合は、
を選択します。
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スタッドの作成
スタッドは、鋼材とコンクリートの間の荷重を転送するために鉄骨部材に溶接され
る特殊なタイプのボルトです。

Tekla Structures では、ボルト (385 ページ)、スタッド、および孔の作成に同じコマ
ンドを使用します。スタッドを作成する場合は、[ボルト] プロパティでスタッド
セットを選択します。スタッドは、グループまたは単体で作成することができま
す。

[スタッド (1010)] コンポーネントを使用して、スタッドを作成することもできま
す。

1. 必要なスタッドがボルト カタログおよびボルト セット カタログに追加され
ていること を確認します。

2. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら [ボルト]  をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

3. [標準] リストで、スタッドのボルト セットを選択します。

4. [ボルトグループ] で、以下のいずれかの操作を行います。 

• スタッドをグループで作成するには、必要に応じて、[パターン] および関
連するプロパティを定義します。

• スタッドを単体で作成するには、[パターン] リストから [配列] を選択し、
[ボルト間隔 X] および [ボルト間隔 Y] ボックスに「0」を入力します。

5. その他のプロパティを必要に応じて設定します。

6. メイン部材を選択します。

7. マウスの中央ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

8. スタッドまたはスタッドグループの原点を示す点をピックします。

9. 2 番目の点をピックしてビューのスタッドグループ X 軸方向を設定します。

ボルト孔の作成
Tekla Structures では、ボルト、スタッド、および孔の作成に同じコマンドを使用し
ます。孔を作成するには、[ボルト] プロパティで一部のプロパティを変更しておく
必要があります。孔のみを作成する場合、ボルト要素 (ボルト、ワッシャー、ナッ
トなど) は使用しないでください。

次のタイプの孔を作成できます。

• 丸孔

• 調整孔

• 長孔

• ねじ孔
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丸孔の作成
丸孔は、グループまたは単独で作成することができます。Tekla Structures では、丸
孔の直径は [サイズ] および [呼びに加える値] の合計から計算されます。

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら  [ボルト] をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

2. ボルトを作成しない場合は、すべての [製品] チェック ボックスをオフにしま
す。 

3. 必要に応じて、孔プロパティを変更します。

4. ボルト グループ (385 ページ) を作成する場合と同じ方法で、孔を作成します。

a. 副部材をボルト留めするメイン部材を選択します。

b. 副部材を選択します。

c. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

d. 孔グループの原点となる点をピックします。

e. 2 番目の点をピックして孔グループの X 軸方向を設定します。

調整孔の作成
調整孔は、グループで作成することができます。

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら  [ボルト] をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

2. [長孔対象部材] の横にある目的の [特殊孔] チェック ボックスをオンにして、
どの接続部材に調整孔を適用するかを指定します。 
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例:

3. ボルトを作成しない場合は、すべての [製品] チェック ボックスをオフにしま
す。 

4. [特殊孔タイプ] リストで、[調整孔] を選択します。

5. [調整孔] ボックスに調整孔の許容値を入力します。 

負数を使用して、より小さな孔 (ねじ孔) を作成することもできます。

6. ボルト グループ (385 ページ)を作成する場合と同じ方法で、孔を作成します。

a. 副部材をボルト留めするメイン部材を選択します。

b. 副部材を選択します。

c. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

d. 孔グループの原点となる点をピックします。

e. 2 番目の点をピックして孔グループの X 軸方向を設定します。

長孔の作成
長孔は、グループで作成することができます。

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら  [ボルト] をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

2. [長孔対象部材] の横にある、目的の [特殊孔] チェック ボックスをオンにして、
長孔を適用する部材を指定します。 

Tekla Structures では、鋼材の個数をボルトの頭部から下部に向かってカウント
します。たとえば、ボルトの頭部から 2 番目のチェック ボックスをオンにす
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ると、Tekla Structures によりボルトの頭部から 2 番目の鋼材に長孔が作成され
ます。

3. ボルトを作成しない場合は、すべての [製品] チェック ボックスをオフにしま
す。 

4. [特殊孔タイプ] リストで、[長孔] を選択します。

5. [長孔 X] および [長孔 Y] ボックスに、孔グループの X 方向および Y 方向の長
孔の許容量を入力します。 

(1) 許容精度

(2) 長孔 X または Y

(3) ボルト サイズ

6. 長孔を交互に 90 度回転させる場合は、[偶数平行] リストで、[奇数] または [長
孔部材] を選択します。 

(1) 奇数または偶数部材に交差する長孔

(2) 平行な長孔

7. ボルト グループ (385 ページ)を作成する場合と同じ方法で、孔を作成します。
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a. 副部材をボルト留めするメイン部材を選択します。

b. 副部材を選択します。

c. マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了します。

d. 孔グループの原点となる点をピックします。

e. 2 番目の点をピックして孔グループの X 軸方向を設定します。

溶接の作成
溶接を手動で作成したり、溶接を自動的に作成するコンポーネントを使用したりで
きます。

デフォルトでは、Tekla Structures により、[上側] プロパティを使用して ISO 標準に
従って矢印側に溶接が配置されます。詳細設定 XS_AISC_WELD_MARK を使用す
ると、AISC 標準に準拠するように [下側] に変更できます。

部材間の溶接の作成
[溶接] プロパティで定義された溶接位置に基づいて 2 つの部材を溶接します。溶
接の長さは、溶接部材間のつなぎ目の長さに依存します。

1. [鋼材] タブで [溶接 --> 部材間の溶接の作成 ] をクリックします。

2. 溶接先の部材を選択します。 

工場溶接を作成する場合は、製品のメイン部材を選択します。

3. 溶接する部材を選択します。 

工場溶接を作成する場合は、製品の副部材を選択します。

(1) メイン部材

(2) 副部材

単一部材での溶接の作成
単一部材に対して、その他の部材と接続せずに溶接を作成できます。

1. [鋼材] タブで [溶接 --> 一部材への溶接の作成 ] をクリックします。

2. 溶接する部材を選択します。

3. 始点と終点をピックするか、溶接の通過点をピックします。

4. マウスの中ボタンをクリックして溶接を作成します。
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例

[一部材への溶接の作成] コマンドを使用してチューブ断面のシームを溶接します。

ヒント 可視のシームのあるチューブ断面をモデリングするには、SPD プロファイルを使
用します。

ポリライン溶接の作成
溶接を適用する位置をピックして溶接の位置を正確に定義するには、ポリライン溶
接を作成します。

両面ポリライン溶接を作成するには、[上側] および [下側] プロパティの両方を指定
します。

1. [鋼材] タブで、[溶接 --> ポリゴン溶接の作成 ] をクリックします。

2. 溶接先の部材を選択します。 

工場溶接を作成する場合は、製品のメイン部材を選択します。

3. 溶接する部材を選択します。 

工場溶接を作成する場合は、製品の副部材を選択します。

4. 始点と終点をピックするか、溶接の通過点をピックします。 

両面ポリライン溶接を作成するには、溶接する部材の片面でポリゴンの点をピ
ックします。部材の反対側の面の対応する点は、Tekla Structures により自動的
に検索されます。

5. マウスの中ボタンをクリックして溶接を作成します。

6. 必要に応じて、ハンドルをドラッグして溶接を変更します。

例

この例では、角鋼管プロファイルの 3 つの (外側と内側の) 縁端に沿った両面ポリ
ライン溶接を示しています。
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溶接プロパティ
[溶接] プロパティを使用して、溶接のプロパティを表示および変更します。単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によって異
なります。

注 一部のプロパティはレポートにのみ表示され、図面には表示されません。

設定 解説

共通のプロパティ

全周溶接 1 つの縁端だけを溶接するか、面の全周を溶接するか
を選択します。

エッジ: 

全周: 
工場/現場 溶接の施工場所を指定します。この設定は製品およ

び図面に適用されます。

工場: 
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設定 解説

現場: 
位置 ポリライン溶接の場合は使用できません。

作業平面を基準とした溶接の位置を指定します。溶
接する部材のタイプと位置が、溶接の位置に影響しま
す。

溶接位置に関するオプションは次のとおりです。

• + x
• - x
• + y
• - y
• + z
• - z
ほとんどの場合、Tekla Structures により、選択した方
向 (x、y、または z) を向いている部材の面または側面
に溶接が作成されます。また、次の要因が溶接の位置
に影響することがあります。

• 選択した方向 (x、y、または z) に対する部材縁端
の垂直性

• 部材縁端の長さ

• 選択した方向 (x、y、または z) での部材縁端の距
離

次の図は、さまざまな位置にある溶接を示していま
す。

形状 以下の溶接形状を使用できます。

•
 (標準の連続溶接)
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設定 解説

•
 (断続溶接)

•
 (千鳥状の断続溶接)

接続 「溶接による製品の作成 (441 ページ)」を参照してくだ
さい。

配置 製品部材に対して溶接がどのように配置されるかを
指定します。

次のオプションがあります。

• 自動

溶接タイプの一般的な状況に応じて、溶接の配置
が変化します。

方形グルーブ溶接、V グルーブ溶接、および U グ
ルーブ溶接は、メイン部材と副部材の間に配置さ
れます。片側開先溶接と J グルーブ溶接は、副部
材側に配置されます。

これはデフォルトのオプションです。

• メイン部材

溶接は完全にメイン部材側に配置されます。

V グルーブ溶接や U グルーブ溶接には影響しませ
ん。

• 副部材

溶接は完全に副部材側に配置されます。

V グルーブ溶接や U グルーブ溶接には影響しませ
ん。

前処理 どの製品部材 (存在する場合) に自動的に溶接開先を
作成するかを定義します。

次のオプションがあります。

• なし

部材に溶接開先を作成しません。

これはデフォルトのオプションです。

• 自動

溶接タイプに応じて部材に溶接開先を作成しま
す。

• メイン部材

メイン部材に溶接開先を作成します。
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設定 解説

• 副部材

副部材に溶接開先を作成します。

溶接

頭マーク 溶接サイズの頭マーク。溶接サイズも指定されてい
る場合のみ図面に表示されます。

標準の ISO 2553 頭マークは次のとおりです。

• a - 理論のど厚

• s - 溶け込みのど厚

• z - 脚長

頭マークの 後の文字が s の場合、Tekla Structures に
より、右側の図に従って、a が溶接のサイズに等しく

なるように、ソリッド溶接オブジェクトが作成される
ことに注意してください。

Type 下記の溶接タイプの一覧 (406 ページ) を参照してく
ださい。

サイズ 溶接のサイズ。

溶接サイズとしてゼロまたは負の値を入力すると、図
面に表示されない溶接が作成されます。

混合溶接タイプ  および  では、2 つのサイ
ズ値を入力できます。

角度 溶接前処理 (開先またはグルーブ) の角度。

開先グルーブ溶接には正の値を入力します。

この角度値は、溶接タイプ記号と塗りつぶしタイプ仕
上げ形状記号との間に表示されます。

ポリゴン 溶接の塗りつぶしタイプ仕上げ形状は、以下のいずれ
かになります。

• なし

• フラッシュ 
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設定 解説

• 凸面 

• 凹面 

この設定は、ソリッド溶接オブジェクトには影響を与
えません。

仕上げ 図面内の溶接タイプ記号の上に仕上げシンボルが表
示されます。次のオプションがあります。

• [G] (研削・グラインダー)

• [M] (機械)

• [C] (チッピング)

•  (フラッシュ仕上げ溶接)

•  (平滑混合溶接面)

この設定は、ソリッド溶接オブジェクトには影響を与
えません。

ルート厚 ルート厚とは、ルート開口部の内側で も幅の狭い部
材の高さを意味します。

ルート厚の値は図面に表示されませんが、レポートで
WELD_ROOT_FACE_THICKNESS テンプレート属性を

使うと、溶接リストにルート厚寸法が表示されます。

有効のど厚 溶接強度計算で使用する溶接サイズ。

ルート ギャップ 溶接部材の間隔。

方形グルーブ溶接には正の値を入力します。

増加数 断続溶接の増加数。

ISO 標準でのみ使用します。

長さ 溶接マークに表示する長さの値を指定します。

断続溶接では、増分の長さを指定します。

連続ソリッド溶接オブジェクトには影響しません。

ピッチ 詳細設定 XS_AISC_WELD_MARK を TRUE に設定し

ている場合、断続溶接では溶接の中心と中心の間隔が
増分されます。

詳細オプション XS_AISC_WELD_MARK を FALSE
に設定している場合、断続溶接では溶接間の間隔が増
分されます。

Tekla Structures のデフォルトでは、溶接の長さとピッ
チは、50–100 のようにハイフン (–) で区切られます。

区切り文字を @ に変更するには、たとえば、詳細設
定 を @ に設定します。
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設定 解説

これらのボタンを使用して、[上側] および [下側] のプ
ロパティ値をコピーしたり、リンクしたりします。

[下側] および [上側] の列間で値をコピーするには、

 および  ボタンをクリックします。

リンクのオン/オフを切り替えるには  ボタンをク
リックします。

値がリンクされると、中央のボタンは黄色  になり
ます。これは、どちらかの列の値を変更すると、もう
一方の列の対応する値も変化することを意味します。

タスク情報

NDT 検査レベル 非破壊試験と検査のレベルを指定します。

溶接棒種別 溶接棒種別を指定します。

溶接棒強度 溶接棒強度を指定します。

溶接係数 溶接係数を指定します。

処理タイプ 処理タイプを指定します。

特別指示 溶接マークに表示する付加情報。たとえば、溶接の仕
様や工程に関する情報を追加できます。

Arial フォントでサポートされている特殊文字のみが
モデル ビューの溶接マークに表示されることに注意
してください。

その他

UDA [ユーザー定義情報] をクリックし、溶接のユーザー定
義情報 (UDA) を開きます。ユーザー定義情報には、溶
接に関する追加情報が含まれています。

溶接タイプの一覧

溶接プロパティを使用して、溶接タイプを定義します。溶接タイプには、部材を自
動的に前処理するものもあります。サポートされている溶接タイプの一覧を次の
表に示します。

数 タイプ 名前 オプションの
自動溶接開先

サポートされ
ているソリッ
ド溶接オブジ

ェクト

0  なし いいえ いいえ

10 すみ肉溶接 いいえ はい

3 開先グルーブ
(V 形突合せ溶
接)

はい はい
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数 タイプ 名前 オプションの
自動溶接開先

サポートされ
ているソリッ
ド溶接オブジ

ェクト

4 開先グルーブ
(開先突合せ溶
接)

はい はい

2 I 型グルーブ
(方形突合せ溶
接)

はい はい

5 幅広のルート
面を持つ V 形
突合せ溶接

はい はい

6 幅広のルート
面を持つレ型
突合せ溶接

はい はい

7 U グルーブ溶
接 (U 形突合せ
溶接)

はい はい

8 J グルーブ溶接
( J 形突合せ溶
接)

はい はい

16 フレア V グル
ーブ溶接

いいえ いいえ

15 フレア開先グ
ルーブ溶接

いいえ いいえ

1 縁端フランジ
溶接

いいえ いいえ

17 角フランジ溶
接

いいえ いいえ

11 プラグ溶接 いいえ いいえ

9 開先裏当て溶
接

いいえ いいえ

12 スポット溶接 いいえ いいえ

13 シーム溶接 いいえ いいえ

14 スロット溶接 いいえ いいえ

18 部分溶け込み
溶接 (レ型突合
せ溶接 + すみ
肉溶接)

いいえ はい

19 部分溶け込み
溶接 (方形グル

いいえ はい
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数 タイプ 名前 オプションの
自動溶接開先

サポートされ
ているソリッ
ド溶接オブジ

ェクト

ーブ溶接 + す
み肉溶接)

20 溶融溶接 いいえ いいえ

21 急勾配の V 形
突合せ溶接

はい はい

22 急勾配のレ形
突合せ溶接

はい はい

23 エッジ溶接 いいえ いいえ

24 表面溶接 いいえ いいえ

25 折継手 いいえ いいえ

26 傾斜継手 いいえ いいえ

コンポーネントの溶接
コンポーネントで使用する溶接のプロパティを定義できます。コンポーネントプ
ロパティダイアログボックスで[溶接]ボタンをクリックすると、Tekla Structures に
適切な溶接ダイアログボックスが表示されます。

この例の図は、[折れガセット(140)]ジョイントの値を使用した各溶接定義を示して
います。溶接定義ごとに、上の行を使用して溶接の線の上のプロパティを定義し、
下の行を使用して線の下のプロパティを定義します。

参照項目

溶接の作成 (399 ページ)
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溶接開先
部材を溶接に備えて前処理するときに、先端に面取り部を付けて溶接用の開先を作
成することができます。面取り部および開先の角度を定義できます。

部材に溶接開先を手動で作成することも、これを自動で行うコンポーネントを適用
することもできます。また、[溶接] プロパティまたはコンポーネント溶接プロパテ
ィで [開先] オプションを使用することもできます。

注 また、コンポーネントの溶接開先オプションを使用すると、サポートされている溶接
タイプ (406 ページ) がモデルに正確に配置されます。部材の縁端に溶接開先を作成す
る際にカットを使用すると、溶接が正しく配置されない場合があります。

ポリゴンによる溶接開先の作成

部材をポリゴン形状にカットすると、手動で溶接開先を作成できます。

この操作を行う前に、作業平面 (54 ページ) がカットする平面上にあることを確認
してください。

1. [鋼材] タブで [溶接 --> ポリゴンによる溶接開先の作成 ] をクリックします。

2. カットする部材を選択します。

3. 位置をピックして、カットするポリゴン形状の輪郭を作成します。 

部材の縁端をカットする必要があることを明確にするために、ポリゴンを部材
の外側に延長します。

4. マウスの中ボタンをクリックし、ポリゴンを完成させて部材をカットします。

(1) カットされる部材

(2) カットは 1 点鎖線で表示されます。

別の部材による溶接開先の作成

別の部材を使用して部材をカットすると、手動で溶接開先を作成できます。カット
部材はその後で削除されます。

開始する前に、部材カットを作成し、カット対象の部材内を通して配置します。

1. [鋼材] タブで [溶接 --> 別の部材による溶接開先の作成 ] をクリックします。

2. カットする部材を選択します。

3. カット部材を選択します。 

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 409 部材へのディテールの追加



(1) カットされる部材

(2) カット部材

(3) カットは 1 点鎖線で表示されます。

溶接の表示・非表示および表示設定の設定
表示設定を変更して、モデル内で溶接を表示する方法を指定します。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

3. [溶接] チェック ボックスが選択されていることを確認します。

4. 溶接の表示オプションを選択します。 

• 高速

このオプションを使用すると、溶接記号のみ表示されます。

• 正確

このオプションを使用すると、溶接が溶接記号のあるソリッドオブジェク
トとして表示され、溶接を選択すると溶接マークが表示されます。

• 正確 - 溶接マークなし

このオプションを使用すると、溶接が溶接記号なしのソリッドオブジェク
トとして表示されます。溶接を選択すると、溶接マークが表示されません。
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5. ビューが選択されていることを確認します。

6. [変更] をクリックして変更内容を適用します。 

注 表示オプションが [正確] であるのに、モデルに溶接オブジェクトが表示
されない場合は、次のプロパティが対象の溶接に対して定義されているこ
とを確認します。

• サイズ

• タイプ

• 角度

• ルート ギャップ

参照項目

溶接の作成 (399 ページ)

表示設定の調整 (639 ページ)

ポリライン溶接への溶接の変更
既存の溶接が [部材間の溶接の作成] コマンドまたはコンポーネントを使用して作
成されている場合は、既存の溶接をポリライン溶接に変更することができます。新
しいポリライン溶接は、元の溶接と同じ点を通ります。

両面溶接セグメントをポリライン溶接に変換するとき、Tekla Structures でポリライ
ン溶接を作成できない場合があります。変換する溶接が複数のポリゴンで構成さ
れている場合、または溶接部材の両側で溶接セグメントの数が異なる場合、Tekla
Structures は両面ポリライン溶接ではなく、個別の片面ポリライン溶接を作成しま
す。

1. 変更する溶接を選択します。 

複数の溶接を選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択しま
す。

2. [鋼材] タブで、[溶接 --> ポリライン溶接に変換 ] をクリックします。

参照項目

溶接の作成 (399 ページ)
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ポリライン溶接の分割
両面ポリライン溶接を 2 つの片面ポリライン溶接に分割することができます。

1. 分割する両面ポリライン溶接を選択します。

2. 右クリックして [分割する] を選択します。

参照項目

溶接の作成 (399 ページ)

ポリライン溶接への溶接の変更 (411 ページ)

ユーザー定義の溶接断面の作成
モデル溶接記号に対応する特殊な断面を定義することができます。 これは、Tekla
Structures で事前定義されていない溶接断面が必要な場合に便利です。

たとえば、以下のような開先裏当て溶接を作成できます。

ユーザー定義の断面がある溶接をモデル内で見つけるには、選択フィルターまたは
表示フィルターの設定、あるいは色と透明度の設定で、[カテゴリ] を [溶接] に、
[プロパティ] を [ユーザー定義の断面] に設定します。

ユーザー定義の溶接断面の定義

1. 変更する溶接を選択します。

2. 右クリックして [任意断面の定義] を選択します。

3. 溶接断面エディター ビューで、次のようにします。

a. 点をピックして溶接断面の角を指定します。

b. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 412 部材へのディテールの追加



ユーザー定義の溶接断面の削除

モデルの溶接からユーザー定義の断面を削除して、以前の標準の断面に戻すことが
できます。

1. ユーザー定義の断面がある溶接を選択します。

2. 右クリックして [断面の削除] を選択します。 

ユーザー定義の断面が削除され、溶接には以前の標準の断面とプロパティが使
用されるようになります。

制限事項

• ユーザー定義の溶接断面は、線の上のプロパティのみを使用して報告されます。

• ユーザー定義の溶接断面によって自動溶接開先は作成されません。

フィッティングの作成
指定した 2 点間に直線の断面ラインを設け、部材端のフィッティングを行うことが
できます。フィッティングを利用すると、梁を短縮できます。梁を大幅に延長する
ためにフィッティングを使用しないでください。

フィッティングを作成すると、Tekla Structures が部材端を断面ラインにフィットさ
せ、部材の も短い辺を自動的に削除します。フィッティングを作成する場合、平
面ビュー (32 ページ) を使用します。

ヒン
ト

フィッティングを作成するとき、[線上の近接点にスナップ] スナップ スイ
ッチがオンになっていることを確認します。

制限事項

• フィッティングはポリゴン プレートには使用できません。

• 同じ部材端に別のフィッティングを適用しないでください。Tekla Structures で
は、同じ部材端に別のフィッティングを適用すると、 初のフィッティングが
無視されます。これは、カットに [部材端のフィッティング] コマンドを使用
し、2 つのカットを部材の同じ側の端部に作成しようとした場合に発生します。
このような場合、たとえば、[ラインカット] コマンドを代わりに使用します。

1. [編集] タブで、[部材端のフィッティング] をクリックします。

2. フィッティングを使用してカットする部材を選択します。

3. 断面ラインの 初の点をピックします。

4. 断面ラインの 2 番目の点を指定します。 

Tekla Structures によって、指定した 2 点の間にフィッティングが作成されま
す。フィッティングにより、ビュー平面に垂直な平面上の梁の終点が調整され
ます。
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(1) フィッティング シンボル

参照項目

モデル ビューでの部材ハンドルおよび部材参照線の表示 (350 ページ)

カットの作成
部材をカットして、部材の形状を調整できます。モデル内の部材の長さを変更する
以外の目的ではカットを使用しないでください。

ライン カットによる部材のカット
ライン カットを使用して、梁または柱の端部の形状を変更します。ライン カット
では、ピックした点を通る平面上で梁の端部をカットします。Tekla Structures で
は、1 点鎖線でカットが表示されます。

1. [編集] タブで、[ラインカット] をクリックします。

2. カットする部材を選択します。

3. 断面ラインの 初の点をピックします。

4. 断面ラインの 2 番目の点をピックします。

5. 削除する側をピックします。

6. カットを変更する場合、直接変更 (117 ページ)を使用します。
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(1) カットは、1 点鎖線で表示されます。

(2) カット ラインは非表示にすることができます。

ポリゴン カットによる部材のカット
ポリゴン カットは、ポリゴン形状で部材をカットします。Tekla Structures では、1
点鎖線でカットが表示されます。

1. Ctrl + P を押して、平面ビュー (32 ページ) に切り替えます。

2. カットする平面が作業平面 (54 ページ)上にあることを確認してください。 

たとえば、yz 平面上にポリゴン形状のカットを作成する場合、一時的に作業
平面を yz 平面に設定してください。

3. [編集] タブで [ポリゴンカット] をクリックします。

4. カットする部材を選択します。

5. 位置をピックして、カットするポリゴン形状の輪郭を作成します。 

縁端間にいくらかの隙間ができるようポリゴンを定義します。カット ポリゴ
ンの縁端とカット対象の部材の縁端をまったく同じ位置にすると、カットする
縁端がどちらかがわかりにくくなることがあります。

6. マウスの中ボタンをクリックし、ポリゴンを完成させて部材をカットします。

7. カット形状を変更するには、直接変更 (117 ページ)を使用します。

8. 必要に応じて、カット プロパティを変更できます。

a. カットをダブルクリックして、[ポリゴンカット] プロパティを開きます。

b. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

c. [変更] をクリックします。
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(1) ポリゴン形状でカットされます。

(2) カット ラインは非表示にすることができます。

注 Tekla Structures では、ポリゴン形状のカットの作成にパラメトリック プロファイル BL
が使用されます。

ポリゴン形状のカットを作成できない場合、BL プロファイルが ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>
\profil の profitab.inp ファイルで次のように定義されているかどうかを確認

してください。

BL ! PL ! -1 ! ! 1 ! 2 ! ! !

部材カットによる部材のカット
部材は、別の部材を使用してカットすることができます。Tekla Structures では、1
点鎖線でカットが表示されます。既にカットが設定されている部材をカットする
ことができます。この方法は、より複雑なカット形状を作成したい場合などに便利
です。

1. カット部材を作成し、カット対象の部材に配置します。

2. [編集] タブで、[部材カット] をクリックします。
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3. カットする部材を選択します。

4. カット部材を選択します。 

Tekla Structures によって選択したメイン部材がカットされます。部材カット
は、他の部材には影響しません。

5. カット部材を削除します。

a.  [カットと合成オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ)がオ
フになっていることを確認します。

b. カット部材を選択し、[削除] を押します。

6. 必要に応じて、カット プロパティを変更できます。

a. カットをダブルクリックして、部材カット プロパティを開きます。

b. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

c. [変更] をクリックします。

(1) カットは、1 点鎖線で表示されます。

(2) カット ラインは非表示にすることができます。

注 カットを同じ平面または頂点に作成しないでください。どれをカットすればいいかわ
かりにくくなります。

モデル ビューでのカットラインの非表示

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

3. 表示設定で [カットと合成オブジェクト] オプションが選択されていないこと
を確認してください。

4. [変更] をクリックします。
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効率的なカット方法のヒント

• 部材面は避けてください

部材平面にぴったり接するカットや、頂点を通過するカットは作成しないよう
にします。部材平面から 0.3 mm 以上離してカットを配置するようにします。

• ポリゴン カットを使用します

できる限り、ポリゴン カットを使用してください。[ポリゴンカット] コマンド
は自動的に、部材面のやや外側にカットを伸ばします。ポリゴンを作成した後
は、ハンドルの位置を手動で調整しなければならない場合があります。

• 角処理 (面取り) を使用します

特にコンポーネントでは、小さいカットではなく、できる限り角処理 (面取り)
(421 ページ) を使用します。

• フランジ カットのヒント

フランジのカットでは、カット部材がほんのわずかでも (0.3 mm 以上) ウェブに
も達すれば、カットは成功したようなものです。たとえば、丸めのある梁をカ
ットしている場合、ウェブに達するほど深めにカットすることは、フランジ厚
だけカットするよりも便利なことがあります。

• ラウンド チューブ カットのヒント

ラウンド チューブのカットに コンポーネントを使用します。コンポーネント
は、適切なカット位置が見つかるまで、切断部を自動的に回転します。コンポ
ーネントが適切な位置を検出できなかった場合は、適切なカット位置が見つか
るまで、切断部をわずかに回転してください。

注 カットに失敗した場合は、Tekla Structures では、切断部が 1 点鎖線で表示されます。
セッション履歴ログ に、失敗の原因となった部材とカットを示すエラー通知が記録さ
れます。

モデルのエラーを検出するには、セッション履歴ログで ID 番号の付いた行をクリック
します。Tekla Structures は、モデル内の対応する部材とカットを選択します。

ポリゴン カットのプロパティ
プロパティ パネルの [ポリゴンカット] プロパティを使用して、ポリゴン カットの
プロパティを表示および変更します。

プロパティ パネルでポリゴン カットのプロパティを使用するには、ポリゴン カッ
トが作成され、選択されている必要があることに注意してください。カットを作成
しなければ、カットのプロパティにアクセスまたは変更することはできません。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 説明

一般

名前 ポリゴン カットの名前。
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設定 説明

プロファイル ポリゴン カットのプロファイル。デフ
ォルトはパラメトリック プロファイル
BL です。

材質 ポリゴン カットの材質。デフォルトは
ANTIMATERIAL です。

カットの材質を変更することはできま
せん。

クラス ポリゴン カットをグループ化する場合
に使用します。

たとえば、カットをクラス別に異なる色
で表示することができます。

位置

デプス ポリゴン カットの位置デプス。

その他

UDA [ユーザー定義情報] ボタンをクリック
し、カットのユーザー定義情報 (UDA)
を開きます。ユーザー定義情報には、カ
ットに関する追加情報が含まれていま
す。

部材カットのプロパティ

部材カットにはカット部材のプロパティが使用されます。たとえば、カット部材が
鉄骨梁である場合、部材カットでは [鉄骨梁カット] プロパティが使用されます。
デフォルトの部材カットのプロパティは、使用されるカット部材によって異なりま
す。

プロパティ パネルで部材カットのプロパティを使用するには、部材カットが作成
され、選択されている必要があることに注意してください。カットを作成しなけれ
ば、カットのプロパティにアクセスまたは変更することはできません。

以下の部材カット プロパティを使用できます。

• 鉄骨梁カット

• 鉄骨柱カット

• 鉄骨螺旋梁カット

• 鉄骨アイテム カット

• コンクリート梁カット

• コンクリート柱カット

• コンクリート パネル カット

• コンクリート スラブ カット

• コンクリート螺旋梁カット
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• 折れ板カット

• パッド フーチング カット

• ストリップ フーチング カット

• コンクリート アイテム カット

必要に応じて、部材カットのプロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ペ
ージ)できます。

部材の角処理の作成
角処理は、意匠性、実用性、および製造工程の観点から部材形状を調整するために
使用できるモデルの詳細機能です。Tekla Structures では、部材角や部材辺も面取り
できます。

制限事項

• 角処理を適用できる部材は、ポリゴン プレート、コンクリート スラブ、ストリ
ップ フーチング、鉄骨折れ梁、コンクリート折れ梁、およびコンクリート パネ
ルのみです。

• 部材の端点には角処理を適用できません。選択するハンドルは、角、または部
材の 2 つのセグメント間になければなりません。

部材の角処理

Tekla Structures で部材を作成する際、デフォルトでは部材のそれぞれの角に長方形
の角処理が適用され、部材の形状は変更されません。デフォルトの角処理は変更す
ることができます。
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ヒント 部材角のハンドルを選択しやすくするには、[直接変更] スイッチ  を
オフにします。

1. 部材を選択します。

2. 部材角のハンドルをダブルクリックします。 

[角処理] プロパティが開きます。

3. 角処理プロパティを変更します。

4. 変更したい部材角のハンドルを選択します。

5. [変更] をクリックします。

部材縁端の角処理

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログを開きます。
[表示...] ボタンをクリックして、表示設定で [カットと合成オブジェクト] オプ
ションが選択されていないことを確認します。

2. [編集] タブで [角処理（面取り）] をクリックします。 

または、プロパティ パネルで [オブジェクト タイプ] リストのコマンドを実行
します。

3. 角処理する部材を選択します。

4. 部材の縁端で、角処理を開始する点をピックします。

5. 部材の縁端で、角処理を終了する点をピックします。 

Tekla Structures に角処理が水色で示されます。

6. 必要に応じて、角処理を変更できます。

a. 角処理をダブルクリックして、[角処理（面取り）] プロパティを開きます。

b. 角処理プロパティを変更 (110 ページ)します。

c. [変更] をクリックします。 

ヒント または、コンテキスト ツールバーを使用して、角処理 (面取り)
を変更します。

7. ビューを右クリックし、[ウィンドウの再描画] を選択します。 
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Tekla Structures によって角処理した縁端が削除されます。

角処理プロパティ
プロパティ パネルの [角処理] プロパティを使用して、角処理のプロパティを表示
および変更します。プロパティを表示するには、角処理されたハンドルをダブルク
リックします。

単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によっ
て異なります。

設定 説明

パターン

タイプ 角処理の形状。詳細については、「角処
理のタイプと寸法」を参照してくださ
い。

X / 距離 X / 半径 角処理の寸法。寸法は角処理タイプに
よって異なります。Y / 距離 Y / 半径

Dz1 ポリゴン プレートおよびコンクリート
スラブにのみ使用されます。

部材のローカル z 軸方向に部材角の上
面または下面を移動します。

これらのオプションは、プレートの厚さ
を変化させる場合などに使用します。

Dz2

角処理のタイプと寸法

下の表に、使用できる角処理のタイプおよび寸法が説明されています。角処理タイ
プの番号をスケッチおよびカスタム コンポーネントで使用できます。直線コーナ
ーは 2 方向に異なる寸法を設定できます。曲線状の角処理の場合は、1 つの寸法だ
けが使用されます。

番号 タイプ シンボル 寸法

0 なし x: 不使用

y: 不使用
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番号 タイプ シンボル 寸法

1 ライン x: 角からの x 座標方向の距離

y: 角からの y 座標方向の距離

2 丸め x: 半径

y: 不使用

3 円弧 x: 半径

y: 不使用

4 円弧上の点 x: 不使用

y: 不使用

5 四角 角処理は縁端に対して垂直になります。

x: 角からの x 座標方向の距離

y: 角からの y 座標方向の距離

6 四角形(平行) 角処理は反対側の縁端に対して平行に
なります。

x: 角からの x 座標方向の距離

y: 角からの y 座標方向の距離

7 ラインと円弧 x (y より小さい場合): 円弧の半径

x (y より大きい場合): 角からの x 座標方
向の距離

y (x より小さい場合): 円弧の半径

y (x より大きい場合): 角からの y 座標方
向の距離

折れ梁の角処理の状態

折れ梁の角処理のラインを表示するには、詳細設定 を CHAMFERS または 
CHAMFERS_AND_HANDLES に設定します。

Tekla Structures では、折れ梁の角処理の状態は次の色で示されます。

色 説明 例

マゼンタ 適切な角処理
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色 説明 例

黄 適切な角処理ですが展開
はできません

赤 不適切な角処理

角処理 (面取り) プロパティ
プロパティ パネルの [角処理（面取り）] プロパティを使用して、角処理 (面取り) の
プロパティを表示および変更します。プロパティを開くには、モデル内で角処理が
表示されているときに、角処理 (面取り) をダブルクリックします。角処理 (面取
り) のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.cha です。

単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によっ
て異なります。

設定 説明 詳細

縁端形状

タイプ 角処理の形状。  
距離 X 角処理が終わる位置を示

す、縁端からの x 方向の距
離を定義します。

 

距離 Y 角処理が終わる位置を示
す、縁端からの y 方向の距
離を定義します。

 

終端形状

始端タイプ 始端の形状と位置。 次のオプションがありま
す。

• 完全:端点の位置は (
も近い端部沿いに移動

終端タイプ 終端の形状と位置。
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設定 説明 詳細

した) 部材端部であり、
形状は直線です。

• 直線:端点はピックし
た位置であり、形状は
直線です。

• 斜:端点はピックした
位置であり、形状は斜
めです。

距離 (ピックされた) 終点と面
取りした点の間の距離。

 

一般

名前 角処理の名前。  

部材への仕上げ材の追加
仕上げ材ツールを使用して、部材に仕上げ材を追加します。コンクリート部材用の
仕上げ材には塗り仕上げ、特殊仕上げ、タイル張りなどがあり、鉄骨部材用の仕上
げ材には耐火被服や非塗装などがあります。

部材の形状またはサイズを変更すると、Tekla Structures により、部材に合わせて仕
上げ材 (438 ページ)が自動的に変更されます。

オーバーラップする仕上げ材を作成すると、小さい方の仕上げ材で大きい方が上書
きされます。オーバーラップした領域はレポートで認識でき、一番上の (見える)
仕上げ材だけが計算されます。
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部材面全体への仕上げ材の追加

1. [編集] タブで、[仕上げ材 --> 部材面に仕上げ材 ] をクリックします。

2. 仕上げ材の原点をピックします。

3. 仕上げ材を適用する方向を示す点をピックします。

4. 仕上げ材を適用する部材を選択します。

a. マウス カーソルを部材の上に合わせます。Tekla Structures では、選択可能
な面がハイライトされます。

b. 部材面を選択します。

部材面の選択領域への仕上げ材の追加

1. [編集] タブで、[仕上げ材 --> 選択領域に仕上げ材 ] をクリックします。

2. 仕上げ材の原点をピックします。

3. 仕上げ材を適用する方向を示す点をピックします。

4. 仕上げ材を適用する部材面上の領域を選択します。

a. マウス ポインターを部材の上に合わせます。Tekla Structures では、選択可
能な面がハイライトされます。

b. 部材面を選択します。

c. 部材面上で 3 つ以上の点をクリックしてポリゴン領域を定義します。

部材のすべての面への仕上げ材の追加

1. [編集] タブで、[仕上げ材 --> 部材の全平面に仕上げ材 ] をクリックします。

2. 仕上げ材を適用する部材を選択します。
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カット面への仕上げ材の追加

1. [編集] タブで [仕上げ材] をクリックし、[部材面に仕上げ材] または [選択領域
に仕上げ材] をクリックします。

2. 仕上げ材の原点をピックします。

3. 方向をピックします。

4. 仕上げ材を適用するカット面を選択します。 

5. [選択領域に仕上げ材] コマンドを使用している場合は、点をピックして仕上げ
材の範囲を定義してください。

角処理した部材上の仕上げ材

角処理した部材に仕上げ材を追加する際には、以下の点を考慮します。

• 仕上げ材は、角処理されたスケッチ プロファイルでは機能しません。

• 部材の角処理を行う前に仕上げ材を追加します。角処理された部材に仕上げ材
が適用されている場合、仕上げ材の角処理を後で変更することはできません。

• メイン部材と仕上げ材の角処理は個別に行われます。メイン部材の角処理を変
更しても、仕上げ材の角処理には影響しません。

• 非対称の角処理の向きは、作成された面 (上面、底面、左面、または右面など)
によって決まります。非対称の角処理の向きを変更するには、角処理の X 値と
Y 値を入れ替える必要があります。
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開口部や凹部がある部材の仕上げ材

仕上げ材の追加時に Tekla Structures に部材の開口部と凹部を考慮させるには、親部
材と同様にカットする プロパティで [[仕上げ材]] を [はい] に設定します。

(1) 緑色の仕上げ材では、[親部材と同様にカットする] が [はい] に設定されていま
す。

(2) 部材内のカットによってタイル張り仕上げ材がカットされません。[親部材と
同様にカットする] が [いいえ] に設定されています。

注 [部材の全平面に仕上げ材] コマンドを使用して [親部材と同様にカットする]
を [はい] に設定すると、Tekla Structures が自動的にカット面にも仕上げ材を追
加します。

仕上げ材プロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、仕上げ材をダブルクリックし、[仕
上げ材] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。

3. [変更] をクリックします。

[パターン] プロパティを変更する場合、まず、プロパティ パネルで [変更] をクリ
ックし、次にビューを再描画して変更を表示する必要があることに注意してくださ
い。
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仕上げ材プロパティ
プロパティ パネルの [仕上げ材] プロパティを使用して、仕上げ材のプロパティを
表示および変更します。プロパティを開くには、仕上げ材をダブルクリックしま
す。仕上げ材のプロパティ ファイルのファイル名拡張子は、*.srf です。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 説明

一般

名前 ユーザー定義可能な仕上げ材の名前。

タイプ 仕上げ材のタイプを選択します。

(プロファイル) サブタイプ 特定の仕上げ材のサブタイプを選択し
ます。

材質 仕上げ材のタイプに応じて、仕上げ材の
材質を選択します。

色 仕上げ材のタイプに応じて、仕上げ材の
色を設定します。

厚さ 仕上げ材のタイプに応じて、仕上げ材の
厚さを入力します。

親部材と同様にカットする 仕上げ材の追加時に Tekla Structures に
部材の開口部と凹部を考慮させるには、
これを [はい] に設定します。

位置

デプス 仕上げ材の位置を選択し、[デプス オフ
セット] 値を設定します。

[パタン] (タイル張り仕上げ材の場合)
パタン [タイル仕上げ材] を仕上げ材の [タイ

プ] に設定している場合、タイル仕上げ
材のパターンを選択します。

タイル幅

タイル高さ

タイルの幅と高さを指定します。

モルタル高さ

モルタル幅

モルタルの高さと幅を指定します。

タイル色

モルタル色

必要に応じて、カラー ピッカーを使用し
てタイルおよびモルタルの色を選択し
ます。

その他  
UDA [ユーザー定義情報] ボタンをクリック

して、仕上げ材のユーザー定義情報
(UDA) を開きます。ユーザー定義情報
には、仕上げ材に関するさらなる情報が
含まれています。
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新しい仕上げ材のサブタイプの定義
product_finishes.dat ファイルを編集して、[仕上げ材] プロパティの [(プロフ

ァイル) サブタイプ] リストに新しいオプションを追加できます。

注 この節は、上級ユーザーを対象としています。

1. 企業フォルダー、プロジェクト フォルダー、またはモデル フォルダーに
product_finishes.dat ファイルをコピーします。 このファイルは、
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments フォルダーの下にあります。ファイルの正確な場所は、環境

ファイルのフォルダー構成によって異なることがあります。

2. コピーしたファイルを任意のテキストエディタで開きます。 

このファイルの 初のセクションには、使用可能な仕上げ材タイプが示されて
います。 仕上げ材タイプはハードコーディングされているので、このセクシ
ョンを変更しないでください。

3. 各仕上げ材タイプのオプションを定義しているセクションに移動します。 

4. 行を追加して新しいオプションを定義します。

a. 仕上げ材タイプを定義します （コンクリート仕上げの場合は「1」など）。

b. 仕上げ材オプションのコードを定義します (Magnesium Float の場合は MF
など)。

c. 仕上げ材オプションの完全な名前を定義します (Magnesium Float な
ど)。名前は二重引用符 (" ") で囲んでください。

5. ファイルを保存します。
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参照項目

部材への仕上げ材の追加 (425 ページ)

タイル張り仕上げ材
Tekla Structures には、平織りや矢筈パターンなどの複雑なタイル張り仕上げ材およ
びレンガ仕上げ材オプションが含まれています。タイル張り仕上げ材オプション
は、XML 形式で格納されているタイル パターンの繰り返しに基づいています。

[仕上げ材] を タイプ に設定している場合、[[タイル仕上げ材]] でタイル パターン
の仕上げ材が使用可能になります。

注 このセクションは、上級ユーザーを対象としています。

新規タイル パターンの定義

1. 企業フォルダー、プロジェクト フォルダー、またはモデル フォルダーに
TilePatternCatalog.xml ファイルをコピーします。 このファイルは、
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments フォルダーの下にあります。ファイルの正確な場所は、環境

ファイルのフォルダー構成によって異なることがあります。

2. コピーしたファイルを任意のテキスト エディターで開きます。

3. ファイルに新しい <TilePattern> 要素を追加します。 

<TilePattern> 要素には、 <HOffset> 要素と <VOffset> 要素、および少

なくとも 1 つ以上の <Tile> 要素が含まれている必要があります。その他の

要素は省略可能です。

ヒント 既存の要素のいずれかをコピーし、その要素を目的に応じて変更する
と、作業が簡単になります。

4. 定義するすべてのパターンについて、 <TilePattern> 要素の追加処理を繰

り返します。

5. TilePatternCatalog.xml ファイルを保存します。

タイル パターン定義例

この例では、[Basketweave] タイル パターンが TilePatternCatalog.xml ファ

イルでどのように定義されているかを説明します。
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[Basketweave] パターン ブロックは、以下の 8 つのタイルで構成されます。

(1) タイル幅

(2) モルタル幅

(3) VOffset
(4) HOffset
(5) 赤いマークは TileOrigin (タイル原点) を示します。縦のタイルの角度値は

90 です。

(6) タイル高さ

(7) モルタル高さ

パターンは、仕上げ材の原点を起点として、仕上げ材の X 方向と Y 方向に繰り返
されます。異なる X 方向にパターンを実行できます。

TilePatternCatalog.xml ファイルでは、パターンは次のように定義されてい

ます。
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(1) パターンの名前

(2) パターンが繰り返される X 方向のパターン ブロックのサイズ

(3) パターンが繰り返される Y 方向のパターン ブロックのサイズ

定義ファイルは、[仕上げ材] プロパティと同じシンボルを使用します。
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タイル パターンの定義

[仕上げ材] プロパティで使用できる、事前定義のタイル パターンは次のファイル
に格納されています。

ファイル 説明

TilePatternCatalog.xml • タイル パターンの定義が含まれて
います。

• \ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>
\environmentsフォルダーの下に

あります。

TilePatternCatalog.dtd • TilePatternCatalog.xml ファ

イルで使用できる要素を定義する
DTD (Document TypeDeclaration) フ
ァイル。

• TilePatternCatalog.xml ファ

イルと同じフォルダーにあります。

サムネイル イメージ • [仕上げ材] プロパティの [Pattern]
セクションに表示されるイメージ。

• ..\ProgramData\Trimble
\Tekla Structures\<version>
\Bitmapsフォルダーにあります。

• ファイル名はパターン タイプを表
しています。たとえば、
herringbone.bmp は矢筈パター

ン タイプを示します。

タイル パターン要素

TilePatternCatalog.xml ファイルには次の要素を含めることができます。

要素 説明

TilePatternCatalog タイル パターンのコンテナ。必須。

TilePattern タイル パターン要素。必須。この要素
には、この表に示す以下の要素を含める
ことができます。

HOffset タイル パターンの水平オフセット。必
須。

VOffset タイル パターンの垂直オフセット。必
須。

Tile タイル パターンに使用される個々のタ
イル。少なくとも 1 つ必要。
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要素 説明

Color タイルまたはモルタルの色。RGB 値 (0
～ 255) によって定義されます。省略可
能。

Parameter TilePattern 内の任意の要素の属性

を作成します。省略可能。

Label [仕上げ材] プロパティのパラメーター
を識別するラベル。省略可能。

TileOrigin パターンの原点から定義された、個々の
タイルの原点。省略可能。

ボルト非塗装面ツールコンポーネントを使用した非塗装領域の作成
[ボルト非塗装面ツール]コンポーネントを使用して、ボルト付けされた鉄骨部材の
間に非塗装領域を作成できます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. [ボルト非塗装面ツール] を検索します。

3. [一般] タブで、次のようにします。

a. [ボルトセット名の読み込み]ボタンをクリックして使用可能なボルトセ
ット名を表示し、関連するセット名を選択します。

b. [作成対象]リストからクリアランスの位置を選択します。 

• 孔の隙間を指定します。
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• 接触領域のオフセットを定義します。

c. [クリアランス]ボックスに、仕上げ材を作成できるように、2 つのプレー
ト間に許容できる 大距離を入力します。

4. [仕上げ材属性]タブで、次のようにします。

a. 次のいずれかの [仕上げ材属性] を選択します。 

• 標準の仕上げ材プロパティファイル

• カスタムの仕上げ材プロパティファイル

[仕上げ材] プロパティに独自のプロパティ ファイルを作成できます。
[タイプ] は [鋼材仕上げ]、[(プロファイル) サブタイプ] は [上方 - 非塗
装] である必要があります。

• ...
仕上げ材のカスタム属性と位置を定義します。

5. [OK]をクリックします。

6. モデル内のボルトグループを選択します。 
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ボルト部材の間に非塗装領域が作成されます。

参照項目

部材への仕上げ材の追加 (425 ページ)

部材面および現場打ちコンクリート面への仕上げ材の追加
仕上げ材は、モデルの部材や現場打ちコンクリートの面に追加できます。曲線面な
どのあらゆる形状の面に仕上げ材を追加できます。仕上げ材を使用して型枠面積
などの表面積を計算したり、鉄筋セットの面に固有のコンクリートかぶり厚を定義
したりできます。

各表面が 1 つの平らな面または曲線面に追加されます。表面は、平らな面と曲面と
の間のフィレットの縁端を越えて延長されません。

表面は、定着先のオブジェクトに関連付けられます。単独のオブジェクトとしては
存在せず、関連付けられるのは、RC 詳細設計部材か現場打ちコンクリートのいず
れかで、両方には関連付けられません。部材または現場打ちコンクリートに関連付
けられている表面は、そのオブジェクトに属するとしてレポートに表示できます。

関連付けられている部材の形状を変更すると、表面もその変更に追随します。関連
けられている部材を削除または移動させると、表面もそれに追随します。ただし、
表面のあるオブジェクトをコピーしても、その表面はコピーされません。現場打ち
コンクリートに追加した表面が、その部材のみに影響する変更 (打ち継ぎの挿入な
ど) に自動的に追随することはありません。

制限事項:

• 曲線プロファイル フィレットなどオブジェクトを高精度表示して作成した面
は、表面では認識されません。

• 表面にハンドルがないため、関連するオブジェクトから個別に形状を変更でき
ません。

• 表面はコピーできません。

• 表面はオブジェクトが関連付けられていない場合、移動、回転させられません。

• 表面は図面では表示されません。
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面への仕上げ材の追加

1. [編集] タブで 仕上げ材 --> 部材面にサーフェスを追加 をクリックします。

2. 部材または現場打ちコンクリートのどちらに仕上げ材を作成するかによって、
部材ビューまたは現場打ちコンクリート ビューを使用します (454 ページ)。 

部材ビューと現場打ちコンクリート ビューを切り替えるには、[コンクリート]
タブの [現場打ちコンクリート ビュー] をクリックします。

3. 仕上げ材を追加する部材または現場打ちコンクリートの面を選択します。 

Tekla Structures では、プロパティ パネルの [サーフェス] プロパティを使用し
て、表面を追加します。

プロパティを変更した場合、Tekla Structures で、次回同じタイプのオブジェク
トを作成するときには、新しいプロパティが使用されます。

仕上げ材のプロパティの変更

1. プロパティ パネルが開いていない場合は、仕上げ材をダブルクリックして [サ
ーフェス] プロパティを開きます。

2. 必要に応じてプロパティを変更 (110 ページ)します。 

たとえば、仕上げ材タイプ、および部材または現場打ちコンクリートの孔によ
って仕上げ材をカットするかどうかを定義できます。

この部材面または現場打ちコンクリート面について、特定の鉄筋セットのコン
クリートかぶり厚 (564 ページ)を定義するために仕上げ材を使用する場合は、
[タイプ] を [コンクリートかぶり厚] に設定し、[コンクリートかぶり厚] セクシ
ョンの [鉄筋セット] ボックスに値を入力します。

3. [変更] をクリックします。

部材の鉄筋、仕上げ材、または角処理 (面取り) の適応性の変更
鉄筋、仕上げ材、および角処理 (面取り) はリンク先の部材に適応します。たとえ
ば、鉄筋、仕上げ材、および角処理 (面取り) は、部材の形状およびサイズの変更
に応じて自動的に適応します。モデル全体またはモデル オブジェクトごとに個別
に適応性の設定を変更できます。個別のモデル オブジェクトの適応性を変更する
と、モデル全体に定義されたデフォルト設定よりも優先されます。

オプションは次のとおりです。

• オフ:適応性は定義されません。

• 単距離 :ハンドルは、 も近い部材面までの、部材の外形サイズを基準にした相
対距離を維持します。

• 固定:ハンドルは、 も近い部材面までの絶対距離を維持します。
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デフォルトの適応性設定の定義
モデル全体に対するデフォルトの適応性設定を定義できます。

1. [ファイル] メニューの [ 設定 --> オプション ] をクリックして、[一般] 設定に
移動します。

2. [デフォルトの適応性] で、いずれかのオプションを選択します。

3. [OK] をクリックして変更を保存します。

個々のモデルオブジェクトの適応性の変更
鉄筋または仕上げ材ごとに適応性の設定を個別に変更できます。これらの変更は、
モデル全体に定義されたデフォルト設定よりも優先されます。

1. モデルで、適応性の設定を変更する鉄筋 (568 ページ)、または仕上げ材 (425 ペ
ージ)を選択します。

2. 右クリックして [適応性] を選択し、いずれかのオプションを選択します。

部材のディテールを表示する
状況によっては、モデル内で、1 つの部材に接続されているすべてのオブジェクト
(コンポーネント、溶接、フィッティングなど) を見ることができると便利な場合が
あります。そうすると、たとえば部材が正しく溶接されているかどうかなどを確認
できます。

1. 部材を選択します。

2. コンテキスト ツールバーで、  [ディテールの表示] をクリックします。 

または、Alt+D を押すか、[クイック起動] を使用することができます。

Tekla Structures は、表示設定 (639 ページ)で非表示に定義されていても、その部材
に属するすべてのボルト、溶接、カット、フィッティング、その他の詳細を表示し
ます。コンクリート部材の場合には、Tekla Structures は鉄筋、仕上げ材、および表
面も表示します。

参照項目

部材へのディテールの追加 (384 ページ)

モデル オブジェクトの表示方法の調整 (635 ページ)

2.5 製品の作成

Tekla Structures では、工場溶接または工場ボルトで部材を接合した場合に、鉄骨部
材の製品が作成されます。個々の工場溶接または工場ボルトを作成するか、工場溶
接または工場ボルトを作成する自動コネクションを適用する場合、製品とそのメイ
ン部材が自動的に定義されます。
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製品の作成

1. [  製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブになっていること
を確認します。

2. 結合する部材や製品を選択します。

3. 右クリックして [製品 --> 製品にする] を選択します。

サブアセンブリの作成
製品内の既存の部材のサブアセンブリを作成することができます。

1. [  製品オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブにな
っていることを確認します。

2. サブアセンブリに含める部材を選択します。

3. 右クリックして [サブアセンブリにする] を選択します。

ボルトによる製品の作成
ボルトを使用して製品を作成および接続できます。ボルトを使用し、サブアセンブ
リを既存の製品に接続して、ネストされた製品を作成したり、製品に部材を追加で
結合することができます。

Tekla Structures による製品の作成方法を制御するには、[ボルト] プロパティの [接
続] および [施工場所] リストを使用します。ジョイント作成時に部材を選択する
順序によって、製品のメイン部材と副部材、あるいは製品階層が決まります。

接続 ボルト タイプ 結果

サブアセンブリと
して

工場または現場 サブアセンブリとしてボルト付けする
製品を使用してネストされた製品。

初に選択した部材によって、ボルト付
け先の製品が決まります。

副部材 工場 副部材としてボルト付けする部材を使
用した基本製品

通常は、 初に選択した部材が製品のメ
イン部材になります。

副部材 現場 製品は作成されません。
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既存製品にサブアセンブリをボルト付けする

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら [ボルト]  をクリックして、[ボル
ト] プロパティを開きます。

2. [接続] リストで [サブアセンブリとして] を選択します。

3. ボルト接合先の製品内の部材を選択します。

4. ボルト接合するサブアセンブリ内の部材を選択します。

5. ボルト グループの原点をピックします。

6. ボルト グループの x 方向を指定する点をピックします。

溶接による製品の作成
Tekla Structures は、溶接の施工場所に応じて製品を作成します。工場溶接または現
場溶接を作成できます。

ジョイント作成時に部材を選択する順序によって、製品のメイン部材と副部材、あ
るいは製品階層が決まります。 初に選択した部材が製品のメイン部材になりま
す。Tekla Structures では、副部材の寸法は製品図内でメイン部材を基準に調整され
ます。溶接では、 大のメイン部材が製品のメイン部材になります。

製品を接続する場合、 初に選択した部材によってサブアセンブリの溶接先の製品
が決まります。

Tekla Structures による製品の作成方法を制御するには、[溶接] プロパティの [接続]
および [工場/現場] リストを使用します。

接続 工場/現場 結果

サブアセンブリと
して 工場: または現

場

サブアセンブリとして溶接する製品を
使用してネストされた製品。

初に選択した部材によって、溶接先の
製品が決まります。

副部材
工場:

副部材として溶接する部材を使用した
基本製品。

通常は、 初に選択した部材が製品のメ
イン部材になります。

副部材
現場:

製品は作成されません。

サブアセンブリを既存の製品に溶接する

1. [鋼材] タブで、Shift キーを押しながら  をクリックして、[溶接] プロパテ
ィを開きます。
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2. [接続] リストで [サブアセンブリとして] を選択します。

3. 溶接先の製品内の部材を選択します。

4. 溶接されるサブアセンブリ内の部材を選択します。

5. 溶接マークが正しく表示されていることを確認するには、図面を作成します。

製品へのオブジェクトの追加

以下の方法で製品にオブジェクトを追加することができます。

以下の いずれかを行うには

基本製品の作成 • 部材を副部材として既存の製品に追
加します。

• 部材を副部材として既存の製品にボ
ルト接合または溶接します。

ネストされた製品の作成 • 部材を副部材として既存の製品に追
加します。

• 製品をサブアセンブリとして既存の
製品にボルト接合または溶接しま
す。

• 製品をサブアセンブリとして既存の
製品に追加します。

• フリー部材を追加しないで、既存の
製品同士を結合します。

注 ネストされた製品には、各製品に固有の製品情報とメイン部材が保持されます。部材
プロパティで、サブアセンブリとネストされた製品それぞれにプロパティを定義する
こともできます。

製品階層

ネストされた製品では、個々の部材やボルトから基本製品とサブアセンブリ、そし
てネストされた製品の 上位レベルまで、すべてのレベルで操作することができま
す。Shift キーを押しながらマウス ホイールをスクロールして、製品階層のそれぞ
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れのレベルにあるオブジェクトを選択します。詳細については、「ネストされたオ
ブジェクトの選択 (142 ページ)」を参照してください。

ネストされた製品の製品階層は、図面およびレポートに影響します。サブアセンブ
リおよびネストされた製品の図面とレポートは個別に作成しながら、すべての製品
レベルの寸法、マーク、製作情報などを生成できます。

部材の製品への追加
副部材を基本製品またはネストされた製品の任意のレベルに追加できます。

1. [  製品オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブにな
っていることを確認します。

2. 追加する部材を選択します。

3. 右クリックして、[製品 --> 製品に追加] を選択します。

4. 追加先の製品を選択します。

ネストされた製品の作成

1. [  製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブになっていること
を確認します。
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2. 別の製品に追加する製品を選択します。選択した製品は、ネストされた製品の
サブアセンブリとなります。

3. 右クリックして、[製品 --> サブアセンブリとして追加] を選択します。

4. 追加先の製品を選択します。

親製品の作成
フリー部材を追加しないで、既存の製品同士を結合することができます。

1. [  製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブになっていること
を確認します。

2. 結合する製品を選択します。

3. 右クリックして、[製品 --> 製品にする] を選択します。 

一番大きい製品がメイン製品になります。

ボルトセット編集

製品メイン部材の変更
鉄骨製品のメイン部材には、他の部材が溶接またはボルトで取り付けられます。デ
フォルトではメイン部材の方が、他の部材に溶接またはボルトで取り付けられるこ
とはありません。製品のメイン部材は変更できます。

1. 必要に応じて、製品の現在のメイン部材を確認します。 

[情報] ツールを使用して、特定の製品に属するオブジェクトを確認します。

2. [  製品オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブにな
っていることを確認します。

3. [鋼材] タブで 製品 --> メインオブジェクトに設定 をクリックします。

4. 新しいメイン部材を選択します。 

Tekla Structures により、メイン部材が変更されます。

ネストされた製品のメイン製品を変更する
2 つ以上の製品を結合する場合、一番大きい製品がメイン製品になります。ネスト
された製品のメイン製品はいつでも変更できます。

1. 新しいメイン製品を選択します。

2. 右クリックして [製品 --> メインサブアセンブリに設定] を選択します。
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製品からオブジェクトを削除します。

1. 削除する部材またはサブアセンブリを選択します。

2. 右クリックして、[製品 --> 製品から外す] を選択します。

製品でのオブジェクトを確認し、ハイライトする
[情報] ツールを使用して、特定の製品に属するオブジェクトを確認します。

1. リボンで、  の横にある下矢印をクリックし、[製品オブジェクト] を選択
します。

2. 製品に属する部材を選択します。 

Tekla Structures で、同じ製品に属する他の部材がハイライトされます。次の色
が使用されます。

オブジェクト タイプ ハイライト色

コンクリート - メイン部材 マゼンタ

コンクリート - 副部材 シアン

鉄筋 青

鋼部材 - メイン部材 オレンジ

鋼部材 - 副部材 黄

製品の分解

ネストされた製品を分解する場合、Tekla Structures では、常に 上位レベルから、
製品階層をレベル別に分解し始めます。ネストされた製品を単一の部材に分解す
るには、[分解] コマンドを何度か繰り返す必要があります。

また、製品全体の階層を維持したままサブアセンブリを個々の部材に分解すること
もできます。

1. 分解する製品またはサブアセンブリを選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。 

• 製品全体を分解するには、右クリックし、[製品 --> 分解] を選択します。

• サブアセンブリのみを分解するには、右クリックし、[製品 --> サブアセン
ブリの分解] を選択します。

製品の例

柱のハンチ (梁受け部)
ある工場で柱のハンチ部を製作し、別の工場で柱に接続します。柱のサブアセンブ
リとしてハンチをモデリングします。次に、工場ごとの製品図を作成します。一方
はハンチの溶接方法を示す製品図、もう一方はハンチとその他の部材を柱に溶接す
る方法を示す製品図です。
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(1) 図面 2、工場 2

(2) 図面 1、工場 1

複合トラス

複合トラスの半分を製品としてモデリングします。まず、2 分の 1 トラスを製作す
る工場の製品図を作成します。次に、これらの 2 分の 1 トラスを現場で結合する方
法を示す別の製品図を作成します。

ビルドアップ プロファイル

ビルドアップ柱および梁の枠内で、それぞれのビルドアップ　プロファイルをサブ
アセンブリにできます。枠全体を示す製品図と、柱と梁の組み立て方法を示す個別
の図面を作成できます。
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2.6 キャスト ユニットの作成

デフォルトでは、各コンクリート部材は独立したキャスト ユニットとして判断さ
れます。工法的な理由により、複数のコンクリート部材を 1 つのキャスト ユニッ
トに結合することが必要な場合があります。たとえば、柱と梁受けからの 2 部材か
ら構成されるキャスト ユニットの場合です。

部材のキャスト ユニット種別の定義
コンクリート部材のキャスト ユニット種別を定義する必要があります。Tekla
Structures では、キャスト ユニットを作成または編集するたびに、メイン部材のキ
ャスト ユニット種別が確認されます。キャスト ユニット内にプレキャスト部材と
現場打ち部材が混在することはありません。

1. コンクリート部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティ
を開きます。

2. [キャスト ユニット] セクションに移動します。

3. [キャストユニット] リストで、いずれかのオプションを選択します。 

• 現場打ち

建設現場で製作されるキャスト ユニット。

• プレキャスト

別の場所で製作され、現場に搬送され配置されるキャスト ユニット。

4. [変更] をクリックして変更を保存します。

注 ナンバリングなどの一部の機能はキャスト ユニット種別に基づいているため、適切な
キャスト ユニット種別を使用することが重要となります。

キャスト ユニットの作成

どの部材がキャスト ユニットを構成するかは指定する必要があります。キャスト
ユニットには、コンクリート部材の他に鉄筋を含めることができます。

1. [コンクリート] タブで キャストユニット --> キャストユニットの作成 をクリ
ックします。

2. キャスト ユニットに含めるオブジェクトを選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックしてキャスト ユニットを作成します。

キャストユニットへのオブジェクトの追加
キャストユニットには、さまざまな方法でオブジェクトを追加できます。使用でき
る方法は、オブジェクトの材質とキャストユニットを作成する階層によって異なり
ます。
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キャスト ユニットにオブジェクトを追加するには、次のいずれかを実行します:

これを 実行するには 操作対象

副部材としてオブ
ジェクトを追加す
る

1. [コンクリート] タブで キャストユ
ニット --> キャストユニットに追
加 をクリックします。

2. 追加するオブジェクトを選択しま
す。

3. キャスト ユニットに含まれるオブ
ジェクトを選択します。

コンクリート、材
木、その他の材質

オブジェクトをサ
ブアセンブリとし
て追加します。

1. カスタム パーツを追加する場合、

 [コンポーネントの選択（カス
タムオブジェクト）] 選択スイッチ
(137 ページ)がアクティブになって
いることを確認します。

2. [鋼材] タブで 製品 --> サブアセン
ブリとして追加 をクリックしま
す。

3. 追加するオブジェクトを選択しま
す。

4. オブジェクトを追加するキャスト
ユニットを選択します。

鋼材、コンクリー
ト、材木、その他の
材質

参照項目

キャスト ユニットの作成 (446 ページ)

キャスト ユニットの変更 (448 ページ)

キャスト方向 (449 ページ)

キャスト ユニットの変更

キャスト ユニットのメイン部材の変更
もコンクリートの体積が大きいものがコンクリート キャスト ユニットのメイン

部材になります。キャスト ユニットのメイン部材は変更できます。

1. 必要に応じて、キャスト ユニットの現在のメイン部材を確認 します。 

[情報] ツールを使用して、特定のキャスト ユニットに属するオブジェクトを
確認します。
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2. [  製品オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブにな
っていることを確認します。

3. 新しいメイン部材を選択します。

4. 右クリックして [製品のメイン部材に設定] を選択します。

キャスト ユニットからオブジェクトを削除する

1. [コンクリート] タブで、キャストユニット --> キャストユニットから外す をク
リックします。

2. 削除するオブジェクトを選択します。

キャスト ユニットでのオブジェクトの確認およびハイライト
[情報] ツールを使用して、特定のキャスト ユニットに属するオブジェクトを確認
します。

1. リボンで、  の横にある下矢印をクリックし、[製品オブジェクト] を選択
します。

2. キャスト ユニットに属する部材を選択します。 

Tekla Structures で、同じキャスト ユニットに属する他の部材がハイライトされ
ます。次の色が使用されます。

オブジェクト タイプ ハイライト色

コンクリート - メイン部材 マゼンタ

コンクリート - 副部材 シアン

鉄筋 青

鋼部材 - メイン部材 オレンジ

鋼部材 - 副部材 黄

キャスト ユニットの分解

1. [コンクリート] タブで キャストユニット --> 分解 をクリックします。

2. キャスト ユニット内の分解するオブジェクトを選択します。

キャスト方向
キャスト ユニットの上面になる部材面を定義することによって、コンクリート部
材のキャスト方向を指定できます。キャスト ユニットの上面が図面の正面ビュー
に表示されます。
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コンクリート部材および非コンクリート部材のキャスト方向

非コンクリート部材に対してもこの機能を有効にして、図面のメイン (正面) ビュ
ーに表示される部材面をモデルに示すには、詳細設定 を使用します。

キャスト方向は、部材のナンバリングに影響します。モデリング方向のみが異なる
部材に対してキャスト方向を定義すると、これらの部材に異なる位置番号が指定さ
れます。これは、モデリング方向が部材の上面に影響するからです。デフォルトで
は、部材のキャスト方向は定義されていないので、モデリング方向はナンバリング
に影響しません。

注 図面では、[固定] 座標系を使用して正面ビューでキャスト ユニット上面を表示しま
す。

例

次の例では、各キャスト ユニットが異なる位置番号を取得しています。これは、
キャスト ユニット上面の設定とパネルの方向が異なっているからです。赤の矢印
は、モデリング方向を示します。

次の例では、キャスト ユニットは同じ位置番号を取得しています。これは、キャ
スト ユニット上面の設定が定義されていないからです。赤の矢印は、モデリング
方向を示します。
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部材のキャスト方向の定義
コンクリート部材のキャスト方向を定義できます。

1. 次のいずれかの方法で、部材のレンダリングを [部材表現: ソリッド (明るい
色)] に設定します。 

• [表示] タブで レンダリング --> 部材 ソリッド をクリックします。

• Ctrl + 4 キーを押します。

2. コンクリート部材を選択します。

3. 右クリックして [キャストユニット --> キャストユニット上面の設定] を選択
します。

4. フォームの上を向いている部材面を選択します。

ヒ
ン
ト

または、部材のユーザー定義情報でこの操作を行うことができます。

• コンクリート部材: [上面] ユーザー定義情報のオプションを選択します。

• 非コンクリート部材: を STEEL、TIMBER、または MISC に設定して、[図面の固

定メイン ビュー] ユーザー定義情報のオプションを選択します。

キャスト ユニットの上面を表示
モデル ビューでコンクリート部材のキャスト ユニット上面を表示できます。

1. [コンクリート] タブで、 キャスト ユニット --> キャストユニットの上面を表
示 をクリックします。

2. キャスト ユニット上面を表示するコンクリート部材をクリックします。 
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Tekla Structures では、キャスト ユニットの上面が赤でハイライトされます。

ヒント キャスト ユニット上面を再度非表示にするには、ビューを右クリックし、[ウィン
ドウの更新] を選択します。

2.7 現場打ちコンクリート部材の管理
Tekla Structures の現場打ちコンクリート管理機能を使用して、現場打ちコンクリー
ト構造の形状を表示し、これらを部材または現場打ちコンクリートとして表示し、
現場打ちコンクリートと打ち継ぎを計画し、コンクリートの体積や型枠面積などの
現場打ちコンクリート情報のレポートを作成できます。キャスト ユニット種別が
[現場打ち] であるコンクリート部材に対して、現場打ちコンクリート、現場打ちコ
ンクリート ユニット、および現場打ちコンクリート打ち継ぎを定義できます。

Tekla Structures では、現場打ちコンクリート部材オブジェクトは、1 つまたは複数
の現場打ちコンクリート部材、またはその部材で構成される建築オブジェクトにな
ります。 現場打ちコンクリート部材の材質が同じで、互いに接触している場合、
これらの部材は 1 つの現場打ちコンクリート部材オブジェクトに結合されます。
また、これらの部材は同じ現場打ちコンクリート部材フェーズに結合する必要があ
ります。 現場打ちコンクリート部材オブジェクトは、現場打ちコンクリート部材
ビューに表示されます。

現場打ちコンクリート ユニットは、現場打ちコンクリートのエンティティで、現
場打ちコンクリートと、関連するすべての鉄筋、埋込み材、その他のコンクリート
を建設現場で打ち込む前に用意する必要があるオブジェクトで構成されています。

現場打ちコンクリート部材は、一度に打設される現場打ちコンクリート部材のグル
ープです。

打ち継ぎを使用すると、現場打ちコンクリート部材を小さな現場打ちコンクリート
に分割できます。

注 現場打ちコンクリート管理機能は、主に建設会社の数量見積もり、計画立案、
および現場での作業のために用意されています。新しいモデルを作成する場
合、デフォルトでは、ほとんどの設定で現場打ちコンクリート管理機能は無効
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になっています。詳細設定 XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT を使用する
ことで、現在のモデルに対して現場打ちコンクリート管理機能を有効にする
(453 ページ) ことができます。

参照項目

現場打ちコンクリート管理機能を有効にする (453 ページ)

現場打ちコンクリート構造の表示 (454 ページ)

部材の現場打ちコンクリート部材フェーズの定義 (457 ページ)

現場打ちコンクリート部材オブジェクト (458 ページ)

現場打ちコンクリート部材ユニット (461 ページ)

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

現場打ちコンクリート部材のトラブルシューティング (474 ページ)

例: コンクリート形状の作成と打ち継ぎへの使用 (476 ページ)

現場打ちコンクリート管理機能を有効にする
新しいモデルを作成する場合、デフォルトでは、ほとんどの設定で現場打ちコンク
リート管理機能は無効になっています。[詳細設定] ダイアログ ボックスで、現在
のモデルに対して現場打ちコンクリート管理機能を有効にすることができます。

警
告

モデルで現場打ちコンクリート管理機能が有効な場合、特にプロジェクトの
途中では XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT を使用して現場打ちコンクリー

ト管理機能を無効にしないでください。現場打ちコンクリートを含む図面が
あり、モデルを共有した場合は、これにより問題が発生する可能性がありま
す。モデルおよび図面の現場打ちコンクリートと打ち継ぎが無効になり、現
場打ちコンクリートに関連するモデリング作業がすべて失われる可能性があ
ります。

1. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] をクリックして、[詳細設定] ダイ
アログ ボックスを開きます。

2. [コンクリート詳細設計] で、XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT を TRUE に
設定します。

3. [OK] をクリックします。

4. モデルを保存してから再度開いて、変更内容を反映させます。 

現場打ちコンクリートおよび現場打ちコンクリート打ち継ぎを表示および作
成するコマンドがモデルおよび図面で利用できるようになります。

参照項目

現場打ちコンクリート管理機能を一時的に無効にする (454 ページ)

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 453 現場打ちコンクリート部材の管理



現場打ちコンクリート管理機能を一時的に無効にする
現場打ちコンクリート管理機能を一時的に無効にできます。この操作は、現場打ち
コンクリートが非常に大きく、小さい部材やオブジェクトに分割する必要がある場
合など、現場打ちコンクリート管理機能によってモデルの速度が大幅に低下してい
ると思われる場合に必要になることがあります。

現場打ちコンクリート管理機能を一時的に無効にすると、既存の現場打ちコンクリ
ートと現場打ちコンクリート打ち継ぎはモデルに存在したままですが、モデルの形
状を変更しても、通常は更新される現場打ちコンクリートと現場打ちコンクリート
打ち継ぎが自動的には更新されません。たとえば、レポートでは、現場打ちコンク
リートに関連付けられた情報がすべて古く不正確になり、打ち継ぎに適応性がなく
なります。現場打ちコンクリート管理機能を再び有効にすると自動的に更新され
ます。

現場打ちコンクリート管理機能を無効にしたり、再び有効にしたりするには、次の
ようにします。

1. [クイック起動] に移動し、「現場打ちコンクリートと打ち継ぎ」と入力して、

表示されたリストから [現場打ちコンクリートと打ち継ぎの切り替え] コマン
ドを選択します。

2. 確認ダイアログ ボックスで [はい] をクリックします。

注 Tekla Model Sharing モデルで作業している場合は、書き出す前に現場打ちコンクリー
ト管理機能を再度有効にしてください。同様に、マルチユーザー モードで作業してい
る場合も、モデルを保存する前に現場打ちコンクリート管理機能を再度有効にしてく
ださい。これにより、モデルのすべてのユーザーに対して、現場打ちコンクリートに
関連した情報を 新の状態に保つことができます。

ヒ
ン
ト

多数の部材を含む現場打ちコンクリートが存在する大きいモデルを開くときに問題
が発生した場合、状況によってはモデルを開く前に現場打ちコンクリート管理機能
を無効にする必要があります。これは、モデル フォルダーにある xs_user.[user
name] ファイルを変更して行うことができます。現場打ちコンクリートを無効にす

るには、PAPB を 0 に設定し、ファイルを保存します。

必要に応じて、現場打ちコンクリート管理機能を再度有効にしてください。

参照項目

現場打ちコンクリート管理機能を有効にする (453 ページ)

現場打ちコンクリート構造の表示
現場打ちコンクリート管理機能が有効になっている場合、モデル ビューに、現場
打ちコンクリート構造を、部材または現場打ちコンクリートとして、表示できま
す。

必要に応じて、現場打ちコンクリート構造の異なる表示設定オプションを切り替え
ることができます。たとえば、個別の部材を補強する場合や、それらの形状を変更
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する場合には、部材ビューで作業すると便利です。現場打ちコンクリート部材ビュ
ーは、注がれるコンクリートの体積を知りたい場合、またはどのオブジェクトが現
場打ちコンクリート部材ユニットに属するかを確認したい場合、または複数の部材
にまたがる連続配置構造を補強したい場合に、役立ちます。

現場打ちコンクリート構造の表示を設定する
現場打ちのコンクリート構造をモデル ビューにどのように表示するかを定義でき
ます。

1. 現場打ちコンクリート管理機能が有効 (453 ページ)になっていることを確認
します。

2. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

3. [表示] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

4. [部材] チェック ボックスが選択されていることを確認します。

5. [現場打ち] リストで、次のいずれかを選択します。 

• 部材

• 現場打ちコンクリート

6. 現場打ちコンクリート構造に [部材] を選択した場合は、[現場打ちコンクリー
ト] リストで、次のいずれかを選択します。 
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• マージ

Tekla Structures は、コンクリート部材のキャスト ユニット種別が [現場打
ち] で、コンクリート部材が同じ材質と同じ現場打ちコンクリート部材フ
ェーズ (457 ページ)番号を持ち、そして互いに接触またはオーバーラップ
している場合に、コンクリート部材をモデルにマージして表示します。こ
れらの条件が満たされると、各連続配置コンクリート構造内の、個別の部
材の輪郭が自動的に削除されます。

• 個別

Tekla Structures は、コンクリート部材を個々の部材として、アウトライン
で区切って表示します。

7. ビューが選択されていることを確認します。

8. [変更] をクリックして変更を保存します。

ヒ
ン
ト

アクティブ ビューの表示を [部材] から [現場打ちコンクリート] に、またはその反対

に素早く変えるには、[コンクリート] タブの.  [現場打ちコンクリート ビュー]
をクリックします。

また、現場打ちコンクリート部材ビューと部材ビューの 2 つのビューを作成し、画
面上で両方を横に並べて表示することもできます。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 456 現場打ちコンクリート部材の管理



部材ビューと現場打ちコンクリート部材ビュー

連続配置コンクリート構造は、部材ビューで選択またはハイライトすることはでき
ません。マウス ポインターを部材ビューのコンクリート構造の上に置くと、その
部材に属する元の部材がハイライトされます。必要に応じて、部材を選択して変更
できます。

重複およびオーバーラップしている部材は、現場打ちコンクリート部材の体積計算
では一度だけ計算されます。単品およびキャスト ユニットの体積は、以前と同じ
方法で計算されることに注意してください。つまり、単品およびキャスト ユニッ
トの体積の合計は、まったく同じ部材形状から定義された現場打ちコンクリート部
材の体積より大きくなる可能性があります。

コンクリート構造に配筋を行う場合、その部材ビュー内の個々のコンクリート部材
に配筋を行う必要があります。または、[鉄筋カタログ] または現場打ちコンクリー
ト部材ビューの鉄筋セットを使用して、現場打ちコンクリート部材に配筋を行うこ
ともできます。したがって、全体としての連続配置コンクリート構造から独立した
形で、連続配置コンクリート構造の 1 部材に配筋を行うことができます。すべての
鉄筋は、部材ビューと現場打ちコンクリート部材ビューの両方に表示されます。

部材の現場打ちコンクリート部材フェーズの定義
現場打ちコンクリート部材フェーズプロパティを使用すると、現場打ちコンクリー
トをそれぞれ区別できます。現場打ちコンクリート部材フェーズを定義するとき、
同じ材質かつお互いに接触またはオーバーラップしている場合であっても、現場打
ちコンクリート部材が結合されないようにできます。

注 現場打ちコンクリートを作成するときは、現場打ちコンクリート フェーズに
注意してください。たとえば、梁やスラブなどの水平構造には現場打ちコンク
リート フェーズ 0 を使用し、柱や壁などの垂直構造には現場打ちコンクリー
ト フェーズ 1 を使用して、異なる現場打ちコンクリートに分割します。この
ようにして、1 つの現場打ちコンクリートに含まれる部材の数が妥当になり、
現場打ちコンクリートが大きすぎてモデルの速度が低下しないようにするこ
とができます。

部材の現場打ちコンクリート部材フェーズを変更するには、次のようにします。
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1. コンクリート部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティ
を開きます。

2. [キャストユニット] で、次のようにします。

a. [キャストユニット種別] リストで、キャスト ユニット種別が [現場打ち]
に設定されていることを確認します。

b. [現場打ちコンクリート フェーズ] ボックスに、現場打ちコンクリート フ
ェーズを入力します。

デフォルトでは、現場打ちコンクリート フェーズは 0 になっています。値を
変更できない場合は、手順 2a で設定したキャスト ユニット種別が誤っていま
す。

3. [変更] をクリックします。

注 現場打ちコンクリート部材フェーズを定義するとき、異なる現場打ちコンクリート部
材フェーズに含まれる部材がオーバーラップしないようにします。部材 (現場打ちコ
ンクリート部材オブジェクトではなく) を使用して形状情報をレポートする場合、異な
る現場打ちコンクリート部材フェーズのオーバーラップしている体積は、マージされ
ず ２ 度計算されます。その結果、誤った体積、面積、または重量の情報が算出される
場合があります。

参照項目

現場打ちコンクリート構造の表示 (454 ページ)

現場打ちコンクリート部材オブジェクト

現場打ちコンクリート管理機能が有効 (453 ページ)である場合、キャスト ユニット
種別が [現場打ち] である各コンクリート部材は、自動的に現場打ちコンクリート
部材オブジェクトを形成します。

複数の現場打ちコンクリート部材の材質と現場打ちコンクリート フェーズ (457 ペ
ージ)番号が同じであり、互いに接触またはオーバーラップしている場合、Tekla
Structures はこれらの部材を現場打ちコンクリートに自動的に結合します。

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)を作成することによって、現場打
ちコンクリート部材オブジェクトをより小さい現場打ちコンクリート部材オブジ
ェクトに分割できます。

注 1 つの現場打ちコンクリート部材に含まれるコンクリート部材の数が妥当で
あることを確認してください。現場打ちコンクリート部材に含まれる部材や
部材表面の数が多いと、モデルの速度が低下します。

現場打ちコンクリートは、現場打ちコンクリート ビュー (454 ページ) に表示され
ます。すべての現場打ちコンクリートは、コンクリート構造内の個別の部材の色に
関係なくすべて同じ色で表示されます。デフォルトの色を変更するには、[ファイ
ル --> 設定 --> 詳細設定 --> コンクリート詳細設計 ] の詳細設定 XS_POUR_
OBJECT_COLOR を使用します。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 458 現場打ちコンクリート部材の管理



また、たとえば、現場打ちコンクリート部材番号別に異なる色と透明度の設定
(459 ページ)を使用して、現場打ちコンクリート部材オブジェクト グループを表示
することもできます。

ヒント オーガナイザーまたはタスク管理を使用して、現場打ちコンクリートをグループ
化できます。

制限事項

現場打ちコンクリートでは、[コピー]、[移動]、[削除]、[分割]、および [部材結合]
コマンドは使用できません。これは、現場打ちコンクリートの形状が部材ごとに定
義されるためです。現場打ちコンクリートの形状を変更するには、現場打ちコンク
リートの代わりに部材を変更するか、現場打ちコンクリート打ち継ぎを作成する必
要があります。

参照項目

現場打ちコンクリート部材オブジェクトのプロパティの変更 (461 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した現場打ちコンクリート部材オブジェクトの補強
(513 ページ)

鉄筋セットの作成 (479 ページ)
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現場打ちコンクリート部材オブジェクトの色と透明度の変更
デフォルトでは、個別の部材の色に関係なく、現場打ちコンクリート ビューには
すべての現場打ちコンクリートが同じ色で表示されます。オブジェクト グループ
を定義し、各グループに特定の色と透明度の設定を選択すると、モデル ビューで
の現場打ちコンクリートの色と透明度をカスタマイズできます。

ヒン
ト

現場打ちコンクリートのデフォルトの色を変更するには、[ファイル --> 設
定 --> 詳細設定 --> コンクリート詳細設計 ] の詳細設定 XS_POUR_
OBJECT_COLOR を使用します。

1. [表示] タブで [オブジェクトの表示設定] をクリックします。 

[オブジェクト表示] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 色と透明度を変更する現場打ちコンクリートの新しいオブジェクト グループ
を作成します。

a. [オブジェクト表示] ダイアログ ボックスで、[オブジェクトグループ...] を
クリックします。

b. [オブジェクトグループ - 表現] ダイアログ ボックスで、[行の追加] をクリ
ックします。

c. 部材ではなく、現場打ちコンクリートに設定を適用するには、行の次のオ
プションを選択します。 

• カテゴリー = オブジェクト

• プロパティ = オブジェクトタイプ

• 条件 = ＝ (Equal)

• 値 = 現場打ちコンクリート

d. 必要に応じて、他のフィルター条件を追加します。 

たとえば、特定のユーザー定義情報で現場打ちコンクリートをフィルター
するには、[カテゴリー] として [現場打ちコンクリート] を指定した行を
追加し、[プロパティ]、[条件]、[値] を希望どおりに指定します。

e. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力しま
す。

f. [名前を付けて保存] をクリックしてオブジェクト グループを保存しま
す。

g. [閉じる] をクリックします。

3. 複数のオブジェクトグループを作成する場合は、手順 2 を繰り返します。

4. [オブジェクト表示] ダイアログ ボックスで、[オブジェクトグループ] リストか
らオブジェクト グループを選択します。

5. [色] リストで、オブジェクト グループの色を選択します。

6. [透明性] リストで、オブジェクト グループの透明度を設定します。
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7. [変更] をクリックします。 

モデルでオブジェクトグループの色と透明度が変化します。

参照項目

オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの色と透明度を変更する (647 ペ
ージ)

現場打ちコンクリート部材オブジェクトのプロパティの変更
現場打ちコンクリート部材オブジェクトにはプロパティとユーザー定義情報があ
り、これらは表示、定義、および変更することができます。

たとえば、現場打ちコンクリートの順序を定義する際に使用できる [打設番号] や
各現場打ちコンクリートを説明する際に使用できる [打設タイプ] を入力できま
す。

1. 現場打ちコンクリート ビューが使用されていることを確認します。使用され
ていない場合は、[コンクリート] タブの [現場打ちコンクリート ビュー] をク
リックして、現場打ちコンクリートを表示します。

2.  [製品オブジェクトの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブにな
っていることを確認します。

3. プロパティを変更する現場打ちコンクリート部材をダブルクリックします。

4. プロパティ パネルで、現場打ちコンクリートのプロパティを入力または変更
します。

5. [変更] をクリックします。

参照項目

現場打ちコンクリート部材オブジェクト (458 ページ)

現場打ちコンクリート部材ユニット
現場打ちコンクリート管理機能が有効である場合、現場打ちコンクリートとその他
のオブジェクトを組み合わせた現場打ちコンクリート ユニットを作成できます。
現場打ちコンクリート ユニットは、現場打ちコンクリートのエンティティで、現
場打ちコンクリートと、関連するすべての鉄筋、埋込み材、その他のコンクリート
を建設現場で打ち込む前に用意する必要があるオブジェクトで構成されています。

モデル内の各現場打ちコンクリート (458 ページ)には、その現場打ちコンクリート
が属する、対応する現場打ちコンクリート ユニットがあります。[現場打ちコンク
リートユニットを計算] コマンドを使用することで、その他のオブジェクトを現場
打ちコンクリート ユニットに自動的に追加できます。現場打ちコンクリート ユニ
ットを手動で変更することもできます。

次のモデル オブジェクトを現場打ちコンクリート ユニットに追加することができ
ます。
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• 単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網、および緊張材などの鉄筋

• 製品(埋込み材など)

• サブアセンブリ(現場打ちコンクリートの埋込み材など)

• ボルト(アンカーボルトおよびシアースタッドなど)

• プレキャスト製品

• 現場打ちコンクリート部材オブジェクトに追加した仕上げ材

部材や溶接など一部のモデル オブジェクトは、現場打ちコンクリート ユニットに
直接追加できないことに注意してください。代わりに、これらのオブジェクトは、
それらが属する製品とキャスト ユニットを介して現場打ちコンクリート ユニット
に間接的にリンクされます。

1 つのモデルオブジェクトは一度に 1 つの現場打ちコンクリート部材ユニットに
のみ含めることができます。

現場打ちコンクリート部材ユニットの計算
どのオブジェクトが現場打ちコンクリート ユニットを形成しているかを Tekla
Structures で検出し、それらのオブジェクトを現場打ちコンクリート ユニットに自
動的に追加できます。

