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1 詳細設定のリファレンス

詳細設定により、お使いの Tekla Structures のバージョンをカスタマイズできます。
たとえば、さまざまなファイル名と場所を設定したり、図面で使用される記号を定
義したり、ナンバリングの方法を変更したりできます。

詳細設定の値の確認と変更

ほとんどの詳細設定はユーザー インターフェイスで利用できます。設定にアクセ
スするには、[ ファイル メニュー --> 設定 ] をクリックして、[設定] セクションで
[詳細設定] を選択します。

一部の詳細設定は [詳細設定] ダイアログ ボックスに表示されず、初期化ファイル
でのみ設定できます。この場合、設定のドキュメントで言及されます。

ドキュメントで示される詳細設定のデフォルト値は、デフォルト環境のものです。
値はローカライズされた環境によって異なる場合があります。プロジェクトで使
用されるデフォルトの値を変更する場合は、プロジェクト フォルダーまたは企業
フォルダー にある初期化ファイル に詳細設定を追加します。初期化ファイル内の
設定は、モデルの既存の選択を変更しません。それらはモデルを新規作成したとき
や、モデルに以前の値がない設定の値を追加したときに使用されます。

初期化ファイルで設定されているものを含め、現在のモデルで設定されているすべ
ての詳細設定の値を一覧表示するには、[詳細設定] ダイアログ ボックスの下部に
ある [ファイルへの書き込み] ボタンをクリックします。

詳細設定のドキュメントを見つける

[詳細設定] ダイアログ ボックスに表示される詳細設定のドキュメントを表示する
には、ダイアログ ボックスで詳細設定を選択し、キーボードの F1 キーを押しま
す。これにより、その設定に適したヘルプ ページが開き、ダイアログ ボックスに
短い説明がある設定についても多くは詳細が提供されます。

以下に、詳細設定の一覧をアルファベット順 (先頭の XS は無視) に記載します (添
付のリストを参照)。たとえば、A には詳細設定 XS_AISC_WELD_MARK が示され、

B には XS_BACKGROUND_COLOR, が示されるというようにです。XSR で始まる詳

細設定は、R に記載されています。

ヒント 詳細設定の名前からドキュメントを見つけるには、詳細設定検索ツール を使用し
ます。
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1.1 詳細設定 - A

XS_AD_ANALYSIS_PLANES_ENABLED

カテゴリ:解析

この詳細設定を FALSE に設定し、Tekla Structures 2017i 以前のバージョンで使用さ

れていた解析モデルの作成方法に戻します。

デフォルト値は、TRUE です。

値を変更すると、Tekla Structures によって解析モデルが再度作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM

カテゴリ

解析と設計

曲線部材と直線セグメントの間の 大距離を設定します。値をミリメートル単位
で入力します。デフォルト値は、25.0 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM

カテゴリ:解析

この詳細設定を使用して、解析部材がモデル ビューに表示されるときの解析部材
の直径を定義します。値をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は 70
mm です。
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この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。新しい設定を有効にするには、値を変更した後で

モデル ビューを再描画します。

参照項目

XS_AD_DRAW_NODE_SCALE (53 ページ)

XS_AD_DRAW_NODE_SCALE

カテゴリ:解析

この詳細設定を使用して、解析節点がモデル ビューに表示されるときに、解析節
点のサイズを拡大/縮小します。デフォルト値は 1 です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。新しい設定を有効にするには、値を変更した後で

モデル ビューを再描画します。

参照項目

XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM (52 ページ)

XS_AD_ELEMENT_ANGLE_CHECK_ANGLE_DIFF_LIMIT

カテゴリ

解析と設計
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解析モデルの有効性をテストするための、物理部材と解析モデルの部材の間の角度
の許容範囲を設定します。角度がこの許容範囲よりも大きい場合、メッセージが表
示され、ログに警告が追加されます。トラスなどの解析モデルでは、角度の小さな
違いはよくあることです。デフォルト値は、10.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_ENVIRONMENT

カテゴリ

解析

この詳細オプションは、環境を設定するため(たとえば、断面データベースを設定
するため)に解析の統合で使用されます。デフォルト値は、Europeです。

有効な値は、使用される解析アプリケーションによって異なります。 一部のアプ
リケーションでは、この詳細オプションは使用されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_GET_MOMENT_CONNECTION_STATUS

カテゴリ

解析と設計

解析モデルで[結果取得]コマンドを使用するときに[モーメントコネクションシン
ボル]オプションが設定される値([はい]または[いいえ])を指定します。[モーメン
トコネクションシンボル]オプションは、部材の[ユーザー定義情報プロパティ]ダイ
アログボックスの[端部条件]タブで使用でき、モーメントコネクションシンボルを
図面に表示するかどうかを定義します。

詳細オプションを次のいずれかの値に設定します。

• yz:回転 ry および rz が解析モデルで固定されている場合は、値[はい]が使用さ

れ、それ以外の場合は[いいえ]が使用されます。

• xyz:すべての回転が解析モデルで固定されている場合は、値[はい]が使用され、

それ以外の場合は[いいえ]が使用されます。

• z:回転 rz が解析モデルで固定されている場合は、値[はい]が使用され、それ以

外の場合は[いいえ]が使用されます。

• 詳細オプションが設定されていない:[モーメントコネクションシンボル]オプシ
ョンに手動で設定した値が使用されます。
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デフォルト値は、yzです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

[解析モデル]ダイアログボックスで[結果取得]コマンドまたは[選択部材の結果取
得]コマンドを使用するときに、鋼材およびコンクリートの設計値を Robot から
Tekla Structures にインポートするには、この詳細オプションを TRUEに設定しま

す。 デフォルト値は、TRUEです。 設計値をインポートしない場合は、この詳細オ

プションを FALSEに設定します。

参照項目

XS_AD_GET_RESULTS_FORCES (55 ページ)

XS_AD_GET_RESULTS_FORCES

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

[解析モデル]ダイアログボックスで[結果取得]コマンドまたは[選択部材の結果取

得]コマンドを使用するときに、荷重を Robot から Tekla Structures にインポートす
るには、この詳細オプションを[TRUE]に設定します。 デフォルト値は、FALSEで

す。

参照項目

XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES (55 ページ)

XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

カテゴリ:解析

この詳細設定を使用して、Tekla Structures からの STAAD.Pro エクスポートで繰り返
し荷重の代わりに荷重組み合わせを作成するかどうかを定義します。

0 に設定すると REPEAT LOAD を使用し、1 に設定すると LOAD COMBINATION を
使用します。
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デフォルト値は、0 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_MEMBER_NUMBER_VISUALIZATION

カテゴリ

解析と設計

モデルビューで解析モデルを表示するときの、部材番号の表示と非表示を切り替え
ます。デフォルト値は TRUEで、番号が表示されます。番号を非表示にするには、

FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT

カテゴリ

解析と設計

analysis_results.db5データベースに結果を保存する解析部材の点を定義す

るために使用します。この詳細オプションは各解析部材の分割数を定義します。

整数値を入力します。デフォルト値は 0で、変位の結果は保存されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

部材端部の変位だけを保存するには、

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNTを 1に設定します。

端部の変位に加えて、3 か所の中点の変位の結果を保存するには、

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNTを 4に設定します。

参照項目

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE (57 ページ)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT (56 ページ)

詳細設定のリファレンス 56 詳細設定 - A



XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT

カテゴリ

解析と設計

analysis_results.db5データベースに結果を保存する解析部材の点を定義す

るために使用します。この詳細オプションは各解析部材の分割数を定義します。

デフォルトは 1で、部材端部の結果だけが保存されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

端部の結果に加えて、各部材の 3 か所の中点(四分位数)の結果を保存するには、

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNTを 4に設定します。

参照項目

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE (57 ページ)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT (56 ページ)

XS_AD_MEMBER_RESULT_GRID_SIZE

カテゴリ

解析と設計

プレート、スラブ、およびパネルの解析結果のグリッドの間隔を定義します。値を
ミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、500です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE

カテゴリ

解析と設計

解析結果における解析部材の点間の 小距離を定義します。値をミリメートル単
位で入力します。デフォルト値は、500です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT (56 ページ)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT (56 ページ)

XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION

カテゴリ:解析

モデル ビューで解析モデルを表示する場合に、異なる解析部材のタイプを色分け
して表示します。デフォルト値は TRUE で、解析クラス (753 ページ) の色を使用し

て、解析部材が表示されます。設定が FALSE の場合、プレート オブジェクトは解

析クラスの色を使用して表示され、他の解析部材は青色で表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT

カテゴリ

解析

この詳細オプションを使用すると、解析節点の間隔が制限値未満の場合に警告が表
示されます。

制限値をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は 0です。つまり、警告は

表示されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

解析節点の間隔が 5 mm 未満の場合に警告を表示するには、

XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMITを 5に設定します。

参照項目

XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT (61 ページ)

XS_AD_SHORT_RIGIDLINK_WARNING_LIMIT (62 ページ)
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XS_AD_NODE_NUMBER_BY_Z

カテゴリ:解析

この詳細設定を TRUE に設定すると、新しい解析節点の開始番号が、節点の全体 z-
座標に従って設定されます。次に例を示します。

• z が 1000.0 未満の場合、節点の開始番号は 0 になります。

• z が 1000.0～1999.0 の場合、節点の開始番号は 1000 です。

• z が 2000.0～2999.0 の場合、節点の開始番号は 2000 です。

開始番号を超える、使用されていない 初の番号が節点に割り当てられます。

デフォルト値は、FALSEです。

XS_AD_NODE_NUMBER_VISUALIZATION

カテゴリ

解析と設計

モデルビューで解析モデルを表示する場合に、ノードの番号の表示と非表示を切り
替えます。デフォルト値は TRUEで、番号が表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

カテゴリ

解析と設計

プロファイルカタログの解析値をチェックします。 設計 適化を有効にするに
は、値 FALSEを使用します。 設計 適化を無効にするには、値 TRUEを使用しま

す。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL (342 ページ)
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XS_AD_OPTIMISATION_NO_WEIGHT_SORT

カテゴリ

解析

適化断面グループがプロファイルカタログから取得されると、デフォルトでは、
断面の重量(断面積)に応じてグループが並べ替えられます。この詳細オプション
を TRUEに設定すると、この並べ替えが無効になり、断面の順序はプロファイルカ

タログでの順序と同じになります。

値 FALSEを使用すると、断面の重量に基づいてグループが並べ替えられます。デ

フォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_OPTIMISATION_RECURSE_CATALOG

カテゴリ

解析と設計

この詳細オプションを TRUE に設定すると、鋼部材のサイズを 適化するためのプ

ロファイル カタログのルールが無視され、プロファイル カタログ全体が検索され
ます。 ルールを考慮する場合は、FALSE に設定します。 デフォルト値は TRUE で
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_RESULT_DATABASE_ENABLED

カテゴリ

解析と設計

解析結果データベース analysis_results.db5を作成するかどうかを定義しま

す。デフォルト値は TRUEです。この場合は、解析結果データベースが作成されま

す。

解析結果データベースを作成しない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定

します。これにより、いくつもの荷重組み合わせがある大きなモデルをより高速
に、より少ないメモリ消費量で使用できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_AD_RIGID_DIAPHRAGM_VISUALIZATION

カテゴリ

解析と設計

剛ダイヤフラムの表示に追加線状を描画するかどうかを定義します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

詳細オプションの設定値 表示設定

TRUE(デフォルト)

FALSE

XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT

カテゴリ

解析

この詳細オプションを使用すると、解析部材が制限値よりも短い場合に警告がトリ
ガーされます。

長さをミリメートル単位で入力します。 デフォルト値は 50 です。制限値を 0 に
設定した場合、チェックは実行されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_AD_SHORT_RIGIDLINK_WARNING_LIMIT

カテゴリ

解析

この詳細オプションを使用すると、解析剛結リンクが制限値よりも短い場合に警告
がトリガーされます。長さをミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、

10です。制限値を 0 に設定した場合、チェックは実行されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_SOLID_AXIAL_EXPAND_MM

カテゴリ:解析

解析モデルの作成時に、部材が干渉しているかどうかをチェックするときに使用さ
れます。部材間に小さな隙間がある場合にも、指定された距離だけ軸方向に部材が
拡張され、干渉が作成されます。デフォルト値は 25 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM (62 ページ)

XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM

カテゴリ:解析

解析モデルの作成時に、部材が干渉しているかどうか、また解析モデルでそれらを
接続する必要があるかどうかをチェックするときに使用されます。部材間に隙間
がある場合にも、副部材がすべての方向に指定された距離だけ拡張され、干渉が作
成されます。デフォルト値は、75 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_AD_SOLID_AXIAL_EXPAND_MM (62 ページ)
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XS_AD_SUPPORT_VISUALIZATION

カテゴリ

解析と設計

モデルビューで解析モデルを表示する場合に、支持条件の表示と非表示を切り替え
ます。デフォルト値は TRUEで、支持条件を表示します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AD_USE_HIGH_ACCURACY

カテゴリ

解析

解析モデルの作成時に、より大きな許容値を許可するには、この詳細オプションを
FALSEに設定します。 状況によっては、この設定で、より適切な解析モデルが作

成される場合があります。 解析モデルの作成で、より大きな許容値を許可しない
場合は、この詳細オプションを TRUEに設定します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ADAPTIVE_OBJECTS

カテゴリ

モデリング

適応方法の定義に使用します。 次のオプションがあります。

• ENABLED:新しい適応方法を使用します。

• ENABLED_OLD:古い適応方法を使用します。

• DISABLED:適応性は無効です。

デフォルト値は ENABLEDです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

カテゴリ: 図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、ポリゴン カットを使用してモデルに作成した

円の中心点にスナップするときに、円の中心点にスナップ ポイントを設定するこ
とができます。 寸法などを作成する必要があるときに、円の中心点にスナップす
る必要がある場合があります。 デフォルト値は、FALSE です。

値を変更した場合は、図面を再度開く必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ADJUST_GRID_LABELS

カテゴリ

モデルビュー

この詳細オプションを FALSEに設定すると、ズームイン時の基準線ラベルの動的

な移動が無効になり、ラベルが基準線の縁端に固定されます。デフォルト値は

TRUEで、基準線ラベルは表示されたままになります。基準線ラベルが常に表示さ

れるような大きな基準線を操作する場合、Tekla Structures の動作が遅くなる可能性
があります。詳細オプションを変更した後で、変更を有効にするにはビューを閉じ
て再度開きます。

XS_AISC_WELD_MARK

カテゴリ:溶接

AISC 溶接マークを作成して、脚の長さをデフォルトのすみ肉溶接サイズ寸法とし
て使用し、以下のライン溶接プロパティを使用して矢印側の溶接を作成するには、
この詳細設定を TRUEに設定します。

ISO 溶接マークを作成して、のど厚をでふぉるとのすみ肉溶接サイズ寸法として使
用し、上のライン溶接プロパティを使用して矢印側の溶接を作成するには、この詳
細設定を FALSEに設定します。デフォルト値は FALSEです。

この詳細設定は、断続溶接の間隔にも影響を与えます。

• TRUE の場合、溶接の中心と中心の間隔として溶接プロパティに入力された [ピ
ッチ] の値が使用されます。

• FALSE の場合、溶接間の距離として溶接プロパティに入力された [ピッチ] 値が

使用されます。

千鳥断続配置溶接の AISC 溶接マーク(ダッシュの後にピッチ):
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千鳥断続配置溶接の ISO 溶接マーク(かっこ内にピッチ):

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 XS_AISC_WELD_MARK詳細設定は、モデルフォルダファイルとともに提供さ

れます。別の関係者にモデルを提供する必要がある場合、すべてのファイルと
ともにモデル全体を送信し(データベースファイル*.db1だけでなく)、溶接断

面サイズが同じままであることを確認します。この詳細設定の値が変更され
た場合、実際の溶接断面サイズがそれに応じて変更されます。

XS_ALLOW_DRAWING_TO_MANY_MULTI_DRAWINGS

カテゴリ

ナンバリング

この詳細オプションを TRUEに設定すると、同じ図面を複数のマルチ図に含めるこ

とができます。

図面を含めるマルチ図を 1 つに限定する場合は、この値を FALSE (デフォルト)に
設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法:一般
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TRUE に設定すると、寸法にインチ記号が表示されます。 デフォルト値は TRUE で
す。インチ マークを表示しない場合は、この詳細オプションを FALSE に設定しま

す。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_WELD_SYMBOLS

カテゴリ: フィート・インチ単位

この詳細設定を TRUE に設定すると、溶接記号にインチ記号 (") が含まれるように

なります。 インチ記号を含めない場合は、FALSE (デフォルト) に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ALLOW_REBARS_ON_TOP_OF_EACH_OTHER

カテゴリー

コンクリート詳細設計

この詳細オプションを TRUEに設定すると、鉄筋を重ねて描画できます。[グルー

プ内の鉄筋表示]を[中央付近 (1 本)]または[カスタム]に設定している場合、スラブ
の上面と下面など、2 つの鉄筋グループが重なって描画されます。デフォルト値は
FALSE です。 この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベース

に保存されます。

XS_ALLOW_REINFORCING_LOCKED_PARTS

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

ロックされた部材の鉄筋を作成、変更、または削除する場合は、TRUEに設定しま

す。これは、プロジェクトの異なる当事者がコンクリート部材のモデリングと鉄筋
のモデリングを担当している場合や、部材の変更を禁止する必要がある場合などに
便利です。
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XS_ALLOW_SHEAR_PLATE_CLASH_FLANGE

カテゴリ

コンポーネント

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、ガセットプレートコンポ

ーネントのガセットプレートと副部材ウェブの間のデフォルトの許容値(0.3 mm)
が適用されなくなります。許容値を使用する場合は、FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_CLOSING_DRAWING

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、"現在の図面を保存しますか？"という

確認メッセージが常に表示されます。

デフォルト値は FALSE です。これは、何も変更せずに図面を閉じる場合に、デフ

ォルトでは図面の保存を促すメッセージが表示されないことを意味します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_EXIT

カテゴリ

モデリング

モデルに変更を加えずに閉じる場合に、保存の確認を求めるかどうかを定義しま
す。

この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定した場合、モデルを閉じるときに、

Tekla Structures から常にモデルを保存するよう求められます。

この詳細オプションを FALSEに設定した場合、 後に保存してから変更が加えら

れていない場合には、モデルを保存するよう求められません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER

カテゴリ 図面プロパティ

通常は柱製品の一部ではないアンカーロッドや水平プレートなどの追加部材をア
ンカープランに追加します。 まず一般図フィルターを定義し、次にそのフィルタ
ー名を詳細オプションの値として指定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次の例は、アンカーロッドと水平プレートがアンカープランに表示されるようにし
ます。

1. [ファイル]メニューに移動し、 [設定] --> [詳細設定] --> [図面プロパティ] をク
リックします。

2. 詳細オプション XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTERに

一般図フィルターの名前を入力します。 この例では、名前

SHOW_IN_ABPLAN(デフォルト)を使用します。

3. [図面とレポート]タブで、[図面プロパティ] > [一般図]をクリックします。

4. [一般図プロパティ]ダイアログボックスで、[フィルター]をクリックします。

5. [行の追加]をクリックします。

6. [項目]では[部材]、[プロパティ]では[名前]、[条件]では[＝(等しい)]をそれぞれ
選択します。そして、[値]ボックスに「*ANCHOR*LEVEL」と入力します。

7. [名前を付けて保存]ボックスに図面フィルター名「SHOW_IN_ABPLAN」を入力

し、[名前を付けて保存]をクリックします。

8. [キャンセル]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

アンカープランを作成すると、アンカーロッドと水平プレートの両方が図面に表示
されます。 以下の図面では、アンカーロッドに"ANCHOR ROD"、水平プレートに
"LEVELING PLATE"という名前がそれぞれ付いています。
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XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER

カテゴリ

図面プロパティ

一般図フィルターを使用して、表示されるオブジェクトの数を制限し、アンカー プ
ランに配置する部材を決定します。 まずベース プレート用のフィルターを作成
し、詳細オプションの値としてフィルターの名前を入力します。図面フィルターで
定義されたベース プレートがアンカー プランに表示されます。

この詳細オプションが設定されている場合、ベースプレートは次のルールを満たす
部材になります。

• 部材は柱と同じ製品に属します。柱は製品のメイン部材です。

• 部材には XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTERで指定された図面フ

ィルターが適用されます。

柱製品内にルールを満たす部材が複数存在する場合は、一番下の部材がベースプレ
ートと見なされます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER =<ベースプレート用の図面フィ
ルターの名前>

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER

カテゴリ

図面プロパティ

一般図フィルターを使用して、図面に表示されるオブジェクトの数を制限し、アン
カー プランに配置する部材を決定します。 まず一般図のボルト用のフィルターを
作成し、この詳細オプションの値としてフィルターの名前を入力します。図面フィ
ルターに含められたボルトはアンカー プランに表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER =<ボルト用の図面フィルターの名前>
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XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER

カテゴリ

図面プロパティ

一般図の表示フィルターを使用して、表示されるオブジェクトの数を制限し、アン
カー プランに配置する部材を決定します。 まず一般図の柱用のフィルターを作成
し、この詳細オプションの値としてフィルターの名前を入力します。フィルターに
含められた柱はアンカー プランに表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER =<柱用の図面フィルターの名前>

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE

カテゴリ

図面プロパティ

製品がアンカープランに含まれるようにする、ビュー平面からの製品の距離を指定
します。距離は、ミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、200です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW
_COORDSYS_FOR_BOLT_DIMENSIONS

カテゴリ

図面プロパティ

アンカープラン内の寸法の方向を選択します。値を TRUEに設定すると、アンカー

プランの詳細ビューの寸法はメインビューの座標系を使って作成されます。デフ
ォルトでは、この詳細オプションの値は FALSEに設定されます。この場合、アン

カープランの詳細ビューの寸法はベースプレートの座標系に従って作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_ANGLE_DEGREE_SIGN

カテゴリ

図面プロパティ

角度シンボルをアジア言語で正しく表示します。デフォルト値は、unicode:176
です。この値は、使用する文字に応じて変更できます。アジア言語で角度シンボル
を追加するには、テキストファイルからシンボルをコピーし、値フィールドに直接
貼り付けます。unicode 値は使用しないでください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR

カテゴリ

寸法: 一般

角度記号のサイズを定義します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

値 1 値 3(デフォルト値) 値 5

注 この詳細オプションを設定すると、詳細オプション

XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZEが無効になります。

参照項目

XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE (108 ページ)
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XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_
DIMENSIONING

カテゴリ: 寸法: 折梁展開

展開角度の接頭辞テキストを設定します。この設定は、折部材を展開して示す単品
図に反映されます。任意のテキストを入力します (例: A=)。デフォルトでは、接頭

辞テキストは付けられません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

APPL_ERROR_LOG

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

この詳細オプションでは、アプリケーションエラーログファイルの接頭辞を指定し
ます。

例

set APPL_ERROR_LOG=TeklaStructures と入力すると、Tekla Structures は少

なくとも次のログ ファイルをデフォルトで C:\TeklaStructuresModels\ フ
ォルダ内に作成します。

• TeklaStructures_%USERNAME%.log: プログラムの実行中に収集されたロ

グデータ

• TeklaStructures_%USERNAME%.err: プログラムの実行中に収集されたエ

ラー

XS_APPLICATIONS

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。
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この詳細設定では、ジョイント、ディテール、およびディテール ツールのアプリ
ケーションが格納されているフォルダーを定義します。

複数のフォルダーを定義できる XS_APPLICATIONS_PATH (73 ページ) を使用す
ることをお勧めします。

例

set XS_APPLICATIONS=%XS_DIR%\applications\

XS_APPLICATIONS_PATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

この詳細設定では、ジョイント、ディテール、およびディテール コンポーネント
が格納されているフォルダーを定義します。

例

set XS_APPLICATIONS_PATH=%XS_APPLICATIONS%;%XSDATADIR
%environments\common\Extensions\applications\
要素が配置される順序は、アプリケーションとアプリケーション設定の使用方法に
影響します。Tekla Structures はまず 初の要素を読み込みます。

XS_ARC_WIDTH_OF_CLOUD

カテゴリ

図面プロパティ

用紙上のクモマークの円弧幅(デフォルトでは 10 mm)を制御します。[クモマーク]
ツールは、図面内の変更をハイライトするためのツールです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

詳細オプションの設定 図面での表示例

1
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詳細オプションの設定 図面での表示例

10

XS_ASCII_IMPORT_CREATES_CONSTRUCTION_LINES

カテゴリ

インポート

この詳細オプションを TRUE に設定すると、ASCII インポートでオブジェクトの点

の間に補助線だけが描画されます。 このようにしない場合は、FALSE (デフォル

ト) に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ASSEMBLY_DRAWING_VIEW_TITLE

カテゴリ

図面プロパティ

マルチ図に含まれる製品図ビューのタイトルを定義します。以下のオプションが
あります。

• PART_NAME
• PART_MATERIAL
• PART_POS、ASSEMBLY_POS
• MODEL_NUMBER
• LENGTH、PROFILE
• LENGTH
• BASE_NAME
• NAME
この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
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[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_
STRING

カテゴリ

ナンバリング

製品ファミリー マークの内容を定義します。たとえば、DT1-1、DT1-2 ではなく、
ナンバリングを DT1-A または DT1-B として定義できます。

そのためには、詳細設定を次のように設定します。

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=
%ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%-
%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次のオプションを使用して、ファミリー位置番号の内容を定義します。 オプショ
ンは必要な数だけ使用できます。各オプションは、パーセント記号(%)で囲みます。

スイッチ 説明

%ASSEMBLY_PREFIX% プロパティ パネルの部材プロパティで
定義された製品マーク頭文字

%ASSEMBLY_POS% プロパティ パネルの部材プロパティで
定義された開始番号から始まる連続的
な製品マーク

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER% (プロパティ パネルの部材プロパティ
の) 開始番号とそのマーク シリーズの
終的な位置で定義された製品ファミ

リー マーク

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER_WITH_
LETTERS%

文字による製品ファミリー マーク。A
～ Z の文字が自動的に割り当てられま
す。文字が足りなくなると、Tekla
Structures により、AA、AAA のように、

2 文字、3 文字の形式が使用されます。

詳細オプション
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_POSITION_NUMBERSを使用し

て有効な文字を定義することもできま
す。

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER% 製品ファミリー識別子。[ナンバリング
設定]ダイアログボックスで指定された
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スイッチ 説明

ファミリーナンバリングの条件に基づ
いて定義されます。

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WI
TH_LETTERS%

文字による製品ファミリー識別子。A
～ Z の文字が自動的に割り当てられま
す。文字が足りなくなると、Tekla
Structures により、AA、AAA のように、

2 文字、3 文字の形式が使用されます。

詳細オプション
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_QUALIFIERを使用して有効な

文字を定義することもできます。

%UDA:[uda_name]% 製品または製品メイン部材のユーザー
定義情報。製品の情報が定義されてい
る場合はその情報が使用され、定義され
ていない場合はメイン部材の情報が使
用されます。メイン部材のユーザー定
義情報だけが使用されるように定義す
ることもできます。たとえば、

%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%の
ように設定します。

%TPL:[tpl_name]% 製品または製品メイン部材のテンプレ
ート属性。たとえば、%
TPL:PROJECT.NUMBER%のように設定

します。

文字数

各オプションの後にピリオドを追加してその後に必要な数を指定すると、文字数を
定義することができます。たとえば、

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3%と指定すると、AAAから

始まる 3 文字の識別子がすべての製品に割り当てられます。

例

詳細設定を次のように設定すると、

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=
%ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER.3%-
%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.3%
結果は次のようになります。

A/001-001.