1. 現場打ちコンクリート管理機能が有効 (453 ページ)になっていることを確認
します。

2. [コンクリート] タブで [現場打ちコンクリートユニットを計算] をクリックし
ます。 

Tekla Structures により、現場打ちコンクリート ユニットにオブジェクトが追加
(465 ページ) されます。

現場打ちコンクリート ユニットを現場打ちコンクリート ビュー、情報ツール、オ
ーガナイザー、またはレポートで確認できます。

現場打ちコンクリート ユニットを変更する場合、オブジェクトを手動で追加また
は削除できます。手動追加は、[現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドを
再度使用しても維持されますが、現場打ちコンクリート ユニットから手動で削除
したオブジェクトが再度追加されてしまいます。

現場打ちコンクリート ユニットでのオブジェクトの確認および情報表示
現場打ちコンクリート ユニットに含まれるオブジェクトを視覚的に確認できま
す。情報ツールを使用して、現場打ちコンクリート ユニットとそれに含まれるオ
ブジェクトの情報を入手することもできます。

1. 現場打ちコンクリート ビュー (454 ページ)が使用されていることを確認しま
す。使用されていない場合は、[コンクリート] タブの [現場打ちコンクリート
ビュー] をクリックして、現場打ちコンクリートを表示します。

2.  [製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっていること
を確認します。
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3. 現場打ちコンクリートをクリックし、現場打ちコンクリート ユニットを選択
します。 

マゼンタ色のボックスは現場打ちコンクリート ユニットを示しています。

4. 右クリックして [情報] を選択します。 

Tekla Structures により、[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに現場
打ちコンクリート ユニットに含まれるオブジェクトとそのプロパティがリス
トされます。

現場打ちコンクリート部材ユニットへのオブジェクトの追加
[現場打ちコンクリートユニットを計算] を使用できるほか、現場打ちコンクリート
ユニットにオブジェクトを手動で追加できます。

1. 現場打ちコンクリート ビュー (454 ページ)が使用されていることを確認しま
す。使用されていない場合は、[コンクリート] タブの [現場打ちコンクリート
ビュー] をクリックして、現場打ちコンクリートを表示します。

2. 現場打ちコンクリート ユニットに追加するオブジェクトを選択します。 

鉄筋、製品、プレキャスト ユニット、およびボルトを追加できます。

他のオブジェクトが選択されている場合、それらは追加されません。

3. 右クリックして [現場打ちコンクリート --> 現場打ちコンクリート ユニットに
追加] を選択します。 

または、[クイック起動] に移動して、[選択したオブジェクトを現場打ちコン
クリート ユニットに追加] コマンドを使用することもできます。このコマン
ドにキーボード ショートカットを割り当てる (243 ページ) こともできます。

4. 現場打ちコンクリートをクリックし、対応する現場打ちコンクリート ユニッ
トにオブジェクトを追加します。
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Tekla Structures により、現場打ちコンクリート部材ユニットに追加できるすべての
オブジェクトが追加されます。 追加が許可されないオブジェクトは追加されませ
ん。

ヒ
ン
ト

オブジェクトを選択していない場合、[クイック起動] またはカスタマイズしたキー
ボード ショートカット (243 ページ) を使用して [現場打ちコンクリート ユニットに
追加] コマンドを実行してから、現場打ちコンクリート ユニットに追加するオブジ
ェクトを選択することができます。

現場打ちコンクリート部材ユニットからのオブジェクトの削除
[現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドを使用した後、現場打ちコンクリ
ート ユニットからオブジェクトを手動で削除できます。

1. 現場打ちコンクリート部材ユニットから削除するオブジェクトを選択します。

2. 右クリックして [現場打ちコンクリート --> 現場打ちコンクリート ユニットか
ら削除] を選択します。 

または、[クイック起動] に移動して、[現場打ちコンクリート ユニットから選
択したオブジェクトを削除] コマンドを使用することもできます。このコマン
ドにキーボード ショートカットを割り当てる (243 ページ) こともできます。

削除したオブジェクトは、手動 ([現場打ちコンクリート --> 現場打ちコンクリート
ユニットに追加] コマンド) または自動 ([現場打ちコンクリートユニットを計算]
コマンド) で別の現場打ちコンクリート ユニットに追加することができます。

ヒ
ン
ト

オブジェクトを選択していない場合、[クイック起動] またはカスタマイズしたキー
ボード ショートカット (243 ページ) を使用して [現場打ちコンクリート ユニットか
ら削除] コマンドを実行してから、現場打ちコンクリート ユニットから削除するオ
ブジェクトを選択することができます。

現場打ちコンクリート ユニットの関係のリセット
[現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドや [現場打ちコンクリート ユニ
ットに追加] コマンドを使用して定義した現場打ちコンクリート ユニットの内容
や関係の一部または全部をリセットする必要がある場合があります。

これを行うには、次のようにします。

1. [クイック起動] に移動します。

2. 以下のうち適切なコマンドを検索して選択します。 

• すべての現場打ちコンクリート ユニットの関係をリセット

• 手動で割り当てたすべての現場打ちコンクリート ユニットの関連をリセ
ット

• 手動で割り当てた以外のすべての現場打ちコンクリート ユニットの関係
をリセット
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3. 確認ダイアログ ボックスで、[はい] をクリックして現場打ちコンクリート ユ
ニットの関係をリセットします。 

[すべての現場打ちコンクリート ユニットの関係をリセット] コマンドを使用
し、確認ダイアログ ボックスで [いいえ] をクリックして手動割り当てのリセ
ットをキャンセルした場合、自動関係はリセットされることに注意してくださ
い。自動関係を再作成するには、[現場打ちコンクリートユニットを計算] コマ
ンドを再度使用します。

現場打ちコンクリート ユニットのプロパティの変更
現場打ちコンクリート ユニットのプロパティは、現場打ちコンクリートのプロパ
ティと同じように変更できますが、異なる選択スイッチを使用する必要がありま
す。

1. 現場打ちコンクリート ビュー (454 ページ)が使用されていることを確認しま
す。使用されていない場合は、[現場打ちコンクリート ビュー] タブの [コンク
リート] をクリックして、現場打ちコンクリートを表示します。

2.  [製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっていること
を確認します。

3. プロパティを変更する現場打ちコンクリート ユニットをダブルクリックしま
す。

4. プロパティ パネルで、現場打ちコンクリート ユニットのプロパティを入力ま
たは変更します。 

たとえば、現場打ちコンクリート ユニットの名前やユーザー定義情報を定義
することができます。

5. [変更] をクリックします。

Tekla Structures による現場打ちコンクリート ユニットへのオブジェクトの
自動追加方法
[現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドを使用すると、Tekla Structures に
より、オブジェクトを現場打ちコンクリート ユニットに自動的に追加できます。

現場打ちコンクリートに干渉するオブジェクト (少なくとも部分的に現場打ちコン
クリートと重なっているオブジェクト) は、現場打ちコンクリートが属する同じ現
場打ちコンクリート ユニットに追加されます。

製品またはプレキャスト ユニットのオブジェクトが現場打ちコンクリートに干渉
する場合、製品またはキャスト ユニット全体が現場打ちコンクリート ユニットに
追加されます。

現場打ちコンクリートに属する鉄筋オブジェクトのみが現場打ちコンクリート ユ
ニットに追加されます。

鉄筋グループまたは緊張材グループのオブジェクトが現場打ちコンクリートに干
渉する場合は、グループ全体が現場打ちコンクリート ユニットに追加されます。
鉄筋セットの個々の鉄筋を別の現場打ちコンクリート ユニットに追加することも
できます。
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複数の現場打ちコンクリート部材に干渉するオブジェクト

オブジェクトが複数の現場打ちコンクリートに干渉する場合は、周囲ボックスの全
体座標 Z が 小である現場打ちコンクリートにオブジェクトが関連付けられます。

たとえば、鉄筋がフーチング現場打ちコンクリートと柱現場打ちコンクリートに干
渉している場合、フーチング現場打ちコンクリートの下面の全体座標 Z が柱現場打
ちコンクリートよりも低い位置にあるなら、鉄筋はフーチング現場打ちコンクリー
トに関連付けられます。

現場打ちコンクリートの周囲ボックスの 小の全体座標 Z が、同じかまたは差が
100 mm 以内の場合、次のルールに従って現場打ちコンクリートの 1 つにオブジェ
クトが関連付けられます。

1. オブジェクトの重心が、干渉する現場打ちコンクリートのうち、いずれか 1 つ
の周囲ボックス内にある場合、その現場打ちコンクリートにオブジェクトが関
連付けられます。

2. オブジェクトの重心が、複数の干渉する現場打ちコンクリートの周囲ボックス
内にあるか、すべての現場打ちコンクリートの周囲ボックスの外にある場合、
重心がオブジェクトの重心に も近い現場打ちコンクリートにオブジェクト
が関連付けられます。

現場打ちコンクリート ユニットが変更された場合

現場打ちコンクリートまたは現場打ちコンクリート ユニットが変更された場合
は、現場打ちコンクリート ユニットへの関連付けがすべてリセットされます。同
様に、現場打ちコンクリート ユニットに関連付けられているオブジェクトが変更
された場合は、その関連付けがリセットされます。[現場打ちコンクリートユニッ
トを計算] コマンドを次回使用するときには、未解決の関連付けのみが計算されま
す。

参照項目

現場打ちコンクリート部材ユニット (461 ページ)
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現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ
現場打ちコンクリート管理機能が有効である場合、現場打ちコンクリート打ち継ぎ
を使用して、現場打ちコンクリートを小さい現場打ちコンクリートに分割できま
す。

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎが表示され、これらを現場打ちコンクリート部
材ビューと部材ビュー (454 ページ)の両方で使用できます。現場打ちコンクリー
ト打ち継ぎは、使用している部材レンダリング オプション (635 ページ) に応じて
薄い平面または線として表示されます。

警
告

部材を移動またはコピーしても、現場打ちコンクリート打ち継ぎは部材に追
従しません。現場打ちコンクリート打ち継ぎは元の位置に維持され、依然と
して接している現場打ちコンクリートに適応 (468 ページ) します。

打ち継ぎによって現場打ちコンクリート部材オブジェクトを完全には 2 つに分割
されない場合、打ち継ぎはデフォルトでは赤色で表示されます。 これは、その打
ち継ぎが無効であるため、再モデリングする必要があることを意味しています。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎの表示設定 (468 ページ)

打ち継ぎの作成 (469 ページ)

打ち継ぎの選択 (471 ページ)
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打ち継ぎのコピー (471 ページ)

打ち継ぎの移動 (472 ページ)

打ち継ぎの変更 (472 ページ)

打ち継ぎの削除 (473 ページ)

打ち継ぎの適応性
打ち継ぎには、現場打ちコンクリート部材と現場打ちコンクリート部材オブジェク
トの変更に対する適応性があります。 これは、現場打ちコンクリート部材または
現場打ちコンクリート部材オブジェクトの形状や位置を変更した場合、それに応じ
て打ち継ぎが変更することを意味します。

現場打ちコンクリート部材を削除した場合、打ち継ぎも失われます。

次のいずれかの方法で現場打ちコンクリート構造を変更した場合、その打ち継ぎは
次の変化に適応します。

• 部材のプロファイルまたは寸法の変更

• カットまたはフィッティングの追加や削除

• 角処理の形状または寸法の変更

• 次の方法による現場打ちコンクリート構造の部材の追加または削除

• 部材のキャスト ユニット種別を [プレキャスト] から [現場打ち] に変更す
る、またはその逆

• 部材の現場打ちコンクリート部材フェーズを変更する

• 部材のコンクリートの材質を変更する

• 部材を移動、コピー、または削除する

現場打ちコンクリート部材を打ち継ぎの外に移動した場合、打ち継ぎが失われま
す。 1 つ以上の打ち継ぎに触れたまま部材を移動した場合、部材の内部にある打ち
継ぎは元の位置に残り、新しい場所の部材に適応します。

打ち継ぎをコピーまたは移動した結果、目的の位置にある現場打ちコンクリートに
触れた場合、打ち継ぎはその部材に適応します。別のモデルからコピーされた打ち
継ぎも、コピー先のモデルの部材に適応します。

打ち継ぎが、分割または削除された別の打ち継ぎに依存している場合、依存してい
る打ち継ぎも削除されます。 打ち継ぎが、移動された別の打ち継ぎに依存してい
る場合、打ち継ぎの面が移動された打ち継ぎに触れることができる限り、依存して
いる打ち継ぎは現場打ちコンクリート部材の内側で適応します。

部分的にするために打ち継ぎを分割した場合、打ち継ぎは削除されます。部分的な
打ち継ぎでは、他の打ち継ぎと一緒に現場打ちコンクリートのみを分割することが
できます。
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現場打ちコンクリート部材打ち継ぎの表示設定
モデルビューで現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎを表示できます。

開始する前に、現場打ちコンクリート管理機能が有効 (453 ページ)になっているこ
とを確認します。

1. モデル ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボック
スを開きます。

2. [表示...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

3. [打ち継ぎ] チェック ボックスをオンにします。

4. [変更] をクリックします。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

打ち継ぎの作成
現場打ちコンクリート打ち継ぎは、キャスト ユニット種別が [現場打ち] である現
場打ちコンクリートまたはコンクリート部材に追加できます。

モデル内の 1 つまたは複数の点を選択することで、打ち継ぎを作成できます。

3 つ以上の点を通る打ち継ぎを作成すると、打ち継ぎは、現在の作業平面に対して
垂直になっている分割対象現場打ちコンクリート部材オブジェクトに制限されま
す。複数の点を使用して傾斜しているか水平な打ち継ぎを作成する必要がある場
合、まず作業平面を移動 (54 ページ)します。

ヒ
ン
ト

部材または現場打ちコンクリートの縁端で打ち継ぎを開始または終了する

には、 [ 線上の近接点にスナップ ] スナップ スイッチ (86 ページ)を使用
します。

打ち継ぎの中間点を選択するには、 [ 自由位置 ] スナップ スイッチ
(86 ページ)を使用します。

打ち継ぎを作成するには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作

1 つの点を使用して、部材の面に垂直な
打ち継ぎを作成する

1. [ コンクリート ] タブで、[ 打ち継ぎ
--> 1 点 ] をクリックします。

2. 打ち継ぎの位置を選択します。

2 点間に存在するすべての現場打ちコン
クリート部材および現場打ちコンクリ
ート部材オブジェクトを分割する打ち
継ぎを作成する

1. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 2 点 ] をクリックします。

2. 2 点を選択して、打ち継ぎの位置を
定義します。
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目的 操作

複数の点を使用して打ち継ぎを作成す
る

1. 必要に応じて、作業平面を移動しま
す。

2. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 複数の点 ] をクリックします。

3. 打ち継ぎの通過点を選択します。

四角形の対角線上にある角で定義され
た打ち継ぎを作成する

1. 必要に応じて、作業平面を移動しま
す。

2. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 複数の点 ] をクリックします。

3.
 にマウスポインタを配置し、表

示されるツールバーの  をクリ
ックします。

4. 打ち継ぎの反対側にある 2 つの角
を選択します。

四角形の中心と 1 つの角で定義された
打ち継ぎを作成する

1. 必要に応じて、作業平面を移動しま
す。

2. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 複数の点 ] をクリックします。

3.
 にマウスポインタを配置し、表

示されるツールバーの  をクリ
ックします。

4. 打ち継ぎの中心点を選択します。

5. 打ち継ぎの 1 つの角を選択します。

四角形の 3 つの角で定義された打ち継
ぎを作成する

1. 必要に応じて、作業平面を移動しま
す。

2. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 複数の点 ] をクリックします。

3.
 にマウスポインタを配置し、表

示されるツールバーの  をクリ
ックします。

4. 打ち継ぎの 3 つの角を選択します。

四角形の 1 辺の中点と 2 つの角で定義
された打ち継ぎを作成する

1. 必要に応じて、作業平面を移動しま
す。

2. [コンクリート] タブで [ 打ち継ぎ --
> 複数の点 ] をクリックします。
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目的 操作

3.
 にマウスポインタを配置し、表

示されるツールバーの  をクリ
ックします。

4. 打ち継ぎの 1 辺の中点を選択しま
す。

5. 打ち継ぎの 2 つの角を選択します。

作成しようとしている打ち継ぎが、現場打ちコンクリート部材または現場打ち部材
を完全に 2 つに分割していない場合、Tekla Structures はモデルに打ち継ぎを追加し
ません。有効な打ち継ぎを作成するには、[打ち継ぎ ] コマンドとは別のコマンド
を使用する必要があります。たとえば、[複数の点 ] を [1 点] の代わりに使用する必
要があります。

参照項目

打ち継ぎの選択 (471 ページ)

打ち継ぎのコピー (471 ページ)

打ち継ぎの移動 (472 ページ)

打ち継ぎの変更 (472 ページ)

打ち継ぎの選択

1.  [打ち継ぎの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっている
ことを確認します。

2. 打ち継ぎを選択します。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

打ち継ぎのコピー

1.  [打ち継ぎの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっている
ことを確認します。

2. 打ち継ぎを選択します。

3. Tekla Structures のその他のオブジェクトの場合と同様に、打ち継ぎをコピー
(147 ページ) します。 

たとえば、右クリックして [コピー] を選択します。
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参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

打ち継ぎの移動
既存の現場打ちコンクリート部材打ち継ぎは移動できます。たとえば、この操作
は、部材を移動したときに打ち継ぎが部材に追従しないために必要になることがあ
ります。

1.  [打ち継ぎの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっている
ことを確認します。

2. 打ち継ぎを選択します。

3. Tekla Structures のその他のオブジェクトの場合と同様に、打ち継ぎを移動
(159 ページ) します。 

たとえば、右クリックして [移動] を選択します。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

打ち継ぎの変更 (472 ページ)

打ち継ぎの変更
既存の打ち継ぎは変更できます。

作業を始める前に、以下を行います。

•  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

•  [打ち継ぎの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっている
ことを確認します。

• 打ち継ぎを選択します。

Tekla Structures に、打ち継ぎの変更に使用可能なハンドルと寸法が表示されま
す。
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打ち継ぎを変更するには、次のようにします。

目的 操作

打ち継ぎの形状または位置を変
更する

新しい位置に角または終点をドラッグします。

位置の寸法を変更する 寸法の矢印を新しい位置にドラッグするか、次
の操作を行います。

1. 移動する寸法の矢印を選択します。

2. キーボードを使用して、変更後の寸法の値
を入力します。

先頭にマイナス符号(-)を付ける場合は、テ
ンキーを使用します。

寸法の絶対値を入力するには、 初に$を入
力してから値を入力します。

3. Enter キーを押すか、[数値位置の入力] ダイ
アログ ボックスで [OK] をクリックしま
す。

打ち継ぎに中間点を追加する
中点ハンドル  を新しい位置にドラッグしま
す。

打ち継ぎから中間点を削除する 1. 角の中間点を選択します。

2. Delete キーを押します。

打ち継ぎプロパティの変更 1. 打ち継ぎをダブルクリックし、プロパティ
パネルを開きます。

2. プロパティを変更します。

3. [変更] をクリックします。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)

モデル オブジェクトのサイズおよび形状の変更 (117 ページ)

打ち継ぎの削除

1.  [打ち継ぎの選択] 選択スイッチ (137 ページ) がアクティブになっている
ことを確認します。

2. 打ち継ぎを選択します。

3. Delete キーを押します。

参照項目

現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ (466 ページ)
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現場打ちコンクリート部材のトラブルシューティング
現場打ちコンクリート部材を使用するときは、詳細設計、図面やレポートの作成を
開始する前に、結果として得られる現場打ちコンクリート部材を定期的に確認し、
そのオブジェクトに関連するエラーを取り除くことが重要です。ソリッド現場打
ちコンクリート部材にエラーがあると、体積などの数量の計算が不正確になった
り、図面の表示やハッチング (塗りつぶし) が正しくなくなったりする場合があり
ます。

モデリングする場合、次の方法を使用して現場打ちコンクリート部材関連のエラー
をチェックします。

• セッション履歴ログ ファイル (695 ページ) にソリッド エラー行があるかどう

かを確認します。

• モデルビューで、現場打ちコンクリート部材と現場打ちコンクリート部材オブ
ジェクトが連続配置として表示されることを確認します。次の図のように、内
部に部材の輪郭や影の線があってはなりません。
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エラーが発生したり、体積や面がオーバーラップしている場合、部材の一部を再モ
デリングしてみてください。

現場打ちコンクリート部材関連のエラーを回避するため、次のヒントを試してみる
ことをお勧めします。

• 1 つの現場打ちコンクリート部材に含まれるコンクリート部材の数が妥当であ
ることを確認してください。

• 部材を異なる順序でモデリングすると、現場打ちコンクリート部材のエラーが
解決することがあります。

• 図面に表示する線を制御するには、詳細設定
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES および
XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES を使用します。

これは、エラーのある現場打ちコンクリート部材が、図面でプレキャストコン
クリート部材と同じ方法で扱われるため役立つことがあります。

部材を再モデリングしても現場打ちコンクリート部材のソリッドエラーが解決し
ない場合、部材のラップをできる限り小さくして、体積および数量計算が正しい値
に近づくようにします。

例: 現場打ちコンクリート部材エラーの特定と修正

ソリッド現場打ちコンクリートに関連するエラーがモデル ビューと図面にどのよ
うに表示されるかを確認するための例です。現場打ちコンクリートは連続的には
表示されず、現場打ちコンクリート部材内の部材間に追加線が表示されます。

セッション履歴ログ ファイル (695 ページ) を確認し、Solid failure
position 行をクリックすると、モデル内のエラーを見つけることができます (部
材を透かして見るには、Ctrl + 2 を押します)。
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柱側と同じ面にならないように、梁端部を移動してみてください。

モデルを固定した後、モデルおよび図面は次のようになります。

また、現場打ちコンクリートの体積も、たとえばレポート内で正しくなります。梁
と柱のオーバーラップしている体積は一度だけ計算されます。

参照項目

ソリッド エラーの確認 (695 ページ)

現場打ちコンクリート部材の管理 (452 ページ)

例: コンクリート形状の作成と打ち継ぎへの使用
この例のガイドラインは、現場打ちコンクリート部材の形状を効率的にモデリング
し、現場打ちコンクリート部材と打ち継ぎを定義、表示、順序付け、報告するのに
役立ちます。

開始する前に、現場打ちコンクリート管理機能が有効になっていることを確認しま
す。「現場打ちコンクリート管理機能を有効にする (453 ページ)」を参照してくだ
さい。

1. 可能であれば、Tekla Structures でコンクリート構造を作成するときに、既存の
エンジニアリングまたは建築モデルか図面を基盤として使用します。 

既存のモデルまたは図面を参照モデルとして Tekla Structures モデルにインポ
ートします。

「」および「」を参照してください。
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2. IFC モデルを参照モデルとして使用している場合:

a. 必要なコンクリート構造を IFC モデルからネイティブ Tekla Structures オ
ブジェクトに変換します。 

「」および「」を参照してください。

b. 変換結果を確認します。

c. 必要に応じて、変換されたオブジェクトを変更します。 

たとえば、変換されたオブジェクトのプロファイル、材質、またはキャス
トユニットの種類の変更が必要な場合があります。

ヒント オブジェクトを確認して選択するには、オーガナイザーを使用
します。

3. 別のタイプの参照モデルを使用している場合や、IFC モデルから変換できない
構造がある場合、Tekla Structures で必要なコンクリート構造を現場打ちコンク
リート部材としてモデリングします。 

参照モデルをトレースすることでモデリングできます。

「部材の作成および部材プロパティの変更 (256 ページ)」を参照してください。

4. 現場打ちコンクリート部材ごとに、現場打ちコンクリート フェーズ番号を定
義して Tekla Structures モデルを現場打ちコンクリートに分割します。 

たとえば、梁やスラブなどの水平構造にはデフォルトの現場打ちコンクリート
部材フェーズ 0 を使用し、柱や壁などの垂直構造にはデフォルトの現場打ちコ
ンクリート部材フェーズ 1 を使用して、異なる現場打ちコンクリート部材オブ
ジェクトに分割します。

「部材の現場打ちコンクリート部材フェーズの定義 (457 ページ)」を参照して
ください。

ヒン
ト

複数の部材を効率的に選択して、それらを一度に変更するには、選択
フィルターまたはオーガナイザーを使用します。

5. 現場打ちコンクリート ビューで現場打ちコンクリートを表示して確認しま
す。 

「現場打ちコンクリート構造の表示 (454 ページ)」および「現場打ちコンクリ
ート部材オブジェクト (458 ページ)」を参照してください。

6. 必要に応じて、現場打ちコンクリート フェーズを変更するか、打ち継ぎを作
成して、現場打ちコンクリートを微調整します。 

たとえば、大きいスラブを小さい打ち継ぎに分割する打ち継ぎを作成します。

「打ち継ぎの作成 (469 ページ)」および「現場打ちコンクリート部材打ち継ぎ
(466 ページ)」を参照してください。
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7. コンクリート形状と現場打ちコンクリートの準備ができたら、現場打ちコンク
リート番号を入力するか、[ オーガナイザー ] のカテゴリを使用して、現場打
ちコンクリートのシーケンスを定義できます。 

「現場打ちコンクリート部材オブジェクトのプロパティの変更 (461 ページ)」
および「」を参照してください。

8. 現場打ちコンクリート ユニットを計算し、必要に応じてオブジェクトを追加
および削除して現場打ちコンクリート ユニットを変更します。 

「現場打ちコンクリート部材ユニット (461 ページ)」を参照してください。

9. また、現場打ちコンクリートおよび現場打ちコンクリート ユニットの他のプ
ロパティ (コンクリートの組み合わせや、ワークフローの日付または状態など)
を定義することもできます。 

「現場打ちコンクリート ユニットのプロパティの変更 (465 ページ)」および「」
を参照してください。

10. オーガナイザーを使用して、現場打ちコンクリートを分類します。その後、現
場打ちコンクリートをシーケンスにより選択し、現場打ちコンクリートに固有
の情報 (現場打ちコンクリートの体積や型枠の面積など) を報告できます。 

「」および「」を参照してください。

11. 必要に応じて、[タスク管理] を使用して、タスクに現場打ちコンクリートや現
場打ちコンクリート ユニットを追加したり、現場打ちコンクリートをスケジ
ュールしたりします。その後、[進捗状況の表示] を使用して、予定日および実
施日に基づいて現場打ちコンクリートの状況情報を表示できます。 

「」および「」を参照してください。

12. 現場打ちコンクリート ユニットの一般図を作成します。 

[ 製品の選択 ] スイッチを使用して現場打ちコンクリート ユニットを選
択し、現場打ちコンクリート ユニットの 3D ビューを作成し、3D ビューを使
用して一般図を作成します。

このように、現場打ちコンクリートと一緒に表示する必要がある鉄筋、埋込み
材、およびその他のオブジェクトをすべて図面に自動的に追加することができ
ます。

「」を参照してください。

2.8 鉄筋の作成
コンクリート部材のモデルを作成したら、部材を補強して部材の強度を高める必要
があります。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 478 鉄筋の作成



Tekla Structures では、さまざまな方法で鉄筋を作成できます。 多くの場合、目的の
結果を得るには複数の鉄筋ツールを組み合わせる必要があります。

も自動化された方法は、Tekla Structures に用意されているさまざまな鉄筋コンポ
ーネントを使用することです。 できるだけ鉄筋コンポーネントを使用して鉄筋を
作成することをお勧めします。 コンポーネントは順応性があり、コンクリート部
材に拘束されます。また、鉄筋部材の寸法が変更された場合などは自動的に更新さ
れます。

鉄筋セットも、鉄筋を作成する柔軟で多目的な方法です。 鉄筋セットはコンクリ
ート形状への順応性があり、直接変更が容易です。

これらの方法の他、以下の部材を手動で作成することができます。

• 単体の鉄筋 (505 ページ)

• 鉄筋グループ (506 ページ)

鉄筋グループ作成の自動化を強化するには、事前定義された鉄筋形状が含まれ
ている鉄筋の形状カタログ (508 ページ) を使用できます。

• 溶接金網

• プレストレス緊張材 (527 ページ)

• 鉄筋継手 (529 ページ)

鉄筋セットの作成
鉄筋セットは直接変更と鉄筋セットのガイドライン、脚の面、およびローカルのモ
ディファイアーを使用して変更できる複数の鉄筋です。鉄筋セットを作成して、コ
ンクリート部材や現場打ちコンクリート部材オブジェクトのさまざまな領域を柔
軟に補強できます。

鉄筋セットの作成には複数のオプションがあります。長手方向鉄筋セット、および
コンクリート部材または現場打ちコンクリートの面に従って作成された鉄筋セッ
トは、コンクリート部材または現場打ちコンクリートに接続され、適合して変更さ
れます。[入力点を使用した鉄筋を作成] コマンドを使用すると、コンクリート オ
ブジェクトの外にも鉄筋セットを作成できます。鉄筋の形状配置ツールを使用し
て鉄筋セットを作成することもできます。

注 鉄筋セットを使用するときは、  [直接変更] スイッチがアクティブになっている
ことを確認します。

鉄筋セットに関連する基本概念

鉄筋セットの脚の面は、鉄筋脚が作成される位置を定義する平面です。Tekla
Structures では、脚の面はコンクリート部材や現場打ちコンクリート部材オブジェ
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クトの補強面に作成されるか、鉄筋セットの作成時にピックした点に従って作成さ
れます。

各鉄筋セットには、鉄筋の配置方向を定義する 1 つ以上のガイドラインがありま
す。鉄筋の間隔もガイドラインに沿って測定されます。ガイドラインは直線かポ
リライン (階段角処理が可能) です。

以下の例では、脚の面をグレー、ガイドラインを黄色で示しています。

ガイドラインの位置は鉄筋作成に影響します。ガイドラインの端部を移動やリフ
トすると、それに伴って鉄筋が回転します。例:
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必要に応じて 大 2 つの第 2 ガイドラインを作成し、鉄筋セットにさまざまな鉄筋
間隔を定義するのに使用できます。第 2 ガイドラインは、曲線構造 (499 ページ)の
長手方向鉄筋を作成する場合にも使用できます。Tekla Structures は、梁 (曲)、折れ
梁、ストリップ フーチング、および壁パネルの長手方向鉄筋セットのための 3 つ
のガイドラインを自動的に作成します。

特定の場所の鉄筋セットのみを変更する必要がある場合、ローカルのプロパティ
モディファイアー、端部ディテール モディファイアー、および分割線を作成でき
ます。
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長手方向鉄筋を作成
コンクリート部材または現場打ちコンクリート部材オブジェクトに含まれる、長手
方向鉄筋で構成される鉄筋セットを作成できます。

1. 補強するコンクリート オブジェクトに応じて、部材ビューまたは現場打ちコ
ンクリート部材ビューを使用 (454 ページ)します。

2. [コンクリート] タブで 鉄筋セット --> 長手方向鉄筋を作成 をクリックしま
す。

3. コンクリート部材または現場打ちコンクリート部材オブジェクトの縁端の上
にマウス ポインターを移動します。 
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Tekla Structures によって選択できる断面がハイライトされます。

4. 補強する断面を選択します。 

5. 必要に応じて、鉄筋断面のサイズと形状を変更します。 

これを行うには、コンテキスト ツールバーで  をクリックし、断面ハンドル
をドラッグします。

6. 選択した断面内で補強する面を選択します。 
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デフォルトでは、1 つの面のみが選択されています。複数の面を選択するに
は、Shift キーまたは Ctrl キーを押します。

Tekla Structures によって、選択した面が黄色でハイライトされます。

7. 面を個別に延長または短縮するには、コンテキスト ツールバーで  をクリッ
クします。それから、黄およびマゼンタの終端ハンドルをドラッグします。

8. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックするか、コンテキスト ツールバ

ーで  [鉄筋セットの作成] をクリックします。

Tekla Structures によって各選択面に鉄筋セットが作成され、選択した断面に垂直な
鉄筋が作成されます。

横筋を作成する
コンクリート部材または現場打ちコンクリート部材オブジェクトに含まれる、横筋
で構成される鉄筋セットを作成できます。

1. 補強するコンクリート オブジェクトに応じて、部材ビューまたは現場打ちコ
ンクリート部材ビューを使用 (454 ページ)します。

2. [コンクリート] タブで 鉄筋セット --> 横筋を作成 をクリックします。
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3. コンクリート部材または現場打ちコンクリート部材オブジェクトの縁端の上
にマウス ポインターを移動します。 

Tekla Structures によって選択できる断面がハイライトされます。

4. 補強する断面を選択します。 

5. 必要に応じて、鉄筋の形状を変更します。 

• 脚を個別に延長または短縮するには、コンテキスト ツールバーで  をク
リックします。それから、鉄筋端部ハンドルをドラッグします。

そうすることで、重なりのある鉄筋形状や、コンクリート オブジェクトの
外に延長された鉄筋端部を作成できます。

• 鉄筋の断面サイズを変更するには、コンテキスト ツールバーで  をクリ
ックし、断面ハンドルをドラッグします。

6. 選択した断面内で、作成する鉄筋脚を選択します。 

デフォルトではすべての脚が選択されており、Tekla Structures は各オブジェク
トの面に脚を作成します。

• 脚の選択を解除するには、Ctrl キーを押しながら脚をクリックします。

• すべての脚の選択を解除するには、コンテキスト ツールバーで  をクリ
ックします。
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• 複数の脚を選択するには、まず脚を 1 つ選択し、Ctrl キーまたは Shift キ
ーを押しながら残りの脚を選択します。

• すべての脚を選択するには、コンテキスト ツールバーで  をクリックし
ます。

Tekla Structures によって選択した脚が黄色でハイライトされ、脚の連続的な鉄
筋形状が作成されます。

7. たとえば、あばら筋フックを別の角に移動するためなどに、鉄筋形状を回転で
きます。Tab キーを押すと反時計回りに、Shift+Tab キーを押すと時計回りに
回転します。

8. 鉄筋の配置長さを変更する場合は、鉄筋セットのガイドラインの長さを調整し
ます。 

コンテキスト ツールバーで  をクリックし、ガイドラインの端部ハンドル

 をドラッグします。

9. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックするか、コンテキスト ツールバ

ーで  [鉄筋セットの作成] をクリックします。

Tekla Structures によって、鉄筋が選択した断面に平行に作成され、ガイドラインの
長さに沿って鉄筋が分配されます。
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部材面を使用した鉄筋の作成
コンクリート部材または現場打ちコンクリートの面に従って鉄筋セットを作成で
きます。

1. 補強するコンクリート オブジェクトに応じて、部材ビューまたは現場打ちコ
ンクリート部材ビューを使用 (454 ページ)します。

2. [コンクリート] タブで 鉄筋セット --> 部材面を使用した鉄筋の作成 をクリッ
クします。

3. コンクリート オブジェクトの補強する面と領域、および鉄筋の方向を、コン
テキスト ツールバーの以下のオプションを使用して定義します。 

クリックするボタ
ン

機能

コンクリート オブジェクトの近い面に鉄筋を作成します。

コンクリート オブジェクトの遠い面に鉄筋を作成します。

オブジェクトの面の も長い縁端に対して平行に鉄筋を作
成します。

 オプションを選択すると、マウス ポインターに も近い
縁端に平行になるように鉄筋が作成されます。

オブジェクトの面の 長の縁端に対して垂直に鉄筋を作成
します。

 オプションを選択すると、マウス ポインターに も近い
縁端と垂直になるように鉄筋が作成されます。

2 方向に鉄筋を作成します。1 つの鉄筋セットはオブジェク
トの面の 長の縁端に対して並行となり、もう 1 つの鉄筋セ
ットは縁端に対して垂直になります。

 オプションを選択した場合、1 つの鉄筋セットは、マウス
ポインターに も近い縁端に対して並行で、もう 1 つの鉄筋
セットはその縁端に対して垂直になります。

オブジェクトの面全体に鉄筋を作成します。

オブジェクトの面の四角形領域に鉄筋を作成します。

オブジェクトの面のポリゴン領域に鉄筋を作成します。

4. 選択した強調する領域に応じて、次のいずれかの操作を行います。 

• オブジェクトの面全体を補強するには、次のようにします。

a. コンクリート部材または現場打ちコンクリート部材オブジェクトの
面の上にマウス ポインターを移動します。
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Tekla Structures はオブジェクトの面の寸法と、鉄筋の方向を表すシン
ボルを表示します。

b. オブジェクトの面を選択します。

• 四角形領域を補強するには、領域の 2 つの対角をピックします。

• ポリゴン領域を補強するには、ポリゴンの角をピックします。
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Tekla Structures は、選択したオプションに従って鉄筋を作成します。2 方向で鉄筋
を作成するよう選択した場合は、Tekla Structures は 2 つの鉄筋セットを作成しま
す。オブジェクトの面の 長の縁端に対し、平行な鉄筋セットと垂直な鉄筋セット
です。

ガイドラインを使用した鉄筋の作成
鉄筋セットは、点をピックすることで定義したガイドラインに従って、コンクリー
ト部材または現場打ちコンクリートの 1 つまたは複数の面に作成できます。

1. 補強するコンクリート オブジェクトに応じて、部材ビューまたは現場打ちコ
ンクリート部材ビューを使用 (454 ページ)します。

2. [コンクリート] タブで 鉄筋セット --> ガイドラインを使用した鉄筋の作成 を
クリックします。

3. 補強するオブジェクト面を選択します。 
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Tekla Structures によって、選択した面が黄色でハイライトされます。

面は必要な数だけ選択できます。

4. マウスの中ボタンをクリックして面の選択を完了します。

5. 点をピックして、第 1 のガイドラインの位置を定義し、マウスの中央ボタンを
クリックします。 
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 = 始点、  = 終点

6. 副部材のガイドラインを作成する場合は、次の手順を実行します。

a. 点をピックして、副部材のガイドラインの位置を定義し、マウスの中央ボ
タンをクリックします。 

b. 必要に応じて、点をピックして、別の副部材のガイドラインの位置を定義
し、マウスの中央ボタンをクリックします。

7. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットおよびガイドラインを作成しま
す。

Tekla Structures により、選択した面で延長される鉄筋セットが作成され、ガイドラ
インに沿って鉄筋が分配されます。

入力点を使用した鉄筋を作成
モデル内で点をピックして鉄筋の形状を定義し、鉄筋セットを作成することができ
ます。

1. [コンクリート] タブで 鉄筋セット --> 入力点を使用した鉄筋を作成 をクリッ
クします。

2. コンテキスト ツールバーでオプションを選択し、鉄筋セットのタイプと鉄筋
セットの断面の数を定義します。 
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以下のオプションがあります。

• ノーマル

• テーパー

• テーパー山形

• テーパー曲線

• テーパー N

[テーパー N] オプションを選択した場合、断面の数を入力します。

3. 点をピックして、 初の断面における鉄筋の形状を定義します。 

[直交] や一時参照点などのさまざまなスナップ (84 ページ) 方法を使用できま
す。

4. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

5. 2 番目以降の各断面について、点をピックして鉄筋の形状を定義し、マウスの
中ボタンをクリックしてピックを終了します。

Tekla Structures によって、各断面の間に脚の面と鉄筋セットが作成されます。

鉄筋セットのプロパティ
コンテキスト ツールバーかプロパティ パネルを使用して、鉄筋セットのプロパテ
ィを表示・変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.rst です。

「鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)」および「鉄筋セットを変更する (532 ペー
ジ)」も参照してください。

制限事項

• Tekla Structures によって鉄筋セットが作成され、レイヤーに配置されるとき、
自動干渉回避で曲げ鉄筋の角の丸めは考慮されません。
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• 変形部材には鉄筋セットは作成できません。

鉄筋の形状配置ツールを使用した鉄筋セットの作成
鉄筋の形状配置ツールから事前定義された鉄筋形状を選択して、鉄筋セットを作成
できます。鉄筋の形状配置ツールの事前定義された鉄筋形状は、[鉄筋の形状管理]
で定義され、RebarShapeRules.xml ファイルに保存されている形状に基づいて

います。

鉄筋の形状配置ツールを使用して部材と現場打ちコンクリート部材オブジェクト
を補強します。鉄筋セットは 1 つのオブジェクトを使用しているか、複数のオブジ
ェクトにまたがっている場合があります。

鉄筋の形状配置ツールは棒鋼形状、螺旋鉄筋形状、3D 鉄筋形状、またはテーパー
変化断面には対応していません。

鉄筋セットの作成

1. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 鉄筋の形状配置ツール ] をクリックし
ます。 

[鉄筋の形状配置ツール] ダイアログ ボックスが開きます。

2. ダウエル バーのような、複数の部材または現場打ちコンクリート部材オブジ
ェクトにまたがる鉄筋を作成する場合は、ダイアログ ボックス下部のリスト
から [複数オブジェクト] を選択します。

3. 同じ断面に複数の鉄筋セットを作成する場合、[断面を保持] チェック ボック
スをオンにします。

4. 左側のツリー ビューで、事前定義された鉄筋形状のいずれかを選択します。 

必要な形状がない場合や、不要な形状を削除する場合は、ツリー ビューを再
編成 (498 ページ) できます。

5. 鉄筋の寸法を指定します。 

定義できる寸法は、選択されている鉄筋形状によって異なります。

フック プロパティが表示されるのは、 [ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳細
設定] --> [コンクリート詳細設計] で、詳細設定 XS_REBAR_RECOGNITION_
HOOKS_CONSIDERATION を FALSE に設定している場合だけです。

• [脚の長さ] の値を設定するには、形状のプレビューで脚をクリックします。

[脚の長さ] の値を入力しない場合、脚の長さはコンクリート構造の寸法に
従って自動的に計算されます。

• [曲げ角度] の値を設定し、90 度でない曲げを作成するには、曲げに隣接す
るいずれかの脚をクリックします。

6. 形状のプレビューで別の脚またはフックをダブルクリックして、鉄筋セットの
参照点を始点、中心点、または終点に設定します。 

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 493 鉄筋の作成



モデルに鉄筋セットを配置する場合、参照点をドラッグして鉄筋セットのプレ
ビューを新しい位置に移動できます。

7. 必要に応じて、その他の鉄筋のプロパティを変更します。 

たとえば、複数の鉄筋セットが重なっているときに、[レイヤ順番番号] を使用
して鉄筋をレイヤーに配置できます。

8. [間隔] タブで、鉄筋セットの間隔プロパティを定義します。

9. 鉄筋セットをモデルに配置するには、マウス ポインタをコンクリート構造の
縁端および面に移動します。 

補強するコンクリート構造に応じて、部材ビューまたは現場打ちコンクリート
部材ビューを使用 (454 ページ) します。

Tekla Structures によって選択できる断面と面がハイライトされます。次に例
を示します。
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10. 補強する断面または面を選択します。 

[複数オブジェクト] が選択されている場合は、各断面または面をクリックして
選択します。マウスの中ボタンをクリックして選択を完了します。

モデルに鉄筋形状のプレビューが表示され、鉄筋セットの 初と 後の鉄筋が
シアンで表示されます。 Tekla Structures
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11. 選択されている断面または面の鉄筋セットを目的の位置に移動するには、次の
いずれかを行います。 

• 青い線分をクリックして、鉄筋セットの参照点をその線分に配置します。
次に例を示します。
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必要に応じて、鉄筋の形状配置ツール ダイアログ ボックスで、プレビュー
内の目的の位置をダブルクリックすることで基準点の位置を変更できま
す。

• マゼンタの参照点ハンドル  を青い線上の新しい位置にドラッグしま
す。

• 鉄筋形状を回転するには、コンテキスト ツールバーの  をクリックしま
す。
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12. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットを作成します。 

13. [断面を保持] チェック ボックスがオンになっている場合、手順 4 ～ 12 を繰り
返して同じ断面にさらに鉄筋セットを作成できます。

ヒン
ト

鉄筋の形状配置ツール ダイアログ ボックスが既に開いていてもコマンドがアクテ
ィブでない場合は、[断面の選択] ボタンをクリックして、鉄筋セットの作成を再開
できます。

鉄筋形状の追加と削除

鉄筋の形状配置ツール でツリー ビューを変更して、使用頻度の高い鉄筋形状をツ
リー ビューに追加したり、不要な鉄筋形状を削除したりできます。

1. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 鉄筋の形状配置ツール ] をクリックし
ます。 

[鉄筋の形状配置ツール] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [カタログの整理] をクリックします。
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3. 新しいカテゴリー フォルダーを作成するには、  をクリックします。

4. 選択した形状をフォルダーにドラッグ アンド ドロップします。 

複数の形状の形状コードが同じである場合、それらの形状をカテゴリにドラッ
グすると、形状コードに (1) や (2) などの接尾辞が付きます。形状名は必要に
応じて変更できます。変更するには、名前を 2 回クリックし、新しい名前また
は接尾辞 ((a) や (b) など) を入力します。

形状がレポートに列挙されるときは、同じ形状コードが付与されます。

5. 必要に応じて、フォルダー名を同様の方法で変更します。

6. 形状をカテゴリーから削除するには、形状を選択し、  をクリックしま
す。

7. [OK] をクリックします。

例: 曲線構造の鉄筋セット
鉄筋セットを使用して曲線コンクリート構造を補強できます。

曲線コンクリート構造には、梁 (曲) (315 ページ)、折れ梁 (317 ページ) ([ 円弧上の
点 ] の角処理がある)、および全体の上がりがゼロの平坦な螺旋梁 (320 ページ)を含
めることができます。梁と折れ梁を補強するのと同じ方法で、ストリップ フーチ
ングと壁パネルを補強することもできます。

鉄筋セットの作成に関する詳細については、「鉄筋セットの作成 (479 ページ)」も
参照してください。

梁 (曲) の長手方向鉄筋の作成

この例では、曲線コンクリート梁の長手方向下段鉄筋を作成します。

1. 曲線コンクリート梁を作成します。

a. [コンクリート] タブで [梁] をクリックします。

b. 2 点をピックします。

c. 梁をダブルクリックして、梁のプロパティを変更します。

d. 半径とセグメントの数を設定して、[変更] をクリックします。

2. 梁の底面に長手方向鉄筋を作成します。

a. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 長手方向鉄筋を作成 ] をクリック
します。

b. 梁の縁端の上にマウス ポインターを移動して、補強する断面を選択しま
す。

c. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットを作成します。 
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Tekla Structures によって、梁の形状に応じて曲線長手方向鉄筋が作成され
ます。 次に例を示します。

鉄筋セットには 3 つのガイドラインが作成されています。 梁の両端に 1
つずつ、梁の中点に 1 つのガイドラインがあります。

曲線折れ梁の横筋の作成

この例では、曲線コンクリート折れ梁に対して U 型あばら横筋を作成します。

1. 曲線セグメントが含まれるコンクリート折れ梁を作成します。

a. [コンクリート] タブで [梁 --> 折れ梁 ] をクリックします。

b. 梁を通過させる点を 3 つ以上ピックして、マウスの中ボタンをクリックし
ます。

c. 折れ梁を選択します。

d. 折れ梁の角にあるハンドルを選択して、コンテキスト ツールバーで

 [円弧上の点] 角処理タイプを選択します。

2. 梁の下部および側面に従って横筋を作成します。

a. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 横筋を作成 ] をクリックします。

b. 梁の縁端の上にマウス ポインターを移動して、補強する断面を選択しま
す。

c. 選択した断面で、Ctrl キーを押しながら上段鉄筋脚部をクリックして選択
を解除します。

d. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットを作成します。 
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Tekla Structures によって、梁の形状に応じて放射状に横筋が作成されま
す。 次に例を示します。

鉄筋セット ガイドラインは 3 つの点が含まれるポリラインで、中点には
[円弧上の点] の角処理があります。

螺旋梁の鉄筋の作成

この例では、全体の上がりがゼロの螺旋梁を補強します。 長手方向下段鉄筋と U
型あばら横筋を作成します。

より複雑なコンクリート オブジェクトがインポートされており、自動的に補強で
きない場合には、次に示す手動の方法を使用することもできます。

1. 平坦な螺旋コンクリート梁を作成します。

a. [コンクリート] タブで [梁 --> 螺旋梁 ] をクリックします。

b. 梁の始点をピックします。

c. 梁の曲率中心を示す点をピックします。

d. マウスの中ボタンをクリックします。

e. 全体の上がりが 0 であることを確認します。

2. 梁の底面に長手方向鉄筋を作成します。

a. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 長手方向鉄筋を作成 ] をクリック
します。

b. 梁の縁端の上にマウス ポインターを移動して、補強する断面を選択しま
す。

c. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットを作成します。 
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Tekla Structures によって、1 つのガイドラインがある長手方向鉄筋セット
が作成されます。

d. Esc を押してコマンドを中断させます。

3. より多くのガイドラインを作成して、長手方向鉄筋セットを変更します。

a. 鉄筋セットを選択します。

b. コンテキスト ツールバーで [第 2 ガイドラインの追加] をクリックしま
す。

c. 1 点ピック モードになっている (コンテキスト ツールバーに  が表示さ
れている) ことを確認します。

d. 第 2 ガイドラインの始点をピックします。

e. 別の第 2 ガイドラインの始点をピックします。

f. Esc を押して第 2 ガイドラインの作成を終了します。

g. 必要に応じて、ガイドラインまたはガイドラインの終点ハンドルをドラッ
グして、ガイドラインを目的の位置に移動します。 
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たとえば、第 1 のガイドラインを梁の中点、第 2 ガイドラインの 1 つを梁
の始点、もう 1 つの第 2 ガイドラインを梁の終点に移動できます。

h. 必要に応じて、ガイドラインの形状 (533 ページ)とプロパティ (1005 ペー
ジ)を変更します。 

鉄筋は、これらの 3 つのガイドラインの位置と間隔設定に従って作成され
ます。

4. 梁の下部および側面に従って横筋を作成します。

a. [コンクリート] タブで [鉄筋セット --> 横筋を作成 ] をクリックします。

b. 梁の縁端の上にマウス ポインターを移動して、補強する断面を選択しま
す。

c. 選択した断面で、Ctrl キーを押しながら上段鉄筋脚部をクリックして選択
を解除します。

d. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋セットを作成します。 
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Tekla Structures によって、1 つのガイドラインがある横筋セットが作成さ
れます。

e. Esc を押してコマンドを中断させます。

5. ガイドラインを変更することによって、横筋セットを変更します。

a. ガイドラインをハイライトする鉄筋セットを選択します。

b. ガイドラインの終点  を梁端部にドラッグします。 

c. ガイドラインの中点  を梁の中点にドラッグします。 
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d. 新しいガイドラインの角に  [円弧上の点] の角処理が含まれること
を確認します。

Tekla Structures によって、梁に沿って放射状に横筋が配置されます。

制限事項

• 曲線長手方向鉄筋の始点オフセット値および/または終点オフセット値が小さ
すぎる場合、脚の面の縁端に も近い鉄筋が小さい鉄筋セグメントに分割され
ることがあります。これを防ぐには、オフセット値を大きくします。

単体の鉄筋を作成する

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [鉄筋] を選択します。 

鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [鉄筋] コマンドをクリックして [シングル鉄筋] プロパティを開きま
す。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 505 鉄筋の作成



2. 鉄筋を追加する部材を選択します。

3. 鉄筋の始点をピックします。

4. 他の鉄筋の参照点をピックして、鉄筋の形状を設定します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。 

Tekla Structures により、鉄筋がこの部材に拘束されます。

6. 鉄筋を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 

• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして [シングル鉄筋] プロパティを開き、プロパティ
(996 ページ)を変更します。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

鉄筋グループの作成
鉄筋グループは、同一またはほぼ同一の複数の鉄筋で構成されます。Tekla
Structures は、これらの鉄筋を常にグループとして扱います。つまり、変更は同じ
方法で行ったり、すべて同時に削除したりなどします。まず単体の鉄筋の形状を定
義し、次に Tekla Structures による鉄筋の配置方向を定義します。

注 鉄筋形状を手動で定義しない場合は、[鉄筋の形状カタログ] (508 ページ)およ
び事前定義された鉄筋形状を代わりに使用します。

1. [コンクリート] タブで、以下をクリックします。 
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鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [鉄筋グループ] コマンドをクリックして [鉄筋グループ] プロパティ
を開きます。

2. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループがこの部材に拘束されます。

3. 鉄筋の始点をピックします。

4. 他の鉄筋の参照点をピックします。 

これらの点は、1 番目の鉄筋の平面およびグループ内の単体鉄筋の形状を定義
します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

6. 鉄筋グループの始点をピックします。

7. 鉄筋グループの終点をピックします。 

始点と終点は鉄筋を配置する長さおよび方向を示します。通常、鉄筋を配置す
る長さは平面に対し垂直です。これは、側面にかぶり厚を定義できるようにす
るためです。
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8. 鉄筋を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 

• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして [鉄筋グループ] プロパティを開き、プロパティ
(996 ページ)を変更します。

参照項目

曲げ鉄筋グループの作成 (515 ページ)

円形鉄筋グループの作成 (517 ページ)

テーパーまたは螺旋状の鉄筋グループの作成 (519 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成
鉄筋グループは、同一またはほぼ同一の複数の鉄筋で構成されます。 [鉄筋の形状
カタログ]から事前定義された鉄筋形状を選択することで、鉄筋グループを作成で
きます。 [鉄筋の形状カタログ]の事前定義された形状は、[鉄筋の形状管理]で定義
され、RebarShapeRules.xmlファイルに保存されている形状に基づいています。

[鉄筋の形状カタログ]は、テーパー鉄筋グループ (519 ページ)や 3D 鉄筋形状では
機能しません。

注 事前定義された形状を使用するのではなく、鉄筋の形状を手動で定義する場合
は、[鉄筋グループ] (506 ページ)コマンドを代わりに使用します。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [鉄筋の形状カタログ] を選択し
ます。 

[鉄筋の形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。
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2. 左側のツリービューで、事前定義された形状のいずれかを選択します。 

使用頻度の高い形状をツリービューに追加したり (510 ページ)、不要な形状
を削除したりできます。

モデルで既存の鉄筋を選択し、[取得] をクリックすると、選択した鉄筋のプロ
パティが [鉄筋の形状カタログ] ダイアログ ボックスに表示されます。

3. 必要に応じて、鉄筋プロパティを変更します。 

• [脚の長さ] の値を設定するには、形状のプレビューで脚をクリックします。

[脚の長さ] の値を入力しない場合、脚の長さはコンクリート部材の寸法に
従って自動的に計算されます。

• [曲げ角度] の値を設定し、90 度でない曲げを作成するには、曲げに隣接す
るいずれかの脚をクリックします。

• 円形鉄筋、ポリゴン鉄筋、および螺旋鉄筋の場合は、[円の直径] および [重
なり距離] の値を入力できます。

フックのプロパティが表示されるのは、 [ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳
細設定] --> [コンクリート詳細設計] で、詳細設定
XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION を FALSE に設定し

ている場合だけです。

4. 必要に応じて、形状のプレビューで別の脚またはフックをダブルクリックし
て、鉄筋の参照点を始点、中心点、または終点に設定 (511 ページ)します。

5. [OK] をクリックします。

6. モデル内で、部材面または部材縁端にマウスポインタを合わせます。 

鉄筋の位置と寸法を示すプレビューが表示されます。
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7. プレビューに基づいて鉄筋グループの位置を選択し、マウスの左ボタンをクリ
ックします。 

Tekla Structures により鉄筋が作成されます。

8. 鉄筋を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 

• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして鉄筋グループ プロパティを開き、プロパティ
(996 ページ) を変更します。

参照項目

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

鉄筋の形状配置ツールを使用した鉄筋セットの作成 (493 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]のツリービューに対する鉄筋の形状の追加

[鉄筋の形状カタログ] でツリー ビューを変更して、使用頻度の高い形状をツリー
ビューに追加したり、不要な形状を削除したりできます。
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1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [鉄筋の形状カタログ] を選択し
ます。 

[鉄筋の形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。

2. [カタログの整理] をクリックします。

3. をクリックして新しいカテゴリーフォルダを作成します。

4. 選択した形状をフォルダにドラッグアンドドロップします。 

複数の形状の形状コードが同じである場合、それらの形状をカテゴリにドラッ
グすると、形状コードに(1)や(2)などの接尾辞が付きます。形状名は必要に応
じて変更できます。変更するには、名前を 2 回クリックし、新しい名前または
接尾辞((a)や(b)など)を入力します。

形状がレポートに列挙されるときは、同じ形状コードが付与されます。

5. 必要に応じて、フォルダ名を同様の方法で変更します。

6. 形状をカテゴリーから削除するには、形状を選択し、  をクリックしま
す。

7. [OK] をクリックします。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]での鉄筋参照点の設定

[鉄筋の形状カタログ]を使用し、形状を選択すると、参照点を鉄筋脚の始点、中心
点、または終点に設定できます。 鉄筋をモデルに作成すると、参照点をドラッグ
することで、鉄筋を新しい位置に移動できます。 これは、たとえば、鉄筋脚があ
る特定の長さであり、参照点を部材の縁端などに設定するときに便利です。 円形
の鉄筋形状の参照点を移動することもできます。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [鉄筋の形状カタログ] を選択し
ます。 

[鉄筋の形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。

2. 鉄筋形状を選択します。
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3. 形状のプレビューで位置をダブルクリックして、参照点を目的の位置 (始点、
中心点、または終点) に設定します。 

4. 必要に応じて、鉄筋プロパティを変更します。

5. [適用] または [OK] をクリックします。

6. モデル内で、部材面または部材縁端にマウスポインタを合わせます。

7. プレビューに基づいて、目的の配置を選択し、Alt キーを押しながらマウスの
左ボタンを押します。 

参照点が表示されます。

8. 参照点をドラッグして、鉄筋を新しい位置に移動します。

9. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋を作成します。 
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注 円形鉄筋には、次のように中心線に参照点を設定できます。

a. 鉄筋が適切な方向を向くように、柱の縁端にマウスポインタを合わ
せます。

b. Alt キーを押しながらマウスの左ボタンを押します。

c. 参照点をドラッグして、Shift キーを押しながら列の中央に合わせま
す。

d. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋を作成します。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した現場打ちコンクリート部材オブジェクトの補強

[鉄筋の形状カタログ]を使用して、現場打ちコンクリート部材ビューで現場打ちコ
ンクリート部材オブジェクトを補強できます。

注 鉄筋セット (479 ページ) と [鉄筋の形状カタログ] によって、現場打ちコンク
リート部材ビューで現場打ちコンクリート部材オブジェクトを補強できま
す。 [鉄筋グループ] (506 ページ) などの他の鉄筋コマンドや鉄筋コンポーネ
ントを使用する場合は、部材ビューで単品の部材を補強する必要があります。
すべての鉄筋は、部材ビューと現場打ちコンクリート部材ビューの両方に表示
されます。

[鉄筋の形状カタログ] を使用して現場打ちコンクリート部材オブジェクトを補強
する場合、次のようになります。

• 鉄筋は、現場打ちコンクリート部材ではなく補強部材に追加されます。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 513 鉄筋の作成



• 鉄筋の形状は、現場打ちコンクリート部材の形状に従って定義されます。これ
は、鉄筋が部材に追加されている場合でも当てはまります。たとえば、コンク
リートの打ち継ぎによって鉄筋の長さを制限できます。

• レポートでは、鉄筋情報は現場打ちコンクリート部材ではなく補強部材に従っ
て列挙されます。

開始する前に、キャストユニット種別が[現場打ち]であるコンクリート部材を作成
します。Tekla Structures により、それらの部材の現場打ちコンクリート部材オブジ
ェクトが自動的に形成されます。

1. 現場打ちコンクリート部材ビューが使用されていることを確認します。 使用
されていない場合は、[コンクリート] タブで [現場打ちコンクリート部材ビュ
ー] をクリックします。

2. 必要に応じて、[コンクリート] タブで次のいずれかの [打ち継ぎ] コマンドを選
択して、打ち継ぎを作成します。 

• 1 つの点

• 2 つの点

• 複数の点

3. 現場打ちコンクリート部材オブジェクトに鉄筋を挿入するには、[コンクリー
ト]タブで、[鉄筋]、[鉄筋の形状カタログ]の順にクリックします。 

[鉄筋の形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。

4. 左側にあるツリー表示から形状を選択し、必要に応じてプロパティを変更しま
す。

5. [OK]をクリックします。

6. モデル内で、現場打ちコンクリート部材オブジェクトの表面または縁端にマウ
スポインタを合わせます。 
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7. プレビューに基づいて鉄筋の位置を選択し、マウスの左ボタンをクリックし
て、鉄筋を作成します。 

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

現場打ちコンクリート部材の管理 (452 ページ)

曲げ鉄筋グループの作成
コンクリート梁または曲線壁に含まれる曲線セグメントを補強できます。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [曲げ鉄筋グループ] を選択しま
す。 

鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [曲げ鉄筋グループ] コマンドをクリックして [曲げ鉄筋] プロパティ
を開きます。

2. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループがこの部材に拘束されます。

3. 円弧上の 3 点をピックして曲線を定義します。 
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4. 2 点をピックして、鉄筋の配置方向を示します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループ(曲)が作成されます。
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5. 鉄筋グループ (曲) プロパティを変更するには、次のようにします。

a. 鉄筋グループ (曲) をダブルクリックして [曲げ鉄筋] プロパティを開きま
す。

b. プロパティ (996 ページ) を変更します。

c. [変更]をクリックします。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

円形鉄筋グループの作成 (517 ページ)

テーパーまたは螺旋状の鉄筋グループの作成 (519 ページ)

鉄筋の変更 (531 ページ)

円形鉄筋グループの作成
丸柱を補強できます。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [円形鉄筋グループ] を選択しま
す。 

鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [円形鉄筋グループ] コマンドをクリックして [円形鉄筋] プロパティ
を開きます。

2. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループがこの部材に拘束されます。

3. コンクリート部材の外側輪郭で 3 つの点をピックして、円形鉄筋を定義しま
す。 
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これらの 3 つの点から半径が自動的に計算されます。

4. 2 点をピックして、鉄筋の配置方向を示します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループ(円)が作成されます。
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注 円形帯筋のスプライス長を変更するには、[円形鉄筋] プロパティの [開始]
ボックスと [終了] ボックスに負の値を入力します。

5. 鉄筋グループ (円) プロパティを変更するには、次のようにします。

a. 鉄筋グループ (円) をダブルクリックして、[円形鉄筋] プロパティを開き
ます。

b. プロパティ (996 ページ) を変更します。

c. [変更]をクリックします。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

曲げ鉄筋グループの作成 (515 ページ)

テーパーまたは螺旋状の鉄筋グループの作成 (519 ページ)

鉄筋の変更 (531 ページ)

テーパーまたは螺旋状の鉄筋グループの作成
長方形のコンクリート部材の場合、鉄筋グループの配置領域を定義するには 2 つの
点をピックするだけで十分です。部材形状が長方形でない場合、代わりの形状を選
択できます。

鉄筋グループタイプを選択および変更するには、[鉄筋プロパティ]ダイアログボッ
クスの[グループ]タブにある[鉄筋グループタイプ]リストを使用します。

1. [コンクリート]タブで、Shift キーを押しながら以下をクリックします。 
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[鉄筋プロパティ]ダイアログボックスが開きます。

2. 必要に応じて、鉄筋プロパティを入力または変更します。

3. [グループ]タブの[鉄筋グループタイプ]リストボックスからテーパーまたは螺
旋のオプションを選択します。 

4. [OK]をクリックします。

5. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループが部材に拘束されます。

6. 点をピックして、 初の断面で鉄筋の形状を定義します。

7. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

8. 2 番目およびそれ以降の断面について、点をピックして鉄筋の形状を選択しま
す。

9. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。 

Tekla Structures によって、鉄筋マークが作成されます。

鉄筋グループタイプ

オプシ
ョン

説明 例

普通

テーパーなし。

2 つの点をピックして、鉄筋グループの配置
領域を定義します。

 

テーパ
ー

一方の鉄筋寸法がグループ内でリニアに変
化します。

テーパ
ー山形

一方の鉄筋寸法がグループ内でリニアに変
化します。グループの中央で寸法が 長に
なります。
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オプシ
ョン

説明 例

テーパ
ー曲線

一方の鉄筋寸法が曲線に沿って変化しま
す。グループの中央で寸法が 長になりま
す。

 

テーパ
ー N

一方の鉄筋寸法が N 個の断面の間でリニア
に変化します。[断面数] ボックスに断面の
数を入力します。

螺旋

鉄筋は、部材の長手軸に沿ってポリゴン状
または円状の螺旋を描きます。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ (996 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

溶接金網を作成する
2 つの垂直鉄筋グループで構成される溶接金網を作成できます。Tekla Structures で
は、溶接金網は 1 つのユニットとして処理されますが、主筋と横筋は区別されま
す。
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ポリゴン溶接金網、四角形の溶接金網、または折れ溶接金網を作成できます。 カ
スタマイズされた溶接金網を作成できます。

注 溶接金網を作成した後で、溶接金網のタイプを変更することはできません。

長方形の溶接金網の作成

1. [コンクリート] タブで、Shift キーを押しながら [鉄筋] --> [溶接金網] をクリッ
クします。 

プロパティ パネルに [溶接金網] プロパティが開きます。

2. [溶接金網タイプ] リストから [長方形] を選択します。 

注 溶接金網を作成した後で、溶接金網のタイプを変更することはできませ
ん。

3. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

溶接金網が部材に拘束されます。

4. 金網の始点をピックします。

5. 長手方向鉄筋の方向を示す点をピックします。

6. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。 

ピックした点の左側に、作業平面に対して平行に溶接金網が作成されます。

7. 溶接金網を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 
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• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして [溶接金網] プロパティを開き、プロパティ
(998 ページ) を変更します。

ポリゴン溶接金網を作成する

1. [コンクリート] タブで、Shift キーを押しながら [鉄筋] --> [溶接金網] をクリッ
クします。 

プロパティ パネルに [溶接金網] プロパティが開きます。

2. [溶接金網タイプ] リストから [ポリゴン] を選択します。 

注 溶接金網を作成した後で、溶接金網のタイプを変更することはできませ
ん。

3. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

溶接金網が部材に拘束されます。

4. 金網の始点をピックします。

5. 金網の角をピックします。

6. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

7. 長手方向鉄筋の方向を示す点をピックします。 
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溶接金網が作成されます。

8. 鉄筋を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 

• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして [溶接金網] プロパティを開き、プロパティ
(998 ページ)を変更します。

孔のある溶接金網

孔のある部材を補強する場合、鉄筋を作成するときに孔の角をピックする必要があ
ります。

1. 鉄筋を追加する部材を選択します。

2. 金網の始点をピックします。

3. 金網の角をピックします。

4. 孔の角をピックします。

金網の角とは反対方向にある孔の角をピックする必要がある点に注意してく
ださい。
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5. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

6. 長手方向鉄筋の方向を示す点をピックします。

折れ溶接金網を作成する

1. [コンクリート] タブで、Shift キーを押しながら [鉄筋] --> [溶接金網] をクリッ
クします。 

プロパティ パネルに [溶接金網] プロパティが開きます。

2. [溶接金網タイプ] リストから [折り] を選択します。 

注 溶接金網を作成した後で、溶接金網のタイプを変更することはできませ
ん。

3. 曲げ半径を入力します。

4. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

溶接金網が部材に拘束されます。

5. 点をピックして横筋の曲げ形状を指定します。 
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6. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

7. 2 点をピックして、長手方向鉄筋の長さと方向を指定します。 

溶接金網が作成されます。

8. 溶接金網を変更する必要がある場合は、以下のいずれかの操作を行います。 
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• 直接変更 (551 ページ) を使用します。  [直接変更] スイッチがアクテ
ィブになっていることを確認します。

• 鉄筋をダブルクリックして [溶接金網] プロパティを開き、プロパティ
(998 ページ)を変更します。

カスタム溶接金網を作成する
2 つの垂直鉄筋グループで構成されるカスタム溶接金網を作成できます。

1. [コンクリート] タブで、Shift キーを押しながら [鉄筋] --> [溶接金網] をクリッ
クします。 

プロパティ パネルに [溶接金網] プロパティが開きます。

2. [レイアウト] セクションで、[カスタム メッシュ] オプションを選択します。

3. [溶接金網] ボックスに溶接金網の名前を入力します。 

デフォルトの名前は、カスタム メッシュです。

4. 必要に応じて、その他の溶接金網のプロパティ (1000 ページ) を変更します。

5. 鉄筋を追加する部材を選択します。 

溶接金網が部材に拘束されます。

6. 2 点をピックして、長手方向鉄筋の方向を指定します。

7. 金網平面を指定する場合は、もう 1 つの点をピックします。

8. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

9. 必要に応じて、カスタマイズしたプロパティをプロパティ ファイルとして保
存 (125 ページ) して、後で新しい溶接金網を作成するときにこれらのプロパテ
ィを読み込むことができます。

緊張材パタンの作成
コンクリート部材用のプレストレス直線またはたわみ緊張材を作成できます。

注 緊張材の位置を指定するには、まず、緊張材を作成する部材の点を作成しま
す。[編集]タブで、[点]をクリックし、[平面上]を選択して[点列]ダイアログボ
ックスを開きます。点の座標を定義します。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [緊張材パターン] を選択しま
す。 
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鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [緊張材パターン] コマンドをクリックして [緊張材パターン] プロパ
ティを開きます。

2. 緊張材の作成先となる部材を選択します。

3. 緊張材の配置に使用する各点をピックします(部材の終端など)。 

ピックした点によって 初の断面が定義されます。

4. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

5. 緊張材を配置する点をピックします。 

• 単一の断面を作成する場合、緊張材の長さを定義する 2 点をピックします。

• 複数の断面を作成する場合は、断面ごとに、緊張材の位置を示す点をピッ
クします。 初の断面と同じ順序で緊張材の位置をピックします。

6. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。 

Tekla Structures により緊張材が作成されます。

7. 緊張材プロパティを変更する場合は、次のようにします。

a. 緊張材パターンをダブルクリックして、[緊張材パターン] プロパティを開
きます。

b. プロパティ (1015 ページ) を変更します。

c. [変更]をクリックします。

参照項目

鉄筋緊張材のシース (529 ページ)
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鉄筋緊張材のシース

1. 緊張材のシースに使用する緊張材パターンをダブルクリックします。 

[緊張材パターン] プロパティが開きます。

2. [シース] ボタンをクリックし、シース プロパティを開きます。

3. [シース]タブで、[追加]ボタンをクリックしてテーブルに新しい行を作成しま
す。

4. [シース利用の緊張材] フィールドに緊張材番号を入力します。 

緊張材番号は、緊張材の選択順を示す番号です。

• すべての緊張材に同じ値を設定するには、すべての緊張材番号をスペース
で区切って入力します。たとえば、1 2 3 4などです。

• 緊張材ごとに個別の値を設定するには、[追加]をクリックして新しい行を
追加し、[シース利用のストランド]フィールドに緊張材番号を入力します。

5. シース長を定義します。 

長さを対称にするには、[終端 = 始端]チェックボックスをオンにし、[始端か
ら]フィールドまたは[中央から始端へ]フィールドにのみ値を入力します。

6. [変更]をクリックします。 

Tekla Structures に、緊張材のシース部分が赤色で表示されます。

参照項目

緊張材パタンの作成 (527 ページ)

緊張材プロパティ (1015 ページ)
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鉄筋継手の作成
鉄筋または鉄筋グループを鉄筋継手と結合できます。鉄筋または鉄筋グループ間
に隙間が存在する場合があります。

1. [コンクリート] タブで、[鉄筋] をクリックして [スプライス] を選択します。 

鉄筋を作成する前にプロパティを変更する必要がある場合は、Shift キーを押
しながら [スプライス] コマンドをクリックして [鉄筋継手] プロパティを開き
ます。

2. 初の鉄筋または鉄筋グループを選択します。

3. 2 番目の鉄筋または鉄筋グループを選択します。 

Tekla Structures により、スプライスが作成されます。スプライスのモデルに

は、青色のスプライスシンボル があります。

4. スプライス プロパティを変更する場合は、次のようにします。

a. スプライスをダブルクリックして、[鉄筋継手] プロパティを開きます。

b. プロパティを変更します。

c. [変更]をクリックします。

継手プロパティ

[鉄筋継手] プロパティを使用して、スプライスのプロパティを表示および変更しま
す。保存されたスプライス プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rsp で
す。 .rsp.
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オプション 説明

[継ぎ手タイプ] スプライスタイプ。

[左ラップ]では、 初の鉄筋または選択した鉄筋グループの方
向にラップが作成され、[右ラップ]では、2 番目の鉄筋の方向
にラップが作成されます。

[両方ラップ]では、鉄筋または鉄筋グループ間の中心にラップ
が作成されます。

[ラップ長さ] 重ね継ぎの長さ。

[オフセット] 鉄筋の元の結合点を基点とするスプライスの中心点のオフセ
ット。

[鉄筋の配置] 鉄筋をどちらかの上に重ねるか両方を平行に合わせるかを指
定します。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

鉄筋の分割とスプライス (570 ページ)

2.9 鉄筋の変更
モデルに鉄筋を追加した後、鉄筋の形状などを変更できます。Tekla Structures に
は、さまざまな変更方法があります。

鉄筋セット

鉄筋セットを変更する際は、鉄筋セットのガイドライン、脚の面、モディファイア
ーに直接変更を使用できます。

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網

単体の鉄筋、鉄筋グループ、または溶接金網を変更する場合、次の方法が使用でき
ます。

• 直接変更 (551 ページ)

• ハンドル (561 ページ)

• グループ化 (559 ページ)

• 結合 (560 ページ)

• 分割 (560 ページ)

参照項目

適応性を使用した鉄筋の変更 (568 ページ)

鉄筋をコンクリート部材に定着する (569 ページ)
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鉄筋の分割とスプライス (570 ページ)

鉄筋への番号の割り当て (572 ページ)

鉄筋のレイヤーへの分類 (573 ページ)

鉄筋の長さの計算方法 (574 ページ)

鉄筋の脚の長さの計算方法 (577 ページ)

鉄筋セットを変更する
鉄筋セットのガイドラインや脚の面を使用したり、ローカルの鉄筋セット モディ
ファイアーを作成したりして、鉄筋セットのプロパティを変更できます。ガイドラ
イン、脚の面、モディファイアーにはすべて、直接変更ハンドルがあります。

注 鉄筋セットを使用するときは、  [直接変更] スイッチがアクティブになっている
ことを確認します。

新しいバージョンの Tekla Structures を使用して既存のモデルを開く場合は、必ず 初
に既存の鉄筋セットを更新してください。これを行うには、[コンクリート] タブで 鉄
筋セット --> 鉄筋セットの再生成 をクリックします。

「脚の面を使用して鉄筋セットを変更する (534 ページ)」および「モディファイア
ーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する (541 ページ)」も参照してくださ
い。

鉄筋セットのプロパティを変更する
プロパティ パネルまたはコンテキスト ツールバーで鉄筋セットのプロパティを変
更できます。

1. 変更する鉄筋セットをダブルクリックします。

2. 以前に保存したプロパティをファイルから読み込んで使用する場合、プロパテ
ィ パネルの一番上のリストからプロパティ ファイルを選択します。 

3. プロパティ パネルで鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)を変更します。

4. [変更] をクリックして変更を保存します。

5. 後で使用できるようにプロパティを保存するには、プロパティ パネルの一番

上のボックスにプロパティ ファイルの名前を入力して  をクリックしま
す。
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ヒント 別の方法として、コンテキスト ツールバーから鉄筋セットのプロパティを変更で
きます。

鉄筋セットのレイヤーの順番を変更する
複数の鉄筋セットが重なっているとき、鉄筋レイヤーの順番を調整できます。

デフォルトでは、レイヤーの順番は鉄筋セットの作成順によって決まります。
Tekla Structures は 初に作成された鉄筋をコンクリート表面に も近く、 後に作
成された鉄筋を も遠くに自動的に配置します。

1. 鉄筋セットを選択します。

2. コンテキスト ツールバーで、次のボタンを使用してレイヤーの順番を調整し
ます。 

•  をクリックすると、鉄筋が も外側のレイヤーに移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー外側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー内側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が も内側のレイヤーに移動します。

また、プロパティ パネルの [レイヤー番号] に数字を入力するか、矢印ボタン
を使用して調整し、[変更] をクリックして変更を保存することもできます。

レイヤー番号が小さいほど鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近くなります。
正または負の数の両方を使用できます。

同じレイヤー番号を複数の鉄筋セットに設定すると、鉄筋が同じレイヤーに配
置されて鉄筋どうしが干渉する場合があります。

3. 必要に応じて、各脚の面 (534 ページ) について個別にレイヤーの順番を微調
整します。 

これらの変更は、鉄筋セット全体のデフォルト設定とレイヤー順番設定を置き
換えます。

ガイドラインを使用して鉄筋セットを変更する
鉄筋セットのガイドラインは、鉄筋の配置方向を定義します。鉄筋の間隔もガイド
ラインに沿って測定されます。直接変更を使用して鉄筋セットのガイドラインを
変更できます。

「モデル オブジェクトのサイズおよび形状の変更 (117 ページ)」、「鉄筋セット内の
鉄筋の分配 (549 ページ)」、および「第 2 ガイドラインの作成 (545 ページ)」も参
照してください。

モデル内の鉄筋セットを選択するときに、ガイドラインを表示または非表示
(547 ページ)にするには、[コンクリート ] タブへ移動し、[ 鉄筋のオプションを表
示 --> ガイドラインの表示 ] をクリックします。別の方法として、詳細設定
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XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES またはキーボード ショートカットの Alt+2
を使用することもできます。

ガイドラインを変更するには、鉄筋セットを選択して、次のいずれかを実行しま
す。

• ガイドラインを移動するには、線ハンドルをドラッグします。

• ガイドラインの点を移動するには、点ハンドル  をドラッグします。

• ガイドラインの始端または終端に新しい点を追加するには、次のようにします。

1. ガイドラインの始点または終点  を選択します。

2. コンテキスト ツールバーで [新しい点を追加する] をクリックします。

3. 新しい始点または終点の位置をピックします。

• ガイドラインに中間点を追加するには、中点ハンドル  をドラッグします。

• ガイドラインから点を削除するには、点を選択して Delete キーを押します。

• ガイドラインの角の中間点で角処理を変更するには、次のようにします。

1. 角の点を選択します。

2. コンテキスト ツールバーで角処理のタイプと寸法 (420 ページ) を指定し
ます。

脚の面を使用して鉄筋セットを変更する
鉄筋セット全体を変更するだけでなく、脚の面に個別に変更を加えることができま
す。

脚の面を表示する

脚の面を使用して鉄筋セットを変更するには、まず脚の面を表示する必要がありま
す。

1.  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2. [コンクリート] タブで 鉄筋のオプションを表示 --> 脚の面の表示・非表示 を
クリックします。

3. 鉄筋セットを選択します。 
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Tekla Structures に脚の面が表示されます。Tekla Structures には、脚の各面にあ
る鉄筋セット鉄筋レイヤー番号も表示されます (LN=1 など)。

4. マウス ポインターを脚の面の上に合わせ、クリックして選択します。 

Tekla Structures によって脚の面が黄色でハイライトされます。

別の方法として、詳細設定 XS_ REBARSET_ SHOW_ LEGFACES を TRUE に設定す

ることもできます。または、キーボードショートカットの Alt+1 を使用します。

脚の面を変更する

鉄筋セットの脚の面を変更するには、次のいずれかの操作を行います。

1. 脚の面を移動するには、新しい位置にドラッグします。 
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接続されている脚の面の平面は、そのまま維持されます。

ドラッグ中の脚の面に従って、接続されている脚の面も移動するには、Alt キ
ーを押しながらドラッグします。ドラッグした脚の面のサイズは同じままで
すが、接続されている脚の面の平面が変化する場合があります。

接続されている脚の面から脚の面を切り離す場合は、Shift キーを押しながら
ドラッグします。

2. 脚の面の縁端を移動するには、縁端を新しい位置にドラッグします。 

接続されている脚の面は、可能であれば従って移動します。

3. 脚の面の平行なコピーを作成するには、Ctrl キーを押しながら脚の面をドラッ
グします。

4. 新しい接続された脚の面を作成するには、Ctrl キーを押しながら脚の面の縁端
をドラッグします。 
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5. 新しい脚の面を部材面または現場打ちコンクリート面に追加するには、リボン

のコンテキスト タブで  [脚の面の追加] をクリックし、部材面または現場
打ちコンクリート面を選択します。

6. 角の点に基づいて新しい脚の面を作成するには、[ピッキング モード] を 

に切り替え、リボンのコンテキスト タブで  [脚の面の追加] をクリック
し、脚の面の角を示す点をピックします。マウスの中ボタンをクリックしてピ
ックを終了します。

7. 脚の面に新しい角の点を追加するには、中点ハンドルをドラッグします。 
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8. 角の点を脚の面から削除するには、点を選択して Delete キーを押します。

9. 脚の面の階段角処理を変更するには、角の点を選択して角処理タイプ (420 ペ
ージ)を選択し、コンテキスト ツールバーで角処理寸法を入力します。 
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10. 脚の面を削除するには、選択して Delete キーを押します。

11. 脚の面と鉄筋の間の追加オフセットを定義するには、脚の面を選択し、コンテ

キスト ツールバーで [追加オフセット] に  のように値を入力しま
す。 

負の値を入力すると、鉄筋はコンクリートの外側に移動します。

12. 脚の面の鉄筋を反転するには、脚の面を選択し、コンテキスト ツールバーで

 [側面鉄筋を反転します] をクリックします。 
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反転すると、Tekla Structures は脚の面の反対側にコンクリートがないか探し、
コンクリート カバーを作成してコンクリート カバー設定を適用することに注
意してください。コンクリートが見つからない場合、コンクリートかぶり厚は
ゼロとなります。

13. 個別の脚の面で鉄筋レイヤーの順番を変更するには、脚の面を選択し、コンテ
キスト ツールバーで次のボタンを使用してレイヤー順番番号を調整します。 

•  をクリックすると、鉄筋が も外側のレイヤーに移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー外側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー内側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が も内側のレイヤーに移動します。

また、プロパティ パネルの [レイヤー番号] に数字を入力するか、矢印ボタン
を使用して調整し、[変更] をクリックして変更を保存することもできます。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 540 鉄筋の変更



レイヤー番号が小さいほど鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近くなります。
正または負の数の両方を使用できます。

これらの変更は、鉄筋セット (532 ページ) 全体のレイヤー順番設定を置き換え
ます。

ヒント プロパティ パネルでも脚の面のプロパティ (1006 ページ)を変更できます。

モディファイアーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する
モディファイアーを使用して、特定の場所のみで鉄筋セットを変更できます。

たとえば、ローカルのプロパティ モディファイアーを作成して、鉄筋セット中の
特定の鉄筋のプロパティだけを変更したり、端部ディテール モディファイアーを
追加してフックやねじ切りを作成したり、分割線で鉄筋セットの鉄筋を分割したり
できます。

鉄筋セットに第 2 ガイドラインを作成することもできます。 第 2 ガイドラインに
より、たとえば、鉄筋セットの鉄筋の始端と終端に異なった鉄筋間隔を定義できま
す。

モディファイアーは直線かポリライン (階段角処理が可能) です。モディファイア
ーは鉄筋セットの脚の面に投影されます。各モディファイアーは、投影されたモデ
ィファイアーが触れている鉄筋セットの鉄筋のみに影響します。

注 鉄筋セットを使用するときは、 [ 直接変更 ] スイッチがアクティブになっている
ことを確認します。

モデル内の鉄筋セット全体、鉄筋グループ、または鉄筋セット内の個々の鉄筋を選

択するには、3 つの鉄筋選択スイッチ  を使用します。Tekla Structures に、
選択した鉄筋セットの鉄筋に適用される既存のモディファイアーと、モディファイ
アーの直接変更ハンドルが表示されます。以下に示すように、モディファイアーは
種類によって色が異なります。
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モディファイアー 色 例

プロパティ モディファイ
アー

淡い緑

端部ディテール モディフ
ァイアー

マゼンタ

分割線 オレンジ

第 2 ガイドライン 水色

各モディファイアーの中点に近い矢印記号  は、モディファイアーの始点か
ら終点に向かう方向を示しています。

モディファイアーを選択すると、Tekla Structures に、そのモディファイアーの影響
を受ける鉄筋セットの鉄筋が表示され、影響を受けない鉄筋は半透明になります。

直接変更を使用するか、プロパティ パネルまたはコンテキスト ツールバーでプロ
パティを変更することで、モディファイアーを変更できます。モディファイアーの
プロパティを変更すると、モディファイアーによって定義された場所にある鉄筋セ
ットの鉄筋のプロパティが変更されます。

モディファイアーを削除すると、鉄筋セットはモディファイアーがなかったときの
状態に戻ります。

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 542 鉄筋の変更



プロパティ モディファイアーの作成

プロパティ モディファイアーが淡い緑で表示されます。

1. 鉄筋選択スイッチ  を使用して、モディファイアーを作成する鉄筋セ
ットの鉄筋を選択します。

2. リボンの [鉄筋セット ] コンテキスト タブで、 [ プロパティ モディファイ
ア] をクリックします。

3. モデルにモディファイアーをどのように配置するかを定義します。 

コンテキスト タブの [ピッキング モード ] ボタンをクリックして、ピッキング
モードを切り替え、ピッキング モードを選択します。

 ボタンは 1 つの点を、  ボタンは複数の点をピックできることを示

しています。  ボタンは、選択した鉄筋にのみモディファイアーが作成さ
れることを示しています。

4. 選択したピッキング モードに応じて、次のいずれかの操作を行います。 

• 1 点をピックして、選択した鉄筋セット、鉄筋グループ、または鉄筋に単
線モディファイアーを作成します。

• 2 点をピックして、単線モディファイアーの終点を定義します。その後、
マウスの中ボタンをクリックします。

• 複数の点をピックして、ポリライン モディファイアーを作成します。その
後、マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

5. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

6. 鉄筋セットの鉄筋をモディファイアーの位置でローカルに変更するには、次の
操作を行います。

a. モディファイアーを選択します。

b. モディファイアーの形状を変更する必要がある場合、直接変更 (117 ペー
ジ) ハンドルをドラッグします。

c. コンテキスト ツールバーまたはプロパティ パネルで、プロパティ モディ
ファイアーのプロパティ (1007 ページ)を変更します。

d. プロパティパネルを使用している場合は、[変更 ] をクリックして変更を
保存することもできます。

端部ディテール モディファイアーの作成

端部ディテール モディファイアーは、鉄筋の も近い端部に影響します。そのた
め、モディファイアーを移動すると、影響する鉄筋端部を変更できます。端部ディ
テール モディファイアーはマゼンタで表示されます。
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Tekla Structures には、ねじ切りの鉄筋端部が暗赤色で表示されます。

1. 鉄筋選択スイッチ  を使用して、モディファイアーを作成する鉄筋セ
ットの鉄筋を選択します。

2. リボンの [鉄筋セット ] コンテキスト タブで、 [ 端部ディテール] をクリッ
クします。

3. モデルにモディファイアーをどのように配置するかを定義します。 

コンテキスト タブの [ピッキング モード ] ボタンをクリックして、ピッキング
モードを切り替え、ピッキング モードを選択します。

 ボタンは 1 つの点を、  ボタンは複数の点をピックできることを示

しています。  ボタンは、選択した鉄筋にのみモディファイアーが作成さ
れることを示しています。

4. 選択したピッキング モードに応じて、次のいずれかの操作を行います。 

• 1 点をピックして、選択した鉄筋セット、鉄筋グループ、または鉄筋に単
線モディファイアーを作成します。

• 2 点をピックして、単線モディファイアーの終点を定義します。その後、
マウスの中ボタンをクリックします。

• 複数の点をピックして、ポリライン モディファイアーを作成します。その
後、マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

5. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

6. 鉄筋セットの鉄筋をモディファイアーの位置でローカルに変更するには、次の
操作を行います。

a. モディファイアーを選択します。

b. モディファイアーの形状を変更する必要がある場合、直接変更 (117 ペー
ジ) ハンドルをドラッグします。

c. コンテキスト ツールバーまたはプロパティ パネルで、端部ディテール モ
ディファイアーのプロパティ (1009 ページ)を変更します。

d. プロパティパネルを使用している場合は、[変更 ] をクリックして変更を
保存することもできます。
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分割線の作成

分割線は鉄筋を分割し、ラップ スプライスまたはクランク スプライスを作成しま
す。分割線はオレンジ色で表示されます。

1. 鉄筋選択スイッチ  を使用して、モディファイアーを作成する鉄筋セ
ットの鉄筋を選択します。

2. リボンの [鉄筋セット ] コンテキスト タブで、 [ 分割線.

3. モデルに分割線をどのように配置するかを定義します。 

コンテキスト タブの [ピッキング モード ] ボタンをクリックして、ピッキング
モードを切り替え、ピッキング モードを選択します。

 ボタンは 1 つの点を、  ボタンは複数の点をピックできることを示

しています。  ボタンは、選択した鉄筋にのみ分割線が作成されることを
示しています。

4. 選択したピッキング モードに応じて、次のいずれかの操作を行います。 

• 1 点をピックして、選択した鉄筋セット、鉄筋グループ、または鉄筋に単
線の分割線を作成します。

• 2 点をピックして、単線の分割線の終点を定義します。その後、マウスの
中ボタンをクリックします。

• 複数の点をピックして、ポリライン分割線を作成します。その後、マウス
の中ボタンをクリックしてピックを終了します。

ヒ
ン
ト

鉄筋端部から丸められた距離に分割線を作成し、表示される寸法をもう
一方の鉄筋端部から測った寸法にする場合は、Shift キーを押しながら
分割線をモデルに配置して、測定点をもう一方の鉄筋端部に切り替えま
す。

5. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

6. 鉄筋セットの鉄筋を分割線の位置でローカルに変更するには、次の操作を行い
ます。

a. 分割線を選択します。

b. 分割線の形状を変更する必要がある場合、直接変更 (117 ページ) ハンドル
をドラッグします。

c. コンテキスト ツールバーまたはプロパティ パネルで、分割線のプロパテ
ィ (1013 ページ)を変更します。

d. プロパティパネルを使用している場合は、[変更 ] をクリックして変更を
保存することもできます。
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第 2 ガイドラインの作成

鉄筋セットに 大 2 つの副部材のガイドラインを作成できます。第 2 ガイドライ
ンは水色で表示されます。

1. 鉄筋セットを選択します。

2. リボンの [鉄筋セット ] コンテキスト タブで、 [ 副部材のガイドライン]
をクリックします。

3. モデルにガイドラインをどのように配置するかを定義します。 

コンテキスト タブの  ボタンは 1 つの点を、  ボタンは複数の点をピ
ックできることを示しています。ボタンをクリックして、ピック モードを変
更します。

4. ピック モードに応じて、次のいずれかを行います。 

• 1 点をピックして、単線ガイドラインを作成します。

• 2 点をピックして、単線ガイドラインの終点を定義します。その後、マウ
スの中ボタンをクリックします。

• 複数の点をピックして、ポリライン ガイドラインを作成します。その後、
マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

5. 別の副部材のガイドラインを作成するには、手順 3 と 4 を繰り返します。 

鉄筋セットに 2 つの副部材のガイドラインが既に存在する場合、  ボタン
のツールティップが [副部材のガイドラインの上限に達しました] に変化し、
それ以上ガイドラインを作成できません。

6. Esc を押して第 2 ガイドラインの作成を中止します。

7. 必要に応じて、第 2 ガイドラインを選択し、その形状 (117 ページ)とプロパテ
ィ (1005 ページ)を変更します。 
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たとえば、第 2 ガイドラインの長さや間隔を調整できます。

「鉄筋セット内の鉄筋の分配 (549 ページ)」も参照してください。

8. 第 2 ガイドラインを第 1 のガイドラインとして設定するには、第 2 ガイドライ

ンを選択し、コンテキスト ツールバーで [メイン部材として設定] をクリッ
クします。

ヒン
ト

または、他のモディファイアーをコピー (547 ページ)するのと同じ方法で第 2 ガイ
ドラインを作成できます。つまり、Ctrl を押しながら第 1 のガイドラインをドラッ
グします。

コピーによるモディファイアーの作成

鉄筋セット モディファイアーをコピーできます。

1. 鉄筋セット、鉄筋グループ、または鉄筋を選択して、そのモディファイアーを
表示します。

2. コピーするモディファイアーを選択します。

3. Ctrl キーを押しながら、モディファイアーを目的の位置にドラッグします。 

Tekla Structures マウスのボタンを放すと、 によって新しいモディファイアーが
作成されます。

4. 必要に応じて、モディファイアーを選択して形状 (117 ページ)およびプロパテ
ィを変更します。

鉄筋セットのモディファイアーの表示/非表示の切り替え

モデル内に鉄筋セット モディファイアーが多数含まれている場合は、一度にそれ
らの一部のみを表示して、現在必要でないものは非表示にすると便利です。モディ
ファイアーのタイプに応じて表示と非表示を切り替えることができます。

たとえば、端部ディテール モディファイアーのみを表示して、すべてのプロパテ
ィ モディファイアーと分割線を非表示にしたりできます。

メインガイドラインと副ガイドラインを表示または非表示にすることもできます。
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1. [コンクリート ] タブへ移動し、[鉄筋のオプションを表示] をクリックします。

2. 以下のいずれかの操作を行います。

• [ガイドラインの表示 ] をクリックし、ガイドラインのオン/オフを切り替え
ます。

• [プロパティ モディファイアーの表示・非表示 ] をクリックし、プロパティ
モディファイアーのオン/オフを切り替えます。

• [分割線の表示・非表示 ] をクリックし、分割線のオン/オフを切り替えま
す。

• [端部ディテール モディファイアーの表示・非表示 ] をクリックし、端部デ
ィテール モディファイアーのオン/オフを切り替えます。

別の方法として、以下の詳細設定またはキーボード ショートカットを使用するこ
ともできます。

• XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES、Alt+2

• XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS、Alt+3

• XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS、Alt+4

• XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS、Alt+5

コンポーネントを使用して作成された鉄筋セット モディファイアーを表示または
非表示にするには、詳細設定
XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS を使用しま
す。デフォルトでは、この詳細設定は FALSE に設定されており、これらのモディ

ファイアーは非表示になっています。

鉄筋セットをカットする方法
コンクリート部材の既存のカットを使用して鉄筋セットを自動的にカットしたり、
[編集] タブのカット コマンドを使用して手動でカットしたりすることができま
す。直接変更を使用して、モデル内での部材のカットを変更するのと同じ方法で、
鉄筋セットのカットを変更できます。

次のコマンドでカットを作成できます。

• ライン カット (414 ページ)

• ポリゴン カット (415 ページ)

• 部材カット (416 ページ)

コンクリート カバーの設定も、鉄筋に平行なカットの端を含め、カットに適用さ
れます。

コンクリート部材のカットを使用した鉄筋セットのカット

[長手方向鉄筋を作成]、[横筋を作成]、および [平面鉄筋を作成] コマンドを使用し
てコンクリート部材の鉄筋セットを作成すると、Tekla Structures により、コンクリ
ート部材の既存のカットを使用して、新しい鉄筋セットが自動的にカットされま
す。鉄筋セットのあるコンクリート部材に新しいカットを追加する場合、鉄筋セッ
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トは自動的にはカットされません。鉄筋セットもカットする場合は、[部材カット]
コマンドを使用して、カット部材として新しいカットを使用します。

1. [編集] タブで [部材カット] をクリックします。

2. カットする鉄筋セットを選択します。

3. コンクリート部材のカットを選択します。 

Tekla Structures によって鉄筋セットがカットされます。

鉄筋セットのカットを変更する

直接変更を使用して鉄筋セットのカットを変更できます。たとえば、コンクリート
部材のカットとは異なるサイズや形状で鉄筋セットにカットを作成できます。

1. [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2. 鉄筋セットのカットを選択します。

3. 直接変更 (117 ページ)を使用してカットを変更します。

鉄筋セット内の鉄筋の分配
鉄筋セットは鉄筋の間隔値が異なるゾーンを持つことができます。鉄筋の間隔は、
鉄筋セットのガイドラインに沿って測定されます。間隔モードで、間隔設定を変更
できます。

注 鉄筋セットを使用するときは、  [直接変更] スイッチがアクティブになっているこ
とを確認します。

間隔モードへの切り替え

鉄筋セット内の鉄筋の間隔を定義するには、間隔モードに切り替えます。間隔モー
ドがアクティブの間、鉄筋セットのガイドラインの形状は変更できません。

1. 鉄筋セットを選択します。

2. コンテキスト ツールバーで  [間隔プロパティの編集] をクリックします。

Tekla Structures によって、モデルに間隔ゾーン寸法が、プロパティ パネルとコンテ
キスト ツールバーに間隔ゾーン プロパティが表示されます。
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間隔ゾーンの追加、移動、および削除

デフォルトでは、鉄筋セットごとに間隔ゾーンは 1 つです。任意の数の間隔ゾーン
を追加でき、また間隔ゾーンの移動、削除ができます。

目的 操作

間隔ゾーンの追加 1. 間隔モードで、鉄筋セットのガイドラインで間隔

ゾーンの中央にある  をクリックします。

Tekla Structures によって、間隔ゾーンが 2 つに分
割されます。

2. 間隔ゾーンプロパティ (1002 ページ)を変更する
には、間隔ゾーンを選択し、プロパティ パネルま
たはコンテキスト ツールバーでプロパティを変
更します。

間隔ゾーンの移動、延長、
または短縮

1. 間隔モードで、間隔ゾーン ハンドルを新しい位置
にドラッグします。

間隔ゾーンの削除 1. 間隔モードで、モデル内の間隔ゾーンを選択しま
す。

2. Delete キーを押します。

間隔ゾーンのプロパティを変更する

鉄筋セットの各間隔ゾーンについて、長さ、間隔の数、および間隔値を変更できま
す。また、鉄筋セットの 初と 後の間隔ゾーンについてオフセットを定義できま
す。

間隔ゾーン プロパティはプロパティ パネルまたはコンテキスト ツールバーで変
更できます。

コンテキスト ツールバーで、始点オフセットは 初の間隔ゾーンと一緒に表示さ
れ、終点オフセットは 後の間隔ゾーンと一緒に表示されます。鉄筋セットに間隔
ゾーンが 1 つしかない場合、始点・終点オフセットの両方が表示されます。
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1. 間隔モードで間隔ゾーンを選択します。

2. プロパティ パネルまたはコンテキスト ツールバーで、プロパティ (1002 ペー
ジ)を変更します。

3. プロパティ パネルを使用している場合、[変更] をクリックして変更を保存し
ます。

単体の鉄筋を追加、移動、および削除する

鉄筋セット内で、単体の鉄筋を追加、移動、または削除したりすると、間隔ゾーン
も影響されます。

1. 鉄筋セットを選択します。

2. コンテキスト ツールバーで  [間隔プロパティの編集] をクリックします。 

間隔モードが有効になります。

3. コンテキスト ツールバーで  [[新規鉄筋を追加/移動/削除] を有効化] をクリ
ックします。 

Tekla Structures によって、鉄筋セットのガイドライン上の各鉄筋に線ハンドル
が表示されます。

4. 以下のいずれかの操作を行います。 

• 2 本の既存の鉄筋の間に鉄筋を追加するには、  をクリックします。

• 鉄筋を移動するには、鉄筋の線ハンドルを選択して新しい位置にドラッグ
します。

キーボードを使用して、数値入力 (90 ページ) することもできます。

先頭にマイナス符号 (-) を付ける場合は、テンキーを使用します。絶対座標
を入力するには、 初に $ を入力してから値を入力します。Enter キーを
押して確定します。

鉄筋は間隔値以下の範囲でのみ移動でき、隣接する鉄筋を超えることはで
きないことに注意してください。

• 鉄筋を削除するには、鉄筋の線ハンドルを選択して Delete キーを押しま
す。
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単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更
直接変更を使用して鉄筋を変更できます。ハンドルをドラッグして鉄筋を変更す
ることも、コンテキストツールバーのコマンドを選択することもできます。

注 次の鉄筋タイプでは、直接変更は機能しません。

• 円状鉄筋 (517 ページ)と円弧状鉄筋 (515 ページ)

• 緊張材パターン (527 ページ)

• 切り離された鉄筋 (569 ページ)

コンポーネントを使用して鉄筋を作成した場合は、直接変更を使用する前にコンポ
ーネントを分解する必要があります。

作業を始める前に、以下を行います。

•  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

• 鉄筋を選択します。

Tekla Structures に、鉄筋を変更する際に使用できるハンドルとツールバーアイ

コン  が表示されます。アイコンをクリックし、ツールバーが開いたら、適
切なコマンドを選択します。使用できるコマンドは、変更する鉄筋のタイプに
よって異なります。
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単体の鉄筋、鉄筋グループ、および溶接金網を変更するには、次のようにします。

宛先 操作 コマンドの対象

鉄筋のかぶり厚を
変更する

線ハンドルを目的の位置にドラッグ
します。

鉄筋、鉄筋グループ、
溶接金網

鉄筋にポリゴンの
点を追加する

中点ハンドル  を目的の位置にド
ラッグします。

鉄筋、鉄筋グループ、
ポリゴンの溶接金網、
曲げ溶接金網

鉄筋の始点と終点
に点を追加する

1. 鉄筋の開始または終了参照点

 をクリックします。

2. ツールバーの[新しい点を追加す

る]ボタン  をクリックします。

3. 新しい始点または終点の位置を
ピックします。

鉄筋、鉄筋グループ

鉄筋から点を削除
する

1. 1 つまたは複数の参照点を選択
します。

2. Delete キーを押します。

鉄筋、鉄筋グループ、
ポリゴンの溶接金網、
曲げ溶接金網

フックを追加する 1.

鉄筋の始点または終点  を
クリックします。

フックプロパティのツールバー
が表示されます。

2. フックの目的の形状を選択しま
す。

3. [カスタムフック]を選択した場
合は、フックの角度、半径、およ

び長さを入力し、  をクリック
します。

鉄筋、鉄筋グループ

鉄筋の曲げ半径を
変更する

1. ツールバーの[曲げ半径の変更]
ボタン  をクリックします。

2. [曲げ半径の変更]ボタンの横の
ボックスに値を入力し、Enter キ
ーを押します。

鉄筋、鉄筋グループ

鉄筋の直径を変更
する

1. ツールバーの[直径の変更]ボタ

ン  をクリックします。

鉄筋、鉄筋グループ、
溶接金網
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宛先 操作 コマンドの対象

2. [直径の変更]ボタンの横のリス
トから値を選択します。

範囲を調整して間
隔を変更する

1. ツールバーの[間隔の変更]ボタ

ン  をクリックします。

2.

ハンドル  を目的の位置
にドラッグします。

鉄筋グループ、溶接金
網

範囲を 2 つに分割
して間隔を変更す
る

1. ツールバーの[間隔の変更]ボタ

ン  をクリックします。

2.
中点ハンドル  を目的の位置
にドラッグして、ハンドルを放し
ます。

Tekla Structures により新しい鉄
筋が作成され、範囲が 2 分割され
ます。2 つの新しい範囲の間隔
は、元の間隔にできる限り近い状
態になります。

3. 必要に応じて、間隔の数または間
隔値を変更します。中点ハンド
ルをクリックして、ツールバーの
ボックスに目的の値を入力し、
Enter キーを押します。

鉄筋グループ、溶接金
網

鉄筋を移動、追加、
または削除する

1. ツールバーの[鉄筋の移動、追加、

削除]ボタン  をクリックしま
す。

Tekla Structures に、鉄筋ごとに線
ハンドルが表示されます。

2. 以下のいずれかの操作を行いま
す。

• 鉄筋を移動するには、鉄筋を
ハイライトし、目的の位置に
ドラッグします。

• 2 本の鉄筋の間に鉄筋を追加

するには、  をクリックし
ます。

• 鉄筋を削除するには、鉄筋を
選択し、Delete キーを押しま
す。

鉄筋グループ、溶接金
網
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参照項目

ハンドルを使用した鉄筋の変更 (561 ページ)

適応性を使用した鉄筋の変更 (568 ページ)

鉄筋の形状の有効性チェック (570 ページ)

鉄筋グループでの鉄筋の分布
鉄筋グループで鉄筋を分布させる方法を選択するには、鉄筋の間隔を変更します。

鉄筋グループ内で鉄筋の間隔を変更するには、以下のいずれかの操作を行います。

目的 操作

直接変更 (551 ページ)
を使用して間隔を変更
する

1.
[直接変更]スイッチ  がオンになっていること
を確認します。

2. 鉄筋グループを選択します。

3. コンテキスト ツールバーで、[間隔の変更] ボタン 
をクリックします。

4.

ハンドル  を目的の位置にドラッグします。

[鉄筋グループ] プロパ
ティを使用して間隔を
変更する

1. 鉄筋グループを選択します。

2. 鉄筋をダブルクリックし、[鉄筋グループ] プロパテ
ィを開きます。

3. [配置] セクションの [作成方法] リストから間隔の
オプションを選択します。

4. 必要な値を入力します。

5. [変更]をクリックします。

[作成方法]リストでは、次の間隔のオプションを選択できます。

オプショ
ン

説明 例

[鉄筋本数
で等間隔
配置]

鉄筋の本数を入力します。

Tekla Structures により、使用可能な距離が
鉄筋の本数で除算されます。

[鉄筋本数]ボックスに鉄筋の本数を入力し
ます。

[目安間隔
で等間隔
配置]

間隔値を入力します。

Tekla Structures により、[目安間隔]ボックス
の値にできる限り近い間隔値が適用され
ます。
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オプショ
ン

説明 例

[間隔指
定-開始側
調整]

[間隔値]ボックスに、間隔の値を入力しま
す。

鉄筋を等間隔に配置します。鉄筋の配置
が均等になるように、 初の間隔が自動的
に調整されます。

初の間隔が指定した間隔値の 10%未満
の場合、Tekla Structures により鉄筋が 1 本
削除されます。

[間隔指
定-終了側
調整]

[間隔値]ボックスに、間隔の値を入力しま
す。

鉄筋を等間隔に配置します。鉄筋の配置
が均等になるように、 後の間隔が自動的
に調整されます。

 

[間隔指
定-中央調
整]

[間隔値]ボックスに、間隔の値を入力しま
す。

鉄筋を等間隔に配置します。鉄筋の配置
が均等になるように、中央の間隔が自動的
に調整されます。

鉄筋(2 つの中央の間隔)が奇数の場合は、鉄
筋の配置が均等になるように他の中央の
間隔が自動的に調整されます。

 

[間隔指
定-両側調
整]

[間隔値]ボックスに、間隔の値を入力しま
す。

鉄筋を等間隔に配置します。 初と 後
の間隔を両方とも調整して鉄筋の配置が
均等になるようにします。

[間隔指
定]

[絶対間隔値]ボックスに、間隔の値を手動
で入力します。

乗算を使用して、間隔の繰り返しを指定し
ます。たとえば、5*200と指定すると、

200の間隔が 5 つ作成されます。

参照項目

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)
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鉄筋グループからの鉄筋の削除
状況に応じて、特定の鉄筋の削除または除外が必要になる場合があります。たとえ
ば、いくつかの補強領域が交差し、その結果鉄筋がオーバーラップする場合、また
は鉄筋を部材の端から一定距離離した場所に配置する場合などです。

グループから鉄筋を削除するには、以下のいずれかの操作を行います。

目的 操作

直接変更 (551 ページ)を使用
して鉄筋を削除する

1.
[直接変更]スイッチ  がオンになってい
ることを確認します。

2. 鉄筋グループを選択します。

3. コンテキスト ツールバーの [鉄筋の移動、追

加、削除] ボタン  をクリックします。

4. 削除する鉄筋を選択し、[削除]を押します。

[鉄筋グループ] プロパティを
使用して鉄筋を削除する

1. 鉄筋グループを選択します。

2. 鉄筋をダブルクリックし、[鉄筋グループ] プ
ロパティを開きます。

3. [作成] セクションの [除外] リストからオプシ
ョンを選択します。

4. [変更]をクリックします。

[除外] オプションを使用した場合の例:

鉄筋の除外前 鉄筋の除外後

2 つの鉄筋グループがコンクリート梁に
追加されています。

• 終了側調整の 1 つの鉄筋グループ

• 開始側調整の 1 つの鉄筋グループ

2 つの鉄筋グループから鉄筋が除外され
ました。

• 1 つの鉄筋グループは 後の鉄筋を
除外

• 1 つの鉄筋グループは 初の鉄筋を
除外
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参照項目

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

鉄筋のグループ解除
鉄筋グループおよび溶接金網のグループ化を解除できます。グループ化を解除で
きるのは、それぞれが同一平面に配置されている鉄筋のみに限定されます。

注 円状鉄筋 (517 ページ)グループまたは円弧状鉄筋 (515 ページ)グループのグル
ープ化は解除できません。

1. [コンクリート]タブで、[鉄筋]をクリックして[グループ解除]を選択します。 

2. 鉄筋グループまたは溶接金網内のいずれかの鉄筋を選択します。 

鉄筋グループは単体の鉄筋で置き換えられます。この単体の鉄筋には、置き換
えた鉄筋グループと同じプロパティとオフセットが設定されます。

溶接金網のグループ化を解除した場合、単体の鉄筋のオフセットはゼロになり
ます。

グループ化の解除前 グループ化の解除後

参照項目

鉄筋の変更 (531 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)
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溶接金網を作成する (521 ページ)

鉄筋のグループ化
単体の鉄筋と鉄筋グループをグループ化できます。グループ化できるのは、それぞ
れが同一平面に配置されている鉄筋のみに限定されます。全グループが間隔指定
に従って作成されます。単体の鉄筋は曲げ形状が同じである必要があります。

注 グループ化では、円状鉄筋 (517 ページ)グループや円弧状鉄筋 (515 ページ)グ
ループを作成できません。

1. [コンクリート]タブで、[鉄筋]をクリックして[グループ]を選択します。 

2. グループ化する鉄筋または鉄筋グループをすべて選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックします。

4. プロパティのコピー元に指定する鉄筋または鉄筋グループを 1 つ選択しま
す。 

新しいグループには、選択した鉄筋と同じプロパティが設定されます。

注 プロパティのコピー元の鉄筋または鉄筋グループもグループに追加され
ます。これは、たとえば新しい鉄筋グループに含めない別個の鉄筋グルー
プからはプロパティをコピーできないことを意味します。

グループ化前 グループ化後

参照項目

鉄筋の変更 (531 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)
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鉄筋グループの作成 (506 ページ)

単体の鉄筋を作成する (505 ページ)

2 つの鉄筋または鉄筋グループを 1 つに結合
2 つの単体の鉄筋または鉄筋グループを 1 つに結合できます。鉄筋の端点が接続
されている場合や、鉄筋が相互に平行に近接している場合に、鉄筋を結合できま
す。ただし、場合によっては、接続されていない鉄筋または鉄筋グループや平行で
ない鉄筋または鉄筋グループを結合することもできます。結合した鉄筋には、 初
に選択した鉄筋と同じプロパティが設定されます。

注 テーパー N 鉄筋グループは結合できません。

1. [編集]タブで、[グループ化]をクリックします。

2. 結合する 初の単体の鉄筋または鉄筋グループを選択します。

3. 結合する 2 番目の単体の鉄筋または鉄筋グループを選択します。 

Tekla Structures により、鉄筋グループまたは鉄筋が 1 つに結合されます。

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

単体の鉄筋を作成する (505 ページ)

鉄筋の変更 (531 ページ)

鉄筋グループの分割
標準鉄筋グループおよびテーパー鉄筋グループを 2 つに分割することができます。
さらに、1 つの鉄筋を 2 つに分割することもできます。

1. [編集]で、[分割]。

2. 鉄筋グループを選択します。

3. グループを分割する場所を示す 2 点をピックします。 

Tekla Structures により鉄筋グループが分割されます。

注 鉄筋グループを対角線上で分割することはできません。

分割されると、新しい各鉄筋グループには元のグループのプロパティが維
持されます。たとえば、元のグループの鉄筋の両端部にフックがあった場
合、新しいグループの鉄筋の両端部にもフックがあります。必要に応じ
て、新しいグループのプロパティを変更します。
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分割前 分割後

参照項目

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

単体の鉄筋を作成する (505 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

ハンドルを使用した鉄筋の変更
直接変更を使用して鉄筋を変更しない場合、たとえば、鉄筋ハンドルを使用して鉄
筋を変更できます。

Tekla Structures では、次のものを示すためにハンドルが使用されます。

• 鉄筋の端部と角。

• 鉄筋グループの配置の長さ。

• 溶接金網の角と主筋の方向。

鉄筋を選択すると、Tekla Structures でハンドルがハイライトされます。部材の 1 番
目の端部には黄色のハンドルが表示され、それ以外の端部にはマゼンタ色のハンド
ルが表示されます。
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1. 鉄筋を選択します。 

Tekla Structures によりハンドルがハイライトされます。

2. ハンドルのいずれかをクリックし、選択します。

3. Tekla Structures で、他のオブジェクトの場合と同様にハンドルを移動します。 

たとえば、[ドラッグアンドドロップ]がオンになっている場合は、ハンドルを
そのまま新しい位置にドラッグできます。

注 鉄筋ハンドルを使用する場合、直接変更 スイッチがアクティブでな
いことを確認します。このスイッチがアクティブで、直接変更 (551 ペー
ジ)がオンになっている場合、Tekla Structures では、選択した鉄筋の参照
点、端部、脚部中点に直接変更ハンドルが表示されます。これらのハンド
ルは青色です。

参照項目

鉄筋の形状の有効性チェック (570 ページ)

鉄筋へのフックの追加
固定するために鉄筋の端部にフックを追加できます。

注 フックは、定着させるために使用することのみを目的としたものです。その他
の鉄筋形状のモデリングの方法としてフックを使用しないでください。図面
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上の表示、適応性、および鉄筋の曲げ形状の認識において問題が発生する可能
性があります。

鉄筋にフックを追加するには、以下のいずれかの操作を行います。

宛先 操作

直接変更 (551 ページ)を使用
したフックの追加

1.
 [直接変更] スイッチがアクティブにな

っていることを確認します。

2. 単体の鉄筋または鉄筋グループを選択しま
す。

3.

鉄筋の始点または終点  をクリックし
ます。

フックプロパティのツールバーが表示されま
す。

4. フックの目的の形状を選択します。

5. [カスタムフック]を選択した場合は、フック

の角度、半径、および長さを入力します。
をクリックします。

[シングル鉄筋] または [鉄筋
グループ] プロパティを使用
したフックの追加

1. 単体の鉄筋または鉄筋グループを選択しま
す。

2. 鉄筋をダブルクリックし、プロパティを開き
ます。

3. [フック] セクションで、[形式] リストから鉄
筋始点および/または鉄筋端部の形式を選択
します。

4. [カスタムフック]を選択した場合は、フック
の角度、半径、および長さを入力します。

5. [変更]をクリックします。

端部ディテール モディファイ
アーを使用した鉄筋へのフッ
クの追加

「モディファイアーを使用して鉄筋セットをロー
カルに変更する (541 ページ)」を参照してくださ
い。

カスタムフックについて、フック情報を入力する必要があります。
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オプション 説明

[角度] -180~+180 度の値を入力します。

1. 角度

2. 長さ

3. 半径

[半径] フックの内部曲げ半径を入力します。

鉄筋とフックは同じ半径を使用します。
フックと鉄筋の半径が異なる場合、Tekla
Structures で鉄筋の形状が認識されませ
ん。

[長さ] 直線部分の長さを入力します。

長さを 0 に設定した場合、フックは作成
されません。

フックの例

 説明

1 標準の 90 度のフック

2 標準の 135 度のフック

3 標準の 180 度のフック

4 カスタム フック

標準のフックを選択した場合、[角度]、[半径]、および[長さ]では事前定義された寸
法が使用されます。

rebar_database.inpファイルには、すべての標準フックの事前定義された 小

曲げ半径と 小フック長が含まれています。

参照項目

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 564 鉄筋の変更



鉄筋のかぶり厚の定義
鉄筋には、天候や火災などの有害な要素から保護するためのコンクリート カバー
が必要です。Tekla Structures では、個々の鉄筋を作成するときに、コンクリート カ
バーのかぶり厚を使用して鉄筋の位置を決定します。

鉄筋のかぶり厚を定義するには、以下のいずれかの操作を行います。

これを 実行するには

直接変更 (551 ページ)
を使用してかぶり厚を
変更する

1.
 [直接変更] スイッチがアクティブになってい

ることを確認します。

2. 単体の鉄筋、鉄筋グループ、または金網を選択しま
す。

3. 線ハンドルを目的の位置にドラッグします。

[シングル鉄筋]、[鉄筋
グループ]、または [溶接
金網] プロパティを使
用して、かぶり厚を変
更します。

1. 単体の鉄筋、鉄筋グループ、または金網を選択しま
す。

2. 鉄筋をダブルクリックし、プロパティを開きます。

3. [かぶり厚] セクションで、鉄筋のかぶり厚を定義し
ます。

かぶり厚は 3 方向で定義できます。

• 平面上。つまり、部材の下面、上面、および側面
から鉄筋までの距離です。

複数の値を入力できます。鉄筋を作成する際に
点をピックする順に値を入力します。鉄筋脚部
より小さい値を入力すると、Tekla Structures によ
り他の脚部の 後の値が使用されます。

• 平面から。つまり、部材の端面から鉄筋までの距
離です。

鉄筋が部材の外側にある場合は、[平面上] または
[平面から] ボックスに負の値を入力します。

• 鉄筋の縦筋方向。つまり始点と終点です。

鉄筋の 終的な脚部の長さを定義するには、[脚
の長さ] オプションと [線上の近接点にスナップ]
スイッチを使用します。次に、部材の縁端または
線上の任意の場所をピックして、鉄筋脚部の方向
を示します。

4. [変更] をクリックします。
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これを 実行するには

モデル内の鉄筋セット
のデフォルトのかぶり
厚の変更

1. [ファイル] メニューで [設定] --> [オプション] をク
リックし、[オプション] ダイアログ ボックスを開き
ます。

2. [鉄筋セット] 設定と [かぶり厚と位置] タブに移動
します。

3. 設定を変更し、[OK] をクリックします。

全体座標系やローカル座標系で、および異なる部材
の面で、デフォルトのかぶり厚の値を定義できます。
各コンクリート部材のプロパティで、全体かぶり厚
の値を使用するかローカルかぶり厚の値を使用する
かを選択できます。

4. 変更をモデル内のすべての鉄筋に、または選択され
た鉄筋に適用するには、リボンの [コンクリート] タ
ブで 鉄筋セット --> 鉄筋セットの再生成 をクリッ
クします。

個々のコンクリート部
材の鉄筋セットのかぶ
り厚の変更

1. コンクリート部材をダブルクリックしてプロパティ
にアクセスします。

2. [鉄筋セットのコンクリートかぶり厚] セクションに
移動します。

または、[ユーザー定義情報] をクリックして [鉄筋セ
ット] タブに移動することもできます。

3. 座標系を選択します (全体または部材のローカル)。

空のオプションを選択した場合、Tekla Structures に
より [オプション] ダイアログ ボックスのグローバ
ルのかぶり厚の値が使用されます。

4. [オプション] ダイアログ ボックスのデフォルト値
を変更するには、各部材面のかぶり厚を定義します。

• 全体座標系で、上面、下面、側面の値を入力しま
す。

• ローカル座標系で、上面、下面、前面、背面、開
始面、終了面の値を入力します。

5. [変更] をクリックします。

コンクリート部材面ま
たは現場打ちコンクリ
ート面での鉄筋セット
のコンクリートかぶり
厚の変更

1. コンクリート カバーを変更するオブジェクト面に
仕上げ材 (437 ページ)を追加します。

2. 仕上げ材をダブルクリックし、プロパティ パネルで
仕上げ材のプロパティを変更します。

3. [タイプ] リストで、[コンクリートかぶり厚] を選択
します。
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これを 実行するには

4. [鉄筋セット] セクションで、[コンクリートかぶり
厚] ボックスにコンクリートかぶり厚を入力しま
す。

5. [変更] をクリックして変更内容を適用します。

平面上 平面から 開始および終了

参照項目

鉄筋グループの作成 (506 ページ)

[鉄筋の形状カタログ]を使用した鉄筋グループの作成 (508 ページ)

鉄筋セットの作成 (479 ページ)

鉄筋の変更 (531 ページ)

鉄筋の定義の選択

鉄筋グループ、鉄筋セット、鉄筋コンポーネントなどの鉄筋を作成 (478 ページ)ま
たは変更 (531 ページ)する場合は、鉄筋カタログから鉄筋の定義を選択できます。
定義を選択すると、等級、サイズ、曲げ半径などの基本的な鉄筋プロパティが自動
的に設定されます。

1. 鉄筋のプロパティを開きます。

2. プロパティ ウィンドウまたはコンポーネント ダイアログ ボックスで、[サイ
ズ] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。 

[鉄筋の選択] ダイアログ ボックスが表示されます。
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3. 必要に応じて、鉄筋カタログ ビューを整理します。 

たとえば、鉄筋定義をフィルター処理したり、別の方法でグループ化または並
べ替えたりすることができます。

4. リストから鉄筋定義を選択します。

5. [OK] をクリックして、[鉄筋の選択] ダイアログ ボックスを閉じます。

6. 鉄筋プロパティで [変更] をクリックして変更を適用します。

適応性を使用した鉄筋の変更
鉄筋ハンドルが部材の面または端にある場合でも、鉄筋は部材の形状に従います。

使用できる適応性タイプは以下のとおりです。

• 固定適応性:ハンドルは、 も近い部材面までの絶対距離を維持します。

• 相対適応性:ハンドルは、 も近い部材面までの、部材の外形サイズを基準にし
た相対距離を維持します。

1. 鉄筋を選択します。

2. 右クリックして適応性を選択し、ポップアップメニューからいずれかの適応性
オプションを選択します。 

部材が変更されると、Tekla Structures では適応性の選択に基づいて鉄筋が扱わ
れます。

ヒ
ン
ト

全体的な適応性の設定を変更するには、 [ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション] --> [一般] をクリックします。

適応性の設定は、部材ごとに個別に変更することもできます。これらの
変更は、[オプション]ダイアログボックス内の全般設定よりも優先され
ます。

適応性の例

オリジナルの位置
の鉄筋
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固定適応性

相対適応性

参照項目

鉄筋の形状の有効性チェック (570 ページ)

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)

鉄筋をコンクリート部材に定着する
鉄筋を作成すると、Tekla Structures により、鉄筋を作成している部材に鉄筋が自動
的に定着されます。必要に応じて、鉄筋を手動でコンクリート部材に定着させるこ
ともできます。部材またはキャスト ユニットを移動、コピー、または削除すると、
定着された鉄筋もそれに従います。

注 Tekla Structures により図面で自動鉄筋マークが結合されるようにするには、鉄
筋を部材に定着させる必要があります。

1. [コンクリート]タブで、[鉄筋]をクリックして[部材に定着する]を選択します。 

2. 定着させる鉄筋を選択します。

3. 鉄筋を定着させる部材を選択します。 

鉄筋が部材に拘束されます。
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コンクリート部材からの鉄筋の切り離し

必要に応じて、鉄筋をコンクリート部材から切り離すことができます。

1. [コンクリート]タブで、[鉄筋]をクリックして[部材から切り離す]を選択しま
す。

2. 切り離す鉄筋を選択します。

鉄筋が部材から切り離されます。

ヒ
ン
ト

または、ポップアップ メニューを使用できます。たとえば、次のようにして、鉄筋
セットまたは鉄筋セットの鉄筋を定着および切り離すことができます。

1. 定着または切り離す鉄筋を選択します。

2. 右クリックし、[部材に合成する] または [部材から切り離す] を選択します。

3. 鉄筋を定着させる場合は、鉄筋を定着させる部材を選択します。

参照項目

鉄筋の変更 (531 ページ)

鉄筋の形状の有効性チェック
鉄筋の作成または変更に伴い、鉄筋の形状が無効になることがあります。たとえ
ば、曲げ半径が大きすぎると、鉄筋の形状が無効になる可能性があります。無効な
形状の鉄筋がモデルに含まれている場合、その鉄筋は図面に表示されません。形状
を修正すると、鉄筋が表示されて図面が更新されます。

注 鉄筋の形状の有効性チェックは、鉄筋グループ(円 (517 ページ))や鉄筋グルー
プ(曲 (515 ページ))には対応していません。

1. [ファイル]メニューで、[モデル]領域の[エラーチェックと修復]をクリックし、
[エラーチェック]をクリックします。

2. 結果を確認します。 

形状に不整合がある場合は、Tekla Structures に警告メッセージが表示され、無
効な形状であることを示す細線が鉄筋ハンドル間に表示されます。

鉄筋の形状を修正するには、この細線を選択して、鉄筋プロパティを変更しま
す。

参照項目

単体の鉄筋、鉄筋グループ、溶接金網の変更 (551 ページ)
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鉄筋の分割とスプライス
ストックの長さを超える長い鉄筋および鉄筋グループを分割し、分割された位置に
スプライスを作成できます。

[自動スプライスツール] マクロを使用して、ストックの長さを超える鉄筋の分割お
よびスプライスを実行します。まず、製造元の指示に従ってモデル内の鉄筋の長さ
を確認できます。次に、同じ断面で分割およびスプライスを実行する鉄筋の部分、
スプライスの位置、対称性、タイプ、長さを定義できます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

3. [自動スプライス ツール] をダブルクリックしてマクロを開始します。

4. [自動スプライス ツール] ダイアログ ボックスで、次のようにします。

a. 鉄筋の製造元を選択します。 

鉄筋の 大長とラップ長さが、鉄筋の等級とサイズごとにリストされま
す。

必要に応じて、AutomaticSplicingTool_Manufacturers.datファ

イルで長さ情報を定義できます。 ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\system からデフ

ォルトのファイルをコピーし、プロジェクトまたは企業フォルダに保存で
きます。

b. AutomaticSplicingTool_Manufacturers.datファイルにリスト

されていない鉄筋の等級とサイズには、[不明なストックの 大長]ボック
スを使用して、鉄筋の分割とスプライスが実行された後の鉄筋の 大長を
定義します。

c. 鉄筋の長さが 大長を超えているかどうかを確認するには、[チェックを
実行] の横のボタンのいずれかをクリックします。 

• モデル内のすべての鉄筋を確認するには、[すべて]をクリックします。

• 特定の鉄筋を確認するには、[コンポーネントオブジェクトの選択] ス

イッチ  を使用してモデル内の鉄筋を選択し、[選択対象] をクリ
ックします。

Tekla Structures では、ダイアログボックスの右側の[長い鉄筋]に、 大長
よりも長い鉄筋がリストされます。

[長い鉄筋]リストで行を選択すると、Tekla Structures によりモデル内の対
応する鉄筋がハイライトされます。

d. 同じ断面で鉄筋のスプライスを実行できる比率を定義します。

e. 鉄筋を接合するときに適用する対称性を定義します。
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f. スプライスの中心点のオフセットを定義します。

g. 平行する 2 つのスプライス間の 小縦方向距離を定義します。

h. スプライスタイプを選択します。 

ラップスプライス、カプラースプライス、または溶接されたスプライスを
作成できます。

i. ラップ スプライスでは、デフォルトのラップ長さを距離として、または
鉄筋の公称径に対する長さとして指定します。 

AutomaticSplicingTool_Manufacturers.dat ファイルで鉄筋の

等級とサイズにラップ長さが定義されていない場合、この値が使用されま
す。

j. ラップスプライスでは、鉄筋をどちらかの上に重ねるか両方を平行に合わ
せるかを指定します。

k. 鉄筋の分割およびスプライスを実行するには、[分割とスプライスを実行]
の横にあるボタンのいずれかをクリックします。 

• モデル内のすべての鉄筋のスプライスを実行するには、[すべて]をク
リックします。

• 特定の鉄筋のスプライスを実行するには、[長い鉄筋] リストで鉄筋を

選択するか、[コンポーネントオブジェクトの選択] スイッチ  を
使用してモデル内の鉄筋を選択し、[選択対象] をクリックします。

参照項目

鉄筋継手の作成 (529 ページ)

鉄筋への番号の割り当て
キャストユニットの鉄筋に連番を割り当てることができます。その場合、図面の鉄
筋マークおよびテーブルやレポートで、位置番号に加えて、または位置番号の代わ
りに連番を使用できます。

[鉄筋シーケンスのナンバリング] マクロを使用して、キャスト ユニット固有の連
番 (1、2、3...) をモデル内の鉄筋に割り当てます。 連番は、それぞれのキャスト ユ
ニット内で一意になります。 マクロは次のことを行います。

• [図面とレポート] --> [ナンバリング実行] で [変更部分のナンバリングを実行す
る] を使用して、変更部分のモデル オブジェクトの位置番号を更新します。

• モデルの鉄筋、鉄筋グループ、および溶接金網に番号を割り当てます。

• 各鉄筋、グループ、金網のユーザー定義情報[現場打ちコンクリート部材のシー
ケンス番号] (REBAR_SEQ_NO)として番号を保存します。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。
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2. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

3. [鉄筋シーケンスのナンバリング] をダブルクリックしてマクロを開始します。

4. 図面とレポートに連番を表示するには、ユーザー定義情報 REBAR_SEQ_NOを

使用します。

参照項目

鉄筋のナンバリング (712 ページ)

鉄筋のレイヤーへの分類
コンクリート部材の表面近くにあるさまざまな鉄筋レイヤーがどのような順序に
なっているかを図面に示すには、モデル内の鉄筋を分類する必要があります。 こ
れを行うには、[鉄筋の分類] マクロを使用します。

[鉄筋の分類] は、鉄筋と溶接金網をコンクリート スラブおよびパネル内の深さの
順に分類します。 溶接金網および鉄筋に、コンクリート部材内の配置レイヤーを
示す属性が設定されます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

3. [鉄筋の分類] をダブルクリックしてマクロを開始します。

4. [鉄筋の分類] ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。

a. コンクリート部材の上面、下面、前面、背面近くにある鉄筋レイヤに使用
する頭マークを入力します。

b. すべてのオブジェクトと選択したオブジェクトのどちらを分類するかを
選択します。 

[選択したオブジェクト]を選択した場合、分類する鉄筋が含まれる鉄筋ま
たはコンクリート部材を選択します。

c. 各レイヤの鉄筋のプロパティを表示するには、[プレビュー]をクリックし
ます。 

レイヤには、関連する表面の頭マークを使用して名前が付けられ、表面か
ら数えてナンバリングされます。

d. 鉄筋を分類しない場合、リストから選択して[アイテムの削除]をクリック
します。

e. 鉄筋の分類属性を保存するには、次のいずれかの操作を行います。 

• [変更] をクリックして、[鉄筋の分類] ダイアログ ボックスも開いたま
まにします。
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• [OK] をクリックして、[鉄筋の分類] ダイアログ ボックスを閉じます。

5. 図面内で [鉄筋レイヤーマーカー] マクロを実行し、鉄筋のレイヤー固有のマ
ーカーを作成します。

鉄筋の長さの計算方法

Tekla Structures で鉄筋の長さを計算するには、3 つのオプションがあります。

• 中心線に沿って計算(デフォルトの方法)

• 脚の長さの合計を計算

• 式を使用して計算

中心線に沿って計算

中心線の長さ計算は、[ ファイル メニュー --> 設定 --> 詳細設定 ] で、
XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT を FALSE に設定し

ている場合に、デフォルトで使用されます。

中心線の長さの計算では、鉄筋の実際の直径がデフォルトで使用されます。

以下の例では、中心線の長さが次のように計算されます。450 - (30 + 14) +
2*3.14*(30+14/2)*1/4 + 250 - (30 + 14) = 670.1
説明

• 30 = 曲げ半径

• 14 = 実際の直径(公称径は 12)
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[脚の長さの合計] (SLL)
脚の長さの合計の計算は、直線の脚部の寸法に基づいて行われ、曲げ半径は考慮さ
れません。

この計算は、[ ファイル メニュー --> 設定 --> 詳細設定 ] で、
XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT および
XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES を TRUE に設定している場合に

使用されます。

以下の例では、鉄筋の長さは 450 + 250 = 700です。

長さの値がレポートと照会に 0 と表示された場合、[鉄筋の形状管理]で形状ごとに
長さを定義する必要があります。

[鉄筋の形状管理]で長さを定義するには、次のようにします。

1. [鉄筋加工図フィールド]で、[L]セル内を右クリックし、ポップアップメニュー
から[SLL (脚の長さの合計)]を選択します。

2. [更新]をクリックします。

3. [上書き保存]をクリックします。

式を使用して計算

[鉄筋の形状管理]で式を使用して、鉄筋の合計長を計算することもできます。

[ ファイル メニュー --> 設定 --> 詳細設定 ] で、
XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT および
XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES を TRUE に設定する必要があり

ます。

たとえば、曲げ半径を考慮に入れ、鉄筋の外面に沿った長さを計算するには、次の
操作を行います。

1. [鉄筋加工図フィールド]で、[L]セル内を右クリックし、ポップアップメニュー
から[(式)]を選択します。
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2. 長さの計算を行う次の式を入力します。S1 + S2 + 2*3.14*(RS +
DIA)*1/4

説明

• S1 = 直線の脚部の長さ 1 (406)

• S2 = 直線の脚部の長さ 2 (206)

• RS = 切欠半径(30)

• DIA = 実際の直径(14)

精度

鉄筋の長さの精度は、rebar_config.inpファイルで定義されます。値は、環境

によって異なる場合があります。

たとえば、以下に示す値は rebar_config.inp ファイルにあります。このファイ

ルは、デフォルト環境では ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments\default\system\ フォルダーに格納されていま

す。

次の設定では、脚の長さの精度と丸めが定義されます。

• ScheduleDimensionRoundingAccuracy=1.0
• ScheduleDimensionRoundingDirection="DOWN"
次の設定では、鉄筋の全体の長さの精度と丸めが定義されます。

• ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy=10.0
• ScheduleTotalLengthRoundingDirection="DOWN"
XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER は鉄筋の長さの計算に影響を及
ぼすことにも注意してください。
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参照項目

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

鉄筋の脚の長さの計算方法

鉄筋の脚の長さの計算方法は、鉄筋の脚の間の角度によって異なります。

• 角度が 90°以下の場合、長さは外縁端に沿った脚の延長線に対して測定されま
す。

• 角度が 90°超 180°以下の場合、接線の長さが使用されます。
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脚の長さは、[鉄筋の形状管理]を使用して計算されます。

• S1 = 1 番目のセグメントの鉄筋の直線部分

• S2 = 2 番目のセグメントの鉄筋の直線部分

• A1 = 1 番目の脚と 2 番目の脚の延長線間で測定された曲げ角度。2 番目のセグ

メントが 1 番目のセグメントと同じ方向に伸びている場合(鉄筋は直線)、角度
は 0°

• L1 = 1 番目の鉄筋セグメントの脚の長さ

• L2 = 2 番目の鉄筋セグメントの脚の長さ

• RS = 曲げ半径

• DIA = 鉄筋の実際の直径

参照項目

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ (996 ページ)
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鉄筋形状の認識
Tekla Structures では、さまざまな鉄筋曲げ形状が認識され、形状コードが割り当て
られます。その場合、Tekla Structures は鉄筋加工図、引出し図、テンプレートおよ
びレポートで形状と寸法の情報を使用します。

Tekla Structures には、2 つの方法の形状認識が用意されています。

ユーザー定義の曲げ形状定義。 これらの定義は、[鉄筋の形状管理]
(579 ページ)で作成され、
RebarShapeRules.xmlファイルに保

存されます。

このファイルは、 ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments
\<environment>\system フォルダ

内にあります。

Tekla Structures のハードコーディングさ
れた内部曲げタイプ定義。

鉄筋のこれらの内部曲げタイプ
(590 ページ)は、
rebar_schedule_config.inpファ

イルで領域固有の曲げタイプコードに
マッピングされています。

このファイルは、 ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments
\common\system フォルダ内にありま

す。

参照項目

テンプレート内の鉄筋 (613 ページ)

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理]
[鉄筋の形状管理]を使用して、独自の鉄筋曲げ形状を定義して形状コードを割り当
てることができるため、認識される鉄筋の形状の総数が増えます。 ユーザー定義
の曲げ形状は、Tekla Structures で曲げ形状が認識されず、UNKNOWN曲げタイプが

その形状に割り当てられる場合に役立ちます。

[鉄筋の形状管理] は、会社やプロジェクトで求められる条件に合わせて曲げ形状を
カスタマイズする必要がある場合に使用します。

[鉄筋の形状管理] を使用して、以下を実行できます。

• 既存の曲げ形状をカスタマイズし、新しい曲げ形状を作成する (580 ページ)。

• 曲げ形状を定義するための独自のルールを確立する (583 ページ)。

• テンプレートおよびレポート (588 ページ)で使用する独自のマッピングの寸
法をカスタマイズする。
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• ユーザー定義の曲げ形状をインポートおよびエクスポートする。

• 鉄筋加工図と解説図でユーザー定義の曲げ形状を使用する。

注 [鉄筋の形状管理]は、鉄筋の形状を認識するためのツールです。 このツールを使用し
て、かぶり厚、鉄筋の等級、サイズなどの、鉄筋の作成プロパティを制御することは
できません。

参照項目

[鉄筋の形状管理]における鉄筋の形状の認識のヒント (589 ページ)

[鉄筋の形状管理] での鉄筋曲げ形状の定義

[鉄筋の形状管理] では、曲げ形状を定義するための独自のルールを確立できます。
独自の鉄筋曲げ形状と形状コードを定義すると、RebarShapeRules.xml という

名前の .xml ファイルが現在のモデル フォルダーに作成されます。

また、Tekla Structures のインストールには、デフォルトで RebarShapeRules.xml
という名前の .xml ファイルが含まれています。このファイルには、使用している

環境の も一般的な曲げ形状が含まれています。このファイル
は、 ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<environment>\system フォルダーにあります。

新しい形状を定義するときは、デフォルトの RebarShapeRules.xml ルール ファ

イルにある形状を独自の形状に付加することができます。Tekla Structures は有効
な RebarShapeRules.xml ルール ファイルを、モデル フォルダー、プロジェク

ト フォルダー、企業フォルダー、システム フォルダーの順に読み込みます。形状
コードとレポート フィールド値を適用するとき、Tekla Structures は検索順序に基づ
き、RebarShapeRules.xml ファイル内で 初に一致した形状を使用します。見

つかったすべての曲げ形状が、[鉄筋の形状管理] に表示されます。

1. モデル内の鉄筋を選択します。

2. [ファイル] メニューで、 [エディタ] --> [鉄筋の形状管理] をクリックします。

[鉄筋の形状管理] が開き、[モデル鉄筋] リストに選択した鉄筋が表示されま
す。

または、[鉄筋の形状管理] を開いてから、モデル内の鉄筋を選択することもで
きます。[選択対象の取得] をクリックして、鉄筋を [モデル鉄筋] リストに追加
します。

• [モデル鉄筋] リストには、選択した鉄筋の ID と形状コードが表示されま
す。

• [形状カタログ] リストには、デフォルトの RebarShapeRules.xml ルー

ル ファイルに存在する形状が表示されます。

• [許容値] タブには、曲げ形状ルールの比較に使用する許容値が表示されま
す。
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3. [モデル鉄筋] リストから不明な形状を 1 つ選択します。 

Tekla Structures に形状のプレビューが表示されます。プレビューの青の番号
は形状の直線鉄筋脚に関連付けられており、緑の番号は円弧の脚に関連付けら
れています。

4. 曲げ形状に関する必要情報を定義するには、以下を実行します。 

定義するには 実行するには

許容値 以下の測定について許容値を入力します。

• 寸法 (脚の長さおよびその他の距離)

• 角度 (曲げ角度およびねじれ角度)

• 半径 (曲げ半径)

• 追加点の短縮表示

• 追加点の 大角度

• 曲線の許容値

許容値 [特殊点の短縮]、[特殊点の 大角度] はともに、2 つの鉄
筋脚 (下の図の '1-2'、'2-3') を 1 つの脚 ('1-3') としてみなす条件を
定義します。

[特殊点の短縮] ボックスでは、距離 '1-3' と距離 '1-2' + '2-3' の差の
許容される 大値を定義します。

[追加点の 大角度] ボックスでは、2 つの鉄筋脚が作る角度 (図中
の 'A') の許容される 大値を定義します。

詳細設定 XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR
が TRUE に設定されている場合、[曲線の許容値] を使用して、円

弧を形成している複数の連続する曲げが、曲げ半径として円弧の
半径を持つ 1 つ以上の曲げ (90 度以下) に結合されるかどうかを
定義できます。

円弧からの鉄筋の脚の偏差が許容値未満の場合、曲げが結合され
ます。

偏差が許容値よりも大きい場合、[曲線の許容値] が 0 に設定され
ている場合、XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR
が FALSE に設定されている場合、曲げは結合されません。

これらの許容値はルール ファイル RebarShapeRules.xml に
追加で保存されるため、ルール ファイルごとに固有であることに
注意してください。
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定義するには 実行するには

形状コード 不明な形状の形状コードを入力します。

同じ鉄筋形状の複数の異形で、[形状コード] は同じでも、[曲げ形
状ルール] は必ずしも同じにならないことに注意してください。

曲げ形状ルー
ル

[鉄筋の形状管理] で自動的に定義された曲げ形状ルールが、一部
の曲げ形状を区別するのに不十分である場合は、新しい曲げ形状
ルールを手動で追加 (583 ページ)することができます。

右側の [追加] ボタンおよび [削除] ボタンをクリックすることで、
曲げ形状ルールを追加または削除できます。

元の値を復元するには、[リセット] ボタンを使用します。

フックのチェ
ック

形状がまったく同じだが、一方の鉄筋にはフックがあり、もう一
方のフックにはない 2 つの鉄筋に異なる形状コードまたは鉄筋
加工図フィールドを定義する場合は、このチェック ボックスをオ
ンにします。

チェック ボックスをオンにすると、フックがフックと見なされま
す。チェック ボックスをオフにすると、フックは通常の脚部と見
なされます。

[フックのチェック] オプションは、詳細設定
XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION とは独
立して動作するため、フック付きの鉄筋は、この詳細オプション
の値に関係なく、それぞれ別の形状コードや加工図フィールドを
持つことができます。

更新 選択した鉄筋の既存の形状コード定義を更新します。

形状コード、曲げ形状ルール、または鉄筋加工図フィールドの内
容を事前に変更していた場合、定義を更新できます。

鉄筋加工図フ
ィールド

鉄筋加工図の内容を定義 (588 ページ) します。フィールドを右
クリックして曲げ形状のプロパティを選択するか、式を入力しま
す。

[鉄筋加工図フィールド] の名前 (A、B など) は、テンプレートと
レポートで使用されます。古いレポートも正しく機能するよう
に、rebar_schedule_config.inp ファイルで使用されている

のと同じ DIM_XX フィールドを使用することをお勧めします。

予定フィール
ド...

使用できる予定フィールドの順序を追加、削除、または変更する
には、[予定フィールド] ボタンをクリックします。必要に応じて、
予定フィールドを元のデフォルト値にリセットできます。

使用可能な一連の予定フィールドを変更し、既存の形状を更新し
た場合、存在しなくなった古い予定フィールドは消去されます。
したがって、既存の形状で使用されていないことがはっきりして
いる場合以外は、デフォルトの予定フィールドを削除しないこと
をお勧めします。

既存の予定フィールドの名前を変更することができます。また、
新しいフィールドを追加した場合は名前を付けます。テンプレ
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定義するには 実行するには

ートおよびレポートでフィールドを使用するには、DIM_XX また

は ANG_xx フィールドを使用し、xx を予定フィールド名に置き

換えます。

5. 新しい形状の定義が終わったら、[追加] をクリックして、曲げ形状の定義を
RebarShapeRules.xml ファイルに追加します。 

曲げ形状ルールを変更するために必要な [追加] ボタンを有効にするには、形
状コードを入力するか、[フックのチェック] チェック ボックスをオンにしま
す。

6. [上書き保存] をクリックして、RebarShapeRules.xml ファイルを保存しま

す。 

デフォルトでは、ファイルは現在のモデル フォルダーにあります。

鉄筋加工図などを作成するときは、Tekla Structures により更新された曲げ形状
情報が使用され、追加した曲げ形状が認識されて、正しい曲げ形状コードが割
り当てられます。

注 [鉄筋の形状管理] では、鉄筋のモデリング方向に関係なく曲げ形状を認識
できます。つまり、モデリング方向は、形状定義および形状コードに影響
を及ぼしません。

曲げ形状を定義する際に、モデリング方向の始点または終点は常に、まず
曲げ角度に基づいて並べ替えられ、次にねじれ角度、 後に脚の長さに基
づいて並べ替えられます。ただし、並べ替えにおいて曲げ半径は考慮され
ません。つまり、半径 1 が常に半径 2 よりも小さいとは限りません (逆も
同様)。

参照項目

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

[鉄筋の形状管理] での新しい曲げ形状ルールの手動追加

[鉄筋の形状管理] で定義された曲げ形状ルールでは、一部の曲げ形状を区別するの
に不十分な場合があります。必要に応じて、[鉄筋の形状管理] で、鉄筋の新しい曲
げ形状ルールを手動で追加できます。

1. [鉄筋の形状管理] で、[曲げ形状ルール] リストの横の [追加] をクリックしま
す。

2. [新しい曲げルール] ダイアログ ボックスで新しいルールを定義するには、リ
ストからオプションを選択します。 

リストの内容は、鉄筋の形状と曲げによって決まります。

3. [OK] をクリックして、[曲げ形状ルール] リストに新しいルールを追加します。

[OK] ボタンは、ルールが有効な場合にのみ有効になります。
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曲げ形状ルールの設定

[新しい曲げルール] ダイアログ ボックスの一部の選択肢だけが有効な場合でも、
使用する条件のタイプによっては、すべてのルール オプションを使用できます。
ルールの左右の条件は、同じタイプである必要があります。括弧内の値は、鉄筋の
形状を作成する際に使用された値です。

鉄筋の曲げ形状ルールを手動で定義するには、[鉄筋の形状管理] にある [新しい曲
げルール] ダイアログ ボックスを使用します。

オプション 説明

角度 (A) 脚の間の曲げ角度。

曲げ角度は常に 0～+180 度です。角度に負の値を指定する
ことはできません。

ねじれ角度 (T) 長さが連続する 2 本の鉄筋によって形成された平面の回転角
度。平面は、平面を形成している 後の鉄筋を軸に回転しま
す。

全脚が同じ平面上にある鉄筋の場合、ねじれ角度は 0 度また
は +180 度のいずれかです。

鉄筋がねじれて平面から飛び出ている、つまり鉄筋が 3D 状
態にある場合、ねじれ角度は -180 度～+180 度です。

1. 脚 1

2. 脚 2

3. 脚 3
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オプション 説明

4. ねじれ角度の向き

5. 脚 1 と脚 2 で形成される平面

ねじれ角度の例 2 つの平面間のねじれ角度は +90 度です。これらの平面は、
脚 1 と脚 2 および脚 2 と脚 3 によって形成されます。

1. ねじれ角度:+90 度

半径 (R)、(RX) 曲げ半径。

(RX) Radius * は、すべての曲がりの半径が等しいときの

曲げ半径の値です。それ以外の場合、値はゼロ (0) になりま
す。Radius * = Radius 1 により、すべての曲がりが必

ず同じ半径を使用して作成されることになります。

[曲げ長さ] (BL) 曲げの中心線の長さ。

直線部の長さ (S) 隣接する曲げの始点から終点までの直線部の長さ。

ルールが生成されるのは、直線部がない場合 (例: Straight
length 2 = 0) のみです。

脚の長さ (L) 脚の長さ。

脚 (V) ベクトル値としての脚の方向。

鉄筋径 (DIA)、
(DIAX)

鉄筋の直径。

[公称径] (NDIA)、
(NDIAX)

鉄筋の公称径。

中心線の長さ
(CLL)

中心線に基づく脚の長さ。

脚の長さの合計
(SLL)

すべての脚の長さの合計。

逆 逆鉄筋。

[逆] を使用して、予定フィールドの追加の曲げ形状ルールま
たは曲げ形状式を用意します。
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オプション 説明

ルールで使用される場合、ポイントのモデリング順序が異な
る鉄筋の形状コードまたはスケジュール フィールドに個別
の定義を使用できます。

式の一部として使用される場合、ポイントのモデリング順序
の自動正規化を排除できます。たとえば、式「if
(REVERSED) then L2 else L3 endif」により、ポイン

トまたは脚の順序に応じて、フィールドの内容について目的
の長さが強制的に表示されます。

[円弧の内側の半
径] (RI)

円弧の内側の半径。

[円弧の外側の半
径] (RO)

円弧の外側の半径。

[円弧の角度] (AA) 円弧の角度。

[円弧の長さ] (AL) 円弧の長さ。

円弧のねじれ角度
(AT)

円弧の回転角度。

[曲線幅] (CW) 曲げ鉄筋の 大幅。

[曲線高さ] (CH) 曲げ鉄筋の 大高さ。

[RFACTOR] 相対半径。

[LFACTOR] 相対長さ。

[螺旋状円形] (SR) 螺旋鉄筋の螺旋の回数。

[螺旋ピッチ] (SP) 螺旋鉄筋の螺旋のピッチ。

[螺旋の長さ] (SL) 螺旋鉄筋の参照点間の距離。

[螺旋の合計長さ]
(STL)

鉄筋を現場に取り付ける場合の螺旋鉄筋の全体長さ。

標準半径 (RS) 標準の 小曲げ半径。

曲げ半径は、鉄筋のサイズと等級によって異なります。

長さあたりの重量
(WPL)

脚の長さあたりの重量。

脚からの距離 (D) [脚から点/円弧までの距離 (H)] とほぼ同じです。[脚から点/
円弧までの距離 (H)] では曲げ半径が考慮されますが、[脚か
らの距離 (D)] はとがった角から測定される点が異なります。

脚が平行の場合、[脚からの距離 (D)] と [脚から点/円弧までの
距離 (H)] は同じ結果になります。

点/円弧の脚に沿っ
た距離 (K)

外縁端から外縁端または接線から曲がりまでの、脚に平行な
距離。

脚の方向に応じて距離は正または負の値になります。

例:
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オプション 説明

点/円弧の脚からの
距離 (H)

外縁端から外縁端または接線から曲がりまでの、脚に垂直な
距離。

脚の方向に応じて距離は正または負の値になります。

例:

SH
SHA
SHR
SHS
SHLA
SHLB
EH
EHA
EHR
EHS

開始フックと終了フックのプロパティ。

フック長の計算に方法 A または B を使用します。
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オプション 説明

EHLA
EHLB

一定角度 角度の定数値。

右端のボックスに値を入力します。

一定半径 半径の定数値。

右端のボックスに値を入力します。

カスタム プロパテ
ィ、テンプレート属
性、ユーザー定義情
報

RebarShapeManager.CustomProperties.dat ファイ

ルで定義されているカスタム プロパティ、テンプレート属
性、およびユーザー定義情報がリストの 後に表示され、他
のオプションと同様に使用できます。

参照項目

[鉄筋の形状管理]でのテンプレートおよびレポートの内容の定義 (588 ページ)

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

[鉄筋の形状管理]でのテンプレートおよびレポートの内容の定義

テンプレートおよびレポートの内容を定義するには、[鉄筋の形状管理]の[鉄筋加工
図フィールド]を使用します。 各[鉄筋加工図フィールド]セルに、形状のプロパテ
ィまたは式を含めることができます。

[鉄筋加工図フィールド]のセルで右クリックすると、以下を実行できます。

• リストから形状プロパティを選択します。リストの内容は、鉄筋の形状によっ
て異なります。

• 現在のセルの内容をクリアするには、[(空白)]オプションを選択します。

• 式を入力するには、[(式)] オプションを選択します。式内の変数は、ポップアッ
プ メニューに表示される形状のプロパティか、他の空でない鉄筋加工図フィー
ルドのセルへの直接参照にすることができます。

カスタム コンポーネントと同じように関数を式で使用できます。

• 数学関数

• 統計関数

• 文字列演算
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• 三角関数

[予定フィールド式]ダイアログボックスで角度と三角関数をマップすると
きは、関数(sin、cos、tan)を小文字で入力します。たとえば、「sin(A1)」
と入力します。大文字は認識されないため、レポートには空白が表示されま
す。

式の中に角度がある場合、式はラジアン単位でなければなりません。たとえば、
角度 A1 から 180 度を減算するには、大文字で「A1-PI」と入力します。

「A1-180」または「A1-pi」と入力すると、式は機能しません。

[鉄筋加工図フィールド]のセルには、有効な式の結果が示されます。式が無効の場
合は、疑問符とエラーを説明するテキストが示されます。

注 フィールド S、T、U、または V を使用して、角度をレポートします。これら
のフィールドを使用しない場合は、テンプレートエディタでデフォルト単位設
定を上書きする必要があります。

例

式は L1+L3+L5-2*DIA
• L1、L3、および L5は、外縁端から外縁端までで測定された脚の長さ

• H1は全体幅

• H1を取得するには: L1+L3+L5引く 2*鉄筋の直径

参照項目

[鉄筋の形状管理] での新しい曲げ形状ルールの手動追加 (583 ページ)

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

[鉄筋の形状管理]における鉄筋の形状の認識のヒント

鉄筋形状の認識は、各形状の曲げ形状ルールに基づいています。 形状とそのルー
ルは、デフォルトでは ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\<environment>\system フォルダーにある

RebarShapeRules.xml ファイルにリストされています。 形状が 2 つの形状の

ルールに一致し、Tekla Structures が鉄筋の形状を正常に認識しないことがありま
す。

注 形状が正しく認識されるようにする も便利な方法として、[鉄筋の形状管理]
で形状にルールを追加する (583 ページ)ことで形状の定義を変更することが
できます。

ただし、必要に応じて RebarShapeRules.xmlファイルを手動で編集できるた

め、形状の認識に変更を加えることができます。Tekla Structures により形状が認識
されるとき、RebarShapeRules.xml内の形状の順序が重要になります。
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• ルールに一致する 初の形状が、Tekla Structures により形状として認識される
形状です。形状の順序を変更して、Tekla Structures により形状が認識される方
法を変更する必要がある場合、RebarShapeRules.xmlファイルを手動で変

更することでこれを行うことができます。ファイルを変更して形状の順序を変
更した場合、ファイルの構造が有効なままであることを確認してください。

• 複数の RebarShapeRules.xml ファイルと異なるフォルダーに形状定義を分

割できます。 Tekla Structures は、モデル フォルダー、プロジェクト フォルダ
ー、企業フォルダー、およびシステム フォルダーの順序で
RebarShapeRules.xml ファイルを検索します。 Tekla Structures は、検索順

序に基づいて見つかった 初の RebarShapeRules.xml ファイル内で 初に

一致した形状を使用します。

参照項目

鉄筋の形状の認識における[鉄筋の形状管理] (579 ページ)

鉄筋形状の認識におけるハードコードされた曲げタイプ識別子
Tekla Structures では、さまざまな鉄筋曲げ形状が認識され、曲げタイプ識別子が各
形状に割り当てられます。

この表の曲げタイプ識別子は、Tekla Structures で内部的にハードコードされたもの
です。脚部の寸法(D1、D2など)と鉄筋の曲げ角度(A1、A2など)は、Tekla Structures
の内部寸法と角度です。たとえば、Tekla Structures の内部曲げタイプは国またはプ
ロジェクト固有の曲げタイプに、Tekla Structures の内部寸法および角度は特定のテ
ンプレート属性にマッピングできます。これは、rebar_schedule_config.inp
ファイルで行うことができます。

鉄筋の曲げ寸法は、脚部の寸法(D1、D2など)が鉄筋の外側端部または端部延長に

従うように計算されます。全長は、鉄筋の中心線に従って計算されます。

Tekla Structures で認識されない鉄筋形状には、UNKNOWN曲げタイプが割り当てら

れます。

以下の表にある図内のマゼンタの点は、鉄筋を作成したときにモデルでピックした
点を示しています。

注 ハードコードされた曲げ形状をカスタマイズしたり、新しい曲げ形状を定義し
たりする場合は、[鉄筋の形状管理] (580 ページ)を使用します。

曲げタイプ
識別子

曲げ形状

1
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

2_1

標準曲げ半径が必要になる。

2_2

非標準曲げ半径。

3_1

3_2

4

4_2

4_3
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

4_4

5_1

5_2

5_3

6_1

6_2

7
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

8

9

180 度のフックが必要になる。

10

11

D1 = 円の中心から鉄筋の中心線までの半径。

12
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

13

両端でフックを使用してモデリングすることもできる(90 度のフッ
クを使用したモデル D1 とモデル D5)。

14

両端に 90 度のフックが必要になる。

14_2

14_3
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

14_4

両端に 90 度のフックが必要になる。

14_5

始点と終点が同じ位置にあり、フックが使用されていない場合に認識
される。

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATIONが FALSEに

設定されている場合、フック付きの鉄筋(タイプ 14 および 48)は 14_5
であると認識される。

15

両端にフックが必要になる。

16_1

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 595 鉄筋の変更



曲げタイプ
識別子

曲げ形状

16_2

17

18

19

20_1

20_2
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

21

22

23

24

25

26

両端に 180 度のフックが必要になる。

27

両端に 90 度のフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

28

両端に 180 度のフックが必要になる。

29

両端に 90 度のフックが必要になる。

29_2

29_3

29_4
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

29_5

30

両端に 180 度のフックが必要になる。

31

両端に 90 度のフックが必要になる。

32

両端に 180 度のフックが必要になる。

32_2
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

33

両端に 90 度のフックが必要になる。

34

35

180 度のフックが必要になる。

36

180 度のフックが必要になる。

36_2

両端でフックを使用してモデリングすることもできる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

36_3

両端でフックを使用してモデリングすることもできる。

37

180 度のフックが必要になる。

38

一方の終端に 180 度のフック、他方の終端に 90 度のフックが必要に
なる。

38_2

39

40

両端に 180 度のフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

41

両端に 90 度のフックが必要になる。

42

両端に 180 度のフックが必要になる。

43

43_2

44

両端にフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

44_2

両端に 180 度のフックが必要になる。

45

両端にフックが必要になる。

45_2

両端に 180 度のフックが必要になる。

46

両端にフックが必要になる。

47

両端に 90 度のフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

48

両端にフックが必要になる。

48_2

両端にフックが必要になる。

48_3

49

D1 = 鉄筋の中心線の直径。

49_2
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

50

両端にフックが必要になる。

51

両端に 90 度のフックが必要になる。

52

両端にフックが必要になる。

53

両端にフックが必要になる。

54

両端にフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

55

56

57

58

59

60

61

両端にフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

61_2

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATIONが FALSEに

設定されている場合に認識される。

61_3

両端にフックが必要になる。

62

フックが必要になる。

63

フックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

64

両端にフックが必要になる。

64_2

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATIONが FALSEに

設定されている場合に認識される。

65

両端にフックが必要になる。
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

65_2

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATIONが FALSEに

設定されている場合に認識される。

66

67

67_2

68
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

69_1

69_2

70_1

70_2

71

72

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 610 鉄筋の変更



曲げタイプ
識別子

曲げ形状

73_1

73_2

73_3

74

75_1
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

75_2

76

77

78

79_1
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曲げタイプ
識別子

曲げ形状

79_2

80

UNKNOWN 次に例を示します。

参照項目

テンプレート内の鉄筋 (613 ページ)

鉄筋形状の認識 (578 ページ)

テンプレート内の鉄筋
場合によっては、鉄筋の曲げタイプのローカライズまたは鉄筋加工図のテンプレー
トの作成を行う必要があります。

注 ハードコードされた曲げ形状をカスタマイズしたり、新しい曲げ形状を定義したりす
る場合は、[鉄筋の形状カタログ] を使用します。「[鉄筋の形状管理] での鉄筋曲げ形状
の定義 (580 ページ)」を参照してください。

鉄筋テンプレート

テンプレートフィールドに鉄筋固有の属性(DIM_A、ANG_S、SHAPE、
SHAPE_INTERNALなど)を追加することにより、図面とレポートで鉄筋の寸法、曲

部材、鉄筋、作図オブジェクトの作成 613 鉄筋の変更



げ角度、および曲げタイプを示すことができます。テンプレート作成の詳細につい
ては、テンプレートエディタ(TplEd)のヘルプを参照してください。

寸法をマッピングする

マッピングを行うには、 ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\<environment>\system フォルダの

rebar_schedule_config.inp ファイルを使用します。

• Tekla Structures 内部の鉄筋寸法と角度を特定のテンプレート属性にマッピング
する

• Tekla Structures 内部の鉄筋曲げタイプを特定の曲げタイプにマッピングする

デフォルトでは、これらのマッピングは環境に依存します。会社やプロジェクトの
要件に合わせてマッピングを変更することができます。

式、関数、および ifステートメントを使用して、表示する必要がある寸法と角度

を計算できます。

rebar_schedule_config.inpファイルを編集するには、任意の標準テキスト

エディタ(メモ帳など)を使用します。

例

次の例の rebar_schedule_config.inpファイルでは、内部曲げタイプ 5_1を

曲げタイプ識別子 Eにマッピングし、脚部の寸法と曲げ角度を特定のテンプレート

属性にマッピングしています。

rebar_schedule_config.inp

次のマッピングでは、内部曲げタイプ 6_2が XYになり、テンプレート属性 DIM_B
と DIM_Cが 2 番目の脚部 D2の水平寸法と垂直寸法、DIM_Eと DIM_Fが 4 番目の

脚部 D4の水平寸法と垂直寸法を示します。

rebar_schedule_config.inp

次の例では、寸法 D1 と D3 が等しければ、内部曲げタイプ 4 を曲げタイプ識別子

A にマッピングします。等しくなければ、タイプ 4 を識別子 B にマッピングしま

す。
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rebar_schedule_config.inp

Tekla Structures で認識されない鉄筋曲げ形状には、UNKNOWNという内部曲げタイ

プが使用されます。rebar_schedule_config.inpファイルで、図面とレポー

トに不明な曲げタイプを表示する方法を定義することもできます。たとえば、曲げ
タイプ識別子???を使用して、すべての脚部寸法と曲げ角度を示すことができま

す。

rebar_schedule_config.inp

参照項目

鉄筋形状の認識におけるハードコードされた曲げタイプ識別子 (590 ページ)

鉄筋形状の認識 (578 ページ)

2.10 作図オブジェクトおよび点の作成
点および作図オブジェクトは、モデル内の他のオブジェクトを配置するときの補助
機能として使用できます。

モデル内で線またはオブジェクトが交差していない位置にオブジェクトを配置す
る場合は、補助線 (616 ページ)、平面 (617 ページ)、円 (618 ページ)、円弧
(618 ページ)、および連続曲線 (619 ページ) を作成できます。たとえば、補助線
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と補助円の交点で点を簡単にピック (84 ページ) することができます。作図オブジ
ェクトのスナップ優先順位 (85 ページ) は、他の線と同じです。

作図オブジェクトは、ビューとウィンドウを更新してもモデル内に残りますが、 図
面には表示されません。

吸着式の補助線または補助平面を作成して、複数のオブジェクトをまとめて拘束
し、移動 できます。たとえば、多数のハンドルと角処理を部材面に拘束する代わ
りに、すべてのハンドルと角処理を網羅する補助平面を作成します。次に、この平
面を吸着平面にし、適切な面に拘束します。この平面を移動すると、付随するハン
ドルおよび角処理も一緒に移動します。

参照項目

補助線の作成 (616 ページ)

補助平面の作成 (617 ページ)

補助円の作成 (618 ページ)

補助円弧の作成 (618 ページ)

補助連続曲線の作成 (619 ページ)

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー (620 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

点の作成 (624 ページ)

補助線の作成

1. [編集] タブで、[作図オブジェクト --> ライン ] をクリックします。

2. 補助線の始点をピックします。

3. 直線の終点をピックします。

4. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

5. 補助線のプロパティを変更するには、モデル内で線をダブルクリックします。 

プロパティ パネルに線のプロパティが表示されます。

a. 線を吸着にする場合は、[はい] リストで [吸着] を選択します。

b. 線の色を選択します。

c. ピックした点からどれくらい線を延長するかを定義します。

d. ラインに対し、ラインのタイプを選択します。

e. [変更] をクリックします。
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参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー (620 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

補助平面の作成

1. [編集] タブで、[ 作図オブジェクト --> 平面 ] をクリックします。

2. 3 つの点をピックします。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures により平面が描画されます。

4. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

5. 補助平面のプロパティを変更するには、モデル内で平面をダブルクリックしま
す。 

プロパティ パネルに平面のプロパティが表示されます。

a. 平面の名前を入力します。

b. 補助平面を吸着にする場合は、[吸着] リストで [はい] を選択します。

c. [変更] をクリックします。

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)
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作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

補助円の作成
2 つの点をピックしてビュー平面に補助円を作成したり、モデル内の 3D 空間で 3
つの点をピックして補助円を作成したりすることができます。

1. [編集] タブで、作図オブジェクト --> [円] をクリックします。

2. 表示されたコンテキスト ツールバーで、ボタンをクリックして、ピックする
点のセットを指定します。 

•  をクリックし、中心と 1 つの点をピックして、補助円の半径を定義し
ます。

Tekla Structures により、ビュー平面上に円が作成されます。

•  をクリックし、次に、中心点、半径を定義する点、および円の平面を
定義する点の 3 つの点をピックします。

•  をクリックし、円の円弧上の 3 点をピックします。

Tekla Structures により、ピックしたポイントを使用と現在のプロパティを使用
して円が作成されます。また、Tekla Structures にモデル内の円の中心点が X で
示されます。

3. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

4. 補助円プロパティを変更するには、モデル内で円をダブルクリックします。 

プロパティ パネルに円プロパティが表示されます。

a. 円の色を選択します。

b. 円のラインのタイプを選択します。

c. [変更] をクリックします。

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー (620 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

補助円弧の作成
モデル内の 3D 空間で 3 つの点をピックすることで、補助円弧を作成できます。

1. [編集] タブで 作図オブジェクト --> 円弧 をクリックします。
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2. 表示されたコンテキスト ツールバーで、ボタンをクリックして、ピックする
点のセットを指定します。 

•  をクリックし、次に、円弧の中心点、始点、および終点の 3 点をピッ
クします。

円弧の角度または長さを定義することもできます。

•  をクリックし、円弧上の始点、終点、および任意の点をピックします。

•  をクリックし、接線を定義する点と円弧上の 2 点をピックします。

Tekla Structures により、ピックしたポイントを使用と現在のプロパティを使用
して円が作成されます。また、Tekla Structures にモデル内の円弧の中心点が X
で示されます。

3. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

4. 補助円弧のプロパティを変更するには、モデル内で円弧をダブルクリックしま
す。 

プロパティ パネルに円弧プロパティが表示されます。

a. 円弧の色を選択します。

b. 円弧のラインのタイプを選択します。

c. [変更] をクリックします。

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー (620 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

補助連続曲線の作成
ピックした点を通る 3D 補助連続曲線を作成できます。連続曲線には、直線セグメ
ントや曲線セグメントを含めることができます。

1. [編集] タブで、作図オブジェクト --> 連続曲線 をクリックします。
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2. 表示されたコンテキスト ツールバーで、ボタンをクリックして、連続曲線セ
グメントを作成するためにピックする点のセットを指定します。 

セグメントを完成させるたびに、これらのピッキング モードを切り替えるこ
とができます。

• 直線セグメントの場合は、  をクリックし、セグメントの始点と終点を
ピックします。

• 曲線セグメントの場合は、  をクリックし、セグメント上の 3 点をピッ
クします。

• 曲線接線セグメントの場合は、  をクリックし、接線上の点とセグメン
トの始点および終点をピックします。

• 前のセグメントに接する直線セグメントの場合は、  をクリックして接
線上の点を選択します。

Tekla Structures により、連続曲線セグメントが作成されます。

3. 作成する連続曲線セグメントごとに手順 2 を繰り返します。ただし、セグメン
トの 初の点は、前のセグメントの 後の点と同じであるため、ピックを省略
します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。 

Tekla Structures により、連続曲線の現在のプロパティを使用して、ピックした
点を通る連続曲線が作成されます。

5. コマンドを終了するには、Esc キーを押します。

6. 補助連続曲線のプロパティを変更するには、モデル内で連続曲線をダブルクリ
ックします。 

プロパティ パネルに連続曲線のプロパティが表示されます。

a. 連続曲線の色を選択します。

b. 連続曲線のラインのタイプを選択します。

c. [変更] をクリックします。

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー (620 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)
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オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー
補助線、円、円弧、および連続曲線を、指定した方向に、指定したオフセット値を
使用してコピーできます。たとえば、新しい円と円弧を元の円または円弧と同じ場
所を中心として作成し、オフセット値を使用して半径を調整できます。

1. [編集] タブで、[作図オブジェクト --> オフセット数値指定によるコピー] をク
リックします。

2. 図面でコピーする作図オブジェクトを選択します。 

線 (616 ページ)、円 (618 ページ)、円弧 (618 ページ)、および連続曲線 (619 ペ
ージ) をコピーできます。

3. 表示されるボックスにオフセット値を入力し、Enter キーを押します。 

オフセット値を 1 つだけ入力すると、Tekla Structures により、オブジェクトの
コピーが 1 つ作成されます。

複数のコピーを作成するには、複数のオフセット値を入力します。たとえば、
「500 1000 1500」や「3*500」と入力します。

4. オブジェクトをコピーする方向をクリックします。

Tekla Structures により、選択したオブジェクトが指定した方向にコピーされます。

たとえば、線を選択した場合、Tekla Structures により、指定した場所に線の新しい
コピーが作成されます。円または円弧を選択した場合、Tekla Structures により、元
のオブジェクトと同じ場所を中心にして新しいオブジェクトが作成され、指定した
オフセット値を使用して半径が調整されます。

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

作図オブジェクトの変更 (621 ページ)

作図オブジェクトの変更
直接変更を使用して、補助点、補助線、補助円、補助円弧、補助連続曲線、および
補助平面を変更できます。

作業を始める前に、以下を行います。

•  [直接変更] スイッチがアクティブになっていることを確認します。

• 作図オブジェクトを選択します。

Tekla Structures に、作図オブジェクトを変更する際に使用できるハンドルと寸
法が表示されます。

ハンドルを選択し、マウス ポインターを  に重ねると、Tekla Structures によ
り多くの変更オプションが含まれたツール バーが表示されます。使用できる
オプションは、変更する作図オブジェクトのタイプによって異なります。
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作図オブジェクトを変更するには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作 操作対象

1 方向、2 方向、ま
たは任意の方向に
移動するように参
照点を設定する

1. 参照点のハンドルを選択します。

2. ハンドルをどの方向に動かすこと
ができるかを定義するには、ツール
バーのリストからオプションを選
択します:

または Tab キーを押してオプショ
ンを切り替えることもできます。

3. 特定の平面にのみ平行にハンドル

を動かすには、  をクリックして、
その平面を選択します。

補助点、補助線、補
助円の中心点、補助
平面

点を移動する、線、
円、円弧、または連
続曲線上の点を移
動する、または平面
の角を移動する

参照点のハンドルを新しい位置にドラ
ッグします。

すべての作図オブ
ジェクト

円または円弧を移
動する

中心点のハンドルを新しい位置にドラ
ッグします。

補助円、円弧

線または平面の縁
端を移動する

線のハンドルを新しい位置にドラッグ
します。

補助線、補助平面

平面を移動する 平面を新しい位置にドラッグします。 補助平面

斜材の寸法の表示/
非表示を切り替え
る

1. ハンドルを選択します。

2. ツールバーで、 をクリックしま
す。

3. 直行寸法および全体寸法を表示す
る、または非表示にするには、目の
ボタンをクリックします:

補助線、補助平面
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目的 操作 操作対象

寸法を変更する 寸法の矢印を新しい位置にドラッグす
るか、次の操作を行います。

1. 移動する寸法の矢印を選択します。

両端で寸法を変更するには、両方の
矢印を選択します。

円または円弧の半径を変更するに
は、外側の矢印を選択します。

2. キーボードを使用して、変更後の寸
法の値を入力します。

先頭にマイナス符号(-)を付ける場
合は、テンキーを使用します。

寸法の絶対値を入力するには、 初
に$を入力してから値を入力しま
す。

3. Enter キーを押すか、[OK] ダイアロ
グ ボックスで [数値位置の入力] を
クリックします。

補助線、補助円、補
助平面

円弧 (数値入力の
み)

連続曲線の角を角
処理する

1. コーナー ハンドルを選択します。

2. ツールバーで、次のようにします。

•
 をクリックして曲線コー

ナーを作成し、角処理の半径を
入力します。

•
 をクリックして直線コー

ナーを作成し、角処理の寸法 X
および Y を入力します。

3. Enter キーを押して、角処理の寸法
を確定します。

連続曲線

円弧を線に変更す
る

曲線セグメントを
直線にする

円弧またはセグメントの中点ハンドル

(円弧シンボル付き)  を選択し、
Delete キーを押します。

円弧、曲線連続曲線
セグメント

線を円弧に変更す
る

直線セグメントを
曲線にする

円弧シンボル  を線またはセグメ
ントの中点にドラッグします。

線、直線連続曲線セ
グメント

角点と中間セグメ
ントを連続曲線に
追加する

セグメントの中点ハンドルを新しい位
置にドラッグします。

連続曲線
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目的 操作 操作対象

角点と 2 つの接続
されたセグメント
を削除する

角点ハンドルを選択し、Delete キーを押
します。

連続曲線

後の連続曲線セ
グメントを削除す
る

終点ハンドルを選択し、Delete キーを押
します。

連続曲線

円弧の半径を変更
し、終点の位置を維
持する

半径寸法をクリックし、新しい値を入力
して Enter キーを押します。

円弧

連続曲線セグメン
トの半径を変更し、
終点の位置を維持
する

円弧シンボル  をセグメントの中点
ハンドルにドラッグします。

曲線連続曲線セグ
メント

円弧の角度または
長さを変更する

始点または終点を新しい位置にドラッ
グします。

円弧

オフセットを使用
して作図オブジェ
クトをコピーする

「オフセットを使用した作図オブジェク
トのコピー (620 ページ)」を参照してく
ださい。

線、円、円弧、連続
曲線

選択した作図オブ
ジェクトのモデリ
ング方向を変更す
る

コンテキスト ツールバーで、  [ 端部
の入れ替え] をクリックします。

これは、作図オブジェクトを使用してロ
フテッド プレート (300 ページ)または
ロフテッド スラブ (331 ページ)を作成
する場合や、プレートまたはスラブの形
状が自己交差する場合に必要になるこ
とがあります。

線、円弧

参照項目

作図オブジェクトおよび点の作成 (615 ページ)

点の作成 (624 ページ)

モデル オブジェクトのサイズおよび形状の変更 (117 ページ)

点の作成
線やオブジェクトが交差していない位置にモデル オブジェクトを配置しやすいよ
うに、点を作成できます。
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Tekla Structures では、さまざまな方法で点を作成できます。 どのようなオブジェク
トが既にモデル内に作成されているか、また、どの位置がピックしやすいかに応じ
て、適切な方法を選択します。

Tekla Structures では、作成した点は、常に、作業平面座標系に基づいて配置されま
す。デフォルトでは、ビュー平面内の点は青く表示され、作業平面外の点は赤く表
示されます。点プロパティで点の色を変更できます。

線上への点の作成
2 点で定義された線に沿って等間隔に点を作成できます。

1. [編集] タブで 点 --> 線上 をクリックします。 

[分割点] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 作成する点の数を指定します。

3. [OK] をクリックします。

4. 線の始点をピックします (1)。

5. 線の終点をピックします (2)。

平面上への点の作成
モデル内の目的の領域に複数の点を等間隔に作成できます。ピックした原点位置
を基準として点が作成されます。

点列は、現在の作業平面を基準とする長方形 XY (Z) パターンの複数の点から成り
ます。点列のパターンは、点の X、Y、および Z 座標によって定義されます。X 座
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標と Y 座標は、作業平面上の点の間の相対距離になります。Z 座標は、作業平面に
対して垂直な絶対距離になります。

1. [編集] タブで 点 --> 平面上 をクリックします。 

[点列] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 点列に含まれる点の座標を定義します。 

点列の方向は、正または負の値で定義します。

点列の原点となる点を示すには、行の先頭に 0 を使用します。複数の値を指定
する場合はスペースで区切ります。

3. ビューで点列の原点をピックします。 

原点は、[点列] ダイアログ ボックスで定義することもできます。

4. [OK] をクリックします。

2 点に平行な点の作成
ピックした 2 点間の線に平行なオフセット点を作成できます。

1. [編集] タブで 点 --> 平行点 をクリックします。 

[点作成] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 点を作成する間隔を指定します。 

複数ペアのオフセット点を作成する場合は、複数の値をスペースで区切って入
力します。

3. [OK] をクリックします。

4. 線の始点をピックします (1)。

5. 線の終点をピックします (2)。 

始点と終点のピック順によって、新しい点のオフセット方向が定義されます。

始点から終点を見たときに、ピックした 2 点の左側に Tekla Structures によって
新しい点が作成されます。[点作成] ダイアログ ボックスに負の値を入力する
と、ピックした点の右側に Tekla Structures によって点が作成されます。