参照項目

ASSEMBLY_POS (491 ページ)
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XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS (468 ペー
ジ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER (469 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプレート属性 (482 ページ)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

図面番号に基づいて製品番号を指定します。 次のスイッチを使用して、製品マー
クの内容を定義します。 スイッチは必要な数だけ使用できます。各スイッチは、
パーセント記号(%)で囲みます。

使用できるスイッチは、次のとおりです。

スイッチ 説明

%ASSEMBLY_MULTI_
DRAWING_NUMBER%

マルチ図面名。

%ASSEMBLY_MULTI_
DRAWING_POS%

マルチ図内における製品図の位置。

%ASSEMBLY_PREFIX
%

モデル内の製品頭マーク。

%ASSEMBLY_POS% モデル内の製品位置番号。

テンプレートフィー
ルド

先頭に TPL:を入力した後、適切なテン

プレートフィールドの名前を入力しま
す。 各名前は、パーセント記号(%)で囲
みます。 たとえば、

%TPL:PROJECT.NUMBER%となります。

注意: DRAWINGで始まるテンプレート

フィールド(例: DRAWING.TITLE1)は、

この詳細オプションでは機能しません。
値でこのようなフィールドを使用する
と、Tekla Structures により値の文字列全
体がデフォルト値に置き換えられます。

objects.inpファ

イルで定義されたユ
ーザー定義情報

先頭に UDA:を入力した後、適切なユー

ザー定義情報の名前を objects.inp
ファイルに示されているとおりに入力
します。 たとえば、%UDA:MY_INFO_1%
となります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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例

製品のマルチナンバーを「マルチ図名+部材頭マーク+マルチ図上の位置」の形式に
するには、詳細オプションを次のように設定します。

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%%ASSEMBLY_PREFIX%
%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%
これにより、10B1 という製品マークが作成されます。ここで

• 10 は図面番号

• B は製品頭マーク

• 1 はシート上の 初の製品を示す位置番号

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (323 ページ)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (100 ページ)

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D

カテゴリ

テンプレートとシンボル

TRUEに設定すると、製品位置コードに Z 方向の情報が含まれます。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE

カテゴリ

テンプレートとシンボル

製品の基準線位置コードを識別するときに使用する公差距離。デフォルト値は、

500.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_ASSEMBLY_POSITION_NEW_FORMAT

カテゴリ

テンプレートとシンボル

製品の位置コードをレポートに表示する方法を定義します。TRUEに設定すると、

B-C/1-2ではなく B1/C2などの形式が使用されます。デフォルト値は、FALSE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

製品マークの内容を定義します。

注 複製を使用している場合、この詳細設定は、単品図、製品図、またはキャスト
ユニット図を作成した後に変更しないでください。一部の表現が図面を分割
してしまったり、削除のフラグがたち図面に影響を及ぼしてしまったりしま
す。これによって次の番号がふられている図面を複製してしまうことが考え
られます。

注 詳細設定 XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING と
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (324 ページ) は、詳細設定
XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR (421 ページ) より優先されます。

XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING や 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING を使用する場合、

XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR は製品や部材の位置番号には影響を与えま

せん。

次のオプションがあります。

オプション 説明

%ASSEMBLY_PREFIX% 部材プロパティ ダイアログ ボックスで
設定する製品頭マーク。

%ASSEMBLY_POS% [部材プロパティ] ダイアログ ボックス
で定義された開始番号から始まる連続
的な製品の位置番号

%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% 上記と同じです。ただし、文字を使用し
ます。

デフォルトでは A～Z を使用しますが、
詳細設定 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_P
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オプション 説明

OSITION_NUMBERS により有効な文字

を定義することもできます。

%UDA:[uda_name]% 製品または製品メイン部材のユーザー
定義情報。製品の情報が定義されてい
る場合はその情報が使用され、定義され
ていない場合はメイン部材の情報が使
用されます。メイン部材のユーザー定
義情報だけが使用されるように定義す
ることもできます。たとえば、

%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%の
ように設定します。

%TPL:[tpl_name]% 製品または製品メイン部材のテンプレ
ート属性。たとえば、%
TPL:PROJECT.NUMBER%のように設定

します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

製品位置番号の文字数

設定 %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% および %ASSEMBLY_POS% の後にピリオ

ドを追加してその後に必要な数を指定すると、文字数を定義することができます。
たとえば、%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS.3% と指定すると、AAA から始まる

3 文字の識別子がすべての製品に割り当てられます。

例

この詳細設定を %ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_POS.3% に設定すると、結果

は A/001 となります。

参照項目

ASSEMBLY_POS (491 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS (470 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE

カテゴリ

寸法:一般

点の周りの変更シンボルの高さを定義します。デフォルト値は 7です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (262 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL

カテゴリ

寸法:一般

使用される関連付けの変更マークを定義します。デフォルト値は

AssociativityAnchor@1(クモ)です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (262 ページ)

XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST

カテゴリ

ファイルディレクトリ

この詳細オプションは、ユーザーインターフェイスから属性ファイルまたはレポー
トを除外する場合に使用します。 この詳細オプションでは、属性ファイルまたは
レポートへのアクセスを制御するための制御文字列を指定します。 制御文字列
が、属性ファイルまたはレポートのファイル名のいずれかの場所に存在する場合、
そのファイルまたはレポートは使用できなくなります。 複数の制御文字列を入力
できます。また、値では大文字と小文字が区別されます。 区切り文字としてセミ
コロン(;)を使用します。

デフォルト値は、 
TS_Report_Inquire;dgn_attribute_info;import_revision
• ユーザーインターフェイスから除外するファイル名またはファイル名の一部を

詳細オプションの値として入力します。たとえば、この詳細オプションを

_eng;_detに設定すると、名前に_engまたは_detという文字列を含むすべ

ての属性ファイルがユーザーインターフェイスから除外されます。

• [レポートの作成]ダイアログボックスから除外するレポートの名前または名前
の一部を入力します。たとえば、この詳細オプションを_Partに設定すると、

ダイアログボックスにレポート ts_Report_Inquire_Part.rptが表示され

なくなります。

例:
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PROJ1_;PROJ2_;_TeamA;Team_Detailing
この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_AUTOCONNECTION_TOLERANCE

カテゴリ: コンポーネント

オートコネクションで接続する部材の検索領域のサイズを設定します。値をミリ
メートル単位で入力します (例: 500)。デフォルト値は 0 で、干渉するまたは隣接

する部材間のみにコネクションが作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL

カテゴリ

コンポーネント

この詳細オプションを TRUE に設定すると、オートコネクションの UDL 計算が有

効になります。 これにより、許容される 大せん断力が計算されます。 デフォル
ト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT

カテゴリ

コンポーネント

UDL 計算のデフォルトのパーセンテージを設定します。デフォルト値は、50で

す。

[オートデフォルト]では、Tekla Structures によりジョイントプロパティから UDL 率
が取得されます。 ジョイントプロパティに UDL 率が定義されていなければ、Tekla
Structures によりこの変数の値が使用されます。
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[オートコネクション]では、デフォルトの UDL 率だけが使用されます。UDL 計算
をオンにするには、詳細オプション XS_AUTOCONNECTION_USE_UDLを使用しま

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL (82 ページ)

XS_AUTOMATIC_NEW_MODEL_NAME

カテゴリ

モデリング

この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定すると、新しいモデルの名前の候

補が[新規]ダイアログボックスに自動的に表示されます。表示される名前は New
model XXであり、XXは連番です。

この詳細オプションを FALSEに設定した場合、名前の候補は表示されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

カテゴリ

モデリング

使用状況統計情報の保存間隔を定義する整数を入力します。保存間隔は、データ収
集がファイルにデータを保存するまでに発生するコマンドまたは相互作用の回数
です。詳細設定の値は、ログファイルの行数に対応しています。デフォルト値は、
100 です。

ログ ファイルは、TeklaStructuresModels フォルダーに

UserFeedbackLog.txt という名前で格納されています。

参照項目

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL (83 ページ)
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XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL

カテゴリ

モデリング

使用状況統計情報の送信間隔を定義する整数を入力します。詳細設定の値は、ログ
ファイルの行数に対応しています。デフォルト値は、10000 です。

ログ ファイルは、TeklaStructuresModels フォルダーに

UserFeedbackLog.txt という名前で格納されています。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL (83 ページ)

XS_AUTOSAVE_DIRECTORY

カテゴリ

既定のファイル

Tekla Structures によって自動的に保存されるファイルが格納されるフォルダーの
パスを入力します。 デフォルト値は、 %XS_RUNPATH%\autosave\
パスを定義しない場合、Tekla Structures は、現在のモデルフォルダに自動保存ファ
イルを置きます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

1.2 詳細設定 - B

XS_BACKGROUND_COLOR1

カテゴリ:ビュー（モデル）

モデル ビューで背景色をグラデーションにするには、詳細設定
XS_BACKGROUND_COLOR1 (84 ページ)、XS_BACKGROUND_COLOR2 (85 ペー
ジ)、XS_BACKGROUND_COLOR3 (85 ページ)、および
XS_BACKGROUND_COLOR4 (85 ページ) を使用します。これらの詳細設定を使
用して、モデル ビューで四隅の色を個別に制御できます。
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この詳細設定で、モデル ビューの左上隅を制御します。

色は、RGB (赤、緑、青) 値で定義します。値の範囲は 0 ～ 1 で、数値はスペース
で区切ります。従来の単色による背景を使用する場合は、4 個の背景色詳細オプシ
ョンすべてに同じ値を設定します。ビューを再度開いて、変更内容を反映させま
す。

デフォルト値は、1.0 1.0 1.0 です。デフォルトの背景色を使用するには、ボッ

クスを空のままにします。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

例

• 黒い背景の場合は 0.0 0.0 0.0 を使用します。

• 背景には、1.0 1.0 1.0 を使用します。

XS_BACKGROUND_COLOR2

カテゴリ:ビュー（モデル）

「XS_BACKGROUND_COLOR1 (84 ページ)」を参照してください。

この詳細設定で、モデル ビューの右上隅を制御します。

デフォルト値は、1.0 1.0 1.0 です。デフォルトの背景色を使用するには、ボッ

クスを空のままにします。

XS_BACKGROUND_COLOR3

カテゴリ:ビュー（モデル）

「XS_BACKGROUND_COLOR1 (84 ページ)」を参照してください。

この詳細設定で、モデルビューの左下隅を制御します。

デフォルト値は、0.80 0.79 0.85 です。デフォルトの背景色を使用するには、

ボックスを空のままにします。

XS_BACKGROUND_COLOR4

カテゴリ:ビュー（モデル）

「XS_BACKGROUND_COLOR1 (84 ページ)」を参照してください。
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この詳細設定で、モデル ビューの右下隅を制御します。

デフォルト値は、0.80 0.79 0.85 です。デフォルトの背景色を使用するには、

ボックスを空のままにします。

XS_BASE_LINE_WIDTH

カテゴリ

出力（図面）

この詳細設定を使用して、印刷する図面の基本線幅を指定します。値は 10 進数値
をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、0.01 です。印刷図面の 終

的な線の太さは、基本線幅に [図面の印刷] ダイアログ ボックス (または以前の印刷
では、[色] ダイアログ ボックス) で設定されたペンの太さを掛けた値です。たとえ
ば、25 の場合、太さは 0.25 mm になります。

ヒン
ト

線幅の精度を制御するには、XS_BASE_LINE_WIDTHに小さな値を使用

し、ペンに大きな値を使用します。

XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREENを TRUEに設定した場合、この詳細オ

プションは画面上の線にも影響します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN (86 ページ)

XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN

カテゴリ

出力（図面）

XS_BASE_LINE_WIDTHを画面上に描画される線の幅に影響させる場合は、この詳

細オプションを TRUEに設定します。

XS_BASE_LINE_WIDTHを画面上に描画される線の幅に影響させない場合は、

FALSEを入力します。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_BASE_LINE_WIDTH (86 ページ)

XS_BASICVIEW_HEIGHT

カテゴリ

モデルビュー

基本ビューウィンドウの高さを定義します。高さをピクセル単位で入力します。
デフォルト値は、375です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

XS_BASICVIEW_HEIGHT=570

参照項目

XS_BASICVIEW_POSITION_X (87 ページ)

XS_BASICVIEW_POSITION_X

カテゴリ

モデルビュー

画面上の基本ビューウィンドウの水平位置を制御します。値をピクセル単位で入
力します。デフォルト値は、100です。

詳細オプション XS_MDIBASICVIEWPARENTが設定されている場合は、クライアン

ト領域の左上隅が位置の原点になります。 この詳細オプションが設定されていな
ければ、Tekla Structures ウィンドウ全体の左上の角が原点になります。 メニューと
ツールバーはクライアント領域から独立しているため、ツールバーを移動するとク
ライアント領域のサイズも変化します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_MDIBASICVIEWPARENT (299 ページ)
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XS_BASICVIEW_POSITION_Y

カテゴリ

モデルビュー

画面上の基本ビューウィンドウの垂直位置を制御します。値をピクセル単位で入
力します。デフォルト値は、20です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_BASICVIEW_POSITION_X (87 ページ)

XS_BASICVIEW_WIDTH

カテゴリ

ビュー（モデル）

基本ビューウィンドウの幅を定義します。幅をピクセル単位で入力します(例:
570)。デフォルト値は、375です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目参照項目

XS_BASICVIEW_POSITION_X (87 ページ)

XS_BEVEL_DIMENSIONS_FOR_PROFILES_ONLY

カテゴリ

寸法:部材

プロファイルの傾斜寸法を表示するかどうかを定義します。

詳細オプションを TRUEに設定すると、プロファイルのみの傾斜寸法が表示されま

す。

この詳細オプションを FALSE(デフォルト)に設定すると、傾斜寸法が常に表示され

ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XSBIN

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

この詳細オプションで、Tekla Structures の binフォルダの場所を定義します。

例

set XSBIN=%XS_DIR%\nt\bin\

XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND

カテゴリ

図面ビュー

TRUEに設定すると、図面の背景が黒になり、線が色付きになります。背景を白、

線を黒にするには、FALSE(デフォルト)と入力します。

注 この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反

映させます。 [白黒] モードや [グレイスケール] モードではなく、[色] モード
にのみ影響します。

参照項目

XS_USE_COLOR_DRAWINGS (440 ページ)

XS_BOLT_DUPLICATE_IGNORE

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、部材内の同じ位置または許容値 (90 ページ)内にある重
複するボルト孔を部材ナンバリングと図面および NC ファイルで無視するかどう
かを指定します。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定が TRUE に設定されている場合、部材ナンバリングと図面および NC
ファイルで重複するボルト孔が無視されます。
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同一部材の一部の孔のみ、場合によっては、同一部材の異なる孔セットのみを現場
でのボルト付けに使用するときに、この詳細設定を使用できます。これにより、同
一部材を構造内のさまざまな条件で使用できます。

重複する孔のサイズは考慮されず、位置だけが考慮されるため、サイズの異なる孔
は、同じ位置にある場合、重複と見なされます。

許容値内に重なり合う孔がある場合、ボルトのない孔が考慮され、実際のボルトで
作成された孔は無視されます。

注 プロジェクトの途中でこの詳細設定を変更しないことをお勧めします。変更
した場合は、完全なナンバリングを実行する必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE (90 ページ)

XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE

カテゴリ:ナンバリング

XS_BOLT_DUPLICATE_IGNORE (89 ページ) を TRUE に設定した場合、 
XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE を使用して、どの孔が重複と見なされて部材

ナンバリングで無視されるかを定義する位置の許容値を設定します。

許容値のデフォルト値は、3 mm です。

注 プロジェクトの途中でこの詳細設定を変更しないことをお勧めします。変更
した場合は、完全なナンバリングを実行する必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_BOLT_LENGTH_EPSILON

カテゴリ

モデリング

ボルト長を丸めます。

ボルト長は、部材厚から計算されます。 部材厚に若干の差異があっても常に同じ
ボルト長が使用されるようにするには、この詳細オプションを正または負の値に設
定します。 ボルト長の計算時に、この値の 2 倍の値が部材厚に対して加減算され
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ます。 どの環境でも、値はミリメートル単位で入力します。 一般に、0.001 ～ 0.5
の範囲内の値を使用します。 デフォルト値は、0.001 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIX

カテゴリ

マーク: ボルト

この詳細オプションを使用して、ボルトマーク径の頭マークを指定します。有効な
値は、NONEまたは任意の文字列です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

直径 20 mm の 3 つのボルトから成るボルトグループ。

• 値を指定しない場合、結果は

3*M20 になります。

• XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIXを NONEに設定した場合、結果は

3*20 になります。

• XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIXを Dに設定した場合、結果は

3*D20 になります。

XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE

カテゴリ

マーク: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、他のオブジェクトに隠れているボルト

のボルトマークがビューに表示されます。ボルトマークの引出し線と枠が実線で
表示されます。FALSE (デフォルト)に設定すると、隠れているボルトのボルトマー

クの引出し線と枠が破線で表示されます。この詳細オプションはすべての図面タ
イプに影響します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、他のオブジェクトに隠れているボルト

のボルトマークがビューに表示されます。ボルトマークの引出し線と枠が実線で
表示されます。FALSE (デフォルト)に設定すると、隠れているボルトのボルトマー

クの引出し線と枠が破線で表示されます。この詳細オプションは一般図にのみ影
響します。

注 詳細オプション XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLEを TRUEに設定して

いる場合、XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE_IN_GAを FALSEに設定

しても、ボルトマークは常に実線で表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: bolts
ボルトマークの[サイズ]要素の内容を定義します。 たとえば、ボルト番号と孔径を
マークに含めるには、%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%と入力します。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

詳細オプション XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZEおよび

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZEはこの設定よりも優先されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X
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• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE (408 ページ)

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE (387 ページ)

XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、ボルトマークのサイズ要素の内容を定義します。この詳細オプシ
ョンは、詳細オプション XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GAまた

は XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GAを設定していない場合に

使用されます。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER
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• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (388 ページ)

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (409 ページ)

XS_BOLT_POSITION_TO_MIN_AND_MAX_POINT

カテゴリ

寸法: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、ボルトの 小位置寸法と 大位置寸法

が作成されます。ボルトの 小位置寸法と 大位置寸法を作成しない場合は、

FALSE (デフォルト)に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次の例では、40 の 大ボルト寸法を示します。

設定 例

詳細オプション設定を行う前。
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設定 例

詳細オプションを TRUEに設定

した後。

参照項目

XS_BOLT_REPRESENTATION_SYMBOL_AXIS_POSITION_AS_
EXACT_SOLID

カテゴリ

図面プロパティ

詳細オプション

XS_BOLT_REPRESENTATION_SYMBOL_AXIS_POSITION_AS_EXACT_SOLIDを

TRUEに設定すると、[シンボル]に設定されたすべてのボルト軸表示が[正確ソリッ

ド]の場合と同じ位置になります。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

この詳細オプションを FALSE に設定した場合のシンボル表示:

この詳細オプションを TRUE に設定した場合のシンボル表示:
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参照項目

XS_BOLT_REPRESENTATION_USE_POSITIVE_CUT_LENGTH

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、部材許容範囲が負の値のときに、線状

ではなく図面にボルト孔が作成されます。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_PLANE_IN_NC

カテゴリ

CNC
この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、NC ファイルに部材面に

対して垂直なボルトの寸法が設定されます。ボルトの寸法を設定しない場合は、

FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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1.3 詳細設定 - C

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_
REFERENCE_LINE

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細設定を使用して、中心線ではなく参照線に沿って折れ梁の長さを計算しま
す。デフォルトでは、Tekla Structures は、梁の[平面上の位置]に関係なく、梁の中
心線に沿って折れ梁の長さを測定します。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、参照線に沿って折れ梁の長さが計算さ

れます。FALSE (デフォルト)に設定すると、中心線に沿って計算されます。

この詳細設定を設定すると、Tekla Structures は unfold_corner_ratios.inpフ

ァイルで定義されたすべての折梁展開パラメータを無視します。ただし、これは直
線区間がある折れ梁にのみ影響します。曲線状の角処理がある折れ梁の長さは、常
に unfold_corner_ratios.inpを使用して制御されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 通常は、他の変更による影響を受けないことから、中心線に沿った長さを使用
する方が安全です。たとえば、参照線に沿って長さを計算する場合、梁にオフ
セットを付けて移動すると、結果が梁の実際の長さと一致しない可能性があり
ます。

注 XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION (454 ページ)が TRUE
に設定されている場合、この詳細設定は使用されません。ただし、ほとんどの
場合、結果は同じになります。特に純長さで信頼できる結果を得るには、

XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATIONを TRUEに設定しないこ

とをお勧めします。

参照項目

XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING

カテゴリ:マルチユーザー

デフォルトでは、この詳細設定は TRUE に設定されており、インおよびアウトを

行った後に、共有モデルで現場打ちコンクリート ユニットが自動的に計算および
更新されます。
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この詳細設定が FALSE に設定されている場合、各ユーザーがローカル バージョン

の共有モデルで [現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドを実行し、現場
打ちコンクリート ユニットを更新する必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_
STRING

カテゴリ

ナンバリング

キャストユニットファミリーマークの内容を定義します。 たとえば、DT1-1、DT1-2
ではなく、ナンバリングを DT1-A または DT1-B として定義できます。

そのためには、詳細オプションを次のように設定します。

%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%-
%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%
次のオプションを使用して、ファミリー位置番号の内容を定義します。 オプショ
ンは必要な数だけ使用できます。各オプションは、パーセント記号(%)で囲みます。

オプション 説明

%CAST_UNIT_PREFIX% プロパティ パネルの部材プロパティで
定義されたキャスト ユニット頭マーク

%CAST_UNIT_POS% プロパティ パネルの部材プロパティで
定義された開始番号から始まる連続的
なキャスト ユニット マーク

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER% (プロパティ パネルの部材プロパティ
の) 開始番号とそのマーク シリーズの

終的な位置で定義されたキャスト ユ
ニット ファミリー マーク

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER_WITH
_LETTERS%

文字によるキャストユニットファミリ
ーマーク。 A～Z の文字が自動的に割
り当てられます。文字が足りなくなる
と、Tekla Structures により、AA、AAAの

ように、2 文字、3 文字の形式が使用さ
れます。

詳細オプション
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_POSITION_NUMBERSを使用し

て有効な文字を定義することもできま
す。
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オプション 説明

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER% キャストユニットファミリー識別子。
[ナンバリング設定]ダイアログボックス
で指定されたファミリーナンバリング
の条件に基づいて定義されます。

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_W
ITH_LETTERS%

文字によるキャストユニットファミリ
ー識別子。 A～Z の文字が自動的に割
り当てられます。文字が足りなくなる
と、Tekla Structures により、AA、AAAの

ように、2 文字、3 文字の形式が使用さ
れます。

詳細オプション
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_QUALIFIERを使用して有効な

文字を定義することもできます。

%UDA:[uda_name]% キャストユニットまたはキャストユニ
ットメイン部材のユーザー定義情報。
キャストユニットの情報が定義されて
いる場合はその情報が使用され、定義さ
れていない場合はメイン部材の情報が
使用されます。メイン部材のユーザー
定義情報だけが使用されるように定義
することもできます。たとえば、

%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%の
ように設定します。

%TPL:[tpl_name]% キャストユニットまたはキャストユニ
ットメイン部材のテンプレート属性。
たとえば、% TPL:PROJECT.NUMBER%
のように設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

文字数

各オプションの後にピリオドを追加してその後に必要な数を指定すると、文字数を
定義することができます。たとえば、

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3%と指定すると、AAAから

始まる 3 文字の識別子がすべてのキャストユニットに割り当てられます。

例

詳細オプションを次のように設定すると、

%CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER.3%-
%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER.3%
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結果は次のようになります。

A/001-001.