点をピックすると、Tekla Structures によってオフセット方向が矢印で示されま
す。

たとえば、[点作成] ダイアログ ボックスに「500 500」と入力すると、ピッ

クした点から 500 mm 離れた位置に第 1 ペアの新しい点が作成され、第 1 ペア
の点から 500 mm 離れた位置に第 2 ペアの点が作成されます。
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2 点の延長線に沿った点の作成

1. [編集] タブで 点 --> 延長点 をクリックします。 

[点作成] ダイアログ ボックスが開きます。

2. 点を作成する間隔を指定します。 

複数の値を指定する場合はスペースで区切ります。

3. [OK] をクリックします。

4. 線の始点をピックします (1)。

5. 線の終点をピックします (2)。 

たとえば、[点作成] ダイアログ ボックスに「500 100 100」と入力すると、

第 1 点が線の終点から 500 mm 離れた位置に作成され、第 2 点と第 3 点がそれ
ぞれ 100 mm の間隔で作成されます。

ヒント 始点と終点の間に点を作成するには、[点作成] ダイアログ ボックスに負の値を入
力します。
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線上への垂点の作成
選択した線またはその延長線上に垂点を作成できます。

1. [編集] タブで [点 --> 線上の垂点 ] をクリックします。

2. 線上の第一点をピックします (1)。

3. 線上の第二点をピックします (2)。

4. 垂点をピックします (3)。

中心点と円弧点を使用した円弧上への点の作成
円弧上に点を作成できます。

1. [編集] タブで 点 --> 中心点と円弧点を使用した円弧上の点 をクリックしま
す。 

[円弧上の点] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [角度] または [距離] を選択し、円弧上の点の間の角度または距離を入力しま
す。 

角度の値は、度単位で入力します。

複数の角度/距離の値を指定する場合は、スペースで区切ります。

3. [OK] をクリックします。

4. 中心点をピックします。

5. 円弧の始点をピックします。 

Tekla Structures によって始点から反時計回りに円弧上の点が作成されます。
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円弧上の 3 点を使用した円弧上への点の作成
円弧の延長として点を作成できます。

1. [編集] タブで 点 --> 円弧上の 3 点を使用した円弧上の点 をクリックします。 

[円弧上の点] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [角度] または [距離] を選択し、円弧上の点の間の角度または距離を入力しま
す。 

角度の値は、度単位で入力します。

複数の角度/距離の値を指定する場合は、スペースで区切ります。

3. [OK] をクリックします。

4. 円弧上の 3 点をピックします (1 ～ 3)。

円と線の接点の作成

1. [編集] タブで [点 --> 円と線の接点 ] をクリックします。

2. 円の中心点をピックします (1)。

3. 円上の点をピックして半径を定義します (2)。

4. 接線の終点をピックします (3)。

5. Tekla Structures によって接点を作成する側をピックして指定します (4)。
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(1):接点

任意の位置への点の作成

注 スナップ スイッチ (86 ページ)によってピックできる位置が決まります。

一時的な参照点や数値スナップを使用して、既存の角または点から指定した距離離
れた位置に点を作成することもできます。

1. [編集] タブで [点 --> 任意の位置 ] をクリックします。

2. 2 つの部材縁端の交点をピックするか (1)、または部材の角をピックします (2)。

ボルト中心点の作成
ビュー平面上の単一のボルトおよびボルト グループのボルトの中心に点を作成す
ることができます。

1. [編集] タブで [点 --> ボルト中心点 ] をクリックします。

2. ボルトまたはボルト グループを選択します。

2 つの線の交点の作成

1. [編集] タブで [点 --> 2 つの線の交点 ] をクリックします。
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2. 初の線の始点をピックします (1)。

3. 初の線の終点をピックします (2)。

4. 2 番目の線の始点をピックします (3)。

5. 2 番目の線の終点をピックします (4)。

平面と線の交点の作成

1. [編集] タブで [点 --> 平面と線の交点 ] をクリックします。

2. 3 点をピックして平面を定義します。

3. 線の第一点をピックします。

4. 線の第二点をピックします。

部材と線の交点の作成
線が部材表面と交差する位置に点を作成できます。

1. [編集] タブで [点 --> 部材と線の交点 ] をクリックします。

2. 部材を選択します。

3. 線の第一点をピックします。

4. 線の第二点をピックします。

円と線の交点の作成

1. [編集] タブで [点 --> 円と線の交点 ] をクリックします。

2. 円の中心点をピックします (1)。

3. 円上の点をピックして半径を定義します (2)。

4. 線上の第一点をピックします (3)。

5. 線上の第二点をピックします (4)。
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(1):新しい点

2 つの部材軸の交点の作成
2 つの部材の軸が交差する点を作成し、 初に選択した部材の軸上にこの点を投影
できます。

1. [編集] タブで [点 --> 2 つの部材軸の交点 ] をクリックします。

2. 第一部材を選択します (1)。

3. 第二部材を選択します (2)。 

Tekla Structures によって、 初の部材軸に点が投影されます。

点のインポート

注 このセクションは、上級ユーザーを対象としています。

点インポート (8) コンポーネントを使用して、現在開いている Tekla Structures
モデル内の特定の位置に点をインポートできます。点座標をテキスト ファイ
ル内に指定しておく必要があります。他のソフトウェア パッケージで生成し
たテキスト ファイルを使用できることもあります。

1. ポイント インポート ファイルを作成します。

a. それぞれの点の単線で構成されるテキスト ファイルを作成します。 
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直線上の 3 点座標を区切るには、カンマまたはタブを使います。例:
100,500,1000
300,700,1500

b. ファイルを保存します。

注 インポート処理中、Tekla Structures では、タブまたはカンマで区切られた
有効な値で構成されていないインポート ファイル内の行はすべて無視さ
れます。

2. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

3. 「点」と [ 検索... ] ボックスに入力します。

4. [点インポート (8)] をクリックします。

5. ASCII ファイルの名前を入力します。 

フルパスおよびファイル名拡張子 (.txt など) を含めます。パスを指定しな

い場合、Tekla Structures によって現在のモデル フォルダーからファイルが検索
されます。

6. インポートする点の原点を、座標によって定義します。

7. [作成] をクリックします。

点プロパティ
[点] プロパティを使用して、点のプロパティを表示および変更します。

プロパティ パネル レイアウトをカスタマイズ (229 ページ)した場合は、プロパテ
ィのリストが異なる場合があります。

設定 説明

一般

色 点の色を変更します。

点の色を変更した場合、次に点を作成す
るときには変更した色が適用されない
ことに注意してください。点はデフォ
ルトの色を使用して作成されます。

位置

X
Y
Z

点のローカル (作業平面) および全体座
標の X、Y、Z 座標。点の正しい位置を
示します。
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ヒント 表示設定の調整 (639 ページ) で点のサイズを変更できます。
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3 モデル オブジェクトの表示方法
の調整

さまざまな方法で、モデル オブジェクトの表示方法を調整できます。

• パーツとコンポーネントのレンダリングを変更し、オブジェクト表面またはオ
ブジェクトのアウトラインをビューに表示するかどうかを選択するには、「部材
およびコンポーネントのレンダリングの変更 (635 ページ)」を参照してくださ
い。

• 一般的な表示設定を変更するには、「表示設定の調整 (639 ページ)」を参照し
てください。

• 「部材表示を変更して、正確表示または高精度で部材を表示する (642 ページ)」
で説明されているように、正確表示または高い精度で部材を表示するために、
部材表示を一時的に変更することができます。

• 「モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、または選択したモデル オブジ
ェクトのみを表示する (643 ページ)」で説明されているように、選択したオブ
ジェクトを一時的に非表示にしたり、選択したオブジェクトだけを表示したり
できます。

• モデル オブジェクトの色と透明度の変更に関する詳細説明は、「オブジェクト
表示を使用してモデル オブジェクトの色と透明度を変更する (647 ページ)」に
記載されています。

• 表示設定を定義するときに、モデル オブジェクトをさまざまな基準 (プロファ
イルなど) でグループ化し、1 つのオブジェクトとして処理できます (「オブジェ
クト表現およびフィルターでオブジェクト グループを使用する (653 ページ)」
を参照)。

3.1 部材およびコンポーネントのレンダリングの変更
モデルビューでの部材およびコンポーネントのレンダリングを簡単に変更するこ
とができます。

1. [表示] タブで [レンダリング] をクリックします。
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2. 部材またはコンポーネントに次のいずれかのレンダリング オプションを選択
します。 

オプション 説明 例

部材 ワイヤー
フレーム/コン
ポーネント ワ
イヤーフレー
ム

オブジェクトのアウトラインは
表示されますが、表面は表示さ
れません。オブジェクトが透明
に表示されます。

このワイヤーフレームの例で
は、コンポーネント オブジェク
トをソリッドとして表示してい
ます。

部材 半透明/コ
ンポーネント
半透明

オブジェクトのアウトラインが
表示されます。オブジェクトは
透明ですが、オブジェクトの表
面は半透明に表示されます。

DirectX レンダリングを使用し
ている場合、
XS_HATCH_OVERLAPPING_FA
CES_IN_DX を TRUE に設定す

ると、重なり合う表面が半透明
で表示されます。

このソリッドのワイヤーフレー
ム例では、コンポーネント オブ
ジェクトをソリッドとして表示
しています。

以下の DirectX レンダリング例
では、重なり合う表面が表示さ
れます。
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オプション 説明 例

部材 グレース
ケール/コンポ
ーネント グレ
ースケール

オブジェクトがグレースケール
で表示されます。

DirectX レンダリングを使用し
ている場合、
XS_HATCH_OVERLAPPING_FA
CES_IN_DX を TRUE に設定す

ると、重なり合う表面がグレー
スケールで表示されます。

以下の DirectX レンダリング例
では、重なり合う表面が表示さ
れます。
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オプション 説明 例

部材 ソリッド/
コンポーネン
ト ソリッド

オブジェクトの表面が表示され
ます。オブジェクトは不透明で
す。

DirectX レンダリングを使用し
ている場合、
XS_HATCH_OVERLAPPING_FA
CES_IN_DX を TRUE に設定す

ると、重なり合う表面が塗りつ
ぶしで表示されます。

以下の DirectX レンダリング例
では、重なり合う表面が塗りつ
ぶしで表示されます。

選択部材のみ
表示/選択コン
ポーネント部
材のみ表示

選択したオブジェクトが表示さ
れます。その他のオブジェクト
は、ほぼ完全に透明に表示され
ます。

このオプションは、大規模なモ
デルで干渉チェック結果を表示
する場合などに便利です。
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ヒン
ト

または、キーボードショートカット(部材の場合は Ctrl+1...5、コンポーネントの場
合は Shift+1...5)を使用して、レンダリングオプションを切り替えることもできま
す。

参照項目

表示設定の調整 (639 ページ)

モデル ビューのレンダリング モードの変更 (71 ページ)

3.2 表示設定の調整
表示設定を調整して、部材やその他のモデル オブジェクトをモデル ビューで表示
する方法を定義します。

[表示] 設定で、モデル オブジェクトの表示と表現を設定します。
モデル オブジェクトのタイプごとに、表示と表現を個別に定義できます。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] ボタンをクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きま
す。

3. チェック ボックスをオンまたはオフにして、ビューに表示するオブジェクト
を指定します。 モデル内オブジェクトとコンポーネント内オブジェクトのオ
ブジェクト表示を個別に指定できます。

4. 部材、ボルト、孔、溶接、補助平面、および鉄筋の表示オプションを選択しま
す。 

次のオプションを使用できます。

• 高速

• 正確

• 参照線 (部材のみ)

• 正確長孔 (孔のみ)

• 正確 - 溶接マークなし (溶接のみ)

5. 現場打ち (454 ページ)コンクリート構造を使用しており、現場打ちコンクリー
ト部材管理機能が有効 (453 ページ)の場合: 

a. [現場打ち] リストで、構造を [部材] として表示するか、[現場打ちコンク
リート] として表示するかを選択します。

b. 現場打ちコンクリート構造に [部材] を選択した場合は、その部材を [マー
ジ] して表示するか、[個別] で表示するかを選択します。
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6. ビューが選択されていることを確認します。

7. [変更] をクリックして変更内容を適用します。

注 モデルおよびコンポーネント内のオブジェクトの表示をすばやく変更するには、コン
テキスト ツールバーを使用します。ビューをクリックし、コンテキスト ツールバーの
目のアイコンを使用して、表示を設定します。

表示の設定
これらの設定の中には、システム パフォーマンスに影響するものもあることに留
意してください。

オプション 解説

設定

部材 部材を表示する方法を定義します。

[高速] では、内部の陰線は表示し、カッ
トは表示しない高速描画テクニックが
使用されます。既にモデリングされて
いる部材には、この設定は自動的には反
映されません。この設定をオンにした
場合、新しく作成された部材、および
[正確表示] コマンドを使用して表示さ
れている部材にのみ、高速表示モードが
適用されます。

[正確] では、カットは表示されますが、
部材の内部陰線は表示されません。

[参照線] では、部材が線状 (353 ページ)
で表示されます。モデル全体を表示し
たり、大きな部材を表示したりする場合
にこのオプションを使用すると、描画ス
ピードが大幅に向上します。

現場打ちのコンクリート構造は [現場打
ちコンクリート] として、または [部材]
として表示でき、後者は [マージ] または
[個別] で表示できます。詳細について
は、「現場打ちコンクリート構造の表示
(454 ページ)」を参照してください。

ボルト ボルトを表示する方法を定義します。

[高速] では、軸とボルト ヘッドを示すク
ロスが表示されます。このオプション
により、表示速度が大幅に向上し、シス
テム メモリの消費量が減少するため、ボ
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オプション 解説

ルトの表示にはこのモードを使用する
ことをお勧めします。

[正確] では、ボルト、ワッシャー、およ
びナットがソリッド オブジェクトとし
て表示されます。

孔 孔を表示する方法を定義します。

[高速] では、第一平面の円のみが表示さ
れます。このオプションを使用すると、
Tekla Structures で常に (ボルトの先頭か
ら数えて) 初の部材に高速の孔が表示
されます。部材に長孔がある場合は、長
孔は 初の部材 (その部材の孔が長孔で
ない場合でも) に表示されます。新しい
長孔には、(ボルトの先頭から数えて) 
初の長孔と同じサイズと回転が適用さ
れます。

部材の外にある孔は、常に高速の孔とし
て表示されます。

[正確] では、孔がソリッド オブジェクト
として表示されます。

[正確長孔] では、長孔のみが正確モード
で表示され、通常の孔は高速モードで表
示されます。

溶接 溶接を表示する方法を定義します。

[高速] では、溶接にシンボルが表示され
ます。

[正確] では、溶接がソリッド オブジェク
トとして表示され、溶接シンボルが表示
されます。溶接を選択すると、溶接マー
クが表示されます。

[正確 - 溶接マークなし] では、溶接を選
択すると、溶接がソリッド オブジェクト
として表示されますが、溶接シンボルや
溶接マークは表示されません。

詳細については、「溶接の表示・非表示
および表示設定の設定 (410 ページ)」を
参照してください。

補助平面 補助平面の表示方法を定義します。

鉄筋 鉄筋オブジェクトの表示方法を定義し
ます。

[高速] では、輪郭のポリゴンおよび斜線
を使用して、溶接金網の形状が表示され
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オプション 解説

ます。単体の鉄筋と鉄筋グループはソ
リッド オブジェクトとして表示されま
す。

[正確] では、鉄筋、鉄筋グループ、およ
び溶接金網がソリッド オブジェクトと
して表示されます。

詳細設定

部材マーク 「部材ラベルを使用して、部材情報を表
示する (367 ページ)」を参照してくださ
い。

点サイズ ビュー内での点のサイズと表示設定を
定義します。 と一緒に使用すると、ハン
ドルのサイズと表示設定にも影響しま
す。

[モデル] を指定すると、ポイントのサイ
ズはズームに合わせて大きくなります。
点とハンドルを 3D 立方体として表示し
ます。

[ビュー] を指定すると、ポイントのサイ
ズは大きくなりません。点とハンドル
を 2D の平面オブジェクトとして表示し
ます。

3.3 部材表示を変更して、正確表示または高精度で部材を表示す
る
表示設定で部材表示を 高速 に設定した場合でも、異なる表示オプションを使用し
て部材を一時的に表示できます。

部材の正確表示
部材の [高速] 表示オプションを使用している場合でも、[正確表示] コマンドを使用
して一時的に部材を正確に表示します。

1. 部材を選択します。

2. [クイック起動] に移動して、「部材の正確表示」と入力し、表示されたリスト

から [正確表示] コマンドを選択します。
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3. 正確表示で表示するビューをクリックします。

4. 正確表示を取り消すには、[表示] タブで  をクリックします。

高精度での部材の表示
高レベルの精度で一時的に部材を表示できます。これは、大きなモデルを確認す

る場合などに便利です。この機能を使用すると、モデル全体を [高速] または [正
確] 表示モードで表示しながら、個別の部材の詳細を表示できるからです。

1. 部材を選択します。

2. 右クリックして、Shift キーを押しながら、[正確表示] を選択します。 

Tekla Structures に、選択した部材が 高レベルの精度で表示されます。

3. 高精度での表示を解除するには、右クリックして [正確表示] を選択します。

(1) 通常表示モード

(2) 高精度モード

3.4 モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、または選択し
たモデル オブジェクトのみを表示する
モデル ビューを表示にしたり、非表示にしたり、または非表示のモデル オブジェ
クトと製品を一時的に表示したりできます。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 643 モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、また
は選択したモデル オブジェクトのみを表示する



モデル ビューで部材やその他のオブジェクトを非表示にする
モデル ビューで、選択した部材や他のオブジェクトを簡単に非表示にできます。
これは、たとえば一部の部材を非表示にして、その後ろの部材を確認したいときな
どに便利です。

1. 非表示にする部材またはオブジェクトを選択します。 

2. 右クリックして [非表示] を選択します。 

Tekla Structures に、非表示の部材を部材参照線として表示されます。

選択された部材を完全に非表示にするには、Shift キーを押しながらコマンド
を選択します。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 644 モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、また
は選択したモデル オブジェクトのみを表示する



選択されたオブジェクトが非表示になります。

3. 非表示の部材またはオブジェクトを再度表示するには、[表示] タブで  を
クリックします。 

または、ビューを右クリックし、[ウィンドウの再描画] を選択します。

モデル ビューで選択した部材またはその他のオブジェクトのみを
表示する
モデル ビューで個々の部材またはその他のオブジェクトを非表示にするかわり
に、どの部材を表示させておきたいかを定義できます。他のすべての非選択部材が
非表示になります。

1. 表示させておきたい部材またはオブジェクトを選択します。 

2. 右クリックして [選択オブジェクトのみ表示] を選択します。 

モデル オブジェクトの表示方法の調整 645 モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、また
は選択したモデル オブジェクトのみを表示する



Tekla Structures に、非選択部材がほぼ透明に表示されます。

ヒン
ト

非選択部材を完全に非表示にするには、Shift キーを押しながらコマン
ドを選択します。

非選択部材を部材参照線で表示するには、Ctrl キーを押しながらコマ
ンドを選択します。

3. 非選択部材またはオブジェクトを再度表示するには、[表示] タブで  をク
リックします。 

または、ビューを右クリックし、[ウィンドウの再描画] を選択します。

モデル ビューで製品オブジェクトとコンポーネント オブジェクト
を一時的に表示する
モデル ビューで一部の製品またはコンポーネントのオブジェクトが非表示になっ
ている場合でも、ある 1 つの製品またはコンポーネントのコンテンツを一時的に表
示できます。

これを 実行するには

製品のコンテンツを表示する 1. 製品、またはその製品に含まれる部
材を右クリックします。

2. [製品 --> 製品オブジェクト表示] を
選択します。

コンクリート部材の場合は、[製品
オブジェクト表示] を選択します。

Tekla Structures は製品の周囲にオレンジ
色ボックスを表示し、表示設定 (639 ペ
ージ)で非表示に定義されていても、そ
の製品に属するすべての部材、ボルト、

モデル オブジェクトの表示方法の調整 646 モデル オブジェクトを一時的に非表示にする、また
は選択したモデル オブジェクトのみを表示する



これを 実行するには

溶接、その他の詳細 (カットまたはフィ
ッティング以外) を表示します。

コンクリート部材の場合は、Tekla
Structures は、表示設定で非表示に定義
されていても、鉄筋、仕上げ材 (表面で
はなく) を表示します。

コンポーネントのコンテンツを表示す
る

1. [表示] タブで レンダリング --> コ
ンポーネントオブジェクトの表示
をクリックします。

2. コンポーネントを選択します。

Tekla Structures は、表示設定 (639 ペー
ジ)で非表示に定義されていても、その
コンポーネントに属するすべてのボル
ト、溶接、その他の詳細を表示します。

表示設定 (639 ページ)を再度適用し、製
品またはコンポーネントのオブジェク
トを再度非表示にします。

[表示] タブで  をクリックします。

3.5 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの色と透
明度を変更する
オブジェクト表示を使用して、モデル ビュー内のモデル オブジェクトの色や透明
度を設定したり、定義されたオブジェクト グループを使用することでモデルのカ
スタマイズ表示を作成したりできます。

オブジェクト表示の設定とオブジェクト グループを使用して、一部のモデル オブ
ジェクトのみが表示されるように定義したり、一部のモデル オブジェクトが特定
の色になるように定義したりできます。

オブジェクト表示の設定を開くには、[表示] タブで [オブジェクトの表示設定] をク
リックします。[オブジェクト表示] ダイアログ ボックスが開きます。

[オブジェクト表示] ボックスの設定を変更すると、すべてのモデル ビューに影響
することに留意してください。

次の画像は、透明性設定の異なる同じモデルを示しています。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 647 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



1. 標準色と透明性の設定

2. プロファイル名が IPE* または HEA* で始まる部材のみを表示した例

3. ユーザー定義情報 [架設予定日] が特定の日付に設定された部材を青色で表示
し、その他の部材は 90% 透明で表示した例

クラス プロパティを使用して、部材と鉄筋の色を変更する

オブジェクト表示設定 [クラス別カラー表示] および [表示] を使用して、部材と鉄
筋プロパティで部材と鉄筋の色の変更を有効にします。

1. オブジェクト表示の設定を開くには、[表示] タブで [オブジェクトの表示設定]
をクリックします。 [オブジェクト表示] ダイアログ ボックスが開きます。

2. ダイアログ ボックスで、 

• オブジェクト グループを [すべて] に設定

• 色を [クラス別カラー表示] に設定

• 透明度を [表示] に設定

これらの設定により、すべての部材と鉄筋は、部材と鉄筋プロパティにおける
そのクラス プロパティに従って色分けされます。

有効なクラス番号の範囲は 0 ～ 14 で、以下に示すようにそれぞれ異なる色で
表示されます。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 648 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



14 より上のクラス番号には、1 ～ 14 と同じ色が繰り返し使用されます。たと
えば、クラス番号が 2、16、30、44 などであれば、すべて赤色で表示されま
す。

3. 部材または鉄筋プロパティの部材または鉄筋の色を変更するには:

a. プロパティ ウィンドウの [クラス] ボックスで、新しいクラスを選択しま
す。

b. [変更] をクリックします。

または、コンテキスト ツールバーでクラス プロパティを変更することもでき
ます。

注 クラス番号を使用して、現場打ちコンクリート部材オブジェクト と打ち継ぎ のデフォ
ルトの色を定義することもできます。

オブジェクト グループの色と透明度の設定を定義する

1. [表示] タブで、[オブジェクトの表示設定] をクリックして、[オブジェクト表
示] ダイアログ ボックスを開きます。 

[クラス別カラー表示] 設定および [表示] 設定はデフォルトで有効になってい
ます。

2. 選択したオブジェクト グループの色と表示を定義するには、[行の追加] をク
リックします。

3. [オブジェクトグループ] リストからオブジェクト グループ (653 ページ)を選
択します。

4. [色] リストを使用して、オブジェクト グループの中のオブジェクトの色を定
義します。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 649 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



5. [透明性] リストを使用して、オブジェクト グループの中のオブジェクトの透
明性を定義します。

6. 追加する行ごとに手順 3 ～ 5 を繰り返します。

7. [上] ボタンおよび [下] ボタンを使用して、行の順序を変更します。 

行の読み取り順序は下から上です。オブジェクトが複数グループに属してい
る場合、オブジェクトに対して定義された色と透明度の設定を 上位の行が定
義します。

8. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

9. [名前を付けて保存] をクリックして、設定を保存します。

注 設定にグループ [All] が含まれていない場合、[変更]、[適用]、または [OK] をクリック
すると、Tekla Structures によってその行がリストの一番下に追加されます。

オブジェクト表示の色設定

オプション 説明

無変換 現在の色が使用されます。

オブジェクトが次の行で定義されてい
るオブジェクト グループのいずれかに
属している場合、その色は、対象のオブ
ジェクト グループがその行に対してな
された設定によって定義されます。

色 リストから色を選択します。

クラス別カラー表示 すべての部材は [クラス] プロパティに
より色分けされます。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 650 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



オプション 説明

ロット 異なるロットやフェーズに属している
部材は、ロット番号またはフェーズ番号
に従って異なる色で表示されます。

フェーズ

解析部材種別 解析部材クラスに従い部材を表示しま
す。

解析の安全率 解析結果に対する安全率で分けて部材
を表示します。

ユーザー定義情報 ユーザー定義情報の値に従って、部材を
異なる色で表示します。

オブジェクト表示の透明性設定

オプション 説明

無変換 現在の表示。

オブジェクトが、表示と色の設定が定義
されているオブジェクト グループに属
している場合、そのオブジェクト グルー
プから設定が読み込まれます。

表示 オブジェクトがビュー内に表示されま
す。

50% 透明 オブジェクトはビュー内で透明です。

70% 透明

90% 透明

非表示 オブジェクトはビュー内に表示されま
せん。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 651 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



オブジェクト表示でオブジェクト グループに独自の色を定義する

色のプロパティが十分でない場合は、独自の色を定義できます。

1. [表示] タブで、[オブジェクトの表示設定] をクリックして、[オブジェクト表
示] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [オブジェクトグループ] リストからオブジェクト グループを選択します。

3. [色] リストで、[色の選択...] を選択します。

4. 以下のいずれかの操作を行います。 

• [基本色] パレットで目的の色をクリックします。

• [カスタム色の定義] をクリックし、独自の色を作成します。

a. カラー ウィンドウで目的の色をクリックします。

b. 右側のカラー バーを使用して色の濃さを定義するか、正確な RGB 値
を入力します。

c. [カスタム色の追加] をクリックします。

d. [カスタム色] パレットで、目的の色をクリックして選択します。

5. [OK] をクリックします。

6. [上書き保存] をクリックして変更を保存します。 

モデル オブジェクトの表示方法の調整 652 オブジェクト表示を使用してモデル オブジェクトの
色と透明度を変更する



[オブジェクト表示] ダイアログ ボックスを次回開いたときに、[色] リストに前
回定義した色が 大 10 色まで表示されます。カスタマイズした色は、破線の
上側に表示されます。

オブジェクト グループに設定した色に関する情報は、
[used_custom_colors.clr] ファイルに保存されます。このファイルは、現在の

モデルの [\attributes] フォルダにあります。

[カスタム色] パレットに追加した色に関する情報は、モデルディレクトリの
[xs_user.xxx] ファイル (xxx はユーザー名) に保存されます。

オブジェクト表示設定を別のモデルにコピーする

1. コピーする設定を選択します。 

作成した設定は現在のモデルの [\attributes] フォルダにあり、ファイル名

拡張子は .rep です。

2. 設定をコピーする場所を選択します。 

• 別のモデルで使用できる設定にするには、設定を目的のモデルの
[\attributes] フォルダにコピーします。

• 設定をすべてのモデルで使用するには、詳細設定 または で定義されている
プロジェクト フォルダまたは企業フォルダに設定をコピーします。

3. Tekla Structures を再起動します。

[\attributes] フォルダ内の設定を削除する場合は、.rep ファイルを選択して

Delete キーを押します。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 653 オブジェクト表現およびフィルターでオブジェクト
グループを使用する



3.6 オブジェクト表現およびフィルターでオブジェクト グルー
プを使用する
オブジェクト グループでは、オブジェクトは一連のルールと条件によってグルー
プ化されます。オブジェクト グループを使用して、モデル ビューでモデル オブジ
ェクトの透明度と色分けを制御し、フィルタでは表示されるオブジェクトや選択で
きるオブジェクトを定義します。

オブジェクト グループが使用される場所

オブジェクト グループとは、選択したプロパティと条件に基づいてオブジェクト
をグループ化できるルールのセットのことです。

オブジェクト グループを使用する場所と目的

• オブジェクト表現: すべてのビューでモデル オブジェクトの透明度と色分けを
制御する

• モデル表示フィルター (174 ページ): 選択したビューに表示するオブジェクト
を定義する

• 選択フィルター (177 ページ): どのオブジェクトを選択できるかを定義する

• オーガナイザー: カテゴリーの内容をフィルター処理する

• 進捗状況の表示: 特定の期間中のモデル オブジェクトのステータスを確認する

オブジェクト グループの目的ごとに、異なるオブジェクト グループ ファイルを使
用します。オブジェクト グループ ファイルは、現在のモデルの attributes フォ

ルダーに保存されます。

オブジェクト グループ ファイル名拡張子

オブジェクト グループ - 表現 .PObjGrp
オブジェクト グループ - ビュー フィル
ター

.VObjGrp

オブジェクト グループ - 選択フィルタ
ー

.SObjGrp

オブジェクト グループ - オーガナイザ
ー

.OrgObjGrp

オブジェクト表現のオブジェクト グループを作成する

1. [表示] タブで、[オブジェクトの表示設定] をクリックして、[オブジェクト表
示] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [オブジェクトグループ...] をクリックして、[オブジェクトグループ - 表現] ダ
イアログ ボックスを開きます。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 654 オブジェクト表現およびフィルターでオブジェクト
グループを使用する



3. [保存/読込] リストから既存のオブジェクト グループを選択して変更したバー
ジョンを作成するか、既存の設定を使用せずにゼロから始める場合は [新しい
フィルター] をクリックします。

4. [行の追加] をクリックするか、引き続き既存の行で設定を変更します。

5. [カテゴリー]、[プロパティ]、および [条件] の各リストからオプションを選択
します。 

フィルタリングと同じオブジェクト プロパティ (186 ページ)と方法 (182 ペー
ジ)を使用できます。

6. [値] リストに値を入力するか、モデルから値を選択します。 

値には、プロファイル名 UC310*97 のように、完全な文字列を使用できます。

不完全な文字列をワイルドカード (204 ページ) と一緒に使用することもでき
ます。たとえば、UC* という値を使用すると、プロファイル名が UC* という

文字で始まるすべての部材に一致します。値が空の場合、空のオブジェクト
プロパティに一致します。

複数の値を使用する場合は、空白で各文字列を区切る必要があります (例: 12
5)。値が複数の文字列で構成されている場合は、値全体を引用符で囲むか (例:
"custom panel")、スペースを疑問符で置き換えます (例: custom?panel)。

7. [かつ/また (AND/OR)] オプションと括弧 (182 ページ) を使用して、複数の行ど
のように連動するかを定義します。

8. 行の 初の列にあるチェック ボックスをオフにすると、ルールを削除せずに
ルールを一時的に無効にすることができます。ルールを再度有効にするには、
チェック ボックスをオンにします。

9. [名前を付けて保存] ボタンの横にあるボックスに一意の名前を入力します。

10. [名前を付けて保存] をクリックしてオブジェクト グループを保存します。

オブジェクト グループ - 表示設定

[オブジェクトグループ - 表現] ダイアログ ボックスでオブジェクト グループを作
成する場合、フィルター処理と同じオブジェクト プロパティおよびテクニックを
使用できます。次の表では、オプションを簡潔に説明します。詳細については、「フ
ィルターに使用するオブジェクト プロパティ (186 ページ)」と「フィルター テク
ニック (182 ページ)」を参照してください。

列 説明

チェック ボックス ルールに行を含める場合は、このチェック ボックスを
オンにします。デフォルトでは、新しい行は無効にな
っています。

括弧 入れ子になったルールを作成する場合は、括弧を使用
します。

モデル オブジェクトの表示方法の調整 655 オブジェクト表現およびフィルターでオブジェクト
グループを使用する



列 説明

カテゴリー ユーザー定義属性を使用する場合や、GUID に基づい
て選択フィルターを作成する必要がある場合などは、
[オブジェクト] カテゴリーを使用します。

プロパティ 使用可能なプロパティを選択します。すべてのユー
ザー定義属性も選択できます。

条件 数値、テキスト、および日付のプロパティはすべて、
条件のセットが異なります。

値 値を手動で入力することも、オブジェクトをクリック
してモデルから値を選択することもできます。

たとえば、[カテゴリー] として [部材] を選択し、[プ
ロパティ] として [名前] を選択した場合に、モデル内
の部材クリックすると、オブジェクト グループ ルー
ルでその [名前] プロパティが取得されます。

かつ/また (AND/OR) 複数行を持つルールを作成する場合は、[かつ/また
(AND/OR)] 列を使用します。

空のフィールドは、[かつ (AND)] オプションが選択さ
れている場合と同じです。

別のモデルへのオブジェクト グループのコピー

1. コピーするオブジェクト グループを選択します。 

作成したオブジェクト グループはモデルの \attributes フォルダーにあ

り、ファイル名拡張子は .PObjGrp です。

2. オブジェクト グループをコピーする場所を選択します。 

• オブジェクトグループを別のモデルで使用できるようにするには、そのフ
ァイルを目的のモデルの\attributesフォルダにコピーします。

• オブジェクト グループをすべてのモデルで使用するには、そのファイルを
詳細設定 または で定義されているプロジェクトまたは企業フォルダーに
コピーします。

3. Tekla Structures を再起動します。

\attributes フォルダー内のオブジェクト グループ ファイルを削除する場合

は、.PObjGrp ファイルを選択して Delete キーを押します。
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4 モデルの検証

さまざまなツールを使用して、モデルをチェックして表示したり、モデルにエラー
が含まれていないことを確認したりできます。

• モデル全体または選択したモデル オブジェクト内のオブジェクトをすばやく
検索するには、「モデル オブジェクトの検索 (657 ページ)」を参照してくださ
い。

• スナップショットを取得し、モデルの設計とビルド オプションを示すアニメー
ションを作成して、プレゼンテーションで使用するには、「モデルの表示
(660 ページ)」を参照してください。

• [ビュー：フライング] コマンドを使用してモデル内を移動するには、「モデルを
フライングする (669 ページ)」を参照してください。モデルで必要な詳細に焦
点を絞る必要がある場合は、「クリップ平面の作成 (671 ページ)」を参照して
ください。選択したビュー角度で部材を表示するには、「選択したビュー角度で
の、部材、コンポーネント、または製品の表示 (672 ページ)」を参照してくだ
さい。

• 「オブジェクトプロパティの照会 (673 ページ)」に記載されているように、さ
まざまな [情報] コマンドを使用して、モデル オブジェクトに関する特定の情報
を取得します。

• 「オブジェクトの測定 (679 ページ)」に記載されているように、[寸法測定] コマ
ンドを使用して、距離などを測定します。

• モデル内で干渉するオブジェクトを検索するには、「干渉の検出 (682 ページ)」
を参照してください。

• モデル内の不一致をチェックするには、選択した部材または製品を比較したり、
ログ ファイルにソリッド エラーを表示したり、または、モデルを診断、修復し
てエラーをチェック、修復したり、遠くのオブジェクトを見つけたりすること
ができます。詳細については、「部材または製品の比較 (695 ページ)」、「ソリ
ッド エラーの確認 (695 ページ)」、「モデルのエラー チェックの修復 (696 ペー
ジ)」、「遠いオブジェクトの検索 (698 ページ)」を参照してください。
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4.1 モデル オブジェクトの検索
[モデル検索] ツール バーを使用して、モデル全体または選択したモデル オブジェ
クト内のオブジェクトをすばやく検索できます。

モデル内で検索を実行すると、 Tekla Structures は検索語がプロパティ値に含まれる
オブジェクトを検索し、プロパティ値が一致するオブジェクトをハイライトして選
択します。Tekla Structures によって以下のオブジェクトが検索され、表示されたオ
ブジェクト プロパティが一致しているかがチェックされます。

• 部材とアイテム: 名前、プロファイルまたは形状、材質、部材マーク番号、製品
マーク番号、またはキャスト ユニット マーク番号、GUID

• 現場打ちコンクリート: 打設タイプ (現場打ちコンクリート管理機能が有効
(453 ページ)になっている場合)

• 鉄筋: 名前、等級、マーク番号、キャスト ユニット マーク番号、GUID

• 仕上げ材:名前、GUID

• コンポーネント: 名前、番号 ([オブジェクト情報] ダイアログ ボックスに表示)、
GUID

• 製品: 名前、製品マーク番号、GUID

• キャスト ユニット: 名前、キャスト ユニット マーク番号、GUID

• 現場打ちコンクリート ユニット: 名前 (現場打ちコンクリート管理機能が有効
になっている場合)

• その他すべてのオブジェクト: GUID

検索語では、次のワイルドカード (204 ページ)を使用できます。*、?、[ ] を使用で
き、完全一致の場合は " " で指定します。

検索語には、複数の単語を使用できます。オブジェクトのプロパティ値にこれらす
べての単語が含まれている場合は、Tekla Structures によってそのオブジェクトが検
索されます。

検索語に単語が 1 つしかない場合は、Tekla Structures によってプロパティ値にその
単語が含まれているすべてのオブジェクトが検索されます。たとえば、検索語

「Plate」を使用すると、名前が「Plate」または「End plate」のオブジェクト

が検索されますが、「Plate1」という名前のオブジェクトは検索されません。

検索語を " " で囲むと、 Tekla Structures は完全一致するものだけを検索します。た
とえば、「"end plate"」と指定すると、「Stiffened end plate」または「Two
sided end plate」という名前のオブジェクトは検索されません。

検索では大文字小文字は区別されないため、小文字と大文字の両方を使用できま
す。たとえば、検索語が「beam」と「BEAM」の場合では、同じ検索結果が得られ

ます。

モデルの検証 658 モデル オブジェクトの検索



[製品の選択] 選択スイッチ (137 ページ)がアクティブの場合、Tekla Structures
は名前または位置番号が一致する製品、キャスト ユニット、および現場打ちコン
クリート ユニットを検索します。それ以外の場合は Tekla Structures は、プロパテ
ィ値が一致する他のオブジェクトを検索します。その他の選択スイッチは、検索結
果には影響しません。

モデル全体を検索する
モデル全体で検索を実行すると、Tekla Structures では、検索条件にプロパティ値が
一致する非表示のオブジェクトも検索されます。

1. 現場打ちコンクリート管理機能を有効 (453 ページ)にし、現場打ちコンクリー
ト部材または現場打ちコンクリート ユニットを検索する場合は、現場打ちコ
ンクリート ビュー (454 ページ)が使用されていることを確認します。

2. [モデル検索] ツール バーで、ボックスに検索語を入力します。 

ワイルドカード *、?、[ ]、を使用でき、完全一致の場合は " " で指定します。

3.  をクリックするか、Enter キーを押します。

Tekla Structures は、検索条件にプロパティ値が一致するモデル オブジェクトをハイ
ライトして選択し、プロパティ パネルでオブジェクト プロパティを表示します。

選択したモデル オブジェクト内のみを検索

1. 検索するオブジェクトを選択します。 

範囲選択、または特定のオブジェクトの焦点を絞ることができるフィルター
(170 ページ)を使用できます。

2. [モデル検索] ツール バーで、ボックスに検索語を入力します。 

ワイルドカード *、?、[ ]、を使用でき、完全一致の場合は " " で指定します。

3.  をクリックします。

Tekla Structures は、検索条件にプロパティ値が一致するモデル オブジェクトをハイ
ライトして選択し、プロパティ パネルでオブジェクト プロパティを表示します。

検索結果の確認
これらのヒントは、検索結果と選択したモデル オブジェクトを確認する場合に役
立ちます。

• 検索条件にプロパティ値が一致しないモデル オブジェクトを非表示にするに
は、次のいずれかの操作を行います。

• 一致するオブジェクトのみを表示するには、Ctrl+5 を押します。

モデルの検証 659 モデル オブジェクトの検索



• 一致するコンポーネント オブジェクトのみを表示するには、Shift+5 を押し
ます。

• 右クリックして [] (645 ページ) を選択します。

• 検索を絞り込むには、ネストされた検索を行うことができます。 初の検索結

果オブジェクトを選択したままにし、  をクリックして、選択しているオブ
ジェクト内の検索を実行します。

• 一致するオブジェクトをリストとして確認するには、オーガナイザーを使用し
ます。オブジェクト ブラウザーが選択したオブジェクトをリスト表示し、その
プロパティを列で表示します。

• 選択したオブジェクトを確認したり、プロパティを変更する (110 ページ)には、
プロパティ パネルを使用します。

モデル検索ツールバーの表示/非表示
デフォルトでは、[モデル検索] ツールバーが表示され、Tekla Structures のメイン ウ
ィンドウの下部に配置されています。

ツール バーが表示されない場合、以下のいずれかの操作を行います。

• [ファイル] メニューに移動し、[設定] をクリックして、[ツールバー] リストで
[モデル検索ツールバー] チェックボックスをオンにします。

• [クイック起動] に移動し、「ツールバー」と入力して、リストに表示される [モ
デル検索ツールバー] チェック ボックスをオンにします。

[モデル検索] ツール バーを非表示にするには、[ ファイル --> 設定 --> ツールバー ]
で、または [クイック起動] を使用して、[モデル検索ツールバー] チェック ボック
スをオフにします。

4.2 Trimble Connect ソリッドビューアを使用してモデルを視覚
化する
Trimble Connect ソリッドビューアでは、開いている Tekla Structures 3D モデルの基
本レンダリングが作成されます。スナップショットを取得したり、モデルの設計と
ビルド オプションを示すアニメーションを作成するには、Trimble Connect ソリッ
ドビューアを使用します。スナップショットとアニメーションはプレゼンテーシ
ョンに使用できます。

Trimble Connect ソリッドビューアには Tekla Structures から直接アクセスできます。
Trimble Connect ソリッドビューア コマンドは、[表示] タブにあります。

すべてのモデル オブジェクトの表示

1. [表示] タブで、[ビューア] の下側の矢印をクリックします。
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2. メニューで、  [すべてを表示] を選択します。

Trimble Connect ソリッドビューアでモデル全体のレンダリングが開きます。

Tekla Structures モデル ビューに表示されていない部材もレンダリングされること
に注意してください。

選択したモデル オブジェクトの表示

1. 表示するオブジェクトを選択します。

2. [表示] タブで、[ビューア] の下側の矢印をクリックします。

3. メニューで、  [選択対象の表示] を選択します。

Trimble Connect ソリッドビューアで選択したモデル オブジェクトのレンダリング
が開きます。

Trimble Connect ソリッドビューアの材質マッピングの変更
デフォルトでは、Trimble Connect ソリッドビューアは、Tekla Structures で使用され
ている材質を Trimble Connect ソリッドビューアの材質カタログで使用されている
材質タイプにマッピングしようとします。材質タイプ マッピングを手動で設定し
て、Trimble Connect ソリッドビューアでの材質の表示方法を定義することもできま
す。

現在、Tekla Structures の材質は、Trimble Connect ソリッドビューアの次の事前定義
された材質タイプにマッピングできます。

• アスファルト

• コンクリート

• 濃色砂利

• デフォルト: オブジェクトをつや消し白の材質でレンダリングする

• ガラス

• 芝生

• 地面

• 淡色砂利

• 鋼材

• 材木

• 水

Trimble Connect ソリッドビューアでは、現在、オブジェクトの材質タイプのレンダ
リングのみが可能です。材質仕上げのレンダリングを行うことはできません。つ
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まり、Trimble Connect ソリッドビューアでは、塗装または他の仕上げは表示されま
せん。

Trimble Connect ソリッドビューアで使用される材質タイプのマッピングを手動で
設定するには、次のようにします。

1. Tekla Structures の [表示] タブで、[ビューア] の右側にある矢印をクリックしま
す。

2. メニューで、  [ソリッド ビューアの材質タイプ マッピング] を選択します。

3. [ソリッドビューアの設定] ダイアログ ボックスで、Tekla Structures の関連する
材質の右側に表示されるリストで目的の材質タイプ マッピング オプションを
選択します。 

オプションを空白のままにすると、Tekla Structures クラスの色はプラスチック
に似た材質としてレンダリングされます。空白オプションを使用すると、構造
設計の特徴を伝えるためにクラスの色を表示する必要がある場合に便利です。

4. [OK] をクリックして、材質タイプ マッピングを更新します。

5. 材質タイプ マッピングを XML ファイルとして保存するには、次のいずれかの
操作を行います。 

目的 操作

材質マッピングをモデル
フォルダーに保存する

• Trimble Connect ソリッドビューアに材質マッピン
グをモデルに保存するかどうかを確認するメッセ
ージが表示されたら、[はい] をクリックします。

材質タイプ マッピングが \attributes フォルダー

の下のモデル フォルダーに保存されます。ファイル
名は VisualizerMaterials.xml です。

材質タイプ マッピングは、Tekla Model Sharing または
マルチユーザー モードを使用してモデルを編集する
ユーザーを含む、モデルのすべてのユーザーに対して
保存されます。

材質マッピングをローカ
ル アプリケーション デー
タに保存する

a. Trimble Connect ソリッドビューアに材質マッピ
ングをモデルに保存するかどうかを確認するメ
ッセージが表示されたら、[いいえ] をクリックし
ます。

材質タイプ マッピングは、\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Trimble Connect Visualizer フ
ォルダーに保存されます。ファイル名は
VisualizerMaterials.xml です。

材質タイプ マッピングは、現在取り組んでいるすべて
のプロジェクトに適用されるようになります。
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Trimble Connect ソリッドビューアでの作業
Trimble Connect ソリッドビューアでスナップショットを取得したりアニメーショ
ンを作成する前に、モデルをズーム、ドラッグ、パンして目的のビューを取得でき
ます。シーン設定を調整して、シーンの輝度や太陽の位置などを制御することもで
きます。

レンダリングされたモデルのズーム、回転、またはパン

• 以下のいずれかの操作を行います。 

目的 操作

ズームイン 以下のいずれかの操作を行います。

• マウス ホイールを奥側に回す。

• キーボードで W キーを押す。

ズームアウト 以下のいずれかの操作を行います。

• マウス ホイールを手前側に回す。

• キーボードで S キーを押す。

モデルの回転 1. モデルを回転する点にマウス ポインターを合わ
せます。

2. マウスの左ボタンを押したままにします。

3. マウスの左ボタンでモデルをドラッグします。

キーボードの矢印キーを押してモデルを回転させる
こともできます。

モデルのパン 1. マウスの中ボタンを押したままにします。

2. マウスの中ボタンでモデルをドラッグします。

キーボードの A キーと D キーを押してモデルをパン
することもできます。

シーンの調整

Trimble Connect ソリッドビューアでは、次のシーン設定を変更できます。

• 使用中のスカイボックスまたは背景、およびその回転

• 太陽の位置

• シーンの輝度

• 地上面の表示・非表示と位置

1.  を Trimble Connect ソリッドビューア サイド パネルでクリックします。

2. 以下のいずれかの操作を行います。 
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目的 操作

スカイボックスを変更す
る

現在使用中のスカイボックスは青でハイライトされ
ます。スカイボックスを変更するには、次のようにし
ます。

• Trimble Connect ソリッドビューアの上部にあるス
カイボックス セレクターで別のスカイボックスを
クリックします。

独自のイメージをスカイボックスとして使用するこ
ともできます。すべてのスカイボックス イメージの
比率は 2:1 にしなければならないことに注意してくだ
さい。スカイボックスを C:\Users\<user>
\Pictures\TrimbleConnectVisualizer
\Skyboxes フォルダーに保存します。スカイボック

スは、次回 Trimble Connect ソリッドビューアを開くと
きにスカイボックス セレクターで利用可能になりま
す。

スカイボックスを回転す
る

• Trimble Connect ソリッドビューアの上部にある回
転スライダーを動かします。

 をクリックして、スカイボックスの位置と太陽の
方向をロックできます。太陽の方向とスカイボック
スの位置をロックした後に回転スライダーを動かし
て、太陽の方向スライダーを同じ量だけ動かすことも
できます。

シーンの輝度を調整する • 右上隅の輝度スライダーを動かします。

太陽の位置を調整する 以下のいずれかの操作を行います。

• 太陽の方向を変更するには、左上隅の太陽の方向
スライダーを動かします。

 をクリックして、太陽の方向とスカイボックス
の位置をロックできます。太陽の方向とスカイボ
ックスの位置をロックした後に回転スライダーを
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目的 操作

動かして、太陽の方向スライダーを同じ量だけ動
かすこともできます。

• 水平線からの太陽の高さを変更するには、レンダ
リングされたモデルの左側にある太陽の高さスラ
イダーを動かします。

地上面の表示・非表示を切
り替える

• 地上面の表示・非表示を切り替えるには、レンダ

リングされたモデルの左側にある  をクリッ
クします。

地上面がオンになっている場合、  ボタンの下にス
ライダーが表示されます。スライダーを動かして、地
上面の高さを調整できます。

スナップショットの取得と表示

1. 必要に応じてモデルとシーンの位置を調整します。

2. Trimble Connect ソリッドビューア ウィンドウの左上隅にある  をクリッ
クします。
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Trimble Connect ソリッドビューアは、レンダリングされたモデルの現在のビューの
スナップショットを取得します。スナップショットは C:\Users\<username>
\Pictures\TrimbleConnectVisualizer フォルダーに保存されます。

C:\Users\<username>\Pictures\TrimbleConnectVisualizer フォルダ

ーを開いて取得したスナップショットを表示するには、Trimble Connect ソリッドビ

ューア ウィンドウの左上隅にある  をクリックします。

アニメーションの作成

レンダリングされたモデルのさまざまなビューを結合して、さまざまな角度からモ
デルを表示するアニメーションを作成できます。次の操作を行います。

1.  を Trimble Connect ソリッドビューア のサイド パネルでクリックします。

2. 以下のいずれかの操作を行います。 

目的 操作

ビューを追加する a. モデルを移動して、使用するビューを取得しま
す。

b. ビューの下側にあるツールバーで + をクリック
します。

手順 a ～ b を繰り返して、すべての必要なビューを作
成します。

複数のビューを追加する場合、あるビューの後ろに新
しいビューを追加するには、そのビューの右側の + を
クリックする必要があります。同様に、あるビューの
前に新しいビューを追加するには、そのビューの左側
の + をクリックします。
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目的 操作

アニメーションからビュ
ーを削除する

• ビューの右上隅にある [閉じる] ボタン (X) をクリ
ックします。

ビューの時間間隔を設定
する

ビューの時間間隔はアニメーションの速度を決定し
ます。

• レンダリングされたモデルの下側にあるボックス

( ) に、目的の時間間隔を秒単位で入力し
ます。

アニメーションを再生ま
たは停止する

• アニメーションを再生するには、レンダリングさ

れたモデルの下側にあるツールバーで  をクリ
ックします。

• アニメーションを停止して 初のビューに戻るに

は、  をクリックします。

アニメーションを連続再
生する

アニメーションを停止せずに、ループで再生するよう
に選択できます。

a. レンダリングされたモデルの下側にあるツール

バーで  をクリックします。

b. アニメーションを再生するには、  をクリック
します。

アニメーションで太陽の
位置を固定する

太陽は、作成する各ビューで異なる位置に配置されま
す。太陽が移動するとアニメーションが不自然に見
えることがあるため、太陽の位置を固定すると便利で
す。

• レンダリングされたモデルの下側にあるツールバ

ーで  をクリックします。

3. アニメーションを保存するには、スクリーン レコーダー (Windows 10 の組み
込み無料スクリーン レコーダーなど) を使用します。 

詳細については、こちらをご覧ください。
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モデルの 初のビューに戻る

1.  を Trimble Connect ソリッドビューア のサイド パネルでクリックします。

モデルが、Trimble Connect ソリッドビューアを起動したときに開いていたビューに
戻ります。

全画面表示モードの開始または終了

1.  を Trimble Connect ソリッドビューア のサイド パネルでクリックします。

Trimble Connect ソリッドビューアのサイド パネルの表示/非表示の切り替
え

1.  を Trimble Connect ソリッドビューア サイド パネルの下部でクリックし
ます。

VR モードで Trimble Connect ソリッドビューアを使用する

Trimble Connect ソリッドビューアの VR モードでは、バーチャル リアリティ モー
ドに簡単に切り替えることができます。VR モードでは、キーボードまたはコンピ
ューターに接続されている Xbox One コントローラーを使用して移動できます。
VR モードでの移動は、歩く速度や走る速度を模倣します。

VR モードでは、OpenVR API が使用されます。このため、Trimble Connect ソリッ
ドビューアで VR モードを使用する場合は、いくつかの前提条件があります。

• OpenVR と互換性のある VR デバイスは、コンピューターに接続し、ハードウ
ェア ベンダーの指示に従って設定する必要があります。具体的には、HTC
Vive、Oculus Rift、Windows MR、および VarjoVR デバイスは、OpenVR と互換
性があります。

Trimble Connect ソリッドビューアの VR モードは、通常の 3D モードよりもレ
ンダリングが重い点に注意してください。デバイスの技術仕様で、Trimble
Connect ソリッドビューアの VR モードで作業するのに十分な容量がデバイス
にあるかどうかを確認します。詳細については、デバイスのベンダーに問い合
わせてください。

• Steam と SteamVR をダウンロードしてコンピューターにインストールする必
要があります。

1. Steam をダウンロードしてコンピューターにインストールします。

2. Steam アカウントを作成し、Steam にサインインします。

3. SteamVR パッケージをコンピューターにダウンロードします。
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4. SteamVR を起動して設定します。

Trimble Connect ソリッドビューアの VR モードで作業するために Steam にサイ
ンインする必要はありません。Steam を一度設定してから、ときどき更新のた
めにサインインするだけで十分です。

1. Trimble Connect ソリッドビューアのサイド パネルで  をクリックします。

2. VR モードで自由に移動します。 

VR モードでの移動に使用するデバイス 操作

キーボード キーボード コントロールは、通常の 3D
モードと同じです。

• 前に進むには、W キーを押します。

• 後ろに戻るには、S キーを押します。

• 左に移動するには、A キーを押しま
す。

• 右に移動するには、D キーを押しま
す。

• 上下に移動するには、Q キーと E キ
ーを押します。

• グローバルな垂直軸を中心に回転す
るには、X キーと Z キーを押します。

• 走る速度で移動するには、Shift キー
を押したままにします。

Xbox One コントローラー Xbox One コントローラーが Bluetooth
経由でコンピューターに接続されてい
る場合、次のコントロールを使用しま
す。

• ビュー方向を基準にビューワーを移
動するには、左スティックを使用し
ます。

• グローバルな垂直軸を中心に回転す
るには、右スティックを使用します。

• 上下に移動するには、左右のトリガ
ーを使用します。

• 走る速度で移動するには、左スティ
ックを押し続けます。

3D モードに戻るには、もう一度  をクリックします。
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4.3 モデルをフライングする
[ビュー：フライング] コマンドを使用すると、移動中に方向を変えたり速度を変え
たりしながら、モデル内を移動することができます。ビュー設定のフィールドを調
整することもできます。これは、狭いスペースでのフライング時に役立ちます。

1. ビューの投影を [3D] に変更します。

a. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックス
を開きます。

b. [投影] リストで、[3D] を選択します。

c. [変更] をクリックします。

2. 必要に応じて、ビュー設定のフィールドを調整します。 

値が大きいほど、モデルをフライングするときに部材間の距離が長く表示され
ます。

a. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 ] をクリックし、[ビュー（モ
デル）] カテゴリーに移動します。

b. 詳細オプション XS_RENDERED_FIELD_OF_VIEW を変更します。

c. [OK] をクリックします。

3. [表示] タブで、[ビュー：フライング] をクリックします。

4. ビューを選択します。 

マウスポインタの形状が、矢印および×の形に変わります。矢印は、現在のフ
ライングの方向を示します。

5. マウスをドラッグしてモデル内を移動します。 

• 前方へフライングするには、マウスポインタを前方に移動します。

• フライングの方向を変更するには、マウスを目的の方向にドラッグします。

遠くからモデルに近づくと、フライング速度は飛躍的に速くなります。

• 上または下に移動するには、Ctrl キーを押しながらマウスを前方または後
方にドラッグします。

• モデル内をフライングするカメラアングルを変更するには、マウスホイー
ルをスクロールします。

• カメラアングルの方向に向かってフライングするには、Shift キーを押した
まま、前方または後方にスクロールします。

6. フライングを中止するには Esc キーを押します。
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4.4 クリップ平面の作成
クリップ平面を使用すると、モデル上で確認が必要な詳細部に焦点を絞ることがで
きます。オブジェクト面を表示するいずれのモデルビューにも、クリップ平面を 6
つまで作成できます。

1. クリップ平面を作成する場合は、オブジェクト面を表示するモデル ビューを
使用していることを確認します。 

[表示] タブで、[レンダリング] をクリックし、次のいずれかのオプションを使
用します。

• [部材 グレースケール] (Ctrl+3)

• [部材 ソリッド] (Ctrl+4)

• [コンポーネント グレースケール] (Shift+3)

• [コンポーネント ソリッド] (Shift+3)

2. [表示] タブで、[クリップ平面]  をクリックします。

3. モデル オブジェクトの上にマウス ポインターを移動します。 

緑のシンボルは、クリップ平面を選択し、整列できるオブジェクト面を示しま
す。緑の線は、クリップされる縁を示します。例:

[スナップ] ツールバーでのスナップ デプス (85 ページ) の設定は、選択できる
オブジェクト面に影響することに注意してください。3D 空間全体でオブジェ
クト面を選択するには、スナップ デプスを [3D] または [自動] に設定します。

4. オブジェクト面を選択します。 

クリップ平面のシンボルがモデル内に表示されます。

5. 手順 4 を繰り返して、クリップ平面を必要なだけ作成します。

6. クリップ平面の作成を終了するには、Esc キーを押します。

7. クリップ平面を移動するには、クリップ平面のハサミのシンボルを選択して新
しい位置までドラッグします。 
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8. クリップ平面のハサミのシンボルをクリップ平面上の新しい位置に移動させ
るには、Shift キーを押しながらシンボルをドラッグします。 

この操作はクリップ平面を移動させず、はさみシンボルだけを移動させます。

9. 今後必要ない場合は、クリップ平面を削除できます。 

• 単一のクリップ平面を削除するには、クリップ平面のシンボルを選択して
Delete キーを押します。

• 開いているすべてのビューのすべてのクリップ平面を削除するには、[ 表
示 --> クリップ平面をすべて削除 ] をクリックします。

4.5 選択したビュー角度での、部材、コンポーネント、または製
品の表示
場合によっては、選択したビュー角度で部材、コンポーネント、または製品を確認
することが役立ちます。たとえば、コンクリート部材を補強する場合、鉄筋の間隔
を簡単に確認できます。

制限事項:
この [ビュー角度] オプションは、次の場所では使用できません。

• システム コンポーネント ディテール

• カスタム コンポーネント ディテール

• カスタム シーム

1. オブジェクトを選択します。

2. コンテキスト ツールバーで、  [ビュー角度] をクリックします。

3. 上面、背面、右面、下面、正面、または左面のビューを選択します。 
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Tekla Structures に、選択したビュー角度でオブジェクトが表示されます。必ず
しもオブジェクト全体が表示されるとは限らないことに注意してください。

部材の場合、ビュー角度は選択したオブジェクトの座標系を基準とするため、
上面ビューは負の z 方向を向いています。たとえば、上面ビューを選択する
と、Tekla Structures によって、現在のビュー角度の設定が座標系の上向きから
下向きに変更されます。

製品およびコンポーネントの場合、ビュー角度は製品のメイン部材の座標系を
基準とします。そのため、オブジェクトは必ずしも選択したビュー角度で想定
どおりに表示されません。

4. 元の 3D ビューに戻すには、ビュー角度オプションの中央にあるボタンをクリ
ックします。

注 Tekla Structures により、現在のビュー (マウスが 後に存在したビュー) にオブ
ジェクトが表示されます。コンテキスト ツールバーが、たとえば、2 つのビュ
ーの上部にある場合、オブジェクトは、オブジェクトが選択されたビューでは
なく、マウスが 後に存在したビューに表示されます。

参照項目

モデル オブジェクトの表示方法の調整 (635 ページ)

4.6 オブジェクトプロパティの照会
[情報] コマンドを使用して、モデル内の特定のオブジェクト、またはオブジェクト
のグループの詳細を取得します。

以下のいずれかの操作を行います。

求める情報 操作

オブジェクト プロパティ 1.
リボンで、  [オブジェクト] をクリックし
ます。

2. オブジェクトを選択します。

Tekla Structures で、オブジェクトのプロパティ
が別のウィンドウに表示されます。

点の座標 1.
リボンで、  の横にある下矢印をクリック
し、[点の座標] を選択します。

[点の座標を表示] ダイアログ ボックスが表示
されます。
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求める情報 操作

2. [指示] をクリックします。モデル内で点をピ
ックすると、その点について以下の座標が表示
されます。

• ローカル座標

• モデル座標 (全体)

• プロジェクト基準点の座標

• 現在の基準点の座標

重心 1.
リボンで、  の横にある下矢印をクリック
し、[重心] を選択します。

2. 1 つまたは複数の部材を選択します。

Tekla Structures により、選択した各部材の重心
に点が作成され、重心の詳細が個別のウィンド
ウに表示されます。

カスタム レポートを使用し
たオブジェクト プロパティ

「オブジェクト情報 (676 ページ)」を参照してくだ
さい。

溶接部材 1.
リボンで、  の横にある下矢印をクリック
し、[溶接部材] を選択します。

2. 部材を選択します。

Tekla Structures により、選択した部材と、それ
に溶接接合されたすべての部材がハイライト
されます。

溶接の親部材 1.
リボンで、  の横にある下矢印をクリック
し、[溶接の親部材] を選択します。

2. 部材を選択します。

Tekla Structures により、副部材を選択するとメ
イン部材がハイライトされます。

製品/キャスト ユニット オブ
ジェクト

「製品でのオブジェクトを確認し、ハイライトする
(445 ページ)」または「キャスト ユニットでのオブ
ジェクトの確認およびハイライト (449 ページ)」を
参照してください。

コンポーネント オブジェク
ト

1.
リボンで、  の横にある下矢印をクリック
し、[コンポーネントオブジェクト] を選択しま
す。
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求める情報 操作

2. コンポーネントを選択します。

Tekla Structures で、選択したコンポーネントに
属するすべてのオブジェクトがハイライトさ
れます。

フェーズ

リボンで、  の横にある下矢印をクリックし、
[フェーズ] を選択します。

Tekla Structures で、異なったフェーズのオブジェク
トに関する情報が個別のウィンドウに表示されま
す。

モデル サイズ Tekla Structures で、現在のモデルのすべてのオブジ
ェクトの数量が個別のウィンドウに表示されます。

リボンで、  の横にある下矢印をクリックし、
[モデルサイズ] を選択します。

参照項目

オブジェクトプロパティのレポートテンプレート (675 ページ)

オブジェクトプロパティのレポートテンプレート

[オブジェクト情報問合せ] コマンドを使用してオブジェクト プロパティを表示す
ると、Tekla Structures では以下のレポート テンプレートが使用されます。

オブジェクトタイプ テンプレート

製品 TS_Report_Inquire_Assembly.rpt
ボルト TS_Report_Inquire_Bolt.rpt
キャストユニット TS_Report_Inquire_Cast_Unit.rpt
部材 TS_Report_Inquire_Part.rpt
現場打ちコンクリート部材
打ち継ぎ

TS_Report_Inquire_Pour_Break.rpt

現場打ちコンクリート部材
オブジェクト

TS_Report_Inquire_Pour_Object.rpt

現場打ちコンクリート ユニ
ット

TS_Report_Inquire_Pour_Unit.rpt

溶接金網 TS_Report_Inquire_Rebar_Mesh.rpt
鉄筋セット TS_Report_Inquire_Rebar_Set.rpt
鉄筋緊張材 TS_Report_Inquire_Rebar_Strand.rpt
参照モデル TS_Report_Inquire_Reference.rpt
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オブジェクトタイプ テンプレート

鉄筋 TS_Report_Inquire_Reinforcement.rpt
表面 TS_Report_Inquire_Surface.rpt
溶接 TS_Report_Inquire_Welding.rpt

Tekla Structures が ..\Program Files フォルダーにインストールされている場

合、これらのテンプレートはデフォルトで ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\system フォルダーに含ま

れています。

必要に応じてこれらのテンプレートを変更することができます。 テンプレートの
使用方法の詳細については、テンプレートエディタのユーザーマニュアルを参照し
てください。

テンプレートを TS_Report_Inquire_Connection.rptという名前で保存す

ることで、ジョイントとディテールのカスタムテンプレートを作成することもでき
ます。

参照項目

オブジェクトプロパティの照会 (673 ページ)

オブジェクト情報
[オブジェクト情報] コマンドを使用して、選択したモデル オブジェクトに関する
情報をサイド パネルに表示できます。 どの情報を表示するかを定義できます。

オブジェクト情報ツールの使用

1. サイド パネルの [オブジェクト情報] ボタン  をクリックします。 

または、リボンの  の横にある下矢印をクリックし、[オブジェクト情報]
を選択します。

[オブジェクト情報] ウィンドウがサイド パネルに開きます。

2. [レポートタイプ] リストから、オブジェクト情報を表示するのに使用するレポ
ート テンプレートを選択します。

3. モデル オブジェクトを選択します。 

Tekla Structures で、オブジェクト プロパティがサイド パネルに表示されます。

部材、ボルト、鉄筋など、複数のオブジェクトまたはオブジェクト タイプを
選択すると、Tekla Structures には、オブジェクト タイプや使用するレポート
テンプレートに関係なく、選択したすべてのオブジェクトの数量が表示されま
す。異なるオブジェクト プロパティの場合、Tekla Structures に [変動] と表示
されます。
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オブジェクト情報ツールによってどの情報が表示されるかを定義します。
[オブジェクト情報] サイド パネル ウィンドウに表示される情報を定義できます。
レポート テンプレートとそれらの属性を追加および変更できます。

1. サイド パネルの [オブジェクト情報] ボタン  をクリックします。 

または、リボンの  の横にある下矢印をクリックし、[オブジェクト情報]
を選択します。

[オブジェクト情報] ウィンドウがサイド パネルに開きます。

2.  ボタンをクリックします。 

[内容の管理] ダイアログ ボックスが表示されます。

[属性] リストには、デフォルトで使用可能な属性が含まれます。[計算された
プロパティ] 領域で独自の属性の式を作成できます。[表示の内容] リストに
は、サイド パネルに値が表示される属性が含まれます。

3. 使用可能なレポート テンプレートと属性を定義します。 

• 既存のレポート テンプレートを変更するには、[内容の管理] ダイアログ ボ
ックスの左側のリストから変更するテンプレートを選択します。
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• 新しいレポート テンプレートを作成するには、  ボタンの横のボックス

に名前を入力し、  をクリックします。

• デフォルトの属性を変更するには、InquiryTool.config ファイルを編

集します。

たとえば、属性の単位を変更できます。

• 新しい計算された属性を作成するには、[計算されたプロパティ] 領域の下

にある  ボタンをクリックします。計算されたプロパティを作成ま
たは変更するには、[計算されたプロパティ] 領域内のセルをダブルクリッ
クします。[属性] セルに属性の名前を入力します。[関数] セルで、属性名
と標準の数学記号 (+、-、*、および /) を使用して式を作成します。

4. [オブジェクト情報] サイド パネルのウィンドウに表示する属性を定義しま
す。 

• サイド パネルに属性を追加するには、[属性] または [計算されたプロパテ

ィ] リストで属性を選択し、  ボタンをクリックします。

• サイド パネルから属性を削除するには、[表示の内容] リストで属性を選択

し、  ボタンをクリックします。

• 属性の順序を変更するには、  ボタンを使用します。

• 属性の式を変更するには、下矢印をクリックし、リストから別の式 ([合計]、
[平均]、[ 大]、または [ 小]) を選択します。

5.  をクリックして変更を保存します。

InquiryTool.config ファイルに含まれるデフォルトのプロパティを変更しま
す。
[オブジェクト情報] ツールの [内容の管理] ダイアログ ボックスにデフォルトのプ
ロパティとして表示される属性を制御するには、InquiryTool.config ファイル

を使用します。

注 このセクションは、上級ユーザーを対象としています。

Tekla Structures によって、InquiryTool.config ファイルが次のフォルダーから

次の順序で検索されます。

1. モデル フォルダー内の \attributes フォルダー

2. XS_PROJECT で定義されたフォルダー内の \CustomInquiry サブフォルダ

ー

3. XS_FIRM で定義されたフォルダー内の \CustomInquiry サブフォルダー

4. XS_SYSTEM で定義されたフォルダー内の \CustomInquiry サブフォルダ

ー
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サブフォルダーとして \CustomInquiry を持つ複数のフォルダーを指定した場

合、Tekla Structures は、見つかった 初のフォルダーを使用します。

新しい属性を InquiryTool.config ファイルに追加するには、次の操作を行い

ます。

1. 任意の標準のテキスト エディターで InquiryTool.config ファイルを開き

ます。

2. [ATTR_CONTENT_??] のすべての内容をファイルの末尾にコピーします。

3. 新しい属性のマークを変更します。 

たとえば、[ATTR_CONTENT_??] を [ATTR_CONTENT_66] に変更します。

4. 新しい属性の NAME、DISPLAY_NAME、DATATYPE、UNIT、および DECIMAL
の値を変更します。contentattributes_global.lst または

contentattributes_userdefined.lst ファイルに格納されている属性

名および属性定義を使用します。

5. ファイル内の属性の総数を反映させるために、TOTAL_ATTR_CONTENT の値を

変更します。 

たとえば、TOTAL_ATTR_CONTENT=65 を TOTAL_ATTR_CONTENT=66 に変更

します。

6. ファイルを保存します。

4.7 オブジェクトの測定
モデル内の角度、円弧、2 点間の距離、およびボルト間の距離を測定するには、[寸
法測定] コマンドを使用します。

測定結果はいずれも一時的なものです。 測定結果は、ウィンドウが更新または再
描画 (47 ページ)されるまで、モデル ビュー ウィンドウに表示されます。

単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によっ
て異なります。

距離の測定
モデル内の水平、垂直、およびユーザーが指定する距離を測定できます。

1. Ctrl+P キーを押して、平面ビューに切り替えます。

2. [編集] タブで、[寸法測定] をクリックし、次のいずれかのコマンドを選択しま
す。 
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• 距離

このコマンドを実行すると、任意の 2 つの点間の距離が測定されます。 こ
のコマンドを使用して、傾斜しているまたは配置済みの距離を測定できま
す。 デフォルトでは、測定結果に距離と座標が含まれます。

• 水平距離

このコマンドを実行すると、ビュー平面の X 軸方向にある 2 点間の距離が
測定されます。

• 垂直距離

このコマンドを実行すると、ビュー平面の Y 軸方向にある 2 点間の距離が
測定されます。

3. 始点をピックします。

4. 終点をピックします。

5. 点をピックし、寸法線のどちら側に測定結果を表示するかを指示します。 

測定結果は、ウィンドウが更新または再描画 (47 ページ)されるまで表示され
ます。

角度の測定
モデル内の角度を測定できます。

1. [編集] タブで、[寸法測定 --> 角度 ] をクリックします。

2. 中心点をピックします。

3. 始点をピックします。

4. 終点をピックします。 

測定結果は、ウィンドウが更新または再描画 (47 ページ)されるまで表示され
ます。

円弧の計測
モデル内の円弧の半径および長さを測定できます。

1. [編集] タブで、[寸法測定 --> 円弧 ] をクリックします。

2. 始点をピックします。

3. 中心点をピックします。 

始点と終点の間の円弧沿いの任意の点を使用できます。

4. 終点をピックします。 
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測定結果は、ウィンドウが更新または再描画 (47 ページ)されるまで表示され
ます。

(1) 始点

(2) 中心点

(3) 終点

(4) 円弧の半径

(5) 円弧の長さ

ボルト間隔をメジャーする
ボルト グループ内のボルト間の距離を測定できます。Tekla Structures では、選択し
た部材と各ボルト間の縁端距離も測定できます。

1. [編集] タブで [寸法測定 --> ボルト間隔 ] をクリックします。

2. ボルト グループを選択します。

3. 部材を選択します。 
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測定結果は、ウィンドウが更新または再描画 (47 ページ)されるまで表示され
ます。

4.8 干渉の検出
[干渉チェックマネージャ ] ツールを使用して、干渉する部材、ボルト、溶接、鉄
筋、または参照モデル オブジェクトを見つけます。オブジェクトが互いに接して
いるだけの干渉は、干渉チェック結果には表示されません。

干渉チェック設定を使用して異なったモデルオブジェクト間のクリアランスを定
義します。
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また、制御された干渉チェックを実行する場合は、オーガナイザーで作成した通り
と階を使用できます。

別の Tekla Structures モデルを参照モデルとして使用する場合、干渉チェックで使用
できるようにするには、IFC 形式でエクスポートする必要があります。 干渉チェッ
クでは、次の参照モデルファイルのタイプがサポートされます。

• IFC

• DWG

• DGN

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

モデルでの干渉の検索

1. [管理] タブで、[干渉チェック]  をクリックします。

2. モデル内で、干渉チェックに含めるオブジェクトを選択します。

3. オブジェクトをチェックするには、 をクリックします。 

干渉チェックの実行中でも引き続き作業を実行できます。干渉チェック完了
すると、ステータス バー メッセージは [干渉チェックの実行中 – キャンセルす
るには Esc を押してください] から [準備完了] に変わります。

4. モデル内の干渉をハイライトするには、干渉のリストで行を選択します。 

関連するモデルオブジェクトが選択されます。

5. アクティブビューを拡大表示して、選択されたオブジェクトがビューの中央に
表示されるようにするには、行をダブルクリックします。

6. さらに多くのオブジェクトを干渉チェックに含める場合は、必要なモデルオブ
ジェクトを選択し、干渉チェックを再実行します。 

新しい干渉がリストの末尾に付加されます。

7. オブジェクトを削除または変更した後に、干渉チェックを再実行して干渉が依
然として存在するかどうかを確認します。

a. 干渉のリストで目的の行を選択します。

b.  をクリックして、干渉チェックを再実行します。

注 良の結果を得るためには、モデル全体ではなく、適切な通りと階だけを対象に干渉
チェックを実行します。オーガナイザーを使用して、干渉チェックを実行する通りと
階を選択します。右クリックして [モデル内から選択] を選択します。
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注 モデル内で干渉が見つからない場合は、オブジェクトのレンダリングを [選択部材のみ
表示] (Ctrl + 5) に変更するとわかりやすくなります。

参照項目

干渉のリストの管理 (687 ページ)

干渉チェック結果の管理
ここでは、干渉チェックで使用されるシンボルおよび干渉タイプの認識方法と、干
渉のステータスと優先順位を変更する方法について説明します。

詳細情報のリンク:

干渉チェックで使用されるシンボル (684 ページ)

干渉タイプについて (685 ページ)

干渉のリストの管理 (687 ページ)

干渉の検索 (688 ページ)

干渉の状態の変更 (688 ページ)

干渉の優先順位の変更 (689 ページ)

干渉チェックで使用されるシンボル
[干渉チェックマネージャ]では、以下のフラッグを使用して、干渉の状態を示しま
す。

フラッグ 状態 説明

(なし) アクティブ デフォルトの状態。 干渉は新しいもの、変更済み、
解決済み、または欠落しているものではありません。

新規 初めて検出された干渉はすべて、新規としてマーク
されます。

変更済み オブジェクトが変更されている場合(プロファイル
が変更されている場合など)、干渉チェックを再実行
すると、状態が変更済みに変わります。

特定のオブジェクトのプロパティのみがこのフラッ
グに影響を及ぼします。 影響のあるプロパティを
確認するには、列見出しのいずれかを右クリックし
ます。 表示されているプロパティと非表示のプロ
パティの両方がフラッグに影響します。

解決済み オブジェクトから干渉がなくなった場合、干渉チェ
ックを再実行すると、状態が解決済みに変わります。
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フラッグ 状態 説明

欠落 干渉するオブジェクトのいずれかまたは両方がモデ
ルから削除されている場合、干渉チェックを再実行
すると、状態が欠落に変わります。

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉タイプについて
Tekla Structures では、[干渉チェックマネージャ] ダイアログ ボックスの [タイプ] 列
に各干渉のタイプが表示されます。

次の干渉タイプが発生する可能性があります。

タイプ 説明 例

干渉 オブジェクトが、別
のオブジェクトと
部分的に重なって
います。
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タイプ 説明 例

干渉 2 つの同一オブジ
ェクトが完全にオ
ーバーラップして
います。

干渉 オブジェクトが複
数の場所で互いに
交差しています。
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タイプ 説明 例

干渉 オブジェクトが別
のオブジェクトを
通り過ぎています。

内包 オブジェクトが別
のオブジェクトの
内側にあります。

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉チェック結果の管理 (684 ページ)

干渉のリストの管理

[干渉チェックマネージャ] で干渉のリストを管理するには、次のようにします。

目的 操作

干渉結果の順序を変更する 目的の列の見出しをクリックして、昇順と降順を切り
替えます。
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目的 操作

干渉のリストで複数の行を選択
する

Ctrl または Shift を押しながら、行を選択します。

列を表示または非表示にする 1. 列見出しのいずれかを右クリックして、メニュ
ーを開きます。

2. 表示または非表示にするリスト項目をクリック
します。

項目の前のチェックマーク は、表示されてい
ることを意味します。

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉の検索
検索語に基づいて干渉を検索するには、[検索] ボックスを使用します。検索語を多
く入力するほど、検索結果が絞り込まれます。たとえば、「column 8112」と入力

すると、これら 2 つの語に一致する干渉のみが表示されます。

1. 干渉を検索する対象の干渉チェックセッションを開きます。

2. [検索] ボックスに、検索する語句を入力します。 

入力に応じた検索結果が表示されます。

3. 検索結果を絞り込むには、より多くの文字を入力します。

4. すべての干渉を再表示するには、[検索] ボックスの横にある  をクリックし
ます。

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉の状態の変更

1. [干渉チェックマネージャ] で、状態を変更したい干渉を選択します。

2. 選択された行のいずれか 1 つを右クリックします。

3. [状態] を選択して、状態オプションのいずれかを選択します。 

• 指定

• 解決

• 承認

• 無視

• 開き直す
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参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉の優先順位の変更

1. [干渉チェックマネージャ] で、優先順位を変更したい干渉を選択します。

2. 選択された行のいずれか 1 つを右クリックします。

3. [優先順位] を選択して、状態オプションのいずれかを選択します。 

• 高

• 中

• 低

参照項目

モデルでの干渉の検索 (683 ページ)

干渉のグループ化とグループ化の解除
複数の干渉をグループにまとめて、1 つのユニットとして処理されるようにできま
す。

1. [干渉チェックマネージャ] で、グループ化する干渉を選択します。

2. 右クリックして [ グループ --> グループ ] を選択します。

3. 既存のグループに干渉を追加するには、干渉とグループを選択し、手順 2 を繰
り返します。 

注 ネストされた干渉グループを作成することはできません。

4. 干渉のグループ化を解除するには、次のようにします。

a. グループ化を解除する干渉グループを選択します。

b. 右クリックして [ グループ --> グループ解除 ] を選択します。

参照項目

干渉の検出 (682 ページ)
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干渉の詳細情報の表示
干渉の詳細情報を表示するには、[干渉情報] ダイアログ ボックスを使用します。

たとえば、干渉するオブジェクトのプロファイル、材質、およびクラスを表示でき
ます。これは、特に干渉グループ (689 ページ)に含まれるオブジェクトが 2 つを超
える場合に役に立ちます。

1. 詳細を表示する干渉または干渉グループを選択します。

2. 右クリックして [干渉情報] を選択します。 

注 一度に 1 つの干渉または干渉グループについて情報を表示することがで
きます。複数の干渉または干渉グループを選択すると、[干渉情報] オプシ
ョンは無効になります。

参照項目

干渉へのコメントの追加 (690 ページ)

干渉の履歴の表示 (691 ページ)

干渉へのコメントの追加
干渉および干渉グループにはコメントを追加できます。 たとえば、コメントを自
分自身および他のユーザーへのリマインダとして使用する場合があります。

1. コメントを追加する干渉または干渉グループを選択します。

2. 右クリックして [干渉情報] を選択します。

3. [コメント] タブに移動します。

4.  をクリックして、[コメントを追加] ダイアログ ボックスを開きます。

5. [コメント] ボックスにコメントを入力します。

6. 必要に応じて、作成者の名前と日付を変更します。

7. [OK] をクリックします。

参照項目

干渉のコメントの変更 (690 ページ)

干渉のコメントの削除 (691 ページ)

干渉のコメントの変更

1. コメントを変更する干渉または干渉グループ (689 ページ) を選択します。

2. 右クリックして [干渉情報] を選択します。

3. [コメント] タブに移動します。
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4. 変更するコメントを選択します。

5.  をクリックして、[コメントを編集] ダイアログ ボックスを開きます。

6. コメントを変更します。

7. [OK] をクリックします。

参照項目

干渉へのコメントの追加 (690 ページ)

干渉のコメントの削除 (691 ページ)

干渉のコメントの削除

1. コメントを削除する干渉または干渉グループ (689 ページ) を選択します。

2. 右クリックして [干渉情報] を選択します。

3. [コメント] タブに移動します。

4. 削除するコメントを選択します。

5. をクリックします。

参照項目

干渉へのコメントの追加 (690 ページ)

干渉のコメントの変更 (690 ページ)

干渉の履歴の表示
特定の干渉の履歴を表示できます。 たとえば、干渉がいつ誰によって検出された
かを確認することができます。

1. 干渉または干渉グループ (689 ページ)を選択します。

2. 右クリックして [干渉情報] を選択します。

3. [履歴] タブに移動します。 

干渉の履歴情報が表示されます。

参照項目

干渉の詳細情報の表示 (689 ページ)

干渉のリストの印刷
干渉のリストを印刷できます。 印刷設定は、標準の Windows アプリケーションと
同じ方法で制御できます。
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1. 印刷する干渉チェックセッションを開きます。

2.  [印刷...] をクリックします。

3. 必要に応じて、印刷設定を変更します。

4. [印刷...] をクリックします。

参照項目

印刷前の干渉のリストのプレビュー (692 ページ)

用紙サイズ、余白、およびページ方向の設定 (692 ページ)

印刷前の干渉のリストのプレビュー
干渉のリストがどのように印刷されるかを確認するには、[印刷プレビュー]ダイア
ログボックスのオプションを使用します。

干渉のリストをプレビューするには、次のようにします。

目的 操作

[印刷プレビュー...] ダイアログ
ボックスを開きます。

干渉チェックマネージャで、  の横にある下矢印を
クリックし、[印刷プレビュー...] を選択します。

一度に表示するページ数を選択
する

次の [ページレイアウト] ボタンのいずれかをクリッ

クします。

干渉のリストが非常に長い場合は、複数のページにま
たがって記載されることがあります。

ページをズームインまたはズー
ムアウトする

 の横にある下向きの矢印をクリックし、メニュー
からオプションを選択します。

現在のページ番号を印刷する をクリックします。

[印刷プレビュー...] ダイアログ
ボックスを閉じます。

[閉じる] をクリックします。

参照項目

干渉のリストの印刷 (691 ページ)

用紙サイズ、余白、およびページ方向の設定 (692 ページ)

用紙サイズ、余白、およびページ方向の設定
干渉のリストを印刷する前に、[ページ設定]ダイアログボックスで、用紙サイズ、
余白、およびページ方向を設定できます。
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注 用紙サイズと用紙ソースのオプションは、プリンターによって異なります。異
なる用紙オプションを使用するには、[印刷]ダイアログボックスで他のプリン
ターを選択し、[既定値に設定]をクリックします。

1. ボタンの横にある矢印 をクリックし、[ページ設定]を選択します。

2. [サイズ]ボックスで、使用する用紙サイズを選択します。

3. [ソース]ボックスで、適切な用紙ソースを選択します。

4. [用紙方向]で、次のいずれかのページ方向オプションを選択します。 

• [縦]:縦方向

• [横]:横方向

5. [余白]で、[左]、[右]、[上]、[下]のそれぞれに余白の値を入力します。

6. [OK]をクリックして変更を保存します。

参照項目

干渉のリストの印刷 (691 ページ)

印刷前の干渉のリストのプレビュー (692 ページ)

干渉チェックセッションの開始と保存
干渉チェック セッションは、..\TeklaStructuresModels\<model>
\Clashes フォルダ内に XML ファイルとして保存されます。このフォルダは、[干
渉チェックマネージャ] を初めて開いたときに、Tekla Structures によって自動的に
作成されます。

[干渉チェックマネージャ] でセッションを開いたり、保存したりするには、以下の
いずれかを実行します。

目的 操作

セッションを開始する 1.
をクリックします。

2. [開く] ダイアログ ボックスでセッションを選
択します。

3. [開く] をクリックします。

新しいセッションを開始する
をクリックします。

[干渉チェックマネージャ] は、干渉チェックを実行
せずに、干渉のリストを消去します。

現在のセッションを保存する
をクリックします。
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目的 操作

現在のセッションを別名で保存
または別の場所に保存する

1.
ボタンの横にある矢印 をクリックしま

す。メニューが表示されます。

2.
をクリックします。名前を付けて保存

3. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、セ
ッションを保存するフォルダを指定します。

4. [ファイル名] ボックスに新しい名前を入力しま
す。

5. [保存] をクリックします。

選択した干渉のみを保存する 1. 干渉のリストで、保存する干渉を選択します。

2.
ボタンの横にある矢印 をクリックしま

す。メニューが表示されます。

3.
をクリックします。選択したものを保存

参照項目

干渉の検出 (682 ページ)

ボルト干渉チェックのエリア定義
ボルトがプロファイルと干渉しているかどうか、およびボルトを修正するのに十分
なスペースがあるかどうかを確認するには、ボルト干渉チェックのエリアを定義で
きます。

1. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> オプション ] をクリックします。

2. [オプション] ダイアログ ボックスの [干渉チェック] 設定を選択します。

3. ボルトのクリアランス値を変更します。 

ボックスが空白の場合、Tekla Structures では既定値 1.00が使用されます。
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d は、ボルト頭とナット直径のうち大きい方の値です。

干渉チェックのエリア

4. 各ボックスの横にあるチェックボックスをオンにしていることを確認しま
す。 

チェックボックスをオフにすると、クリアランスはゼロになります。

5. [適用] または [OK] をクリックします。

注 Tekla Structures でボルト頭またはナットの直径がボルトカタログにない場合は、代わ
りにシャンク径が使用されます。

参照項目

干渉の検出 (682 ページ)

4.9 部材または製品の比較
選択した 2 つの部材または形状を比較し、同じ位置番号を取得するかどうかなどを
確認できます。

1. 比較するオブジェクトを選択します。 

• 部材を比較するには、モデルの部材を 2 つ選択します。

• 製品を比較するには、両方の製品について部材のどれかを選択します。

2. [編集] タブで [比較] をクリックし、[部材の比較] または [製品の比較] を選択
します。 

Tekla Structures によりステータス バーに結果が表示されます。たとえば、部材
形状が異なっている、または製品での部材の配置が異なることを示すメッセー
ジが表示される場合があります。

参照項目

モデルの検証 (657 ページ)

4.10 ソリッド エラーの確認
ソリッド エラーはログ ファイルで確認できます。この確認は、たとえば、部材や
現場打ちコンクリートの体積や面がオーバーラップしていて、エラーを解析する必
要がある場合に、必要になることがあります。

1. [ファイル] メニューで、[ログ --> セッション履歴ログ ] をクリックします。

2. Solid errorで始まるフレーズを探します。
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3. 対応する Solid failure position 行をクリックして、ソリッド オブジェ

クト エラーを表示します。 

モデル内にひし形の位置ロケータが表示され、エラーを示します。

ヒン
ト

ログファイルで Solid error行をクリックするときは、z キーを押

したままにして、ビューの中心をエラーの場所に合わせます。

4. ビューを再表示して、位置ロケータを非表示にします。

参照項目

現場打ちコンクリート部材のトラブルシューティング (474 ページ)

4.11 モデルのエラー チェックの修復
[エラーチェックと修復] コマンドを使用すると、モデル オブジェクトの構造とラ
イブラリ データベース (xslib) のエラーや不一致をチェックして修復できます。

モデルのエラーチェックと修復により、空の製品の削除や、使用されていない点と
属性の削除などを確実に実行できます。また、モデルを修復すると、オブジェクト
の無効な関連や階層も修正されます。モデル データベースの一貫性と整合性を維
持するために、モデルのエラーチェックと修復を定期的に実行することをお勧めし
ます。

1. [ファイル] メニューで、[エラーチェックと修復] をクリックします。

2. 適切なエラーチェックコマンドを選択します。 

モデルで見つかったエラーと不一致がレポートに一覧表示されます。それら
のいくつかは自動的に修正され、そのうちのいくつかは手動で修正する必要が
ある警告です。

プロファイル、材質、ボルト、要素、または製品、あるいは鉄筋が対応するカ
タログで見つからない場合は、Tekla Structures 環境かカタログ ファイルが、モ
デルの元の環境やファイルと同じではない可能性があります。

モデル オブジェクトにソリッド エラー (695 ページ)がある場合、これらのエ
ラーはレポートに一覧表示されます。レポートは、[モデルのエラーチェック]
コマンドを実行するたびに更新されます (ソリッド エラーは、セッション履歴
ログ ファイル TeklaStructures_<user>.logにも記録されます)。

次の表に、モデルのエラーチェック時に見つかる も一般的なエラーと不一致
を示します。
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エラーチェック結
果

説明 必要な操作

空の製品 製品にオブジェク
トが含まれていま
せん。

a. [ファイル] メニューで、[エラーチ
ェックと修復] をクリックします。

b. [モデル] で、[モデルの修復] をクリ
ックして製品を削除します。

見つからない製品 すべての部材が製
品に含まれていま
せん。

a. [ファイル] メニューで、[エラーチ
ェックと修復] をクリックします。

b. [モデル] で、[モデルの修復] をクリ
ックして製品を作成し、部材をその
製品に移動します。

不正なプロファイ
ルです

不明なプロファイ
ルがありました。

a. 適切な Tekla Structures 環境を使用
していることを確認します。

b. モデルの元の profdb.bin ファイ

ルと profitab.inp ファイルを使

用し、モデル フォルダーに保存し
ます。

c. モデルを再度開きます。

不正な材質です 不明な材質が見つ
かりました。

a. 適切な Tekla Structures 環境を使用
していることを確認します。

b. モデルの元の matdb.bin ファイ

ルを使用し、モデル フォルダーに
保存します。

c. モデルを再度開きます。

不正なボルト 不明なボルト要素
またはボルト セッ
トが見つかりまし
た。

a. 適切な Tekla Structures 環境を使用
していることを確認します。

b. モデルの元の screwdb.db ファイ

ルと assdb.db ファイルを使用

し、モデル フォルダーに保存しま
す。

c. モデルを再度開きます。

不正な鉄筋のサイ
ズと等級

不正な溶接金網

無効なプロパティ
の鉄筋が見つかり
ました。

a. 適切な Tekla Structures 環境を使用
していることを確認します。

b. モデルの元の
rebar_database.inp ファイル

と mesh_database.inp ファイル

を使用し、モデル フォルダーに保
存します。

c. モデルを再度開きます。
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エラーチェック結
果

説明 必要な操作

無効な鉄筋形状で
す

未定義の形状の鉄
筋が見つかりまし
た。

「鉄筋の形状の有効性チェック (570 ペ
ージ)」を参照してください。

ソリッドの作成に
失敗しました

無効な形状を持つ
モデル オブジェク
トが見つかりまし
た。

a. 正しい Tekla Structures 環境および
プロファイル カタログ ファイルを
使用していることを確認してくだ
さい。

b. 次の操作を行ってみます。

• オブジェクトにカットやフィッティ
ングがある場合、そのいずれかまた
はオブジェクトを少し調整します。

• 現場打ちコンクリートの形状を確認
します。 (474 ページ)

• オブジェクトを再モデリングしま
す。

モデルにエラーや不一致が含まれていない場合は、ステータス バーにメッセ
ージが表示されます。

参照項目

モデルの検証 (657 ページ)

4.12 遠いオブジェクトの検索
作業領域が大きい場合、モデル上に遠いオブジェクトが作成されてしまうことがあ
り、それらの遠くにあるオブジェクトが見つけにくいことがあります。これらのオ
ブジェクトを検索するには、[遠いオブジェクトを検索する] コマンドを使用しま
す。

1. [ファイル] メニューで、[エラーチェックと修復] をクリックします。

2. [ユーティリティ] で、[遠いオブジェクトを検索する] をクリックします。 

Tekla Structures にオブジェクト GUID のリストが表示されます。Tekla
Structures で、リストの 後に 6 個の追加オブジェクトが表示されます。これ
は、X 座標、Y 座標、Z 座標それぞれの 大値と 小値を示します。

3. リスト内のオブジェクトを選択します。
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4. 右クリックし、コマンドを選択します。 

たとえば、オブジェクトの情報を表示したり、オブジェクトを削除したりでき
ます。

参照項目

モデルの検証 (657 ページ)
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5 モデルのナンバリング

このセクションでは、Tekla Structures でのナンバリング設定の変更方法およびナン
バリングの適用方法について説明します。

詳細情報のリンク:

ナンバリングの概要と計画の立て方 (700 ページ)

ナンバリング設定の調整 (709 ページ)

部材のナンバリング (709 ページ)

既存の番号の変更 (713 ページ)

既存の番号のクリア (714 ページ)

ナンバリングの確認 (714 ページ)

ナンバリング履歴の表示 (717 ページ)

ナンバリングエラーの修復 (718 ページ)

モデルの再ナンバリング (719 ページ)

製品管理番号 (719 ページ)

設計グループごとの部材のナンバリング (726 ページ)

ナンバリングの例 (729 ページ)

5.1 ナンバリングの概要と計画の立て方

図面または正確なレポートを作成するには、モデル内のすべての部材に番号を付け
ておく必要があります。一般図を作成する前に、モデルに番号を付ける必要はあり
ません。

ナンバリングは、成果物(図面、レポート、NC ファイルなど)において非常に重要
です。番号はモデルをエクスポートする際にも必要となります。部材マークは、施
行の製作、出荷、および架設の段階で重要な役割を果たします。Tekla Structures で
は、モデル内の各部材と製品/キャストユニットにマークが割り当てられます。マ
ークには、部材または製品の頭マークと位置番号、およびその他の要素(プロファ
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イルや材質など)が含まれます。マークは、類似する部材と異なる部材を確認する
際に部材を番号で識別するのに役立ちます。マークシリーズに含まれる同一の部
材には同じ番号が付けられるため、製作計画を立てやすくなります。

プロジェクトの初期フェーズでナンバリングを計画することをお勧めします。 他
のユーザーが同じモデルを使用する場合には、プロジェクトの全メンバーが従うナ
ンバリング計画を立てることがさらに重要になります。 初の図面とレポートを
作成する前に、ナンバリングを準備しておく必要があります。

ナンバリングを計画するときは、 初に建物の 1 階部分、次に 2 階部分というよう
に、フェーズごとにモデルに番号を付けると便利です。

マークシリーズ内の番号が不足したり、マークシリーズが別のマークシリーズと重
複したりしないように、開始番号は広い範囲で指定します。たとえば、1 階部分の
開始番号を 1000 にし、2 階部分の開始番号を 2000 にします。

部材または製品のナンバリングが 新でない場合は、図のように、疑問符 (?) が部
材ラベルおよび [オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに表示されます。

参照項目

マークシリーズ (701 ページ)

同一部材 (704 ページ)

同一鉄筋 (705 ページ)

ナンバリングに影響を与える要因の定義 (706 ページ)

ナンバリングのユーザー定義情報 (706 ページ)

ファミリー番号 (707 ページ)

オブジェクトプロパティの照会 (673 ページ)

マークシリーズ

鉄骨部材、製品、キャストユニットは、マークシリーズを使用してグループ化でき
ます。たとえば、フェーズや部材タイプごとにマークシリーズを割り当てることが
できます。部材ごとに別個のマークシリーズを使用すると、ナンバリング操作が高
速化します。

マークシリーズの名前は、頭マークと開始番号から成ります。部材の頭文字は必ず
しも定義しなくてもかまいません(たとえば、副部材については頭文字を省略する
ことができます)。

ナンバリングを実行すると、Tekla Structures により同じナンバーシリーズに所属し
ている部材間で比較が行われます。同じナンバーシリーズに同一部材が複数含ま
れていれば、それらには同じ部材マークが与えられます。
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注 コンクリート部材は、キャストユニットのナンバリング設定に従って番号が付けられ
ます。たとえば、キャストユニットの頭マークが[C]で、開始番号が[1]の場合、コンク
リート部材の頭マークは[Concrete_C-1]になります。

これは、部材位置の頭マークが[コンクリート]で、開始番号が[1]のコンクリート部材
にも適用されます。

例

たとえば、頭マーク P と開始番号 1001 でナンバーシリーズを定義すると、Tekla
Structures では、P1001、P1002、P1003 などの番号が生成されます。

参照項目

マークシリーズの計画 (702 ページ)

部材へのマークシリーズの割り当て (703 ページ)

製品へのナンバーシリーズの割り当て (703 ページ)

ナンバーシリーズのオーバーラップ (704 ページ)

ファミリー番号 (707 ページ)

マークシリーズの計画
モデリングを開始する前に、プロジェクト全体に使用するナンバリング頭マークと
開始番号を計画することをお勧めします。慎重に計画すればナンバリングの競合
を防ぐことができます。

時間を節約するには、モデリングの開始前に、部材のタイプごとにデフォルトの部
材プロパティにナンバーシリーズを含めておきます。

平面などのマイナーな部材マーク頭文字を省略したい場合があります。その場合
は、そのナンバーシリーズに[開始番号]を必ず割り当てて、他の部材と重複しない
ようにします。

例

ナンバーシリーズを計画する方法の 1 つとして、表を作成する方法があります。

部材タイプ 部材

頭マーク

部材

開始番号

製品

頭マーク

製品

開始番号

梁 PB 1 AB 1
垂直ブレース PVB 1 AVB 1
水平ブレース PHB 1 AHB 1
垂木 PR 1 AR 1
母屋 PP 1 AP 1
柱 PC 1 AC 1
プレート  1001 A 1
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参照項目

マークシリーズ (701 ページ)

ナンバーシリーズのオーバーラップ (704 ページ)

部材へのマークシリーズの割り当て

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [マークシリーズ ] セクションに移動します。 

キャストユニットのナンバーシリーズをコンクリート部材に割り当てる場合
は、[キャストユニット ] セクションに移動します。

3. 部材の頭マークと開始番号を定義します。

4. [変更] をクリックします。

参照項目

製品へのナンバーシリーズの割り当て (703 ページ)

マークシリーズ (701 ページ)

製品へのナンバーシリーズの割り当て

製品にナンバーシリーズを割り当てるには、次のようにします。

目的 操作

メイン部材に応じてマークシリ
ーズを製品に割り当てる

1. 製品のメイン部材を確認します。

a.
リボンで、  の横にある下矢印をク
リックし、[製品オブジェクト] を選択
します。

b. 製品を選択します。

Tekla Structures では、メイン部材がオレ
ンジ色でハイライトされます。

c. Esc キーを押します。

2.
[  製品オブジェクトの選択] 選択スイッ
チ (137 ページ)がアクティブになっている
ことを確認します。

3. 製品メイン部材をダブルクリックし、プロ
パティ パネルに部材プロパティを開きま
す。

4. [マークシリーズ] で、製品マーク頭文字と
開始番号を定義します。
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目的 操作

5. [変更] をクリックします。

製品のプロパティを使用してマ
ークシリーズを製品に割り当て
る

1.
[  製品の選択] 選択スイッチ (137 ペー
ジ)がアクティブになっていることを確認し
ます。

2. 製品をダブルクリックし、プロパティ パネ
ルに製品プロパティを開きます。

3. [製品ナンバリング] ボックスで、製品頭マ
ークと開始番号を定義します。

4. [変更] をクリックします。

参照項目

部材へのマークシリーズの割り当て (703 ページ)

マークシリーズ (701 ページ)

ナンバーシリーズのオーバーラップ

ナンバリングを計画する際には、各シリーズに十分な幅の番号範囲を確保するよう
に注意してください。シリーズが別のシリーズと重複する場合、Tekla Structures は
重複する鵜番号を持ついずれかのオブジェクトのみナンバリングし、他のオブジェ
クトはナンバリングしません。

Tekla Structures により、シリーズの重複に関する警告が表示されます。ナンバリン
グ履歴ログを表示して、重複している番号を確認し、ナンバリング頭マークと開始
番号を調整してシリーズが重複しないようにします。

参照項目

マークシリーズ (701 ページ)

ナンバリング履歴の表示 (717 ページ)

同一部材

Tekla Structures では、製作またはキャストの段階で同一である部材には同じ番号を
付けます。部材が製作またはキャスト後に変形される場合 (部材にキャンバー、短
縮、曲げねじりが適用される場合など)、 終的な形状が現場とモデルとで異なる
ことがあります。

複数の部材の間で以下の基本的な部材プロパティが一致した場合、Tekla Structures
は部材を同一と見なし、同じ番号を与えます。

• 部材の形状

• キャスト方向
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• マーク シリーズ

• プロファイル

• 材質

• 仕上げ

• 短縮表示

[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスでは、部材形状の許容精度を設定できま
す。形状の違いがこの許容精度の範囲に収まっている部材は、Tekla Structures によ
るナンバリング時に同一部材として扱われます。

クラスはナンバリングに影響しません。Tekla Structures により、クラスが異なって
いても、同一の部材と見なされた部材には同じ番号が付けられます。

NC ファイルを作成すると、ポップ マークと罫書きがナンバリングに影響します。

参照項目

キャスト方向 (449 ページ)

ナンバリングに影響を与える要因の定義 (706 ページ)

ナンバリングのユーザー定義情報 (706 ページ)

同一鉄筋

複数の鉄筋の間で以下のプロパティが一致すれば、Tekla Structures によりそれらは
同一の鉄筋と見なされ、同じ番号が与えられます。

• 鉄筋形状

• ナンバーシリーズ

• サイズ

• 等級

• 曲げ半径

クラスはナンバリングに影響を与えません。 Tekla Structures では、異なるクラスに
属する同一の鉄筋に同じ番号が付けられます。

テーパー鉄筋グループのモデリング方向はナンバリングに影響します。このため、
同じ鉄筋グループでもモデリング方向が異なる場合は、ナンバリングが異なりま
す。

鉄筋の長さの丸め、ステップのテーパー、およびその他の鉄筋セットの設定 は、
鉄筋の形状に影響するため、鉄筋セットの鉄筋のナンバリングにも影響します。図
面およびレポートの rebar_config.inp ファイルで定義されている丸め設定は、

ナンバリングには影響しません。

参照項目

鉄筋の作成 (478 ページ)
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ナンバリングに影響を与える要因の定義

どのプロパティがモデル内のナンバリングに影響するかを定義するには、[ナンバ
リング設定] ダイアログ ボックスの設定を変更します。

Tekla Structures では、次のプロパティを比較できます。

• 孔 ([ボルト] コマンドで作成された場合)

• 部材名

• 梁の向き

• 柱の向き

• 製品名

• 製品フェーズ (XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING を TRUE に設

定)

• 補強

• 埋め込みオブジェクト(キャストユニットにのみ影響)

• 仕上げ材（製品にのみ影響）

• 溶接(製品にのみ影響)

これらのプロパティが異なる場合、Tekla Structures により異なるオブジェクトとし
て扱われ、異なる番号が付けられます。

たとえば、2 つの同一の部材に異なる名前が付けられているとき、[部材名] チェッ
ク ボックスをオンにした場合は、Tekla Structures により、それぞれの部材に異なる
番号が付けられます。

デフォルトでは、特定の番号が単一の部材にのみ付与されている場合、その部材に
はその番号が維持されます。これは、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスの
設定に影響されません。

参照項目

ナンバリング設定の調整 (709 ページ)

ナンバリングの概要と計画の立て方 (700 ページ)

同一部材 (704 ページ)

同一鉄筋 (705 ページ)

ナンバリングのユーザー定義情報 (706 ページ)

全般的なナンバリング設定 (993 ページ)

モデルのナンバリング 706 ナンバリングの概要と計画の立て方



ナンバリングのユーザー定義情報
ユーザー定義情報がナンバリングに影響するかどうかを objects.inp ファイル

内で設定できます。Tekla Structures は、部材と鉄筋を異なるように扱うため、ユー
ザー定義情報の値が異なる場合は、それらを異なるナンバリングにします。

注 部材と鉄筋のユーザー定義情報のみナンバリングに反映させることができます。フェ
ーズ、プロジェクト、図面などのその他のオブジェクトのユーザー定義情報は、ナン
バリングには影響しません。

ナンバリング時、Tekla Structures にユーザー定義情報を考慮してもらいたい場合、
objects.inp の Part attributes セクションで、属性の special_flag オプ

ションを yes に設定します。鉄筋については、Reinforcing bar attributes
セクションでも、special_flag を yes に設定する必要があります。Tekla
Structures は、その他の場合は同一の番号が割り当てられるもののユーザー定義情
報の値が異なる部材や鉄筋に、異なる番号を割り当てます。

ナンバリング時、Tekla Structures にユーザー定義情報を無視させたい場合は、
objects.inp で、special_flag オプションを no に設定します。

参照項目

部材のユーザー定義情報 (UDA) の例 (366 ページ)

部材のプロファイルまたは材質の選択および変更 (363 ページ)

ナンバリングに影響を与える要因の定義 (706 ページ)

ファミリー番号
ファミリーナンバリングを使用すると、同じマークシリーズ内のオブジェクトを別
々の"ファミリー"にグループ化できます。これは、たとえば同じベッドにキャスト
できる類似のキャストユニットを検索するのに使用できます。

ファミリーナンバリングを使用すると、キャストユニットのマーク情報はファミリ
ー番号と修飾子で構成されます。たとえば、次のようになります。

1. ファミリー マーク

2. 枝番

[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスで定義する比較条件を満たす製品および
キャスト ユニットには、同じファミリー マークが付けられます。ただし、ファミ
リー マークが同じで、厳密な形状または材質が異なる製品またはキャスト ユニッ
トには、一意の枝番が付けられます。
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参照項目

マークシリーズ (701 ページ)

ファミリーマークの割り当て (708 ページ)

オブジェクトのファミリーマークの変更 (709 ページ)

例: ファミリーマークの使用 (730 ページ)

ファミリーマークの割り当て

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [ファミリーナンバリング] タブに移動します。

3. ファミリー マークを割り当てるマーク シリーズを定義します。

a. [シリーズ追加] をクリックして、[シリーズ追加] ダイアログ ボックスを
開きます。 

Tekla Structures でモデル内のすべての製品およびキャストユニットのナ
ンバーシリーズが表示されます。

b. リストからマーク シリーズを選択し、[追加] をクリックします。 

ファミリーナンバリングリストに、そのナンバーシリーズが表示されま
す。

4. [比較] で、同じファミリーの部材に対して同一にする必要があるプロパティを
選択します。 

ナンバーシリーズごとに別々に比較条件を定義します。

1 つ以上のチェックボックスをオンにします。ただし、すべてのチェックボッ
クスをオンにすることはしないでください。 すべてのチェックボックスをオ
ンにすると、ファミリー番号は通常の製品マークと同じになり、修飾子番号が
すべてに対して 1 になります。 チェックボックスが 1 つもオンにされない場
合、シリーズごとに 1 つのファミリー番号が割り当てられます。

5. [適用] をクリックします。 

Tekla Structures では、次回モデルを保存したときに、現在のモデルフォルダ内
のナンバリングデータベースファイル（<model_name>.db2）に設定が格納

されます。

6. 既に番号が割り当てられる部材にファミリー番号を割り当てる場合は、既存の
番号をクリアします。

7. モデル内のナンバリングを更新します。 

Tekla Structures では、ナンバーシリーズ内のすべてのオブジェクトにファミリ
ー番号が割り当てられます。

参照項目

ファミリー番号 (707 ページ)
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既存の番号のクリア (714 ページ)

オブジェクトのファミリーマークの変更
オブジェクトのファミリーマークやファミリー枝番を変更できます。

1. 変更するファミリー番号が割り当てられているオブジェクトを選択します。

2. [図面とレポート] タブで、[ マークの変更 --> ファミリーマークを変更 ] をクリ
ックします。

3. [ファミリマークの指定] ダイアログ ボックスの [ファミリーマーク] および
[ファミリー枝番] ボックスに目的の値を入力します。

4. [指定] をクリックします。

参照項目

ファミリー番号 (707 ページ)

5.2 ナンバリング設定の調整
デフォルトのナンバリング設定がユーザーのニーズに合わない場合は、設定を調整
します。これは、図面またはレポートを作成する前にプロジェクトの初期段階で実
行する必要があります。プロジェクトの途中でナンバリング規則を変更しないで
ください。

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 必要に応じて設定 (993 ページ)を変更します。 

たとえば、どの部材プロパティがモデル内のナンバリングに影響するかを定義
できます。ほとんどの場合、デフォルトの設定が適切です。

3. [適用] または [OK] をクリックします。 

注 ナンバリング設定を変更したら、必ずナンバリングを確認および修復して
ください。

参照項目

ナンバリングに影響を与える要因の定義 (706 ページ)

プロジェクト中のナンバリング設定 (734 ページ)

ナンバリングエラーの修復 (718 ページ)
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5.3 部材のナンバリング
[変更部分のナンバリングを実行する] コマンドを使用して、 後のナンバリング実
施以降に作成または変更された全部材にナンバリングを施す必要があります。こ
れがこのモデルに実行する 初のナンバリングの場合、モデルの内の全部材が新規
となるため、ナンバリングされます。

部材にナンバリングするには、次のようにします。

• [図面とレポート] タブで、 ナンバリング実行 --> 変更部分のナンバリングを実
行する をクリックします。 

ナンバリング設定 (993 ページ)に従って、Tekla Structures により部材に番号が
付けられます。

参照項目

部材のシリーズのナンバリング (710 ページ)

製品およびキャストユニットのナンバリング (711 ページ)

鉄筋のナンバリング (712 ページ)

溶接のナンバリング (712 ページ)

部材予備マークの書き込み (713 ページ)

設計グループごとの部材のナンバリング (726 ページ)

部材のシリーズのナンバリング
特定の頭マークと開始番号を持つ部材にのみナンバリングを施すには、[選択オブ
ジェクトのシリーズのナンバリング] コマンドを使用します。これは、特定のシリ
ーズのオブジェクトにのみナンバリングを制限できるため、大きなモデルで有効で
す。

開始前に、シリーズのナンバリングを慎重に計画し、モデルを領域やフェーズごと
など、より小さいシリーズのナンバリングに分割することをお勧めします。

1. 目的の頭文字と開始番号を持つ部材を選択します。 

選択した部材と同じ頭文字と開始番号を持つ部材のみがナンバリングされま
す。

2. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング実行 --> 選択オブジェクトのシリーズ
のナンバリング ] をクリックします。 

Tekla Structures では、指定したナンバーシリーズ内のすべての部材にナンバリ
ングします。

参照項目

例: 選択した部材タイプのナンバリング (731 ページ)

例: 選択したフェーズの部材のナンバリング (732 ページ)
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製品およびキャストユニットのナンバリング
製品およびキャストユニットのナンバリングを行うには、部材のナンバリング時と
同じナンバリングコマンドを使用します。ナンバリング前に、並び順を変更して、
製品およびキャストユニットへの製品位置番号の指定方法を定義できます。並べ
替えは、部材の位置には影響しません。

1. 必要に応じて、製品およびキャスト ユニットの並び順を変更します。

a. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をク
リックして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

b. 並び順を変更するには、[ 優先する条件] リストと [次に優先する条件]
リストからオプションを選択します。 

デフォルトの並び順は XYZ です。次のオプションを使用できます。

• 製品またはキャストユニットのメイン部材の X 座標、Y 座標、または
Z 座標

並べ替える場合、製品またはキャストユニットの重心中央(COG)位置
に基づいて並べ替えられます。Tekla Structures では、製品およびキャ
ストユニットごとに重心中央を見つけ、定義した順序でそれらを比較
します。

• 製品またはメイン部材のユーザー定義情報

ユーザー定義情報に基づいて並べ替える場合、Tekla Structures に利用
可能なすべてのユーザー定義情報を示すリストボックスが表示され
ます。

c. [適用] または [OK] をクリックして変更を保存します。

2. 必要に応じて、他のナンバリング設定 (993 ページ)を変更します。

3. [図面とレポート] タブで、[ ナンバリング実行 --> 変更部分のナンバリングを
実行する ] をクリックして、モデルに番号を付けます。
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注 モデル内に新しい部材を追加した場合、並べ替え順序の基準(たとえば X 座標)に合わ
せて既存の番号付き部材の番号が付け直されることはありません。この場合、これら
の部材のナンバリングを確認および修復する必要があります。

参照項目

ナンバリングエラーの修復 (718 ページ)

鉄筋のナンバリング
鉄筋のナンバリングを行うには、部材のナンバリング時と同じナンバリングコマン
ドを使用します。

鉄筋は、部材およびキャスト ユニットのナンバリングに影響することがあります。
同一のコンクリート部材とキャスト ユニットに異なる鉄筋が作成されている場合
に、Tekla Structures によってこれらに異なる番号を割り当てるには、[鉄筋] ダイア
ログ ボックスの [ナンバリング設定] チェック ボックスをオンにします。

部材およびキャストユニットのナンバリングは、鉄筋のナンバリングに影響しませ
ん。

参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)

同一鉄筋 (705 ページ)

ナンバリングに影響を与える要因の定義 (706 ページ)

ナンバリングのユーザー定義情報 (706 ページ)

鉄筋への番号の割り当て (572 ページ)

溶接のナンバリング
溶接に番号を割り当てるには、[溶接のナンバリング] コマンドを使用します。溶接
番号は、図面と溶接レポートに表示されます。

1. [図面とレポート] タブで、[ ナンバリング実行 --> 溶接のナンバリング ] をクリ
ックして、[溶接ナンバリング] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 必要に応じて、溶接ナンバリング設定 (994 ページ)を変更します。 

たとえば、[すべての溶接] に番号を割り当てるか、[選択された溶接] に番号を
割り当てるかを定義できます。

3. 特定の溶接にだけ番号を割り当てることを選択した場合は、溶接を選択しま
す。

4. [実行] をクリックして、溶接のナンバリングを開始します。

モデルのナンバリング 712 部材のナンバリング



参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)

部材予備マークの書き込み
予備ﾏｰｸは、部材マークを指定するユーザー定義情報です。現在の部材マークを選
択した部材の部材予備マークとして保存できます。以前の部材予備マークは上書
きされます。

1. 部材を選択します。

2. [図面とレポート] タブで、[ ナンバリング設定 --> 部材予備マークを保存 ] をク
リックします。

参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)

5.4 既存の番号の変更
既存の部材、製品、マルチ マーク、またはファミリー マークを独自の定義に変更
するには、[マークの変更] コマンドを使用します。これらのコマンドでは、部材の
マーク シリーズは変更されません。Tekla Structures では、図面、モデリング、およ
び製作のエラーを防止するため、2 つの異なる製品または部材に同一の番号を使用
することはできません。

1. [図面とレポート] タブで、[マークの変更] をクリックし、次のいずれかのコマ
ンドを選択します。 

• 部材マークを変更

• 製品マークを変更

• 部材マルチマークを変更

• 製品マルチマークを変更

• ファミリーマークを変更

対応するダイアログ ボックスが表示されます。たとえば、[製品マークを変更]
コマンドを選択すると、[製品マークの指定] ダイアログ ボックスが表示され
ます。

2. モデル内の部材を選択します。

3. 表示されたダイアログ ボックス (たとえば [製品マークの指定]) で、[取得] を
クリックすると部材の現在のナンバリング プロパティが表示されます。

4. この部材に使用するナンバリング プロパティを入力します。 

ここで入力する位置番号は絶対数ではありません。たとえば、シリーズの開始
番号が 100 の場合、位置番号はこのシリーズ内の番号を示します。したがっ
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て、実際には、位置番号 1 が 100、位置番号 2 が 101、位置番号 3 が 102 な
どのようになります。

5. 選択した部材の製品マークを変更する場合は、[指定対象] オプションが [選択
部材のみ] に設定されていることを確認します。 

それ以外の場合、元の番号が同じすべての部材は、ナンバリングが再実行され
ます。

6. [指定] をクリックして、番号を変更します。 

指定した番号が既に使用されている場合は、Tekla Structures に警告メッセージ
が表示され、元の番号が維持されます。

また、位置番号が現在の 大番号より大きい場合にも、Tekla Structures に警告
メッセージが表示されます。この警告は情報目的のみで、番号の変更が実行さ
れます。

参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)

5.5 既存の番号のクリア
部材の現在の位置番号を削除するには、[クリア] コマンドを使用します。これらの
部材には、Tekla Structures によって、次回ナンバリング実行時に新しい番号が割り
当てられます (以前割り当てられていた番号には影響されません)。

1. リセットするマークが割り当てられている部材を選択します。

2. [図面とレポート] タブで、[マークの変更] をクリックし、次のいずれかのコマ
ンドを選択します。 

• 部材マークと製品マークをクリア

• 部材マークをクリア

• 製品マークをクリア

• 鉄筋マークをクリア

Tekla Structures によって、選択した部材の位置番号が削除されます。

参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)
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5.6 ナンバリングの確認

位置番号は、さまざまな場所で確認できます。

• 部材ラベルに位置番号を追加できます。

1. モデルで、[ビューの選択] 選択スイッチがアクティブになっていることを
確認します。

2. 背景をダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

3. [表示...] をクリックして、[表示] ダイアログ ボックスを開きます。

4. [詳細設定] タブに移動し、[部材マーク] を [部材マーク] に追加します。

5. [変更] をクリックします。

部材ラベルに位置番号が含まれるようになります。

• で部材番号を確認できます。

• 図面ラベルに位置番号および同じ部材の数を表示することができます。
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• [情報] コマンドを使用できます。
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• 製品と部材の位置が示されたレポートを作成できます。

参照項目

ナンバリングエラーの修復 (718 ページ)

5.7 ナンバリング履歴の表示

ナンバリング履歴を表示するには、次のようにします。

• [ファイル] メニューで、[ ログ --> ナンバリング履歴 ] をクリックします。

Tekla Structures でナンバリングログファイルが表示されます。
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5.8 ナンバリングエラーの修復
時々、特に図面またはレポートの作成前には、モデル内のナンバリングを確認およ
び修復することをお勧めします。

注 マルチユーザーモードで作業している場合、定期的にナンバリングを修復する
ことは非常に重要です。

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [追加された部材] 部材に対して、[既存部材と比較] オプションが選択されてい
ることを確認します。

3. [変更された部材] 部材に対しては以下のいずれかのオプションが選択されて
いることを確認します。 

• 既存部材と比較

• 可能な限り現在のマークを保持

4. [OK] をクリックして変更を保存します。

5. モデル全体を修復するのでない限り、修復したいナンバリングのオブジェクト
を選択します。

6. [ファイル] メニューで [エラーチェックと修復] をクリックして、[ナンバリン
グ] で以下のいずれかのコマンドを選択します。 

• ナンバリングのエラーチェックと修復: すべて

このコマンドは、変更されていないものを含め、すべての部材と製品に名
前を付けます。

• ナンバリングのエラーチェックと修復: 選択オブジェクトのシリーズ

このコマンドは、選択した部材と同じ頭文字と開始番号を持つすべての部
材および製品にナンバリングします。

Tekla Structures では、より新しい部材または製品により小さい番号が割り
当てられている場合でも、より古い部材または製品の番号がすべての同一
部材に割り当てられます。

ヒン
ト

部材または製品に特定の位置番号を手動で割り当てる場合は、モデ
ル内のナンバリングを修復してから、[マークの変更] コマンドを使
用します。

参照項目

既存の番号の変更 (713 ページ)
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5.9 モデルの再ナンバリング
ナンバリングをもう一度やり直す必要がある場合は、[すべてのマークの付け直し]
オプションを使用します。このオプションを使用すると、既存の位置番号が完全に
削除され、新しい番号でリセットされます。既存の図面も削除されます。

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [すべてのマークの付け直し] チェック ボックスをオンにします。

3. [適用] または [OK] をクリックします。

4. [図面とレポート] タブで、[ ナンバリング実行 --> 変更部分のナンバリングを
実行する ] をクリックします。

5. モデルの再ナンバリングの確認を求められた場合は、[はい(Y)] をクリックし
ます。 

Tekla Structures によって、モデル全体の番号が付け直されます。

参照項目

既存の番号の変更 (713 ページ)

既存の番号のクリア (714 ページ)

5.10 製品管理番号
製品管理番号は、モデル内の部材を識別するために使用できる付加的な番号です。
製品またはキャストユニットのマークに関係なく、これらに一意の番号を別途設定
する必要がある場合に、製品管理番号を使用します。

たとえば、多数の同一製品を現場に搬入する際に、製品管理番号が役立ちます。 製
品の搬入と建方を問題なく行うには、搬入時に製品の建方順番が既に計画済みであ
る必要があります。 すべての製品に同じ製品マークが付けられている場合でも、
一意の製品管理番号を個々の製品に割り当てることができます。

参照項目

部材への製品管理番号の割り当て (719 ページ)

製品管理番号の順番 (720 ページ)

モデルへの製品管理番号の表示 (722 ページ)

製品管理番号の削除 (723 ページ)

製品管理番号のロックまたはアンロック (724 ページ)

例: 製品管理番号を使用して建方順序を指定する (724 ページ)
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部材への製品管理番号の割り当て

1. [図面とレポート] タブで、[ ナンバリング設定 --> 製品管理番号を指定 ] をクリ
ックして、[製品管理番号の作成] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 製品管理番号を割り当てる部材を指定します。 

• モデル内のすべての部材を対象とする場合は、個別に部材を選択しないで
ください。

• 特定の部材を対象とする場合は、その部材を選択します。

3. 特定のマーク シリーズの部材にのみ製品管理番号を割り当てる場合:

a. [ナンバリング] リストで、[マークシリーズ] を選択します。

b. 対応するボックスに頭ﾏｰｸと開始番号を入力します。

4. 使用する製品管理番号を定義します。

a. [製品管理番号の開始番号] ボックスに、使用する 初の製品管理番号を入
力します。

b. [ステップ] ボックスで、製品管理番号の間隔を定義します。 

たとえば、製品管理番号を 2、5、8、11 のように割り当てる場合は、[製
品管理番号の開始番号] ボックスに「2」を入力し、[ステップ] ボックスに
「3」を入力します。

5. [付け直す] リストを使用して、製品管理番号が既に割り当てられている部材の
処理方法を指定します。 

• 既存の製品管理番号を保持するには、[いいえ] を選択します。

• 既存の製品管理番号を新しい番号で置き換えるには、[はい] を選択します。

6. [第１方向]、[第２方向]、[第３方向] の各リストを使用して、製品管理番号の
順番を定義します。

7. [UDA の書込先] リストで、製品管理番号を保存する場所を選択します。製品
管理番号はユーザー定義情報のダイアログ ボックスの [ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブで、次の
いずれかに対して表示されます。 

• 製品

• メイン部材

8. [適用] をクリックして変更を保存します。

9. [作成] をクリックして、部材に番号を付けます。

参照項目

製品管理番号の順番 (720 ページ)

製品管理番号設定 (995 ページ)
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製品管理番号の順番
製品管理番号を割り当てる場合、割り当てる順番を定義する必要があります。この
順番は、全体座標系上の各部材の位置に基づいています。

次のオプションがあります。

• [なし]

• [X]

• [Y]

• [Z]

• [-X]

• [-Y]

• [-Z]

正の方向（X、Y、Z）を指定すると、座標値の も小さい部材が 初にナンバリン
グされます。 負の方向（-X、-Y、-Z）を指定すると、座標値の も大きい部材が
初にナンバリングされます。

たとえば、[第１方向]が[X]、[第２方向]が[Y]、[第３方向]が[Z]の場合、x 座標値が
も小さい部材からナンバリングが開始されます。 複数の部材の x 座標が同じ場

合は、それらの y 座標が比較されます。 複数の部材の x 座標と y 座標が同じ場合
は、それらの z 座標が比較されます。

例

次の例では、[第１方向]が[X]、[第２方向]が[Y]です。1～8 の番号は製品管理番号
を示しています。
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参照項目

部材への製品管理番号の割り当て (719 ページ)

モデルへの製品管理番号の表示
モデル内で製品管理番号が表示されていない場合は、表示設定を使用して、製品管
理番号を表示するように設定できます。

1. ビューをダブルクリックして、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを開
きます。

2. [表示設定(D)...] をクリックし、[詳細設定] タブに移動します。

3. [部材マーク] チェック ボックスをオンにします。

4. [プロパティ] リストで、[ユーザー定義情報] を選択し、[追加 >] をクリックし
ます。 

[部材マーク] ダイアログ ボックスが表示されます。

5. 「ACN」と入力し、[OK] をクリックします。 

プロパティが [部材マーク] リストに移動します。

6. [変更] をクリックします。 

モデル内の部材マークの直後に、製品管理番号が表示されます。
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例

次の例では、1～8 の番号が製品管理番号です。

参照項目

製品管理番号 (719 ページ)

製品管理番号の削除
必要に応じて、すべてまたは一部の部材から既存の製品管理番号を削除できます。
今後必要ではないことが確実である場合を除き、製品管理番号を削除しないでくだ
さい。

注 製品管理番号の削除は、再割り当てとは異なります。製品管理番号が既に割り
当てられている部材に、新しい製品管理番号を再割り当てする場合は、[] ダイ
アログ ボックスの [付け直す] オプションを使用します。

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [ユーザー定義情報] ボタンをクリックします。 

部材の現在の製品管理番号は、[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブの、[製品管理番号] ボックスの横
に表示されます。たとえば次のようになります。

3. ボックスから既存の製品管理番号を削除します。
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4. [変更(M)] をクリックして変更内容を適用します。

参照項目

製品管理番号 (719 ページ)

製品管理番号のロックまたはアンロック
モデル内の一部またはすべての部材の製品管理番号を他のユーザーが変更できな
いようにするには、[製品管理番号をロック/ロック解除] コマンドを使用します。
後で製品管理番号を変更することが必要になった場合は、同じコマンドを使用して
番号のロックを解除できます。

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> 製品管理番号をロック/ロッ
ク解除] をクリックして、[製品管理番号のロックと解除] ダイアログ ボックス
を開きます。

2. 製品管理番号のロックまたはロック解除の対象となる部材を定義します。 

• すべての部材に対して製品管理番号のロックまたはロック解除を行う場合
は、モデル内の部材を選択せずに操作を行います。

• 特定の部材に対して製品管理番号のロックまたはロック解除を行う場合
は、モデル内で目的の部材を選択します。

3. [状態] リストで、[ロック] または [アンロック] を選択します。

4. [適用] をクリックして変更を保存します。

5. [作成] をクリックして、番号をロックまたはロック解除します。

参照項目

製品管理番号 (719 ページ)

例: 製品管理番号を使用して建方順序を指定する
この例では、製品管理番号を 6 つのコンクリート壁に割り当てる方法を示します。
これらの壁のうち、4 つの壁に同じキャストユニットマークが割り当てられている
ので、このマークを基にコンクリート壁を明確に区別することはできません。 そ
のため、それぞれの壁に現場での建方順序を示す一意の識別子を設定します。 ま
た、建方順序は発送の順番にも影響します。 例えば、１番の壁は現場で 初に建
方することになるため、搬入製品の一番上に置いて発送する必要があります。同様
に、2 番目に建方することになる２番の壁は、搬入製品の上から 2 番目に置かれて
いる必要があります。
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下図のような製品管理番号を付加します。

初に建方

2 番目に建方

3 番目に建方

4 番目に建方

5 番目に建方

6 番目に建方

製品管理番号をコンクリート壁に割り当てるには、次のようにします。

1. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> 製品管理番号を指定] をクリ
ックして、[製品管理番号の作成] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 6 つのコンクリート壁を選択します。

3. マーク シリーズで、頭マークが S の開始番号が 1 の部材にのみ製品管理番号
を割り当てるように定義します。

a. [ナンバリング] リストで、[マークシリーズ] を選択します。

b. [頭ﾏｰｸ] ボックスに、S を入力します。

c. [開始番号] ボックスに、1 を入力します。
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4. これらのコンクリート壁の製品管理番号として、1 ～ 6 の番号を使用するよう
に定義します。

a. [製品管理番号の開始番号] ボックスに、1 を入力します。

b. [ステップ] ボックスに、1 を入力します。

5. 正の x 軸に表示される順番に従って、z 座標が同じである壁からナンバリング
を開始するように定義します。

a. [第１方向] リストで、[Z] を選択します。

b. [第２方向] リストで、[X] を選択します。

6. [適用] をクリックして変更を保存します。

7. [作成] をクリックして、コンクリート壁に番号を付けます。 

次の図に示すように、各コンクリート壁に一意の製品管理番号が付けられま
す。

ヒン
ト

モデル内で製品管理番号が表示されない場合は、表示設定を変更しま
す。 必要な設定の詳細については、「モデルへの製品管理番号の表示
(722 ページ)」を参照してください。

5.11 設計グループごとの部材のナンバリング
図面とレポートで部材を区別できるように、部材を設計グループごとにナンバリン
グできます。 設計グループの番号は、エンジニアリングドキュメントまはた予備
マークとして使用できます。
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設計グループ番号は、頭マーク、区切り文字、および番号または文字で構成されて
います。

設計グループに基づいて部材に頭マークおよび番号または文字を割り当てるには、
[グループナンバリングの指定] アプリケーションを使用します。[グループナンバ
リングの指定] アプリケーションは、選択フィルターに一致する部材を設計グルー
プにグループ分けしてナンバリングし、オプションで部材の長さを比較します。こ
のアプリケーションは、ナンバリングに影響するように設定されている部材のユー
ザー定義情報も比較します。

注 [グループナンバリングの指定] アプリケーションでは、部材の長さを作成する
ために押し出されるプロファイルを持つ部材 (梁、柱、パネル、フーチングな
ど) に対してのみナンバリングが行われます。ポリゴン プレート、スラブ、項
目などはナンバリングされません。

作業を始める前に、以下を行います。

• 設計グループを定義する必要な選択フィルターを作成します。

• 特定の文字を設計グループ番号で使用する場合、詳細設定 XS_VALID_CHARS_
FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS を使用して、使用可能な文字をリスト
します。デフォルトでは、文字 A ～ Z を使用できます。

• マルチユーザーまたは Tekla Model Sharing モデルでは、[グループナンバリング
の指定] アプリケーションを実行するユーザーが 1 人だけであることを確認し
ます。

部材を設計グループごとにナンバリングするには、次のようにします。

1. モデル内で、サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン

 をクリックし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きま
す。

2. アプリケーション リストを開くには、[アプリケーション] の横にある矢印を
クリックします。

3. [グループナンバリングの指定] をダブルクリックしてアプリケーションを開
始します。

4. [グループナンバリングの指定] ダイアログ ボックスで、次の操作を実行しま
す。

a. [グループの追加] をクリックし、選択フィルターに一致する部材の設計グ
ループのナンバリング設定を作成します。 

• [グループフィルター] 列でフィルターを選択します。

選択フィルターは、標準のフォルダ検索順序で特定のフォルダから読
み込まれます。

• このグループの部材に使用する設計グループの頭マークおよび開始
番号または開始文字を入力します。

• [長さの比較] 列で、部材の長さも比較するかどうかを定義します。
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b. 設計グループごとにナンバリングするすべての部材のグループに対して
手順 4a を繰り返します。

c. 必要に応じて、[上] ボタンと [下] ボタンを使用してグループの順序を変
更します。 

部材が複数のグループに所属している場合、リスト内の 後のグループフ
ィルターが前のフィルターより優先されます。

d. 部材の長さを比較する場合、長さの許容値を定義します。 

たとえば、「0」と入力した場合、部材が同じ設計グループ番号 (または文
字) を取得するには長さがまったく同じである必要があります。「2」と入
力した場合、部材の長さは互いに 2 mm 異なっていてもかまいません。

デフォルトの許容値は 0.05 mm です。

e. 図面マークまたはレポートで設計グループの頭マークおよび番号または
文字の区切りに使用される番号区切り文字を入力します。たとえば、「-」
と入力します。 

プロジェクトの途中で区切り文字を変更しないことをお勧めします。

f. 空き番号または文字を再利用するには、[欠番（マーク）の利用] チェック
ボックスをオンにします。

g. [文字を使用する番号] で、文字を使用するかどうかを選択します。

h. [すべてのマークの付け直し] で、すべての部材にナンバリングを再実行す
るかどうかを選択します。

i. 部材を設計グループごとにナンバリングするには、[ナンバリング実行] を
クリックします。 

設計グループ番号は、各部材のユーザー定義情報 DESIGN_GROUP_MARK
に保存されます。

デフォルトでは、ユーザー定義情報 DESIGN_GROUP_MARKは、デフォル

ト環境および米国環境のエンジニアリング構成にある objects.inpフ

ァイルで使用できます。

j. ナンバリングの結果を示すレポートを作成するには、すべての部材のレポ
ートを作成するのか選択した部材のレポートを作成するのかを選択し、
[レポートの作成] をクリックします。 

Tekla Structures では、[リスト] ダイアログ ボックスにレポートが表示さ
れ、レポートは保存されます。レポートは dgnReport.txt として詳細

設定 XS_REPORT_OUTPUT_DIRECTORY で定義されたフォルダに保存
されます。デフォルトの環境では、レポートは \Reports フォルダに移

動することもできます。

[リスト] ダイアログ ボックスで行を選択すると、Tekla Structures によりモ
デル内の対応する部材がハイライトされて選択されます。

部材のナンバリングが 新でない場合(つまり、ナンバリング後に部材が
変更された場合)、設計グループ番号の後に疑問符(?)が追加されます。
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5. 図面マークまたはレポートに設計グループ番号を表示するには、ユーザー定義
情報 DESIGN_GROUP_MARK使用します。

参照項目

新しいフィルターの作成 (174 ページ)

5.12 ナンバリングの例
この節では、モデルのナンバリング例をいくつか示します。

詳細情報のリンク:

例: 同一の梁のナンバリング (729 ページ)

例: ファミリーマークの使用 (730 ページ)

例: 選択した部材タイプのナンバリング (731 ページ)

例: 選択したフェーズの部材のナンバリング (732 ページ)

例: 同一の梁のナンバリング
この例では、部材を変更する場合、ナンバリング設定により部材番号がどのように
付けられるかについて説明します。

同一の梁のナンバリングを行うには、次のようにします。

1. まったく同じ梁をナンバーシリーズの頭マーク P および開始番号 1 で 3 本作
成するとします。

2. モデルをナンバリングします。 3 本の梁に、同じマーク P1 が付けられます。

3. 1 本の梁を変更します。

4. モデルをナンバリングします。 この段階で、P1 の梁が 2 本、P2 の梁が 1 本に
なるはずです。

5. P2 の梁を変更して、他の 2 本の梁と同じにします。

6. モデルをナンバリングします。 

[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスのナンバリングの設定に基づいて、
Tekla Structures により、変更された部材に次のいずれかの部材マークが割り当
てられます。

• 既存部材と比較:P1

• 可能な限り現在のマークを保持:P2

• 新しいマークを利用:P3
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参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)

例: ファミリーマークの使用

この例では、以下の 4 つの梁に頭マークが B で開始番号が 1 のナンバーシリーズ
が割り当てられています。メイン部材プロファイルは同じであり、各ペアの長さは
同じですが、孔の位置が異なります。

製品マーク:B/1

製品マーク:B/2

製品マーク: B/3

製品マーク: B/4

次のファミリーナンバリングの設定を使用します。

• ファミリーマーク対象のシリーズ:シリーズ追加 B/1
• 比較:[メイン部材プロファイル] および [全体の長さ] オプションを選択します。

Tekla Structures では、指定したファミリーナンバリングの条件に基づいて、梁を 2
つのファミリーに分割します。すべての梁のプロファイルは同じですが、各ペアの
長さは異なります。両方のファミリーでは、孔が異なるため、それぞれの梁に異な
る修飾子が割り当てられます。

• 初の梁には製品位置番号 B/1-1 が割り当てられます。

• 2 番目の梁には製品位置番号 B/1-2 が割り当てられます。

• 3 番目の梁には製品位置番号 B/2-1 が割り当てられます。
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• 4 番目の梁には製品位置番号 B/2-2 が割り当てられます。

参照項目

ファミリー番号 (707 ページ)

例: 選択した部材タイプのナンバリング
この例では、異なる部材タイプに異なるナンバリング設定を使用する方法を示しま
す。この例では、鉄骨アンカー バーに 1 組のナンバリング設定を使用し、鉄骨柱
に別のナンバリング設定を使用します。[選択オブジェクトのシリーズのナンバリ
ング] コマンドを使用すると、同じ製品マーク頭文字を持つすべての部材にナンバ
リングされます。

アンカーバーと柱にナンバリングを設定するには、次のようにします。

1. 鋼材の柱を作成します。

2. AR という頭マークを持つ、開始番号 1 のマーク シリーズのアンカー バーを
作成します。 

このナンバーシリーズが、モデル内の他の部材や製品には使用されていないこ
とを確認してください。

3. 適用

4. [柱配置] チェック ボックスがオフになっていることを確認してから、[適用] を
クリックします。 

5. モデル内でアンカーバーの 1 つを選択します。
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6. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング実行 --> 選択オブジェクトのシリーズ
のナンバリング ] をクリックします。 

頭マーク AR と開始番号 1 のすべての部材がナンバリングされます。

7. アンカー バーのナンバリングが完了するまで待ちます。

8. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

9. [柱配置] チェック ボックスをオンにし、[適用] をクリックします。

10. モデル内で鉄材の柱の 1 つを選択します。

11. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング実行 --> 選択オブジェクトのシリーズ
のナンバリング ] をクリックします。 

選択された柱として同じナンバーシリーズに属するすべての柱がナンバリン
グされます。

参照項目

部材のシリーズのナンバリング (710 ページ)

例: 選択したフェーズの部材のナンバリング
この例では、複数のフェーズからなるモデルにナンバリングする方法を示します。
各フェーズには異なる詳細と納期があります。 これにより、特定のフェーズの図
面をいつでも出すことが可能になります。

始める前に、モデルをフェーズに分けます。

選択されたフェーズの部材にナンバリングするには、次のようにします。

1. 各フェーズの部材に特定のマーク シリーズの頭マークおよび開始番号を適用
します。 

たとえば、次のように設定します。

• フェーズ 1 の梁には、ナンバーシリーズ頭マーク B と開始番号 1000 を付
けます。

• フェーズ 2 の梁には、ナンバーシリーズ頭マーク B と開始番号 2000 を付
けます。
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(1) フェーズ 1: 緑

(2) フェーズ 2: マゼンタ

2. マークシリーズが重複していないことを確認します。 

たとえば、フェーズ 2 の梁のナンバリングとの重複を避けるには、フェーズ 1
の番号は 1000 番台以内に収める必要があります。

3. ナンバリングする部材を選択します。 

ヒ
ン
ト

特定のフェーズの部材または特定の開始番号シリーズの部材を容易に
選択するには、選択フィルターを使用します。 また、選択フィルター
を使用すると、完了済みの特定のフェーズまたはナンバリングの準備が
できていないフェーズを無視することもできます。

4. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] をクリッ
クして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを開きます。

5. ナンバリング設定を変更したら、[適用] をクリックします。

6. ナンバリングする部材のいずれかを選択します。

7. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング実行 --> 選択オブジェクトのシリーズ
のナンバリング] をクリックします。 

選択された部材として同じナンバーシリーズに属するすべての部材がナンバ
リングされます。
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参照項目

部材のシリーズのナンバリング (710 ページ)

プロジェクト中のナンバリング設定 (734 ページ)

5.13 ナンバリングのヒント

• 何らかの決まりを作ってナンバリングを習慣づけることをお勧めします。 た
とえば、一日の始まりまたは終わりにモデルのナンバリングを実行するように
します。

• 時間を節約するには、モデリングの開始前に、部材のタイプごとにデフォルト
の部材プロパティにマークシリーズを含めておきます。

• ナンバリングは、部材を分類するための単なる代替手段ではありません。 部材
を分類するには、オーガナイザー、ユーザー定義情報、または色を使用します。

• マーク番号が重複していると、Tekla Structures によって警告メッセージが表示
されます。

ナンバリング履歴ログで、重複するマーク番号の詳細を確認できます。ログを
表示するには、 [ファイル]メニュー --> [ログ] --> [ナンバリング履歴] を選択し
ます。

参照項目

プロジェクト中のナンバリング設定 (734 ページ)

ナンバリングの例 (729 ページ)

標準部材モデルの作成 (735 ページ)

プロジェクト中のナンバリング設定
プロジェクトでは、その時々のニーズに応じて異なるナンバリング設定を使用でき
ます。

次に例を示します。

• プロジェクトの製作のフェーズを開始する前に、モデル全体のナンバリングに
対して[欠番(マーク)の利用]オプションを使用することができます。

• プロジェクト内で、製作のフェーズが既に開始されている場合は、新しい部材
や変更部材に対して[新しいマークを利用]オプションを使用できます。

• ディテールの前の段階で、プロジェクトの他のフェーズにナンバリングする場
合は、[既存部材と比較]オプションを使用して、可能な限り多くの番号を組み
合わせることができます。

参照項目

例: 選択したフェーズの部材のナンバリング (732 ページ)
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全般的なナンバリング設定 (993 ページ)

標準部材モデルの作成
標準部材モデルには、特定の部材頭マークが付けられた標準部材だけが含まれま
す。 別のモデルで部材のナンバリングを実行するときに、これらの頭マークを使
用できます。 定義した頭マークは、その別のモデルで実際の部材マークとして使
用されます。

標準部材モデルは、プロジェクト モデルの部材をナンバリングするときに部材を
比較するためだけに使用されます。プロジェクト モデルに部材を作成するために
は使用できません。

注 この機能は、鋼材のみに適用されます。 製品は影響を受けません。

1. 新しいモデルを作成し、そのモデルに目的を明確に示す名前を付けます。 

たとえば、「StandardParts」にします。

2. 標準部材として使用するオブジェクトを作成します。

3. すべてのコンポーネントを分解します。 

重複するアングルやメイン部材などの不要な部材を削除する場合は、コンポー
ネントを分解できます。

4. 不要なアイテムはすべて削除します。

5. 使用されていない部材頭マークをオブジェクトに付けます (たとえば、STD1、
STD2 など)。 

標準部材モデルが重複した部材頭マークを含んでいないことを確認します。
製品マーク頭文字や、部材マーク開始番号または製品マーク開始番号を定義す
る必要はありません。

6. 標準部材モデルを保存します。 

標準部材モデルを Tekla Model Sharing で使用するには、現在のモデル フォル
ダーの下に別のフォルダーを作成し、標準部材モデルを保存します。

標準部材モデルをマルチユーザー モデルで使用するには、すべてのユーザー
がアクセスできるように標準部材モデルを保存します。

7. ナンバリングを実行するプロジェクトモデルを開きます。

8. [ファイル] メニューで、[ 設定 --> 詳細設定 --> ナンバリング ] をクリックしま
す。

9. 詳細設定 XS_STD_PART_MODEL が、正しい標準部材モデルを指しているこ
とを確認します。 

たとえば、次のようになります。

XS_STD_PART_MODEL=C:\TeklaStructuresModels\StandardParts\
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10. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング設定 --> ナンバリング設定 ] の順にク
リックして、[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを表示します。

11. [部材名] チェック ボックスをオンにした場合は、プロジェクト モデルに標準
部材モデルと同じ部材名が設定されていることを確認してください。

12. [標準部材ライブラリーの使用] チェック ボックスを選択します。

13. [適用] をクリックして変更を保存します。

14. [図面とレポート] タブで、[ナンバリング実行 --> 変更部分のナンバリングを実
行する ] の順にクリックして、プロジェクト モデルに番号を付けます。 

Tekla Structures では、部材のナンバリング時に、プロジェクト モデル内のすべ
ての部材が標準部材モデルと比較されます。標準部材モデルで見つかった部
材頭マークが、プロジェクト モデルで見つかったすべての同一部材に適用さ
れます。プロジェクト モデル内で も古くナンバリングされた標準部材のマ
ーク シリーズが、プロジェクト モデルで見つかったすべての同一部材に適用
されます。

参照項目

部材のナンバリング (709 ページ)
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6 アプリケーション

使用可能なアプリケーション、マクロ、図面プラグインは、[アプリケーションと
コンポーネント] カタログのすべてカタログの [プラグイン] セクションにありま
す。独自のマクロを記録し、リストに表示することもできます。

マクロ

マクロ (739 ページ) は、詳細設定 で定義されたフォルダーの下の \drawings フ
ォルダーまたは \modeling フォルダーに、.cs ファイルとして保存されます。こ

の詳細設定はデフォルトで、..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\macros に設定されています。

このグローバル フォルダの他に、ローカル フォルダを定義し、そこに環境マクロ
や企業マクロなどのローカル マクロを保存できます。グローバル フォルダーに加
えて、詳細設定 XS_MACRO_DIRECTORY にローカル マクロ フォルダーを指定しま

す。グローバル フォルダを定義してから、ローカル フォルダを定義します。マク
ロを作成するときに、マクロをグローバルまたはローカルに設定する必要がありま
す。その設定に従って、グルーバルまたはローカル フォルダにマクロが保存され
ます。グローバル フォルダにあるマクロが 初に読み取られます。

グローバル フォルダーとローカル フォルダーを含む XS_MACRO_DIRECTORY の
定義の例:

%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General
\user-macros

モデリング モードのマクロ

マクロ 説明

AutoConnectSelectedParts (767 ページ) [オートコネクション] ダイアログボッ
クスを開かずに、自動的にジョイントを
作成するのに使用します。

AutomaticSplicingTool (570 ページ) ストックの長さを超える長い鉄筋およ
び鉄筋グループを分割し、分割された位
置にスプライスを作成します。

ContinuousBeamReinforcement 連続梁を補強します。このマクロでは、
システム コンポーネントを使用して、上
段主鉄筋および下段主鉄筋、帯筋、フィ
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マクロ 説明

ッティング、上段追加鉄筋および下段追
加鉄筋を作成します。

Convert_DSTV2DXF DSTV ファイルを DXF ファイルに変換
することで、NC ファイルを DXF 形式で
作成します。

CreateSurfaceView (33 ページ) 自動配置されたサーフェス ビューを作
成します。

CreateSurfaceView_wEdge (33 ページ) サーフェス ビューを作成し、選択した縁
端に沿って作業平面を配置します。

DesignGroupNumbering (726 ページ) 図面とレポートで部材を区別できるよ
うに、部材を設計グループごとにナンバ
リングします。

DirectoryBrowser さまざまな Tekla Structures ファイルや
フォルダーの場所の確認と変更、および
ユーザー設定のカスタマイズに使用し
ます。

RebarClassificator (573 ページ) 鉄筋と溶接金網をコンクリート スラブ
およびパネル内の深さの順に分類しま
す。

RebarSeqNumbering (572 ページ) キャスト ユニット固有の連番 (1、2、3...)
をモデル内の鉄筋に割り当てます。

RebarSplitAndCoupler 鉄筋グループを分割し、ピックされた点
の方向を基準にカプラーを追加します。

UpdateRebarAttributes カプラーのユーザー定義情報 (UDA)
と、[鉄筋カプラーおよびアンカーツー
ル] を使用して作成された端部アンカー
部材を管理します。

図面モードのマクロ

マクロ 説明

図面での仕上げ材シンボルの追加 キャスト ユニット図に仕上げ材シンボ
ルを追加します。

オフセットを使用したコピー (図面ツー
ル)

オフセットを使用して、線、円、ポリラ
イン、ポリゴン、四角形をコピーしま
す。

フィレットの作成 (図面ツール) 選択した 2 本の線をその交点まで延長
することで、交差する位置関係にある 2
本の線をつなぎます。

角の作成 (図面ツール) 指定した距離に基づいて、2 本の線の間
にコーナーを作成します。
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マクロ 説明

モーメント コネクション シンボル (図
面ツール)

モーメント コネクション シンボルを作
成して、剛接合によって柱に接続された
梁を表現します。

選択された寸法の強調 狭い寸法を強調表示して、読みやすさを
向上させます。

鉄筋レイヤー マーカー 図面で鉄筋レイヤーをさまざまなマー
ク スタイルおよび線スタイルでマーク
します。

鉄筋金網ビュー クリエーター 溶接金網を 1 つずつ含む複数の図面ビ
ューを作成します。

変更クモ マークの削除 開いている図面から寸法変更シンボル、
マーク変更シンボル、アソシエート マー
ク変更シンボルを一度に削除します。

拡張子 (.tsep)
.tsep というファイル拡張子の付いた Tekla Structures 拡張ツールを Tekla
Warehouse からダウンロードし、これらの拡張ツールを [アプリケーションとコン
ポーネント] カタログにインポート (743 ページ) できます。Tekla Structures を再
起動すると、インポートされた拡張ツールがインストールされ、カタログの [グル
ープ化が解除されたアイテム] グループに追加されます。これらの拡張ツールは、
適切なグループに移動できます。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログ内の出力グループ

コンテンツを [アプリケーションとコンポーネント] カタログで作成したグループ
にまとめることができます。カタログ定義ファイルとしてこのグループを出力
(744 ページ)すれば、他の Tekla Structures ユーザーとこのファイルを共有できま
す。

6.1 アプリケーションの使用
[アプリケーションとコンポーネント]カタログの[アプリケーション]セクションで
は、アプリケーション、マクロ、プラグインの実行、追加、編集、名前の変更、名
前を付けて保存、削除を行うことができます。 マクロを記録および編集すること
もできます。

目的 操作

マクロを記録する 1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。
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目的 操作

2. [高度な機能へのアクセス]ボタン

 をクリックし、マクロをグロ
ーバルマクロフォルダとローカル
マクロフォルダのどちらに保存す
るのかに応じて、[マクロの記録] >
[グローバル]または[ローカル]をク
リックします。

[ローカル]コマンドは、詳細設定

XS_MACRO_DIRECTORYを使用し

てローカルマクロの場所を定義し
た場合のみ使用できます。

3. [マクロ名前]ボックスに、マクロの
名前を入力します。

4. [OK]をクリックして、記録するア
クションを実行します。

5. [記録の停止]をクリックして、記録
を停止します。

マクロの記録時に使用したモード
(図面またはモデリング)に応じて、
macros\drawingsフォルダまた

は macros\modelingフォルダ内

のグローバルまたはローカルのマ
クロフォルダに、記録されたマクロ
が保存されます。

マクロファイルを作成して内容を後で
追加する

1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [高度な機能へのアクセス]ボタン

 をクリックし、マクロをグロ
ーバルマクロフォルダとローカル
マクロフォルダのどちらに保存す
るのかに応じて、[新規マクロ] > [グ
ローバル]または[ローカル]をクリ
ックします。

[ローカル]コマンドは、詳細設定

XS_MACRO_DIRECTORYを使用し

てローカルマクロの場所を定義し
た場合のみ使用できます。
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目的 操作

3. [マクロ名前]ボックスに、マクロの
名前を入力します。

4. [OK]をクリックします。

これにより、[アプリケーション]リ
ストに表示される空のマクロファ
イルが作成されます。

5. 空のマクロファイルを右クリック
し、[編集]を選択します。

6. 他のマクロファイルからコマンド
をコピーしてファイルを保存する
などして、マクロの内容を追加しま
す。

マクロを表示または編集する 1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [アプリケーション]の横にある矢印
をクリックして、アプリケーション
リストを開きます。

3. 編集するマクロを右クリックして
[編集]をクリックします。

マクロはテキストエディタで開く
ことができます。

4. 必要に応じて、マクロを編集してマ
クロファイルを保存します。

アプリケーションを実行する 1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [アプリケーション]の横にある矢印
をクリックして、アプリケーション
リストを開きます。

3. 実行するアプリケーションをダブ
ルクリックします。

アプリケーションを別の名前で保存す
る

1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
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目的 操作

とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [アプリケーション]の横にある矢印
をクリックして、アプリケーション
リストを開きます。

3. 別の名前で保存するアプリケーシ
ョンを右クリックし、[名前を付け
て保存]をクリックします。

4. アプリケーションの新しい名前を
入力し、[OK]をクリックします。

アプリケーションがリストに追加
されます。

アプリケーションの名前を変更する 1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [アプリケーション]の横にある矢印
をクリックして、アプリケーション
リストを開きます。

3. 名前を変更するアプリケーション
を右クリックし、[名前の変更]をク
リックします。

4. アプリケーションの新しい名前を
入力し、[OK]をクリックします。

アプリケーションの名前が変わり
ます。

アプリケーションを削除する 1. サイド パネルで [アプリケーショ

ンとコンポーネント] ボタン 
をクリックし、[アプリケーション
とコンポーネント] カタログを開き
ます。

2. [アプリケーション]の横にある矢印
をクリックして、アプリケーション
リストを開きます。

3. 削除するアプリケーションを右ク
リックし、[削除]をクリックします。

アプリケーションがリストから削
除されます。
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参照項目

アプリケーション (737 ページ)

6.2 [アプリケーションとコンポーネント]カタログに a .tsep 拡
張ツールをインポートする
Tekla Structures .tsep拡張ツール(Tekla Structures 拡張パッケージ)を[アプリケー

ションとコンポーネント]カタログに追加できるようになりました。まず Tekla
Warehouse から拡張ツールをダウンロードし、次にカタログにインポートします。

注 一部の Tekla Structures 拡張ツールには、.msiインストールファイルが用意さ

れています。このような拡張ツールは、個別にインストールする必要がありま
す。.msiインストールファイルを Tekla Warehouse をダウンロードし、ファイ

ルをダブルクリックしてインストールを実行します。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2.  > [拡張管理] > [拡張ツール管理]をクリックします。 

または、 [ファイル]メニュー --> [拡張] --> [拡張ツール管理] から[拡張ツール
管理]を開くこともできます。

3. Tekla Warehouse リンクをクリックし、Tekla Warehouse を使用して Trimble
Identity にログインします。

4. .tsep拡張ツールを検索し、[ダウンロード]をクリックします。

5. ブラウザーにダウンロードされた拡張ツールをクリックします。 

Tekla Structures でダイアログボックスが開き、拡張ツールと互換性のある
Tekla Structures のインストール済みのバージョンが表示されます。

6. 拡張ツールがインポートしたい Tekla Structures のバージョンを選択します。

7. [インポート]をクリックします。 

拡張ツールは、[拡張ツール管理]に、選択したすべての Tekla Structures のバー
ジョンで表示されます。

または、拡張ツールを現在の Tekla Structures のバージョンにインポートしたい
場合は、拡張ツールをダウンロードした後に[拡張ツール管理]でインポートを
行うことができます。[拡張ツール管理]で、[インポート]をクリックし、.tsep
ファイルをダブルクリックします。

拡張ツールはインストールする前であれば、[拡張ツール管理]から削除できま
す。拡張ツールを選択し、[キャンセル]をクリックします。

8. 必要に応じて、ステップ 4～7 を繰り返して、他の Tekla Structures 拡張ツール
をインポートします。
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9. Tekla Structures を再起動し、インポートされた拡張ツールをインストールしま
す。

10. [アプリケーションとコンポーネント]カタログを開きます。 

拡張ツールが、カタログの[グループ化が解除されたアイテム]グループに表示
されます。拡張ツールは、より適切なグループに移動するか、新しいグループ
を作成することができます。

インストール済みの拡張機能を [拡張管理] でアンインストールできます。1 つま
たは複数の拡張機能を選択し (Ctrl キーまたは Shift キーを使用)、[削除] をクリッ
クします。選択した拡張機能は、Tekla Structures を再起動した際に削除されます。
拡張機能をインストールまたはアンインストールすると、\Tekla Structures
\<version>\Extensions\TSEP Logs にログ ファイルが作成されます。

システム管理者は、複数の.tsep拡張ツールファイルを Tekla Structures ユーザー

のコンピュータの\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be
installedフォルダにコピーできます。拡張ツールは、ユーザーが次回 Tekla
Structures を再起動したときにインストールされます。

.tsep の拡張ツールを新しい Tekla Structures のバージョンにコピーします。

新しいバージョンの Tekla Structures の使用を開始するとき、インストール済み
の .tsep 拡張機能を新しいバージョンに移行ウィザード ツールでコピー できま

す。移行ウィザードを開くには、[アプリケーションとコンポーネント] カタログか

ら、  > [拡張管理] > [拡張機能を移行] をクリックするか、 [ファイル] メニュー
--> [拡張] --> [拡張機能を移行] をクリックします。いったんコピーされると、拡張
ツールは新しい Tekla Structures のバージョンで [拡張管理] に表示されます。Tekla
Structures を再起動して、コピーされた拡張機能をインストールします。

参照項目

[アプリケーションとコンポーネント]カタログの使用方法 (755 ページ)

6.3 [アプリケーションとコンポーネント]カタログでのグループ
の出力
マクロや拡張ツール、システムおよびカスタムコンポーネントといったコンテンツ
を、[アプリケーションとコンポーネント]カタログ内に作成したグループにまとめ
ることができます。カタログ定義ファイルとしてこのグループを出力すれば、他の
Tekla Structures ユーザーとこのファイルを共有できます。出力したコンテンツが
別の Tekla Structures インストールで正しく動作するには、同じコンテンツがそのイ
ンストールにも存在している必要があります。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. 新しいグループを作成します。
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a. カタログを右クリックし、[新規グループ]を選択します。

b. グループの名前を入力します。

c. グループを選択し、右側の小さな矢印をクリックしてグループに説明を追
加します。

d. グループにコンテンツを追加します。 

[アプリケーションとコンポーネント]カタログのコンテンツには、非表示
になっている項目もあります。非表示のコンテンツを出力するには、カタ
ログの下部にある[非表示アイテムの表示]チェックボックスを選択しま
す。

グループに追加するモデル固有のアイテムはモデリングモードで、図面固
有のアイテムは図面モードで表示されることに注意してください。

e. 必要な の情報をグループ内のアイテムに追加します (説明、タグ、追加の
サムネイル イメージなど)。 

他の Tekla Structures ユーザーがイメージを確実に使用できるよう、Tekla
Structures\<version>\Bitmaps フォルダーにあるサムネイル イメ

ージを使用してください。

3. カタログ定義ファイルを作成するには、グループを右クリックし、[出力グル
ープ] を選択します。 

このファイルには、次の情報が含まれます。

• 出力したグループの名前と説明

• サブグループの名前と説明

• グループに追加したアイテムの参照

ファイルには実際のアイテムは含まれません。他のユーザーがグループを
使用する場合は、参照されているアイテムがそのユーザーが使用している
Tekla Structures インストールとモデルに存在していることを確認する必要
があります。

• グループに含まれるアイテムの説明、タグ、サムネイルの参照

ファイルには実際のサムネイルイメージファイルは含まれません。

4. [出力グループ]ダイアログボックスで、ファイル名に一意のプレフィックスを
追加します。 

ファイル名の形式は<prefix>_ComponentCatalog.ac.xmlでなければな

りません。

5. [上書き保存]をクリックします。 

ファイルは、デフォルトではモデルフォルダに保存されます。

6. 他の Tekla Structures ユーザーがグループを使用できるように、
<prefix>_ComponentCatalog.ac.xml カタログ定義ファイルを適切なフ

ォルダーに置きます。 
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• XS_PROJECT、XS_FIRM、または XS_SYSTEM で定義された、プロジェク

ト、企業、またはシステム フォルダー。

• 現在のモデル フォルダーの下の \attributes フォルダー

• \Tekla Structures\<version>\environments\common
\extensionsにある拡張ツールフォルダ、または

XS_EXTENSION_DIRECTORY で定義されたフォルダのいずれか。

[アプリケーションとコンポーネント]カタログは、これらのフォルダのサ
ブフォルダも検索します。自分で作成した拡張ツールをグループに含める
場合は、拡張ツールフォルダの使用をお勧めします。

7. カタログ定義ファイルが正常に機能することを確認します。

a. [アプリケーションとコンポーネント]カタログから出力済みのグループ
を削除します。

b.  > [カタログ管理][カタログの再読み込み] をクリックし、出力済みの
グループを読み込んで表示します。

グループの確認が済んだら、別のユーザーが使用を開始できます。

• グループのコンテンツが他のユーザーの Tekla Structures インストールにすでに

含まれている場合は、  > [カタログ管理] > [カタログの再読み込み] をクリ
ックしてカタログを再読み込みするだけで、すぐにグループを使用できます。

• 拡張ツールなどのグループのコンテンツが他のユーザーの Tekla Structures イン
ストールに含まれていない場合、そのユーザーはまず Tekla Warehouse から必要
な拡張ツールをダウンロードした上で、グループを使用するモデルを再度開く
必要があります。
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7 コンポーネント

コンポーネントは、モデルで部材を接合する際に使用できるツールです。コンポー
ネントは、タスクを自動化し、Tekla Structures で単体として処理されるようにオブ
ジェクトをグループ化します。コンポーネントのプロパティを保存して、他のプロ
ジェクトで使用できます。

コンポーネントはモデルの変更に適応するため、接合されている部材を変更する
と、そのコンポーネントも Tekla Structures により自動的に変更されます。オブジェ
クトをコピーまたは移動すると、Tekla Structures により関連するコンポーネントが
そのオブジェクトと同時に自動的にコピーまたは移動されます。

すべてのコンポーネントが [アプリケーションとコンポーネント] カタログに保存

されます。サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  を
クリックし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

システム コンポーネント

Tekla Structures には、さまざまな事前定義のシステム コンポーネントがデフォルト
で用意されています。システム コンポーネントには 3 つのタイプがあります。

• [ジョイント] コンポーネントでは、2 つ以上の部材を接続し、(カット、フィッ
ティング、部材、ボルト、溶接などの) 必要なオブジェクトをすべて作成しま
す。

たとえば、エンド プレート ジョイント、クリップ アングル、ボルト ガセット
はジョイントです。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログでは、ジョイント シンボルは 
です。

• [ディテール] コンポーネントでは、メイン部材にディテールまたは鉄筋を追加
します。ディテールは、単一の部材に対してのみ適用されます。

たとえば、スチフナー、ベース プレート、吊フックは鉄骨ディテールで、梁鉄
筋とパッド フーチング鉄筋はコンクリート ディテールです。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログでは、ディテール シンボルは

 です。

• [詳細設計] コンポーネントでは、部材を自動的に作成および製品として作成し
ます。ただし、既存部材に対する接合部の作成は行いません。
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たとえば、階段、フレーム、鉄塔は詳細設計コンポーネントです。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログでは、詳細設計シンボルは 
です。

必要に合うシステム コンポーネントが見つからない場合、独自のコンポーネント
としてカスタム コンポーネント (811 ページ)を作成することもできます。カスタ
ム コンポーネントは、システム コンポーネントと同様に使用することができます。

7.1 コンポーネント プロパティ
各コンポーネントには、コンポーネントのプロパティを定義するためのダイアログ
ボックスがあります。[アプリケーションとコンポーネント] カタログでコンポー
ネントをダブルクリックして、ダイアログ ボックスを開くことができます。
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次の図は、鉄骨ジョイントの一例として両面クリップ アングル (143) ジョイントを
示しています。コンクリートと鉄筋のコンポーネント ダイアログ ボックスのオプ
ションは異なる場合があります。

 説明

1 ダイアログ ボックスの上の部分では、定義済みの設定の保存と読み込みを
行うことができます。一部のコンポーネントには、ボルト、溶接、および
DSTV プロパティにアクセスするためのボタンがあります。

ジョイントおよびディテールを変更する際に、Tekla Structures により、タイ
プの異なるジョイントおよびディテールを無視するか、タイプに関係なく
選択したすべてのジョイントおよびディテールを変更するかを選択するこ
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 説明

とができます。変更する場合は、選択したコンポーネントのタイプが現在
変更しているコンポーネントのタイプに変更されます。

詳細については、「オブジェクト プロパティの保存および読み込み (125 ペ
ージ)」および「モデル フォルダー ファイルとファイル名拡張子」を参照
してください。

2 タブでは、コンポーネントにより作成された部材およびボルトのプロパテ
ィを定義できます。値を手動で入力するか、システム デフォルト値、オー
トデフォルト値、自動値を使用するか、または一部の鉄骨ジョイントの場
合は joints.def ファイルの値を使用できます。

手動で入力した値、オートデフォルト値、自動値、joints.def ファイル

で定義されたプロパティは、どれもシステム デフォルトを上書きします。
手動で値を入力しない場合や、他のタイプのプロパティ値を選択しない場
合は、システム デフォルト値が使用されます。システム デフォルト値は変
更できません。

joints.def の詳細については、「joints.def ファイルでのジョイント プロ

パティの定義 (782 ページ)」を参照してください。

3 ダイアログ ボックスのボタンの詳細については、「」を参照してください。

4 オートデフォルト  オプションを選択した場合、オートデフォルト ルー
ルで定義されたプロパティが Tekla Structures により使用されます。

オートデフォルト オプションの図は例であるため、必ずしもモデルでの結
果と一致するわけではありません。

オートデフォルトの詳細については、「オートデフォルト (768 ページ)」を
参照してください。

5
自動  オプションを選択した場合、プロパティに使用するオプションが
Tekla Structures により自動的に決定されます。

たとえば、[エンド プレート (144)] でスチフナーに自動オプションを使用し
た場合、ジョイントによってスチフナーが梁・柱ジョイントに自動的に追
加されますが、梁・梁ジョイントには追加されません。

オートコネクションの詳細については、「オートコネクション (763 ペー
ジ)」を参照してください。

6 コンポーネント ダイアログ ボックスに黄色で表示されている部材がコン
ポーネントにより作成されます。

7 コンポーネント ダイアログ ボックスに青色で表示されている部材は、コン
ポーネントを作成する前に、すでにモデルに存在している必要があります。

8 上方向は、現在の作業平面を基準として、副部材の周囲でジョイントを回
転させる方法を示します。コンポーネント ダイアログ ボックスの [ﾋﾟｸﾁｬ

ｰ] タブの  シンボルは、適切な上方向を示しています。
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 説明

副部材が存在しない場合、Tekla Structures ではジョイントをメイン部材の周
囲で回転させます。次のオプションがあります。+x, -x, +y, -y,
+z, -z.