参照項目

CAST_UNIT_POS (499 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER (469 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS (468 ペー
ジ)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

図面番号に基づいてキャストユニット番号を指定します。 次のスイッチを使用し
て、キャストユニットマークの内容を定義します。 スイッチは必要な数だけ使用
できます。各スイッチは、パーセント記号(%)で囲みます。

使用できるスイッチは、次の通りです。

スイッチ 説明

%CAST_UNIT_MULTI
_DRAWING_NUMBER%

マルチ図名。

%CAST_UNIT_MULTI
_DRAWING_POS%

マルチ図内におけるキャストユニット
図の位置。

%CAST_UNIT_PREFI
X%

モデル内のキャストユニット頭マーク。

%CAST_UNIT_POS% モデル内のキャストユニット位置番号。

テンプレートフィー
ルド

先頭に TPL:を入力した後、適切なテン

プレートフィールドの名前を入力しま
す。 各名前は、パーセント記号(%)で囲
みます。 たとえば、

%TPL:PROJECT.NUMBER%となります。

注意: DRAWINGで始まるテンプレート

フィールド(例: DRAWING.TITLE1)は、

この詳細オプションでは機能しません。
値でこのようなフィールドを使用する
と、値の文字列全体がデフォルト値に置
き換えられます。

objects.inpファ

イルで定義されたユ
ーザー定義情報

先頭に UDA:を入力した後、適切なユー

ザー定義情報の名前を objects.inp
ファイルに示されているとおりに入力
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スイッチ 説明

します。 たとえば、%UDA:MY_INFO_1%
となります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

キャストユニットのマルチナンバーを「マルチ図名+部材頭マーク+マルチ図上の位
置」の形式にするには、詳細オプションを次のように設定します。

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%%CAST_UNIT_PREFIX%
%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%
これにより、10B1 というキャストユニットマークが作成されます。ここで

• 10 は図面番号

• B はキャストユニット頭マーク

• 1 はシート上の 初のキャストユニットを示す位置番号

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (323 ページ)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (77 ページ)

XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

キャストユニットマークの内容を定義します。

注 複製を使用している場合、この詳細設定は、単品図、製品図、またはキャスト
ユニット図を作成した後に変更しないでください。一部の表現が図面を分割
してしまったり、削除のフラグがたち図面に影響を及ぼしてしまったりしま
す。これによって次の番号がふられている図面を複製してしまうことが考え
られます。

次のオプションがあります。

オプション 説明

%CAST_UNIT_PREFIX% 部材プロパティダイアログボックスで
設定するキャストユニットの頭マーク。

%CAST_UNIT_POS% 部材プロパティダイアログボックスで
定義された開始番号から始まる連続的
なキャストユニットの位置番号。
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オプション 説明

%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS% 上記と同じです。ただし、文字を使用し
ます。

デフォルトでは A～Z を使用しますが、
詳細オプション
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_P
OSITION_NUMBERSにより有効な文字

を定義することもできます。

%UDA:[uda_name]% キャストユニットまたはキャストユニ
ットメイン部材のユーザー定義情報。
キャストユニットの情報が定義されて
いる場合はその情報が使用され、定義さ
れていない場合はメイン部材の情報が
使用されます。メイン部材のユーザー
定義情報だけが使用されるように定義
することもできます。たとえば、

%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%の
ように設定します。

%TPL:[tpl_name]% キャストユニットまたはキャストユニ
ットメイン部材のテンプレート属性。
たとえば、% TPL:PROJECT.NUMBER%
のように設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

文字数

オプション%CAST_UNIT_POS%および%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS%の後

にピリオドを追加してその後に必要な数を指定すると、文字数を定義することがで
きます。たとえば、%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS.3%と指定すると、AAAか

ら始まる 3 文字の識別子がすべてのキャストユニットに割り当てられます。

例

この詳細設定を%CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_POS.3%に設定すると、結

果は A/001となります。

参照項目

CAST_UNIT_POS (499 ページ)

XS_CENTER_LINE_TYPE

カテゴリ:図面プロパティ

図面プロパティ
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この詳細設定を使用して、図面の部材の中心線の線タイプを変更します。1～7の

整数値を入力します。中心線のタイプの変更を確認するには、図面をいったん閉じ
てから再度開きます。

部材プロパティ (698 ページ) に中心線を表示するかどうかを選択できます。

値 説明

1 実線

2 - 7 点線

デフォルト値は 4(1 点鎖線)です。

1より小さい値、または 7より大きい値を入力した場合は、デフォルト値の 4が使

用されます。

ヒン
ト

線タイプの外観を確認するには、[部材プロパティ]の[表示設定]タブで、[陰
線]の[タイプ]オプションを参照します。

デフォルトの線タイプのリストについては、「」を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_
STRING

カテゴリ

マーク: ボルト

ボルトが同じ部材(柱や梁フランジなど)に使用されている場合にボルトマークの
要素[芯芯距離]の表示形式を設定します。次のようにボルトマークのゲージ情報
を定義します。

• ゲージの数値にスイッチ%VALUE%を使用します。

• テキストおよびオプションを任意の順序で追加できます(例: %VALUE% GAGE
または GAGE %VALUE%.

• %VALUE% が見つからない場合、芯芯距離が文字列の 後に追加されます。

• この詳細オプションが設定されていない場合は、%VALUE%だけが使用されま

す。

• ゲージを計算できない場合は、マークには何も追加されません。
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• デフォルト値は、GAGE = %VALUE% です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

梁フランジに対称なボルトグループがあります。 ゲージの値は 10 です。

[詳細設定]ダイアログボックス ボルトマーク
GAGE = %VALUE% GAGE = 10

XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_
STRING

カテゴリ

マーク: ボルト

2 つの部材がある場合のボルトマークの要素[芯芯距離]の形式を設定します。

デフォルト値は、C/C = %VALUE%です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

2 つのクリップアングルに対称なボルトグループがあります。 芯芯距離は 10 で
す。

[詳細設定]ダイアログボックス ボルトマーク

c/c = %VALUE% c/c = 10

参照項目

XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING (103 ページ)

XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR

カテゴリ:ソリッド設定

この詳細オプションを使用して、角処理に使用する点の数を定義します。小さい値
を指定すると、角処理の作成に使用する点の数が増えるので、曲線状の角処理が滑
らかになります。大きい値を指定すると、角処理の作成に使用する点の数が減るの
で、曲線状の角処理が滑らかではなくなります。

デフォルト値は、4.0です。
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新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

次の例では、値が 16 に設定されています。

次の例では、値が 1 に設定されています。

小値は 0.1 です。

詳細情報のリンク:

Round chamfers does not appear round in model

Chamfer accuracy for polybeams and contour plates

XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR

カテゴリ

モデルビュー

角処理の長さを調整します。次の式を使用して、プレートの側面長からプレートの
角処理の長さが計算されます。 XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR * プレ

ートの側面長。 デフォルトでは、この係数は 0.08 です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED

カテゴリ

図面プロパティ

寸法を元の位置からドラッグしたときに固定配置を使用するかどうかを定義しま
す。TRUEに設定すると、寸法の配置で自由配置ではなく固定配置ルーチンが使用

されます。FALSEでは、自由配置が維持されます。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED

カテゴリ

図面プロパティ

部材、ボルト、鉄筋を元の場所からドラッグするとき固定配置を使うかどうかを定
義します。TRUEに設定すると、マークを配置する際、自動配置ではなく固定配置

が用いられます。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED

カテゴリ

図面プロパティ

アソシエートマークを元の位置からドラッグしたときに固定配置を使用するかど
うかを定義します。TRUEに設定すると、アソシエートマークの配置で自由配置で

はなく固定配置ルーチンが使用されます。FALSEでは、自由配置が維持されます。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED

カテゴリ

図面プロパティ

テキストを元の位置からドラッグしたときに固定配置を使用するかどうかを定義
します。 TRUE に設定すると、テキストで自由配置ではなく固定配置ルーチンが使

用されます。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CHANGE_DRAGGED_VIEWS_TO_FIXED

カテゴリ

図面プロパティ

ビューを元の位置からドラッグしたときに固定配置を使用するかどうかを定義し
ます。 TRUE に設定すると、ビューの配置で自由配置ではなく固定配置ルーチンが

使用されます。 この詳細オプションを FALSE に設定した場合、固定配置は使用さ

れません。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO

カテゴリ

マーク:部材

ボルトマークおよび部材マークの「サイズ」情報で「*」の代わりに使用するシン
ボルを指定します。 デフォルト値は、アスタリスク(*)です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 この詳細オプションでプロファイル文字列のアスタリスク(例: PL10*100)を変
更することはできません。

例

XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO=X

詳細設定のリファレンス 107 詳細設定 - C



XS_CHANGE_WORKAREA_WHEN_MODIFYING_VIEW_
DEPTH

カテゴリ

モデルビュー

参照ファイルの操作を容易にします。 作業領域外にあるオブジェクト(部材や参照
ファイルなど)は、ビューデプスの範囲内にあっても、表示されません。

TRUE(デフォルト)に設定すると、ビューデプスを変更したときに作業領域が自動的

に調整されます。

XS_CHECK_BOLT_EDGE_DISTANCE_ALWAYS

カテゴリ

モデリングプロパティ

この詳細オプションを使用して、ボルト縁端距離を確認するかどうかを選択しま
す。TRUEに設定すると、ボルト縁端距離が常に確認されます。FALSEに設定する

と、オブジェクト内にボルトがあるときにのみ確認されます(孔しかないときは確
認されません)。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO

カテゴリ

板・フラットバー

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、プレートの長さと幅がチ

ェックされ、fltprops.inpで定義されている平鋼の有効な寸法と比較されます。

この詳細オプションを FALSE に設定すると、プレート幅だけがチェックされます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE

カテゴリ

寸法: 一般

この詳細オプションを TRUEに設定すると、傾斜寸法でテキストに合わせて三角形

のサイズが設定されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

角度記号サイズを定義するには、詳細オプション

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTORを使用します。

注 詳細オプション XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTORを使用す

ると、詳細オプション XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZEは無効になりま

す。

参照項目

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR (71 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを使用して、詳細オプション

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMITにより設定された制限値以

下の丸鋼管の弦許容値を定義します。値をミリメートル単位で入力します。デフ
ォルト値は、1.0です。

新しい値を有効にするためにモデルを開き直します。
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注 プロジェクトの途中で弦許容値は変更しないでください。 弦許容値を変更
し、Tekla Structures を再起動すると、モデルに管状の断面が自動的に再作成さ
れ、ソリッド オブジェクトがわずかに異なるものになり、ナンバリングに影
響する可能性があります。

参照項目

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT (111 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (110 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを使用して、詳細オプション

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMITにより設定された制限値よ

り大きい丸鋼管の弦許容値を定義します。値をミリメートル単位で入力します。
デフォルト値は、1.0です。

新しい値を有効にするためにモデルを開き直します。

弦許容値

弦許容値とは、モデルビューで円形断面を表示するための直線セグメントと実際の
円形断面との許容差です。

注 プロジェクトの途中で弦許容値は変更しないでください。 弦許容値を変更す
ると、Tekla Structures の再起動時にモデルのチューブ断面が自動的に再作成さ
れるため、ソリッドオブジェクトにわずかな変化が生じてナンバリングに影響
する可能性があります。
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参照項目

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT (111 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS (109 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを使用して、弦許容値を計算するときチューブが小さいかどう
かを判定するための限界を定義します。この値がプロファイルの直径と比較され
ます。値をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、50.0です。

新しい値を有効にするためにモデルを開き直します。

注 プロジェクトの途中で弦許容値は変更しないでください。 弦許容値を変更
し、Tekla Structures を再起動すると、モデルに管状の断面が自動的に再作成さ
れ、ソリッド オブジェクトがわずかに異なるものになり、ナンバリングに影
響する可能性があります。

参照項目

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (110 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS (109 ページ)

XS_CIS_DEP1_DATABASE_NAME

カテゴリ

エクスポート

CIMsteel とのデータ交換に使用するテンポラリデータベースの名前を定義します。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_CIS_DEP1_DATABASE_PASSW

カテゴリ

エクスポート
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CIMsteel とのデータ交換に使用するテンポラリデータベースのパスワードを定義
します。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_CIS_DEP1_DATABASE_PATH

カテゴリ

エクスポート

CIMsteel STEP 形式との間でモデルを変換するときに一時的に作成するデータベー
スのパスを定義します。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_CIS_DEP1_EXPRESS_FILE

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを使用して、システムフォルダにある EXPRESSファイルの名

前を指定します。EXPRESSファイルでは、CIMsteel DEP1 論理製品モデルについて

記述されています。これは、Tekla Structures モデルと CIMsteel DEP1 STEP 形式間
で変換を実行する際に使用されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS

カテゴリ

モデリングプロパティ

FALSEに設定すると、Tekla Structures オブジェクトと参照モデルオブジェクトの間

の干渉のみが検出されます。TRUEに設定すると、Tekla Structures オブジェクト間

の干渉も検出されます。デフォルト値は、TRUEです。
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参照項目

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (113 ページ)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (114 ページ)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS (113 ページ)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

カテゴリ

モデリング

Tekla Structures で参照モデル間の干渉チェックも実行するかどうかを定義します。

2 つの参照モデル間で干渉チェックを実行する場合は、TRUEに設定します。デフ

ォルト値は、FALSEです。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS (112 ページ)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (114 ページ)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS (113 ページ)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS

カテゴリ

モデリング

この詳細オプションを TRUEに設定すると、Tekla Structures の鉄筋間の干渉、およ

び鉄筋と他の Tekla Structures オブジェクト(鉄骨部材、ボルト、埋込み材、参照オ
ブジェクト)の間の干渉が検出されます。FALSEに設定すると、鉄筋と他の Tekla
Structures オブジェクトの間の干渉は検出されますが、鉄筋間の干渉は検出されま
せん。デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS (112 ページ)
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XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (113 ページ)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (114 ページ)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS

カテゴリ

モデリング

この詳細オプションを使用して、参照モデルで内部の干渉をチェックするかどうか
を定義します。

デフォルト値の FALSEは、1 つの参照モデル内の参照モデルオブジェクト間の干

渉が無視されることを意味します。異なるモデルに属している参照モデルオブジ
ェクト間の干渉は検出されます。値 TRUEは、1 つの参照モデル内の参照モデルオ

ブジェクト間の干渉がチェックされることを意味します。

この詳細オプションが考慮されるのは、

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES詳細オプションが TRUEに設定され

ている場合のみです。

参照項目

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (113 ページ)

XS_CLEAR_MODEL_HISTORY

カテゴリ

ソリッド設定

モデル履歴ログファイルを使用している場合、この詳細オプションを TRUEに設定

すると、モデルを開いて保存するたびに、ログファイルから履歴データがクリアさ
れます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

参照項目

XS_COLLECT_MODEL_HISTORY (117 ページ)
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XS_CLONING_TEMPLATE_DIRECTORY

カテゴリ: ファイル配置

[マスター図面カタログ] で使用される図面複製テンプレートを格納するフォルダ
ーのパスを入力します。複数のパスをセミコロンで区切って入力することもでき
ます。デフォルトでは、この詳細設定は %XSDATADIR%\environments\common
\cloning_templates に設定されています。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_CLOUD_SHARING_PROXY

注 [ファイル]メニュー --> [共有] --> [共有設定] --> [Tekla モデル共有キャッシュ]
でこの詳細設定を指定することをお勧めします。

この詳細設定は、Tekla Model Sharing 共有サービスで使用されるキャッシュサーバ
ーを設定する場合に使用します。

この詳細設定は、必要に応じて初期化ファイルで設定できます。 初期化ファイル
で XS_CLOUD_SHARING_PROXYを name of the server;portに設定します。

この詳細設定は、ユーザー固有です。

XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT

カテゴリ

CNC

一部の NC ファイルの dstv_nc.log ファイルに次の警告が表示される場合、この

詳細オプションを 0.3 ～ 1.0 の値に設定します。

Error: Can't find intersection between solid and nc plane.
Please try to adjust XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT (0.3 .. 1.0)
これらの警告は、折部材の NC ファイルを作成しようとすると表示される場合があ
ります。 これらの NC ファイルは正しくありません。 たとえば、部材の外部輪郭
が NC ファイルに完全には含まれない場合があります。 この NC ファイルから
DXF ファイルを作成して表示するとこの警告が表示されます。

この詳細オプションを使用するには、以下の操作を行います。
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1. この詳細オプションを設定するときは、0.3よりも大きい値を使用します。小

さいものから順番に設定します。内部のデフォルト値は 0.3です。

2. 警告が表示される部材の NC ファイルを作成します。

3. ファイル dstv_nc.logを確認し、この部材に対してまだ警告が表示される

場合は、別の値で手順 1～4 を繰り返します。

4. NC ファイルの作成後に dstv_nc.logにエラーメッセージが表示されなく

なったら、user.iniファイルからこの詳細オプションを削除します。この詳

細オプションを削除しないと、他の部材でも問題が発生する可能性がありま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CNC_HOLE_DIAMETER_ROUNDING

カテゴリ

CNC
NC ファイルで使用する孔の丸め係数を定義します。NC ファイルの精度は 0.01 ミ
リメートルです。

これにより、それぞれの差が非常に小さいボルト径が同じ値に丸められます。
Tekla Structures モデルでは、ボルトがさまざまな許容値を持つ場合があるため、そ
れに応じて異なる径を使用する必要があることがあります。 コンポーネントのダ
イアログボックスを使うことで、一般のボルトダイアログボックスを使うよりも、
多くの小数の桁数をボルト許容精度に入力できます。

丸めルーチンは、NC ファイルの作成時にのみ使用されます。

丸め係数を、工作機械のドリル許容値と同じ値(mm 単位)に設定します。デフォル
ト値は、0.00001です。

元の孔径が丸め係数で除算され、その結果が も近似の整数に丸められた後、丸め
係数で乗算されます。 これにより、それぞれの差が非常に小さい複数のボルト径
は同じ値に丸められます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

ここで、丸め係数を 1.5875 (1/16 インチ)とすると、結果は次のようになります。

• 径 26.99mm（マクロダイアログボックスで定義されている径 1” 1/16）=>
26.99/1.5875 => 17.00 => 17 => 17*1.5875 => 26.99 mm

• 径 27.00mm（ボルトダイアログボックスで定義されている径 1”）=> 27.00/1.5875
=> 17.01 => 17 => 17*1.5875 => 26.99 mm
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XS_COLLECT_MODEL_HISTORY

カテゴリ

ソリッド設定

Tekla Structures では、オブジェクト情報ダイアログ内の部材、鉄筋、レポートに含
まれるコンポーネントなど、さまざまなオブジェクトに関するモデル履歴データを
収集できます。データを収集するには、この詳細オプションを TRUE (デフォルト)
に設定します。モデル履歴を収集しない場合は、FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CLEAR_MODEL_HISTORY (114 ページ)

XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER

カテゴリ

寸法: ボルト

ボルト寸法で使用する文字を設定します。 デフォルト値は、アスタリスク(*)です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを使用して、初期化ファイル company.iniを格納するフォル

ダを定義します。このファイルには、企業レベルの設定が含まれます。たとえば、
モデルフォルダ、企業フォルダ、またはプロジェクトフォルダにある
options.iniファイルでこのフォルダを定義できます。

XS_COMPLEX_PART_MEMBERS_DO_NOT_HAVE_TO_BE_
MAIN_PARTS

カテゴリ

寸法: 部材
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複雑な部材/製品の寸法設定で使用し、メイン部材以外の部材が 1 つの部材として
寸法設定されるようにします。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT

カテゴリー: モデリングのプロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、XS_SYSTEM フォルダーにある [アプリケーシ

ョンとコンポーネント] カタログの定義ファイルを編集できます。

通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは
変更しないでください。

XS_COMPONENT_CATALOG_DO_REPORT_LEGACY_FILE_
ISSUES

カテゴリー

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

この詳細設定を TRUEに設定して、[アプリケーションとコンポーネント]カタログ

のメッセージログに古いコンポーネントカタログの問題を報告できるようにしま
す。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE

カテゴリ:モデリングのプロパティ

コンパクトなビューでサムネールのサイズの調整(16～96 ピクセル)を使用します。
デフォルト値は 40 です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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参照項目

XS_COMPONENT_CATALOG_THUMBNAIL_SIZE (119 ページ)

XS_COMPONENT_CATALOG_THUMBNAIL_SIZE

カテゴリ:モデリングのプロパティ

通常のビューでサムネールのサイズの調整(16～96 ピクセル)を使用します。デフ
ォルト値は、96 ピクセルです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE (118 ページ)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX

カテゴリ

ナンバリング

コンクリート部材のナンバリング頭マークを定義します。デフォルト値は、

Concreteです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER (119 ページ)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER

カテゴリ

ナンバリング

コンクリート部材の開始番号を定義します。 デフォルト値は、1 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX (119 ページ)

XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL

カテゴリ

マーク: 部材

単品図、キャストユニット図、および製品図で接合面記号を変更する場合に使用し
ます。デフォルトでは、シンボルファイルで定義されている番号 34 の接合面記号
が使用されます。接合面記号を変更するには、この詳細オプションに目的の接合面
記号番号を設定します。

一般図では、XS_GA_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL (249 ページ)を使用し
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CONNECT_CONNECTION_PARTS_IN_AUTOCONNECTION

カテゴリー: コンポーネント

ジョイントによって作成された部材をオートコネクションで接続しない場合は、こ
の詳細設定を FALSE (デフォルト) に設定します。TRUE に設定すると、ジョイント

によって作成された部材がオートコネクションで接続されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CONNECT_PLATE_PROFILES_IN_AUTOCONNECTION