コンポーネント ダイアログ ボックスの [一般] タブでデフォルトの上方向
を変更できます。まず、正の方向を変更してみてください。

7.2 モデルへのコンポーネントの追加
コンポーネントをモデルに追加するときは、モデル内の既存の部材にコンポーネン
トをアタッチするか、コンポーネントの場所や長さを示す位置をピックします。

ジョイントおよびディテールには、 初に選択するメイン部材があります。ジョイ
ントには、メイン部材を選択した後に選択する 1 つまたは複数の副部材がありま
す。詳細設計コンポーネントには、常にメイン部材と副部材があるとは限りませ
ん。代わりに、詳細設計コンポーネントでは、モデル内で位置をピックすると、部
材を自動的に作成および製品として作成します。

使い慣れていないコンポーネントを使用する場合、コンポーネントのデフォルトの
プロパティを使用します。変更すべき点があるかどうかを適用後にチェックして
ください。一度にごく少数のプロパティを変更して、その変更がコンポーネントに
及ぼす影響を確認します。実際にコンポーネントで得られる結果を確認せずにす
べてのコンポーネント プロパティを設定しようとするよりも、この方法の方が時
間を節約できます。

コンポーネントを追加すると、Tekla Structures にコマンド プロンプトが表示されま
す。コンポーネントの追加に関する情報が表示されるので、このプロンプト ウィ
ンドウを閉じないでください。この情報は、問題発生時に役立つことがあります。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。 

Ctrl+F を押しても利用できます。

2. コンポーネントを選択し、次のいずれかを実行します。 

目的 操作

ジョイント
の追加

1.メイン部材を選択します。

2.副部材または部材を選択します。

• 副部材が 1 つしかない場合、副部材を選択すると、ジョイントが
自動的に作成されます。

• 複数の副部材がある場合、マウスの中ボタンをクリックして部材
の選択を終了し、ジョイントを作成します。

次の例の図では、番号 1 から 4 は部材の選択順序を示しています。
青色の部材は、コンポーネントを作成する前に、モデル内にすでに
存在している必要があります。

コンポーネント 751 モデルへのコンポーネントの追加



目的 操作

ディテール
の追加

1.メイン部材を選択します。

2.メイン部材の位置をピックして、ディテールの位置を指定します。

詳細設計コ
ンポーネン
トの追加

位置を 1 ～ 3 つピックして、詳細設計コンポーネントにより作成さ
れるオブジェクトの位置を決定します。

コンポーネントをモデルに追加したら、プロパティ パネルを使用してコンポーネ
ントをリストすることができます。

• モデル内でコンポーネントを 1 つ選択すると、そのコンポーネントの名前と番
号がプロパティ パネルに表示されます。プロパティ パネルの [コンポーネント
プロパティ] ボタンをクリックすると、コンポーネント プロパティ ダイアログ
ボックスを開くことができます。

• モデル内で複数の異なるコンポーネントを選択すると、「変動」というテキスト
が表示されたリストがプロパティ パネルに表示されます。リストを開き、選択
したコンポーネントの名前と番号を表示します。

• コンポーネントとその他のモデル オブジェクトを選択した場合は、プロパティ

パネルの [オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリックして、選択した
オブジェクト タイプのリストを開き、[コンポーネント] を選択してコンポーネ
ントをリストします。

コンポーネント 752 モデルへのコンポーネントの追加



コンポーネントの状態

コンポーネントを追加した場合、Tekla Structures には、以下の表に示されたシンボ
ルを使用してコンポーネントの状態が表示されます。シンボルをダブルクリック
し、コンポーネントのプロパティを開きます。

色 状態

緑のシンボルは、コンポーネントの作成が完了したことを示しま
す。

モデルにおける詳細設計コンポーネント シンボルは  で
す。

黄色のシンボルは、コンポーネントが作成されたが、問題がある
ことを示しています。

ボルトまたは孔の縁端距離がデフォルト値を下回っている場合
はよくこの状態になります。

赤のシンボルは、コンポーネントが作成されなかったことを示し
ます。

一般的な理由は、プロパティが正しくないか、上方向が適切では
ないためです。

7.3 モデルでのコンポーネントの表示
コンポーネントのビューを作成することで、さまざまなビューポイントからコンポ
ーネントを表示することができます。

1. モデルのコンポーネント シンボルをクリックしてコンポーネントを選択しま
す。

2. 右クリックして [ビューの作成 --> コンポーネントのデフォルトビュー] を選
択します。 

Tekla Structures では、正面、端部、上面、3D の 4 つのビューが作成されます。

この例の図は、エンド プレート (144) ジョイントのデフォルト ビューを示し
ています。
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注 ボルトの位置や縁端距離などの寸法を確認するには、寸法測定 で [[コンポーネントの
正面ビュー]] ツールを使用します。

7.4 コンポーネントのヒント

デフォルト プロパティ

使い慣れていないコンポーネントを使用する場合、コンポーネントのデフォルトの
プロパティを使用します。変更すべき点があるかどうかを適用後にチェックして
ください。一度にごく少数のプロパティを変更して、その変更がコンポーネントに
及ぼす影響を確認します。実際にコンポーネントで得られる結果を確認せずにす
べてのコンポーネント プロパティを設定しようとするよりも、この方法の方が時
間を節約できます。

有効なプロファイル

特定のプロファイルのみで機能するコンポーネントもあります。コンポーネント
が正常に作成されない場合、有効なプロファイルを入力するようにしてください。

コンポーネント スイッチを選択する

[コンポーネントの選択] スイッチ  をオンにして、コンポーネントに属するす
べてのオブジェクトを選択することができます。
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コンポーネントがモデルに追加されない

コンポーネントがモデルに追加されない場合は、ステータス バーを確認します。
たとえば、マウスの中ボタンをクリックして部材の選択を完了しないと、Tekla
Structures がコンポーネントを作成できない場合があります。

厚さを使用して必要な部材を作成する

必要な部材がコンポーネントによりデフォルトで作成されない場合、必要な部材を
作成するオプションを探します。オプションがない場合、部材の厚さの値を入力し
てみます。

コンポーネントにより不要な部材が作成される場合、それらを削除するオプション
を探します。オプションがない場合、部材の厚さとしてゼロ (0) を入力します。

多くの副部材が見つかる

1 つの副部材のみを許可しているジョイントを使用しようとすると、ステータスバ
ーに「Many parts found」というメッセージが表示される場合があります。こ

れは、接続する部材を Tekla Structures が特定できないことを意味します。同じ場所
で複数の部材を使用しているか、ビューの設定が深すぎる可能性があります。

7.5 [アプリケーションとコンポーネント]カタログの使用方法
コンポーネントは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログに保存され、2
タイプのグループに整理されています。デフォルトのグループは自動的に利用可
能です。事前定義されたグループは環境によって異なります。

サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリックし、
[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。Ctrl+F を押しても利
用できます。

コンポーネントを使用する (747 ページ) には、カタログでコンポーネントを選択
し、ステータス バーの指示に従ってコンポーネントをモデルに追加します。カタ
ログでコンポーネントをダブルクリックして、コンポーネント プロパティ ダイア
ログ ボックスを開きます。

カタログ内のグループ
デフォルトのグループと事前定義されたグループは、異なる背景色で区別されてカ
タログ内に表示されます。

デフォルトのグループは自動的に利用可能です。

• [ 近] には、 近モデルで使用された 12 個のコンポーネントとアプリケーショ
ンが含まれています。
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• [グループ化が解除されたアイテム] には、事前定義されたグループに含まれて
いないコンポーネントとアプリケーションが含まれています。

たとえば、グループ化が解除されたアイテムは、まだ他のグループに移動され
ていないインポート済みコンポーネントなどである場合があります。

• [アプリケーション] には、アプリケーション (737 ページ)、マクロ、図面プラグ
インが含まれています。

独自のマクロを作成した場合、次のグループに追加できます。

• [ジョイント] には、ジョイントとシームが含まれています。

• [ディテール] には、詳細設計コンポーネントが含まれています。

• [ディテール] には、ディテールが含まれています。

• [パーツ] には、カスタム パーツが含まれています。

• [古いカタログ] には、カタログ定義ファイルが標準フォルダー検索パスで見つ
かった場合は、以前のバージョンの Tekla Structures で使用されていた [コンポー
ネント カタログ] のフォルダー構造が表示されます。

環境によっては、特定の用途 ([鋼材 --> 梁・梁ジョイント ] など) で使用する事前定
義されたグループもカタログに含まれていることがあります。必要に応じて独自
のグループ、たとえばお気に入りのジョイント用のグループなどを作成できます。
そうすれば、目的のジョイントをすばやく簡単に見つけられるようになります。ま
た、現在使用していないグループを非表示にすることで、使用中のグループのみを
カタログに表示させることもできます。

モデル固有のコンポーネントは、モデリングモードでのみ表示され、図面固有のコ
ンポーネントは図面モードでのみ表示されます。

カタログでコンポーネントを検索する
コンポーネントを検索するには、検索ボックスに検索語を入力します。検索では大
文字と小文字が区別されません。

非表示になっているカタログの内容は検索されません。[非表示アイテムの表示]
チェック ボックスをオンにして、非表示の項目を表示させてください。

検索では次のルールが使用されます。

• 数値以外の検索語に対しては、部分一致が検出されます。たとえば、検索語が
boltの場合、boltと boltedの両方が検索結果に表示されます。

検索用語に複数の用語、たとえば bolt plateを入力すると、それらの用語が

自動的に組み合わされて、名前、説明、またはタグに bolt と plate の両方が含ま
れるコンポーネントが検索結果に表示されます。

• 数値(整数)検索語を使用すると、完全一致が検出されます。たとえば、121と

入力すると、コンポーネント番号 121 が検索結果に表示されます。

*、?、[ ]のワイルドカードを使用すると、数値の部分一致を検索できます。

たとえば、10*と入力すると、コンポーネント番号 10、110、104、1040 などが

検出されます。
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• tag、group、または type といったキーワードを使用することで、コンポー

ネントの検索を特定のタグ、グループ、タイプに絞り込むことができます。た
とえば、10 tag:advanced と入力すると、タグに advanced が含まれる、番

号 10 のコンポーネントが検出され、type:custom と入力すると、すべてのカ

スタム コンポーネントが検出されます。

カタログのビューを変更する

• をクリックすると、サムネイルビューが表示されます。

•  をクリックすると、リストビューが表示されます。

• をクリックすると、コンパクトなビューが表示されます。

コンパクトなビューには、検索ボックスの上に、リストから選択したグループ
のサムネイルイメージが表示されます。コンパクトなビューを使用すると、画
面の空きスペースが増えます。

• をクリックすると、通常のビューが表示されます。

カタログで選択したコンポーネントを表示する

[選択対象の表示] をクリックし、モデルまたは図面で選択したコンポーネントを含
む [選択したコンポーネント] グループを表示します。

[選択対象の表示] グループを非表示にするには、[選択したコンポーネント] をもう
一度クリックします。

カタログで検索を使用しているときは、[選択対象の表示] ボタンを使用できませ
ん。

ヒ
ン
ト

プロパティ パネルを使用して、モデル内で選択したコンポーネントをリストするこ
とができます。コンポーネントを 1 つ選択すると、そのコンポーネントの名前と番
号がプロパティ パネルに表示されます。複数の異なるコンポーネントを選択する
と、「変動」というテキストが表示されたリストがプロパティ パネルに表示されま
す。リストを開き、選択したコンポーネントの名前と番号を表示します。

コンポーネントとその他のモデル オブジェクトを選択した場合は、プロパティ パネ

ルの [オブジェクト タイプのリスト] ボタン  をクリックして選択したオブジェ
クト タイプのリストを開き、[コンポーネント] を選択してコンポーネントをリスト
します。
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カタログのコンポーネント情報を表示および変更する
各コンポーネントには、コンポーネントのタイプと、コンポーネントが属するグル
ープが表示される情報ボックスがあります。検索で使用できるコンポーネントと
タグについての説明を追加できます。

1. カタログでコンポーネントを選択して、右側の小さい矢印をクリックし、コン
ポーネント情報ボックスを開きます。

2. [説明] ボックスに説明を入力します。

3.  をクリックしてタグを追加し、ボックスにタグを入力します。

4. 必要に応じて、  をもう一度クリックしてタグを追加します。 タグを削除
することもできます。

5. 情報ボックスの外をクリックしてボックスを閉じます。

追加した説明とタグは、デフォルトではモデルフォルダの
ComponentCatalog.xmlファイルに保存されます。

カタログ内のコンポーネントにサムネイルイメージを追加する
コンポーネントにはデフォルトのサムネイル イメージがあり、このサムネイル イ
メージによってそのコンポーネントを使用できる典型的な状況がわかります。1
つのコンポーネントに複数のサムネイルを追加して、どのサムネイルを [アプリケ
ーションとコンポーネント] カタログのサムネイル ビューに表示させるかを選択
することができます。

1. カタログでコンポーネントを選択します。

2. 右クリックして [サムネール] を選択します。

3. [サムネイルの追加] をクリックします。

4. イメージを選択し、[開く] をクリックします。 どの標準のイメージ形式でも
使用できます。たとえば、.png、.jpeg、.gif、.tiff、.bmp などを使用

できます。

5. コンポーネント情報ボックスに表示するサムネイルのチェックボックスを選
択します。 デフォルトのサムネイル以外のサムネイルを削除することもでき
ます。

6. [閉じる] をクリックします。

追加したサムネイル情報は、デフォルトではモデルフォルダの
ComponentCatalog.xmlファイルに保存されます。
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カタログへのコンポーネントの登録
同じコンポーネントを異なる状況で設定を変更して使用する必要がある場合があ
ります。コンポーネントを簡単に使用できるように、状況ごとに設定を定義して、
コンポーネントをカタログに登録することができます。

たとえば、[エンド プレート (144)] を 3 つの状況で使用する必要があるとします。
モデルの各状況に対して、[エンド プレート (144)] を 1 回追加します。必要な設定
を定義して、各 [エンド プレート (144)] をカタログに登録します。[エンド プレー
ト (144)] が設定の異なる 3 つの個別のコンポーネントとしてカタログに保存され
ます。それらのコンポーネントは、その他のコンポーネントと同じようにカタログ
から使用することができます。

1. モデルのすべての必要な状況に対して、コンポーネントを 1 回追加します。

2. 各状況に必要な設定を定義します。

3. モデルに追加したコンポーネントの 1 つを選択し、右クリックして [カタログ
登録...] を選択します。

4. コンポーネントにわかりやすい名前を入力し、[OK] をクリックします。

5. 追加した各コンポーネントに対して、手順 3 ～ 4 を繰り返します。

コンポーネントは、カタログの [グループ化が解除されたアイテム] グループの
初に配置されます。コンポーネントには、入力した名前と元のコンポーネントのサ
ムネイル イメージが付けられます。

コンポーネントをカタログの該当するグループに移動したり、サムネイル イメー
ジを変更したりできます。たとえば、各状況に基本のコンポーネント ビューを作
成し、そのビューのイメージをサムネイルとして使用することができます。

カタロググループを作成して変更する
グループとサブグループを作成し、カタログ内の事前定義されたグループのセクシ
ョンの、別の場所に、グループを移動することができます。グループへのコンポー
ネントの追加と削除、グループの名前変更、グループの説明の追加を行うことがで
きます。

目的 操作

グループを作
成する

カタログを右クリックし、[新規グループ...] を選択します。グルー
プを目的の位置にドラッグします。

サブグループ
を作成する

カタログでグループを右クリックし、[新規グループ...] を選択しま
す。

グループに名
前を付ける

グループを右クリックし、[名前の変更...] を選択し、名前を入力し
ます。

コンポーネン
トをグループ
に追加する

• カタログでコンポーネントを選択し、別のグループにドラッグ
します。

• カタログでコンポーネントを選択し、右クリックして [グルー
プに追加] を選択します。次に、コンポーネントを追加するグ
ループを選択します。
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目的 操作

• グループを右クリックして、[すべてをグループに追加] を選択
し、そのグループに含まれるすべてのコンポーネントを追加す
るグループを選択します。

コンポーネントは他のグループに完全に移動するのではなく、
コピーされます。

グループを削
除する

グループを右クリックして [グループから削除] を選択します。

作成したグループは、デフォルトではモデルフォルダの
ComponentCatalog.xmlファイルに保存されます。

注 デフォルトグループにグループを追加または削除したり、デフォルトグループの内容
を変更したりすることはできません。ただし、デフォルトグループとグループ内の個
々の項目を非表示にすることはできます。

カタログ内のグループの順序を変更する
[アプリケーションとコンポーネント] カタログ内の事前定義されたグループの順
序を変更できます。事前定義グループは環境によって異なります。たとえば、[鋼
材] と [コンクリート] はそのようなグループに該当します。なお、デフォルトのグ
ループ ([アプリケーション]、[ジョイント]、[ディテール] など) の順序は変更でき
ません。

並び替えインデックスで順序を制御することもできます。[並び替えインデック
ス：] オプションは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログ内の各事前定
義グループのグループ情報にあります。並び替えインデックスはカタログの定義
ファイルに保存されます。

マイナスまたはプラスの整数、または 0 を [並び替えインデックス：] オプション

のボックスに入力することで、並び替えインデックスを変更できます。事前定義グ
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ループのセクションで、マイナスの並び替えインデックスはグループを上方向に移
動させ、プラスの並び替えインデックスはグループを下方向に移動させます。 0 を
入力するか値をクリアすると、デフォルトの順序に戻ります。デフォルトでは、こ
れらのグループはアルファベット順に表示されます。

並び替えインデックスに行った変更はモデル固有で、\model フォルダーの

ComponentCatalog.xml ファイルに保存されます。 管理者は、環境フォルダー、

企業フォルダー、またはプロジェクト フォルダーにあるカタログ定義ファイルを
使用して、環境やプロジェクト向けにグループの順序を定義できます。 管理者で
ないユーザーは、これらのファイルを編集しないでください。

ただし、管理者が順序を定義した場合でも、他のユーザーは 1 つのグループに異な
る並び替えインデックス値を入力することで、グループの順序にモデル固有の変更
を行うことができます。 デフォルト順序に戻す必要がある場合は、並び替えイン
デックスに 0 を入力します。

順序を変更するには:

1. 事前定義グループを選択します。

2. 右側にある小さな矢印をクリックしてグループ情報ボックスを開きます。

3. [並び替えインデックス：] ボックスに数値を入力します。 

グループがすぐに移動します。

4. モデルを保存して順序を維持します。

カタログ内のグループとコンポーネントを非表示にする

1. カタログ内のグループまたはコンポーネントを選択します。

2. 右クリックして [表示/非表示] を選択し、グループまたはコンポーネントを非
表示にします。

3. 非表示のグループまたはコンポーネントを再度表示するには、カタログの下部
にある [非表示アイテムの表示] チェック ボックスを選択します。 非表示の
グループまたはコンポーネントが淡い色で表示されます。

4. 非表示のグループまたはコンポーネントを通常どおり表示するには、右クリッ
クして [表示/非表示] を選択します。

カタログメッセージログを表示する
カタログ定義ファイルなどにエラーや警告があると、[メッセージログ] ボタンがカ
タログの右下に表示されます。このボタンは、エラーや警告がなければ表示されま
せん。

エラー ログを表示するには、[メッセージログ] ボタンをクリックします。

エラーと警告は、モデルフォルダの下にある\logsフォルダの

ComponentCatalog_<user>.logファイルにも書き込まれます。
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カタログの定義

[高度な機能へのアクセス]  > [カタログ管理] のコマンドは、カタログ定義の変
更に使用されます。通常は、カタログ定義を変更する必要はありません。管理者以
外のユーザーは定義ファイルを変更しないでください。管理者タスクの詳細につ
いては、 を参照してください。

7.6 概略コンポーネントまたは詳細コンポーネントの変換

使用している Tekla Structures 構成に応じて、詳細コンポーネントまたは概略コンポ
ーネントを作成できます。

• 詳細コンポーネントには、製品、キャストユニット、鉄筋など、製作に必要な
すべての情報が含まれます。

モデル内の詳細コンポーネントには、丸いシンボル または が付いて
います。

• 概略コンポーネントは、詳細コンポーネントに似ていますが、部材のナンバリ
ング設定または製品のナンバリング設定を変更するオプションが含まれませ
ん。概略コンポーネントは、製作の詳細設計をさらに細かく行うための参照情
報として使用されます。

モデル内の概略コンポーネントには、四角形のシンボル または が付
いています。

概略コンポーネントは、[エンジニアリング]、[RC 詳細設計]、および [CM モデリ
ング] 構成で作成できます。

概略コンポーネントを編集し、[ 統合パッケージ]、[プライマリー]、[鉄骨詳細設
計]、または [PCa 詳細設計] 構成で詳細コンポーネントに変換できます。

コンポーネントのメイン部材のサイズなど、部材プロパティを変更しても、詳細コ
ンポーネントから概略コンポーネントへの変換またはその逆の変換は自動的に実
行されません。たとえば、[エンジニアリング] 構成を使用してモデルを変更して
も、詳細コンポーネントは概略コンポーネントに変換されません。ただし、[RC 詳
細設計] 構成で詳細コンポーネントを変更した場合、コンポーネントは概略コンポ
ーネントに変更されます。

[アプリケーションとコンポーネント]カタログでは、コンポーネントを変換できま

す。サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

以下のいずれかの操作を行います。
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目的 操作 構成

概略コンポー
ネントの詳細
コンポーネン
トへの変換

1.
[詳細コンポーネントに

変換]をクリックします。

2. コンポーネントシンボルを
選択します。

統合パッケージ, プライマリー,
鉄骨詳細設計, PCa 詳細設計

詳細コンポー
ネントの概略
コンポーネン
トへの変換

1.
 >[Convert to conceptual

component]をクリックしま
す。

2. コンポーネントシンボルを
選択します。

エンジニアリング, CM モデリ
ング, RC 詳細設計

7.7 ジョイント作成の自動化
ここでは、モデル内でのジョイント作成を自動化するのに使用できるツールについ
て説明します。

詳細情報のリンク:

オートコネクション (763 ページ)

オートデフォルト (768 ページ)

オートコネクションおよびオートデフォルトのルール (774 ページ)

オートコネクション
事前定義されたプロパティを持つジョイントを自動的に選択し、モデル内で選択し
た部材に適用するには、オートコネクションツールを使用します。 オートコネク
ションを使用すると、類似する部材構成条件の類似するジョイントが Tekla
Structures により自動的に作成されます。

ジョイントを個別に追加する場合でも、フェーズごとに追加する場合でも、またプ
ロジェクト全体にわたって追加する場合でも、オートコネクションを使うと、すば
やくジョイントを追加できます。 オートコネクションは、プロジェクトの規模が
大きく、多数のジョイントを使用するときや、モデルの変更時または変更されたプ
ロファイルのインポート時に役立ちます。

注 作業モデル内でオートコネクションを使用する前に、テストモデルを作成し、特定の
プロジェクト用に必要なすべてのジョイント条件を作成することをお勧めします。そ
うすると、テストモデルを使用して、さまざまなジョイントタイプのルールとプロパ
ティをチェックできます。モデルは、ジョイント情報のクイック参照としても機能し
ます。
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参照項目

オートコネクションの設定とルールの定義 (764 ページ)

オートコネクションを使用したジョイントの作成 (767 ページ)

オートコネクションおよびオートデフォルトのルール (774 ページ)

オートコネクションの設定とルールの定義
オートコネクションでは、モデル内でジョイントを作成するときに Tekla Structures
により自動的に適用されるルール グループを定義できます。ルール グループを使
用してジョイントとジョイント プロパティを選択することにより、各ジョイント
を選択し、そのプロパティを別個に定義する必要がなくなります。たとえば、標
準、プロジェクト、製造元、さらには個々のモデルのルールを別個に作成すること
ができます。

オートコネクションの設定

[オートコネクション設定] ダイアログ ボックスを開くには、[ファイル] メニュー
で、[ カタログ --> オートコネクションの設定 ] をクリックします。

アイコン 設定レベル 説明

ルール グループ ルール グループを使用すると、さまざまな
標準、プロジェクト、製造元、モデルに従
ってジョイントとジョイント プロパティ
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アイコン 設定レベル 説明

を整理することができます。ルール グル
ープの作成、変更、削除を行うことができ
ます。

部材接続タイプ 部材接続タイプは、変更できない事前定義
のジョイント タイプです。部材接続タイ
プは、Tekla Structures により自動的に作成
されます。

• 梁と梁ウェブ

• 梁と梁フランジ

• 梁と柱ウェブ

• 梁と柱フランジ

• 梁スプライス

• 柱スプライス

ルール セット 特定の状況で使用するジョイントを定義す
るには、ルール セットを使用します。追加
のルール セットを作成できます。

ジョイント ルール セット条件を満たした場合に適用
されるジョイント。

モデル内の条件が特定のルール セットに
含まれているルールをすべて満たすと、そ
のルール セットと同じ枝に含まれている
ジョイントが適用されます。

Rules.zxt ファイル

オートコネクションを使用すると、現在のモデル フォルダーにある \attributes
フォルダーの圧縮された rules.zxt ファイルに、Tekla Structures によりオートコ

ネクション情報が保存されます。

rules.zxt ファイルをプロジェクト フォルダーや企業フォルダーにコピーする

と、他のモデルでも使用できるようになります。ただし、オートコネクションの設
定を変更するたびに、このファイルを企業フォルダーとプロジェクト フォルダー
に再コピーする必要があります。他のモデルで変更した設定を使用するには、
Tekla Structures を再起動します。

オートコネクションのルール グループの作成

オートコネクションのルール グループを定義すると、さまざまな標準、プロジェ
クト、製造元、モデルに従ってジョイントとジョイント プロパティを整理するこ
とができます。

1. [ファイル] メニューで、[ カタログ --> オートコネクションの設定 ] をクリック
します。

2. 既存のルール グループを右クリックし、[新規ルールグループ作成] を選択し
ます。
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3. [新規] グループをクリックし、名前を入力します。 

ルール グループに、作成するジョイントのグループを表す名前を入力 (767 ペ
ージ) します。たとえば、工場の名前、プロジェクト名、特定のモデルに使用
するジョイント ルールを明確に識別する名前を使用します。

新しいルール グループを作成すると、Tekla Structures により既存の部材接続タイプ
がグループに自動的に追加されます。

オートコネクションのルール セットの作成

部材接続タイプの下にオートコネクション ルール セットを作成すると、モデル内
の特定の条件を満たした場合に使用するジョイント プロパティを指定できます。

異なるジョイントを使用 (767 ページ) して同様の部材接続タイプを接続する予定
の場合、オートコネクション ルール セットを作成するだけでかまいません。たと
えば、モデル内で、梁と梁の接続によってクリップ アングルが必要なものと、ガ
セット プレートが必要なものがあります。ルール セットを定義して、各ジョイン
ト タイプが使用される場所を決定する必要があります。

1. [ファイル] メニューで、[ カタログ --> オートコネクションの設定 ] をクリック
します。

2. ルール グループ  の前にあるプラス アイコンをクリックし、ツリー構造を開
きます。

3. 関連する部材接続タイプ  を右クリックし、[新規ルールセットの追加] を選
択します。

4. 新しいルール セットを右クリックし、[ルールセットの編集...] を選択します。

5. ルール セットの名前を入力します。

6. [ルール一覧] リストからルールを選択します。

7. 右矢印ボタンをクリックして、[ルールセットのルール] のリストに選択したル
ールを移動します。

8. ルールで使用されている値(正確な値、または 小値と 大値) を入力します。

9. [OK] をクリックします。

注 ツリー構造に表示されるルールの順序は重要な意味を持ちます。Tekla Structures で
は、モデル内の条件に 初に一致したルールが使用されるため、 も制限の厳しいル
ールをツリーの 上位に配置し、 も一般的なルールを 下位に配置する必要があり
ます。

ルール セットを右クリックし、[上] または [下] を選択すると、ルール セットの優先順
位を変更できます。

オートコネクション ルール セットでのジョイントの変更

[アプリケーションとコンポーネント] カタログ内でジョイントを選択すると、ルー
ル セットでジョイントを変更できます。
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1. [ファイル] メニューで、[ カタログ --> オートコネクションの設定 ] をクリック
します。

2. 関連する部材接続タイプ  とルール セット  の前にあるプラス アイコン
をクリックして、変更するジョイントを見つけます。

3. ジョイントを右クリックし、[継手・仕口タイプの選択...] を選択します。

4. [コンポーネントの選択] ダイアログ ボックス内でジョイントをダブルクリッ
クします。

5. [オートコネクション設定] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

オートコネクションを使用したジョイントの作成
オートコネクションでは、事前定義されたルールのプロパティを使用して、Tekla
Structures によりジョイントを自動的に作成することができます。 オートコネクシ
ョンを使用すると、Tekla Structures によりジョイントダイアログボックスのプロパ
ティが無視されます。Tekla Structures では、既存のジョイントは変更されません。

1. モデルで、接続する部材を選択します。

2. [編集] タブで [ コンポーネント --> オートコネクションを作成 ] をクリックし
ます。

3. [ルールグループ] タブのリストから、ルール グループを選択します。 

1 オートコネクションのルールグループ

2 オートデフォルトのルールグループ

4. 必要に応じて、[詳細設定] タブに移動し、部材接続タイプに使用されているル
ールを変更します。

a. [継手・仕口選択] オプションでジョイントを選択します。 
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• [オートコネクション] では、[ルールグループ] タブの 1 つ目のリスト
で選択したルール グループで定義されているジョイントが適用され
ます。

• [なし] では、ジョイントは作成されません。

• [選択...] をクリックして [アプリケーションとコンポーネント] カタロ
グからジョイントを選択します。Tekla Structures により、デフォルト
プロパティを使用してジョイントが作成されます。

b. [パラメータ選択] オプションでジョイント プロパティを選択します。 

• [オートデフォルト] では、[ルールグループ] タブの 1 つ目のリストで
選択したルール グループのプロパティが適用されます。

• [無効] では、デフォルトのジョイント プロパティが適用されます。

5. [コネクション作成(R)] をクリックします。

ヒ
ン
ト

また、[Auto connect selected parts] マクロを使用して、現在のプロパティを使用して
自動的にジョイントを作成することができます。[オートコネクション] ダイアログ
ボックスを開く必要はありません。

マクロは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログの [アプリケーション] グ
ループにあります。

参照項目

オートコネクションの設定とルールの定義 (764 ページ)

オートデフォルト
既存のジョイントのプロパティを設定する場合は、オートデフォルトを使用しま
す。 オートデフォルトを使用すると、デフォルトのジョイントプロパティを変更
し、特定の状況で使用できるようにプロパティを保存できます。 オートデフォル
トを使用すると、事前定義されたオートデフォルトプロパティを使用して Tekla
Structures によりジョイントが自動的に作成されます。 また、単一のジョイントに
オートデフォルトを使用することもできます。

たとえば、オートデフォルトを使用して、作成する各ベースプレートの厚さをメイ
ン部材のプロファイルに従って自動的に調整できます。メイン部材のプロファイ
ルが変更されると、Tekla Structures によりベースプレートの厚さが自動的に調整さ
れます。

注 作業モデル内でオートデフォルトを使用する前に、テストモデルを作成し、特定のプ
ロジェクト用に必要なすべてのジョイント条件を作成することをお勧めします。そう
すると、このテストモデルを使用して、さまざまなジョイントタイプのルールとプロ
パティをチェックできます。ジョイント情報のクイックリファレンスとしても機能し
ます。
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参照項目

オートデフォルトの設定とルールの定義 (769 ページ)

オートデフォルトを使用したジョイントの変更 (773 ページ)

オートコネクションおよびオートデフォルトのルール (774 ページ)

オートデフォルトの設定とルールの定義
既存のジョイントのプロパティを設定する場合は、オートデフォルトを使用しま
す。オートデフォルトでは、部材接続タイプに基づいてジョイント・プロパティが
選択されます。オートデフォルトでは、事前定義されたプロパティが使用される状
況を定義するルールを作成できます。

構成済みのオートデフォルト設定とルールをジョイントに適用するには、「オート
デフォルトを使用したジョイントの変更 (773 ページ)」を参照してください。

オートデフォルトの設定

[オートデフォルト設定] ダイアログ ボックスを開くには、[ファイル --> カタログ
--> オートデフォルトの設定 ] をクリックします。

アイ
コン

設定レベル 説明

ルール グループ ルール グループを使用すると、さまざまな標準、プ
ロジェクト、製造元、モデルに応じて設定を整理で
きます。ルール グループの作成、変更、削除を行う
ことができます。
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アイ
コン

設定レベル 説明

コンポーネント コンポーネントのツリー構造には、Tekla Structures
のコンポーネント ツールバーで使用可能なジョイ
ントが表示されます。

ルール セット ルール セットは、特定の状況で使用するプロパティ
を制御します。追加のルール セットを作成できま
す。

Tekla Structures では、オートデフォルトのルール セ
ットはツリーに表示されている順に処理されるた
め、プロパティの選択を制御できます。

プロパティ ファイル プロパティ ファイルはルール セットの下に表示さ
れます。デフォルトでは、各ジョイントには標準プ
ロパティを定義する標準プロパティ ファイルがあ
ります (standard.j144 や standard.j1042 な
ど)。

再度使用するプロパティの追加のプロパティ ファ
イルを作成し、判別しやすいファイル名を付けるこ
とができます。

defaults.zxt ファイル

オートデフォルトを使用すると、Tekla Structures により、現在のモデル フォルダー
の下にある \attributes フォルダーの圧縮された defaults.zxt テキスト フ
ァイルにオートデフォルト ルールが保存されます。

defaults.zxt ファイルをプロジェクト フォルダーや企業フォルダーにコピー

すると、他のモデルでも使用できるようになります。ただし、オートデフォルト設
定を変更するたびに、このファイルを企業フォルダーやプロジェクト フォルダー
に再コピーする必要があります。他のモデルで変更した設定を使用するには、
Tekla Structures を再起動します。

注 テキスト エディタを使用して defaults.zxt ファイルを編集することはお

勧めできませんが、編集した場合は正しい構文を使用していることを確認して
ください。.zxt ファイルを解凍する も簡単な方法は、ファイル拡張

子 .zxt を txt.gz に変更してファイルを解凍することです。編集が完了し

たら、拡張子を .zxt に戻します。ファイルを編集した後に圧縮する必要はあ

りません。Tekla Structures では、解凍されたファイルも読み取ることができま
す。

オートデフォルトのルール グループの作成

オートデフォルトにルール グループを定義して、さまざまな標準、プロジェクト、
製造元などに基づいてルールをグループ化できます。

1. [ファイル] メニューで、[カタログ --> オートデフォルトの設定 ] をクリックし
ます。

コンポーネント 770 ジョイント作成の自動化



2. 既存のルール グループを右クリックし、[新規ルールグループ作成] を選択し
ます。

3. [新規] グループをクリックし、名前を変更します。 

ルール グループにグループの内容を表す名前を付けます。たとえば、工場の
名前、プロジェクト名、特定のモデルに使用するルールを明確に識別する名前
を使用します。

新しいルール グループを作成すると、Tekla Structures により既存コンポーネントが
グループに自動的に追加されます。

オートデフォルトのルール セットの作成

ルール セットを作成して、モデルの特定の条件が満たされた場合に使用されるジ
ョイント プロパティを定義できます。

1. [ファイル] メニューで、[カタログ --> オートデフォルトの設定 ] をクリックし
ます。

2. ルール グループ  の前にあるプラス アイコンをクリックし、ツリー構造を開
きます。

3. 関連するコンポーネントのグループ  とジョイント  の前にあるプラス ア
イコンをクリックします。

4. 既存のルール セットを右クリックし、[新規ルールセット] を選択します。

5. 新しいルール セットを右クリックし、[ルールセットの編集...] を選択します。

6. ルール セットの名前を入力します。

7. [ルール一覧] リストからルールを選択します。

8. 右矢印ボタンをクリックして、[ルールセットのルール] のリストに選択したル
ールを移動します。

9. ルールで使用されている値(正確な値、または 小値と 大値) を入力します。

10. [ルールセット内のパラメータ選択･組合せ方法] リストから、ルール セットで
プロパティを選択する方法を選択します。 

オプション 説明

初の既定値の
組合せを使用

Tekla Structures により、 初に一致したサブルール セット内の
プロパティ ファイルが使用され、他のルール セットはチェッ
クされません。

シンボルが緑色
になるまで

Tekla Structures により、一致するプロパティが見つかるまでサ
ブルール セットがチェックされます。

シンボルが黄色
になるまで

Tekla Structures により、一致するプロパティが見つかるまでサ
ブルール セットがチェックされます。

すべての既定値
の組合せを使用

Tekla Structures により、すべてのルール セットがチェックさ
れ、一致するすべてのルール セットに含まれるプロパティ フ
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オプション 説明

ァイルが使用されます。プロパティ ファイルの順序が重要な
意味を持ちます。

Tekla Structures によりプロパティ ファイルが結合されるとき
に、 新のファイル (ツリーの 下位のファイル) によって以前
のファイルが上書きされます。プロパティの値を入力しない
場合は、Tekla Structures により以前のプロパティ値が上書きさ
れることはありません。

11. [OK] をクリックします。

注 ツリー構造に表示されるルールの順序 (776 ページ)は重要な意味を持ちます。Tekla
Structures では、モデル内の条件に 初に一致したルールが使用されるため、 も制限
の厳しいルールをツリーの 上位に配置し、 も一般的なルールを 下位に配置する
必要があります。

ルール セットを右クリックし、[上] または [下] を選択すると、ルール セットの優先順
位を変更できます。

オートデフォルトのジョイント プロパティの変更

各ジョイントには、そのジョイントのプロパティを定義する標準プロパティ ファ
イルがデフォルトで用意されています。標準ファイルが使用するプロパティを変
更できます。使用するジョイント プロパティを保存し、オートデフォルト設定の
これらのプロパティを使用 (773 ページ) するように標準ファイルを設定します。

1. [ファイル] メニューで、[カタログ --> オートデフォルトの設定 ] をクリックし
ます。

2. ルール グループ  の前にあるプラス アイコンをクリックし、ツリー構造を開
きます。

3. 関連するコンポーネントのグループ  とジョイント  の前にあるプラス ア
イコンをクリックします。

4. 変更する standard.j ジョイント ファイル (standard.j144 など) を右ク

リックし、[コンポーネント既定値の編集...] を選択します。

5. ジョイント ダイアログ ボックスで、保存するプロパティを設定します。 

保存するプロパティは、たとえばボルト プロパティ、プロファイル、材質な
どです。

6. [名前を付けて保存] ボタンの横のボックスに、プロパティのわかりやすい名前
を入力します。

7. [ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄﾞ] タブの [一般] オプションにこの名前をコピーします。 

同じ名前を使用すると、特定の状況で Tekla Structures により使用されるプロパ
ティをチェックできます。Tekla Structures では、ジョイント ダイアログ ボッ
クスにオートデフォルト値が自動的には表示されません。
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8. [名前を付けて保存] をクリックします。 

Tekla Structures により、現在のモデル フォルダーの下の \attributes フォ

ルダーにプロパティ ファイルが保存されます。プロパティ ファイルのファイ
ル名は、[名前を付けて保存] に入力した名前に、ファイル拡張子 .jXXX を付

加したものです。XXX はジョイント番号を表します。たとえば、

sec_0-190.j144 のようになります。

9. [キャンセル] をクリックしてジョイント ダイアログ ボックスを閉じ、[オート
デフォルト設定] ダイアログ ボックスに戻ります。 

[OK] をクリックしてジョイント ダイアログ ボックスを閉じた場合は、ジョイ
ントを次回使用するときに、デフォルト プロパティを読み込む必要がありま
す。デフォルト プロパティを使用すると、オートデフォルトがプロパティを
変更できるようになります。

10. standard.j ファイルをもう一度右クリックし、[継手・仕口既定値の選択...]
を選択します。 

表示される [既定値ファイルリスト] ダイアログ ボックスには、ジョイント ダ
イアログ ボックスで既に設定し、保存したプロパティが含まれています。

11. [既定値ファイルリスト] ダイアログ ボックスでファイルを選択します。

12. [OK] をクリックします。

オートデフォルトを使用したジョイントの変更
使い慣れていないジョイントを使用する場合は、まずデフォルトプロパティを使用
してください。 その後、オートデフォルトを使用してプロパティを変更します。

1. モデル内でジョイントシンボルをダブルクリックし、ジョイントダイアログボ
ックスを開きます。

2. [一般] タブで、[ｵｰﾄﾃﾞﾌｫﾙﾄ] リストからルール グループを選択します。

3. すべてのタブで、オートデフォルトを使用するプロパティに、矢印シンボル

でマークされたオートデフォルトオプションを選択します。

4. [適用] をクリックします。

オートデフォルトを使用した後にプロパティを手動で変更した場合、Tekla
Structures により、手動で変更したプロパティがされます。

たとえば、ジョイントのベースプレートの厚さを手動で 20mm に設定したとしま
す。オートデフォルトがアクティブになり、メイン部材プロファイルに従ってプレ
ートの厚さが設定されます。メイン部材プロファイルを変更した場合でも、ベース
プレートの厚さは Tekla Structures により更新されません。つまり、20mm のままで
す。
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注 使用するオートデフォルトルールとプロパティを表示できます。

• オートデフォルト ルールを確認するには、モデル内のジョイント シンボルを選択
し、右クリックして [情報] を選択します。

Tekla Structures に、使用するルールグループ、ルールセット、プロパティファイル
が表示されます。

• オートデフォルトのプロパティを表示するには、モデル内のジョイント シンボル
をダブルクリックし、[読み込み] ボタンの横にあるリスト ボックスで 
[<AutoDefaults>] を選択して、[読み込み] をクリックします。

参照項目

オートデフォルトの設定とルールの定義 (769 ページ)

オートコネクションおよびオートデフォルトのルール
プロジェクトと企業のデフォルトに独自のオートコネクションおよびオートデフ
ォルトルールを作成できます。 ルールを定義すると、オートコネクションおよび
オートデフォルトを使用するときに、ジョイントとジョイントプロパティを選択で
きます。

一般的なルール

• [プロファイル名]は、プロファイルカタログの名前です。

• プロファイルタイプ

プロファイルタ
イプ

数

I 1
L 2
Z 3
U 4
プレート 5
棒鋼 6
パイプ 7
四角パイプ 8
C 9
T 10
ZZ 15
CC 16
CW 17
ポリゴンプレー
ト

51
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• 副部材の数

• メイン部材の数

• 材質名

用紙方向のルール

梁の相対角度に応じて、ジョイントは傾斜、斜め、回転と分類できます。角度の値
は-90～90 度です。

• 傾斜角度(メイン部材の断面に対して)

副部材の長手軸がメイン部材の長手軸の傾斜に追従している場合に該当しま
す。

• 斜め角度(メイン部材の長手軸に対して)

副部材の長手軸がメイン部材の断面に従って斜行している場合に該当します。
斜め角度は、副部材の長手軸とメイン部材の Z 軸または Y 軸との角度のうち、
小さい方の角度です。

• 回転角度

回転副部材の場合

寸法ルール

• プロファイルデプス

• ウェブデプス
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上部および下部フランジのあるプロファイルの場合、ウェブデプスは以下のと
おりです。h-t1-t2-2*r1
または、t2 がゼロの場合は以下のとおりです。h-2*t-2*r1
フランジが 1 つのプロファイルの場合、ウェブデプスは h-t-r1-r2です。

• ウェブ厚

• フランジ厚

力と強度

• せん断力

• 軸力

• 曲げモーメント

参照項目

オートデフォルトのプロパティの組合わせと繰り返し (776 ページ)

オートデフォルトの例: ジョイントチェックでの繰り返しの使用 (778 ページ)

オートデフォルトおよびオートコネクションでの反力と UDL の使用 (780 ペー
ジ)

オートデフォルトのプロパティの組合わせと繰り返し

プロパティの組合わせ

さまざまなプロパティグループに対応するプロパティファイルを保存し、これらの
ファイルを使用して多数のルールを定義できます。たとえば、ボルトプロパティ用
のファイルとプロファイルプロパティ用の別のファイルを作成できます。オート
デフォルトでは、別個のファイルが 1 つのファイルに組み合わせられます。つま
り、1 つのファイルを複数のルールに使用できるため、定義するファイルの数を減
らすことができます。異なる値を持つ同じプロパティがファイルに含まれている
場合、検出された 後のプロパティが Tekla Structures により使用されます。以下の
例の図を参照してください。
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プロパティの繰り返し

Tekla Structures では、ジョイントシンボルが黄色または緑色になるまで、プロパテ
ィのテストが繰り返されます。ジョイントが正常に作成されない場合、ルールに一
致しても繰り返しによりプロパティが自動的に変更されます。ジョイントのチェ
ックが有効な場合、繰り返し機能により、チェックに合格したプロパティが作成さ
れます。
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制限事項

• Tekla Structures では、プロパティファイルを直接繰り返すことはできません。1
つの繰り返しルールセットを複数のサブルールセットと共に使用します。

• 平行繰り返しルールセットを多数作成することはできません。1 つの繰り返し
ルールセットを使用し、デフォルトルールセットの直前に配置してください。

• 組合わせルールセットは、オートデフォルトのツリー構造で繰り返しルールセ
ット上に配置します。

• 組合わせルールセットは、1 つ下のレベルにのみ配置できます。

• 空のルールセットは Tekla Structures により無視されるため、各ルールセットに
1 つ以上のルールを含める必要があります。

参照項目

オートデフォルトの設定とルールの定義 (769 ページ)

オートデフォルトの例: ジョイントチェックでの繰り返しの使用
オートデフォルトで繰り返しを使用すると、ジョイントチェックの結果を使用でき
ます。 繰り返しルールに適合するが、ジョイントがジョイントチェックに合格せ
ず、ジョイントシンボルが赤のままの場合、オートデフォルトはジョイントシンボ
ルが緑色になるまで、他のルールやプロパティのテストを続行します。

この例では、繰り返しルールを作成し、ジョイント チェックの結果に従ってボル
トの数を設定します。これ以降、ルール グループとジョイント チェックをジョイ
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ントで同時に使用します。以下の例の図は、[オートデフォルト設定] ダイアログ
ボックスでのルールを示しています。

ジョイントチェックで使用する繰り返しルールを作成するには、次のようにしま
す。

1. [ファイル] メニューで、[ カタログ --> オートデフォルトの設定 ] をクリックし
ます。

2. ツリーを右クリックし、[新規ルールグループ作成]を選択します。

3. 新しいルールグループをクリックし、名前を「Iteration example」に変

更します。

4. Iteration exampleツリーを参照して[エンドプレート(144)]を見つけ、ク

リックして[新規ルールセットの追加]を選択します。

5. 新しいルールセットを右クリックし、[ルールセットの編集]を選択します。

6. ルールセット名を「ITERATION」に変更します。

7. [ルールセット内のパラメータ選択･組合せ方法]オプションを[シンボルが緑色
になるまで]に設定します。

8. [OK]をクリックします。

9. [ITERATION]ルールセットを右クリックし、[新規ルールセットの追加]を選

択します。
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10. 新しいルールセットを右クリックし、[ルールセットの編集]を選択します。

11. ルールセット名を「2 bolts」に変更します。

12. [副部材(1)断面高さ]ルールを選択し、2 ボルトの 小デプスと 大デプスを設
定します。

13. [ルールセット内のパラメータ選択･組合せ方法]オプションを[ 初の既定値の
組合せを使用]に設定します。

14. [OK]をクリックします。

15. 「2 bolts」の下のジョイント プロパティ ファイル standard.j144 を右ク

リックし、[継手・仕口既定値の選択] を選択します。

16. [既定値ファイルリスト] の 2 本のボルトのプロパティ ファイルを選択し、
[OK] をクリックします。 

ヒ
ン
ト

適切なプロパティファイルがない場合、新しいファイルを作成できま
す。 standard.j144ファイルを右クリックし、[コンポーネント既定

値の編集]を選択します。 必要なプロパティを保存し、[キャンセル]をク
リックしてダイアログボックスを閉じます。 保存したプロパティが[既
定値ファイルリスト]で使用できるようになります。

17. [既定値に設定]をクリックして、変更をジョイントダイアログボックスで使用
できるようにします。

18. 他のルールセットごとに手順 9～16 を繰り返します。

19. [エンドプレート(144)]ダイアログボックスを開きます。

20. [読み込み] ボタンの横のリストから [<Defaults>] を選択し、[読み込み] を
クリックします。

21. [一般]タブで、[オートデフォルト・ルールグループ]オプションを作成した
「Iteration example」に設定します。

22. [設計]タブで、[チェックを行う]オプションを[はい]に設定します。

23. [せん断力]、[引張力]、[モーメント]の各オプションに、副部材の荷重を入力し
ます。

24. [OK]をクリックします。

参照項目

オートデフォルトの設定とルールの定義 (769 ページ)

オートデフォルトのプロパティの組合わせと繰り返し (776 ページ)

オートデフォルトおよびオートコネクションでの反力と UDL の使用
部材のユーザー定義情報でオートコネクションおよびオートデフォルトに反力を
設定できます。ジョイントダイアログボックスの[設計]タブではオートデフォル
トにも設定できます。

コンポーネント 780 ジョイント作成の自動化



反力

ルールで反力を使用しており、オートデフォルトがアクティブになっている場合
は、Tekla Structures により、まず対応するジョイントのプロパティで反力が検索さ
れます。プロパティに反力が含まれていない場合、Tekla Structures によりジョイン
トの副部材のユーザー定義情報で反力が検索されます。Tekla Structures によりユ
ーザー定義情報で反力が見つからない場合は、反力ルールを使用することはできま
せん。

せん断力計算

反力値を指定していない場合は、UDL (等分布面荷重)せん断力ルーチンを使用して
せん断力が計算されます。UDL 計算は、主にフィート・インチ単位で使用するた
めのものです。降伏応力値、プロファイル寸法、および UDL 率を使用して、 大
許容せん断力が計算されます。

• 降伏応力は、材質カタログで定義されます。

• プロファイル寸法は、プロファイルカタログから取得されます。

• UDL 率は、ジョイントダイアログボックス、または詳細設定から取得されま
す。

Tekla Structures により、オートデフォルトのせん断力ルールと結果が比較されま
す。

オートコネクションおよびオートデフォルトに UDL を使用するには、次のように
します。

目的 操作

オートコネク
ションでの
UDL の使用

1. ジョイントダイアログボックスの[設計基準]タブで、UDL オ
プションを[はい]に設定します。

2. [UDL %]ボックスに UDL 率を入力します。

値を入力しない場合、Tekla Structures により、

XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT詳細設定で設定されて

いるデフォルトのパーセンテージが使用されます。

オートデフォ
ルトでの UDL
の使用

1. ジョイントダイアログボックスの[設計基準]タブで、[UDL
を使用する]オプションを[はい]に設定します。

2. [UDL %]ボックスに UDL 率を入力します。

値を入力しない場合、Tekla Structures により、

XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT詳細設定を使用して設

定されているデフォルトのパーセンテージが使用されま
す。

参照項目

[設計基準]タブと[設計]タブ (806 ページ)
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7.8 コンポーネントの詳細設定
ここでは、各種ジョイント タイプのデフォルト プロパティの設定方法およびジョ
イント設計での Excel スプレッドシートの使用方法に加えて、解析プロパティや設
計プロパティなどの詳細なコンポーネント プロパティについて説明します。

詳細情報のリンク:

joints.def ファイルでのジョイント プロパティの定義 (782 ページ)

ジョイント設計における Excel スプレッドシート (795 ページ)

[一般]タブ (804 ページ)

[設計基準]タブと[設計]タブ (806 ページ)

[解析]タブ (808 ページ)

joints.def ファイルでのジョイント プロパティの定義
joints.def ファイルには、さまざまなジョイント タイプの全般的なジョイント

設定とジョイント固有の設定が含まれています。joints.def ファイルを使用す

ると、各ジョイント タイプのデフォルト プロパティを設定できます。
Joints.def は、標準のテキスト エディタで開いて編集できるテキスト ファイル

です。

Tekla Structures では、ジョイント ダイアログ ボックスに値がないプロパティにつ
いては、joints.def ファイルで定義された値が使用されます。ジョイント ダイ

アログ ボックスに値を手動で入力した場合、joints.def ファイルの値の代わり

に手動で入力した値が使用されます。オートデフォルトも、joints.def ファイ

ルで定義された値よりも優先されます。

Tekla Structures により joints.def ファイルがシステム フォルダーに保存されま

す。Tekla Structures は、joints.def ファイルを標準の検索順序 (モデル フォルダ

ー、プロジェクト フォルダー、企業フォルダー、システム フォルダー) で検索しま
す。

joints.def ファイルの使用方法
joints.def ファイルでは、さまざまなジョイント タイプの全般的なジョイント

設定とジョイント固有の設定が別個のセクションに含まれています。
joints.def ファイルは、標準のテキスト エディタを使用して変更することがで

きます。

ファイルを変更する場合は、次のようにします。

• 絶対値または名前を入力してください。

• フィート・インチ記号を使用しないでください。

• プロファイルがプロファイル カタログにあることを確認します。

• ボルトがボルト カタログにあることを確認します。
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• ファイルの先頭で測定単位を設定できます。

• JOINTDEFAULT 行では、Tekla Structures が joints.def ファイルのデフォル

ト値を使用するか、システム デフォルト値を使用するかを定義できます。たと
えば、次のとおりです。

• 値 1 は、joints.def ファイルで定義されているデフォルト値が使用され

ることを意味します。

• 値 0 は、システム デフォルト値が使用されることを意味します。

• 行の先頭にある // 文字は、その行がコメント行であることを示していま

す。これらの行の情報は、Tekla Structures により使用されません。

• プロパティに値 -2147483648 を入力すると、Tekla Structures が強制的に特定

のプロパティにシステム デフォルトを使用するようになります。

ジョイント固有のプロパティ

クリップ アングル、ガセット プレート、エンド プレート、ガセット ジョイント、
斜材ジョイントのプロパティは、別個のセクションにあります。各セクションの先
頭はヘッダー行になっており、列ラベルが含まれています。たとえば、次のとおり
です。

joints.def

ファイルに列を追加しないでください。ジョイント固有のセクションで Tekla
Structures がプロパティを検出できない場合、一般デフォルト セクションでデフォ
ルト プロパティが検索されます。

joints.def ファイルを使用するジョイント

次のジョイントで、joints.def ファイルが使用されます。

• 溶接されたガセット (10)

• ボルト ガセット (11)

• ブレーシング交差 (19)

• チューブ ガセット (20)

• チューブ交差 (22)

• 2 面サイド アングル止め (25)

• コーナー チューブ ガセット (56)

• コーナー ボルト付けガセット (57)

• ガセット ラップ付 (58)

• チューブ ガセット ラップ付 (59)

• ガセット クロス ラップ付 (60)
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• コネクション ラップ付 (61)

• ガセット クロス (62)

• コーナー ガセット ラップ付 (63)

• スチフナー コネクション梁 (129)

• シアー プレート コネクション柱 (131)

• ボルト-モーメント コネクション (134)

• クリップ アングル (141)

• 両面エンド プレート (142)

• 両面クリップ アングル (143)

• エンド プレート (144)

• シンプル シアー プレート (146)

• 上部フランジへの溶接 (147)

• フィン プレート 3 (149)

• モーメント コネクション (181)

• スチフナー コネクション柱 4 (182)

• 完全デプス (184)

• フル デプス拡張 (185)

• スチフナー付 (186)

• スチフナーコネクション柱 3 (187)

• スチフナー付 (188)

• せん断プレート チューブ柱 (189)

• 折れ板 (190)

例: Tekla Structures による joints.def ファイルの使用方法
この例は、Tekla Structures が joints.def ファイルを使用して Bolted gusset (11)
のボルト径や他のプロパティを計算する方法を示しています。

斜材の高さは 10 インチとします。Tekla Structures は、プロファイルの高さに基づ
いてボルト サイズとボルトの数を計算します。プロファイルの高さが 10 インチ
である BOLTHEIGHT 行が検索されます。

プロファイルの高さは 8.0 より高く、12.0 より低いため、Tekla Structures はプロ

ファイルの高さが 8.0 の行を使用します。これにより、ボルト径が 0.75 に設定

されます。
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Tekla Structures は、ボルト径を使用してボルトと部材プロパティを割り当てます。
ボルト径が 0.75 である DIAGBOLTPART 行が検索されます。

以下のプロパティ値が使用されます。

ボルト径 0.75
水平方向のボル
ト本数

2

水平方向の縁端
距離

1.5

垂直方向の縁端
距離

1.5

水平方向のボル
ト間距離

2.5

垂直方向のボル
ト間距離

システム デフォルトが使用されます。

このジョイントでは、Tekla Structures によりコネクション プレートの厚さやアング
ル プロファイルのプロパティは使用されません。

joints.def ファイルの一般デフォルト
Tekla Structures は、ジョイント固有のセクションでジョイントのプロパティが見つ
からない場合に joints.def ファイルの一般デフォルトを使用します。

たとえば、クリップ アングルの場合、Tekla Structures は副部材の高さに基づいてボ
ルト径とボルトの数を指定します。副梁が joints.def ファイルのクリップ ア
ングル セクションの 高値より高い場合、Tekla Structures は一般デフォルトのデフ
ォルト ボルト径を使用します。

joints.def ファイルの一般デフォルト セクションのプロパティは次のとおりで

す。

プロパティ 説明

boltdia ボルト径

pitch あるボルトの中心からの隣のボルトの中心までの距離

clipweld 溶接サイズ
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プロパティ 説明

angle-cc-inc Tekla Structures により、ボルト間隔とウェブ厚を加算した値が
この値を使用して切り上げられます。US AISC 規格に準拠し
ています。

lprofgapinc Tekla Structures により、アングル プロファイルのギャップがこ
の値を使用して切り上げられます。US AISC 規格に準拠して
います。

lsize アングル プロファイルのサイズ

copedepth ノッチ サイズ

copelength ノッチ サイズ

boltedge 縁端距離

webplatelen ハンチ プレートの高さ (h)
webplatewid ハンチ プレートの幅 (b)
beamedge 梁端部とメイン部材の間のセットバック距離

knifeclr 使用されなくなりました

clipedge ボルトの縁端距離 (クリップ アングルの場合のみ)
gap 使用されなくなりました

shearplateth
k

ガセット プレートの厚さ

endplatethk エンド プレートの厚さ

shearweld 溶接のサイズ

cliplsize アングル プロファイルのサイズ (クリップ アングルの場合の
み)

flangecutcle
ar

フランジ切断クリアランス

slotsize 長孔のサイズ

clipslots 長孔対象部材:

• 1 = 梁

• 2 = アングル プロファイル

• 3 = 両方

このプロパティは、[長孔部材] タブの [ﾎﾞﾙﾄ ] オプションです。

clip_attac メイン部材と副部材に取り付けるクリップ アングル

• 1 = 両方の部材がボルト留め

• 2 = メイン部材にボルト留め、副部材に溶接

• 3 = メイン部材への溶接なし

• 4 = メイン部材に溶接、副部材にボルト留め

• 5 = 両方の部材が溶接

• 6 = メイン部材にボルト留めなし
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プロパティ 説明

• 7 = 副部材に溶接なし

• 8 = 副部材にボルト留めなし

• 9 =両方の部材にボルト留め/溶接

このプロパティは、ボルトの位置が定義された [ﾎﾞﾙﾄ ] タブのボ
ルト取り付けオプションです。

copedepth_in
c

Tekla Structures により、ノッチ デプスがこの値を使用して切り
上げられます。

copelength_i
nc

Tekla Structures により、ノッチ長さがこの値を使用して切り上
げられます。

joints.def ファイルでのボルト径とボルト本数
joints.def ファイルの各ジョイント固有のセクションにある BOLTHEIGHT 行
は、ジョイント タイプのデフォルトのボルト直径とボルト列数を示しています。

Tekla Structures では、以下のプロパティごとに、ジョイント タイプに基づいてボル
ト径とボルト本数が決定されます。

プロパティ ジョイント タイプ

クリップ アング
ル

副部材の高さ

ガセット プレー
ト

副部材の高さ

エンド プレート 副部材の高さ

ガセット ジョイ
ント

アングル プロファイルの長さ

斜材ジョイント プロファイルの高さ

クリップ アングル、ガセット プレート、エンド プレートのジョイント

Tekla Structures では、副部材の高さに基づいて、デフォルトのボルト径とボルト列
数が垂直方向に計算されます。以下のプロパティを入力できます。

プロパティ 説明

name BOLTHEIGHT
part ANGLECLIP
sec.beam.height あるボルト数を適用する副部材の 大高さ

diameter ボルト径。径がボルト カタログに存在している必要があ
ります。

number_of_bolts 垂直方向のボルト本数
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ガセット ジョイント

Tekla Structures では、アングル プロファイルの長さに基づいて、デフォルトのボル
ト径とボルト列数が水平方向に計算されます。以下のプロパティを入力できます。

プロパティ 説明

name BOLTHEIGHT
part GUSSET
lproflength また

は 
angleproflength

アングル プロファイルの長さ

diameter ボルト径。径がボルト カタログに存在している必要があ
ります。

number_of_bolts 水平方向のボルト本数

斜材ジョイント

Tekla Structures では、プロファイルの高さに基づいて、デフォルトのボルト径とボ
ルト列数が水平方向に計算されます。以下のプロパティを入力できます。

プロパティ 説明

name BOLTHEIGHT
part DIAGONAL
conn.pl.height
または 
profileheight

プロファイルの高さ

diameter ボルト径。径がボルト カタログに存在している必要があ
ります。

number_of_bolts 水平方向のボルト本数

joints.def ファイル内のボルト プロパティと部材プロパティ
Tekla Structures により、joints.def ファイルを使用してボルト径が計算される

と、その結果を使用して、ジョイント タイプに応じて他のプロパティがボルトと
部材に割り当てられます。

たとえば、クリップ アングル ジョイントの場合、ボルトと部材のデフォルトのプ
ロパティは、joints.def ファイルの CLIP ANGLE セクションにある 
ANGLECLBOLTPART で始まる行に存在しています。

以下の表に、各ジョイント タイプのボルトと部材に割り当てることができるプロ
パティを示します。
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プロパテ
ィ

説明 クリッ
プ アン
グル

ガセッ
ト プレ
ート

エンド
プレー
ト

ガセ
ット

斜材

name ジョイント タイプを識別
します。

たとえば、ガセット ジョイ
ントの場合は、

GUSSETBOLTPART になり

ます。

* * * * *

bolt
diamete
r

ボルト径がボルト カタロ
グに存在している必要が
あります。

* * * * *

shear
plate
thickne
ss

ガセット プレートの厚さ  *    

end
plate
thickne
ss

エンド プレートの厚さ   *   

gusset
thickne
ss

ガセット プレートの厚さ    *  

conn.
plate
thickne
ss

コネクション プレートの
厚さ

    *

angle
profile
または L
profile

使用するアングル プロフ
ァイルの名前がプロファ
イル カタログに存在して
いる必要があります。正
確なプロファイルを入力
します (例: 
L100*100*10)。

*   * *

number 各行の垂直方向と水平方
向のボルト本数。

* * * * *

pitch 垂直方向および水平方向
のボルトについて、各ボル
トの中心からボルトまで
の距離

* * * * *

edge
distanc
e

あるボルトの中心から垂
直方向および水平方向の
ボルトの部材の縁端まで
の距離

* *  * *
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プロパテ
ィ

説明 クリッ
プ アン
グル

ガセッ
ト プレ
ート

エンド
プレー
ト

ガセ
ット

斜材

vert.
bolt
firshol
e

ボルトの 初の垂直方向
の行の位置

* *  *  

joints.def ファイル内のガセット ジョイント プロパティ

GUSSETDEFDIM 行に、ガセット ジョイントの追加のデフォルト プロパティを入力

します。すべてのガセット ジョイントですべてのプロパティが使用されるわけで
はありません。

プロパティ 説明 プレートの形状への影響

name GUSSETDEFDIM  
boltdia_def すべてのボルト グループに適用す

るボルト径

ジョイント ダイアログ ボックス
で [ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ] ボックスが空の場
合、Tekla Structures はこの値を使用
します。

 

tol_prim ガセットとメイン部材ウェブ間の
間隔

 

tol_sec ガセットと副部材ウェブ間の間隔  
dist_diag_pri
m

選択した 初の副部材とメイン部
材の間の間隔

 

dist_diag_sec 選択した 後の副部材から も近
い副部材への垂直距離

 

angle_first_c
orner

コーナー角度寸法 あり

angle_sec_cor
ner
dist_between_
diag

ブレース間の間隔  

first_bolt_fr
om_line

[ｶﾞｾｯﾄ] タブのボルト グループの
ボルト縁端距離

 

corner_dx コーナー寸法  
corner_dy コーナー寸法  
movey

[ｶﾞｾｯﾄ] タブの  オプショ
ン
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プロパティ 説明 プレートの形状への影響

movez
[ｶﾞｾｯﾄ] タブの  オプシ
ョン

 

dist1 一番下のブレースに対して垂直な
ガセット プレートの縁端の長さ

あり

dist2 ブレースに対して垂直なガセット
プレートの縁端の長さ

あり

dist3 一番上のブレースに対して垂直な
ガセット プレートの縁端の長さ

あり

tol_lprof ガセット プレートからコネクショ
ン プレートまでの縁端の距離

 

tol_stiffener スチフナー許容精度  
chamfer_dx [ｶﾞｾｯﾄ] タブのスチフナー角処理

寸法
 

chamfer_dy [ｶﾞｾｯﾄ] タブのスチフナー角処理
寸法

 

chamfer_corne
r_dx

 

chamfer_corne
r_dy

 

side_length 側面の長さ  
diafit_length [Bracing cross (19)] ジョイントの

フィット長。

[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブのオプションが空の
場合、Tekla Structures はこの値を使
用します。

 

以下の例の図は、[[ガセット ラップ付 (58)]] タブの ﾋﾟｸﾁｬｰ ジョイントのプロパテ
ィを示しています。
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1. tol_lprof
2. corner_dy
3. corner_dx
4. dist_diag_sec
5. tol_sec
6. angle_sec_corner
7. dist3
8. dist_between_diag
9. dist2
10. dist1
11. dist_diag_prim
12. tol_prim

joints.def ファイル内の斜材ジョイント プロパティ

DIAGDEFDIM 行に、ボルトと部材の付加的なデフォルト プロパティを入力します。

すべての斜材ジョイントですべてのプロパティが使用されるわけではありません。
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プロパティ 説明

name DIAGDEFDIM
boltdia_def すべてのボルト グループに適用するボルト径

ジョイント ダイアログ ボックスで [ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ] ボックスが空
の場合、Tekla Structures はこの値を使用します。

dist_gus_diag ガセット プレートとチューブの間のギャップ

チューブ プロファイルがエンド プレートによって閉じられ
ている場合、dist_gus_diag はガセット プレートからエン

ド プレートまでのギャップです。

以下の [チューブ交差 (22)] イメージを参照してください。

dist_in ブレースの断面図デプス。コネクション プレートをチューブ
ブレースの内側に配置しないようにするには、負の値を入力
します。

以下の [チューブ交差 (22)] イメージを参照してください。

dist_dv コネクション プレートの縁端までのブレース縁端距離。この
寸法により、コネクション プレートの幅が変更されます。

以下の [チューブ交差 (22)] イメージを参照してください。

sec_cut_tol [ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブ:
slot_length_t
ol

tube_cut_tol [ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブ:

conn_cut_dx [ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブ:
conn_cut_dy

round_plate_t
ol

[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブ:

flanges_cut_a
ngle

[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブ:

dist_flanges_
cut
dist_skew_cut
end_plate_thk エンド プレートの厚さ
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以下の例の図は、[[チューブ交差 (22)]] タブの ﾋﾟｸﾁｬｰ ジョイントのプロパティを示
しています。

1. dist_dv
2. dist_in
3. dist_gus_diag

joints.def ファイル内のボルト寸法に依存したプロファイル

[クリップ アングル (141)] や [両面クリップ アングル (143)] など、一部のジョイン
トでは Tekla Structures によりプロファイル サイズに基づいてボルト サイズが計算
されます。

これらのジョイントでは、[ﾎﾞﾙﾄ ] タブで対応するオプションを空のままにした場
合、Tekla Structures によって joints.def ファイルにある PROFILE TYPE-
DEPENDENT BOLT DIMENSIONS セクションの PROFILEBOLTDIM 行からボルト

サイズが取得されます。

プロパティ 説明

width プロファイルの幅

one bolt
firsthole

1 本のボルトの場合、プロファイル アングルの縁端から
初の孔までの距離
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プロパティ 説明

two bolts
firsthole

2 本のボルトの場合、プロファイル アングルの縁端から
初の孔までの距離

pitch 垂直方向および水平方向のボルトについて、各ボルトの
中心からボルトまでの距離

たとえば、クリップ アングル ジョイントにおいて L6X6X1/2 プロファイルで使用

されるボルト寸法を見つける場合、次のようになります。

1. Tekla Structures は、まず PROFILE TYPE-DEPENDENT BOLT DIMENSIONS セ
クションの PROFILEBOLTDIM 行で L6X6X1/2 を検索します。

2. 一致するものが見つからない場合、Tekla Structures は、CLIP ANGLE セクショ

ンにある ANGLECLBOLTPART 行で検索します。

ジョイント設計における Excel スプレッドシート
ジョイント ダイアログ ボックスに [設計] タブまたは [設計] タブがあるすべての
鉄骨ジョイントのジョイント設計で Excel スプレッドシートを使用できます。

[Excel] タブまたは [外部設計リンク] タブで、[設計] オプションの [設計] を選択す
ることで、ジョイントを Excel スプレッドシートにリンクできます。ジョイント情
報は、必要な計算が行われるジョイント タイプ固有のスプレッドシートに転送さ
れます。計算されたプロパティは出力ファイルに保存され、変更されたコンポーネ
ント プロパティ値はジョイントに戻されます。変更内容に従ってジョイントが変
更されます。

..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign
にある component_template.xls ファイルを使用してジョイント タイプ用の

Excel スプレッドシートを作成するか、事前定義されたファイルを使用することが
できます。

Excel スプレッドシートのジョイント設計で使用されるファイル

Excel スプレッドシートを使用したジョイント設計では、次のファイルが使用され
ます。

ファイル 説明

Visual Basic スクリプ
ト ファイル

Excel.vb ファイルは、Tekla Structures と外部ソフトウェ

アをリンクし、Excel スプレッドシートのファイル名と場
所を定義します。このファイルは、..\Tekla
Structures\<version>\Environments\common
\exceldesign フォルダー内にあります。

コンポーネント タイ
プ固有の Excel スプレ
ッドシート

コンポーネント タイプ固有のスプレッドシートには、事
前定義の計算が含まれています。ジョイント設計を実行
すると、メイン部材および副部材のジョイントプロパテ
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ファイル 説明

ィと情報が Excel スプレッドシートの [Input] シートと
[Component] シートに転送されます。

Excel は、関連するスプレッドシート ファイルを以下の順
序で検索します。

1. 現在のモデル フォルダーの \exceldesign フォル

ダーから: ファイル名は component_ + number or
name + .xls のように付けられます。たとえ

ば、..\test_model\exceldesign
\component_144.xls となります。

2. 次のように、詳細設定 
XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH で定義され

た場所から:
XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH (=
%XS_DIR%\environments\common
\exceldesign\) + "component_" + number
+ ".xls"

ジョイント固有の結果
ファイル

結果ファイルには、変更されたジョイント プロパティが
含められます。

• この結果ファイルは、[Calculation] シートから自動的
に作成されます。

• ファイルは、モデル フォルダーの \exceldesign フ
ォルダーに、グローバル一意識別子 (GUID) が付いた
名前で保存されます。

• ファイルは、ジョイントを変更するたびに更新されま
す。

• 計算結果は、計算スプレッドシートの設定方法に応じ
て Excel スプレッドシート、または HTML 形式か PDF
形式で保存できます。

テンプレート スプレ
ッドシート

..\Tekla Structures\<version>\Environments
\common\exceldesign フォルダーには、Tekla
Structures コンポーネントで使用するユーザー独自のスプ
レッドシート アプリケーションを作成するために使用す
る component_template.xls スプレッドシートがあ

ります。

ジョイント設計における Excel スプレッドシートの例

この例のイメージは、[エンド プレート (144)] ジョイントに使用される Excel スプ
レッドシートの例を示しています。

サンプル スプレッドシートには、次のシートがあります。

[Calculation] シートには、計算レポートが含まれています。
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[Inputs] シートには、ジョイント ダイアログ ボックスからのジョイントのプロパ
ティが含まれています。
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[Outputs] シートには、設計結果が含まれています。これらの値はコンポーネント
に転送されます。モデル内のジョイントは、これらの値に従って変更されます。

[Component] シートには、計算内容、計算形状に関する情報、メイン部材と副部材
に関する情報が含まれています。スプレッドシート内のコンポーネント属性は、対
応する .inp ファイル内の属性と同じです。.inp ファイルの詳細については、「」

を参照してください。
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次のシートもあります。

• [Data] には、カタログ情報が示されます。

• [Norm] には、コード選択内容やコードの参照が示されます。

• [Language] には、翻訳が示されます。
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Excel ジョイント設計プロセスの表示例

Excel.vb ファイルでは、Excel ジョイント設計プロセスの表示方法を定義できま

す。Excel.vb ファイルは、Tekla Structures と外部ソフトウェアをリンクし、Excel
スプレッドシートのファイル名と場所を定義します。

1. ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common
\exceldesign にある Excel.vb ファイルを開きます。

2. 次のように、Excel.vb ファイルを設定します。 

• コントロールの表示 - Const DEBUG As Boolean= True
• Excel を使用した表示 - Const SHOW_EXCEL As Boolean = True
• 出力の格納 - Const STORE_RESULTS As Boolean = True

3. ファイルを保存します。

4. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント] ボタン  をクリッ
クし、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

5. [クリップ アングル (141)] を検索し、ダブルクリックしてプロパティ ダイアロ
グ ボックスを開きます。

6. [設計] タブ:
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a. [Excel] オプションで [外部設計リンク] を選択します。

b. 読み込み値を入力します。

7. [変更(M)] をクリックします。 
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Excel 設計ファイルが開き、[Inputs] シートが表示されます。

8. [OK] をクリックして続行します。 
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Excel 設計プロセスにより、[Component] シートに表示されるデータが計算さ
れ、[Component] シートが開きます。

9. [OK] をクリックして続行します。 

Excel 設計プロセスにより、結果の出力値が計算され、[Outputs] シートが開き
ます。計算された結果値はジョイントに転送されます。

10. ファイルをモデル フォルダーに保存します。
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11. [OK] をクリックすると、設計プロセスが完了し、Excel 設計ファイルが閉じま
す。

外部設計リンクでジョイントの状態の表示

ジョイント設計で Excel スプレッドシートを使用する場合、Tekla Structures では色
分けされたコンポーネント シンボルを使用して、モデル内のコンポーネントの状
態が示されます。

これは、コンポーネントの Excel スプレッドシートの [Outputs] シートにエラー属
性を含めることで行うことができます。属性のタイプは int です。

有効な値は以下のとおりです。

値 色 状態

1 緑 ボルト縁端距離が十分にあります。

ジョイントは、システムに搭載された英国および米国の設計基準を
使用したジョイント設計チェックに合格しています。

2 黄 [ファイル --> 設定 --> オプション ] の [コンポーネント] 設定で定義
された値によると、ボルト縁端距離が不十分です。

3 赤 Tekla Structures がコンポーネント プロパティを計算できません。以
下のような理由が考えられます。

• ジョイント方向が正しくない。

• 作業平面が正しくない。

• 選択されたコンポーネントが状況に適切ではない。

• ジョイント設計チェックは、搭載されている英国および米国の設
計基準を使用して実行されましたが、定義された荷重はコンポー
ネントでサポートされません。

注 コンポーネント シンボルの色では、システム コンポーネントの色のみを制御でき、カ
スタム コンポーネントの色は制御できません。

[一般]タブ
[一般]タブは、鉄骨ジョイントと鉄骨ディテールで使用できます。

オプション 説明

上方向 副部材またはメイン部材を基準にジョイントを回転させま
す。

副部材の x 軸および y 軸に対する回転角度を定義できます。
上のボックスは y 軸で、下のボックスは x 軸です。
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オプション 説明

メイン部材に対す
る位置

ディテールにのみ使用できます。イメージの横のチェックボ
ックスは、メイン部材を基準としたディテールの定義点の位
置を示しています。

[水平オフセット]フィールドと[垂直オフセット]フィールドで
は、メイン部材を基準とした、ディテールの水平方向および
垂直方向の配置が定義されます。

ディテール タイ
プ

ディテールにのみ使用できます。このオプションは、部材の
どちら側にディテール作成するかを決定しますが、ディテー
ルの入力点をピックする場所に依存します。

• 端部ディテール

部材上で点をピックします。ディテールは、指示した点か
ら部材の始点または終点 (指示した点からどちらが遠いか
によって決まる) に向かって作成されます。部材の中点を
指示すると、部材の終点 (マゼンタ色のハンドル) に向かっ
てディテールが作成されます。部材の始点を指示すると、
ディテールが終点に向かって作成されます (その逆も同
様)。

• 中間ディテール

部材上で点をピックします。ディテールは、指示した点か
ら部材の始点 (黄色のハンドル) に向かって作成されます。
部材の始点 (黄色のハンドル) を指示しないでください。

• 中間ディテール (逆)
部材上で点をピックします。ディテールは、指示した点か
ら部材の終点 (マゼンタ色のハンドル) に向かって作成さ
れます。部材の終点 (マゼンタハンドル) を指示しないで
ください。

ロック 変更ができなくなります。

privileges.inpファイルを使用して、ロック属性へのアク

セスを制御できます。

クラス ジョイントにより作成されるすべての部材に付与される番
号。クラスを使用すると、モデルの部材の色 (648 ページ)を定
義できます。

[ジョイントコー
ド]

ジョイントを識別します。Tekla Structures では、このジョイン
トコードを図面のジョイントマーク内に表示できます。

[オートデフォル
ト]

選択したルールグループに従ってジョイントのプロパティを
自動設定します。ルールグループ[なし]を選択すると、オート
デフォルトがオフになります。

ｵｰﾄｺﾈｸｼｮﾝ 選択したルールグループに従って、自動的に別のジョイント
に切り替えられます。
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参照項目

オートデフォルト (768 ページ)

オートコネクション (763 ページ)

[設計基準]タブと[設計]タブ
コンポーネント ダイアログ ボックスには、[設計] タブが含まれているものと、[設
計] タブが含まれているものがあります。これらのタブのオプションを使用して、
コンポーネントが UDL (等分布面荷重) に耐えられるかどうかをチェックできま
す。一部の [設計] タブには、設計チェックしかありません。Tekla Structures によ
り、設計チェックの結果がモデル フォルダーに .txt ファイルとして保存されま

す。

設計チェックでは、オートデフォルトのルールグループと Excel ファイルを使用で
きます。

• オートデフォルトでは、コンポーネント プロパティが自動的に変更され、計算
された荷重が取得されます。使用するオートデフォルトを指定するには、[一
般] タブに移動し、[ｵｰﾄﾃﾞﾌｫﾙﾄ] リスト ボックスでルールを選択します。

詳細については、「オートデフォルトおよびオートコネクションでの反力と
UDL の使用 (780 ページ)」を参照してください。

• Excel ファイル内の情報は、ジョイントの設計をチェックし、UDL に耐えるよ
うにコンポーネント プロパティを自動的に更新します。このオプションは、他
の設計基準に従ってジョイントの設計をチェックする場合に役立ちます。「ジ
ョイント設計における Excel スプレッドシート (795 ページ)」を参照してくださ
い。

[設計基準]タブ

この設計チェックは、フィート・インチ単位用です。

設計をチェックするには、次のようにします。

1. [設計] タブに移動し、[UDL を使用する] リストで [はい] を選択します。

2. Excel スプレッドシート内の情報を UDL 計算に使用するには、[外部設計リン
ク] リストで [Excel] を選択します。

3. 計算に使用する情報を入力します。

4. モデル内でジョイントを選択し、[変更(M)] をクリックします。

Tekla Structures により、コンポーネントがチェックされます。ジョイントシン
ボルが緑色の場合はジョイントが UDL に耐えられることを示し、赤色の場合
は耐えられないことを示します。

コンポーネント 806 コンポーネントの詳細設定



5. チェックの結果を表示するには、コンポーネント シンボルを右クリックし、
ポップアップメニューの [情報] を選択します。

[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに、設計チェックの結果と関
連情報が表示されます。

「ジョイント設計における Excel スプレッドシート (795 ページ)」も参照してくださ
い。

[設計]タブ

この設計チェックは、フィート・インチ単位用です。

設計をチェックするには、次のようにします。

1. [設計] タブに移動し、[ﾁｪｯｸを行う] リストで [はい] を選択します。

ジョイントがモデルで使用または変更されるたびに、Tekla Structures によりジ
ョイントがチェックされます。

2. 計算に使用する情報を入力します。

3. モデル内でジョイントを選択し、[変更(M)] をクリックします。

Tekla Structures により、コンポーネントがチェックされます。ジョイントシン
ボルが緑色の場合はジョイントが UDL に耐えられることを示し、赤色の場合
は耐えられないことを示します。

4. チェックの結果を表示するには、コンポーネント シンボルを右クリックし、
ポップアップメニューの [情報] を選択します。

[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに、設計チェックの結果 (チェ
ックした部材、チェックの名称、適用された力、許容される力、使用された容
量、結果と考えられる解決策) が表示されます。

設計チェック専用の[設計基準]タブ

設計は British standard BS5950 に基づきます。

設計には次の制限があります。

• 設計基準が機能するのは UK 式の環境だけです。

• 設計基準を使用できるのは、メイン部材と副部材が鉛直になっている場合だけ
です。

• 設計基準を使用できるのは、2 つのボルトが水平になっている場合だけです。

• 設計基準を使用できるのは、垂直方向のボルトが上面から定義されている場合
だけです。

• 設計基準は、H 形鋼、I 形鋼に対してのみ有効です。

設計をチェックするには、次のようにします。

1. [設計] タブに移動し、[設計] リストで [ｵﾝ] を選択します。
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2. [帯筋ﾌｫｰｽ] をキロニュートン (kN) 単位で入力します。

タイフォースは、設計チェックがオンになっていて、ジョイントの部材構成条
件が梁と柱である場合に必要です。タイフォースがない場合は、0を入力しま

す。

3. [せん断力] をキロニュートン (kN) 単位で入力します。

設計チェックをオンにした場合は、正の値を入力します。せん断力がない場合
は、0を入力します。

4. モデル内でジョイントを選択し、[変更(M)] をクリックします。

ジョイントシンボルに、設計チェックの状態が示されます。

• 緑色は、設計チェックに成功したことを意味します。

• 黄色は、設計チェックで警告が発生したことを意味します。

• 赤色は、設計チェックで致命的なエラーが発生したことを意味します。

5. チェックの結果を表示するには、ジョイント シンボルを右クリックし、ポッ
プアップメニューの [情報] を選択します。

[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに、設計チェックの結果と関
連情報が表示されます。

注 [オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに [鉄筋のナンバリングは
新ではありません。] というメッセージが表示された場合、現在表示されてい
るマークは正しくない場合があります。マークが 新のものになるように、モ
デル上のマークを更新する必要があります。その後、[情報] コマンドを再度使
用して、設計チェックの結果の正しいマークを取得します。

[解析]タブ
Tekla Structures が解析でジョイントとディテールを処理する方法を指定するには、
鉄骨ジョイントダイアログボックスまたはディテールダイアログボックスの[解
析]タブを使用します。
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オプション 説明

[解析拘束を使用する] [はい]に設定すると、ジョイントの部材の解析プロ
パティの代わりに、ジョイントの解析プロパティま
たは解析のディテールが使用されます。

解析モデルを作成する場合は、[解析モデルプロパ
ティ]ダイアログボックスの[各部材の支持条件によ
る]も[はい]に設定する必要があります。

詳細について、「解析モデルプロパティ」を参照し
てください。

[部材選択] 解析プロパティを各ジョイント部材([メイン部材]、
[副部材 1]、[副部材 2]など)に関連付けるために使用
します。

[拘束組み合わせ] 詳細について、「Defining support conditions」を参照
してください。[支持条件]

[軸方向部材オフセット] 詳細について、「解析部材のプロパティ」を参照し
てください。

[解析断面] Tekla Structures では、ジョイントまたはディテール
の剛性を考慮に入れるために、物理モデルのプロフ
ァイルではなく、このプロファイルを解析に使用し
ます。
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オプション 説明

[解析プロファイル長] 解析では、Tekla Structures により物理モデルの部材
のプロファイルが無視され、この長さが解析に使用
されます。
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8 カスタムコンポーネント

プロジェクト用にカスタマイズしたジョイント、部材、シーム、およびディテール
を定義できます。これらをカスタム コンポーネントと呼びます。カスタム コンポ
ーネントは、Tekla Structures システム コンポーネントと同様に使用することができ
ます。カスタム コンポーネントを編集することによって、モデル内の変更に自動
的に対応するインテリジェントなパラメトリック カスタム コンポーネントを作成
できます。

どのような場合に使用するか

事前定義されたシステム コンポーネント (747 ページ)の中にすべてのニーズを満
たすコンポーネントが見つからない場合には、カスタム コンポーネントを定義し
ます。特に、多数の複雑なモデル オブジェクトを作成してそれらを複数のプロジ
ェクト間でコピーする必要がある場合に、必要です。

利点

[アプリケーションとコンポーネント] カタログにカスタム コンポーネントを定義
して保存しておけば、カタログからコンポーネントに簡単にアクセスして、同じモ
デルの別の場所で使用できます。カスタム コンポーネントを変更する必要が生じ
た場合でも、変更を一度行うだけで済みます。変更内容を保存すると、モデル内の
カスタム コンポーネントのすべてのコピーに変更内容が自動的に適用されます。
カスタム コンポーネントをモデル間で .uel ファイルとしてインポートおよびエ

クスポートしたり、カスタム コンポーネントを同僚と共有したり、カスタム コン
ポーネントをモデル テンプレート (251 ページ)に保存して、使用されたテンプレー
トに基づく各新規モデルで利用可能にすることができます。

カスタム コンポーネント タイプ

次の 4 つのタイプのカスタム コンポーネントを作成できます。
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タイプ 説明 例

カスタム パーツ
(813 ページ)

ジョイントおよびディテール
を含めることができるオブジ
ェクトのグループを作成しま
す。

注記: モデルに表示されたと
きに、その他のカスタム コン
ポーネントとは異なり、カス
タム部材にはコンポーネント

シンボル  は付きませ
ん。カスタム部材は、梁と同
じ位置プロパティを持ちま
す。

カスタム ジョイン
ト (814 ページ)

ジョイント オブジェクトを作
成し、メイン部材に副部材を
接続します。メイン部材を接
続点でつなげることができま
す。

カスタム ディテー
ル (815 ページ)

ディテール オブジェクトを作
成し、1 つの部材のピックした
位置に接続します。
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タイプ 説明 例

カスタム シーム
(817 ページ)

シーム オブジェクトを作成
し、2 つの点でピックして作成
した線に沿って部材を接続し
ます。通常、部材は平行にな
ります。

8.1 カスタム パーツの例
カスタム パーツは、1 つまたは複数の部材で構成され、多くの場合、複雑な組成を
しています。次の図は、カスタム パーツのいくつかの例を示しています。

鋼材 会社の標準ブレース プレ
ート

ハニカム梁および孔あき
梁

ビルド梁/柱

ビルド梁
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標準ガラス固定具

プレキャストコンクリー
ト

サンドイッチ パネル

リフター

標準埋込み材/挿入材

標準梁

8.2 カスタム ジョイントの例
カスタム ジョイントを使用して、メイン部材を 大 30 個の副部材に接続すること
ができます。ジョイントは、メイン部材と副部材の端部の間に作成されます。次の
図は、カスタム ジョイントのいくつかの例を示しています。

鋼材 ビルド プレート シート
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せん断ﾌﾟﾚｰﾄ

一般的な日本式間柱ジョ
イント

プレキャストコンクリー
ト

ベース ディテール

ダブル T から L プロファ
イル

柱の切り取り部

壁パネル ジョイント

8.3 カスタム ディテールの例
カスタム ディテールを使用して、1 つの部材に詳細情報 (追加プレートや切り取り
部など) を追加することができます。次の図は、カスタム ディテールのいくつかの
例を示しています。
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鋼材 カバー プレート

キャスト ベース

木材ベース

アウトリガー (スチフナ
ー) およびアウトリガー
プレート (スチフナー)

プレキャストコンクリー
ト

ドアおよび窓

柱パターン

中空端部ディテール

吊りディテール
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模擬ジョイント/抱き

側面ポケット

8.4 カスタム シームの例
カスタム シームを使用して、メイン部材を 大 30 個の副部材に接続することがで
きます。1 つのメイン部材にのみカスタム シームを使用することもできます。シ
ームは、部材の長さに沿って作成されます。次の図は、カスタム シームのいくつ
かの例を示しています。

鋼材 鉄骨階段ステップ

ターンバックル枠
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手摺

プレキャストコンクリー
ト

ダブル T ジョイント

パネル間グラウト チュー
ブ ジョイント

8.5 カスタム コンポーネントの定義
必要なディテールがすべて含まれたカスタム コンポーネントを定義できます。

初に簡単なカスタム コンポーネントを定義し、後で変更することができます。
簡単なカスタム コンポーネントの定義には通常、数分しかかかりません。以後の
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プロジェクトでの使用を計画している場合、より長い時間をかけてカスタム コン
ポーネントを定義することもあります。

より詳細にカスタム コンポーネントを編集 (828 ページ)することにより、モデル
内の変更に自動的に対応する自動調整式のパラメトリック カスタム コンポーネン
ト (857 ページ)を定義できます。これには時間がかかりますが、パラメトリック
カスタム コンポーネントのグループを複数のモデルまたはプロジェクトで使用で
きれば、結果として利点が得られます。

既存のコンポーネントの分解
カスタム コンポーネントの定義を始めるときは、 初にモデル内の類似したシス
テム コンポーネントを適用し、その後に分解することをお勧めします。分解とは、
既存のコンポーネントのオブジェクトのグループ化を解除することです。オブジ
ェクトを切り離したら、必要に応じてオブジェクトを変更、削除、または追加し、
これらのオブジェクトを使用して新しいカスタム コンポーネントを作成できま
す。コンポーネントを分解し、切り離したオブジェクトを新しいカスタム コンポ
ーネントの基礎として使用すると、カスタム コンポーネントをすばやく作成する
必要がある場合に便利です。

別の方法として、部材、カット、フィッティング、ボルトなど、カスタム コンポ
ーネントに必要なコンポーネント オブジェクトを個別に作成することもできま
す。

1. モデルで、分解するコンポーネントを選択します。

2. 右クリックして [コンポーネントの分解] を選択します。 

Tekla Structures によりコンポーネント オブジェクトが分解されます。新しい
カスタム コンポーネントを定義するときに、そのオブジェクトを変更して使
用できます。

カスタム コンポーネントの定義

次の例では、単純なカスタム ジョイントを定義する方法を示します。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[カスタムコンポーネ
ントの定義...] を選択します。 
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[カスタムコンポーネントウイザード] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [タイプ] リストで、コンポーネント タイプ (811 ページ)を選択します。ジョイ
ント、ディテール、シーム、または部材から選択します。

4. [名前] ボックスに、コンポーネントの一意の名前を入力します。

5. その他のプロパティ (940 ページ)を [ タイプ/メモ ] タブ、[位置 ] タブ、およ
び [詳細設定 ] タブで変更し、[次へ >] をクリックします。

6. モデルで、カスタム コンポーネントに含めるオブジェクトを選択します。 

範囲選択を使用して、複数のオブジェクトを同時に選択 (130 ページ) すること
ができます。カスタム コンポーネントのオブジェクトを選択するときには、
メイン部材、副部材、および基準線は無視されます。
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注 モデルの目的のオブジェクトを選択できない場合は、選択スイッチ
(137 ページ)や選択フィルターの設定 (173 ページ)を確認してください。

カスタム コンポーネントに鉄筋セット モディファイアー (541 ページ)を
含める場合は、次のようにします。

• モディファイアーを選択すると [直接変更] がオフになることを確認
します。

• Shift キーを押しながら、モディファイアーを 1 つずつ選択します。範
囲選択でモディファイアーを選択することはできません。

7. 次へ > をクリックします。

8. コンポーネントのメイン部材を選択します。 

9. 次へ > をクリックします。

10. コンポーネントの副部材を選択します。 
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複数の副部材を選択するには、Shift キーを押しながら副部材を選択します。
カスタム コンポーネント内の副部材の 大数は 30 です。

注 副部材を選択する順序に注意してください。カスタム コンポーネントを
モデル内で使用すると、副部材をピックしたときの順序が Tekla Structures
でそのまま使用されます。

11. ディテールやシーム位置など、このカスタム コンポーネントに必要なその他
のプロパティを定義します。 

プロパティは、手順 4 で選択したコンポーネント タイプによって異なります。

12. この時点で設定を調整する場合は、[< 戻る] をクリックし、[カスタムコンポー
ネントウイザード] の前のページに戻ります。

13. 設定に問題がないことを確認したら、[仕上げ] をクリックしてカスタム コン
ポーネントを作成します。 

モデルおよび [アプリケーションとコンポーネント] カタログにカスタム コン
ポーネントが追加されます。

14. 必要に応じて、カスタム コンポーネントのサムネイル イメージを追加します。

サムネイル イメージは [アプリケーションとコンポーネント] カタログに表示
されます。サムネイル イメージには、コンポーネントを使用できる典型的な
状況を表示できます。

a. カスタム コンポーネントのスクリーンショットを作成します。

b. [アプリケーションとコンポーネント] カタログにカスタム コンポーネン
トのサムネイル イメージを追加 (758 ページ)します。 
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Tekla Structures の [アプリケーションとコンポーネント] カタログにサム
ネイル イメージが表示されます。

15. 後でカスタム コンポーネント設定を変更する場合は、次のようにします。

a. カスタム コンポーネント エディター ツールバー (828 ページ)で、[カス

タムコンポーネント設定の変更]  ボタンをクリックします。

b. 設定を変更します。

c. [OK] をクリックします。

定義されたカスタム コンポーネントはインテリジェントでないため、Tekla
Structures はモデル内の変更に合わせて寸法を調整しません。コンポーネントをモ
デル内の変更に適応させるには、コンポーネント オブジェクトとモデル オブジェ
クト間に依存関係を構築できるカスタム コンポーネント エディターで、コンポー
ネントを編集 (828 ページ)します。

ネストされたカスタム コンポーネントの定義
ネストされたコンポーネントとして複数のカスタム コンポーネントを結合するこ
とで、より複雑なカスタム コンポーネントを定義することができます。これによ
り、より小さくて単純なコンポーネントを作成し、それらを単一のコンポーネント
にまとめることができます。元のコンポーネントは、ネストされたコンポーネント
のサブコンポーネントになります。ネストされたコンポーネントは通常、プレキャ
ストや、埋込み材などの現場打ちコンポーネントに使用されます。

必要以上にコンポーネントをネストしないでください。3 つ以上のレベルをネス
トする場合には、いくつかの制限があります。ネストされたカスタム コンポーネ
ントの異なるコンポーネント レベルを表示するには (141 ページ)、Shift キーを押
しながら、マウス ホイールでスクロールします。

1. モデル内で、ネストされたコンポーネントに含めるコンポーネントとその他の
モデル オブジェクトを作成します。

2. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

3. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[カスタムコンポーネ
ントの定義...] を選択します。 

[カスタムコンポーネントウイザード] ダイアログ ボックスが開きます。
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4. [タイプ] リストで、ネストされたカスタム コンポーネントのタイプを選択し
ます。

5. [名前] ボックスに、ネストされたコンポーネントの一意の名前を入力します。

6. その他のプロパティを [ タイプ/メモ ] タブ、[位置 ] タブ、および [詳細設定 ]
タブで変更し、[次へ >.