カテゴリ

コンポーネント

TRUE に設定すると、ビルド部材で[オートコネクション] が有効になります。この

詳細オプションを FALSE に設定した場合、オートコネクションの使用時にプレー

トが部材と見なされません。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER

カテゴリ

既定のファイル

この詳細設定を使用して、現在の Tekla Structures モデルが読み取り専用 .tekla 参
照モデルとしてアップロードされる Trimble Connect プロジェクト フォルダーを定
義します。.tekla 参照モデルは、リンクされた Trimble Connect プロジェクト内の

Tekla Structures モデルの対応するモデルとして機能します。Tekla Structures モデル
を .tekla 参照モデルとしてアップロードすると、ToDos やその他の Trimble
Connect コマンドをモデルで使用できます。

現在の Tekla Structures モデルをアップロードする、関連付けられた Trimble Connect
プロジェクト内のフォルダーへのパスを入力します。デフォルトのフォルダー パ
スは Structural\Tekla models です。

Tekla Model Sharing と共有されているモデルを使用している場合は、 (434 ページ)
詳細設定を使用して、共有モデルを Trimble Connect プロジェクト フォルダーにア
ップロードするタイミングを定義します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CONSIDER_NEIGHBOUR_PARTS_IN_HIDDEN

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、陰線を使用して隣接部材

の背後の部材が描画されます。可視線タイプを使用して隣接部材の背後の部材を
表示する場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。

設定 図面での表示例

TRUE (デフォルト)に設定します。

隣接部材の背後の部材が陰線で
描画されます。
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設定 図面での表示例

FALSEに設定します。隣接部材

の背後の部材が可視線タイプで
描画されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CONSIDER_REBAR_HOOK_LOCATION_IN_CAST_UNIT_
NUMBERING

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定を使用して、鉄筋フックの位置がキャスト ユニットのナンバリング
で考慮されるかどうかを指定します。

デフォルト値は、 FALSE です。

この詳細設定を TRUE に設定すると、たとえば、同じ鉄筋にあるフックが異なる方

向を指す場合、または、あばら筋フックが異なる角にある場合、同一のキャスト ユ
ニットが異なる番号を受け取ります。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

XS_CONSIDER_REBAR_NAME_IN_NUMBERING

カテゴリ

コンクリート詳細設計

FALSE に設定すると、ナンバリング時に、鉄筋名ではなく部材名だけが考慮され

ます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT

カテゴリ

モデリング

システムコンポーネントによって設定されたポリゴンプレートのプロファイルの
点を削除します。これが行われるのは、点がほぼ直線上にあり、設定された(中間)
点の線からのずれが 大でもこの詳細オプションの値と同じである場合です。 そ
の場合、点は前の点と次の点の間の線に非常に近く、重複しているため、削除でき
ます。 値は 10 進数で入力します。 デフォルト値は 1.0 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_CLOSE_POINTS
(123 ページ)

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_
CLOSE_POINTS

カテゴリ

モデリング

システムコンポーネントによって設定されたポリゴンプレートのプロファイルの
点を削除します。これが行われるのは、点がほぼ直線上にあり、設定された(中間)
点の線からのずれが 大でもこの詳細オプションの値と同じである場合です。 そ
の場合、点は前の点と次の点の間の線に非常に近く、重複しているため、削除でき
ます。 この詳細オプションは、連続する 2 点間で区間の点の距離がで 10.0 mm 未
満の場合に使用します。この詳細オプションのデフォルト値は 0.1 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT (122 ページ)
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XS_CONVERSION_ARBITRARY_PROFILE_MAPPING_BY_
NAME_MUST_MATCH_DIMENSIONS

カテゴリ:モデリング

この詳細設定を TRUE に設定すると、プロファイル名を IFC オブジェクト変換にお

けるプロファイル名にマッピングするときに、寸法が任意のプロファイル マッピ
ングに一致する必要があります。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CONVERT_OLD_FORCE_UNITS_TO_SI_FROM

カテゴリ

コンポーネント

バージョン 7.0 より古い Tekla Structures カタログを開くときに部材とジョイント
の属性テーブルを変換する方法を定義します。

以下の単位を使用できます。単位は、kg、T、N、daN、kN、lbf、kip、数値のいず
れかです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

力の単位を kip から SI に変換するには、この詳細オプションを kipに設定します。

XS_CONVERT_OLD_MOMENT_UNITS_TO_SI_FROM

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

バージョン 7.0 より古い Tekla Structures カタログを開くときに部材とジョイント
の属性テーブルを変換する方法を定義します。

以下の単位を使用できます。単位は、kgm、Tm、Nm、daNm、kNm、lbf-in、lbf-ft、
kip-in、kip-ft、数値のいずれかです。

例

モーメントの単位を kip-ft から SI に変換するには、この詳細オプションを kip-ft
に設定します。
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XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING

カテゴリ

図面プロパティ

詳細オプション XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONINGを TRUEに設

定すると、複製された図面にリビジョンとユーザー定義情報が自動的にコピーされ
ます。デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを使用して、結合部材マークで部材数を示す方法を指定しま
す。この詳細オプションを TRUEに設定すると、すべての部材がカウントされま

す。デフォルトでは、この詳細オプションは FALSEに設定されます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

梁ウェブの両側に 4 つ以上の同じスチフナーがある場合、マークは次のようになり
ます。

• 4x1002BS: XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARKが

TRUEに設定されている場合。

• 2x1002BS: XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARKが

FALSEに設定されている場合。

参照項目

XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK (125 ページ)

XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材
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この詳細オプションを使用して、結合部材マークで部材数を示す方法を指定しま
す。この詳細オプションを TRUEに設定すると、両方の部材がカウントされます。

このようにしない場合は、FALSE (デフォルト)に設定します。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

梁ウェブの両側に 2 つの同じスチフナーがある場合、マークは次のようになりま
す。

• 2x1002BS: XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=TRUEの場合。

• 1002BS: XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=FALSEの場合。

参照項目

XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK (125 ページ)

XS_CREATE_ALSO_BIG_HTML_REPORT_PICTURES

カテゴリ

コンクリート詳細設計

TRUEに設定すると、画像の追加セットがレポートフォルダに追加されます。画像

は HTML レポートの画像と比較して 3 倍の大きさになります。デフォルト値は、

FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CREATE_DRAWING_PREVIEW_AUTOMATICALLY

カテゴリ

図面プロパティ

図面を保存するたびに図面のスナップショットを作成するには、この詳細オプショ
ンを TRUEに設定します。 スナップショットは、現在のモデルフォルダの下の

\drawingフォルダに保存されます。 このスナップショットは、マスター図面カ

タログで図面のデフォルトプレビューイメージとして使用されます。 この詳細オ
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プションを FALSEに設定した場合、スナップショットは作成されません。 デフォ

ルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

カテゴリ

マーク:一般

新しい部材が追加された複製図面に対するマークをすべて作成します。

マークを作成するには、この詳細オプションを TRUEに設定します。デフォルト値

は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法: 部材

TRUE (デフォルト) と入力すると、図面に丸孔の中心点の寸法が示されます。

設定 図面での表示例

TRUE

詳細設定のリファレンス 127 詳細設定 - C



設定 図面での表示例

FALSE

孔の中心までの自動寸法は、カット部材プロファイルが丸である場合にのみ行われ
ます。

この詳細設定は、一般図の自動的な寸法には適用されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_
VIEWS

カテゴリ

図面プロパティ

TRUEに設定すると、コピーされたビューが元の図面にリンクされます。これは、

たとえば、ビューのコピー元の図面を削除すると、コピーされたビューも Tekla
Structures により削除されることを意味しています。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

便利なリンク

XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWSの使用の詳細につ

いては、Tekla User Assistance の次のサポート記事を参照してください。XS_
CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS 詳細設定の機能

XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION

カテゴリ:図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、図面の作成と同時に図面のスナップショット

を作成できます。この設定を TRUE に設定すると、図面のスナップショットを作成
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するために図面を開いて保存する必要がなくなります。デフォルト値は、FALSE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CREATE_VIEW_FROM_MODEL_OLD_WAY

カテゴリ

図面ビュー

この詳細オプションを使用して、一般図の図面ビュー境界に使用する値を指定しま
す。 この設定は、モデルから作成されたビューだけに適用されます。

この詳細オプションを FALSE (デフォルト)に設定すると、モデルビューの現在の

作業領域の X 座標と Y 座標に基づく値が図面ビュー境界に使用されます。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、作業エリアの設定にかかわりなく、モ

デルビュー全体が図面ビューの境界値として使用されます。

どちらの場合も、デプス値は、モデルビューのビューデプス値から求められます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE

カテゴリ:ソリッド設定

この詳細設定を使用して、断面内の角処理を分割する角度を変更します。デフォル
ト値は 30.0 度です。

注 値を非常に小さくすると、プロファイルの丸めが表示されません。

この詳細設定を使用すると、精度が高い部材 (図面や DWG のエクスポートで
使用する部材など) の切欠半径に影響します。

例

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE=10.0
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参照項目

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (415 ページ)

XS_CURVED_AXIS_PLACE

カテゴリ

プロファイル

曲がり部材の長さは、デフォルトでは、中心軸に沿って計算されます。 この詳細
オプションにより、この軸の位置を比率で定義します。

Tekla Structures では、軸の位置は、式 h=H/2.0*比率を使用して計算されます。デフ
ォルト値は、ゼロ(0)です。比率を 1.0 に定義すると、上フランジに沿って長さが計
算されます。比率を-1.0 に定義すると、下フランジに沿って長さが定義されます。

この値は、レポートおよび図面テンプレートで使用されます。

XS_CUSTOM_COMPONENT_DECIMALS

カテゴリー

ソリッド設定

この詳細設定を使用して、カスタムコンポーネントの小数部分の桁数を調整しま
す。この設定は、[値のタイプ]が[テキスト]であるパラメータ変数でのみ機能しま
す。他のパラメータタイプは、通常の精度設定に従います。

デフォルト値は 3 です。
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XS_CUT_SYMBOL_FONT

カテゴリ

図面プロパティ

矢視記号テキストのフォントを定義します。 デフォルト値は、Arial です。 フォン
トを指定しない場合、XS_DEFAULT_FONT に定義されているデフォルトのフォン

トが代わりに使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)

XS_CYCLIC_SOLVER_MAX_LOOPS

カテゴリ

モデリング

カスタムコンポーネントの依存関係を解決するのに、Tekla Structures が行うサイク
ル数を定義します。サイクルループ量に対する数を入力します。既定値は 2 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

1.4 詳細設定 - D

DAK_BMPPATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

以下の機能で使用するビットマップファイルのフォルダを示します。

• カスタムコンポーネント

• ユーザー定義情報（objects.inpファイル）

• プロファイルカタログ

• システムコンポーネント
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以下の例に示すように、フォルダー パスのセミコロン区切りリストを使用できま
す。この詳細設定は、デフォルトでは teklastructures.ini ファイルに定義さ

れており、フォルダー ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Bitmaps を示します。

他のフォルダーを使用する場合は、モデル フォルダーの options.ini ファイル

に、DAK_BMPPATH と、独自のビットマップのあるフォルダーを参照する新しいパ

スを追加します。

例

DAK_BMPPATH=%XSDATADIR%\Bitmaps\
DAK_BMPPATH=%XSDATADIR%\Bitmaps\;H:\Tekla\bitmap\

XSDATADIR

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。この詳細設定はローカルに設定することもできます。環境 ini ファイル
(env_<environment_name>.ini) を参照してください。通常、システム固有の

設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更しないでくださ
い。

XSDATADIR は teklastructures.ini ファイルで定義されています。この詳細

設定は、環境ファイル/フォルダーがインストールされている場所を参照します。

例

デフォルトでは、この詳細設定は次のように設定されます。set
XSDATADIR=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\

XS_DEFAULT_BREP_PATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

新しいモデルを作成するときに、[形状カタログ] ダイアログ ボックスで使用でき
るデフォルトの形状の位置を定義する場合に使用します。この詳細設定は、デフォ
ルトでは common 環境を参照するように設定されており、デフォルトの形状の定義

ファイルは \profil フォルダーの下にある \Shapes フォルダーと

\ShapeGeometries フォルダーから読み取られます。

モデル内のアイテムを作成するときにこの位置から使用する形状は、モデル フォ
ルダーにコピーされます。
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例

Tekla Structures がドイツ環境からデフォルトの形状を読み取るには、この詳細設定
を次のように設定します。

set XS_DEFAULT_BREP_PATH=%XSDATADIR%\environments\germany\
] または [
set XS_DEFAULT_BREP_PATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\germany\

XS_DEFAULT_ENVIRONMENT

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

XS_DEFAULT_LICENSE (135 ページ) および XS_DEFAULT_ROLE (136 ページ) と
一緒に使用すると、ログイン ダイアログを省略できます。これらの詳細設定を個
別の初期化ファイルで設定し、Tekla Structures ショートカットで「-I」(大文字の i)
パラメーターを使用して初期化ファイルを指定します。このパラメーターは、他の
初期化ファイルより先に読み取る必要があるファイルを指定する場合に使用しま
す。

警
告

環境で役割が使用されている場合、スタートアップが正しく動作するために
は、XS_DEFAULT_ENVIRONMENTと XS_DEFAULT_ROLEの両方が設定され

ている必要があります。XS_DEFAULT_LICENSEは省略可能です。

例

set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=C:\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\Environments\germany\env_Germany.ini

XS_DEFAULT_FONT

カテゴリ:モデル ビュー

基準線、寸法、およびマーク テキストを作成する場合などの、モデルおよび図面
におけるデフォルトのフォントを指定します。Arial Narrow などの任意の Windows
フォントの名前を入力します。デフォルト値は Segoe UI semibold です。

以下のいずれかの詳細設定を設定しない場合、または図面でフォント変換が必要な
場合は、Tekla Structures では XS_DEFAULT_FONT が使用されます。

• XS_CUT_SYMBOL_FONT
• XS_DIMENSION_FONT
• XS_GRID_TEXT_FONT
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• XS_MARK_FONT
• XS_VIEW_TITLE_FONT
• XS_WELD_FONT
たとえば、XS_MARK_FONTに値が設定されていないときに、新しいバージョンの

Tekla Structures で古いモデルを開いた場合、マークを新しいモデルデータベースに
変換する際に XS_DEFAULT_FONTが使用されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT_SIZE (134 ページ)

XS_CUT_SYMBOL_FONT (130 ページ)

XS_DIMENSION_FONT (146 ページ)

XS_GRID_TEXT_FONT (253 ページ)

XS_MARK_FONT (288 ページ)

XS_VIEW_TITLE_FONT (475 ページ)

XS_WELD_FONT (478 ページ)

XS_DEFAULT_FONT_SIZE

カテゴリ

モデルビュー

モデリング時のデフォルトのフォントサイズを設定します。デフォルト値は、12
です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DEFAULT_HEIGHT_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE

カテゴリ

図面プロパティ
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計算による図面サイズのデフォルトの高さを変更します。値をミリメートル単位
で入力します。デフォルト値は、287 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DEFAULT_LICENSE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

ユーザー役割のデフォルトのライセンスを設定します。この詳細オプションは、選
択した役割のデフォルトのライセンスを設定するために役割単位の初期化ファイ
ル(role_*.ini)で使用するか、ログインダイアログを省略するために個別の初期

化ファイルで XS_DEFAULT_ROLEおよび XS_DEFAULT_ENVIRONMENTと一緒に

使用することができます。

警
告

環境で役割が使用されている場合、正しく起動するためには

XS_DEFAULT_ENVIRONMENTと XS_DEFAULT_ROLEの両方が設定されてい

る必要があります。複数のライセンスタイプを使用できる場合、

XS_DEFAULT_LICENSEを設定する必要があります。

有効な値は以下のとおりです。

• FULL
• TeklaStructures_Primary
• STEEL_DETAILING
• REBAR_DETAILING
• PRECAST_CONCRETE_DETAILING
• CONSTRUCTION_MODELING
• DRAFTER
• ENGINEERING
• PROJECT_VIEWER
• PRODUCTION_PLANNER
• EDUCATIONAL
• DEVELOPER
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XS_DEFAULT_MODEL_TEMPLATE

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

新しいモデルを作成する場合に、 [ファイル]メニュー --> [新規] をクリックしたと
きに、デフォルトとして使用されるモデルテンプレートを定義します。

環境フォルダで使用可能な役割の初期化ファイルの詳細設定の値を定義します。
デフォルトのモデルテンプレートを、詳細設定
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY (306 ページ)で定義されたフォルダに保存
します。

この詳細設定が設定されていない場合は、 後に使用されたモデルテンプレートが
[ファイル]メニュー --> [新規] に表示されます。

例

set XS_DEFAULT_MODEL_TEMPLATE=EngineeringTemplate

XS_DEFAULT_ROLE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

および (135 ページ)XS_DEFAULT_LICENSEXS_DEFAULT_ENVIRONMENT
(133 ページ) と一緒に使用すると、ログイン ダイアログを省略できます。これらの
詳細設定を個別の初期化ファイルで設定し、Tekla Structures ショートカットで「-I」
(大文字の i) パラメーターを使用して初期化ファイルを指定します。このパラメー
ターは、他の初期化ファイルより先に読み取る必要があるファイルを指定する場合
に使用します。

警
告

環境で役割が使用されている場合、スタートアップが正しく動作するために
は、XS_DEFAULT_ENVIRONMENTと XS_DEFAULT_ROLEの両方が設定され

ている必要があります。XS_DEFAULT_LICENSEは省略可能です。

例

set XS_DEFAULT_ROLE=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments\USA\Role_Imperial_Steel_Detailing.ini

XS_DEFAULT_WIDTH_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE

カテゴリ

図面プロパティ

詳細設定のリファレンス 136 詳細設定 - D



計算による図面サイズのデフォルトの幅を変更します。値をミリメートル単位で
入力します。デフォルト値は、410 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、不要な図面ファイルが削

除されます。このようにしない場合は、FALSEに設定します。この詳細オプショ

ンにより、詳細オプション

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIODのデフォルト値である

7 日間が経過した dg ファイルが削除されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD (137 ページ)

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD

カテゴリ

図面プロパティ

不要な図面ファイルを削除するまでの経過期間を定義します。期間を日数で入力
します。この詳細オプションは、デフォルトでは 7に設定されます。

警告 Tekla Structures を使い慣れたユーザーでない限り、この詳細オプションの値
を変更しないことをお勧めします。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES (137 ページ)
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XS_DELETE_UNNECESSARY_INT_ARRAYS

カテゴリ: ソリッド設定

[ファイル]メニューに移動し、 [エラーチェックと修復] --> [モデルの修復] をクリ
ックしたときに整数型の配列も削除する場合は、TRUEに設定します。デフォルト

値は FALSEです。

この詳細オプションを使用する場合は、モデルのバックアップコピーを作成してお
くようにしてください。

警
告

この設定は、モデルサイズを小さくする場合があるため慎重に使用する必要
があります。この詳細設定オプションを有効にして、[データベースの修復]を
実行すると、すべての使用されなくなった整数型の配列と二重の配列がデー
タベースから削除されます。誰かが整数型の配列をデータベース内の新しい
場所で使い始める場合、その人はこの機能について知っており、データを更
新する際に、これらの参照が見つけられるように、また情報が失われること
がないように注意する必要があります。

XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_
PERIOD

カテゴリ :マルチユーザー

不要な参照モデルファイルを削除するまでの経過期間を定義します。期間を日数
で入力します。デフォルトでは、この詳細設定は 7に設定されます。この詳細設定

を使用するには、詳細設定 XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT
(363 ページ)を設定して、不要な参照モデルを削除する必要があります

• マルチユーザーモデルでは、安全期間が経過するまでファイルは保持されます。

• 共有モデルでは、ファイルを書き出すまでファイルは保持されます。

警
告

Tekla Structures を使い慣れたユーザーでない限り、この詳細設定の値を変更
しないことをお勧めします。

この詳細設定は、共有モデルには影響しません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DETAIL_BOUNDARY_RADIUS

カテゴリ

図面プロパティ

詳細ビューで円状の部分詳細記号の固定サイズを定義します。

半径の数値をミリメートル単位で入力します。 デフォルトでは、サイズが設定さ
れません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DETAIL_MARK_REFERENCE_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

[部分詳細シンボルプロパティ] ダイアログ ボックスの [部分詳細マーク] タブ ペー
ジで、[シンボル] を [カスタム] に設定している場合、この詳細設定に設定した値が
使用されます。たとえば、「xsteel@3」と入力した場合、xsteel.sym シンボル ファ

イルのシンボル番号 3 が使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE

カテゴリ

図面プロパティ

別の図面の部分詳細を示すシンボルの参照テキストを設定します。 テキストには
以下を含めることができます。
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• フリーテキスト

• ユーザー定義情報

• テンプレート属性

[詳細設定]ダイアログボックスでは、ユーザー定義情報やテンプレート属性を 1 つ
の%文字で囲みます。%DRAWING_TITLE%はデフォルト値です。%TITLE%でも結

果は同じです。この詳細オプションは、図面プロパティダイアログボックスで入力
された図面名を取得します。「TITLE1 - TITLE3,」と入力した場合、Tekla
Structures は、図面プロパティダイアログボックスから図面タイトルを取得します。
DR_TITLE1 - DR_TITLE3の形式を使用することもできます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DETAIL_VIEW_REFERENCE

カテゴリ

図面プロパティ

部分詳細ビューラベルの参照テキストを設定します。 フリーテキスト、ユーザー
定義情報、およびテンプレート属性を入力できます。

ユーザー定義情報やテンプレート属性を 1 つの%文字で囲みます。

%DRAWING_TITLE%はデフォルト値です。%TITLE%でも結果は同じです。この詳

細オプションは、図面プロパティダイアログボックスで入力された図面名を取得し
ます。「TITLE1 - TITLE3,」と入力した場合、Tekla Structures は、図面プロパテ

ィダイアログボックスから図面タイトルを取得します。DR_TITLE1 -
DR_TITLE3の形式を使用することもできます。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE (139 ページ)

XS_DGN_EXPORT_PART_AS

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

Tekla Structures でソリッドオブジェクトを DGN 形式にエクスポートする方法を指
定します。

• ソリッドオブジェクトを、ソリッド面を DNG 形状として含むセルとしてエク
スポートするには、CELLに設定します。

• ソリッドオブジェクトを、境界要素で定義した DNG ソリッドオブジェクトと
してエクスポートするには、SOLIDに設定します。

デフォルト値は、CELLです。

XS_DGN_EXPORT_USE_LOCAL_ID

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを TRUE に設定すると、3D DGN エクスポートでローカル ID
番号を使用できるようになります。 エクスポートされた部材すべてに 1 から始ま
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る一意の ID 番号が割り当てられます。この ID はユーザー定義情報として保存さ
れ、以後のエクスポートで同じ ID が使用されます。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIALOG_ENABLE_STATE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを使用して、ダイアログボックスのチェックボックスから選択
を削除します。デフォルト値は TRUEです。

XS_DIMENSION_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY

カテゴリ

寸法: ボルト
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この詳細設定を TRUE に設定すると、ボルト グループの寸法が結合されなくなりま

す。ボルト グループの寸法を結合する場合は、FALSE (デフォルト) に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR

カテゴリ

寸法:一般

寸法およびレベルマークで小数点記号として使用される文字を定義します。 デフ
ォルト値は、ピリオド(.)です。

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR = <separator character>.

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 この詳細オプションを使用した場合、区切り文字は、部材マークまたはテンプ
レートではなく、図面内の寸法オブジェクトでのみ変更できます。

例

次の例では、[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの寸法設定が以下のように設
定されていて、詳細オプションが XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR=, に設

定されている場合、寸法マークにカンマが使用されます。
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次の例では、ピリオドであった区切り文字が、カンマに変更されます。

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_CHARACTER

カテゴリ

寸法: 一般

大きな寸法値で使用する区切り文字を指定します。 コンマ (,) を入力すると、
154321 は 154,321 になります。 文字を指定しない場合、[寸法記号プロパティ] >
[一般] > [桁区切り] で桁区切りを [はい] に設定すると、寸法ではスペースが使用さ
れます。 デフォルトでは、値が設定されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_COUNT (144 ページ)

寸法記号と寸法内容のプロパティ (648 ページ)

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_COUNT

カテゴリ

寸法:一般

寸法値に区切り文字を挿入した後の桁数を指定します。 この詳細オプションを
3(デフォルト)に設定した場合、154321 は 154 321 になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_CHARACTER (144 ページ)

寸法記号と寸法内容のプロパティ (648 ページ)
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XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_AWAY_FACTOR

カテゴリ

寸法: 一般

寸法点からの寸法線の引出し反対方向の長さを調整します。長さは寸法テキスト
のサイズの係数として定義します。デフォルト値は 1.0 (テキストの高さ * 1.0)で
す。

このオプションは、[寸法記号のプロパティ] ダイアログボックスで[短引出し線]オ
プションが[はい]または[基準線寸法のみ]に設定されている場合にのみ使用されま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_TOWARD_FACTOR (145 ページ)

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_ORIGIN_OFFSET

カテゴリ

寸法: 一般

引出し線の原点と引出し線の始点の間の距離(引出し線の引出し原点からのオフセ
ット)を指定します。デフォルト値は、1です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次の例では、引出し線の引出し原点からのオフセットが定義されています。

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_TOWARD_FACTOR

カテゴリ

寸法: 一般
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寸法点からの寸法線の引出し方向の長さを調整します。長さは寸法テキストのサ
イズの係数として定義します。デフォルト値は 1.5 (テキストの高さ * 1.5)です。

このオプションは、[寸法記号のプロパティ] ダイアログボックスで[短引出し線]オ
プションが[はい]または[基準線寸法のみ]に設定されている場合にのみ使用されま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

Setting the dimension extension line length

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_AWAY_FACTOR (145 ページ)

XS_DIMENSION_FONT

カテゴリ

図面プロパティ

寸法テキストのフォントを指定します。 デフォルト値は、Arial です。 フォントを
指定しない場合、XS_DEFAULT_FONT に定義されているデフォルトのフォントが

代わりに使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)

XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR

カテゴリ

寸法: 一般
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寸法グルーピングの数量と自動寸法注記テキストの間に表示する記号を定義しま
す。デフォルト値は、xです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

詳細設定 XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR は、統合寸法設定

(668 ページ)で定義されたグループ化された寸法での使用を目的としています。他
の寸法マークには、詳細設定 XS_DIMENSION_MARK_MULTIPLIER (148 ページ)
を使用します。

参照項目

XS_DIMENSION_LINE_TEXT_EPS

この詳細オプションは削除されました。代わりに、詳細オプション XS_TEXT_
ORIENTATION_EPSILON (425 ページ)を使用してください。

XS_DIMENSION_MARK_CONNECTOR

カテゴリ

寸法: 一般

寸法注記に寸法設定された複数の異なるオブジェクトのプロパティを示すときに、
寸法注記で使用する文字を変更します。たとえば、1 つの寸法線に複数の部材マー
クを示すときに、この詳細設定を使用します。デフォルトでは、プラス記号が使用
されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

寸法への注記の追加
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XS_DIMENSION_MARK_CREATE_MIDDLE_TAG_ALWAYS

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

Tekla Structures バージョン 2017 以降は寸法の中央注記の機能が拡張され、寸法の
原点と終点が異なるオブジェクトを指している場合にもデフォルトでオブジェク
ト情報が表示されます。以前のバージョンでは、中央注記の内容が表示されるのは
原点と終点が同じオブジェクトを指している場合のみでした。以前の機能を使用
可能にするには、この詳細設定を FALSE に設定します。

XS_DIMENSION_MARK_MULTIPLIER

カテゴリ

寸法: 一般

マーク内容が同じである複数の部材が存在するときに、乗算記号を変更します(例:
HEA400 + 2 x HEA300)。この詳細オプションは、[寸法記号プロパティ]ダイアログ
ボックスで[オブジェクト数を注記に含む]を選択している場合にのみ有効です。
デフォルト値は xです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY

カテゴリ

寸法: 部材

製品図の寸法線ラベルの横に配置する部材マークの内容を定義します。 任意のス
イッチを組み合わせることができます。

使用できるスイッチは、次の通りです。

• PROFILE
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• MATERIAL
• SIZE
• LENGTH
• COMMENT
• WPDIST(作業点間の距離)

• GR_L(部材の総長さ)

ヒ
ン
ト

スイッチと同じ順序で部材マークの内容を表示したい場合は、

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITIONを TRUEに設

定します。

この詳細オプションは役割固有です。値を変更すると、システム固有からモデル固
有に変更され、その値は現在のモデルのすべてのユーザーで同じになります。

例

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY=PROFILE_AND_LENGTH
.
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY=PROFILE_AND_GR_L

参照項目

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (149 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (150 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE

カテゴリ

寸法:部材

単品図の寸法線ラベルの横に配置する部材マークの内容を定義します。 任意のス
イッチを組み合わせることができます。

使用できるスイッチは、次の通りです。

• PROFILE
• MATERIAL
• SIZE
• LENGTH
• COMMENT
• WPDIST(作業点間の距離)

• GR_L(部材の総長さ)
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ヒ
ン
ト

スイッチと同じ順序で部材マークの内容を表示する場合は、

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITIONを TRUEに設

定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE=PROFILE_AND_MATERIAL
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE=PROFILE_AND_GR_L

参照項目

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (148 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (150 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION

カテゴリ

寸法: 部材

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLYと

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLEのスイッチの順序を制御

し、その結果、製品図と個々の図面の部材マークの内容の順序も制御できます。

TRUEに設定すると、XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY と
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLEのスイッチの順序を自由に

選択でき、部材マークの内容はスイッチの順序に従います。 デフォルト値は 
FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (148 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (149 ページ)

XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_CENTER

カテゴリ

寸法: 一般
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この詳細オプションを使用して、中心の寸法補助記号で Tekla Structures が使用する
記号を定義します。 デフォルト値は 1 です。Tekla Structures は、
dimension_marks.sym ファイルで定義されているシンボルを使用します。この

ファイルは通常、..\Tekla Structures\<version>\environments
\common\symbols\ フォルダーにあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_LEFT

カテゴリ

寸法: 一般

この詳細オプションを使用して、左の寸法補助記号で Tekla Structures が使用する記
号を定義します。 デフォルト値は 0 です。Tekla Structures は、
dimension_marks.sym ファイルで定義されているシンボルを使用します。この

ファイルは通常、..\Tekla Structures\<version>\environments
\common\symbols\ フォルダーにあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_RIGHT

カテゴリ

寸法: 一般

この詳細オプションを使用して、右の寸法補助記号で Tekla Structures が使用する記
号を定義します。 デフォルト値は 2 です。Tekla Structures は、
dimension_marks.sym ファイルで定義されているシンボルを使用します。この

ファイルは通常、..\Tekla Structures\<version>\environments
\common\symbols\ フォルダーにあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIMENSION_SKEWED_BOLTS_IN_PART_PLANE
_IN_SINGLE_DRAWINGS

カテゴリ

寸法: ボルト
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この詳細設定を TRUE に設定すると、単品図で部材面に対して垂直なボルトの寸法

が設定されます。 このようにしない場合は、FALSE に設定します。 デフォルト値

は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DIR

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションでは、Tekla Structures のデータファイル、ソースファイル、お
よびバイナリファイルのフォルダを指定します。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

XS_DISABLE_ADVANCED_OPTIONS

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

[詳細設定]ダイアログボックスを無効にして、初期化ファイルでしか詳細オプショ
ンを編集できないようにすることができます。

ダイアログ ボックスを無効にするには、この詳細オプションを TRUE に設定しま

す。 ダイアログ ボックスを無効にしない場合は、FALSE に設定します。 デフォル

ト値は FALSE です。

参照項目

XS_DISABLE_ANALYSIS_AND_DESIGN

カテゴリ

解析と設計

TRUEに設定すると、Tekla Structures ユーザーインターフェイスで次の解析ツール

が無効になります。

詳細設定のリファレンス 152 詳細設定 - D



• [解析]メニューの次のコマンドとそれに関連する[荷重と解析]ツールバーのア
イコン

• 解析モデル

• 部材プロパティダイアログボックスの以下のタブ

• 解析

• 荷重

• 合成部材

• スパン方法

• 始点拘束

• 終点拘束

• 設計基準

• 部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの 2 つの[解析]タブ

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_CANCEL_DIALOG_FOR_SAVE_NUMBERING_
SAVE

カテゴリ

ナンバリング

2 回目の保存が行われる前にナンバリングをキャンセルできない古いナンバリン
グ機能に戻します。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DISABLE_CIS2

カテゴリ: 解析

CIMSteel コマンドの表示と非表示を切り替えます。

[ファイル]メニューの[エクスポート]メニューと[インポート]メニューの CIMSteel
コマンドを非表示にするには、XS_DISABLE_CIS2詳細設定を TRUEに設定しま

す。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_CLASSIFIER_FOR_MODIFIED_PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

変更された部材の詳細なオブジェクトレベル設定チェックを無効にします。詳細
なオブジェクトレベル設定を定義した後にモデル内の部材のプロパティを変更す
ると、この詳細オプションを TRUEに設定していなければ、一般図の部材表示とマ

ーク内容が更新されます。

変更された部材のチェックを無効にするには、この詳細オプションを TRUEに設定

します。

変更された部材のチェックを無効にするには、この詳細オプションを FALSE に設

定します。 デフォルト値は FALSE です。

注 変更内容がナンバリングに関係しない場合、図面は更新されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、図面の印刷日情報が無効になります。

印刷日を無効にすると、ユーザーが図面を印刷している間に別のユーザーが同じ図
面を変更するような状況でマルチユーザーモデルを操作している場合に発生し得
る競合を回避するのに役立ちます。印刷日情報を含めるには、FALSEに設定しま

す。
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この詳細オプションは、デフォルトでは TRUEに設定されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DISABLE_PARTIAL_REFRESH

カテゴリ

モデルビュー

この詳細オプションを TRUEに設定すると、OpenGL ウィンドウの部分更新が無効

になります。この詳細オプションは、古い ATI グラフィックカード用です。部分更
新を無効にしない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_REBAR_MODELING

カテゴリ

解析

この詳細オプションを TRUEに設定すると、モジュールのライセンスを所有してい

る場合でも、鉄筋のモデリングモジュールが削除されます。ビュワー構成の場合を
除き、このライセンスは必ず含まれています。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_TEMPLATE_DOUBLE_CLICK

カテゴリ:図面プロパティ

デフォルトでは、図面テンプレートおよびテーブル レイアウトを編集できます。
詳細設定 XS_DISABLE_TEMPLATE_DOUBLE_CLICK を TRUE に設定することで、

テンプレートおよびテーブル レイアウトを編集できなくすることができます。こ
の設定を行うと、次のようになります。

• 図面でテンプレートをダブルクリックしても、テンプレートまたはテーブル レ
イアウトの編集を開始することはできません。代わりに、[図面のプロパティ]
ダイアログ ボックスが表示されます。
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• 図面でテンプレートを右クリックし、対応するコマンドを選択しても、テンプ
レートまたはテーブル レイアウトの編集を開始することはできません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_ASSEMBLY

カテゴリ

図面ビュー

製品図のビューを左揃えや上揃えにします。 値 HOR (左揃え)、VER (上揃え)、TRUE
(左揃えと上揃え)、または FALSE (配置なし)を使用できます。 値を省略すると、

FALSEと同じ結果になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_GA

カテゴリ

図面ビュー

一般図のビューを左揃えまたは上揃えにします。HOR(左揃え)、VER(上揃え)、また

はこの両方の値を使用できます。中心に配置されたビューを作成するには、この詳
細オプションを空のままにします。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_MULTI

カテゴリ

図面ビュー

マルチ図のビューを左揃えまたは上揃えにします。HOR(左揃え)、VER(上揃え)、ま

たはこの両方の値を使用できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_SINGLE

カテゴリ

図面ビュー

単品図のビューを左揃えまたは上揃えにします。HOR(左揃え)、VER(上揃え)、また

はこの両方の値を使用できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS

カテゴリ

モデルビュー

モデルオブジェクトの作成時に寸法および寸法線を表示するかどうかを定義しま
す。

TRUE(デフォルト)に設定すると、寸法および寸法線が表示されます。

寸法および寸法線は、新規モデルオブジェクトを作成し、オブジェクトの開始点、
中間点または参照点をピックすると表示されます。

この詳細オプションを FALSEに設定すると、寸法が表示されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS

カテゴリ:ビュー（モデル）

柱または梁の選択時に寸法および寸法線を表示するかどうかを定義します。

この詳細設定を TRUE (デフォルト) に設定すると、Tekla Structures は寸法と寸法線

を表示します。

単一のオブジェクトを選択したとき、またはそれらをピックして複数のオブジェク
トを選択したときに、寸法および寸法線が表示されます。別のコマンドを実行中
か、範囲選択で複数のオブジェクトを選択した場合、寸法は表示されません。

この詳細設定を FALSE に設定すると、寸法および寸法線は表示されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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注 直接変更 がオンの場合、これらの設定に関係なく、標準のオブジェクトの寸
法および寸法線が常に非表示になります。その場合、直接変更の寸法のみが表
示されます。これにより、どの寸法を編集できるかを簡単に確認できます。

参照項目

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS (158 ページ)

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS (157 ページ)

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS

カテゴリ: ビュー（モデル）

鉄筋、鉄筋グループ、または鉄筋セットを選択したときに、寸法および寸法線を表
示するかどうかを定義します。

この詳細設定を TRUE (デフォルト) に設定すると、Tekla Structures は脚の寸法、鉄

筋の全長 (Σ)、および寸法線を表示します。鉄筋グループの場合 (鉄筋セットを含
む)、 初の鉄筋と 後の鉄筋の寸法が表示されます。鉄筋セットで個々の鉄筋を
選択すると、選択したすべての鉄筋の寸法が表示されます。円弧鉄筋、円形鉄筋、
またはフックの場合、寸法は表示されません。

単体の鉄筋および鉄筋グループを選択した場合は、直接変更がオフになっていると
きにのみ、これらの寸法が表示されます。直接変更がオンになっている場合、これ
らの寸法は常に非表示になり、代わりに直接変更の寸法が表示されます。これによ
り、どの寸法を編集できるかを簡単に確認できます。

単一のオブジェクトを選択したとき、またはそれらをピックして複数のオブジェク
トを選択したときに、寸法および寸法線が表示されます。別のコマンドを実行中
か、範囲選択で複数のオブジェクトを選択した場合、寸法は表示されません。

この詳細設定を FALSE に設定すると、寸法と寸法線は表示されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

詳細設定のリファレンス 158 詳細設定 - D



ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> 鉄筋の寸法の表示・非表示 ]
をクリックするか、キーボード ショートカット Alt+6 を使用します。

参照項目

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS (157 ページ)

XS_DISPLAY_FILLET_EDGES

カテゴリー: モデル ビュー

この詳細設定を使用して、モデル ビューでのフィレット縁端の表示/非表示を切り
替えます。デフォルト値は、TRUE (フィレット縁端を表示する) です。フィレット

縁端を表示しない場合は、この詳細設定を FALSE に設定します。

注 この詳細設定は DirectX ビューでは機能しません。DirectX ビューでは、フィ
レットの縁端は表示されません。

フィレット縁端とは、モデル内の平面および曲面間の境界線を定義する線のことで
す。フィレット縁端が含まれるモデル オブジェクトの例として、曲線フィレット
が含まれるプロファイル、曲線角処理が含まれるスラブまたはポリゴン プレート、
曲線折れ梁などがあります。
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特定のプロファイルのフィレット縁端は、部材を高精度で表示する場合にのみ、モ
デル ビューで表示されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。新しい値を有効にするためにモデルを開き直し

ます。

参照項目

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (415 ページ)

XS_DISPLAY_ZERO_INCHES

カテゴリ: フィート・インチ単位

この詳細設定を TRUEに設定すると、0 インチが表示されます。 デフォルト値は 
FALSE です。

この詳細オプションを使用した場合、情報ツールで取得する結果と、モデルおよび
図面内の寸法に影響します。

例:
TRUE: 2'-0"

FALSE: 2'

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DISTANT_OBJECT_FINDER_TOLERANCE

カテゴリ

モデルビュー

遠くにあるオブジェクトのレポート作成で、 も近い部材からの 小距離を設定し
ます。オブジェクトは、この距離の外側に存在している必要があります。これは
[遠いオブジェクトの検索]ツールでリストされます。

この距離は も近い部材から測った距離です。値をメートル単位で入力します。
デフォルト値は、100です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE

カテゴリ:ビュー（モデル）

[クリップ平面] コマンドを使用して点群および参照モデルのみをクリッピングす
るには、この詳細設定を TRUE に設定します。ネイティブ Tekla Structures オブジェ

クトはクリッピングされません。デフォルト値は FALSE です。

値を変更したら、モデル ビューを再描画 します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY
_DRAWINGS_FOR_CONCRETE_PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

コンクリート部材に対する単品図と製品図の作成を指定します。

図面の作成を有効にするには、この詳細オプションを FALSEに設定します。

図面の作成を無効にするには、この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定し

ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY_DRAWINGS_FOR_LOOSE_
PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、部材が 1 つしか含まれていない製品の製品図を作
成するかどうかを定義します。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、部材を 1 つしか含まない製品の製品図

は作成されません。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_DO_NOT_CREATE_BOLT_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_
SINGLE_VIEWS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含む単品図内にボルトマークを作成するかどうかを指定します。

ボルトマークを作成しない場合は TRUE、ボルトマークを作成する場合は FALSEを

指定します。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DO_NOT_CREATE_PART_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_
SINGLE_VIEWS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含む単品図ビュー内に部材マークを作成するかどうかを指定します。

部材マークを作成しない場合は TRUE、部材マークを作成する場合は FALSEを指定

します。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DO_NOT_CREATE_PROFILE_DIMENSIONS_FOR_
CONCRETE

内容

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUE に設定すると、キャスト ユニット図にコンクリート部

材のプロファイル寸法が自動的に表示されなくなります。 プロファイル寸法を表
示する場合は、FALSE に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DO_NOT_DISPLAY_CHAMFERS

カテゴリ: モデルビュー

この詳細設定を TRUEに設定すると、ポリゴンプレートが角処理のラインなしで描

画されます。 角処理のラインを表示する場合は、この詳細設定を FALSEに設定し

ます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定は、XS_DRAW_CHAMFERS_HANDLES (179 ページ)を CHAMFERSま

たは CHAMFERS_AND_HANDLESに設定した場合に有効です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DO_NOT_DRAW_COLUMN_MARKS_AT_45_DEGREES_IN_
GA_DRAWING

カテゴリ

マーク: 部材

一般図の平面ビューには、デフォルトで柱の位置から 45 度の角度で柱マークのテ
キストが配置されます。 マークを水平に配置するには、この詳細オプションを 
TRUE に設定します。 この詳細オプションを FALSE に設定すると、マークのテキ

ストが 45 度の角度で配置されます。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

次の例では、この詳細オプションが TRUEに設定されています。

次の例では、この詳細オプションが FALSEに設定されています。
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XS_DO_NOT_EXTEND_DIMENSION_LINES_THROUGH_ALL_
HOLES

カテゴリ

寸法: ボルト

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、寸法線が延長されなくな

り、ボルトグループのすべての孔を通らなくなります。寸法線を延長する場合は、
この詳細オプションを FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DO_NOT_PLOT_DIMENSION_POINT_CIRCLES

カテゴリ:寸法: 一般

TRUE に設定すると、ドキュメント管理の印刷時に赤い寸法点確認マークが印刷さ

れなくなります。図面を開いている場合は、寸法点確認マークが常に印刷されま
す。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

標準設定では、Tekla Structures を起動するたびに、Tekla Structures により踏み板部
材設定は上書きされてデフォルト値で置き換えられます。Tekla Structures で踏板
設定が失われないようにするには、teklastructures.ini ファイルで詳細オプ

ション XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE を TRUE に設定します。

カタログの踏み板部材を使用していて、

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE を TRUE に設定している状態で

Tekla Structures を更新する場合は、次のようにします。

1. teklastructures.ini ファイルで、

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE を FALSE に設定します。

2. Tekla Structures を更新します。

3. Tekla Structures を起動します。

4. teklastructures.ini ファイルで、

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE を TRUE に設定します。

5. Steps.exeを実行します。

6. Tekla Structures を再起動します。

参照項目

船梯子 (1902 ページ)

XS_DO_NOT_REMOVE_END_ABSOLUTE_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法: 部材

絶対寸法を使用すると、Tekla Structures により 後の絶対垂直寸法が削除されま
す。これを防ぐには、この詳細オプションを TRUE (デフォルト) に設定します。こ

のようにしない場合は、この詳細オプションを FALSE に設定します。

XS_DO_NOT_REMOVE_END_ABSOLUTE_DIMENSIONS は、寸法タイプが [統合
寸法] の場合にのみ機能することに注意してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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設定 図面での表示例

TRUE

FALSE

XS_DO_NOT_USE_FOLDED_GUSSET_PLATE
この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを TRUE に設定すると、ガセット ジョイントで折れ板を作成す

るときに部材合成が使用されます。 FALSE に設定すると、[部材合成] コマンドで

はなく、[折れ梁] コマンドを使用して折れたガセット プレートが作成されます。
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XS_DO_NOT_USE_GLOBAL_PLATE_SIDE

カテゴリ

コンポーネント

ジョイント 141、146、147、149、181、184、185、186、および 187 では、メイン
部材に複数のジョイントがある場合に、デフォルトですべてのガセット プレート
がメイン部材の同じ側に作成されます (グローバル配置)。 この詳細オプションを 
TRUE に設定すると、ジョイントがメイン部材のどの端部に も近いかに応じて各

ガセット プレートが配置されます (ローカル配置)。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DONT_SHOW_POLYBEAM_MID_EDGES

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、図面で折れ梁の折れ線と曲げ線が非表

示になります。FALSE (デフォルト)に設定すると、折れ線と曲げ線が表示されま

す。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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例

詳細オプション
の設定値

例 解説

TRUE 手摺でポリビームの折
れ線と曲げ線が表示さ
れません。

FALSE 手摺でポリビームの折
れ線と曲げ線が表示さ
れます。
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XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定した場合は、図面にカット部材の縁端が描画さ

れ、FALSEに設定した場合は、縁端が開いたままになります。デフォルト値は、

TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SECTION_LINE_COLOR (378 ページ)

XS_DRAW_ANGLE_AND_RADIUS_INFO_IN_UNFOLDING

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細オプションを TRUEに設定すると、寸法線上に角度と半径の情報が表示さ

れます。この詳細オプションのデフォルトでは、情報が表示されます。この情報を
表示しない場合は、FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_
UNFOLDING

カテゴリ:寸法: 折梁展開

この詳細設定を TRUE に設定すると、展開単品図を作成するときに、曲げ端部線の

寸法が作成されます。デフォルト値は FALSE です。
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詳細設定 XS_DRAW_BENDING_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING を TRUE に
設定した場合、2 つの異なる寸法が作成されることに注意してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING (170 ページ)

XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING

カテゴリ:寸法: 折梁展開

この詳細設定を TRUE に設定すると、折れ板または折れ梁の展開単品図を作成する

ときに、曲げ端部線が描画されます。折れ梁の場合、折れ梁に円形状の角処理があ
る場合のみ、線が描画されます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING (169 ページ)

XS_DRAW_BENDING_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細オプションを TRUEに設定すると、図面に折れ線寸法が作成されます。

折れ線寸法を作成しない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。 デ
フォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES

カテゴリ: 図面プロパティ

ほかの部材の背後に隠れているボルトを単品図、製品図、および一般図に表示する
か、非表示にするかを制御するには、以下の詳細オプションを使います。 ここで
はデフォルト値を示しています。

• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS=FALSE
有効な値は以下のとおりです。

• AS_PART:部材の陰線表示設定を使用します。

• TRUE:隠れているボルトを常に表示します。

• FALSE:隠れているボルトを表示しません。

注 Tekla Structures では、図面にボルトが追加されるとき、通常は図面または図面
ビューを作成するときに、ボルトの陰線の表示方法が設定されます。 ボルト
の陰線の設定は後から変更することはできません。

古い図面の設定を変更する場合は、必要なボルトの陰線の設定を使用して新し
い図面ビューを作成する方法もあります。

例

次の例は、この詳細オプションと図面プロパティの設定を組み合わせて使用する方
法を示しています。

目的 操作

製品図に陰線が常に
表示されないように
設定する

1. [製品図プロパティ]ダイアログボックスで、[ボル
ト]をクリックします。

2. [内容]タブで、[ボルトシンボル]リストから[ソリッ
ド]を選択します。

3. [OK]をクリックします。

4. [ファイル]メニュー --> [設定] --> [詳細設定] -->
[図面プロパティ] に移動し、
XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBL
Y_DRAWINGSを FALSEに設定します。

5. 図面を作成します。
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目的 操作

陰線が製品図の部材
プロパティとして表
示されるように設定
する

1. [製品図プロパティ]ダイアログボックスで、[ボル
ト]をクリックします。

2. [内容]タブで、[ボルトシンボル]リストから[ソリッ
ド]を選択します。

3. [OK]をクリックします。

4. [図面プロパティ]ダイアログボックスで、[部材]を
クリックします。

5. [内容]タブで、[陰線のオン/オフ]チェックボックス
をオフにします。

6. [ファイル]メニュー --> [設定] --> [詳細設定] -->
[図面プロパティ] に移動し、
XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBL
Y_DRAWINGSを AS_PARTに設定します。

7. 図面を作成します。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (174 ページ)

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、他の部材の背後に隠れているボルトを製品図に表
示するか、非表示にするかを制御します。

有効な値は以下のとおりです。

• AS_PART:部材の陰線表示設定を使用します。

• TRUE:隠れているボルトを常に表示します。

• FALSE:隠れているボルトを表示しません。

デフォルト値は、AS_PARTです。

注 この設定は、ソリッド表示または正確ソリッド表示のボルトにのみ影響しま
す。シンボル表示のボルトは常に表示されます。この詳細オプションを変更
しても既存の図面には影響しませんが、図面を再作成する必要があります。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。
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参照項目

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (171 ページ).