7. ネストされたコンポーネントに含めるコンポーネントやその他のオブジェク
トを選択し、[次へ >] をクリックします。

8. [カスタムコンポーネントウイザード] の指示に従って続行します。 

ネストされたコンポーネントのメイン部材と副部材を選択するように求めら
れます。手順 4 で選択したコンポーネント タイプによっては、ディテールや
シーム位置などのその他のプロパティを定義しなければならない場合もあり
ます。

9. 設定に問題がないことを確認したら、[仕上げ] をクリックしてネストされたカ
スタム コンポーネントを作成します。 

モデルおよび [アプリケーションとコンポーネント] カタログにコンポーネン
トが追加されます。サブコンポーネントは、他のコンポーネント オブジェク
トとともに [カスタムコンポーネントブラウザー] に表示されます。

10. 後で設定を変更するには、次のようにします。 
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a. カスタム コンポーネント エディター (828 ページ)で、[カスタムコンポー

ネント設定の変更] ボタン  をクリックします。

b. 設定を変更します。

c. [OK] をクリックします。

警
告

プラグイン タイプのコンポーネントをネストされたコンポーネントのサブ
コンポーネントとして使用し、カスタム コンポーネント エディターでサブコ
ンポーネントのプロパティを変更した場合、ネストされたコンポーネントを
保存してモデルで使用すると、変更内容が失われることがあります。

プロパティが失われるのを防ぐには、変数を維持する各プラグイン プロパテ
ィにリンクします。コンポーネント属性ファイルを使用することもできま
す。詳細については、「カスタム コンポーネントのパラメーター変数と変数
の式の例 (871 ページ)」を参照してください。

例: カスタム エンド プレート コンポーネントを定義する
この例では、既存のエンド プレート コンポーネントを基に簡単なカスタム コンポ
ーネントを定義する方法を示します。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[コンポーネントの分
解] を選択します。

3. モデル内で、エンド プレート コンポーネントを選択します。 

Tekla Structures により、コンポーネントに含まれているオブジェクトが分離さ
れます。
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4. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[カスタムコンポーネ
ントの定義...] を選択します。

5. [タイプ] リストで、[ジョイント] を選択します。

6. [名前] ボックスに、カスタム コンポーネントの一意の名前を入力します。 

7. 次へ > をクリックします。

8. カスタム コンポーネントで使用するオブジェクトを選択し、[次へ >] をクリッ
クします。 
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範囲選択 (左から右) を使用して、オブジェクトを選択できます。カスタム コ
ンポーネントに含めるオブジェクトを選択するときには、Tekla Structures によ
りメイン部材、副部材、およびグリッドが無視されます。

9. メイン部材として柱を選択し、[次へ >] をクリックします。 

メイン部材は副部材を支持します。

10. 副部材として梁を選択します。 

副部材はメイン部材によって支持されます。

注 複数の副部材を選択する場合は、選択順序に注意してください。カスタム
コンポーネントでは、モデル内でコンポーネントを追加したときの選択順
序がそのまま使用されます。カスタム コンポーネント内の副部材の 大
数は 30 です。

11. 仕上げ をクリックします。 
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Tekla Structures に新しいコンポーネントのコンポーネント シンボルが表示さ
れます。

元の作成場所と同様の場所で使用できる単純なカスタム コンポーネントを定
義しました。このコンポーネントはインテリジェントでないため、モデル内の
変更に合わせて Tekla Structures によって寸法は調整されません。カスタム コ
ンポーネントをインテリジェントにするには、カスタム コンポーネント エデ
ィターでコンポーネントを編集 (828 ページ)する必要があります。

8.6 カスタム コンポーネントの編集と保存
カスタム コンポーネント エディターを使用して、既存のカスタム コンポーネント
を微調整したり、コンポーネントをパラメトリックにします。カスタム コンポー
ネントを編集すると、Tekla Structures により、モデル全体で該当するコンポーネン
トのすべてのインスタンスが変更内容に合わせて更新されます。

カスタム コンポーネントの編集

1. モデルで、緑色のコンポーネント シンボル  をクリックして、カスタム
コンポーネントを選択します。

注 カスタム パーツのモデルにはコンポーネント シンボルがありません。カ

スタム パーツを選択するには、[コンポーネントの選択]  選択スイッ
チがアクティブであることを確認します。
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2. 右クリックして [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。

カスタム コンポーネント エディターが開きます。このエディターは、次の要
素で構成されています。

• [カスタムコンポーネントブラウザー]

• [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバー
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• カスタム コンポーネントの 4 つの異なるビュー

3. 4 つのカスタム コンポーネント ビューの 1 つでカスタム コンポーネントを変
更します。たとえば、次の作業を実行できます。

• コンポーネント オブジェクトの追加または削除

たとえば、追加のボルトまたはスチフナーをコンポーネントに追加します。
カスタム コンポーネント エディターで変更できるのは、コンポーネント
オブジェクトだけであり、メイン部材や副部材を変更することはできませ
ん。

• コンポーネント オブジェクトを平面に拘束する (838 ページ)

• コンポーネント オブジェクト間の距離を追加する (849 ページ)

• Set object properties using parametric variables (852 ページ)

4. カスタム コンポーネントを保存します。

モデル内の該当するカスタム コンポーネントのすべてのコピーを置き換える
かどうか尋ねられたら、[はい] をクリックします。該当するカスタム コンポ
ーネントのすべてのコピーが変更内容に合わせて更新されます。
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カスタム コンポーネント ブラウザー

[カスタムコンポーネントブラウザー] には、カスタム コンポーネントの内容が階
層ツリー構造で表示されます。[カスタムコンポーネントブラウザー] には、カスタ
ム コンポーネントの接続先のモデル オブジェクト、およびカスタム コンポーネン
トで作成されるオブジェクトの一覧が表示されます。カスタム コンポーネント変
数とコンポーネント オブジェクト プロパティの間にリンクを作成できます。

[カスタムコンポーネントブラウザー] はビューと連動しています。ビューで部材
を選択すると、Tekla Structures によって [カスタムコンポーネントブラウザー] でハ
イライトされます。逆の場合も同様です。

コンポーネントのメイン部材と副部材の名前、値、参照のコピー (855 ページ)を
[カスタムコンポーネントブラウザー] で行うことができ、コピーした内容を使用し
て、[変数] ダイアログ ボックスでカスタム コンポーネントのプロパティを定義で
きます。

カスタム コンポーネント エディター ツールバー

[カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーのツールを使用して、距離の作成、
平面の選択、コンポーネントの保存などを行います。

アイコン 説明

距離を作成します。

初に平面を選択し、次に、拘束するハ
ンドルまたは角処理を選択します。

参照距離を作成します。

距離を自動的に作成します。

Tekla Structures によって、選択した部材
がそのハンドルの接触面 (948 ページ)
に拘束されます。Tekla Structures による
平面の選択順序は次のとおりです。

1. 補助平面

2. メイン部材と副部材の平面

補助平面 (847 ページ)を作成します。

補助線 (847 ページ)を作成します。

平面タイプ 距離変数を定義するときに使用できる
平面タイプを表示します。

カスタム コンポーネントのタイプまた
は位置 (940 ページ)を編集するか、コン
ポーネントを作成した後に注記を追加
します。

作成したすべての変数 (837 ページ)を
表示します。
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アイコン 説明

[カスタムコンポーネントブラウザー]
を開きます。

カスタム コンポーネントを別の名前で
保存します。

モデル内の既存のコンポーネントを保
存および更新します。

エディターを閉じます。

カスタム コンポーネントの保存
カスタム コンポーネントを変更したら、変更を保存します。

Tekla Structures は、カスタム コンポーネントを現在のモデル フォルダーの
xslib.db1 ファイルに保存します。このファイルは、カスタム コンポーネントと

スケッチが格納されるライブラリ ファイルです。

親部材 操作

カスタム コンポーネントのすべてのコ
ピーに変更を保存する

1. カスタム コンポーネント エディタ

ーで、[コンポーネントの保存] 
ボタンをクリックします。

2. [保存の確認] ダイアログ ボックス
で、[はい] をクリックします。

Tekla Structures により変更が保存
され、モデル内のカスタム コンポ
ーネントのすべてのコピーに変更
が適用されます。

コンポーネントを別名で保存する 1. カスタム コンポーネント エディタ

ーで、[名前を付けて保存]  ボタ
ンをクリックします。

2. コンポーネントの新しい名前を入
力します。

コンポーネントを保存して閉じる 1. カスタム コンポーネント エディタ

ーで、[閉じる]  ボタンをクリッ
クします。

2. [カスタムコンポーネントエディタ
ーを閉じる] メッセージが表示され
たら、[はい] をクリックします。

[いいえ] をクリックすると、変更を
保存せずにカスタム コンポーネン
ト エディターが閉じます。

カスタムコンポーネント 832 カスタム コンポーネントの編集と保存



パスワードを使用したカスタム コンポーネントの保護
他のユーザーがカスタム コンポーネントを変更できないように、パスワードを設
定することができます。カスタム コンポーネントをパスワードで保護しても、通
常どおりモデルに追加することができます。

1. モデル内で、カスタム コンポーネントを選択します。

2. カスタム コンポーネント シンボルを右クリックし、[カスタムコンポーネント
を編集] を選択します。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

4. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数を作成します。

5. [変数名] ボックスに、「Password」と入力します。

6. [式] ボックスに、希望のパスワードを入力します。

7. カスタム コンポーネントを保存します。

次回から他のユーザーがこのカスタム コンポーネントを編集しようとすると、パ
スワードを入力するように求められます。

8.7 モデルへのカスタム コンポーネントの追加
[アプリケーションとコンポーネント] カタログを使用して、カスタム コンポーネ
ントをモデルに追加することができます。

モデルへのカスタム ジョイント、ディテール、またはシームの追加

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. コンポーネントを検索するには、カタログを参照するか、検索ボックスに検索
語を入力します。 
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カタログでは、カスタム コンポーネントに次のシンボルが付けられています。

タイプ シンボル

カスタム パーツ

カスタム ジョイントまたはシーム

カスタム ディテール

3. 追加するカスタム コンポーネントを選択します。

4. ステータス バーに表示される指示に従って、カスタム コンポーネントをモデ
ルに追加します。

5. プロパティを変更するには、モデル内でカスタム コンポーネントをダブルク
リックします。

例: カスタム ジョイントをモデルに追加する

この例では、以前に作成したカスタム エンド プレート ジョイント (825 ページ)を
モデルに追加する方法を示します。モデル内のさまざまな状況に対応できるよう
にカスタム コンポーネントを変更していないため、元のカスタム コンポーネント
と同様の場所に追加する必要があります。異なる場所に追加すると、カスタム コ
ンポーネントが正しく機能しないことがあります。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. カタログで、追加するカスタム エンド プレート ジョイントを選択します。

Tekla Structures のステータス バーに手順が表示されます。

3. メイン部材として柱を選択します。

4. 副部材として梁を選択します。

Tekla Structures によりエンド プレート ジョイントがモデルに追加されます。

モデル内でカスタム部材を追加または移動する
直接変更ハンドルおよび寸法を使用して、カスタム部材を追加または移動できま

す。モデル内のカスタム部材を選択できない場合は、[コンポーネントの選択] 
選択スイッチがアクティブになっていることを確認します。

注 カットや角処理のある面にカスタム パーツを追加する場合、この方法は使用
できません。直接変更を使用してカット面または角処理のある面にカスタム
パーツを追加する前に、ビューでカット部材および角処理オブジェクトを非表
示にする必要があります。

この方法をパラメーター カスタム パーツ (寸法が入力点によって変化するカ
スタム パーツ) に使用することは推奨されていません。プレビューは、デフォ
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ルトのカスタム パーツの寸法に基づいて簡素化され、スナップのフォーカス
は通常と異なったものになります。

1. [直接変更]  がオンになっていることを確認します。

2. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

3. カタログで、追加するカスタム パーツを選択します。

4. モデル内の部材面と縁端の上にマウス ポインターを移動して、カスタム部材
がどのように回転し、部材面に合わせて調整されるかを確認します。 

別のオブジェクトにカスタム パーツを追加する場合は、Tekla Structures に、
も近いオブジェクトの縁端までの位置寸法が表示されます。

入力点が 1 つしかないカスタム部材を追加する場合、Tab キーを押すことで、
作業平面 y 軸を中心に 90 度ずつカスタム部材を回転できます。

5. カスタム部材の入力点の数に応じて、1 つまたは 2 つの点を選択して、モデル
内にカスタム部材を配置します。 

Tekla Structures に、カスタム パーツの位置と回転を微調整するために使用可能
な座標軸、回転ハンドル、および位置寸法が表示されます。ハンドルはカスタ
ム部材のローカル座標系に従って赤、緑、青になっています。

6. マウスの中ボタンをクリックして位置と回転を確認します。 

Tekla Structures によりモデルにカスタム パーツが追加されます。

7. いずれかの座標軸に沿ってカスタム部材を移動するには、関連する軸ハンドル
を新しい位置にドラッグします。 
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8. いずれかの座標軸を中心にカスタム部材を回転するには、関連する回転ハンド
ルを新しい位置にドラッグします。 

Tab キーを押して、選択した回転ハンドルの方向に 90 度ずつカスタム部材を
回転させます。

9. 距離または角度を指定することで、そのカスタム部材を移動または回転するに
は、次のようにします。

a. 軸ハンドル、回転ハンドル、または寸法の矢印を選択します。

b. 変更後の寸法の値を入力します。 

入力を開始すると、Tekla Structures によって [数値入力] ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

c. [OK] をクリックして、新しい寸法を確定します。

10. 変更をやめるには、Esc キーを押します。
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8.8 カスタムコンポーネントへの変数の追加
変数は、カスタムコンポーネントのプロパティです。カスタムコンポーネントエデ
ィタで変数を作成し、それらの変数を使用してカスタムコンポーネントをモデル内
の変更に対応させることができます。カスタムコンポーネントのダイアログボッ
クスに表示される変数もあれば、ダイアログボックスには表示されず、計算にのみ
使用される変数もあります。

変数タイプ

次の 2 つのタイプの変数があります。

• 距離変数: 2 つの平面の間または点と平面の間の距離を表します。距離変数は
部材を拘束したり、参照距離として機能したりします。

• パラメータ変数: カスタムコンポーネントの他のすべてのプロパティ(名前、材
質、ボルト呼びなど)を制御します。パラメータ変数は計算にも使用されます。

距離変数

距離変数を使用してカスタム コンポーネント オブジェクトを平面に拘束すること
で、周囲のオブジェクトが変更された場合でも固定距離にコンポーネント オブジ
ェクトを維持することができます。距離変数は手動で作成することも、自動的に作
成することもできます。

次のオブジェクトを平面に拘束できます。

• 補助平面

• 部材の参照点(カスタムコンポーネントオブジェクトのみ)

• ボルトグループの参照点

• 角処理

• 部材カットおよびポリゴンカットのハンドル

• ラインカット

• 鉄筋の参照点

• 溶接金網および緊張材の参照点

• フィッティング

カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスに表示する距離変数を指定できま
す。ダイアログ ボックスで値を編集する場合は、変数を表示します。オブジェク
トを平面に拘束するだけの場合は、変数を非表示にします。

パラメータ変数

パラメーター変数を使用して、カスタム コンポーネントで作成されるオブジェク
トのプロパティを設定 (852 ページ)します。変数を作成したら、カスタム コンポ
ーネントのダイアログ ボックスで値を直接変更できます。

式を作成して、値を計算することもできます。たとえば、梁の長さを基準にしてス
チフナーの位置を計算できます。
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注 式の変数を正しく参照できるようにするには、名前の長さを 19 文字以内にす
る必要があります。長い名前の変数は、参照時に正しく機能しません。

カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスに表示するパラメーター変数を指
定できます。ダイアログ ボックスで値を編集する場合は、変数を表示します。計
算にのみ使用する場合には、変数を非表示にします。

コンポーネント オブジェクトを平面に拘束する
距離変数を使用して、カスタム コンポーネントを平面に拘束することができます。
拘束を使用すると、周囲のオブジェクトが変更された場合でもカスタム コンポー
ネントが平面からの固定距離に維持されます。距離変数には自動的に D (距離) と
いう頭マークが付けられて、[変数] ダイアログ ボックスに表示されます。

オブジェクトを自動的に拘束する
ジョイントまたはディテールのメイン部材と副部材にオブジェクトを自動的に拘
束できます。選択したオブジェクトまたはそのハンドルが平面に接している場合、
オブジェクト (またはハンドル) は既存の平面に拘束されます。

注 カスタム部材 (813 ページ) にはメイン部材がないため、カスタム部材を自動的
に拘束することはできません。

1. カスタム コンポーネント エディターで、[距離変数の自動作成]  ボタンを
クリックします。

2. ハンドル (350 ページ) があるオブジェクトを選択します。 
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3. マウスの中ボタンをクリックしてオブジェクトを拘束します。 

Tekla Structures により既存の平面に対して 大 3 つの方向からオブジェクト
が拘束されます。

Tekla Structures に、各拘束の距離シンボルが表示されます。拘束を表示するオ
ブジェクトを選択します。

変数 (951 ページ) ダイアログ ボックスに対応する距離変数が表示されます。
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オブジェクトを手動で拘束する
特定のハンドルのみからカスタム コンポーネントを拘束する場合、拘束を手動で
作成します。オブジェクトは、 大 3 つの平面に拘束できます。

1. [直接変更]  がオフになっていることを確認します。 

[直接変更] をオフにすることで、ハンドルを簡単に選択できます。

2. オブジェクト面を表示するモデル ビューを使用していることを確認します。 

[ビュー] タブで [レンダリング] をクリックし、次のいずれかのオプションを使
用します。

• 部材 グレースケール (Ctrl+3)

• 部材 ソリッド (Ctrl+4)

3. カスタム コンポーネント ビューで、カスタム コンポーネントを選択し、ハン
ドル (350 ページ) を表示します。 
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4. 平面に拘束するハンドルを選択します。 

5. カスタム コンポーネント エディターで、[拘束条件の作成]  ボタンをクリ
ックします。 

右クリックして [平面に拘束] を選択することもできます。

6. カスタム コンポーネント ビューでマウス ポインターを動かし、ハンドルで拘
束する平面をハイライトします。 
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例:

注 適切な平面をハイライトできない場合は、[カスタムコンポーネントエデ
ィタ] ツールバーで平面タイプを変更 (948 ページ)します。境界平面と
コンポーネント平面はほとんどのプロファイル タイプで有効であるた
め、できるだけこれらの平面を使用するようにしてください。

7. 平面をクリックして拘束を作成します。 

Tekla Structures に、拘束の距離シンボルが表示されます。

[変数] ダイアログ ボックスに対応する距離変数が表示されます。
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注 ネストされたカスタム コンポーネントを作成し、プラグイン タイプのコンポ
ーネントをネストされたコンポーネントのサブコンポーネントとして使用し
ている、または別のカスタム コンポーネントをネストされたカスタム コンポ
ーネントのサブコンポーネントとして使用している場合、

ネストされたコンポーネントを保存してモデルで使用すると、拘束が失われた
り、希望どおりに機能しないことがあります。

拘束をテストする
すべての拘束をテストして正しく機能するかどうかを確認します。

モデルで距離を選択できるようにするには、[距離・寸法の選択]  選択スイッ
チがアクティブになっていることを確認します。

1. カスタム コンポーネント ビューの距離シンボルをダブルクリックします。 

[距離プロパティ]ダイアログボックスが開きます。

2. [値]ボックスに、新しい値を入力します。

3. [変更] をクリックします。 

モデルで拘束が変更されたことを確認します。

ヒ
ン
ト

別の方法として、変数 (951 ページ) ダイアログ ボックスで拘束をテス
トすることもできます。

a. [式] ボックスに新しい値を入力します。
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b. Enter キーを押します。

モデルで拘束が変更されたことを確認します。

拘束を確認する
[オブジェクト情報を表示] コマンドを使用して、何が何に拘束されているかを確認
できます。

モデルで距離を選択できるようにするには、[距離・寸法の選択]  選択スイッ
チがアクティブになっていることを確認します。

1. リボンで、  [オブジェクト] をクリックします。

2. カスタム コンポーネント ビューで距離シンボルを選択します。 

[オブジェクト情報を表示] ダイアログ ボックスに、拘束に関する情報が表示
されます。

拘束を削除する
拘束を変更することはできませんが、既存の拘束を削除し、新しい拘束を作成して
オブジェクトに再拘束できます。

モデルで距離を選択できるようにするには、[距離・寸法の選択]  選択スイッ
チがアクティブになっていることを確認します。

1. カスタム コンポーネント ビューで拘束を選択します。

2. Delete キーを押します。 

変数 (951 ページ) ダイアログ ボックスで拘束を選択し、[削除] ボタンをクリ
ックすることもできます。
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例: 平面へのエンドプレートの拘束
この例では、エンド プレートの上面を梁の上部に拘束する方法を示します。

1. [直接変更]  がオフになっていることを確認します。 

[直接変更] をオフにすることで、エンド プレートのハンドルを簡単に選択で
きます。

2. カスタム コンポーネント ビューで、エンド プレートを選択して、エンド プレ
ートのハンドルを表示します。 

3. エンドプレートの上部ハンドルを選択します。

4. 上部ハンドルを右クリックし、[平面に拘束] を選択します。

5. 梁フランジの上部にポインターを移動してハイライトします。 
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ここでは、境界平面タイプを使用します。部材プロファイルが変更されると、
境界平面が常に表示されます。

注 目的の平面をハイライトできない場合は、[カスタムコンポーネントエデ
ィタ] ツールバーで平面タイプを変更 (948 ページ)します。

6. 梁フランジの上部をクリックします。 

カスタムコンポーネントビューに距離シンボルが表示されます。

7. 作成した拘束にわかりやすい名前を付けます。

a. カスタム コンポーネント エディターで、[変数を表示する] ボタン  を
クリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

b. [ラベル名] ボックスに、新しい拘束の名前として「Plate Top to
Flange Top」と入力します。
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吸着補助平面または吸着補助線を使用したコンポーネント オブジ
ェクトの拘束
それぞれのコンポーネント オブジェクトのハンドルを平面に個別に拘束する代わ
りに、吸着補助平面と吸着補助線を使用できます。吸着補助平面 (または吸着補助
線) 上にあるオブジェクトは、平面 (または線) とともに移動します。たとえば、8
つの距離変数を作成するのではなく、1 つの距離変数を作成するだけで済みます。

吸着補助平面を使用してハンドルを拘束する

1. カスタム コンポーネント エディターで、[補助平面の作成] ボタン  をクリ
ックします。

2. 4 つの点をピックして、補助平面の形状を定義します。 

たとえば、カスタム コンポーネントのすべてのハンドルとコーナーを網羅す
る補助平面を作成します。

3. マウスの中ボタンをクリックします。 

Tekla Structures により補助平面が作成されます。次に例を示します。

4. 平面をダブルクリックします。 

プロパティ パネルに平面のプロパティが表示されます。

5. 平面の名前を入力します。

6. [吸着] リストで、[はい] を選択します。

7. [変更] をクリックします。 
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これで、補助平面を移動すると、平面上のすべてのハンドルも同様に移動しま
す。

8. 補助平面を部材面に拘束します。

a. 補助平面を選択し、右クリックして [平面に拘束] を選択します。

b. 適切な部材面を選択します。 

たとえば、柱の内側フランジを選択します。

Tekla Structures に、拘束の距離シンボルが表示されます。これで、部材面
を移動すると、吸着補助平面のハンドルもそれに従って移動するようにな
ります。

注 参照点が吸着補助平面上にあるオブジェクトのみが影響を受けます。デ
フォルトでは、吸着距離は 0.2 mm になっています。この設定を変更す

るには、詳細オプション XS_MAGNETIC_PLANE_OFFSET を使用します。
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吸着補助線を使用してハンドルを拘束する

1. カスタム コンポーネント エディターで、[補助線の作成] ボタン  をクリッ
クします。

2. 補助線の始点をピックします。

3. 補助線の終点をピックします。 

Tekla Structures により補助線が作成されます。

4. 線をダブルクリックします。 

プロパティ パネルに線のプロパティが表示されます。

5. 線の名前を入力します。

6. [吸着] リストで、[はい] を選択します。

7. [変更] をクリックします。 

これで、補助線を移動すると、線上のすべてのハンドルも同様に移動します。

8. 補助線を部材面に拘束します。

a. 補助線を選択し、右クリックして [平面に拘束] を選択します。

b. 適切な部材面を選択します。 

Tekla Structures に、拘束の距離シンボルが表示されます。これで、部材面
を移動すると、吸着補助線のハンドルもそれに従って移動するようになり
ます。

コンポーネント オブジェクト間の距離を追加する
参照距離変数を使用して、2 点間または点と平面間の距離を追加します。参照先の
オブジェクトを移動すると、参照距離が変更されます。参照距離を計算に使用し
て、梯子のステップの間隔などを求めることができます。参照距離変数には自動的
に D (距離) という頭マークが付けられて、[変数] ダイアログ ボックスに表示され
ます。

1. カスタム コンポーネント ビューで、ハンドル (350 ページ) を選択します。 
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これが測定の始点になります。

2. カスタム コンポーネント エディターで、[参照距離の作成] ボタン  をクリ
ックします。

3. ビューでマウス ポインターを移動して、平面をハイライトします。 

これが測定の終点になります。適切な平面をハイライトできない場合は、平面
タイプ (948 ページ)を [カスタムコンポーネントエディタ ] ツール バーで変
更します。

4. 平面をクリックして選択します。 
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Tekla Structures に距離が表示されます。

[変数] ダイアログ ボックスに対応する参照距離変数が表示されます。

[参照距離の作成] コマンドはアクティブのままとなることに注意してくださ
い。他の距離を測定する場合は、さらに他の平面をクリックします。

5. 測定を終了するには、Esc キーを押します。

6. 参照距離が正しく機能することを確認するには、ハンドルを移動します。 
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それに応じて距離が変化します。次に例を示します。

参照項目

カスタムコンポーネントへの変数の追加 (837 ページ)

パラメーター変数を使用してオブジェクト プロパティを設定する
パラメーター変数を使用して、カスタム コンポーネントによって作成されるオブ
ジェクトの基本プロパティ (名前、材質、プロファイル、位置番号など) を設定し
ます。パラメーター変数には自動的に P (パラメーター) という頭マークが付けら
れて、[変数] ダイアログ ボックスに表示されます。

次の例では、カスタム コンポーネントのすべての溶接を指定サイズに設定する変
数を作成する方法を示します。変数を作成したら、カスタム コンポーネントのダ
イアログ ボックスで溶接サイズを直接変更できます。

1. カスタム コンポーネント エディターで、[変数を表示する] ボタン  をクリ
ックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数を作成します。

3. [変数名] ボックスに、プロパティの名前を入力します。 

P1 などのデフォルトの名前を使用することもできます。この例では、変数の

名前として「Weldsize」と入力します。

4. [値のタイプ] リストで、適切な値のタイプ (951 ページ)を選択します。 

タイプにより、この変数に使用できる値の種類が決まります。この例では、長
さと距離に適している [長さ] を選択します。

カスタムコンポーネント 852 カスタムコンポーネントへの変数の追加



5. [式] ボックスに、値または変数の式を入力します。 

このボックスは空白のままにしておきます。

6. [ラベル名] ボックスに、パラメーター変数のわかりやすい名前を入力します。 

このラベルがカスタム コンポーネントのダイアログ ボックスに表示されま
す。この例では、ラベルとして「Weld size」と入力します。

7. [表示] リストで、変数をカスタム コンポーネントのダイアログ ボックスに表
示するかどうかを定義します。 

計算にのみ使用する場合には、変数を非表示にします。カスタム コンポーネ
ントのダイアログ ボックスで値を編集できるようにする場合は、変数を表示
します。この例では、[表示] を選択します。

8. [閉じる] をクリックします。 

次の設定を使用してパラメーター変数を作成しています。

9. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、変数を目的のオブジェクト プロパ
ティにリンクします。

a. プロパティを選択します。 

一番上の溶接の [上側サイズ] プロパティを選択します。

b. プロパティを右クリックして [式の追加] を選択します。 
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c. 等号の後に、パラメーター変数の名前を入力します。 

ここでは「Weldsize」と入力します。

これで、カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスの [溶接サイズ]
ボックスを使用して [上側 サイズ] プロパティを変更できます。

10. 必要に応じて、同じタイプの他のプロパティに対して手順 9 を繰り返します。 
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他の溶接に対してもこの手順を繰り返し、これらのすべての溶接がカスタム
コンポーネントのダイアログ ボックスの [溶接サイズ] ボックスにリンクされ
るようにします。

11. カスタム コンポーネントを保存します。 (832 ページ) 

手順 7 で変数を [非表示] に設定していない限り、カスタム コンポーネントの
ダイアログ ボックスに変数が表示されます。

溶接サイズの値を変更すると、それに応じてカスタム コンポーネント内のす
べての溶接のサイズが変更されます。

参照項目

別のオブジェクトからプロパティとプロパティ参照をコピーする (855 ページ)

別のオブジェクトからプロパティとプロパティ参照をコピーする
他のオブジェクトからコピーした名前や値などのプロパティを使用して、カスタム
コンポーネントのプロパティを指定できます。プロパティ参照をコピーすること
もできます。リンクは動的であるため、プロパティが変更されると、参照にも変更
が反映されます。たとえば、変数の式で梁の長さの参照を使用できます。長さが変
更されても、計算では常に正しい値が使用されます。

1. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、コピーするオブジェクト プロパテ
ィを参照します。 

カスタム コンポーネント ビューで選択することで、必要なコンポーネント オ
ブジェクトを簡単に見つけることができます。Tekla Structures の [カスタムコ
ンポーネントブラウザー] で、選択したオブジェクトがハイライトされます。
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2. プロパティを右クリックして、次のいずれかを選択します。 

• 名前のコピー

オブジェクトの名前をコピーします。たとえば、「Material」と入力しま

す。

• 値のコピー

オブジェクトの現在の値をコピーします。たとえば、S235JR のようにな

ります。

• 参照のコピー

プロパティにリンクをコピーします。たとえば、
「fP(Material,"ID57720EEE-0000-000E-3134-363730393237")」
と入力します。

3. オブジェクト プロパティを挿入する場所で右クリックし、[貼り付け] を選択
します。 

たとえば、[ (951 ページ)] ダイアログ ボックスの [式] ボックスに参照を貼り
付け、計算に使用することができます。
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参照項目

カスタム コンポーネントのパラメーター変数と変数の式の例 (871 ページ)

変数の式を作成する
変数の式を使用して、カスタム コンポーネントにインテリジェンスを追加します。
変数の式は、常に等号 (=) で始まります。 も簡単な式として、「P2 が P1 の半分と

等しい (P2=P1/2)」のように、2 つの変数間の簡単な依存関係を示す式を作成でき

ます。より複雑な計算を作成する場合には、式に関数や演算子を使用できます。た
とえば、数学式、if ステートメント、オブジェクト プロパティの参照などを追加で
きます。式を作成するときは、乗算は除算より高速であることに注意してくださ
い。たとえば、P1*0.5 は P1/2 より高速です。

次の例では、溶接サイズを副部材フランジの厚さの半分に設定する式を作成する方
法を示します。モデル内にコンポーネントが使用されている場合、Tekla Structures
は副部材フランジの厚さを使用して溶接のサイズを計算します。

1. カスタム コンポーネント エディターで、[変数を表示する] ボタン  をクリ
ックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数を作成します。

3. [変数名] ボックスに、プロパティの名前を入力します。 

この例では、変数の名前として「w」と入力します。

4. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、 [入力オブジェクト] --> [副部材] -->
[部材] --> [プロファイルプロパティ] に移動します。

5. [フランジ厚 1] を右クリックして [参照のコピー] を選択します。 
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6. [式] ボックスで、「=」と入力し、右クリックして [貼り付け] を選択します。 

Tekla Structures により、クリップボードからフランジ厚への参照が貼り付けら
れます。

7. フランジ厚の式の後に、*0.5 と入力します。 

式が次のように表示されます。

=fP(Flange thickness 1,"GUID")*0.5
8. 他の値を次のように設定します。

a. [値のタイプ] リストで、[長さ] を選択します。

b. [表示] リストで、[非表示] を選択します。

9. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、 [コンポーネントオブジェクト] -->
[溶接] --> [一般プロパティ] に移動します。

10. [上側 サイズ] を右クリックして、[式の追加] を選択し、「= w」と入力します。 
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参照項目

変数の式の関数 (859 ページ)

変数の式の関数
関数を使用して、パラメータ変数の値を計算することができます。変数の式は、常
に等号(=)で始まります。

詳細については、「パラメーター変数を使用してオブジェクト プロパティを設定す
る (852 ページ)」を参照してください。

算術演算子
算術演算子を使用して、数値を返す式を組み合わせることができます。次の算術演
算子を使用することができます。

演算子 説明 注記

+ 加算 パラメータの文字列を作成するときに
も使用します。

- 減算  
* 乗算 乗算は除算より高速です。

=D1*0.5は=D1/2より高速です。

/ 除算  

論理演算子および比較演算子
論理演算子と比較演算子は、if ステートメント内で使用します。if-then-else ステー
トメントを使用すると、条件をテストし、その結果に従って値を設定できます。

例:
=if (D1>200) then 20 else 10 endif
次の演算子を if ステートメント内で使用することができます。
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演算子 説明 例

== 両側が等しい  
!= 両側が等しくない  
< 左側が小さい  
<= 左側が小さいか等しい  
> 右側が小さい  
>= 右側が小さいか等しい  
&& 論理 AND

両方の条件が true であ
る

=if (D1==200 && 
D2<40) then 6 else 
0 endif

D1 が 200 かつ D2 が 40 未満の場合、結
果は 6 になり、それ以外の場合は 0 にな
ります。

|| 論理 OR

一方の条件だけが true
である

=if (D1==200 || 
D2<40) then 6 else 
0 endif

D1 が 200 であるか、または D2 が 40 未
満の場合、結果は 6 になり、それ以外の
場合は 0 になります。

参照関数
参照関数は、別のオブジェクトのプロパティ (副部材のプレートの厚さなど) を参
照する場合に使用します。Tekla Structures では、システム レベルでオブジェクトを
参照するため、オブジェクトのプロパティが変更されると、参照関数の値も変更さ
れます。

次の参照関数を使用することができます。

関数 説明 例

fTpl("template
attribute",
"object GUID")

指定されたオブジ
ェクト GUID を持
つオブジェクトの
テンプレート属性
の値を返します。

=fTpl("WEIGHT","ID50B8559A
-0000-010B-3133-3534323730
38")
GUID が
ID50B8559A-0000-010B-3133-35343
2373038 であるオブジェクトの重量
を返します。

fP("user-defined
attribute",
"object GUID")

指定されたオブジ
ェクト GUID を持
つオブジェクトの
ユーザー定義情報
の値を返します。

=fP("comment",
"ID50B8559A-0000-010B-3133
-353432373038")
GUID が
ID50B8559A-0000-010B-3133-35343
2373038 であるオブジェクトのユー
ザー定義情報コメントを返します。
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関数 説明 例

fValueOf("paramet
er")

パラメータの値を
返します。

式が=P2+"*"+P3の場合、結果は

P2*P3になります。

=fValueOf("P2")
+"*"+fValueOf("P3")で、

P2=780 および P3=480 の場合、結果
は 780*480になります。

fRebarCatalogValu
e(BarGrade,
BarSize, Usage,
FieldName)

オブジェクトの鉄
筋カタログの値を
返します。

Usageは、2("Tie")
または 1("Main")に
設定することがで
きます。

FieldNameは、次

のいずれかにする
必要があります。

• 0
NominalDiamete
r

• 1
ActualDiameter

• 2 Weight

• 3 MinRadius

• 4 Hook1Radius

• 5 Hook1Angle

• 6 Hook1Length

• 7 HookRadius

• 8 Hook2Angle

• 9 Hook2Length

• 10 Hook3Radius

• 11 Hook3Angl

• 12 Hook3Length

• 13 Area

fRebarCatalogValue("A500HW
", "10", 1, 2)
鉄筋の等級が A500HW であるオブ
ジェクトのサイズ、用途、および重
量を返します。

参照関数としての ASCII ファイル
ASCII ファイルを参照してデータを取得できます。Tekla Structures によるファイル
の検索は、次の順序に従います。
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1. モデル

2. ..\TeklaStructuresModels\<model>
\CustomComponentDialogFiles\

3. プロジェクト(詳細設定 XS_PROJECTを使用して設定)

4. 企業(詳細設定 XS_FIRMを使用して設定)

5. システム(詳細設定 XS_SYSTEMを使用して設定)

ファイルを読み込む際の形式は次のとおりです。

fVF("filename", "key_value_of_row", column_number)
• 行のキー値は一意のテキスト値です。

• 列番号は 1 から始まるインデックスです。

注 ASCII ファイルの各行の末尾にスペースを入力します。そうしないと、情報が
正しく読み込まれません。

例

[変数] ダイアログ ボックスの [式] ボックスに、=fVF("Overlap.dat",
"MET-202Z25", 5) という関数を入力した場合、この関数は、Overlap.dat フ
ァイルから、プロファイル MET-202Z25 の値 16.0 を取得します。

1. 行のキー値(MET-202Z25)

2. 列番号(5)
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数学関数
数学関数を使用して、より複雑な数学式を作成することができます。次の関数を使
用することができます。

関数 説明 例

fabs(パラメータ) パラメータの絶対値を返しま
す。

D1 = -15 の場合、

=fabs(D1)は
15 を返します。

exp(指数) eを累乗した値を返します。

eはオイラー数です。

D1 = 2 の場合、

=exp(D1)は
7.39 を返します。

ln(パラメータ) パラメータの自然対数(底 e)を
返します。

P2 = 15 の場合、

=ln(P2)は
2.71 を返します。

log(パラメータ) パラメータの対数(底 10)を返し
ます。

D1 = 100 の場合、

=log(D1)は
2 を返します。

sqrt(パラメータ) パラメータの平方根を返しま
す。

D1 = 16 の場合、

=sqrt(D1)は
4 を返します。

mod(割られる数, 割る
数)

除算の剰余を返します。 D1 = 16 の場合、

=mod(D1, 5)は
4 を返します。

pow(基数, 指数) 基数を指定した指数で累乗した
値を返します。

D1 = 3 の場合、
=pow(D1, D2)
9 を返します。

hypot(辺 1,辺 2) 斜辺を返します。

1. 辺 1

2. 斜辺

3. 辺 2

D1 ＝ 3 および D2 = 4
の場合、=hypot(D1,
D2)は
5 を返します。
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関数 説明 例

n!(パラメータ) パラメータの階乗を返します。 P2 = 4 の場合、=n!
(P2)は
24 を返します。

(1*2*3*4)
round(パラメータ, 精
度)

パラメータを指定の精度に丸め
た値を返します。

P1 = 10.567 の場合、

=round(P1, 0.1)は
10.600 を返します。

PI pi の値を小数第 31 位まで返し
ます。

=PIは

3.1415926535897932384
626433832795 を返しま
す。

統計関数
統計関数を使用して、合計および平均を計算したり、値を丸めることができます。
次の統計関数を使用することができます。

関数 説明 例(P1 = 1.4、P2 = 2.3)
ceil() パラメータ以上の 小の整数を

返します。
=ceil(P1)は 2 を返します。

floor() パラメータ以下の 大の整数を
返します。

=floor(P1)は 1 を返します。

min() 小のパラメータを返します。 =min(P1, P2)は 1.4 を返しま

す。

max() 大のパラメータを返します。 =max(P1, P2)は 2.3 を返しま

す。

sum() パラメータの合計を返します。 =sum(P1, P2)は 3.7 を返しま

す。

sqsum() パラメータの 2 乗の合計、つま
り、(パラメータ 1)2 + (パラメー
タ 2)2 の値を返します。

=sqsum(P1, P2)は 7.25 を返

します。

ave() パラメータの平均を返します。 =ave(P1, P2)は 1.85 を返し

ます。

sqave() パラメータの 2 乗の平均を返し
ます。

=sqave(P1, P2)は 3.625 を

返します。

例: ceil および floor 統計関数

この例では、次のパラメータ変数があるとします。

• 梁の長さ: P1 = 3500

• 支柱間隔: P2 = 450
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P1 / P2 = 7.7778

ceilおよび floor統計関数を使用して値を丸め、丸めた値を梁の支柱の数として

使用できます。

• =ceil(P1/P2)は 8 を返します。

• =floor(P1/P2)は 7 を返します。

データ型変換関数
データ型変換関数を使用して、別のデータ型に値を変換することができます。次の
データ型変換関数を使用することができます。

関数 説明 例

int() データを整数に変換しま
す。

プロファイルの寸法を計算する場
合に特に役立ちます。

[オプション] ダイアログ ボックス
で小数点が 0 に設定されている場
合、=int(100.0132222000) は
100 を返します。

double() データを double 型に変換し
ます。

 

string() データを文字列に変換しま
す。

 

imp() フィート・インチ単位を変
換します。

フィート・インチ単位では
なく、この関数を計算に使
用します。計算にフィー
ト・インチ単位を直接使用
することはできません。

以降の例では、[オプション]ダイア
ログボックスで長さ単位が mm に、
小数点が 2 に設定されています。

=imp(1,1,1,2)は、1 フィート 1
1/2 インチを意味し、342.90 mm を返
します。

=imp(1,1,2)は、1 1/2 インチを意

味し、38.10 mm を返します。

=imp(1,2)は、1/2 インチを意味し、

12.70 mm を返します。

=imp(1)は、1 インチを意味し、

25.40 mm を返します。

=3’/3"は使用できませんが、

=imp(36)/imp(3)は大丈夫です。

vwu(値, 単位) 長さ値と角度値を変換しま
す。有効な単位は以下のと
おりです。

• "ft" ("feet"、"foot")

• "in" ("inch"、"inches")

[オプション] ダイアログ ボックス
で長さ単位が mm に、小数点が 2 に
設定されている場合、
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関数 説明 例

• "m"

• "cm"

• "mm"

• "rad"

• "deg"

=vwu(4.0,"in") は 101.60 mm を
返します。

[オプション] ダイアログ ボックス
で角度が度に、小数点が 2 に設定さ
れている場合、=vwu(2.0,"rad")
は 114.59 度を返します。

注 単位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定に
よって異なります。

文字列演算
文字列演算を使用して、文字列を操作できます。変数の式では、文字列を引用符で
囲む必要があります。

次の文字列演算子を使用することができます。

演算 説明 例(P1 = "PL100*10")
match(パラメー
タ 1, パラメー
タ 2)

2 つのパラメータが等しい
場合は 1、異なる場合は 0 を
返します。

match 関数では、ワイルドカ
ード *、?、および [ ] を使

用することもできます。

=match(P1, "PL100*10")は 1
を返します。

PFC で始まるすべてのプロファイ
ルを受け取る場合: =match(P4,
"PFC*")
PFC で始まり、高さが 2、3、4、ま
たは 5 で始まるプロファイルを受
け取る場合: =match(P4,
"PFC[2345]*")
PFC で始まり、高さが 200、300、
400、または 500 で、幅が 7 で始ま
るプロファイルを受け取る場合: 
=match(P4, "PFC[2345]00?
7*")

length(パラメ
ータ)

パラメータの文字数を返し
ます。

=length(P1)は 8 を返します。

find(パラメー
タ, 文字列)

指定した文字列の順序番号
(ゼロから開始)を返します。
指定した文字列がパラメー
タで見つからない場合は-1
を返します。

=find(P1, "*")は 5 を返します。

getat(パラメー
タ, n)

パラメータの n 番目(ゼロ
から開始)の文字を返しま
す。

=getat(P1, 1)は"L"を返します。
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演算 説明 例(P1 = "PL100*10")
setat(パラメー
タ, n, 文字)

パラメータの n 番目(ゼロ
から開始)の文字を指定し
た文字に設定します。

=setat(P1, 0, "B")は
"BL100*10"を返します。

mid(文字列, n,
x)

文字列の n 番目(ゼロから
開始)の文字から x 文字を
返します。 後の引数(x)を
省略した場合は、文字列の
後の部分を返します。

=mid(P1,2,3)は"100"を返しま

す。

reverse(文字列) 指定した文字列を反転させ
ます。

=reverse(P1)は"01*001LP"を返

します。

例 1
P2 = 100 と P3 = 10 の 2 つの変数を使用してプロファイルサイズ PL100*10 を定義
するには、次のように式を入力します。

="PL"+P2+"*"+P3

例 2
Tekla Structures では、ボルト間隔を文字列として処理します。ボルト間隔を定義す
るには、[値のタイプ]を[距離リスト]に設定し、次のように式を入力します。

=P1+" "+P2
P1 = 100 (length)で、P2 = 200 (length)の場合、結果は 100 200 になります。

三角関数
三角関数を使用して、角度を計算することができます。次の三角関数を使用するこ
とができます。

関数 説明 例

sin() 正弦値を返します。 =sin(d45)は 0.71 を返しま

す。

cos() 余弦値を返します。 =cos(d45)は 0.71 を返しま

す。

tan() 正接値を返します。 =tan(d45)は 1.00 を返しま

す。

asin() sin()の逆関数。値をラジアンで
返します。

=asin(1) は 1.571 rad (ラジア

ン) を返します。

acos() cos()の逆関数。値をラジアンで
返します。

=acos(1) は 0 rad (ラジアン)
を返します。

atan() tan()の逆関数。値をラジアンで
返します。

=atan(1) は 0.785 rad (ラジア

ン) を返します。
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関数 説明 例

sinh() 双曲線正弦値を返します。 =sinh(d45)は 0.87 を返しま

す。

cosh() 双曲線余弦値を返します。 =cosh(d45)は 1.32 を返しま

す。

tanh() 双曲線正接値を返します。 =tanh(d45)は 0.66 を返しま

す。

atan2() 正接が 2 つの数値の商である角
度を返します。値をラジアンで
返します。

=atan2(1,3)は 0.32 を返しま

す。

注 変数の式で三角関数を使用する場合は、単位を示す頭マークを含める必要があ
ります。頭マークを含めていない場合、Tekla Structures ではデフォルトの単位
としてラジアンが使用されます。

• d は度数を表します(例: sin(d180))。

• r はラジアンを表します(デフォルト)(例: sin(r3.14)または

sin(3.14))。

マーケットサイズ関数
カスタムコンポーネントでマーケットサイズ関数を使用して、使用可能なマーケッ
トサイズから適切なプレート寸法(通常はプレートの厚さ)を選択します。たとえ
ば、プレートの厚さは梁のウェブに適合する必要があります。

関数 説明 例

fMarketSize(材質, 厚さ,
増分値)

指定した厚さに基づいて、
marketsize.datファイ

ルから材質の次に使用可能
なマーケットサイズを返し
ます。

ファイル
は、..\environments
\your_environment
\profilフォルダまたは

システムフォルダに格納さ
れている必要があります。

増分値には、次のサイズへ
の増分を示す数値を入力し
ます(デフォルト値は 0)。

=fMarketSize("S235JR
", 10, 0)

例

この例では、次のデータは marketsize.datに含まれています。
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S235JR,6,9,12,16,19,22
SS400,1.6,2.3,3.2,4.5,6,9,12,16,19,22,25,28,32,38
DEFAULT,6,9,12,16,19,22,25,28,32,38

行の 初の項目は材質であり、その後に使用可能なプレート厚がミリメートル単位
で示されています。DEFAULT 行には、他のすべての材質で使用可能な厚さが示さ
れています。

上記のデータでは、関数=fMarketSize("S235JR",10,0)は 12 を返し、

=fMarketSize("S235JR",10,1)は 16(1 サイズ上)を返します。

部材接続タイプ関数
部材接続タイプ関数を使用し、メイン部材 (柱または梁) を基準として、副梁の斜
角度、勾配角度、および軸回転角度を返すことができます。次の部材接続タイプ関
数を使用することができます。

関数 説明 例

fAD("skew
", GUID)

指定の GUID を持つ副部材
の斜角度を返します。

=fAD("skew","ID50B8559A-0000-
010B-3133-353432373038")は 45
を返します。

ID50B8559A-0000-010B-3133-353432373
038 は副部材の GUID です。副部材は、
メイン部材に対して 45 度の角度に位置
します。

fAD("slope
", GUID)

指定の GUID を持つ副部材
の勾配角度を返します。

=fAD("slope","ID50B8559A-0000
-010B-3133-353432373038")

fAD("cant",
GUID)

指定の GUID を持つ副部材
の軸回転角度を返します。

=fAD("cant","ID50B8559A-0000-
010B-3133-353432373038")

注 • これらの関数は、勾配角度および斜角度の正と負の値を返しません。これ
らの関数を使用して、上下の勾配や左右の傾きを指定することはできませ
ん。

• 返される 大斜角度は 45 度です。
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• Tekla Structures では、勾配角度と斜角度を分離するために、角度は 2 次元
で計算されます。たとえば、勾配角度を計算するときには、斜角度は考慮
に入れられません。このため、副部材がメイン部材の周りを何度回転して
も、勾配角度の値は同じままです。

斜角度を含めた実際の 3 次元勾配角度を計算するには、次の数式を使用す
ることができます。

TRUE_SLOPE = atan( tan(SLOPE) * cos(SKEW))

例 1
勾配と斜は柱に接続する梁を基準とします。

側面ビュー 上面ビュー

1. 柱

2. 梁

3. 勾配

4. 斜

例 2
梁が 2 本の場合、勾配は実際にはもう一方の梁に接続する梁の水平方向の傾きであ
り、メイン部材を基準とする梁の垂直方向の勾配は、実際には斜角度になります。

側面ビュー 上面ビュー

1. 斜
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2. 勾配

式での循環依存を回避する方法
カスタム コンポーネントが正しく機能しなくなるため、変数間に循環依存を作ら
ないように注意する必要があります。循環依存のチェーンには、変数が 終的に自
分自身に依存するようになる式が含まれます。

次の例では、変数 P1 が変数 P2 および P3 を介して自分自身に依存しています。

循環依存は、ハンドルを他のオブジェクトに拘束する場合や、吸着補助平面を使用
する場合などにも発生することがあります。新しい式、拘束、または吸着補助平面
を作成するときには、Tekla Structures によりカスタム コンポーネントに循環依存の
チェーンが作成されていないか検証されます。循環依存が発生した場合は、「注意:
サイクルが操作により作成されました」という警告メッセージが表示されます。

Tekla Structures によりセッション履歴ログに「Cycle detected in parametric solver」と
いうメッセージが書き込まれ、循環依存を見つけて削除しやすいように、循環依存
に関係するオブジェクトがリストされます。循環依存を削除しないと、カスタムコ
ンポーネントが正しく機能しません。

8.9 カスタム コンポーネントのパラメーター変数と変数の式の
例
ここでは、いくつかの例を挙げて、パラメーター変数と変数の式を使用してモデル
内の変更に合わせて調整されるインテリジェントなカスタム コンポーネントを作
成する方法を紹介します。
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注 以下の例では、変数を名前で参照しています。式の変数を正しく参照できるようにす
るには、名前の長さを 19 文字以内にする必要があります。長い名前の変数は、参照時
に正しく機能しません。

各例はそれぞれ独立しています。

• 変数の式の例: エンド プレートの材質を設定する (873 ページ)

この例では、パラメーター変数をコンポーネント オブジェクトのエンド プレー
トの材質にリンクする方法を示します。

• 変数の式の例: 新しいコンポーネント オブジェクトを作成する (878 ページ)

この例では、カスタム コンポーネントにボルトを追加するパラメーター変数を
作成する方法を示します。

• 変数の式の例: サブコンポーネントを置き換える (879 ページ)

この例では、サブコンポーネントを他のサブコンポーネントに置き換えるパラ
メーター変数を作成する方法を示します。

• 変数の式の例: コンポーネント属性ファイルを使用してサブコンポーネントを
変更する (880 ページ)

この例では、コンポーネント属性ファイルに基づいてサブコンポーネントを変
更するパラメーター変数を作成する方法を示します。

• 変数の式の例: 補助平面を使用してスチフナー位置を定義する (881 ページ)

この例では、補助平面を使用してスチフナーの位置を決定する方法を示します。
梁が 3 等分されるようにスチフナーを配置します。

• 変数の式の例: ボルト呼びとボルトセット名を指定する (884 ページ)

この例では、ボルト サイズとボルト セット名を指定する 2 つのパラメーター変
数を作成する方法を示します。

• 変数の式の例: ボルト グループの距離を計算する (885 ページ)

この例では、梁フランジからのボルト間隔を計算する変数の式を作成する方法
を示します。

• 変数の式の例: ボルト列数を計算する (887 ページ)

この例では、梁の高さに基づいてボルト列数を計算する変数の式を作成する方
法を示します。計算には if ステートメントを使用します。

• 変数の式の例: 変数をユーザー定義情報にリンクする (888 ページ)

この例では、パラメーター変数をパネルのユーザー定義情報にリンクする方法
を示します。これにより、表示フィルターでユーザー定義情報を使用して、パ
ネルの表示・非表示を切り替えることができるようになります。

• 変数の式の例: テンプレート属性を使用して手摺支柱の数を計算する (890 ペ
ージ)

この例では、梁の長さテンプレート属性に基づいて手摺支柱の数を計算する変
数の式を作成する方法を示します。手摺支柱は梁の両端部に作成されており、
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一方は [オブジェクトの配列化 (29)] コンポーネントを使用してコピーされてい
ます。

• 変数の式の例: Excel スプレッドシートをカスタム コンポーネントにリンクす
る (893 ページ)

この例では、パラメーター変数を Excel スプレッドシートにリンクする方法を
示します。たとえば、Excel スプレッドシートを使用してジョイントを確認でき
ます。

• 変数の式の例: カスタム コンポーネントの鉄筋セット モディファイアー
(894 ページ)

これらの例では、カスタム コンポーネント内の鉄筋セットの鉄筋のプロパティ
とフックを定義するために、鉄筋セット モディファイアーを使用する方法を示
します。

変数の式の例: エンド プレートの材質を設定する
この例では、パラメーター変数をコンポーネント オブジェクトのエンド プレート
の材質にリンクする方法を示します。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]ボタンをクリックします。 

新しいパラメータ変数が表示されます。

3. [値のタイプ] リストで、変数の値のタイプを [材質] に変更します。

4. [ラベル名] ボックスに、「エンド プレートの材質」と入力します。 

5. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、エンド プレートの材質を参照しま
す。 
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6. [材質] を右クリックして [式の追加] を選択します。

7. 等号の後に「P1」と入力し、Enter キーを押します。

8. カスタム コンポーネントを保存します。

9. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスで、エンドプレートの材質を変更で
きるようになりました。

変数の式の例: スチフナー付きのネストされたジョイントを作成す
る
この例では、エンド プレート、ボルト グループ、溶接、および 2 つの [スチフナー
(1003)] コンポーネントで構成された、ネストされたカスタム ジョイントを作成す
る方法を示します。スチフナーはオプションです。このため、コンポーネントをモ
デルで使用するときに、作成するかどうかを選択することができます。

1. [エンドプレート (144)] コンポーネントを追加します。 

カスタムコンポーネント 874 カスタム コンポーネントのパラメーター変数と変数
の式の例



2. エンド プレート コンポーネントを分解します。

3. 2 つの [スチフナー (1003)] コンポーネントを追加します。 

4. スチフナーとエンド プレート オブジェクトが含まれたネストされたカスタム
コンポーネントを作成します。

a. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをク
リックして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

b. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[カスタムコンポ
ーネントの定義...] を選択します。

c. [タイプ] リストで、[ジョイント] を選択します。

d. [名前] ボックスで、「スチフナー付きのエンド プレート」と入力します。

e. 次へ > をクリックします。

f. 範囲選択 (右から左) を使用して、ネストされたコンポーネントに柱、梁、
スチフナー コンポーネント、およびすべてのエンド プレート オブジェク
トを含めます。 
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g. 次へ > をクリックします。

h. ネストされたコンポーネントのメイン部材として柱を選択し、[次へ >] を
クリックします。

i. ネストされたコンポーネントの副部材として梁を選択し、[仕上げ] をクリ
ックします。 

Tekla Structures によりネストされたコンポーネントが作成されます。

5. 作成したネストされたコンポーネントを選択します。

6. 右クリックして [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。

7. カスタム コンポーネント エディターで、[変数を表示する]  ボタンをクリ
ックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。
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8. 次のパラメーター変数を作成します。

a. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P1 を作成します。

b. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

c. [ラベル名] ボックスに、「スチフナー 1 の作成」と入力します。

d. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P2 を作成します。

e. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

f. [ラベル名] ボックスに、「スチフナー 2 の作成」と入力します。 

9. 変数を 2 つのスチフナーの [作成] プロパティにリンクします。

a. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、一番上の [ジョイント] を参照
します。

b. [作成] を右クリックして [式の追加] を選択します。

c. 等号の後に「P1」と入力し、Enter キーを押します。

d. 2 番目のジョイントを参照します。

e. [作成] を右クリックして [式の追加] を選択します。

f. 等号の後に「P2」と入力し、Enter キーを押します。 

10. ネストされたコンポーネントを保存して閉じます (832 ページ)。
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ネストされたコンポーネントのダイアログ ボックスに次のオプションが追加され
ます。

変数の式の例: 新しいコンポーネント オブジェクトを作成する
この例では、カスタム コンポーネントにボルトを追加するパラメーター変数を作
成する方法を示します。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

3. 変数を次のように変更します。

a. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

b. [ラベル名] ボックスに、「ボルトの作成」と入力します。 

4. カスタム コンポーネント ビューでボルト グループを選択し、[カスタムコンポ
ーネントブラウザー] でハイライトします。

5. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、[ボルト] を参照します。

6. [作成] を右クリックして [式の追加] を選択します。

7. 等号の後に「P1」と入力し、Enter キーを押します。 
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8. カスタム コンポーネントを保存します。

9. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスに次のオプションが追加されます。

変数の式の例: サブコンポーネントを置き換える
この例では、サブコンポーネントを他のサブコンポーネントに置き換えるパラメー
ター変数を作成する方法を示します。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

3. 変数を次のように変更します。

a. [値のタイプ] リストで、[コンポーネント名] を選択します。 

Tekla Structures により、変数名に _name という接尾辞が自動的に追加さ

れます。接尾辞は削除しないでください。

b. [式] ボックスに、サブコンポーネントの名前を入力します。

c. [ラベル名] ボックスに、「キャスト プレート」と入力します。 

4. 変数を両方のサブコンポーネントの [名前] プロパティにリンクします。
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a. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、 初のサブコンポーネントの
[名前] 属性を参照します。

b. [名前] を右クリックして [式の追加] を選択します。

c. 等号の後に「P1_name」と入力します。

d. もう一方のサブコンポーネントに対して手順 4b～4c を繰り返します。

5. カスタム コンポーネントを保存します。

6. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスで、[キャストプレート]オプション
を使用してサブコンポーネントを変更できるようになりました。

変数の式の例: コンポーネント属性ファイルを使用してサブコンポ
ーネントを変更する
この例では、コンポーネント属性ファイルに基づいてサブコンポーネントを変更す
るパラメーター変数を作成する方法を示します。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

3. [値のタイプ] リストで、[コンポーネント属性ファイル] を選択します。 

Tekla Structures により、変数名に _attrfile という接尾辞が自動的に追加さ

れます。接尾辞は削除しないでください。

4. [式] ボックスに、コンポーネント属性ファイルの名前を入力します。

5. [変数名] ボックスで、変数の頭マークがコンポーネント名にリンクされている
変数の頭マークと同じであることを確認します。 
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この例では、頭マークは P1 です。

注 コンポーネント名とコンポーネント属性ファイルの変数の頭マークは、常
に同じにする必要があります。同じでない場合は機能しません。

6. [ラベル名] ボックスに、「プロパティ ファイル」と入力します。 

7. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、サブコンポーネントのコンポーネン
ト属性ファイルのプロパティを参照します。

8. [プロパティ ファイル] を右クリックして [式の追加] を選択します。

9. 等号の後に「P1_attrfile」と入力し、Enter キーを押します。 

10. カスタム コンポーネントを保存します。

11. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスで、[プロパティファイル]オプショ
ンを使用してサブコンポーネントを変更できるようになりました。

変数の式の例: 補助平面を使用してスチフナー位置を定義する
この例では、補助平面を使用してスチフナーの位置を決定する方法を示します。梁
が 3 等分されるようにスチフナーを配置します。
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1. [直接変更]  がオフになっていることを確認します。 

[直接変更] をオフにすることで、ハンドルを簡単に選択できます。

2. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

4. 梁の GUID を取得します。

a. リボンで[オブジェクト情報問合せ]  をクリックします。

b. 梁を選択します。

c. [オブジェクト情報]ダイアログボックスで、梁の GUID を確認します。

5. 変数を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、
「=fTpl("LENGTH","ID4C8B5E24-0000-017D-3132-38343231343
2")」と入力します。 

ID4C8B5E24-0000-017D-3132-383432313432 が梁の GUID です。

これで、変数の値が梁の長さと同じになりました。梁の長さを変更する
と、変数の値も変更されます。

b. [ラベル名] ボックスに、「梁の長さ」と入力します。

6. [追加]をクリックし、別のパラメータ変数を作成します。

7. 新しい変数を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「=P1/3」と入力します。

b. [ラベル名] ボックスに、「3 分割点」と入力します。
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8. 補助平面を作成します。

a. カスタム コンポーネント エディターで、[補助平面の作成]  ボタンを
クリックします。

b. 必要な点をピックし、マウスの中ボタンをクリックして、スチフナーの一
方の端部の中心に補助平面を作成します。 

9. スチフナーを補助平面に拘束します。

a. スチフナーを選択します。

b. Alt キーを押したまま、範囲選択(左から右)を使用して、スチフナーのす
べてのハンドルを選択します。 

c. 右クリックして [平面に拘束] を選択します。

d. スチフナーの各ハンドルを補助平面に拘束します。

10. 補助平面を梁端部に拘束します。

a. 補助平面を選択します。
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b. 右クリックして [平面に拘束] を選択します。

c. 補助平面を梁端部に拘束します。 

11. スチフナーのもう一方の端部に対して手順 9～11 を繰り返します。

12. [式] ボックスで、補助平面を梁端部に拘束する 2 つの距離変数に「=P2」と入

力します。

13. カスタム コンポーネントを保存します。

14. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

梁の長さを変更すると、スチフナーによって梁が 3 等分されるようにスチフナーの
位置が変更されます。

変数の式の例: ボルト呼びとボルトセット名を指定する
この例では、ボルト サイズとボルト セット名を指定する 2 つのパラメーター変数
を作成する方法を示します。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]を 2 回クリックし、2 つの新しいパラメータ変数を作成します。

3. 1 つ目の変数を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[ボルトサイズ] を選択します。

Tekla Structures により、変数名に_diameterという接尾辞が自動的に追加

されます。接尾辞は削除しないでください。

• [ラベル名] ボックスに、「ボルト サイズ」と入力します。

4. 2 つ目の変数を次のように変更します。
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a. [値のタイプ] リストで、[ボルトセット名] を選択します。 

Tekla Structures により、変数名に _screwdin という接尾辞が自動的に追

加されます。接尾辞は削除しないでください。

b. [変数名] ボックスで、2 つの変数の頭マークが同じになるように、2 つ目
の変数の頭マークを変更します。 

この例では、頭マークは P1 です。

注 ボルト サイズとボルト セット名の変数の頭マークは、必ず同じにす
る必要があります。同じでない場合は機能しません。

c. [ラベル名] ボックスに、「ボルトセット名」と入力します。

5. パラメーター変数をボルト グループ プロパティにリンクします。

a. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、コンポーネント オブジェクト
のサイズ プロパティを参照します。

b. [サイズ] を右クリックして [式の追加] を選択します。

c. 等号の後に「P1_diameter」と入力し、Enter キーを押します。

d. [ボルトセット名] を右クリックして [式の追加] を選択します。

e. 等号の後に「P1_screwdin」と入力し、Enter キーを押します。 

6. カスタム コンポーネントを保存します。

7. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスで、カスタムコンポーネントのボル
ト呼びとボルトセット名を指定できるようになりました。

変数の式の例: ボルト グループの距離を計算する
この例では、梁フランジからのボルト間隔を計算する変数の式を作成する方法を示
します。
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1. ボルト グループ プロパティを次のように変更します。

a. カスタム コンポーネント エディターで、ボルト グループをダブルクリッ
クします。 

[ボルト] プロパティが開きます。

b. [オフセット] セクションのすべての値をクリアします。

c. [変更]をクリックします。 

ボルトグループの始点ハンドルと同じレベルにボルトグループが移動し
ます。

2. ボルト グループを梁フランジに拘束します。

a. カスタムコンポーネントエディタで、ボルトグループを選択します。

b. 黄色の上部ハンドルを選択します。 

c. ハンドルを右クリックし、[平面に拘束] を選択します。

d. 梁の上フランジを選択します。 
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[変数] ダイアログ ボックスに、新しい距離変数が表示されます。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

4. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

5. 変数を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、距離の値を入力します。

b. [ラベル名] ボックスに、「ボルトまでの垂直距離」と入力します。

6. 距離変数の [式] ボックスに、「=-P1」と入力します。 

7. カスタム コンポーネントを保存します。

8. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントのダイアログボックスで[ボルトまでの垂直距離]の値を
変更して、梁フランジからのボルト間隔を指定できるようになりました。

変数の式の例: ボルト列数を計算する
この例では、梁の高さに基づいてボルト列数を計算する変数の式を作成する方法を
示します。計算には if ステートメントを使用します。
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1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

3. [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

4. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、梁の高さプロパティを参照します。

5. [高さ] を右クリックして [参照のコピー] を選択します。

6. パラメーター変数の [式] ボックスに、次の if ステートメントを入力します。 

=if (fP(Height,"ID50B8559A-0000-00FD-3133-353432363133")< 301) then 2 
else (if (fP(Height,"ID50B8559A-0000-00FD-3133-353432363133")>501) then 4 
else 3 endif) endif

この式では、
fP(Height,"ID50B8559A-0000-00FD-3133-353432363133") が [カス

タムコンポーネントブラウザー] からコピーされた梁の高さの参照です。この
変数は、次のように値を取得します。

• 梁の高さが 301 mm 未満の場合、値は 2 になります。

• 梁の高さが 501 mm を超える場合、値は 4 になります。

• 梁の高さが 300 ～ 500 mm の場合、値は 3 になります。

7. [追加]をクリックし、別のパラメータ変数を作成します。

8. 新しい変数の [値のタイプ] リストで [距離リスト] を選択します。

9. 新しい変数の [式] ボックスに、「=P1+"*"+100」と入力します。 

この式では、100 がボルト間隔で P1 の値がボルト列数です。

10. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、[ボルト間隔 X] を参照します。

11. [ボルト間隔 X] を右クリックして [式の追加] を選択します。

12. 等号の後に「P2」と入力し、Enter キーを押します。

13. カスタム コンポーネントを保存します。

14. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

梁の高さを変更すると、ボルト列数も変更されるようになりました。
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変数の式の例: 変数をユーザー定義情報にリンクする
この例では、パラメーター変数をパネルのユーザー定義情報にリンクする方法を示
します。これにより、表示フィルターでユーザー定義情報を使用して、モデルでの
パネルの表示・非表示を切り替えることができるようになります。

1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

3. 変数を次のように変更します。

a. [値のタイプ] リストで、[テキスト] を選択します。

b. [式] ボックスに、「Type1」と入力します。

c. [ラベル名] ボックスに、「Panel1」と入力します。

4. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、1 つ目のパネルのユーザー定義情報
を参照します。 

変数 P1 を [USER_FIELD_1] 属性にリンクします。ただし、この属性は [カス
タムコンポーネントブラウザー] には表示されません。

5. このユーザー定義情報が [カスタムコンポーネントブラウザー] に表示される
ようにします。

a. 1 つ目のパネルをダブルクリックします。 

プロパティ パネルでパネル プロパティが開きます。

b. [詳細] をクリックします。 

ユーザー定義情報のダイアログボックスが開きます。

c. [パラメータ]タブを開きます。

d. [ユーザー情報 1]ボックスにテキストを入力します。
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e. [変更]をクリックします。

6. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、[更新] をクリックします。 

[カスタムコンポーネントブラウザー] の [ユーザー定義情報] の下に
[USER_FIELD_1] が表示されます。

7. [P1] を [USER_FIELD_1] にリンクします。

a. [USER_FIELD_1] を右クリックして [式の追加] を選択します。

b. 等号の後に「P1」と入力し、Enter キーを押します。

8. 2 つの新しいパラメータ変数を作成し、残りの 2 つのパネルのユーザー定義情
報にリンクします。

9. カスタム コンポーネントを保存します。

10. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

モデルに表示フィルター (174 ページ)を作成し、フィルターでパラメーター変数に
入力した [ユーザー情報 1] 属性と [式] 値を使用して、パネルの表示・非表示を切り
替えることができるようになりました。

変数の式の例: テンプレート属性を使用して手摺支柱の数を計算す
る
この例では、梁の長さテンプレート属性に基づいて手摺支柱の数を計算する変数の
式を作成する方法を示します。手摺支柱は梁の両端部に作成されており、一方は
[オブジェクトの配列化 (29)] コンポーネントを使用してコピーされています。
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1. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [追加]をクリックして、3 つの新しいパラメータ変数を作成します。

3. 変数 P1 を次のように変更します。 

• [式] ボックスに、「250」と入力します。

• [ラベル名] ボックスに、「端部の距離」と入力します。

4. 変数 P2 を次のように変更します。 

• [式] ボックスに、「900」と入力します。

• [ラベル名] ボックスに、「間隔」と入力します。

5. 変数 P3 を次のように変更します。 

• [値のタイプ] ボックスで、[数] を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「支柱の数」と入力します。

6. 梁の GUID を調べます。

a. リボンで[オブジェクト情報問合せ]  をクリックします。

b. 梁を選択します。

c. [オブジェクト情報]ダイアログボックスで、梁の GUID を確認します。

7. 変数 P3 の [式] ボックスに、
「=(fTpl("LENGTH","ID50B8559A-0000-010B-3133-353432373038"
)-(P1*2))/P2」と入力します。 
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fTpl("LENGTH","ID50B8559A-0000-010B-3133-353432373038") は
梁の長さテンプレート属性であり、
ID50B8559A-0000-010B-3133-353432373038 が梁の GUID です。

支柱の数は次のように計算されます。まず、梁の長さから端部の距離が差し引
かれます。次に、この結果の値が支柱の間隔で除算されます。

8. [カスタムコンポーネントエディタ] で、変数 P2 と P3 を [オブジェクトの配列
化 (29)] コンポーネントのプロパティにリンクします。

a. [dist_between_elem] を右クリックし、[式の追加] を選択します。

b. 等号の後に「P2」と入力し、Enter キーを押します。

c. [number_of_arrays] を右クリックし、[式の追加] を選択します。

d. 等号の後に「P3」と入力し、Enter キーを押します。

9. 初の支柱を梁端部に拘束します。

a. カスタムコンポーネントビューで支柱を選択します。

b. Alt キーを押したまま、範囲選択(左から右)を使用して、支柱のハンドル
を選択します。

c. 右クリックして [平面に拘束] を選択します。 
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10. 手順 9 の指示に従って、 後の支柱をもう一方の梁端部に拘束します。

11. 距離変数を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「=P1」と入力します。

b. [表示] リストで、[非表示] を選択します。

12. カスタム コンポーネントを保存します。

13. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントダイアログボックスで、手摺支柱の間隔と端部の距離を変
更できるようになりました。Tekla Structures により、間隔、端部の距離、および梁
の長さに基づいて支柱の数が計算されます。

変数の式の例: Excel スプレッドシートをカスタム コンポーネント
にリンクする
この例では、パラメーター変数を Excel スプレッドシートにリンクする方法を示し
ます。たとえば、Excel スプレッドシートを使用してジョイントを確認できます。
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1. Excel スプレッドシートを作成します。 

スプレッドシート ファイルの名前は、
component_"component_name".xls の形式で指定する必要があります。

たとえば、カスタム コンポーネント名が stiffener の 場合は、
component_stiffener.xls になります。

2. Excel スプレッドシートを次のモデル フォルダーに保存しま
す。..\<model>\exceldesign\. 

または、詳細設定 XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH で定義したフォルダ

ーにスプレッドシートを保存することもできます。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する]  ボタ
ンをクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

4. [追加]をクリックし、新しいパラメータ変数を作成します。

5. 変数を次のように変更します。

a. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

b. [変数名] ボックスに、「use_externaldesign」と入力します。

c. [ラベル名] ボックスに、「外部設計の使用」と入力します。 

6. カスタム コンポーネントを保存します。

7. カスタム コンポーネント エディターを閉じます。

カスタムコンポーネントダイアログボックスに、[外部設計の使用]オプションが含
まれるようになりました。

変数の式の例: カスタム コンポーネントの鉄筋セット モディファ
イアー
カスタム コンポーネントでは、鉄筋セット モディファイアーを使用できます。パ
ラメーター変数を使用して、鉄筋セットの鉄筋とモディファイアー プロパティを
定義できます。

パラメーター化する各モディファイアー プロパティでは、対応する [適用] プロパ
ティも必要になります。[適用] プロパティを使用すると、既存のプロパティ値を空
の値で上書きできます。[適用] プロパティを使用しないと、既存の値を削除するこ
とはできません。
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例: プロパティ モディファイアーを使用した鉄筋セットの鉄筋のクラスと
サイズの定義
この例では、カスタム コンポーネントの特定の鉄筋セットの鉄筋のクラスとサイ
ズを定義するために、鉄筋セットのプロパティ モディファイアーを使用する方法
を示します。パラメーター変数と、モディファイアー固有の [適用] プロパティを
使用してクラスとサイズを定義します。

クラスが 0 に設定されている場合、クラス値は適用されずに、鉄筋セットの元のク
ラスが使用されるように、クラスのパラメーター変数が定義されます。

1. モデル内で、鉄筋セットとプロパティ モディファイアーを含む、以前に作成
したカスタム コンポーネント (818 ページ) を選択します。 

注 カスタム パーツのモデルにはコンポーネント シンボルがありません。

カスタム コンポーネントを選択するには、[コンポーネントの選択] 選択

スイッチ  がアクティブであることを確認します。

2. 右クリックして [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する] ボタン

 をクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

4. 変数 ] ダイアログ ボックスで、次のようにパラメーター変数を作成および定義
します。

a. [追加] を 3 回クリックして 3 つの新しい変数を作成します。 

変数名は、P1、P2、および P3 とします。

b. クラス番号入力の変数 [P1] を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「クラス」と入力します。

c. [適用] プロパティ コントロールの変数 [P2] を次のように変更します。 

• [式] ボックスに、「=if (P1==0) then 0 else 1 endif」と入力

します。

これは、P1 ([クラス]) が 0 に設定されている場合、カスタム コンポー
ネントを使用してもクラス プロパティは適用されないことを意味し
ます。P1 がその他の値に設定されている場合、クラス プロパティが
適用されます。

• [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

• [表示] リストで、[非表示] を選択します。

つまり、カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスに変数 [P2] が
表示されなくなります。

• [ラベル名] ボックスに、「クラスの適用」と入力します。
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d. 鉄筋サイズ入力の変数 [P3] を次のように変更します。 

• [変数名] ボックスで、名前を「P3_size」に変更します。

• [値のタイプ] リストで、[鉄筋径] を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「鉄筋径」と入力します。

• [式] ボックスで、0 を有効な鉄筋径の値に置き換えます。

5. カスタムコンポーネントブラウザー] で、パラメーター変数をプロパティ モデ
ィファイアーのプロパティにリンクします。

a. [コンポーネントオブジェクト] --> [鉄筋プロパティモディファイア] -->
[鉄筋基本プロパティ] を参照します。

b. [クラス] を右クリックして [式の追加] を選択します。等号 (=) の後に
「P1」を入力し、Enter キーを押します。 

同様に、他の変数やプロパティを次のようにリンクします。

• クラス プロパティを適用 = P2
• サイズ = P3_size
• サイズ プロパティを適用 = 1
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6. 変更したカスタム コンポーネントを保存して閉じます (832 ページ)。
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これで、カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスで次のプロパティを使用
できるようになり、プロパティ モディファイアーの影響を受ける鉄筋セットの鉄
筋のクラスとサイズを変更できます。

コンポーネントが 初に作成された場所と同様の場所で、コンポーネントを使用で
きます。このコンポーネントは順応性がないため、モデル内の変更に合わせて
Tekla Structures によってコンポーネントの寸法は調整されません。カスタム コン
ポーネントを順応させるには、カスタム コンポーネント エディターでコンポーネ
ントを変更 (828 ページ) する必要があります。

例: 端部ディテール モディファイアーを使用した鉄筋フックの作成および
変更
この例では、カスタム コンポーネントの特定の鉄筋セットの鉄筋端部にフックを
作成するために、鉄筋セットの端部ディテール モディファイアーを使用する方法
を示します。パラメーター変数と、モディファイアー固有の [適用] プロパティを
使用してフックのプロパティを定義します。

1. モデル内で、鉄筋セットと端部ディテール モディファイアーを含む、以前に
作成したカスタム コンポーネント (818 ページ) を選択します。 

注 カスタム パーツのモデルにはコンポーネント シンボルがありません。

カスタム コンポーネントを選択するには、[コンポーネントの選択] 選択

スイッチ  がアクティブであることを確認します。

2. 右クリックして [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する] ボタン

 をクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

4. 変数 ] ダイアログ ボックスで、次のようにパラメーター変数を作成および定義
します。

a. [追加] を 4 回クリックして 4 つの新しいパラメーター変数を作成しま
す。 

変数名は、P1、P2、P3、および P4 とします。
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b. フック タイプの入力については、変数 [P1] を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[鉄筋のフックタイプ ]を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「フック タイプ」と入力します。

• [式] ボックスに、カスタム フックの「4」を入力します。

異なるフック タイプは番号で特定され、1 = 90 度フック、2 = 135 度フ
ック、3 = 180 度フック、4 = カスタム フックと対応します。

c. フック角度の入力については、変数 [P2] を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

[角度] は値タイプとして使用できますが、フック角度には [数] オプシ
ョンを使用する必要があることに注意してください。

• [ラベル名] ボックスに、「カスタム フックの角度」と入力します。

d. フック長の入力については、変数 [P3] を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「カスタム フック長」と入力します。

e. フック半径の入力については、変数 [P4] を次のように変更します。 

• [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

• [ラベル名] ボックスに、「カスタム フック半径」と入力します。

5. [カスタム コンポーネント ブラウザー] で、パラメーター変数を端部ディテー
ル モディファイアーのプロパティにリンクします。

a. [コンポーネント オブジェクト] --> [鉄筋端部ディテール モディファイア
ーを追加] --> [鉄筋基本プロパティ] を参照します。

b. [フック角度] を右クリックして [式の追加] を選択します。等号 (=) の後
に「P2」を入力し、Enter キーを押します。 

同様に、他の変数やプロパティを次のようにリンクします。

• フック半径 = P4
• 鉄筋のフック タイプ = P1
• フック角度プロパティを適用 = 1
• フック長 = P3
• フック半径プロパティを適用 = 1
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• フック長さプロパティを適用 = 1
• フック タイプ プロパティを適用 = 1

6. 変更したカスタム コンポーネントを保存して閉じます (832 ページ)。
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これで、カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスで次のプロパティを使用
できるようになり、端部ディテール モディファイアーの影響を受ける鉄筋セット
の鉄筋のフックを変更できます。

コンポーネントが 初に作成された場所と同様の場所で、コンポーネントを使用で
きます。このコンポーネントは順応性がないため、モデル内の変更に合わせて
Tekla Structures によってコンポーネントの寸法は調整されません。カスタム コン
ポーネントを順応させるには、カスタム コンポーネント エディターでコンポーネ
ントを変更 (828 ページ) する必要があります。

8.10 カスタムコンポーネントのインポートおよびエクスポート
カスタムコンポーネントは、モデル間で.uelファイルとしてインポートおよびエ

クスポートできます。

注 カスタム コンポーネントを Tekla Warehouse で共有し、他のユーザーによって作成さ
れたカスタム コンポーネントをダウンロードすることもできます。

カスタム コンポーネントのエクスポート
カスタム コンポーネントを .uel ファイルとしてエクスポートできます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. カタログで、エクスポートするカスタムコンポーネントを選択します。

3. 選択内容を右クリックし、[出力]を選択します。

4. ファイルの保存先フォルダを参照します。
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5. エクスポート ファイルの名前を入力します。 

ファイル名拡張子は、.uel です。カスタム コンポーネントをエクスポートし

た後に、ファイル名を変更しないでください。ファイル名が [アプリケーショ
ンとコンポーネント] カタログの名前と異なる場合、後から正しいコンポーネ
ントを見つけるのが難しくなる場合があります。

6. [上書き保存] をクリックしてカスタム コンポーネントをエクスポートしま
す。 

ヒン
ト

カスタム コンポーネントを別のファイルにエクスポートする場合、[ア
プリケーションとコンポーネント] カタログでカスタム コンポーネン
トを選択し、右クリックして [個別に出力] を選択します。

カスタム コンポーネントのインポート
以前に作成したカスタム コンポーネントを別のモデルにインポートできます。

1. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

2. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックし、[インポート] を選択し
ます。

3. エクスポート ファイルが格納されているフォルダーを参照します。 

場所は、カスタム コンポーネントをエクスポートしたときにファイルを保存
した場所によって決まります。

4. エクスポートファイルを選択します。

5. [開く] をクリックしてカスタム コンポーネントをインポートします。 

ヒ
ン
ト

詳細設定 XS_UEL_IMPORT_FOLDER を使用すると、カスタムコンポー
ネントを新しいモデルに自動的にインポートできます。カスタムコン
ポーネントを新しいモデルに簡単にインポートするには、すべてのカス
タムコンポーネントを特定のフォルダにエクスポートし、そのフォルダ
を詳細設定 XS_UEL_IMPORT_FOLDERの値として入力します。

8.11 カスタム コンポーネントの使用と共有に関するヒントとコ
ツ
ここでは、カスタム コンポーネントを効果的に作成して使用する上で役立つヒン
トをいくつか紹介します。
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カスタム コンポーネントの作成に関するヒント

• カスタム コンポーネントには論理的な短い名前を付ける

説明フィールドを使用して、コンポーネントの概要と機能を説明します。

• 特定の状況に対応する単純なコンポーネントを作成する

単純なコンポーネントは迅速かつ簡単にモデリングできます。また、使いやす
さも大幅に向上します。考えられるあらゆる目的で使用できる単体の複雑なコ
ンポーネントは作成しないようにします。

• 個別のコンポーネント モデルの作成を検討する

カスタム コンポーネントを作成し、テストする場合には、このモデルを使用し
ます。

• できるだけハンドルの少ないシンプルな部材を使用する

たとえば、単に長方形の部材が必要な場合は、ポリゴン プレートではなく長方
形プレートを使用します。長方形プレートのハンドルは 2 つだけであるため、
プレートを操作する際に少数の拘束を作成するだけで済みます。ポリゴン プ
レートにはハンドルが 4 つあるため、必要な拘束の数が増えます。

拘束の数が過剰に多い場合、モデルの速度と応答性が低下する可能性がありま
す。

1. 長方形プレート

2. ポリゴン プレート

• 部材を必要以上の精度でモデリングしない

必要な部材情報が一般図作成の部材マークと材質リストの数量だけである場合
は、単純な鉄筋またはプレートを作成します。後で部材を詳細なビューに含め
ることが必要になったら、その時点で部材をより正確に再モデリングします。

• 埋込み材をカスタム パーツとしてモデリングし、コンポーネントに含める

• オートコネクションでカスタム ジョイントを使用できる

• オートデフォルトでカスタム コンポーネントを使用できる

カスタム コンポーネントは [その他のコンポーネント] グループに表示されま
す。新しく作成したカスタム コンポーネントは、モデルを再度開くまで [その
他のコンポーネント] グループに表示されません。カスタム ジョイント、ディ
テール、およびシームはオートデフォルトで機能します。
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カスタム コンポーネントの共有に関するヒント

• Tekla Warehouse を使用してカスタム コンポーネントを共有および保存する

• 必須情報を提供する

コンポーネントを他のユーザーに配布する場合は、そのコンポーネントが機能
するプロファイルのリストを必ず作成します。

• できるだけ固定プロファイル (363 ページ)を使用する

• カスタム コンポーネントにユーザー定義のプロファイル断面が含まれる場合
には、カスタム コンポーネントを新しい位置にコピーするときに必ずこれらの
プロファイル断面を含めるようにします。

新しいバージョンへのカスタム コンポーネントの更新に関するヒ
ント
新しいバージョンの Tekla Structures を使い始めるときには、以前のバージョンで作
成したカスタム コンポーネントが新しいバージョンで正しく動作することを必ず
確認してください。

以前のバージョンの Tekla Structures を使用して作成したカスタム コンポーネント
を編集するときに、更新が必要な改良機能が新しいバージョンに含まれている場
合、コンポーネントを更新するかどうかを確認するメッセージが Tekla Structures に
表示されます。コンポーネントを更新しない場合、コンポーネントは作成時の元の
バージョンと同様に機能しますが、改良された新しい機能の利点は得られません。

コンポーネントを更新する場合は、寸法を確認する必要があります。改良された機
能によっては、寸法を再作成することが必要な場合もあります。寸法を削除して新
しい寸法を作成する場合、同じ名前を使用していても、その寸法を含む式も変更す
る必要があります。これは、寸法を削除すると、式で作成された依存関係が失われ
るためです。カスタム コンポーネント エディターで寸法を再作成し、式を変更で
きます。

8.12 カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスのカスタマ
イズ
Tekla Structures により、定義した各カスタム コンポーネントのダイアログ ボック
スが自動的に作成されます。各カスタム コンポーネントには、カスタム コンポー
ネントのダイアログ ボックスの内容を定義する入力 (.inp) ファイルがあります。

カスタム コンポーネント ダイアログ エディター ツールを使用して、ダイアログ
ボックスをカスタマイズできます。

または、上級ユーザーの場合は、テキスト エディターを使用して手動で (910 ペー
ジ)ダイアログ ボックス入力 (.inp) ファイルを変更できます。
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カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスの変更

[カスタムコンポーネントダイアログエディタ] を開くには、モデル内でカスタム
コンポーネントを選択し、右クリックして [カスタムコンポーネントダイアログボ
ックスの編集] を選択します。

親部材 操作

オブジェクト プロパティの表示と編集 1. ダイアログ ボックス要素を選択し
ます。たとえば、テキスト ボック
スを選択します。

2. [変更] --> [プロパティ] をクリック
します。

これで、ダイアログ ボックス要素
の現在のプロパティを表示および
編集できます。たとえば、ダイアロ
グ ボックスの各ラベルの下に正し
いテキストがあることを確認でき
ます。

別の方法として、ダイアログ ボックス要
素をダブルクリックすることもできま
す。ダイアログ ボックス要素を開いて
表示および編集できない場合、チェック
ボックスの下のスペースをダブルクリ
ックしてみます。
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親部材 操作

ダイアログ ボックス要素の追加 [挿入] をクリックし、リストから適切な
要素を選択します。次のオプションが
あります。

• [タブ ページ]: 新しいタブを追加す
る

• [ラベル]: テキスト ボックスまたは
リストのラベルを追加する

• [パラメーター]: テキスト ボックス
を追加する

• [属性]: リストを追加する

• [部材]: いくつかの基本的な部材プロ
パティを追加する

• [プロファイル]: いくつかの基本的な
プロファイル プロパティを追加す
る

• [ピクチャー]: カスタム コンポーネ
ントのイラスト イメージを追加す
る

イメージの追加 1. [挿入] --> [ピクチャー] をクリック
し、 [ツール] --> [オプション] に設
定されている [イメージフォルダ
ー] の内容を表示します。

2. イメージを選択します。

イメージはビットマップ (.bmp) 形
式にする必要があります。

3. [開く] をクリックします。

4. イメージを目的の位置にドラッグ
します。

タブの追加 1. [挿入] --> [タブ ページ] をクリック
します。

2. 新しいタブをダブルクリックしま
す。

3. 新しい名前を入力し、Enter キーを
押します。

注 各タブには 大 25 個のフィールド
を含めることができます。表示す
るフィールドが 25 個を超えると、
Tekla Structures により自動的に別
のタブが作成されます。
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親部材 操作

ピクセル基準線の表示/非表示の切り替
え  をクリックします。

Tekla Structures により、ダイアログ ボッ
クスに要素を配置しやすくするピクセ
ル基準線が表示されます。

ダイアログ ボックス要素の移動 ダイアログ ボックス要素を新しい位置
にドラッグします。

キーボード ショートカット (Ctrl+X (切
り取り)、Ctrl+C (コピー)、Ctrl+V (貼り
付け)) を使用することもできます。た
とえば、ダイアログ ボックス要素を別の
タブに移動するには、ダイアログ ボック
ス要素を選択し、Ctrl+X キーを押しま
す。次に、別のタブに移動し、Ctrl+V キ
ーを押します。

複数のダイアログ ボックス要素の選択 Ctrl キーを押しながらダイアログ ボッ
クス要素をクリックするか、範囲選択を
使用します。

タブまたはテキスト ボックス ラベルの
名前の変更

1. タブまたはテキスト ボックス ラベ
ルをダブルクリックします。

2. 新しい名前を入力します。

3. Enter キーを押します。

ダイアログ ボックス要素の削除 1. 削除するダイアログ ボックス要素
を選択します。

2. Delete キーを押します。

タブの削除 1. タブを選択します。

2. 右クリックし、[削除] を選択しま
す。

リストへのイメージの追加 1. リスト要素を選択します。

2. [変更] --> [プロパティ] をクリック
します。

3. [値の編集] をクリックします。

4. [参照して追加] をクリックします。

5. 使用するイメージを選択し、[開く]
をクリックします。

6. 使用する他のイメージに対して手
順 4 ～ 5 を繰り返します。

7. [OK] をクリックして変更を保存し
ます。
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親部材 操作

変更を保存する [ファイル] --> [上書き保存] をクリック
します。

カスタム コンポーネント入力ファイル

各カスタム コンポーネントには、カスタム コンポーネントのダイアログ ボックス
の内容を定義する入力 (.inp) ファイルがあります。

新しいカスタム コンポーネントを作成すると、Tekla Structures によりコンポーネン
トの入力ファイルが自動的に作成されます。この入力ファイルは、モデル フォル
ダーの下の \CustomComponentDialogFiles フォルダーにあります。入力フ

ァイルはカスタム コンポーネントと同じ名前であり、ファイル名拡張子は .inp で
す。

カスタム コンポーネントを変更 (828 ページ) すると、入力ファイルに対して行っ
た変更が失われます。ただし、カスタム コンポーネントを変更すると、Tekla
Structures により入力ファイルのバックアップ コピーが自動的に作成されます。バ
ックアップ コピーのファイル名拡張子は .inp_bak です。バックアップ コピー

は、モデル フォルダーの下の \CustomComponentDialogFiles フォルダーにあ

ります。バックアップ ファイルが作成されると Tekla Structures に通知が表示され
ます。

カスタム コンポーネントの入力ファイルのロックまたはロック解
除
誤って変更されないように、カスタム コンポーネントの入力 (.inp) ファイルをロ

ックできます。ファイルをロックしないでおくと、他のだれかがカスタム コンポ
ーネント エディターでカスタム コンポーネントを更新した場合に、ダイアログ ボ
ックスに対する変更内容がすべて失われてしまいます。

1. モデル内で、ロックまたはロックを解除する入力ファイルが含まれるカスタム
コンポーネントを選択します。

2. 右クリックして [カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスの編集] を選
択します。

3. [カスタムコンポーネントダイアログエディタ] で、[ロックと解除] ボタン 
をクリックします。

.inp ファイルがロックされていると、だれかがカスタム コンポーネント エディタ

ーでカスタム コンポーネントを変更しても、.inp ファイルは更新されませ

ん。.inp ファイルがロックされていても、[カスタムコンポーネントダイアログエ

ディタ] でダイアログ ボックスを変更することはできます。
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カスタム コンポーネント ダイアログ エディターの設定
[カスタムコンポーネントダイアログエディタ] で、 [ツール] --> [オプション] をク
リックして、カスタム コンポーネント ダイアログ エディターの基本設定を表示お
よび変更します。 [ツール] --> [言語の変更] をクリックして、カスタム コンポーネ
ント ダイアログ エディターの言語を変更します。

オプション 説明

イメージ フォルダー イメージ フォルダーの場所。デフォル
トのフォルダー設定に戻すには、[デフ
ォルト] をクリックします。

プロジェクト フォルダー プロジェクト フォルダーの場所。 [フ
ァイル] --> [新規作成] をクリックして
まったく新しい入力ファイルを作成し
て保存する場合、ファイルはプロジェク
ト フォルダーに保存されます。既存の
入力ファイルはモデル フォルダーの下
に保存されていることに注意してくだ
さい。

パラメーターの幅 テキスト ボックスのデフォルトの幅。

属性幅 リストのデフォルトの幅。

グリッドの間隔 X
グリッドの間隔 Y

X 方向と Y 方向のピクセル基準線 の間
隔。デフォルト値は、5 です。

グリッドにスナップする ピクセル基準線の表示/非表示を切り替
える場合に選択します。

オプション 説明

言語 リストから言語を選択します。ダイア
ログ エディターを閉じてから再度開い
て、変更内容を反映させます。次のオプ
ションを使用できます。

• [自動]: ダイアログ エディターは
Tekla Structures のユーザー インター
フェイスの言語に従います

• [English]
• [Dutch]
• [French]
• [German]
• [Italian]
• [Spanish]
• [Japanese]
• [Chinese Simplified]
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オプション 説明

• [Chinese Traditional]
• [Czech]
• [Portuguese Brazilian]
• [Hungarian]
• [Polish]
• [Russian]
• [Korean]

テキスト エディターを使用したカスタム コンポーネントのダイア
ログ ボックスのカスタマイズ
各カスタム コンポーネントには、カスタム コンポーネントのダイアログ ボックス
の内容を定義する入力 (.inp) ファイルがあります。上級ユーザーの場合は、テキ

スト エディターを使用して手動でダイアログ ボックス入力ファイルをカスタマイ
ズできます。ダイアログ ボックスが消えるおそれがあるため、入力ファイルを変
更するときは注意が必要です。

[一般] タブは、事前定義された一般プロパティ用に予約されていることに注意して
ください。 [一般] タブの名前を変更したり、他のパラメーターを追加したりする
ことはできません。

または、[カスタムコンポーネントダイアログエディタ] ツールを使用して、ダイア
ログ ボックスをカスタマイズ (904 ページ)できます。

新しいタブの追加

1. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

2. 次のように、新しいタブ定義を追加します。 

カスタムコンポーネント 910 カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスの
カスタマイズ



3. .inp ファイルを保存します。

注 4 番目のタブは [一般] プロパティに予約されているため、独自のパラメーター
を追加することはできません。

テキスト ボックスの追加

1. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

2. 次のように、parameter 要素を追加し、中括弧で囲みます。 

3. .inp ファイルを保存します。
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イメージの追加

1. イメージを作成して、..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Bitmaps フォルダーにビットマップ (.bmp) 形式で保存しま

す。

2. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

3. 次のように、イメージ定義を追加します。 

(1) y = 100

(2) x = 50

(3) 高さ = 75

(4) 幅 = 100

4. .inp ファイルを保存します。

ボックスの順序の変更

1. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

2. パラメーター定義の 後の番号を変更します。 
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ボックスは、次のように上から下に並びます。

3. .inp ファイルを保存します。

ボックスの位置の変更
各テキスト ボックスの正確な位置を定義できます。

1. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

2. x 座標、y 座標、およびボックスの幅の 3 つの値を使用して、 ボックスの正確
な位置を定義します。 

次に例を示します。

(1) x = 374

(2) y = 25

(3) 幅 = 160

3. .inp ファイルを保存します。
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例: カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスに一連のチェック ボッ
クスを追加する

この例では、.inp ファイルを変更することによってカスタム コンポーネントの各

ボルト グループにチェック ボックスを追加する方法を示します。このコンポーネ
ントをモデル内で使用すると、目的のチェック ボックスをオンにすることで作成
するボルトを選択できます。

1. ボルトを含むカスタム コンポーネントを定義 (818 ページ)します。 

例として、1 つのボルト グループと 3 つの単一ボルトを作成するカスタム T
ジョイントを作成します。

2. ボルトの作成を制御するパラメーター変数を作成します。 

チェック ボックス グループでは、これらの変数の [値のタイプ] は [はい/いい
え] である必要があります。例として、カスタム T ジョイントの各単一ボルト
に対応する 3 つの変数 P1、P2、および P3 を作成します。

3. ボルトの [作成] プロパティに変数をリンク (852 ページ) します。 
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たとえば、変数 P1 を 初のボルトの [作成] プロパティに、変数 P2 を 2 番目
のボルトの [作成] プロパティに、というように変数をリンクします。

4. カスタム コンポーネントを保存します。

5. モデルで、 [ファイル] --> [モデルフォルダを開く] の順にクリックして、現在
のモデル フォルダーを開きます。

6. \CustomComponentDialogFiles フォルダーに移動します。

7. .inpファイルをテキストエディタで開きます。

8. 画像の定義を追加します (911 ページ)。 

次に例を示します。

カスタム イメージを使用する場合は、..\TeklaStructures\<version>
\Bitmaps フォルダーにビットマップ (.bmp) 形式で保存します。

9. toggle_group 要素を追加して、トッグル グループ原点 (カスタム コンポー

ネント ダイアログ ボックス内でのチェック ボックスのグループの位置) を定
義します。 

カスタムコンポーネント 915 カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスの
カスタマイズ



位置の定義には X 座標値と Y 座標値を使用します。例:

(1) x = 200

(2) y = 320

10. toggle_group 要素内に、追加する各チェック ボックスの行を追加します。 

手順 2 で作成したパラメーター変数を使用します。

変数名の後の 2 つの数値は、トッグル グループ原点からのオフセットです。
たとえば、 初の定義 "P1", 160, -165, "0" は、変数 P1 のチェック ボ
ックスがトッグル グループ原点から 160 ステップ右、165 ステップ上に配置さ
れることを意味しています。

方向 負の値 正の値

X 左 右

Y 上 下
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(1) X 方向のオフセット

(2) Y 方向のオフセット

11. .inp ファイルを保存します。

12. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。 

これで、ダイアログ ボックスのチェック ボックスをオンまたはオフにすると、
それに応じてモデル内のボルトの数が変化します。例:

注 Tekla Structures によって、作成した各トッグル グループについて [変更の
結果] ラベルとチェック ボックスが自動的に追加されます。
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例: カスタム スチフナーのディテールのダイアログ ボックスをカ
スタマイズする
この例では、後で設定を調整しやすくするために、カスタム スチフナーのディテ
ールのダイアログ ボックスをカスタマイズする方法を示します。

開始時、カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスは次のように表示されま
す。

操作

1. スチフナー プレートの作成を制御するすべての必要な変数を使用して、カス
タム スチフナーのディテールを作成します。

2. イメージ付きリストを追加します。

3. テキスト ボックスとラベルを配置します。

4. 使用できないオプションを淡色表示にします。

例: 変数を使用してカスタム スチフナーのディテールを作成する
この例では、スチフナーの形状と位置を制御する変数を使用して、カスタム スチ
フナーのディテールを作成する方法を示します。

基本的なカスタム スチフナーのディテールを作成する

この例では、基本的なスチフナーのディテールを作成する方法を示します。

1. 2 つのスチフナー付きの梁を作成します。 
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ヒン
ト

スチフナーを作成するには、スチフナー (1003) コンポーネントを使
用して、コンポーネントを分解します。

2. サイド パネルで [アプリケーションとコンポーネント]  ボタンをクリッ
クして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きます。

3. [高度な機能へのアクセス]  ボタンをクリックして、[カスタムコンポーネ
ントの定義...] を選択します。 

[カスタムコンポーネントウイザード] ダイアログ ボックスが開きます。

4. [タイプ] リストで、[ディテール] を選択します。

5. [名前] ボックスに、「Stiffeners」と入力します。 

6. 次へ > をクリックします。

7. カスタム コンポーネントを形成するオブジェクトとしてスチフナーと梁を選
択します。 
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8. 次へ > をクリックします。

9. メイン部材として梁を選択します。

10. 次へ > をクリックします。

11. 参照点として梁の中心点を選択します。 

ヒント 平面ビュー (46 ページ) に切り替えると、中心点をより簡単に選択で
きます。

12. [仕上げ] をクリックして、スチフナーのディテールの作成を終了します。 
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Tekla Structures に新しいカスタム コンポーネントのコンポーネント シンボル
が表示され、スチフナーのディテールがコンポーネント カタログに追加され
ます。

スチフナーの形状を制御する拘束を作成する

この例では、スチフナーの形状を制御する平面にカスタム コンポーネントのハン
ドルを拘束する方法を示します。

1. カスタム コンポーネント エディターでスチフナーのディテールを開きます。

a. モデル内のカスタム コンポーネントを右クリックします。

b. [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。 

カスタム コンポーネント エディターが開き、カスタム コンポーネント エ
ディター ツールバー、カスタム コンポーネント ブラウザー、およびカス
タム コンポーネントの 4 つのビューが表示されます。

2. [ビュー] タブで、 [レンダリング] --> [部材 ソリッド] をクリックします。 

部材の表面と使用可能な平面は、レンダリングされている場合にのみ選択でき
ます。

3. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、リストから [囲い平面] を選
択します。 

4. カスタム コンポーネント ビューで右側のスチフナーを選択します。

5. スチフナーの 2 つの内側のハンドルを梁ウェブに拘束します。

a. 梁ウェブの横にある 2 つのハンドルを選択します。 
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b. 右クリックして [平面に拘束] を選択します。

c. ポインターをウェブの面上に移動してハイライトします。 

d. ウェブをクリックしてハンドルを拘束します。

6. スチフナーの 2 つの外側のハンドルを上フランジの面に拘束します。 

手順 5 と同じ方法を使用します。

7. スチフナーの 2 つの下部ハンドルを下フランジの内面に拘束します。 
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手順 5 と同じ方法を使用します。

8. スチフナーの 2 つの上部ハンドルを上フランジの内面に拘束します。 

手順 5 と同じ方法を使用します。

9. 左側のスチフナーに対して手順 4 ～ 11 を繰り返します。

10. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する] ボタン

 をクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

11. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P1 を作成します。

12. 変数 P1 を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「10」と入力します。

b. [ラベル名] ボックスに、「Stiffener set back」と入力します。

13. [式] ボックスで、ハンドルの拘束時に値が指定されたすべての変数に対して
「=P1」と入力します。 
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次に例を示します。

これで、変数 P1 によってこれらの変数の距離が制御されます。

14. [表示・非表示] リストで、変数 P1 を [表示]、他の変数を [非表示] に設定しま
す。 

スチフナー形状を制御する距離変数が作成されました。

スチフナーの位置を制御する拘束を作成する

この例では、スチフナーの位置を制御する平面にカスタム コンポーネントのハン
ドルを拘束する方法を示します。

1. カスタム コンポーネント エディターでスチフナーのディテールを開きます。

a. モデル内のカスタム コンポーネントを右クリックします。

b. [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。 

カスタム コンポーネント エディターが開き、[カスタムコンポーネントエ
ディタ] ツールバー、[カスタムコンポーネントブラウザー]、およびカス
タム コンポーネントの 4 つのビューが表示されます。

2. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、リストから [コンポーネン
ト平面] を選択します。 
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3. 両方のスチフナーのすべてのハンドルを選択します。 

4. 右クリックして [平面に拘束] を選択します。

5. ハンドルを垂直のコンポーネント平面に拘束します。 

スチフナーの位置を制御する距離変数が作成されました。

スチフナーの厚さ制御する変数を作成する

この例では、スチフナーの厚さが、 も近い使用可能なプレートの厚さに切り上げ
られたウェブ厚の 1.5 倍になるように制御する方法を示します。使用できる厚さ
の値は 10、12、および 16 mm です。

1. カスタム コンポーネント エディターでスチフナーのディテールを開きます。

a. モデル内のカスタム コンポーネントを右クリックします。
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b. [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。 

カスタム コンポーネント エディターが開き、[カスタムコンポーネントエ
ディタ] ツールバー、[カスタムコンポーネントブラウザー]、およびカス
タム コンポーネントの 4 つのビューが表示されます。

2. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する] ボタン

 をクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P2 を作成します。

4. 変数 P2 を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「=1.5*」と入力します。

b. [表示] リストで、[非表示] を選択します。

c. [ラベル名] ボックスに、「Plate calculation」と入力します。

5. カスタム コンポーネント ビューで梁を選択し、[カスタムコンポーネントブラ
ウザー] で梁 (メイン部材) をハイライトします。

6. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、メイン部材の [ウェブ厚] を選択しま
す。

7. 右クリックして [参照のコピー] を選択します。 

8. 参照値を [式] の =1.5* の後ろに貼り付けます。 
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注 参照関数は、部材のウェブ厚など、オブジェクトのプロパティを参照しま
す。オブジェクトのプロパティが変更された場合、参照関数の値も変更さ
れます。

9. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P3 を作成します。

10. 変数 P3 を次のように変更します。

a. [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

b. [式] ボックスに、「=if (P2 < 12 && P2 > 10) then 12 else if
(P2 > 12) then 16 else 10 endif endif」と入力します。 

これは、P2 が 12 未満で 10 よりも大きい場合は、厚さが 12 になることを
意味します。P2 が 12 よりも大きい場合は、厚さは 16 になります。これ
らのいずれの条件も満たさない場合は、厚さは 10 になります。

11. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、変数 P3 を 初のポリゴン プレート
の [プロファイル] プロパティにリンクします。 

12. 2 番目のポリゴン プレートに対して手順 11 を繰り返します。

ウェブ厚に応じてスチフナーの厚さを制御するすべての必要な変数が作成され、リ
ンクされました。

スチフナー プレートの作成を制御する変数を作成する

この例では、どのスチフナー プレートが作成されるか、およびプレートのクラス
は何かを制御する 5 つの変数を作成する方法を示します。

1. カスタム コンポーネント エディターでスチフナーのディテールを開きます。

a. モデル内のカスタム コンポーネントを右クリックします。
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b. [カスタムコンポーネントを編集] を選択します。 

カスタム コンポーネント エディターが開き、[カスタムコンポーネントエ
ディタ] ツールバー、[カスタムコンポーネントブラウザー]、およびカス
タム コンポーネントの 4 つのビューが表示されます。

2. [カスタムコンポーネントエディタ] ツールバーで、[変数を表示する] ボタン

 をクリックします。 

[変数] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P4 を作成します。

4. 変数 P4 を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「2」と入力します。

b. [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

c. [表示] リストで、[表示] を選択します。

d. [ラベル名] ボックスに、「Plates created」と入力します。

5. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P5 を作成します。

6. 変数 P5 を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「=if P4==0 then 0 else 1 endif」と入力しま

す。

b. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

c. [表示] リストで、[非表示] を選択します。

d. [ラベル名] ボックスに、「Do not create right」と入力します。

7. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P6 を作成します。

8. 変数 P6 を次のように変更します。

a. [式] ボックスに、「=if P4==1 then 0 else 1 endif」と入力しま

す。

b. [値のタイプ] リストで、[はい/いいえ] を選択します。

c. [表示] リストで、[非表示] を選択します。

d. [ラベル名] ボックスに、「Do not create left」と入力します。

9. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P7 を作成します。

10. 変数 P7 を次のように変更します。

a. P7 の名前を「LeftC」に変更します。

b. [式] ボックスに、「4」と入力します。

c. [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

d. [表示] リストで、[表示] を選択します。

e. [ラベル名] ボックスに、「Left plate class」と入力します。
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11. [追加] をクリックし、新しいパラメーター変数 P8 を作成します。

12. 変数 P8 を次のように変更します。

a. P8 の名前を「RightC」に変更します。

b. [式] ボックスに、「5」と入力します。

c. [値のタイプ] リストで、[数] を選択します。

d. [表示] リストで、[表示] を選択します。

e. [ラベル名] ボックスに、「Right plate class」と入力します。

13. [カスタムコンポーネントブラウザー] で、変数 P5 と RightC を右側のスチフ

ナー プレートにリンクします。 

14. 変数 P6 と LeftC を左側のスチフナー プレートにリンクします。 

例: カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスにイメージ付きリストを
追加する
次の例では、カスタム スチフナー ディテール ダイアログ ボックスにイラスト付き
のリストを追加する方法を示します。これを行うには、カスタム コンポーネント
ダイアログ エディターを使用するか、入力 (.inp) ファイルを手動で編集します。
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この例の開始時、ダイアログ ボックスには以下のようなテキスト ボックスが表示
されます。この場合、スチフナー プレートの作成を制御する値 (0 は左側、1 は右
側、2 は両側) を知っている必要があります。

テキスト ボックスをより使いやすいリストに置換します。

ダイアログ エディターを使用してリストを追加する

1. どのスチフナー プレートが作成されるかを制御するのに必要なすべての変数
を使用して、カスタム スチフナーのディテールを作成 (918 ページ)します。 

この例では、変数に Plates created という名前が付いています。

2. 編集するスチフナー ダイアログ ボックスを開きます。

a. モデル内で、カスタム スチフナーのディテールを選択します。

b. 右クリックして [カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスの編集]
を選択します。

3. プレート作成を制御するパラメーター変数の名前を確認します。

a. ダイアログ エディターで、[Plates created] ボックスをダブルクリックし
ます。 

[オブジェクト プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。

b. パラメーター変数の名前を確認します。 
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この例では、名前は P4 です。

c. [キャンセル] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

4. [Plates created] テキスト ボックスを選択し、Delete キーをクリックします。

5. [挿入] --> [属性] をクリックして、新しい属性リストを追加します。

6. [Plates created] ラベルの横の適切な位置に属性リストをドラッグします。

7. 属性リストを選択し、[ 変更 --> プロパティ ] の順にクリックしてプロパティ
を編集します。

8. 属性の [名前] として P4 と入力します。 

これで、プレート作成を制御するパラメーター変数に属性リストがリンクされ
ました。

9. [値の編集] をクリックして、リスト項目を追加します。

10. [属性値の編集] ダイアログ ボックスで、左プレートのイメージを追加します。

a. [参照して追加] をクリックします。

b. 適切なイメージを参照します。 

新しいイメージを作成する場合、ビットマップ (.bmp) 形式になっている

ことを確認します。イメージを ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\Bitmaps フォルダーに保存します。

c. [開く] をクリックします。

11. 右プレート、次に両プレートに対して手順 9 を繰り返し、イメージを追加しま
す。

12. [属性値の編集] ダイアログ ボックスで、両プレートのイメージを選択します。
次に、[デフォルト] をクリックして、この属性をデフォルト値にします。 
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13. [OK] をクリックします。

14. [オブジェクト プロパティ] ダイアログ ボックスで [適用] をクリックし、[キャ
ンセル] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

15. ダイアログ エディタでー、[ ファイル --> 上書き保存 ] の順にクリックして変
更を保存します。

16. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。

.inp ファイルを編集して、リストを追加します。

1. どのスチフナー プレートが作成されるかを制御するのに必要なすべての変数
を使用して、カスタム スチフナーのディテールを作成 (918 ページ)します。 

この例では、変数に Plates created という名前が付いています。

2. モデルで、[ ファイル --> モデル フォルダを開く ] の順にクリックして、現在
のモデル フォルダーを開きます。

3. \CustomComponentDialogFiles フォルダーに移動します。

4. テキスト エディターで .inp ファイルを開きます。 
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5. 次の行を削除します。 
parameter("Plates created", "P4", integer, number, 2)

6. 次の設定を使用して新しい Plates created 属性を追加します。 

7. 次の設定を使用して新しい P4 属性を追加します。 

リストに 3 つのオプションが含まれ、[両方] がデフォルト値になります。リス
トのオプションは、スチフナー プレートの作成を制御する変数 P4 にリンクさ
れます。
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8. 行番号を編集して、ダイアログ ボックスで変数と変数の間に空の行が表示さ
れないようにします。 

9. ダイアログ ボックスで使用するイメージを参照します。 

新しいイメージを作成する場合、ビットマップ (.bmp) 形式になっていること

を確認します。イメージを ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\Bitmaps フォルダーに保存します。

10. オプションのテキストをイメージの実際のファイル名に置き換えて、ファイル
名拡張子 .xbm を付けます。 

11. .inp ファイルを保存します。

12. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。

例: カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスにテキスト ボックスと
ラベルを配置する
この例では、カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスのリストの周辺にテキ
スト ボックスとラベルを配置する方法を示します。これを行うには、カスタム コ
ンポーネント ダイアログ エディターを使用するか、入力 (.inp) ファイルを手動で

編集します。
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この例の開始時、ダイアログ ボックスは次のように表示されます。

次のような方法で、ダイアログ ボックス要素をより適切に配置します。

ダイアログ エディターを使用して要素を配置する

1. スチフナー プレートの作成を制御するすべての必要な変数を使用して、カス
タム スチフナーのディテールを作成します (918 ページ)。

2. 編集するスチフナー ダイアログ ボックスを開きます。

a. モデル内で、カスタム スチフナーのディテールを選択します。

b. 右クリックして [カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスの編集]
を選択します。

3. イメージ付きリストの上に [Plates created] ラベルをドラッグします。

4. [Left plate class] ラベルと対応するテキストをリストの左側にドラッグしま
す。

5. [Right plate class] ラベルと対応するテキストをリストの右側にドラッグしま
す。

6. [Stiffener set back] ラベルと対応するテキスト ボックスをリストの下側にド
ラッグします。

7. ダイアログ エディタでー、[ ファイル --> 上書き保存 ] の順にクリックして変
更を保存します。

8. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。
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.inp ファイルを編集して要素を配置する

1. スチフナー プレートの作成を制御するすべての必要なパラメーター変数を使
用して、カスタム スチフナーのディテールを作成 (918 ページ)します。

2. モデルで、[ ファイル --> モデル フォルダを開く ] の順にクリックして、現在
のモデル フォルダーを開きます。

3. \CustomComponentDialogFiles フォルダーに移動します。

4. テキスト エディターで .inp ファイルを開きます。

5. ファイルを次のように編集します。 

6. .inp ファイルを保存します。

7. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。

例: カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスで使用できないオプショ
ンを淡色表示にする
この例では、条件に基づいて、カスタム スチフナー ディテール ダイアログ ボック
スで使用できないオプションを淡色表示にする方法を示します。これを行うには、
カスタム コンポーネント ダイアログ エディターを使用するか、入力 (.inp) ファ

イルを手動で編集します。

この例の開始時には、すべてのオプションが使用可能になっています。

右プレートだけが作成されている場合には、[Left plate class] テキスト ボックスが
使用できなくなるように定義します (その逆も同様です)。
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ダイアログ エディターを使用して、使用できないオプションを淡色表示にする

1. スチフナー プレートの作成を制御するすべての必要なパラメーター変数を使
用して、カスタム スチフナーのディテールを作成 (918 ページ)します。

2. 編集するスチフナー ダイアログ ボックスを開きます。

a. モデル内で、カスタム スチフナーのディテールを選択します。

b. 右クリックして [カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスの編集]
を選択します。

3. 右スチフナー プレートだけが作成されている場合には、[Left plate class] テキ
スト ボックスが淡色表示されるように定義します。

a. [Plates Created] リストで、右プレート クラスのイメージを選択します。

イメージに青色の選択枠が表示されている必要があることに注意してく
ださい。

b. Ctrl キーを押しながら、[Left plate class] テキスト ボックスをクリックし
ます。 

c. [表示と非表示の切替え]  ボタンをクリックします。 
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[Left plate class] テキスト ボックスが淡色表示されるようになりました。

4. [Right plate class] テキスト ボックスをクリックして、[Left plate class] テキス
ト ボックスの選択を解除します。

5. 左スチフナー プレートだけが作成されている場合には、[Right plate class] テ
キスト ボックスが淡色表示されるように定義します。

a. [Plates created] リストで、左プレート クラスのイメージを選択します。 

イメージに青色の選択枠が表示されている必要があることに注意してく
ださい。

b. Ctrl キーを押しながら、[Right plate class] テキスト ボックスを選択しま
す。 

c. [表示と非表示の切替え]  ボタンをクリックします。 

[Right plate class] テキスト ボックスが淡色表示されるようになりまし
た。

6. ダイアログ エディタでー、[ ファイル --> 上書き保存 ] の順にクリックして変
更を保存します。
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7. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。

.inp ファイルを編集して、使用できないオプションを淡色表示にする

1. スチフナー プレートの作成を制御するすべての必要なパラメーター変数を使
用して、カスタム スチフナーのディテールを作成 (918 ページ)します。

2. モデルで、[ ファイル --> モデル フォルダを開く ] の順にクリックして、現在
のモデル フォルダーを開きます。

3. \CustomComponentDialogFiles フォルダーに移動します。

4. テキスト エディターで .inp ファイルを開きます。

5. 次の行を、属性 P4 の行の末尾に追加します。 
"toggle_field:LeftC=0;RightC=1"

ロジックは次のとおりです。

イメージ CC_left が選択されると 0 が返され、CC_right が選択されると 1 が
返されます。CC_both が選択された場合は 2 が返されます。

toggle_field:RightC=1
0 (左) が選択された場合、[RightC] が淡色表示されます。

toggle_field:LeftC=0
1 (右) が選択された場合、[LeftC] が淡色表示されます。

6. .inp ファイルを保存します。

7. モデルを閉じてから再度開いて、変更内容を反映させます。

ヒ
ン
ト

スチフナー ダイアログ ボックスで使用できないオプションを淡色表示にするので
はなく非表示にする場合は、条件に感嘆符を追加します。

"toggle_field:!LeftC=0;!RightC=1"
これで、オプションが使用できない場合には完全に非表示になります。
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8.13 カスタム コンポーネントの設定
ここでは、さまざまなカスタム コンポーネント プロパティと平面タイプについて
詳しく説明します。

• カスタム コンポーネント ウィザードのカスタム コンポーネント プロパティ
(940 ページ)

新しいカスタム コンポーネントを作成する場合は、これらのプロパティを定義
する必要があります。既存のカスタム コンポーネントを変更する場合は、これ
らのプロパティの一部のみを変更できます。

• カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスのデフォルト プロパティ
(943 ページ)

各カスタム コンポーネントにあるダイアログ ボックスは変更することができ
ます。デフォルトでは、ダイアログ ボックスには、カスタム パーツ用の [位置]
タブとカスタム ジョイント、ディテール、およびシーム用の [一般] タブがあり
ます。

• 平面タイプ (948 ページ)

カスタム コンポーネントの距離変数を作成する場合は、平面タイプを選択する
必要があります。平面タイプによって、選択可能な平面が決まります。

• 変数プロパティ (951 ページ)

[変数] ダイアログ ボックスを使用して、距離変数およびパラメーター変数のプ
ロパティを定義することができます。

カスタム コンポーネント ウィザードのカスタム コンポーネント
プロパティ
[カスタムコンポーネントウイザード] を使用して新しいカスタム コンポーネント
を定義する場合は、これらのプロパティを定義する必要があります。既存のカスタ
ム コンポーネントを変更する場合は、これらのプロパティの一部のみを変更でき
ます。

詳細については、「カスタム コンポーネントの定義 (818 ページ)」および「カスタ
ム コンポーネントの編集と保存 (828 ページ)」を参照してください。
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[タイプ/メモ]タブのプロパティ
[タイプ/メモ]タブには、次のオプションがあります。

オプション 説明

Type カスタムコンポーネントのタイプを選択します。

タイプは、カスタムコンポーネントをモデルに挿入す
る方法に影響します。また、カスタムコンポーネント
を既存の部材に接続するかどうかもタイプで定義し
ます。

名前 カスタムコンポーネントの一意の名前を入力します。

説明 カスタムコンポーネントの簡単な説明を入力します。
この説明は、Tekla Structures の[アプリケーションとコ
ンポーネント]カタログに表示されます。

コンポーネントコード コンポーネント(設計基準参照など)に追加の名前また
は参照を入力します。これは、一般図、製品図、およ
びリストに表示することができます。

コンポーネントコードを図面に表示するには、[コンポ
ーネントマークプロパティ]ダイアログボックスで[コ
ード]を含めます。

[位置]タブのプロパティ
[位置]タブには、次のオプションがあります。

オプション 説明 注記

上方向 デフォルトの上方向を設
定します。

部材には使用できません。

原点 メイン部材を基準とする
コンポーネントの位置(ま
たは原点)。

ディテールと部材には使
用できません。

カスタムジョイントおよびシームの位置を定義できます。次のオプションを使用
できます。

オプション 説明 例

中 メイン部材の中心線と副
部材の中心線が交差する
場所。
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オプション 説明 例

ボックス面 メイン部材周囲ボックス
と副部材の中心線が交差
する場所。

ソリッド面 メイン部材と副部材の中
心線が交差する場所。

部材端 副部材の中心線がメイン
部材の端部に達する場所。

ガセット面 メイン部材の中心線と
初の副部材の中心線が交
差する場所。X 方向は、メ
イン部材の中心線に対し
て垂直になります。

[詳細設定]タブのプロパティ
[詳細設定]タブには、次のオプションがあります。

オプション 説明 注記

ﾃﾞｨﾃｰﾙﾀｲﾌﾟ コンポーネントを配置す
るメイン部材の面を指定
します。オプションは次
のとおりです。

• 中間ディテール

Tekla Structures によ
り、すべてのコンポー

ディテールとシームにの
み使用できます。
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オプション 説明 注記

ネントがメイン部材の
同じ面に作成されま
す。

• 端部ディテール

Tekla Structures によ
り、すべてのコンポー
ネントがメイン部材の
ディテールに も近い
面に作成されます。

非対称コンポーネントに
のみ影響します。

メイン部材に対する原点
位置

メイン部材を基準として、
ディテールを作成する際
にピックする位置を指定
します。

ディテールにのみ使用で
きます。

副部材に対する原点位置 副部材を基準として、コン
ポーネントを作成する位
置を指定します。

ジョイントとシームにの
み使用できます。

部材間に複数のコンポー
ネントを許可する

同じメイン部材に対して
さまざまな位置に複数の
コンポーネントを作成す
る場合に選択します。

ジョイントとシームにの
み使用できます。

指定点で配置 モデル内でピックした位
置に基づいてシームを配
置する場合に選択します。

Tekla Structures の自動シ
ーム認識を使用してシー
ムを配置する場合は、この
チェックボックスをオフ
にします。このオプショ
ンは、曲がったシームで特
に役立ちます。

シームにのみ使用できま
す。

位置の基準に外周ボック
スを利用する

選択して、周囲ボックス
(実際の部材プロファイル
を取り囲むボックス)の中
央の位置に基づいてカス
タム部材を配置する場合
に選択します。

部材にのみ使用できます。
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カスタム コンポーネント ダイアログ ボックスのデフォルト プロ
パティ
各カスタム コンポーネントにあるダイアログ ボックスは変更することができま
す。デフォルトでは、ダイアログ ボックスには、カスタム ジョイント、ディテー
ル、およびシーム用の [一般] タブと、カスタム パーツ用の [位置] タブがあります。

詳細については、「カスタム コンポーネントのダイアログ ボックスのカスタマイズ
(904 ページ)」を参照してください。

現在のプロパティを表示するには、モデル内でカスタムコンポーネントをダブルク
リックします。

カスタム ジョイント、ディテール、およびシームのデフォルト プロパティ
デフォルトでは、カスタム ジョイント、ディテール、またはシームのダイアログ
ボックスには、次のオプションがあります。

オプション 説明 注記

上方向 現在の作業平面を基準として、
副部材の周囲でコンポーネント
を回転させる方法を示します。
副部材が存在しない場合、Tekla
Structures ではジョイントがメ
イン部材の周囲を回転します。

 

ﾒｲﾝ部材に対する位置 メイン部材を基準とするコンポ
ーネントの作成位置。

ディテールにのみ使用
できます。

副部材に対する定義軸 選択したオプションに従って、
Tekla Structures によりコンポー
ネントが自動的に配置されま
す。

デフォルトでは、シー
ムにのみ使用できま
す。

ジョイントでこのプロ
パティを使用する場合
は、コンポーネントの
作成時に、[詳細設定] タ
ブの [部材間に複数の
コンポーネントを許可
する] チェック ボック
スをオンにします。

指示する位置に配置 ピックした位置にシームを配置
する場合に選択します。

シームにのみ使用でき
ます。

ﾃﾞｨﾃｰﾙﾀｲﾌﾟ コンポーネントを配置するメイ
ン部材の面を指定します。次の
オプションがあります。

• 中間ﾃﾞｨﾃｰﾙ

Tekla Structures により、すべ
てのコンポーネントがメイ

ディテールにのみ使用
できます。
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オプション 説明 注記

ン部材の同じ面に作成され
ます。

• 端部ﾃﾞｨﾃｰﾙ

Tekla Structures により、すべ
てのコンポーネントがディ
テールに も近い面に作成
されます。

非対称コンポーネントにのみ影
響します。

ロック 他のユーザーがプロパティを変
更できないようにするには、[は
い] を選択します。

 

[クラス] カスタムコンポーネントで作成
される部材のクラス。

 

ジョイント コード コンポーネントを識別します。
このジョイント コードは、図面
のコンポーネント マーク内に
表示できます。

 

ｵｰﾄﾃﾞﾌｫﾙﾄ ジョイントプロパティを設定す
る際に使用されるルールグルー
プ。

 

ｵｰﾄｺﾈｸｼｮﾝ Tekla Structures でジョイントを
選択する際に使用されるルール
グループ。

 

カスタム部材のデフォルトプロパティ
デフォルトでは、カスタム部材のダイアログボックスには、次のオプションがあり
ます。

オプション 説明 例

平面上 作業平面の部材の位置を変更します。 中
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オプション 説明 例

右

左

回転 部材を 90 度ずつ回転させます。 上と下

正面と背面

デプス 部材の位置を作業平面に対して垂直に
変更します。

中

正面
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オプション 説明 例

背

3 点目のハンド
ルの表示

ネストされたカスタム部材の 3 点目の
ハンドルを希望の方向に表示するよう
に設定します。

3 点目のハンドルを希望の方向に拘束で
きるので、部材を別の部材の回転に従わ
せることができます。

なし

上

左側
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平面タイプ
距離変数をカスタム コンポーネントに追加する場合は、平面タイプを選択する必
要があります。平面タイプによって、選択可能な平面が決まります。

次のオプションを使用できます。

詳細については、「カスタムコンポーネントへの変数の追加 (837 ページ)」を参照
してください。

平面タイプ 説明 例

境界平面 プロファイルを囲む周囲ボッ
クスの縁端を選択できます。

中心平面 プロファイルの中心平面を選
択できます。

カスタムコンポーネント 948 カスタム コンポーネントの設定



平面タイプ 説明 例

囲い平万 プロファイルの外面および内
面を選択できます。

カット部材平面 部材にライン カット、部材カ
ット、またはポリゴン カット
が含まれている場合、このオプ
ションを選択すると、カット面
を選択できます。フィッティ
ングを選択することはできま
せん。

コンポーネント平面 選択できるものは、カスタム
コンポーネントのコンポーネ
ント タイプと [原点] によって
決まります。

コンポーネント平面の例
考えられるコンポーネント平面の例を次に示します。選択できるものは、カスタム
コンポーネントのコンポーネント タイプと [原点] によって決まります。

部材のコンポーネント平面
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ジョイントのコンポーネント平面

ディテールのコンポーネント平面

シームのコンポーネント平面
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変数プロパティ
[変数] ダイアログ ボックスを使用して、パラメーター変数を表示、変更、および
作成し、固定距離変数と参照距離変数を表示します。

Tekla Structures は、カスタム コンポーネント (837 ページ)、スケッチした断面、お
よびパラメトリック モデリングで変数を使用します。次の例はカスタム コンポー
ネントの例ですが、スケッチした断面とパラメトリック モデリングにも同じ原則
があてはまります。

オプション 説明

カテゴリー [コンポーネントパラメータ] には、コン
ポーネントのすべての変数がリストさ
れます。

[モデルパラメータ] には、現在のモデル
の変数 (部材の端点と基準平面間の拘束
など) がリストされます。

変数名 変数の一意の名前。カスタム コンポー
ネント エディターで変数を参照すると
きに、この名前を使用します。

変数を正しく参照できるようにするに
は、名前の長さを 19 文字以内にする必
要があります。長い名前の変数は、参照
時に正しく機能しません。

式 このボックスは、値または式 (857 ペー
ジ) を入力する場合に使用します。

式は = で始まります。

戻り値 [式] の現在の値が表示されます。

値のタイプ リストから値のタイプ を選択します。
タイプにより、変数に入力できる値の種
類が決まります。

変数タイプ このプロパティには、[距離] または [パ
ラメトリック] のいずれかを選択できま
す。
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オプション 説明

表示 この設定は、変数の表示・非表示を制御
する場合に使用します。

カスタム コンポーネント ダイアログ ボ
ックスに変数を表示する場合は、[表示]
に設定します。

ラベル名 Tekla Structures のカスタム コンポーネ
ント ダイアログ ボックスに表示される
変数の名前。

大長は 30 文字です。

値のタイプ

値のタイプには、次のオプションがあります。

オプション 説明

番号 整数。数量と乗数に使用します。

長さ 小数 (浮動小数点数)。長さと距離に使
用します。長さの数値には単位 (mm、イ
ンチなど) があり、小数第 2 位に丸めら
れます。

テキスト テキスト (ASCII) 文字列。

係数 単位のない小数値。この値のタイプの
小数点以下の桁数は、[ ファイル メニュ
ー --> 設定 --> オプション --> 単位と小
数点 ] で設定できます。

角度 角度を保存する際の小数タイプ。角度
はラジアン単位で小数第 1 位まで保存
されます。

材質 材質カタログに関連付けられているデ
ータ タイプ。[材質の選択] ダイアログ
ボックスから材質の等級を選択すると
きに使用します。

プロファイル プロファイル カタログに関連付けられ
ているデータ タイプ。[プロファイルの
選択] ダイアログ ボックスからプロフ
ァイルを選択するときに使用します。

ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ

ボルトセット名

ボルト カタログにリンクされるデータ
タイプ。[ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ] は [ボルトセット
名] と連動しています。これらのデータ
タイプには、固定の命名形式が使用され
ます (Px_diameter と
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オプション 説明

Px_screwdin)。固定名は変更しない

でください。

コンポーネントのダイアログ ボックス
にこれらのデータ タイプの値を表示す
るには、P1_diameter と
P1_screwdin のように、両方の名前の

x が同じである必要があります。

施工場所 カスタム コンポーネント ダイアログ ボ
ックスで、施工場所 (現場/工場) を指定
する場合に使用します。[カスタムコン
ポーネントブラウザー] のボルトの [施
工場所] プロパティにリンクされます。

スタッド径

スタッドセット名

スタッド長さ

ボルト カタログにリンクされるデータ
タイプ。[スタッド径]、[スタッドセット
名]、および [スタッド長さ] は連動して
います。これらのデータ タイプには、固
定の命名形式が使用されます
(Px_size、Px_standard、および

Px_length)。固定名は変更しないでく

ださい。

これらに対する値をコンポーネントの
ダイアログ ボックスに表示するには、x
がすべてに対して同じである必要があ
ります。たとえば、P9_size、
P9_standard、P9_length のようにで

す。
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オプション 説明

孔のタイプ 孔タイプ (長孔/調整孔/孔なし) を選択す
るためのデータ タイプ。

距離リスト ボルト間隔など、長さの値を複数指定す
るオプションで使用します。

個々の距離の区切り文字としてスペー
スを使用します。

距離リストの合計 ボルト間隔など、リストされた長さの値
の合計値を計算するのに使用します。

個々の距離の区切り文字としてスペー
スを使用します。

溶接タイプ 溶接タイプを選択するためのデータ タ
イプ。

角処理タイプ 角の形状を指定するためのデータ タイ
プ。

詳細については、「部材の角処理の作成
(420 ページ)」を参照してください。

工場・現場 溶接場所(工場または建設現場) を指定
するためのデータタイプ。

鉄筋グレード

鉄筋サイズ

鉄筋曲げ半径

鉄筋カタログにリンクされるデータ タ
イプ。[鉄筋グレード]、[鉄筋サイズ]、
および [鉄筋曲げ半径] は連動していま
す。これらのデータ タイプには、固定の
命名形式が使用されます (Px_grade、
Px_size、および Px_radius)。固定名

は変更しないでください。

コンポーネントのダイアログ ボックス
にこれらのデータ タイプの値を表示す
るには、P1_grade、P1_size、
P1_radius のように、すべての名前の

x が同じである必要があります。
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オプション 説明

鉄筋のフックタイプ 鉄筋セットの端部ディテール モディフ
ァイアに使用して、フック タイプを指定
します。

長さ調整 指定した終点オフセットまたは脚の長
さに従って、鉄筋の長さを延長または短
縮する方法を指定するために、鉄筋セッ
トの端部ディテール モディファイアー
に使用します。

影響を受ける鉄筋 鉄筋セット モディファイアーに使用し
て、何本の鉄筋を変更するかを指定しま
す (1/1、1/2 など)。

鉄筋千鳥タイプ 鉄筋セットの分割線に使用して、千鳥タ
イプを指定します (左/右/中央)。

鉄筋のラップ側 鉄筋セットの分割線に使用して、重なり
側を指定します (左/右/中央)。

鉄筋のラップ配置 鉄筋セットの分割線に使用して、鉄筋の
両方を平行に合わせるか、どちらかの上
に重ねるかを選択します。

鉄筋のラップタイプ 鉄筋セットの分割線に使用して、ラップ
スプライス部分で鉄筋全体をオフセッ
トして鉄筋をまっすぐにするか、鉄筋端
部をオフセットして斜めに配置するか
を選択します。

溶接金網 カスタム コンポーネントで溶接金網を
指定する場合に使用します。[カスタム
コンポーネントブラウザー] の溶接金網
の [カタログ名] プロパティにリンクさ
れます。

配力筋位置 鉄筋金網に使用して、横筋を長手方向鉄
筋の上下どちらに配置するかを選択し
ます。

コンポーネント名

コンポーネント属性ファイル

カスタム コンポーネント内のサブコン
ポーネントを別のサブコンポーネント
で置き換える場合には、[コンポーネン
ト名] を使用します。[カスタムコンポ
ーネントブラウザー] のオブジェクトの
[名前] プロパティにリンクされます。

カスタム コンポーネント内のサブコン
ポーネントのプロパティを設定する場
合には、[コンポーネント属性ファイル]
を使用します。

[コンポーネント名] と [コンポーネント
属性ファイル] は連動しています。これ
らのデータ タイプには、固定の命名形式
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オプション 説明

が使用されます (Px_name と
Px_attrfile)。固定名は変更しない

でください。

コンポーネントのダイアログ ボックス
にこれらのデータ タイプの値を表示す
るには、P2_name と P2_attrfile の
ように、両方の名前の x が同じである必

要があります。

はい/いいえ Tekla Structures のカスタム コンポーネ
ントでオブジェクトを作成するかどう
かを指定する場合に使用します。[カス
タムコンポーネントブラウザー] のオブ
ジェクトの [作成] プロパティにリンク
されます。

パターン 形状カタログに関連付けられているデ
ータ タイプ。[形状カタログ] ダイアロ
グ ボックスから形状を選択する場合に
使用します。

ビットマスク ボルト セット (ナットとワッシャー) お
よび長孔対象部材を指定する場合に使
用します。[カスタムコンポーネントブ
ラウザー] のボルトの [ボルトセット構
成] および [長孔対象部材] プロパティに
リンクされます。

値は、1 および 0 で構成された 5 桁の数
字です。これは、ボルト プロパティのチ
ェック ボックスに関連しています。1
はチェック ボックスがオンになってい
ることを意味し、0 はチェック ボックス
がオフになっていることを意味します。

以下の例では、値は 10010 です。この場
合、ワッシャー付きのボルトとナットが
ボルト セットに作成されています。
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オプション 説明
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9 Tekla Structures で提供される事前
定義されたパラメトリック プロ
ファイル

Tekla Structures には、以下の事前定義されたパラメトリック プロファイルが用意さ
れています。

プロファイルは、デフォルトの環境でプロファイル カタログに表示されるのと同
じ順序で記載されています。

プロファイルをプロファイル カタログ内でグループ化する方法を変更するには、
プロファイル カタログ ルールを変更する必要があります。

9.1 I プロファイル

HIh-s-t*b (対称)

HIh-s-t1*b1-t2*b2

HIh1-h2-s-t*b

HIh1-h2-s-t1*b1-t2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

958 I プロファイル



9.2 I 形梁 (鋼材)

I_BLT_Ah-b1-s1-t1*h2-b2-s2-t2

I_BLT_B h*b1*t1*s-b2*t2

I_HEMh*b*c*s*t

I_VAR_Ah1-ht*b1-bt*s*t

9.3 L プロファイル

Lh*b*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

959 L プロファイル



9.4 Z プロファイル

BENTZ h*b*d*t[-a]

Z h*b*t

Z_VAR_A h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_B h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_C h1*b1*b2-s-h2*b3

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

960 Z プロファイル



9.5 U プロファイル

Uh*b*t

9.6 C プロファイル

Ch*b*t

C_BUILTh*b*s*t

C_VAR_Ah1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Bh1*b1-s-h2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

961 C プロファイル



C_VAR_Ch1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Dh-b-d-c-s

9.7 T プロファイル

Th-s-t-b

9.8 溶接ボックス プロファイル

HK h-s-t*b-c

HKh-s-t1*b1-t2*b2-c

9.9 溶接梁プロファイル

B_WLD_A h*b*s*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

962 T プロファイル



B_WLD_B h*b*s*t

B_WLD_C h*s

B_WLD_D h*b*s*t

B_WLD_E h*b*s*t

B_WLD_F h*b*s*[t]

B_WLD_G h*b*s*t*a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

963 溶接梁プロファイル



B_WLD_H h*bo*bu*s*to*tu

B_WLD_I h*bo*s*to*bu*tu*a

B_WLD_J h1*h2*b*s*t

B_WLD_K h1*h2*b*s*t

B_WLD_L h*wt*wb*s*tt*tb

B_WLD_M h1*p1*p2*p3*p4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

964 溶接梁プロファイル



B_WLD_N
p1*p2*p3*p4*p5*p6*p7*p8*p9

B_WLD_O b1*h1*b4*h5*b7*h6*P1*P2

B_WLD_P
W*H*FT*WT*TPT*TPW*BPT*BPW

9.10 ボックス プロファイル

B_BUILTh*b*s*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

965 ボックス プロファイル



B_VAR_Ah1-h2*t

B_VAR_Bh1-h2*t

B_VAR_Ch1-h2*t

9.11 WQ プロファイル

HQh-s-t1*t2*b2

HQh*s-t1*b1-t2*b2-c

9.12 角鋼

PLh*b

h=高さ

b=幅

(数が小さい方=b)

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

966 WQ プロファイル



9.13 棒鋼

Dd

ELDd1*r1*d2*r2

9.14 角鋼管

Ph*t (対称)

Ph*b*t

Ph1*b1-h2*b2*t

9.15 丸鋼管

PDd

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

967 棒鋼



PDd1*d2*t

EPDd1*r1*d2*r2*t

9.16 冷間圧延プロファイル

ZZh-t-e-b (対称)

ZZh-t-e1-b1-e2-b2

CCh-t-e-b (対称)

CCh-t-e1-b1-e2-b2

CW h-t-e-b-f-h1 (対称)

CW h-t-e1*b1-f1-f2-e2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

968 冷間圧延プロファイル



CUh-t-h1-b-e (対称)

CUh-t-h1-b1-h2-b2-e

EBh-t-e-b-a

EBh-t-e1-b1-e2-b2-a

参照点:1=右

2=左

3=上

BFh-s-b-h1

SPDd*t

SPDd2*d2*t

ESPD d1-d2*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

969 冷間圧延プロファイル



ECh-t-e-b-a

ECh-t-e1-b1-e2-b2-a

EDh-t-b-e-h1-h2-f1-f2-a

EEh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EFh-t-e-b1-b2-f1-f2/h1-a

EZh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

970 冷間圧延プロファイル



EWh-t-e-b1-b2-f1-f2-h2-h1-a

9.17 折板

FFLAa-b-t

FPANBh-b-t

FPANB_-b-t

FPANBAh-b-t

FPANBA_h-b-t

FPANBBh-c-d-t

FPANCVb-c-d-t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

971 折板



FPANGh-b-c-t

FPANGAh-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPAN a-b-c-t-g

FPANVVa-b-c-t-g

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

972 折板



FP_Ah-b-c-d-g

FP_AAh*b2*t*a

FP_Bh-b-c-d-g-i

FP_BBh-b-d

FP_Cb-h-c

FP_CCh-b-a-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

973 折板



FP_Db-h-c-d-f-g-i-j-s

FP_Eb-h-c-d-f-g-s

FP_Fb-h-c-d-f-g-s

FP_Gb-h-c-d-f-g-s

FP_Hb-h-c-d-f-s

FP_Ib-h-c-d-f-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

974 折板



FP_Jb-h-c-d-a

FP_Kb-h-c-d

FP_Lb-h-c-d-f-s

FP_Mb-h-c-d-s

FP_Nb-h-c-d

FP_Ob-h-c-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

975 折板



FP_Pa1*a2*h-b1*b2-Alpha1-Alpha2-
Beta1-Beta2-s

FP_Qb-h-c-d-s

FP_Rb-h-c-d

FP_Sb-h-c-s

FP_Tb-h-a-d-s

FP_Ub-h-a-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

976 折板



FP_Vb-h-s-c

FP_Wb-h-a-d-s

FP_WWh-b-a-c-s

FP_Yh-b-c-d

FP_Zd-h-b-s-a-f

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

977 帽子プロファイル



9.18 帽子プロファイル

HAT h*a*c*t

HATCa-b-c-b1-h-b3-b4-b5-s

HATAb1*h1*h2*h3*h4*h5*h6*b2*t*f*a*h
*b

HATBb*b1*b2*h*h1*h2*h3*h4*t*f*a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

978 I 形梁 (コンクリート)



9.19 I 形梁 (コンクリート)

HIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

IIh*b1*t1-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

SIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

9.20 根太受け梁 (コンクリート)

RCLs*h-b*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

979 根太受け梁 (コンクリート)



RCDLs*h-b*t

RCDLs*h-b*t1*t2

RCDXs*h-b*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1-ex

RCXXs*h-b*t*h1-h2-ex

RCXs*h-b*h2*h1

9.21 T プロファイル (コンクリート)

HTTh*b-s-t-b2-h2

TCh-b-t-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

980 T プロファイル (コンクリート)



TRIh*b-b2*t1-h3-t2

TTh*b-s-t-b2

TTTh*b-bl-br-hw-bwmin-bwmax

T_VAR_Ah1*h2*s*b1*t1-sft

T_VAR_Bh-b-c-d

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

981 不規則梁 (コンクリート)



9.22 不規則梁 (コンクリート)

IRR_Ab-h-g-c-d

IRR_Bh-b-c-d-f-g

IRR_Ch-b-c-d

IRR_Db1*b2-h1*h2

IRR_Eh-b-c-d-h2-h3-h4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

982 不規則梁 (コンクリート)



IRR_Fa*b

IRR_Gh*b*h2*b2

IRR_Hh*b*h2*b2

IRR_Ih*b*b2

IRR_Jh*b*b2

OCTB*b1-H*h1

REC_Ah-b

REC_Bh-b-b1

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

983 不規則梁 (コンクリート)



REC_Ch-b-b1

REC_Dh-b-b2

REC_Eh-b

REC_Fh-b

REC_Gh-b

REC_Hh-b

REC_I a-b*h

TRI_Ah-b

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

984 不規則梁 (コンクリート)



TRI_Ba1

TRI_Cb-h

TRI_Dh*b

TRI_Eb*h*h2*b2

9.23 パネル

PNL_Ah*b

PNL_Bh*b

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

985 パネル



PNL_Ch*b-a-ht*bt

PNL_Dh*b-a-ht*bt

PNL_Eh*b-a-ht*bt

PNL_Fh*b-a-ht*bt

PNL_Gh*b

PNL_Hh*b-a-ht

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

986 パネル



PNL_Ih*b-a-ht*bt

PNL_Jh*b-a-ht*bt

PNL_Kh*b

PNL_Lh-b-c-f

PNL_Mh-b-c-f-d

PNL_Nh-b-d-f-g-j

PNL_Oh-b-d-f-g-i-t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

987 変化断面



9.24 変化断面

HEXRECTh-b-br-hr

HXGONb

OBLINCLh1-h2-h3-h4-b

OBLRIDh1*b1*b2-h2-h3-l2-l1

OBLVAR_Ah1*b1*b2-h2

OBLVAR_Bh1-h2-b

OBLVAR_Ch-b-a-i-j-k-m-n

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

988 変化断面



OBLVAR_Dh-c-b

OBLVAR_Eh-b-a-c-d-i-j-k-l-m-p-o

OCTAGONb-b2

PRMDASh*b-he*be

PL_Vh*b-he*be

PRMDh*b-h2*b2

ROUNDRECTd-Rb*Rh-t*ye-ze

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

989 その他



9.25 その他

BLKSd1-d2

CAPd

HEMISPHERd

NUT_Md

RCRWh*b-b2*b3-b4-t1*t2-t3*t4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

990 その他



SKh*b-h2-t-b2-b3

SPHEREd

STBb-h-h1-b1-b2-d

STEPh-b*h1-b1-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

991 その他



10モデリングの設定

このセクションでは、Tekla Structures で変更できる設定の詳細について説明しま
す。

詳細情報のリンク:

• 部材マークの設定 (992 ページ)

• ナンバリング設定 (992 ページ)

• 鉄筋の設定 (996 ページ)

10.1 部材マークの設定
ここでは、特定の部材マークの設定の詳細について説明します。これらの設定は、
部材プロパティ パネルの [位置] および [終点オフセット] セクションまたはコンテ
キスト ツールバーを使用して変更することができます。

詳細情報のリンク:

作業平面上の部材の位置 (355 ページ)

部材の回転 (356 ページ)

部材の位置デプス (357 ページ)

部材の垂直位置 (359 ページ)

部材の水平位置 (360 ページ)

部材の終点オフセット (362 ページ)

10.2 ナンバリング設定
この節では、特定のナンバリング設定の詳細について説明します。

詳細情報のリンク:

• 全般的なナンバリング設定 (993 ページ)
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• 溶接ナンバリング設定 (994 ページ)

• 製品管理番号設定 (995 ページ)

全般的なナンバリング設定
[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを使用して、いくつかの全般的なナンバ
リング設定を表示および変更します。

設定 解説

すべてのマークの付け直
し

すべての部材に新しいマークが付けられます。 これまで
のマークに関する情報は、すべて失われます。

欠番(マーク)の利用 Tekla Structures は、削除された部材のマークを再使用しま
す。これらのマークは、新規または変更された部材に使用
することができます。

標準部材ライブラリーの
使用

標準部材モデルを別に設定している場合、Tekla Structures
は現在のモデルの部材と標準部材モデルの部材とを比較し
ます。

ナンバリング対象の部材と標準部材モデルの部材とがまっ
たく同一の場合、Tekla Structures では、標準部材モデルと
同じ部材マークが使用されます。

既存部材と比較 部材は、既にマークされている類似の部材と同じマークが
付けられます。

新しいマークを利用 部材に類似のナンバリング済みの部材があったとしても、
新しいマークが付けられます。

可能な限り現在のマーク
を保持

変更された部材は、変更前のマークを可能な限り維持しま
す。 部材または製品が他の部材または製品と同じになる
場合でも、元の位置番号は維持されます。

たとえば、モデル内に 2 つの異なる製品である B/1 と B/2
があるとします。その場合に、後で B/2 を変更して、B/1 と
同じになるようにするとします。[可能な限り現在のマー
クを保持] オプションを使用すると、モデルの番号を付け直
したときに、B/2 は元の位置番号を維持します。

マスターモデルと同期を
取る（保存 -> ナンバリン
グ -> 保存）

マルチユーザーモデルで作業する場合は、この設定を使用
します。Tekla Structures は、マスターモデルをロックし、
上書き保存、ナンバリング、上書き保存の手順を実行しま
す。したがって、操作実行中も他のユーザーは作業を続け
ることができます。

自動図面複製 図面の作成に使用されたメイン部材が変更されたために新
しい製品マークが与えられた場合、既存の図面は元の製品
マークを持つ他の部材に自動的に割り当てられます。

変更されたメイン部材が図面作成されていない製品マーク
に変更された場合、元の図面は変更された部材の変更部分
を反映するため自動的に複製されます。
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設定 解説

孔 孔の位置、サイズ、数はナンバリングに影響します。

部材名 部材名はナンバリングに影響します。

梁方向 製品のナンバリング時に梁の方向が影響します。

柱配置 製品のナンバリング時に柱の方向が影響します。

製品名 製品名はナンバリングに影響します。

製品フェーズ XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING が TRUE
に設定されているときにのみ有効になります。 TRUE.

製品フェーズはナンバリングに影響します。

鉄筋 鉄筋はナンバリングに影響を与えます。

埋め込み半製品 サブアセンブリは、キャストユニットのナンバリングに影
響を与えます。

仕上げ材 仕上げ材は製品のナンバリングに影響します。

溶接 溶接は製品のナンバリングに影響を与えます。

[許容値] 部材の寸法の違いがこのボックスに入力された値を下回る
場合、部材には同じマークが付けられます。

製品マークの並び替え 「製品およびキャストユニットのナンバリング (711 ペー
ジ)」を参照してください。

参照項目

ナンバリング設定の調整 (709 ページ)

標準部材モデルの作成 (735 ページ)

ナンバリングの例 (729 ページ)

溶接ナンバリング設定
[溶接ナンバリング]ダイアログボックスを使用して、溶接ナンバリング設定を表示
および変更します。溶接番号は、図面と溶接レポートに表示されます。

オプション 解説

[開始番号] ナンバリングの開始番号です。次の空き
番号が自動的に示されます。

[適用する溶接] 変更の対象となるオブジェクトを定義し
ます。

[すべての溶接]を指定すると、モデル内の
すべての溶接の番号が変更されます。

[選択された溶接]を選択すると、選択した
溶接の番号のみが変更され、他の溶接には
影響がありません。
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オプション 解説

[すべてのマークの付け直し] 既存の溶接番号が置き換えられます。

[欠番（マーク）の利用] 削除された溶接がある場合、他の溶接のナ
ンバリング時にその番号が使用されます。

参照項目

溶接のナンバリング (712 ページ)

製品管理番号設定
[製品管理番号作成(S9)]ダイアログボックスを使用して、製品管理番号設定を表示
および変更します。

オプション 解説

[ナンバリング] 製品管理番号を付ける部材を定義します。

[すべて]では、すべての部材に連続した番
号を作成します。

[マークシリーズ]では、特定のナンバーシ
リーズで部材の製品管理番号を作成しま
す。

[製品/キャストユニットナンバリングシリ
ーズ]

製品管理番号を作成するナンバーシリー
ズの頭マークおよび開始番号を定義しま
す。

[マークシリーズ]オプションでのみ必要で
す。

[製品管理番号の開始番号] ナンバリングを開始する番号です。

[ステップ] 2 つの製品管理番号の間隔を定義します。

[付け直す] 既に製品管理番号が割り当てられている
部材の処理方法を定義します。

[はい]を選択すると、既存の製品管理番号
が置き換えられます。

[いいえ]を選択すると、既存の製品管理番
号が保持されます。

[第 1 方向] 製品管理番号を割り当てる順序を定義し
ます。[第 2 方向]

[第 3 方向]
UDA の書込先 製品管理番号を保存する場所を定義しま

す。

[製品]では、製品またはキャストユニット
のユーザー定義情報に製品管理番号が保
存されます。
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オプション 解説

[メイン部材]では、製品またはキャストユ
ニットのメイン部材のユーザー定義情報
に、製品管理番号が保存されます。

製品管理番号は、[パラメータ]タブに表示
されます。

参照項目

製品管理番号 (719 ページ)

10.3 鉄筋の設定
この節では、Tekla Structures で変更できるさまざまな設定の詳細について説明しま
す。

詳細情報のリンク:

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ (996 ページ)

溶接金網プロパティ (998 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)

緊張材プロパティ (1015 ページ)

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ

[シングル鉄筋] および [鉄筋グループ] プロパティを使用して、鉄筋および鉄筋グル
ープのプロパティを参照および変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡
張子は次のとおりです。

• 鉄筋 (505 ページ)の場合、.rbr
• グループ (508 ページ)の場合、.rbg
• 円形グループ (517 ページ)の場合、.rci
• 曲げグループ (515 ページ)の場合、.rcu

一般、フック、かぶり厚、その他

以下のプロパティを単一の鉄筋および鉄筋グループに使用することができます。

オプション 説明

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使
用されるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。
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オプション 説明

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、サイ
ズ、等級、および曲げ半径
の組み合わせが事前定義
されています。[...] ボタン
をクリックして、[鉄筋の
選択] ダイアログ ボック
スを開きます。ダイアロ
グ ボックスには、選択し
た等級に利用できる鉄筋
のサイズが表示されます。
また、鉄筋が主筋、あばら
筋、帯筋のいずれであるか
も選択できます。

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

鉄筋の曲げごとに個別の値を入
力できます。値はスペースで区
切ります。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自の
小内部曲げ半径があります。

実際の曲げ半径は、通常、鉄筋曲
げ機のマンドレルのサイズに合
わせて選択されます。

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

ナンバリング 鉄筋のシリーズをマークします。

フック タイプ フックの形状。 鉄筋カタログ
(rebar_database.inp)
には、すべての標準フック
の事前定義された 小曲
げ半径および 小フック
長が含まれています。

「鉄筋へのフックの追加
(562 ページ)」を参照して
ください。

角度 カスタム フックの角度。

半径 標準フックまたはカスタム フッ
クの内部曲げ半径。

長さ 標準フックまたはカスタム フッ
クの直線部分の長さ。

平面上のかぶり厚 部材表面から鉄筋と同じ平面に
ある鉄筋までの距離。

「鉄筋のかぶり厚の定義
(564 ページ)」を参照して
ください。平面からのかぶり

厚
部材表面から鉄筋または鉄筋端
部までの、鉄筋平面に対して垂直
な距離。

始点面 鉄筋の 初の終点位置における
コンクリートかぶり厚さまたは
脚の長さ。

終点面 鉄筋の 2 番目の終点位置におけ
るコンクリートかぶり厚さまた
は脚の長さ。
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オプション 説明

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加できま
す。この情報には、番号、テキスト、またはリストを含める
ことができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用できま
す。

objects.inp ファイルを編集して、フィールドの名前を変

更したり、新しいフィールドを追加したりすることもできま
す。「」を参照してください。

鉄筋グループ タイプ、配布、作成

次のプロパティは、以下のモデル オブジェクトに使用することができます。

• 鉄筋グループ (テーパー (519 ページ) グループを含む)

• 鉄筋グループ (曲)

• 鉄筋グループ (円)

オプション 説明  
鉄筋グループタイ
プ

グループのタイプ。 「テーパーまたは螺旋状の鉄筋グ
ループの作成 (519 ページ)」を参
照してください。断面数

作成方法 鉄筋の間隔を設定する方
法。

「鉄筋グループでの鉄筋の分布
(555 ページ)」を参照してくださ
い。

鉄筋本数

ターゲット間隔値

間隔指定

間隔指定 (複数)
除く グループから除外される鉄

筋。
「鉄筋グループからの鉄筋の削除
(556 ページ)」を参照してくださ
い。

溶接金網プロパティ

[溶接金網] プロパティを使用して、溶接金網のプロパティを表示および変更しま
す。溶接金網プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rbm です。

オプション 説明

ナンバリング 一連の溶接金網をマークします。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋金網名。

Tekla Structures により、レポートおよび図面リストで溶接
金網名が使用されます。
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オプション 説明

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することがで
きます。

溶接金網タイプ 鉄筋金網の形状。 [ポリゴン]、[長方形]、または[折り]を
選択します。

配力筋位置 横筋を長手方向鉄筋の上下どちらに配置するかを定義し
ます。

親部材と同様にカッ
トする

部材に含まれるポリゴン カットまたは部材カットが金網
もカットするかどうかを定義します。

溶接金網 標準の溶接金網を作成するには、[...] ボタンをクリックし、
溶接金網カタログから溶接金網を選択します。

標準溶接金網のプロパティは、mesh_database.inpフ

ァイルで定義されます。

カスタム メッシュ (527 ページ) を作成するには、[カスタ
ム メッシュ] オプションを選択し、プロパティ (1000 ペー
ジ) を定義します。

等級 溶接金網の鋼材の等級です。

カスタム メッシュに使用できます。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ溶接金網に使用できます。

フック 「鉄筋へのフックの追加 (562 ページ)」を参照してくださ
い。

曲げ溶接金網に使用できます。

平面上のかぶり厚 部材表面から鉄筋と同じ平面上の主筋までの距離。

平面からのかぶり厚 部材表面から鉄筋または鉄筋端部までの、鉄筋平面に対し
て垂直な距離。

始点面 コンクリートのかぶり厚または溶接金網の始点から脚の
長さ。

長方形または曲げ溶接金網に使用できます。

終点面 鉄筋の終点位置におけるコンクリートカバーの厚さまた
は足の長さ。

曲げ溶接金網に使用できます。
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オプション 説明

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加で
きます。 この情報には、番号、テキスト、またはリスト
を含めることができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用でき
ます。

objects.inpファイルを編集して、フィールドの名前を

変更したり、新しいフィールドを追加したりすることもで
きます。 「」を参照してください。

参照項目

溶接金網を作成する (521 ページ)

溶接金網プロパティのカスタマイズ
[溶接金網] プロパティを使用して、カスタマイズされた溶接金網のプロパティを表
示および変更します。溶接金網プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rbm
です。

カスタマイズされた溶接金網 (527 ページ) の次のプロパティを定義できます。

1. 長手方向鉄筋の長さ

2. 横筋の長さ

3. 縦筋左定着長

4. 縦筋右定着長

5. 横筋左定着長
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6. 横筋右定着長

7. 長さ

8. 幅

オプション 説明

[間隔指定] 溶接金網の分布を定義します。

• [すべて同じ間隔]: 鉄筋が等間隔で配置された溶接金網を
作成するときに使用します。

Tekla Structures により、[距離] と [左定着長] の値を使用し
て、[長さ] または [幅] の長さに対応できる数の鉄筋が分
配されます。

[右定着長] は自動的に計算されます。この値を 0 (ゼロ)
にすることはできません。

• [異なる間隔]: 鉄筋の間隔が不規則な溶接金網を作成する
ときに使用します。

Tekla Structures により、[距離]、[左定着長]、および [右定
着長] の値に基づいて、[幅] と [長さ] が計算されます。

値を変更しない場合、間隔指定は [すべて同じ間隔] に変
更されます。

距離 長手方向鉄筋または横筋の間隔です。

間隔指定で [異なる間隔] を選択した場合は、すべての間隔値
をスペースで区切って入力します。 間隔値を繰り返すには
乗算を使用します。 次に例を示します。

2*150 200 3*400 200 2*150
鉄筋の間隔が不規則な溶接金網を作成できます。 長手方向
鉄筋および横筋に対して、異なる鉄筋サイズまたは複数の異
なる鉄筋サイズを定義することもできます。

複数の鉄筋サイズを使用してパターンを作成できます。 た
とえば、長手方向に鉄筋寸法として「20 2*6」と入力した場
合、Tekla Structures では、サイズが 20 の 1 本の鉄筋とサイズ
が 6 の 2 本の鉄筋で構成されるパターンが作成されます。
金網内でこのパターンを長手方向に繰り返すことができま
す。
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オプション 説明

[左定着長] 一番外側の長手方向鉄筋にかかる横筋の延長です。

一番外側の横筋にかかる長手方向鉄筋の延長です。[右定着長]
直径 長手方向鉄筋または横筋の直径またはサイズです。

長手方向鉄筋と横筋に対して複数の直径を定義できます。
直径の各値をスペースで区切って入力します。 直径値を繰
り返すには乗算を使用できます。 たとえば、長手方向に 12
2*6、横筋方向に 6 20 2*12 と指定できます。

[幅] 横筋の長さです。

[長さ] 長手方向鉄筋の長さです。

[等級] 溶接金網の鋼材の等級です。

参照項目

溶接金網を作成する (521 ページ)

溶接金網プロパティ (998 ページ)

鉄筋セットのプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットのプロパテ
ィを表示・変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.rst です。

属性

オプション 説明

ナンバリング 鉄筋のマーク シリーズ。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使用さ
れるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、等級、サイ
ズ、および曲げ半径の組み合わ
せが事前定義されています。プ
ロパティ パネルで [...] ボタン
をクリックし、[鉄筋の選択] ダ
イアログ ボックスを開きます。
ダイアログ ボックスには、選択
した等級に利用できる鉄筋のサ
イズが表示されます。また、鉄
筋が主筋、あばら筋、帯筋のい
ずれであるかも選択できます。

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自
の 小内部曲げ半径がありま
す。実際の曲げ半径は、通常、
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オプション 説明

鉄筋曲げ機のマンドレルのサイ
ズに合わせて選択されます。

自動で計算された値は角括弧内
に表示されます (例: [120.00])。

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができま
す。

レイヤー番号 鉄筋レイヤーの順番を定義します。レイヤー番号が小さいほど
鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近くなります。正または負
の数の両方を使用できます。

レイヤー順番番号を定義しない場合、Tekla Structures は鉄筋レイ
ヤーを作成順に配置します。 初に作成された鉄筋レイヤーが
コンクリート表面に も近くなります。

コンテキスト ツールバーで次のオプションを使用して、レイヤー
の順序を調整 (533 ページ)することもできます。

一方の鉄筋セットから他方の鉄筋セットにプロパティをコピー
(123 ページ) した場合、レイヤー番号はコピーされません。

間隔プロパティ

間隔ゾーン プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rst.zones です。

オプション 説明

始点オフセッ
ト

鉄筋セットの始点と終点のオフセット。

デフォルトでは、Tekla Structures はコンクリート カバー設定と鉄
筋径に従ってオフセット値を計算します。自動で計算された値
は角括弧内に表示されます (例: [32.00])。

オフセット値が [正確] な値か、[ 小] の値かを指定できます。
[ 小] を選択した場合、実際のオフセット値は間隔プロパティに
応じて、この値と比べて大きくなる場合があります。モデル ビュ
ーでは、50.00 (> 32.00) のように 小値が括弧に入る形で、 実際
の値と 小値の両方が表示されます。

も外側の鉄筋セットが分割線によって分割されると、自動オフ
セット値が変更される場合があります。また、分割された鉄筋は
コンクリート カバーの領域内に配置されます。

終点オフセッ
ト

長さ 現在の長さ単位における絶対値
([絶対]) か、すべての間隔ゾーン
の合計長に対する割合 ([相対])
で表される、間隔ゾーンの長さ。

[長さ]、[スペース数]、および
[間隔] の 3 つのプロパティのう
ち 2 つだけが、同時に [絶対] ま
たは [正確] に設定できます。

低 1 つの間隔プロパティは柔
軟性があり、実際の間隔の組み
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オプション 説明

スペース数 間隔ゾーンをいくつの間隔に分
割するか定義します。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

合わせを作成するために他の値
に伴って変わる必要がありま
す。モデル ビューでは、他の値
に伴って変わる値は赤で表示さ
れます。

間隔 間隔ゾーンの間隔値。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

詳細設定: 凸円

オプション 説明

直線の鉄筋 直線の鉄筋の長さ、 初と 後の脚の長
さ、および中間の脚の長さを丸めるかど
うかと、鉄筋の長さを丸めの精度に従っ
て も近い適切な数に切り上げるか、切
り下げるか、または丸めるかを定義しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

分割線での切り上げ 分割線の位置で、鉄筋の長さをどの程度
切り上げるかを定義します。

詳細設定: ステップのテーパー

オプション 説明

タイプ 鉄筋をステップ テーパーするかどうか、
およびテーパー ステップの作成方法を
定義します。

オプションは、[なし]、[距離]、および
[鉄筋本数] です。

[鉄筋本数] オプションを選択した場合
は、1 つのテーパー ステップの鉄筋の数
を入力します。

直線の鉄筋 [距離] オプションを選択した場合は、直
線鉄筋、 初と 後の脚、および中間の
脚のテーパー ステップの値を入力しま
す。

初と 後の脚

中間の脚
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その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックし、鉄筋セットのユーザー定義情報 (UDA)
を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイル名拡張子は .rst.more です。

ユーザー定義情報を使用して、鉄筋レイヤーの頭マークと番号、長さ調整設定など
の設定を定義または上書きできます。

参照項目

鉄筋セットの作成 (479 ページ)

鉄筋セットを変更する (532 ページ)

第 2 ガイドラインのプロパティ (1005 ページ)

脚の面のプロパティ (1006 ページ)

プロパティ モディファイアーのプロパティ (1007 ページ)

端部ディテール モディファイアーのプロパティ (1009 ページ)

分割線のプロパティ (1013 ページ)

第 2 ガイドラインのプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの第 2 ガイ
ドラインのプロパティを表示・変更します。

間隔プロパティ

第 2 ガイドラインに第 1 ガイドラインと同様の間隔プロパティを設定するには、プ
ロパティ パネルの [メイン部材から継承] リストから [はい] を選択します。必要に
応じて、[始点オフセット] と [終点オフセット] の値を変更できます。間隔値とゾー
ンの長さは、第 2 のガイドラインの長さと第 1 のガイドラインの長さの比率によっ
て自動的に拡大/縮小されます。

第 2 ガイドラインに第 1 ガイドラインとは別の間隔プロパティを定義するには、
[メイン部材から継承] リストから [いいえ] を選択し、必要に応じて次の間隔プロパ
ティを変更します。

オプション 説明

始点オフセッ
ト

鉄筋セットの始点と終点のオフセット。

デフォルトでは、Tekla Structures はコンクリート カバー設定と鉄
筋径に従ってオフセット値を計算します。自動で計算された値
は角括弧内に表示されます (例: [32.00])。

オフセット値が [正確] な値か、[ 小] の値かを指定できます。
[ 小] を選択した場合、実際のオフセット値は間隔プロパティに
応じて、この値と比べて大きくなる場合があります。モデル ビュ

終点オフセッ
ト
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オプション 説明

ーでは、50.00 (> 32.00) のように 小値が括弧に入る形で、 実際
の値と 小値の両方が表示されます。

も外側の鉄筋セットが分割線によって分割されると、自動オフ
セット値が変更される場合があります。また、分割された鉄筋は
コンクリート カバーの領域内に配置されます。

長さ 現在の長さ単位における絶対値
([絶対]) か、すべての間隔ゾーン
の合計長に対する割合 ([相対])
で表される、間隔ゾーンの長さ。

[長さ]、[スペース数]、および
[間隔] の 3 つのプロパティのう
ち 2 つだけが、同時に [絶対] ま
たは [正確] に設定できます。

低 1 つの間隔プロパティは柔
軟性があり、実際の間隔の組み
合わせを作成するために他の値
に伴って変わる必要がありま
す。モデル ビューでは、他の値
に伴って変わる値は赤で表示さ
れます。

スペース数 間隔ゾーンをいくつの間隔に分
割するか定義します。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

間隔 間隔ゾーンの間隔値。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

参照項目

モディファイアーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する (541 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)

脚の面のプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの脚の面の
プロパティを表示・変更します。

属性

オプション 説明

レイヤー番号 鉄筋レイヤーの順番を定義します。レイヤー番号が
小さいほど鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近く
なります。正または負の値の両方を使用できます。

デフォルトでは、Tekla Structures により鉄筋レイヤー
が作成順に並び替えられます。 初に作成された鉄
筋レイヤーがコンクリート表面に も近くなります。

コンテキスト ツールバーで次のオプションを使用し
て、レイヤーの順序を調整することもできます。
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オプション 説明

一方の脚の面から他方の脚の面にプロパティをコピ
ー (123 ページ)した場合、レイヤー番号はコピーされ
ません。

追加オフセット 脚の面と鉄筋の間の距離。

負の値を入力すると、鉄筋はコンクリートの外側に移
動します。

側面鉄筋を反転します [はい] にすると、鉄筋が脚の面の逆方向に反転されて
いるかどうかを表示し、[いいえ] にすると表示しませ
ん。デフォルト値は [いいえ] です。

参照項目

脚の面を使用して鉄筋セットを変更する (534 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)

プロパティ モディファイアーのプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットのプロパテ
ィ モディファイアーのプロパティを表示・変更します。プロパティ ファイルのフ
ァイル名拡張子は、.rst_pm です。

一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

グループ化 プロパティ モディファイアーの影響を受ける鉄筋を
グループ化するかどうか、およびどのようにグループ
化するかを選択します。次のオプションがあります。

• [自動]: 鉄筋は自動ルールに従ってグループ化され
ます。
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オプション 説明

• [手動]: 鉄筋は、形状や配置に関係なくグループ化
されます。

このオプションでは分割線の異なる面の鉄筋がグ
ループ化されないことに留意してください。

• [グループ化なし]: 鉄筋はグループ化されず、個々
の鉄筋となります。このオプションは、自動グル
ープ化と手動グループ化を上書きする場合に使用
します。

属性

オプション 説明

ナンバリング 鉄筋のマーク シリーズ。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使用さ
れるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、等級、サイ
ズ、および曲げ半径の組み合わ
せが事前定義されています。プ
ロパティ パネルで [...] ボタン
をクリックし、[鉄筋の選択] ダ
イアログ ボックスを開きます。
ダイアログ ボックスには、選択
した等級に利用できる鉄筋のサ
イズが表示されます。また、鉄
筋が主筋、あばら筋、帯筋のい
ずれであるかも選択できます。

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自
の 小内部曲げ半径がありま
す。実際の曲げ半径は、通常、
鉄筋曲げ機のマンドレルのサイ
ズに合わせて選択されます。

自動で計算された値は角括弧内
に表示されます (例: [120.00])。

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができま
す。

詳細設定: 凸円

オプション 説明

直線の鉄筋 直線の鉄筋の長さ、 初と 後の脚の長
さ、および中間の脚の長さを丸めるかど
うかと、鉄筋の長さを丸めの精度に従っ

初と 後の脚

中間の脚
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オプション 説明

て も近い適切な数に切り上げるか、切
り下げるか、または丸めるかを定義しま
す。

分割線での切り上げ 分割線の位置で、鉄筋の長さをどの程度
切り上げるかを定義します。

詳細設定: ステップのテーパー

オプション 説明

タイプ 鉄筋をステップ テーパーするかどうか、
およびテーパー ステップの作成方法を
定義します。

オプションは、[なし]、[距離]、および
[鉄筋本数] です。

[鉄筋本数] オプションを選択した場合
は、1 つのテーパー ステップの鉄筋の数
を入力します。

直線の鉄筋 [距離] オプションを選択した場合は、直
線鉄筋、 初と 後の脚、および中間の
脚のテーパー ステップの値を入力しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックして、鉄筋セット プロパティ モディファイ
アーのユーザー定義情報を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイル名拡
張子は .rst_pm.more です。

ユーザー定義情報を使用して、鉄筋レイヤーの頭マークと番号、長さ調整設定など
の設定を定義または上書きできます。

参照項目

モディファイアーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する (541 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)

端部ディテール モディファイアーのプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの端部ディ
テール モディファイアーのプロパティを表示および変更します。プロパティ ファ
イルのファイル名拡張子は、.rst_edm です。
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一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

終端部 [フック] または [クランク] を選択します。

空白オプションを選択した場合、フックまたはクラン
クは作成されませんが、長さの調整、端部開先、およ
びユーザー定義情報を定義できます。

フック

これらのプロパティは、[終端部] が [フック] のときに使用できます。

オプション 説明

フック タイプ フックの形状。 鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) に
は、すべての標準フックの事前
定義された 小曲げ半径および
小フック長が含まれていま

す。

「鉄筋へのフックの追加 (562 ペ
ージ)」を参照してください。

角度 カスタム フックの角度。

半径 標準フックまたはカスタム フ
ックの内部曲げ半径。

長さ 標準フックまたはカスタム フ
ックの直線部分の長さ。

フックの回転 鉄筋平面からのフックの回転角
度。3D 鉄筋を作成するために
使用します。

例:

クランク

これらのプロパティは、[終端部] が [クランク] のときに使用できます。
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(1) = 端部ディテール モディファイアーの位置

オプション 説明

クランク タイプ [クランクなし]、[標準クランク]、または [カスタム ク
ランク] を選択します。

クランクを作成する他の端部ディテール モディファ
イアーをオーバーライドするには、[クランクなし] オ
プションを使用します。

標準クランクでは、鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) からクランク寸法が読み取

られます。

クランク直線部の長さ カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
長さを入力します。

これは上の図の (2) です。

クランク長さ カスタム クランクで、クランク セグメントの長さを
斜め (4) と水平 (3) のどちらの方向に定義するかを選
択します。

または

どちらかを選択し、必要な距離または鉄筋径の乗数を
入力します。

クランク オフセット カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
オフセット距離を入力します。

これは上の図の (5) です。

デフォルト値は、2 * 実際の鉄筋の直径です。

クランク回転 クランクを回転させる角度を定義します。

長さ調整

オプション 説明

調整タイプ 鉄筋の長さを調整するかどうか、どのように調整する
か (延長または短縮) を選択します。

• [調整はありません]: 鉄筋の長さは調整されませ
ん。
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オプション 説明

• [終点オフセット]: 指定した終点オフセットに従っ
て鉄筋の長さが調整されます。

このオプションを使用すると、脚の面をコンクリ
ート面の上に維持し、脚の面のコンクリート面へ
の順応性を維持しながら、鉄筋の両端を延長また
は短縮することができます。

• [足の長さ]: 指定した脚の長さに従って鉄筋の長さ
が調整されます。

長さ 調整タイプに応じて、終点オフセットの長さまたは脚
の長さ。

終点オフセットでは、正の値を入力して鉄筋を延長す
るか、負の値を入力して鉄筋を短縮します。

脚の長さでは、正の値を入力して脚の長さを設定しま
す。

鉄筋の両端の整列 直線の鉄筋の長さが丸められている場合、またはステ
ップ テーパーの場合は、端部ディテール モディファ
イアーに も近い鉄筋端部が揃えられるかどうかを
選択します。

[いいえ] を選択すると、丸めとステップのテーパーは
鉄筋セットのテーパー端部で行われ、両方の端部がテ
ーパーの場合は、角度がより大きい端部で行われま
す。

端部開先

オプション 説明

方法 鉄筋の終了方法を選択します。次のオプションがあ
ります。

• カプラー

• カプラー (メス)
• カプラー (オス)
• ねじ切り

• アンカー

Type 終了方法のタイプを選択します。次のオプションが
あります。

• 標準

• 位置

• ブリッジング

• 移動時間

• ボルト
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オプション 説明

• 溶接可能

製品 端部ディテールの製品名。レポートに表示できます。

コード 端部ディテールの製品コード。レポートに表示でき
ます。

ねじ切りタイプ ねじ切りのタイプを入力します。

ねじ切り長 鉄筋端部からのねじ切りの長さ。

追加製作長 ねじ切り方法によって必要になる追加の長さ。レポ
ートに表示される場合もありますが、鉄筋の全長には
影響しません。

その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックして、鉄筋セットの端部ディテール モディ
ファイアーのユーザー定義情報を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイ
ル名拡張子は .rst_edm.more です。

参照項目

モディファイアーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する (541 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)

分割線のプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの分割線の
プロパティを表示・変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡張子
は、.rst_sm です。

以下の設定の一部は分割線の方向に依存します。各分割線の中点に近い矢印シン

ボル  は、分割線の方向、左側、および右側を示しています。矢印は、分割
線の始点から終点の方向に向いています。

一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

モデリングの設定 1013 鉄筋の設定



オプション 説明

分割タイプ [重ね] または [クランク] を選択します。

分割オフセット 分割線からどの程度離れた位置に分割が作成される
かを定義します。

正の値を指定すると、分割が分割線の右側に移動し、
負の値を指定すると、分割が分割線の左側に移動しま
す。

重ね

これらのプロパティは、[分割タイプ] が [重ね] のときに使用できます。

オプション 説明

重ねタイプ [標準重ね] または [カスタム重ね] を選択します。

ラップ長さ カスタム重ねでは、ラップ スプライスの長さを入力し
ます。

標準重ねでは、ラップ長さは鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) から読み込まれます。

ラップ側 ラップ スプライスが分割線のどちら側になるか選択
します。

• 左ラップ

• 右ラップ

• 中央ラップ

ラップ配置 鉄筋の両方を平行に合わせるか、どちらかの上に重ね
るかを選択します。

クランク

これらのプロパティは、[分割タイプ] が [クランク] のときに使用できます。

(1) = 分割線の位置

オプション 説明

クランク タイプ [標準クランク] または [カスタム クランク] を選択し
ます。

標準クランクでは、鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) からクランク寸法が読み取

られます。
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オプション 説明

クランク直線部の長さ カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
長さを入力します。

これは上の図の (2) です。

クランク長さ カスタム クランクで、クランク セグメントの長さを
斜め (4) と水平 (3) のどちらの方向に定義するかを選
択します。

または

どちらかを選択し、必要な距離または鉄筋径の乗数を
入力します。

クランク オフセット カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
オフセット距離を入力します。

これは上の図の (5) です。

デフォルト値は、2 * 実際の鉄筋の直径です。

クランク側 分割線のどちら側にクランクを作成するかを選択し
ます ([左] または [右])。

クランク回転 クランクを回転させる角度を定義します。

千鳥

オプション 説明

千鳥 スプライスを千鳥配置するか、またどの方向に千鳥配
置するかを選択します。次のオプションがあります。

• 千鳥なし

• 左千鳥

• 右千鳥

• 中央千鳥

千鳥オフセット 千鳥配置するときの隣接する鉄筋のオフセット。

参照項目

モディファイアーを使用して鉄筋セットをローカルに変更する (541 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (1002 ページ)
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緊張材プロパティ

[緊張材パタン] プロパティを使用して、緊張材のプロパティを表示および変更しま
す。プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.rbs です。

オプション 説明

一般

ナンバリング 緊張材のマーク シリーズ。

[名前] ユーザー定義可能な緊張材名。

Tekla Structures では、緊張材名は、レポートと図面リス
トで使用されるほか、同じタイプの緊張材の識別にも使
用されます。

[等級] 緊張材の鋼材の等級。

[サイズ] 緊張材の直径。

環境によって、緊張材の公称径か、径を定義するマーク
のいずれかを表します。

[曲げ半径] 緊張材の内部曲げ半径。

曲げごとに個別の値を入力できます。値はスペースで
区切ります。

［クラス］ 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、緊張材をクラス別に異なる色で表示すること
ができます。

[引張荷重] 緊張材あたりのプレストレス荷重 (kN)。
[断面数] 緊張材パタンの断面の数。

次に例を示します。

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 1

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 2

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 3
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オプション 説明

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 4

次のダブル T 梁の断面の数は 4 です。

シース

[シース利用のストラン
ド]

緊張材番号を入力します。緊張材番号は、緊張材の選択
順を示す番号です。

[始端から]
[中央から始端へ]
[中央から終端へ]
[終端から]

シースの長さを入力します。

[対象] チェック ボックスをオンにすると、[始端から]
および [中央から始端へ] の値が [終端から] および [中
央から終端へ] にコピーされます。

[対称性] 始点と終点の長さを対称にするかどうかを定義します。

その他

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加
できます。 この情報には、番号、テキスト、またはリ
ストを含めることができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用で
きます。

ユーザー定義情報の値を設定するには、[ユーザー定義
情報] ボタンをクリックします。

objects.inpファイルを編集して、フィールドの名前

を変更したり、新しいフィールドを追加したりすること
もできます。「」を参照してください。

参照項目

緊張材パタンの作成 (527 ページ)

鉄筋緊張材のシース (529 ページ)
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