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、他の部材の背後に隠れているボルトを一般図に表
示するか、非表示にするかを制御します。

有効な値は以下のとおりです。

• AS_PART:部材の陰線表示設定を使用します。

• TRUE:隠れているボルトを常に表示します。

• FALSE:隠れているボルトを表示しません。

デフォルト値は、FALSEです。

注 この設定は、ソリッド表示または正確ソリッド表示のボルトにのみ影響しま
す。シンボル表示のボルトは常に表示されます。この詳細オプションを変更
しても既存の図面には影響しませんが、図面を再作成する必要があります。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (171 ページ).

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、他の部材の背後に隠れているボルトを単品図に表
示するか、非表示にするかを制御します。

有効な値は以下のとおりです。

• AS_PART:部材の陰線表示設定を使用します。

• TRUE:隠れているボルトを常に表示します。

• FALSE:隠れているボルトを表示しません。
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デフォルト値は、AS_PARTです。

注 この設定は、ソリッド表示または正確ソリッド表示のボルトにのみ影響しま
す。シンボル表示のボルトは常に表示されます。この詳細オプションを変更
しても既存の図面には影響しませんが、図面を再作成する必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (171 ページ).

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES

カテゴリ

図面プロパティ

ボルトの自部材陰線を単品図、製品図、および一般図に表示するか、非表示にする
かを制御するには、次の詳細オプションを使用します。 自部材陰線は、オブジェ
クト自体によって覆われたオブジェクト表示の線です。

ここではデフォルト値を示しています。

• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS=FALSE
有効な値は以下のとおりです。

• AS_PART:部材の陰線の表示設定を使用します。

• TRUE:ボルトの陰線を常に表示します。

• FALSE:ボルトの陰線を表示しません。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (171 ページ)

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_
DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ
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ボルトを隠している部材の自部材陰線設定に基づいて、ボルトの陰線の表示/非表
示を切り替えるには、AS_PARTと入力します。隠れているボルトの陰線を常に表

示するには、TRUEと入力します。陰線を表示しないようにするには、FALSEと入

力します。デフォルト値は、AS_PARTです。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (174 ページ)

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

ボルトを隠している部材の自部材陰線設定に基づいて、ボルトの陰線の表示/非表
示を切り替えるには、AS_PARTと入力します。隠れているボルトの陰線を常に表

示するには、TRUEと入力します。隠れているボルトの陰線を表示しないようにす

るには、FALSEと入力します。デフォルト値は、FALSEです。

注 この設定は、ソリッド表示または正確ソリッド表示のボルトにのみ影響しま
す。シンボル表示のボルトは常に表示されます。この詳細オプションを変更
しても既存の図面には影響しませんが、図面を再作成する必要があります。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (174 ページ)

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_
DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

ボルトを隠している部材の自部材陰線設定に基づいて、ボルトの陰線の表示/非表
示を切り替えるには、AS_PARTと入力します。隠れているボルトの陰線を常に表
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示するには、TRUEと入力します。隠れているボルトの陰線を表示しないようにす

るには、FALSEと入力します。デフォルト値は、AS_PARTです。

注 この設定は、ソリッド表示または正確ソリッド表示のボルトにのみ影響しま
す。シンボル表示のボルトは常に表示されます。この詳細オプションを変更
しても既存の図面には影響しませんが、図面を再作成する必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (174 ページ)

XS_DRAW_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_IN_SINGLE_
DRAWINGS

カテゴリ

寸法: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、単品図で部材面に対して垂直なボルト

が描画されます。このようにしない場合は、FALSEに設定します。これは、ボル

トシンボルタイプシンボルおよびシンボル 3 にのみ適用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAW_BOLTS_THROUGH_NEIGHBOUR_PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUE に設定すると、隣接部材と接触するボルト部材が描画

されます。 これらのボルト部材を描画しない場合は、FALSE に設定します。 デフ

ォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次の例は、この詳細オプションを FALSEに設定したときに、図面がどのように表

示されるかを示しています。
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次の例では、この詳細オプションが TRUEに設定されています。
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XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES

カテゴリー: コンクリート詳細設計

図面で (プレキャスト) コンクリート キャスト ユニットの内部線を表示または非
表示にします。TRUE (デフォルト) に設定すると、同じフェーズにある隣接するキ

ャスト ユニット間の重なる内部線が表示されます。

注 現場打ちコンクリート部材と XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT is set to TRUE
を使用している場合、詳細設定 XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINESお

よび XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINESには効果がありません。

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENTを FALSEに設定した場合、現場打ちコンク

リート部材とプレキャストコンクリート部材が同じように扱われ、詳細設定

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINESおよび

XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINESの影響を受けます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
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[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES (179 ページ)

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES

カテゴリー: コンクリート詳細設計

図面で(プレキャスト)キャストユニット内のコンクリート部材の線を表示または
非表示にします。 TRUEに設定すると、キャストユニット内の重なる部材の線が表

示されます。

デフォルト値は FALSE です。

注 現場打ちコンクリート部材と XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT is set to TRUE
を使用している場合、詳細設定 XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINESお

よび XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINESには効果がありません。

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENTを FALSEに設定した場合、現場打ちコンク

リート部材とプレキャストコンクリート部材が同じように扱われ、詳細設定

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINESおよび

XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINESの影響を受けます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES (178 ページ)

XS_DRAW_CHAMFERS_HANDLES

カテゴリー: モデルビュー

ポリゴンプレートおよびコンクリートスラブのハンドルまたはポリゴン角処理の
表示/非表示を制御します。次のオプションがあります。
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• HANDLES:ハンドルが表示されます。ハンドルの選択が容易になります。これ

がデフォルト値です。

• CHAMFERS:角処理が表示されます。たとえば、折梁の角処理の状態を確認する

必要がある場合に、このオプションを使用します。

• CHAMFERS_AND_HANDLES: 角処理とハンドルの両方を表示します。

参照項目

XS_DO_NOT_DISPLAY_CHAMFERS (162 ページ)

XS_DRAW_CROSS_AXIS

カテゴリ

図面プロパティ

Nに設定すると、Tekla Structures では梁の断面の軸十字が非表示になります。

値を省略すると、梁の断面に軸十字が表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_OBJECT_COLOR

カテゴリ:ビュー（モデル）

カット面を灰色で表示する場合は FALSE (デフォルト)、カット面を他のオブジェ

クト面と同じ色で表示する場合は TRUE に設定します。

値を変更したら、モデル ビューを再描画し、変更内容を反映させます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザーフォルダにある
options.binに保存されます。

XS_DRAW_HIDDEN_FACES

カテゴリー: 図面プロパティ

この詳細設定を TRUEに設定して、図面内で隠れている部材面を描画します。デフ

ォルト値は、FALSEです。この詳細設定では、隠れている部材面のハッチングが

非表示になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

TRUE値の使用例:

FALSE値の使用例:

詳細設定のリファレンス 181 詳細設定 - D



ヒン
ト

鉄筋の隠れている面を非表示にするには、詳細設定 XS_DRAW_
REBAR_HIDDEN_FACES (183 ページ) を使用します。

XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_
TO_PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

TRUE に設定すると、シンボルが短縮表示された水平ビューが自動的に表示されま

す。デフォルト値は、FALSE です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

制限事項

• シンボルの短縮表示は一般図には表示されません。

• シンボルの短縮表示は角鋼管またはチャンネル断面には表示されません。

参照項目

XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS (188 ページ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG (394 ページ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR (393 ページ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE (393 ページ)
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XS_DRAW_INSIDE_ANGLE_IN_UNFOLDING

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細オプションを TRUEに設定すると、角度テキストに外角ではなく内角が表

示されます。この詳細オプションを FALSE (デフォルト)に設定すると、外角が表

示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_LONG_HOLE_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、曲線の中心を基準として長孔の寸法が

設定されます。この詳細オプションを FALSE (デフォルト)に設定すると、孔の中

心を基準として長孔の寸法が設定されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAW_MESH_OUTLINE_SYMBOL
_FROM_BOTTOM_LEFT_TO_TOP_RIGHT

カテゴリ

[コンクリート詳細設計]
図面での溶接金網の輪郭の表示を定義します。この詳細オプションを TRUE(デフ

ォルト)に設定すると、金網の輪郭の表示記号が常に左下から右上になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES

カテゴリ:図面プロパティ

この詳細設定を使用し、鉄筋の隠れている面を図面に表示するかどうかを制御しま
す。鉄筋の隠れている面を表示するには、この詳細設定を TRUE に設定します。デ

フォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

次の 初の図では、XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES が TRUE に設定されていま

す。

次の図では、XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES が FALSE に設定されています。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_HIDDEN_FACES (181 ページ)

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET

カテゴリ:図面プロパティ

TRUE に設定すると、この詳細設定では、すべての表現設定で重なりのある図面に

鉄筋が表示されます。FALSE は、[塗りつぶし線] 表示には影響を与えません。デ

フォルト値は、FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

TRUE に設定された 
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET:
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FALSE に設定された 
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET:

参照項目

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ (707 ページ)
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XS_DRAW_ROOT_OPENING_EVEN_WHEN_ZERO

カテゴリ

溶接

この詳細オプションを TRUEに設定すると、0 のルートギャップが表示されます。

デフォルト値は、TRUEです。この詳細オプションを FALSEに設定すると、0 のル

ートギャップは表示されません。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションは、引出し線の長さが、詳細オプション

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTHで定義

されている長さより短い場合に、引出し線を描画するかどうかを定義します。この
オプションを FALSEに設定すると、引出し線は描画されません。部材マークに常

に引出し線を描画する場合は、TRUE(デフォルト)に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH
(187 ページ)

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES
_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを使用して、描画される引出し線の 小長を定義します。 引
き出し線が 小長より短く、詳細オプション 
XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS が FALSE に設定されてい

る場合、引出し線は描画されません。 デフォルト値は、0.0 です。 詳細オプショ
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ン XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH が 
TRUE に設定されている場合、部材マークの引出し線が常に描画されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS (187 ページ)

XS_DRAW_SKEWED_ELEVATIONS

カテゴリ

寸法: 部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、スキューのエレベーション寸法が表示

されます。

FALSE (デフォルト)に設定すると、スキューのエレベーション寸法は図面に表示さ

れません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_
PARTS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、シンボルが短縮表示された垂直ビューが自動

的に表示されます。デフォルト値は、FALSE です。
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この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

制限事項

• シンボルの短縮表示は一般図には表示されません。

• シンボルの短縮表示は角鋼管またはチャンネル断面には表示されません。

参照項目

XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS (182 ペー
ジ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG (394 ページ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR (393 ページ)

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE (393 ページ)

XS_DRAWING_ALLOW_NEW_SECTIONS_IN_
REDIMENSIONING

カテゴリ

図面プロパティ
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既存の図面の寸法を再設定するときに新しいビューまたは断面図を作成するかど
うかを定義します。デフォルト値は FALSEで、ビューまたは断面図が作成されな

いことを意味します。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_DRAWING_ALLOW_SNAPPING_TO_DISTANT_POINTS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、図面でカーソルが端点の近くにない場

合でも、カーソルをオブジェクトの端点にスナップできるようになります。これ
は、カーソルがオブジェクト上のいずれかの場所にある場合に、カーソルがオブジ
ェクトの端点にスナップすることを意味します。オブジェクトの端点にスナップ
させない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。そうすると、カー

ソルは、カーソルの近くにあるスナップポイントにのみスナップするようになりま
す。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DRAWING_ASSEMBLY_HATCH_SCHEMA

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

製品図に使用するハッチングのスキーマファイルの名前を指定します。

例

デフォルトのスキーマファイルを使用するには、assembly.htcと入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DRAWING_CAST_UNIT_HATCH_SCHEMA

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

キャストユニット図のために使用するスキーマファイルの名前を決定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

デフォルトのスキーマファイルを使用するには、cast_unit.htcと入力します。

XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR

カテゴリ

図面プロパティ

自動変更マークのハイライト色を変更します。色のオプションは RED、DARK
RED、ORANGE、DARK YELLOW、GREEN、DARK GREEN、BLUE、DARK BLUE、
BLACK、GREY、DARK GREY、CYAN、DARK CYAN、および MAGENTAです。色を

数値として入力することもできます。

注 デフォルトの色（190）を使用すると、画面上にはシンボルが表示されますが、
印刷図面には表示されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

詳細オプションの設定
値

画面上の色 印刷図面における色

190(default) 表示されません

MAGENTA マゼンタ
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詳細オプションの設定
値

画面上の色 印刷図面における色

RED 赤

GREEN 緑

BLUE 青

BLACK 黒

GREY 灰

XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK

カテゴリ:図面プロパティ

TRUE に設定すると、元の図面の部材がすべて削除されていて位置番号が元の図面

と同じ場合でも、図面が複製されます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

ドキュメント管理に図面 A[A.1] があるとします。モデルに番号を付けて製品 A.1
を A.2 に変更すると、ドキュメント管理では図面 A[A.1] に x マークが付けられ、

「部材削除 (全部材)」というステータス メッセージが表示されます。その後にもう
一度モデルに番号を付けて、モデル内の製品を A.2 から A.1 に戻します。この場合
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に複製を行うには、詳細設定 XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK を TRUE に
設定し、ドキュメント管理から (x マークが付いた) 図面 A[A.1] を、モデルから製
品 A.1 を選択して、[図面複製] をクリックします。

XS_DRAWING_COMBINE_ADDED_DIMENSIONS

カテゴリ

図面プロパティ

更新後または複製後の図面で、追加した寸法を既存の寸法に結合するかどうかを制
御します。FALSEに設定すると、追加した寸法は既存の寸法に結合されません。

デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA

カテゴリ

ビュー(図面)

断面図を比較するときに使用する基準を指定します。 断面図が異なる場合、断面
図が表示され、固有の断面マークが付きます。 デフォルトでは、断面図の比較は、
部材の境界(EXTREMA)およびビュー内の部材の方向(ORIENTATION)に基づいて行

われます。 詳細オプションには、カンマで区切られた次のオプションの組み合わ
せを含めることができます。

• POSITIONにより、ビュー内のすべての部材(寸法化されていない部材を含む)
の位置番号を比較します。

• EXTREMAにより、ビュー内の部材の境界を比較します。

• ORIENTATIONにより、ビュー内の部材の方向を比較します。

• SHOWALLにより、すべての断面図が異なると見なし、それぞれを固有の断面マ

ーク付きで表示します。

• EXACTでは、より厳密なルールを使用して断面図を比較します。 オプション

EXTREMAまたは ORIENTATIONと組み合わせて使用します。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。
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参照項目

XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA (193 ページ)

XS_DRAWING_FILTER_UDAS_WITHOUT_TYPE_CHECK

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを FALSE(デフォルト)に設定すると、図面表示フィルターで、

object.inp内のオブジェクトに対して定義されているユーザー定義情報のみが

使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_GA_HATCH_SCHEMA

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

一般図の際に使用するハッチングのスキーマファイルの名前を決定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

デフォルトのスキーマファイルを使用するには、general.htcと入力します。

XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH

カテゴリ

図面プロパティ

基準線ラベル枠の固定サイズを指定します。 これは、たとえば、基準線ラベル枠
の中に入る文字数が 1 文字か 2 文字かにかかわらず常に同じサイズで枠を表示す
る場合に便利です。 この詳細オプションをゼロ(0)に設定した場合、基準線ラベル
枠の幅は基準線ラベルの幅によって変化します。 希望する値をミリメートル単位
で入力します。

テキストの高さが 3/16 の場合は、5 文字(XX.XX)に対して固定幅を 18 にすること
をお勧めします。 固定幅を、4 文字(XX.X)に対して 14、3 文字(X.X)に対して 12、
2 文字(XX)に対して 10 に変更します。 3/16 とは異なるテキストの高さを使用する
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場合は、それに応じて固定幅の値を調整する必要があります。 この詳細オプショ
ンは、基準線ラベル枠の幅の自動計算よりも優先されます。

この詳細オプションを設定していない場合は、各基準線ラベル枠内のテキストに合
わせて枠のサイズが調整されます。

基準線ラベル枠のサイズが固定されていない場合の枠の例:

基準線ラベル枠のサイズが固定されている場合の枠の例:

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR

カテゴリ

図面プロパティ

図面の基準線ラベルの枠の厚さを変更します。 たとえば、基準線ラベル枠を強調
して、他の基準線よりも太く表示することができます。

例

XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR=1
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注 それぞれの色に、特定の線の太さがあります。 印刷された白黒図面上の基準
線ラベル枠の太さは、基準線のプロパティで基準線ラベルに定義されている色
と、この詳細オプションの値によって異なります。 .

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_HISTORY_LOG_TYPE

カテゴリ

図面プロパティ

図面履歴ファイル(drawing_history.log)の内容を定義します。次のオプショ

ンを個別に使用することも、任意に組み合わせて使用することもできます。

• ALL
• NEW
• DELETED(デフォルト)

• MODIFIED

例

各オプションは、_文字で区切ります(例: NEW_DELETED)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS

カテゴリ

マーク: 部材

ゼロレベル(+0.000)の部材マークへの表示を制御します。デフォルトでは、この詳
細オプションは FALSEに設定されているため、部材マークにはゼロレベルが表示

されます。部材マークでゼロレベルを非表示にするには、TRUEに設定します。

たとえば、この詳細オプションを使用して、ビュー平面から指定された距離にある
接合面記号を非表示にできます。

ヒ
ン
ト

部材マークでレベル情報を表示するには、[部材マークプロパティ]ダイアロ
グボックスに移動し、要素[ユーザー定義情報]を挿入し、次のいずれかのテ
ンプレート属性を入力します。

• ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
• ASSEMBLY_TOP_LEVEL
• CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL
• CAST_UNIT_TOP_LEVEL

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_DRAWING_PART_REFERENCE_LINE_TYPE

カテゴリ:図面プロパティ

図面内の参照線のタイプを設定します。以下のスイッチを使用できます。

• POINT_LINEは、部材の作成点を結ぶ線を作成します。

• DEFINITION_LINEは、部材の定義点(作成点+オフセット)を結ぶ線を作成しま

す。

• CORNER_REFERENCE_LINEは、部材のコーナー点を結ぶ線を作成します。
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POINT_LINE DEFINITION_LINE CORNER_
REFERENCE_LINE

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_PART_SYMBOL_REPRESENTATION_TYPE

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、図面の部材のシンボル表示を調整します。値 0
(デフォルト)は参照線に従うことを示し、値 1は中心線に従うことを示します。こ

れは、部材プロパティダイアログボックスの部材表示オプション([シンボル]および
[シンボルと部分的な断面])に影響します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY

カテゴリ印刷

この詳細オプションを使用して、[図面の印刷] ダイアログ ボックスのファイル名
フィールドが空の場合に、[プリンター カタログ] によってプロット ファイルが作
成されるフォルダーを定義します。デフォルトでは、.\PlotFiles が使用されま

す。

[プリンター カタログ] は、 [ファイル] メニュー --> 設定 --> 詳細設定 --> 印刷 で 
XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG を TRUE に設定した場合のみ使用される点に注意し

てください。
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この詳細オプションでは、[図面を DWG/DXF にエクスポート] ダイアログ ボック
スでファイル配置フィールドが空の場合に、新しい DWG/DXF 図面のエクスポー
トにより dwg/dxf ファイルが作成されるフォルダーも定義されます。デフォルト
では、.\ が使用されます。

注 この詳細オプションは、[プリンター カタログ] および新しい [図面を
DWG/DXF にエクスポート] ダイアログ ボックスで定義したフォルダーより
も優先されます。

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

[図面の印刷] ダイアログ ボックスでファイル名が指定されていない場合は、この
詳細設定を使用して図面の印刷ファイル名を定義します。次の詳細設定に値を入
力していない場合、この詳細設定が代わりに使用されます。

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A、XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C、
XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G、XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W、また

は XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M。
テキストと次のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<drawing user-defined attribute>
TPL:<template attribute>
<variable>?- <text>
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疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符と 後の % の間に <text> が印刷されます。以下の

2 番目の例を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION?- Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION?- Rev %
%REVISION_MARK% を定義すると、単品図から P1 - PLATE - Rev A.pdf とい

う名前の .pdf ファイルが作成されます。ここで、各値の意味は次のとおりです。

DRAWING_NAME. は P1 で、記号を含まない部材マークです。

DRAWING_TITLE は PLATE で、図面プロパティの [名前] ボックスに入力した名前

です。

DRAWING_REVISION は、[リビジョン処理] ダイアログ ボックスの [リビジョン番

号] で選択したリビジョンに応じて、1、2、3 などの数値になるか、リビジョンが
ない場合は空です。実際の値はプロット ファイル名に記載されず、疑問符 (?) の後
のテキストに記載されます。

- Rev は、DRAWING_REVISION によって値が設定される場合に印刷されるテキス

トです。DRAWING_REVISION によって値が設定されない場合、テキスト - Rev
は印刷されません。その場合、図面が改訂されていないので、プロット ファイル
名に REVISION_MARK も含まれません。

REVISION_MARK は A です。これは、[リビジョン処理] ダイアログ ボックスでリ

ビジョン マークとして A が定義されているためです。

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A

カテゴリ

印刷

製品図の印刷時のファイル名を定義します。

テキストと次のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

NAME
NAME.-
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NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<drawing user-defined attribute>
TPL:<template attribute>
<variable>?- <text>
疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符の後に <text> が印刷されます。以下の 2 番目の例を

参照してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W

カテゴリ

印刷
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単品図の印刷時のファイル名を定義します。テキストと次のオプションの任意の
組み合わせを入力できます。NAME、NAME.-、NAME.、DRAWING_NAME、
DRAWING_NAME.、DRAWING_NAME.-、REVISION、DRAWING_REVISION、
REV_MARK、REVISION_MARK、DRAWING_REVISION_MARK、REV、TITLE、
DRAWING_TITLE、UDA:<drawing user-defined attribute>、
TPL:<template attribute>、<variable>?- <text>
疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符の後に <text> が印刷されます。以下の 2 番目の例を

参照してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G

カテゴリ

印刷

一般図の印刷時のファイル名を定義します。

テキストと次のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
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REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<drawing user-defined attribute>
TPL:<template attribute>
<variable>?- <text>
疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符の後に <text> が印刷されます。以下の 2 番目の例を

参照してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M

カテゴリ

印刷

マルチ図の印刷時のファイル名を定義します。

テキストと次のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
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REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<drawing user-defined attribute>
TPL:<template attribute>
<variable>?- <text>
疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符の後に <text> が印刷されます。以下の 2 番目の例を

参照してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION?- Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C

カテゴリ

印刷

キャスト ユニット図の印刷時のファイル名を定義します。

テキストと次のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

NAME
NAME.-
NAME.
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DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<drawing user-defined attribute>
TPL:<template attribute>
<variable>?- <text>
疑問符 (?) を使用して、<variable> が設定されているかどうか確認できます。設

定されている場合は、疑問符の後に <text> が印刷されます。以下の 2 番目の例を

参照してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1?- %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION?- Rev%
%DRAWING_REVISION%

参照項目

XS_DRAWING_POINT_SCALE

カテゴリ

図面プロパティ
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参照線を作成するために使用される点の縮尺を設定します。 縮尺は 10 進数で入
力します。 デフォルト値は、0.5 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_SCALE_SEPARATOR_CHAR

カテゴリ

図面プロパティ

図面の縮尺で使用される区切り文字を定義します。 デフォルトの文字はコロン(:)
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT

カテゴリ

図面ビュー

図面シートのデフォルトの高さを定義します。デフォルト値は、800です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (206 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X

カテゴリ

図面ビュー

図面シートの初期の位置を定義します。これは、二重表示の使用時に便利です。デ
フォルト値は、0です。

これは、次のように設定できます。

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50XS_DRAWING_SHE
ET_HEIGHT=600XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900
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X および Y は、MDI クライアントウィンドウ(Tekla Structures ウィンドウ内の濃い
灰色の領域)の左上隅から測定された、図面ビューの左上隅の座標です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y (207 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (206 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_WIDTH (207 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y

カテゴリ

図面ビュー

図面シートの初期の位置を定義します。これは、二重表示の使用時に便利です。デ
フォルト値は、0です。

これは、次のように設定できます。

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50 XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50 
XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT=600 XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900
X および Y は、MDI クライアントウィンドウ(Tekla Structures ウィンドウ内の濃い
灰色の領域)の左上隅から測定された、図面ビューの左上隅の座標です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (206 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (206 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_WIDTH (207 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_WIDTH

カテゴリ

図面ビュー
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図面シートのデフォルトの幅を定義します。デフォルト値は、1000です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (206 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y (207 ページ)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (206 ページ)

XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

単品図上で使用するハッチングのスキーマファイルの名前を決定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

デフォルトのスキーマファイルを使用するには、single.htcと入力します。

XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細設定を FALSE に設定すると、図面の保存時にスナップショットは自動的

には作成されません。デフォルト値は TRUE です。この場合、図面の保存時にスナ

ップショットが自動的に作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_SOLID_MERGE_TOLERANCE

カテゴリ

ビュー(図面)
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キャストユニットの一部のオブジェクトを図面ビューに結合するかどうかを判定
するための限界を定義します。値をミリメートル単位で入力します。デフォルト
値は、6.0です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

次の例は、部材の結合結果を示しています。

次の例では、重なった曲線部材の不必要なセグメントが削除されています。
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XS_DRAWING_STUD_REPRESENTATION

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使うと、ボルトとスタッドに異なる表示オプションを定義で
きます。

ボルト表示設定に関係なくスタッドをソリッドオブジェクトとして描画するには、
この詳細オプションを SOLID(デフォルト)に設定します。[ボルトプロパティ]ダイ

アログボックスの設定に従ってスタッドを描画するには、この詳細オプションを

AS_BOLTに設定します。

この詳細オプションは役割固有です。値を変更すると、システム固有からモデル固
有に変更され、その値は現在のモデルのすべてのユーザーで同じになります。
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XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY

カテゴリ:図面プロパティ

テンプレート図面が入ったモデルフォルダを指すようにこの詳細オプションを設
定して、図面テンプレートライブラリの位置を定義します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。.

例

set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels
\CloningTemplate
（ここで、CloningTemplate はモデル名です）。

複製テンプレートライブラリおよび複製テンプレートを使用するには、次のように
します。

1. テキスト エディターで、フォルダ ..\Tekla Structures\<version>\nt
\bin にある user.ini ファイルを開きます。

2. 詳細オプション XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARYの値として、複製テン

プレート(テンプレートライブラリ)が格納されているモデルフォルダのパス
を次のように指定します。

set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=%XS_RUNPATH%
\DrawingLibrary
たとえば、次のように入力します。

set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels
\CloningTemplate
(ここで、CloningTemplateはモデル名です)。

3. [図面の複製] ダイアログ ボックスを開くには、ドキュメント管理で [図面複
製] をクリックします。

4. [複製時のオブジェクト処理] オプションを使用して、複製する図面オブジェク
ト、および各複製オブジェクトに対する処理を定義します。

5. [複製元] > [別のモデル] オプションを選択します。CloningTemplateフォ

ルダがボックスに表示されます。

6. [テンプレートの選択...]ボタンをクリックします。

7. [図面テンプレート]ダイアログボックスで、複製テンプレートを選択します。

8. リストを開いたままにしておき、[選択部材の図面複製(S)] をクリックして図
面を複製します。
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XS_DRAWING_UDAS_MODIFY_ALL_DRAWING_TYPES

カテゴリ:図面プロパティ

図面のタイプが異なる場合でも、ドキュメント管理で選択したすべての図面のユー
ザー定義情報を同時に変更します。

• 同時にすべての図面タイプのユーザー定義情報を変更できるようにするには、
この詳細オプションを TRUEに設定します。TRUEはデフォルト値です。

• 各図面タイプのユーザー定義情報を個別に変更する場合は、この詳細オプショ
ンを FALSEに設定します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING

カテゴリ

図面プロパティ

ビュー配置の動作を制御します。 縮尺の変更後にビューが画面に入り切らない場
合、Tekla Structures は自動サイズ ( [レイアウト] --> [図面サイズ] --> [サイズ決定方
法] --> [自動サイズ] ) が有効なら、レイアウトのプロパティに基づいて用紙サイズ
を大きくします。 この詳細オプションは、XS_INTELLIGENT_DRAWING_
ALLOWED (272 ページ) と一緒に使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

値 説明

TRUE: ビューの配置を更新します。縮尺や用紙サイズには影響し
ません。これがデフォルト値です。

TRUE, SCALE ビューの配置を更新し、ビューが用紙に入り切らない場合
はビューの縮尺を変更します。レイアウトのプロパティの
縮尺に基づき、ビューが縮小されます。

TRUE, SHEET ビューの配置を更新し、ビューが用紙に入り切らない場合
は用紙のサイズを大きくします。

TRUE, SHEET,
SCALE

ビューの配置を更新し、ビューが用紙に入り切らない場合
はビューの縮尺を変更し、必要なら用紙のサイズを大きく
します。

TRUE,
CLONING_ONLY

ビューの配置を更新します。縮尺や用紙サイズには影響し
ません。ビューの配置は複製時にのみ更新されます。更新
時は更新されません。CLONING_ONLYがデフォルト値で

す。
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値 説明

TRUE, SCALE,
CLONING_ONLY

ビューの配置を更新し、ビューが用紙に入り切らない場合
はビューの縮尺を変更します。ビューは、レイアウトのプ
ロパティの縮尺に基づいて縮小されます。 ビューの配置は
複製時にのみ更新されます。更新時は更新されません。

TRUE, SHEET,
CLONING_ONLY

ビューの配置を更新し、ビューが用紙に入り切らない場合
は用紙のサイズを大きくします。 ビューの配置は複製時に
のみ更新されます。更新時は更新されません。

TRUE, SHEET,
SCALE,
CLONING_ONLY

ビューの配置を更新し、必要に応じてビューの縮尺を変更
し、用紙のサイズを大きくします。 ビューの配置は複製時
にのみ更新されます。更新時は更新されません。

FALSE ビューの配置を更新しません。ビューの縮尺や用紙サイズ
は変化しません。

XS_DRAWING_USE_WORKSHOP_FORM
_FOR_DOUBLE_PARTS_IN_SINGLE_PART_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、単品図の二重部材として、ハンチプロ

ファイルが常にパイプ巻き形で表示されます。TRUEがデフォルト値です。部材プ

ロパティダイアログボックスで選択した部材表示を使用してハンチプロファイル
を表示する場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。この設定が影響

するのは部材表示だけであり、寸法や他の部材プロパティには影響しません。

デフォルトでは、ハンチ(drawing.ailで翻訳をチェック)には長さのさまざまな

計算方法があり、図面では梁とは異なる部材表示が使用されます。計算ルーチンに
よって部材名がチェックされ、"HAUNCH"という名前またはその翻訳が見つかる
と、ハンチ計算が使用されます。

\messagesフォルダにある drawing.ailファイルにハンチプロファイルの名

前を追加できます。drawing_haunch_2や drawing_haunch_3のような文字

列を使用します。

パイプ巻き形表示の例を次に示します。
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アウトライン表示の例を次に示します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT

カテゴリ

図面プロパティ

各基本ビュータイプ(正面、上面、背面、下面)について、以下の詳細オプションを
使用して断面および端部のビュー方向マークで使用する矢印を定義します。

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
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• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
デフォルトでは、Tekla Structures は xsteel.sym ファイル (通常は

\environments\common\symbols\ フォルダーに格納) のシンボル番号 66 
を使用します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

断面図プロパティ (647 ページ)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP

カテゴリ: 図面プロパティ

各基本ビュータイプ(正面、上面、背面、下面)に、以下の詳細設定を使用して、断
面および端部のビュー方向マークで使用する矢印を定義します。

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
デフォルトでは、Tekla Structures は xsteel.symファイル(通常は

\environments\common\symbols\フォルダに格納)のシンボル番号 66  を
使用します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

断面図プロパティ (647 ページ)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK

カテゴリ: 図面プロパティ
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各基本ビュータイプ(正面、上面、背面、下面)に、以下の詳細設定を使用して、断
面および端部のビュー方向マークで使用する矢印を定義します。

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
デフォルトでは、Tekla Structures は xsteel.symファイル(通常は

\environments\common\symbols\フォルダに格納)のシンボル番号 66  を
使用します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

断面図プロパティ (647 ページ)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

カテゴリ: 図面プロパティ

各基本ビュータイプ(正面、上面、背面、下面)に、以下の詳細設定を使用して、断
面および端部のビュー方向マークで使用する矢印を定義します。

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
デフォルトでは、Tekla Structures は xsteel.symファイル(通常は

\environments\common\symbols\フォルダに格納)のシンボル番号 66  を
使用します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

断面図プロパティ (647 ページ)
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XS_DRAWING_VIEW_REFERENCE_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

[ディテール]ダイアログボックス、[矢視記号プロパティ]ダイアログボックス、ま
たは他の図面ビューのビュープロパティダイアログボックスの[シンボル]リスト
で[カスタム]オプションを選択した場合に、図面ビューに表示されるシンボルを指
定します。たとえば、「xsteel@3」と入力した場合、xsteel.symシンボルファ

イルのシンボル番号 3 が使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DRIVER

カテゴリ: ファイル配置

[Printer Catalog] ( File menu --> Printing --> Printer catalog ) で作成した出力装置
定義は、plotdev.bin ファイルにあります。このファイルは、詳細設定 
XS_SYSTEM に定義しているシステム フォルダーにあります。

システムフォルダの定義には、すべてのユーザーがアクセスできます。 プリンタ
ー定義は、現在のモデルフォルダまたはプロジェクトフォルダと企業フォルダ、お
よびこの詳細設定で指定されているフォルダにも保存できます。 Tekla Structures
は、まずモデルフォルダ、プロジェクトフォルダ、企業フォルダで plotdev.bin
を検索した後、詳細設定 XS_DRIVERにより指定されているフォルダで検索しま

す。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PLATES

カテゴリ:CNC
TRUE(デフォルト)に設定すると、長方形プレート、NC と部材リストに対しても

DSTV ファイル内に AK ブロックが作成されます。

この詳細設定を FALSEに設定すると、Tekla Structures は各平面について AK ブロ

ックを作成する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合は AK ブロックを作
成します。

DSTV 標準では、部材がヘッダーデータで長さ、寸法、斜めカットによって完全に
説明されている場合は、AK ブロックを作成する必要はありません。この詳細設定
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オプションを選択すると、ヘッダーデータにプレートのすべての情報が含まれてい
る場合でも、プレートに AK ブロックを作成できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PROFILES

カテゴリ

CNC
この詳細設定を TRUEに設定すると、Tekla Structures はすべてのプロファイル、NC
と部材リストに対して DSTV ファイル内に AK ブロックを作成します。デフォル
ト値は TRUE です。

この詳細設定を FALSEに設定すると、Tekla Structures は各部材について AK ブロ

ックを作成する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合は AK ブロックを作
成します。

DSTV 標準では、プロファイルがヘッダーデータで長さ、寸法、斜めカットによっ
て完全に説明されている場合は、AK ブロックを作成する必要はありません。この
詳細設定オプションを選択すると、ヘッダーデータにプロファイルのすべての情報
が含まれている場合でも、プロファイルに AK ブロックを作成できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS

カテゴリー: CNC

この詳細オプションを使用して、ノッチ角の丸めを制御します。デフォルト値は、
FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

次の例は、ノッチ、ノッチ角、ノッチ角の丸め、梁の角の概念を示しています。
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1. ノッチが梁の角にある
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2. ノッチが梁の角にない

3. 3 つのノッチ角、他の角が通常の角

4. [NC ファイル設定]ダイアログボックスのノッチ角の内部形状(またはノッチ
角の丸め)オプション

次の表は、XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS設定(TRUE/
FALSE)および[内角の形状]設定が NC ファイルに与える影響を示しています。

 XS_DSTV_CREATE_NOTCH_O
NLY_ON_BEAM_CORNERSを

FALSEに設定

XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONL
Y_ON_BEAM_CORNERSを TRUE
に設定

内角の形状 = 0

内角の形状 = 1

XS_DSTV_DO_NOT_UNFOLD_POLYBEAM_PLATES

カテゴリ

カテゴリ:CNC

DSTV ファイルの作成時に梁(折)プレートを展開しない場合は、この詳細オプショ
ンを TRUEに設定します。これは、モデリング方法に関係なく、梁(折)プレートが

「この形状に曲げられている」ではなく「この形状にカットされている」ものとし
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て処理されることを意味しています。この詳細オプションを機能させるには、材料
の XY 平面に梁(折)プレートがある必要があります。

この詳細設定を FALSEに設定すると、折れ梁プレートの展開された形状が、Tekla
Structures によって DSTV ファイルに書き込まれます。デフォルト値は FALSE で
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_LIST_NET_WEIGHT

カテゴリー: CNC
XS_DSTV_LIST_NET_WEIGHTを TRUEに設定すると、MIS リストのエクスポート

ではネット重量が使用されます。FALSEに設定すると、総重量が使用されます。

デフォルト値は FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_LIST_SEPARATOR

カテゴリ

CNC
DSTV リストに使用する区切り文字を定義します。デフォルトの区切り文字は、#
記号です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_NET_LENGTH

カテゴリ

CNC
この詳細オプションを TRUEに設定すると、NC ファイルヘッダー内の部材長にカ

ットが反映されます。この詳細オプションを FALSEに設定すると、部材長にフィ

ッティングだけが反映されます。

この詳細設定を使用すると、KISS や EJE などの MIS 値にも影響が及びます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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上級ユーザー向け

NC ファイルの AK ブロックには、常に正しい純長さが含まれています。 この詳細
オプションを使うと、長さの代わりに純長さをヘッダーブロックに書き込むことが
できます。 一部の NC 機械は、ヘッダーまたは AK ブロックのいずれかから長さ情
報を取り込みます。 どちらの方法を使用するべきかはっきりしない場合は、工場
に問い合わせてください。

注 部材にカットとフィッティングが含まれており、長さが 大となる点が部材の
端部でない場合は、この詳細オプションを使用すると、切断機械が部材の中央
でカットを開始しようとするため、機械が損傷する可能性があります。

参照項目

XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH (224 ページ)

XS_DSTV_NO_SAWING_ANGLES_FOR_PLATES_NEEDED

カテゴリ

CNC
コンクリートの変数を使用すると、NC ファイルヘッダーでプレートのスキューア
ングルを指定する必要があるかどうかを定義できます。TRUEに設定すると、スキ

ューアングルはファイルの見出しに書き込まれません。 スキューアングルを指定
する場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。 デフォルト値は TRUE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例については以下を参照してください。

詳細設定のリファレンス 222 詳細設定 - D



XS_DSTV_NUMBER_OF_PARTS_BY_SELECTION

カテゴリ

CNC
モデルで選択されている部材の数だけ、NC ファイルのヘッダーに部材数を追加し
ます。

この詳細オプションを TRUEに設定し、[選択部材の作成]オプションを[NC ファイ

ル]ダイアログボックスで選択した場合、NC ファイルのヘッダー内の部材の数は選
択部材の数と一致します。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_PLATE_PROFILE_WITH_WIDTH

カテゴリ

CNC
この詳細オプションを TRUEに設定すると、プレートの厚さとプレートプロファイ

ルの幅の両方が DSTV ファイルヘッダーに書き込まれます。この詳細オプション
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を FALSEに設定すると、プレートの厚さだけが DSTV ファイルヘッダーに書き込

まれます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH

カテゴリ

CNC
この詳細オプションを TRUEに設定すると、次の 2 つの長さの値が NC DSTV ファ

イルに挿入されます。

• 総長さ

• 純長さ

このようにしない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。デフォル

ト値は FALSEです。

総長さ

純長さ

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 詳細オプション XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSOを設定した場合は、NC フ

ァイル内で純長さと総長さの位置が入れ替わることがあります。その場合、
Tekla Structures では、fltprops.inpファイルで見つかった長さ値を代わり

に使用することがあります。

参照項目

XS_DSTV_NET_LENGTH (221 ページ)

NC ファイルでのフィッティングとライン カット

XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO (108 ページ)
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XS_DSTV_REAL_WIDTH_INTO_HEADER_PROFILE_FOR_
PLATES

カテゴリ

CNC
TRUE に設定すると、呼びプレート幅ではなく実際のプレート幅が DSTV ファイル

のヘッダー情報に示されます。デフォルト値は、FALSE です。

実際のプレート幅と呼びプレート幅の違いの例を示します。ユーザーがプロファ
イル PL200*10 を使用してプレート梁をモデリングしたとします。その後に、た

とえば、溶接のルートギャップを作成するために、部材カットまたはラインカット
を使用して、プレートの長さに沿って 5 mm のカットを作成しました。その結果、
プレートの幅が 195 mm になりました。この場合、実際のプレート幅が 195 mm、
呼びプレート幅が 200 mm になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DSTV_USE_COUNTERSUNK_HOLES

カテゴリー: CNC
[ファイル]メニュー --> [設定] --> [詳細設定] --> [CNC] で、

XS_DSTV_USE_COUNTERSUNK_HOLES を FALSE に設定すると、DSTV エクスポー

トに CSK 孔が作成されなくなります。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DSTV_USE_EQUAL_ACCURACY_FOR_PLATE
_PROFILE_AND_WIDTH

カテゴリ

CNC
プレート プロファイルの幅の値、ヘッダーに含まれるプレート幅の値、および AK
ブロックと IK ブロックの Y 座標値を も近い長さ (ミリメートル) に丸める場合
は、この詳細オプションを TRUE に設定します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DSTV_USE_ONE_VERTEX_SHARP_INNER_CORNER

カテゴリ

CNC
NC 設定で切欠半径を定義しない場合など、DSTV ファイルの AK ブロックに頂点
を追加する必要がない場合は、この詳細オプションを TRUEに設定します。デフォ

ルトでは、この詳細オプションは FALSEに設定されており、頂点が追加されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細オプションを TRUEに設定した場合、DSTV ファイルは次のようになりま

す。

この詳細オプションを FALSEに設定した場合、DSTV ファイルは次のようになり

ます。

XS_DSTV_USE_REAL_DIMENSIONS_IN_HEADER

カテゴリ

CNC
TRUEに設定すると、周囲ボックスの高さと幅の値が NC ファイル内のプロファイ

ルヘッダーデータに書き込まれます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_DSTV_WRITE_BEHIND_FACE_FOR_PLATE

カテゴリ

CNC
TRUE に設定すると、プレートの正面 (v) と背面 (h) の仕上げ形状が NC DSTV ファ

イルに書き込まれます (AK + IK)。 FALSE に設定すると、プレートの正面のみが書

き込まれます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_DUPLICATE_CHECK_LIMIT_FOR_COPY_AND_MOVE

カテゴリ

モデリング

オブジェクトのコピーまたは移動の際に複製をチェックするオブジェクトの 大
数を定義します。

選択に含まれているオブジェクトが多すぎる場合、Tekla Structures は重複をチェッ
クしません。 整数値を入力します。 デフォルト値は、100です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION

カテゴリ:エクスポート

The setting Tekla Structures ラインワークのみ更新 is only shown in the 図面を
DWG/DXF にエクスポート dialog box if you have set the new advanced option 
XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION to TRUE.Tekla Structures ラ
インワークのみ更新 updates the Tekla Structures drawing content only and keeps other
content that is created in a CAD software intact at the same file. Blocks (groups), created
by Tekla Structures will be updated. Note that you need to have the same drawing exported
already, and the layer setup and the layer template must be the same as during the previous
export. All CAD lines that were added previously will stay in the file and only Tekla
Structures content will get updated, unless editing was done in CAD blocks editor. The
default value is FALSE.
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この設定はユーザー固有であり、ユーザー フォルダーにある options.bin に保

存されます。

ブロック (CAD オブジェクト) の内容を編集してから [Tekla Structures ラインワー
クのみ更新] オプションを選択した場合、ブロック全体が書き換えられ、CAD で加
えられた変更は維持されないことに注意してください。CAD での変更を維持する
には、ブロックを編集する前に分解する必要があります。

たとえば、Tekla Structures から 初に図面をエクスポートした後に CAD で図面タ
イトル ブロックを追加し、これらのテーブルをそのままに維持しながら、Tekla
Structures からエクスポートしたオブジェクトのみを更新する場合にこのオプショ
ンが使用できます。

DWG エクスポートの詳細については、を参照してください。

XS_DWG_IMPORT_IGNORE_UNITS

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

フィート・インチの設定で作成されている DWG 参照ファイルを Tekla Structures に
インポートした場合、縮尺が大きくなりすぎます。 この詳細オプションを使うと、
この状態を回避できます。

すべての座標をメートル単位にするには、この詳細オプションを TRUE に設定しま

す。測定とファイル ヘッダーの $insunit 定義に基づいて DWG ファイルから単位
を取得するには、値を省略します。 デフォルトでは、この詳細設定には値が設定
されていません。

XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILE

カテゴリ

印刷

この詳細オプションを使用して、Tekla Structures 図面の DWG/DXF エクスポートお
よび印刷用フォント変換ファイルを指定します。フォント変換ファイルでは、作成
された AutoCAD スタイルにどのフォントファイルを関連付けるか、およびフォン
トの幅と高さの修正係数(オプション)を定義します。True Type フォントファイル
と AutoCAD .SHX フォントファイルの両方を使用できます。

フォント変換ファイルのファイル名が指定されていれば、ファイルはモデルフォル
ダから読み込まれます。 フォント変換ファイルを他の場所から使用するには、フ
ァイル名と相対パスまたはフルパスを指定します。 
XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILEが設定されていない場合、Tekla Structures は
DXK_FONTPATHによって定義されたフォルダにあるデフォルトのフォント変換フ

ァイル(dxf_fonts.cnv)の使用を試みます。DXK_FONTPATHは

teklastructures.iniで定義されています。
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フォント変換ファイルが見つからない場合、またはフォント変換ファイルに特定の
フォントのマッピングが含まれていない場合は、Tekla Structures で使用されるフォ
ント名を使用して、AutoCAD のテキストスタイルの名前が作成されます。このと
き、スペースはアンダースコアに、小文字は大文字に置き換えられます。たとえ
ば、Tekla Structures の Arial Narrow というフォント名は、AutoCAD では
ARIAL_NARROW というスタイルになります。

フォント変換ファイルで定義されたフォント固有の幅と高さの修正係数の他に、一
般変数 XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTORおよび XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR
があります。これは、エクスポートされたすべてのテキストにフォントとは関係な
く適用されます。フォント固有の係数と一般変数の両方が使用されている場合、こ
の 2 つは乗算されます。

フォントマッピングで使用される構文:

Tekla Structures でのフォント名 = AutoCADでのフォントファイル名[*幅修正係
数[*高さ修正係数]]
.cnvファイルでのフォントマッピングの例:

Arial Narrow = ARIALN.TTF
Arial Narrow Bold Italic = ARIALNBI.TTF * 0.5 * 1.0

注 • フォント変換ファイルの名前では大文字と小文字が区別されます。

• フォント変換ファイルは、DWG および DXF エクスポートと印刷の図面に
のみ使用されます。図面の DWG および DXF インポート、またはモデルイ
ンポートやエクスポートには影響しません。

参照項目

DXK_FONTPATH (230 ページ)

XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR (229 ページ)

XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR (230 ページ)

XS_DXF_FONT_NAME

カテゴリ

印刷

2D DXF ファイルのデフォルト以外のフォントを指定します。 デフォルトでは、こ
の詳細設定には値が設定されていません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR

カテゴリ

印刷

2D DXF テキストの高さの縮尺倍率を設定します。倍率は 10 進数で入力します。
デフォルト値は、1.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR

カテゴリ

印刷

2D-DXF テキストの幅の縮尺倍率を設定します。倍率は 10 進数で入力します。デ
フォルト値は、1.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

DXK_FONTPATH

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。この詳細設定はローカルに設定することもできます。環境 ini ファイル
(env_<environment_name>.ini) を参照してください。通常、システム固有の

設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更しないでくださ
い。

Tekla Structures のグラフィックフォントが格納されているフォルダを指定します。
たとえば、テンプレートエディタでグラフィックフォントが使用されます。

DXK_FONTPATHは teklastructures.iniで定義されます。

パスの末尾には必ず”￥”を付けます。

例

set DXK_FONTPATH=%XSDATADIR%\environments\common\fonts\

参照項目

詳細設定のリファレンス 230 詳細設定 - D



DXK_SYMBOLPATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。この詳細設定はローカルに設定することもできます。環境 ini ファイル
(env_<environment_name>.ini) を参照してください。通常、システム固有の

設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更しないでくださ
い。

この詳細オプションでは、Tekla Structures のシンボルライブラリが格納されている
1 つまたは複数のフォルダを指定します。 これらのフォルダには、スナップシンボ
ルおよびハンドルで使用される DWG ファイルも格納されています。 
DXK_SYMBOLPATHでは、フォルダの順序が重要になります。 ファイルが重複して

いる場合、先に見つかったファイルが使用されます。 すべてのファイルが、定義
されているすべてのフォルダから読み込まれます。

DXK_SYMBOLPATH は、..\Trimble\Tekla Structures\<version>
\<environments>\<your_environment\ にある環境初期化ファイル

env_<environment_name>.ini と、..\Tekla Structures\<version>\nt
\bin\ フォルダーにある Tekla Structures 初期化ファイル

teklastructures.ini で定義されています。

異なるフォルダパスはセミコロン(;)で区切ります。 フォルダパスの末尾には必ず
円記号を付けます。

例

1 つのフォルダの場合の例:
DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\symbols\
複数のフォルダの場合の例:
DXK_SYMBOLPATH=%XS_FIRM%;%XSDATADIR%\environments\uk\General
\symbols\;%XSDATADIR%\environments\common\symbols\
後者の例では、Tekla Structures によって、まず企業フォルダー内の独自のシンボル
ファイルがチェックされ、次にイギリスの環境のシンボル フォルダー内のシンボ
ル ファイルがチェックされ、 後に共通の環境のシンボル フォルダー内のシンボ
ル ファイルがチェックされます。重複するファイルが存在する場合、Tekla
Structures は 初に見つかったファイルを使用します。

イメージおよびシンボルの企業フォルダの使用

画像およびシンボルの検索先企業フォルダーを定義できます。Tekla Structures は、
常にこのフォルダーから画像とシンボルを検索します。このフォルダーに画像と
シンボルを格納しておけば、新しいバージョンの Tekla Structures をインストールす
るときに、その画像やシンボルをフォルダー間で移動する必要がありません。新し
いバージョンをインストールしても、企業フォルダ内のファイルが置き換わること
はありません。画像とシンボルに関する企業フォルダーの定義の詳細については、
「」を参照してください。
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1.5 詳細設定 - E

XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING

この詳細設定は .ini 起動ファイルで設定する必要があります

拡張フォルダー ..common\extensions\custom\properties\ からのカスタ

ム プロパティの読み込み機能をオフにするには、.ini 起動ファイルで次のコマン

ドを使用し、詳細設定 XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING を 
FALSE に設定します。

set XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING=FALSE
この設定を行うと、カスタム プロパティは ..common\extensions にあるすべて

のフォルダーとサブフォルダー、および XS_EXTENSION_DIRECTORY で指定した

場所から読み込まれます。これは、カスタム プロパティを使用する際のパフォー
マンス上の問題と読み込みエラーの原因になる場合があります。

..common\extensions\custom\properties\ からカスタム プロパティを読

み込むことで、読み込み処理のパフォーマンスが向上し、他の拡張フォルダーにあ
る他のソフトウェア コンポーネントが原因で発生する読み込みの問題が解決しま
す。

XS_ENABLE_INNER_CONTOURS_IN_CUT_PARTS

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを TRUE に設定すると、カット部材の内面および外面に従って

部材カットが作成されます。

この詳細オプションを FALSE に設定すると、カット部材の外面に従ってカットが

作成されます。 これがデフォルト設定です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

以下の図では梁が丸鋼管でカットされています。
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詳細オプションを TRUE に設定

詳細オプションを FALSE に設定

XS_ENABLE_MIDDLE_BUTTON_DOUBLE_CLICK_ZOOM_
ORIGINAL

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定を TRUEに設定し、マウスの中ボタンをダブルクリックすると、Tekla
Structures で開いている図面が元のサイズに拡大されます。

例

XS_ENABLE_MIDDLE_BUTTON_DOUBLE_CLICK_ZOOM_ORIGINAL=TRUE

XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING

カテゴリ: ナンバリング

この詳細設定を FALSE に設定すると (デフォルト値)、[ナンバリング設定] ダイア

ログ ボックスの [製品フェーズ] チェック ボックスが無効になります。つまり、オ
ブジェクトのフェーズを変更しても、ナンバリングまたはトリガーの変更アラート
には影響しません。

この詳細設定を TRUE に設定すると、[製品フェーズ] ダイアログ ボックスの [ナン

バリング設定] チェック ボックスが有効になります。これは Tekla Model Sharing
使用時の推奨設定です。

この [製品フェーズ] チェック ボックスをオンにすると、ナンバリング時に各製品
の製品フェーズのみが比較されます。これは、その他の方法では、製品フェーズが
異なる同一のオブジェクトが同じ部材マーク番号を取得することを意味します。
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注記: [製品フェーズ] チェック ボックスをオンにしなくても、

XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING が TRUE に設定されていれば、オブ

ジェクトのフェーズを変更できます。

• ナンバリングが必要であることを示す疑問符 (?) がオブジェクトの位置番号に
追加されます。

• 再ナンバリング後、図面を更新する必要があることが [ドキュメント管理] に表
示されます。

• 共有モデルでは、[変更内容] リストに、変更された部材と製品が表示されます。

これらの動作は、プロジェクト ビューワー構成を使用している場合にも発生しま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

全般的なナンバリング設定 (600 ページ)

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、現在開いているモデルで現場打ちコンクリー

ト管理を行うことができ、現場打ちコンクリート構造を連続配置として表示するこ
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とができます。現場打ちコンクリートおよび現場打ちコンクリート打ち継ぎを表
示するコマンドおよび作成するコマンドは、現場打ちコンクリート管理機能が有効
になっている場合のみ使用できます。

コンクリート建設会社の役割では、新しいモデルのデフォルト値は TRUE です。そ

の他の標準的な役割では、新しいモデルのデフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

警
告

モデルで現場打ちコンクリート管理機能が有効な場合、特にプロジェクトの
途中では XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT を使用して現場打ちコンクリー

ト管理機能を無効にしないでください。現場打ちコンクリートを含む図面が
あり、モデルを共有した場合は、これにより問題が発生する可能性がありま
す。モデルおよび図面の現場打ちコンクリートと打ち継ぎが無効になり、現
場打ちコンクリートに関連するモデリング作業がすべて失われる可能性があ
ります。

XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定を TRUE に設定すると、プレキャスト コンクリート構造がモデル ビ
ューの連続として表示されます。プレキャスト コンクリート構造を連続として表
示することは、各キャスト ユニット内で、同じ材質グレードとキャスト ユニット
種別 [プレキャスト] のコンクリート部材が結合されていることを示すために、接
している部材や重なり合う部材間のアウトラインが表示されないことを意味しま
す。

[詳細設定] ダイアログ ボックスで、XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT (234 ペー
ジ) も TRUE に設定する必要があることに注意してください。

XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE のデフォルト値は FALSE です。

キャスト ユニット内のプレキャスト コンクリート部材のアウトラインが表示され
ることを意味します。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE が TRUE に設定されている場

合、ビュープロパティ --> 表示 の現場打ちコンクリート構造の以下の表示設定を使
用して、各モデル ビューにプレキャスト コンクリート構造がどのように表示され
るかを調整できます。

• [現場打ち] が [部材] に設定されていることを確認します。

• [現場打ちコンクリート] リストで、[マージ] または [個別] を選択して、接して
いる部材または重なり合っている部材のアウトラインを表示または非表示にし
ます。
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XS_ENABLE_PULLOUT_PLACEHOLDERS

カテゴリー: コンクリート詳細設計

解説図で寸法の代わりにプレースホルダを追加するには、この詳細設定を TRUEに

設定します。 この詳細設定は、[解説図]ダイアログボックスにオプションの[プレ
ースホルダ]を追加します。

次の例は、プレースホルダの使用方法を示しています。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_ENABLE_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_
OPTIMIZATION

カテゴリ

コンクリートディテール

鉄筋マーク引出し線の基準点の 適な位置を選択します。TRUE に設定すると、基

準点として 適な場所が選択されます。基準点は、1 本の鉄筋のみをポイントしま
す。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_EQUAL_SHAPE_DIMENSIONS_TO_BOTH_ENDS_LIMIT

カテゴリ

寸法: 部材

形状寸法は、寸法が同じ場合でも、梁の両端に自動的に表示されます。 この詳細
オプションで値をミリメートル単位で入力して、これを変更できます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

たとえば、この詳細オプションを 300 に設定すると、1 方向の長さが 300 mm に満
たない部材に対しては、それより長い方向の寸法だけが表示されるようになりま
す。 どの環境でも、値はミリメートル単位で入力します。

XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_
AND_BLANK

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

TRUEに設定すると、属性インポートで、選択したユーザー定義情報の値が削除さ

れます。

削除するユーザー定義情報の値を選択するには、インポートするファイルの末尾
に、ファイルに入力されたユーザー定義情報と同じ順序で次のいずれかの値を入力
します。

• NULL
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• null
• 値なし (2 つの連続する区切り文字)

例

入力ファイルが次のような内容であるとします。

ID; USER_FIELD_1; USER_FIELD_2; USER_FIELD_3; USER_FIELD_4;
12345;NULL;null;;4

結果は次のようになります。

ユーザー定義情報の 1～3 の値は属性インポートで削除されます。 ユーザー定義
情報 4 は、属性インポートで値が 4 になります。

注 この機能を使用する場合は、入力ファイル内の区切り文字としてスペースやタ
ブを使用しないことをお勧めします。

XS_EXCLUDED_PARTS_IN_ORIENTATIONAL_NUMBERING

カテゴリー: ナンバリング

詳細設定 XS_EXCLUDED_PARTS_IN_ORIENTATIONAL_NUMBERINGは、方向ナン

バリング設定と同時に使用できます。 類似した部材は、方向が異なり、方向設定
が[ナンバリング設定]ダイアログボックスで選択されている場合、同じようにナン
バリングされます。 目的の部材の名前は、スペースで区切って入力できます。 ワ
イルドカードも使用できます。 この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプシ
ョン データベースに保存されます。

XS_EXPORT_CODEPAGE

カテゴリ

エクスポート

Tekla Structures は、エクスポートしたファイルが正しく表示されるように、自動的
にコードページを設定します。適切なコードページが見つからない場合には、コー
ドページはデフォルトで ansi_1252に設定されます。この詳細オプションを使

用してコードページを手動で設定することもできます。この設定は、エクスポート
時のコードページの自動選択よりも優先されます。デフォルトでは、この詳細設定
には値が設定されていません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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詳細オプションを希望するコードページに設定するには、次のいずれかの値を使用
します。

• ascii
• iso8859-1
• iso8859-2
• iso8859-3
• iso8859-4
• iso8859-5
• iso8859-6
• iso8859-7
• iso8859-8
• iso8859-9
• dos437
• dos850
• dos852
• dos855
• dos857
• dos860
• dos861
• dos863
• dos864
• dos865
• dos869
• dos932
• mac-roman
• big5
• ksc5601
• johab
• dos866
• ansi_1250
• ansi_1251
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• ansi_1252
• gb2312
• ansi_1253
• ansi_1254
• ansi_1255
• ansi_1256
• ansi_1257
• ansi_874
• ansi_932
• ansi_936
• ansi_949
• ansi_950
• ansi_1361
• ansi_1200
• ansi_1258

XS_EXPORT_DGN_COORDINATE_SCALE

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを使用して、DGN エクスポートで使用する座標の縮尺を設定
します。

DGN 座標の縮尺では、モデルの縮尺は自動的には変更されませんが、モデルの精
度は変更されます。 この詳細オプションを 100 に設定した場合、精度は 1/100 mm
になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_EXPORT_DGN_FILENAME

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。
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この詳細設定は削除されています。

DGN エクスポートの出力ファイル名を指定します。 デフォルト値は model.dgn
です。

XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_CUTS

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを使用して、DGN エクスポートに含めるカットを定義します。
以下の値を使用できます。

値 用途

FALSE すべてのカットを除外します。

TRUE: すべてのカットを含めます（デフォル
ト）。

CLASH 孔のカット端部を除くすべてのカット
を含めます。

CLASH_NOR
MAL_PLATE
S

ポリゴンプレートについては TRUEと

同じであり、他のすべての部材につい
ては CLASHと同じです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_INNER_CONTOUR

カテゴリ

エクスポート

DGN エクスポートで管の穴カットを含めるか除外するかを指定します。次のオプ
ションがあります。

• TRUEの場合、すべての穴カットを含めます(デフォルト)。

• FALSE (デフォルト)に設定すると、穴カットが除外されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_EXPORT_DGN_ROUND_SEGMENTS

カテゴリ

エクスポート

丸チューブの表示に使用されるセグメント数を定義します。(100 mm を超える) 大
きいチューブの場合はこの値が使用され、小さいチューブの場合はこの値の 80%
が使用されます。 デフォルト値は、40 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_EXPORT_DGN_USE_CLASS_AS_COLOR

カテゴリ

エクスポート

エクスポートした部材を部材クラス別に色分けするための色を設定します。この
設定は、モデルの[クラス別カラー表示]などに使用されます。

デフォルトでは、エクスポートで Tekla Structures ビューの現在の色が使用されます
(FALSE)。[オブジェクト表示] ダイアログ ボックスの [クラス別カラー表示] 以外

の色設定を定義しているが、[クラス別カラー表示] を使用してエクスポートする場
合は、この詳細設定を TRUE に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_EXPORT_DGN_USE_VOLUMETRIC

カテゴリ

エクスポート

DGN エクスポートでプロファイルタイプのプレートまたはポリゴンプレートを含
むプレートを DGN タイプ属性 92(DGN セルヘッダーの 0x05C)に定義し、他のすべ
ての梁を DGN タイプ属性 91(DGN セルヘッダーの 0x05B)に定義するには、この詳
細オプションを TRUEに設定します。 FALSEに設定すると、DGN エクスポートで

すべての梁のタイプ属性が 91 に設定されます。 デフォルト値は、FALSEです。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、Microstation へのマッピングが正常に

行われ、Tekla Structures の属性レポートが正確になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION

詳細設定 [XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION] を TRUE (デフォル

ト) に設定すると、Tekla Structures によって DWG 原点をエクスポートで同じ場所
に図面の原点として維持するよう試みられます。この動作は、プラン ビューとエ
レベーション ビューでのみ実行されます。図面に複数のプラン ビューまたはエレ
ベーション ビューがある場合、DWG 原点は図面枠の左下隅に配置されます。

この詳細設定を FALSE に設定すると、原点 (0,0) が図面枠の左下隅に設定されま

す。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

図面エクスポートの詳細については、「」を参照してください。

XS_EXPORT_FILLMODE

カテゴリ

エクスポート

塗りつぶしを DWG および DXF 形式にエクスポートする方法を制御します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

値 説明 エクスポートした
DWG/DXF での表

示

Tekla Structures で
の表示

HATCH エクスポートした
DWG/DXF で、塗り
つぶしはハッチン
グで描画されま
す。 これがデフォ
ルト値です。

BORDER エクスポートした
DWG/DXF で、塗り
つぶしの境界線だ
けが描画されます。

FILL エクスポートした
DWG/DXF で、塗り
つぶしは塗りつぶ
された三角形とし
て描画されます。
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値 説明 エクスポートした
DWG/DXF での表

示

Tekla Structures で
の表示

NONE エクスポートした
DWG/DXF で、塗り
つぶしは描画され
ません。

XS_EXPORT_LINE_TYPE_DEFINITION_FILE

カテゴリ

エクスポート

線種マッピングに使用される、線種の定義を含む線種定義ファイルの名前を入力し
ます。

線タイプ定義ファイルのファイル名拡張子は、.linです。 詳細オプションは、デ

フォルトでは TeklaStructures.linファイルを指定するように設定されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_EXPORT_STEEL2000_PRIMARY_IDS

カテゴリ

図面プロパティ

TRUE に設定すると、MIS エクスポート ファイルにメイン部材の ID が含まれるよ

うになります。 各 ID はファイル内の別々の行に表示されます。 デフォルト値は 
FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_EXTENSION_DIRECTORY

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

拡張機能、または Open API 上で開発されたカスタムツール用に追加のインストー
ルフォルダを定義するには、詳細設定 XS_EXTENSION_DIRECTORYを使用しま

す。

インストール時には、追加のインストール フォルダーの前にデフォルトのフォル
ダー %XSDATADIR%\environments\common\extensions が使用されます。

XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。この詳細設定はローカルに設定することもできます。環境 ini ファイル
(env_<environment_name>.ini) を参照してください。通常、システム固有の

設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更しないでくださ
い。

ジョイント設計で使用する Excel シートの場所を示します。場所を変更する場合
は、user.iniファイルで詳細オプションを設定します。

1.6 詳細設定 - F

XS_FILTER_SEPARATOR_CHAR

カテゴリ

モデリング

表示フィルターなどで、フィルター文字列の間に使用する区切り文字を入力しま
す。任意の文字を使用できます。Tekla Structures では、デフォルトでスペースが使
用されます。

例

区切り文字としてセミコロンを使う場合は、この詳細オプションを次のように設定
します。

XS_FILTER_SEPARATOR_CHAR=;
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_FIRM

カテゴリ

既定のファイル

注 この詳細設定はシステム固有であり、管理者専用です。

詳細設定 XS_PROJECT と XS_FIRM を XS_SYSTEM と共に設定して、プロパティ

ファイルの検索対象となるフォルダー Tekla Structures を指定します。Tekla
Structures により、プロパティは常に現在の model\attributes フォルダーに保

存されます。他のモデルで同じ設定が必要な場合は、プロパティを XS_FIRM フォ

ルダーまたは XS_PROJECT フォルダーにコピーまたは移動できます。XS_FIRM
フォルダーと XS_PROJECT フォルダーの下にユーザー定義サブフォルダーを作成

し、model\attributes フォルダーからそのサブフォルダーにプロパティ ファイ

ルをコピーまたは移動できるようになりました。

共有モデルの場合、Trimble Connect プロジェクト内のサブフォルダーを企業フォル
ダーとして使用できます。詳細については、「」を参照してください。

定義できるパスは 1 つのみで、パスを列挙することはできない点に注意してくださ
い。

警
告

モデル フォルダー以外にある .ini ファイル内の詳細設定の値を変更して

も、既存のモデルには影響しません。詳細設定は、[詳細設定] ダイアログ ボ
ックスまたはモデル フォルダーにある options.ini ファイルでのみ更新

することができます。詳細設定は XS_FIRM または XS_PROJECT で定義さ

れているフォルダー内にある options.ini ファイルからは更新できませ

ん。.ini ファイルは既存のモデルを開いたときにも読み取られますが、

options_model.db または options_drawings.db に存在していない新

しい詳細設定のみが挿入されます。これには、たとえば、[詳細設定] ダイア
ログ ボックスにはまだ表示されていないが、ソフトウェアでは追加されてい
るオプションがあります。

参照項目

XS_FIX_FRAME_OF_FIXED_MODELVIEW

カテゴリ

図面プロパティ
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この詳細オプションにより、特に一般図でビューのサイズと位置が変更されるのを
防ぐことができます。

TRUEに設定すると、[ビュープロパティ]で[配置]が[固定]に設定されているビュー

の枠を固定できます。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_FLAT_PREFIX

カテゴリ

板・フラットバー

この詳細設定を使用して、出力、レポート、およびマークについて平鋼の頭マーク
を設定します。fltprops.inp ファイルで一致する平鋼が見つかった場合、プレ

ート名では、ここで入力する頭マークの後に厚さ X 幅が続きます (例:
FLAT5X100)。デフォルト値は FLAT です。

PL プロファイルおよび PLT プロファイルに一致するプレートが fltprops.inp
に見つかると、デフォルトでは、頭マークとして FL または FLT が使用されます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

注 フィート・インチ環境で XS_FLAT_PREFIXが profitab.inpに PL(正しい

パラメトリックプロファイル名)と同様のプロファイルとして含まれていない
場合、そのプロファイルはメートル法で表示されます。

XS_FLAT_THICKNESS_TOLERANCE

カテゴリ

板・フラットバー

平鋼のチェックの許容値を設定します。Tekla Structures は、この値を使用してプレ
ートの厚さをチェックし、平鋼に変換するかどうかを判断します。値は 10 進数で
入力します。デフォルト値は 0.1 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_FLAT_TOLERANCE

カテゴリ

板・フラットバー

Tekla Structures は、この値を使用してプレートの幅をチェックし、平鋼に変換する
かどうかを判断します。値は 10 進数で入力します。デフォルト値は 0.1 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

FLEXLM_TIMEOUT

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

これは、Tekla Structures で使用される Windows 環境変数です。 この変数により、
Tekla Structures を起動する際の遅延が軽減されます。 値をマイクロ秒単位で入力
します。 Tekla Structures では、この変数の 大値は 100 000です。

例

set FLEXLM_TIMEOUT=100000

XS_FRACTION_HEIGHT_FACTOR

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細設定を使用して、分数の全体の高さを制御します。米国フィート インチ
環境設定でのデフォルト値は 1.3 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材

結合部材マークの向う側接尾マークを定義します。 この接尾マークは、同一部材
の向う側に表示されます。 FS がデフォルト値です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

1.7 詳細設定 - G

XS_GA_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

一般図で接合面記号を変更する場合に使用します。デフォルトでは、シンボルファ
イルで定義されている番号 34 の接合面記号が使用されます。接合面記号を変更す
るには、この詳細オプションに目的の接合面記号番号を設定します。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

参照項目

XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL (120 ページ)

XS_GA_DRAWING_VIEW_TITLE

カテゴリ

図面プロパティ

マルチ図に含まれる一般図ビューのタイトルを定義します。 デフォルトでは、値
は次のように定義されています。

Drawing %DRAWING_BASE_NAME%.

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_STRING

カテゴリ

マーク: ボルト

次のようにして、面外脚のゲージ(GOL)情報をボルトマーク内に表示します([面外
脚のゲージ]要素)。

• 文字列で %VALUE% が見つからない場合、GOL の値が文字列の末尾に追加され

ます。
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• テキストとオプション%VALUE%を任意に組み合わせて入力できます。たとえ

ば、%VALUE% GOLまたは GOL%VALUE%のように入力できます。

• この詳細オプションを設定しない場合は、%VALUE% のみが使用されます。

• 値を計算できない場合は、マークには何も追加されません。

• デフォルト値は、GOL%VALUE%です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

面外脚のゲージの値が 5ｺの場合の例を下の表に示します。

[詳細設定]ダイアログボックス ボルトマーク

%VALUE% GOL 5ｺ GOL
GOSL %VALUE% GOSL 5ｺ
GOL = GOL = 5ｺ
 5ｺ

XS_GA_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL

カテゴリ

マーク: 部材

デフォルトでは、シンボルファイル内のシンボル番号 32 が一般図内の隠し北マー
クのシンボルとして使用されます。接合面記号を変更するには、この詳細オプショ
ンに目的の接合面記号番号を設定します。

参照項目

方向マーク (北マーク) の表示

XS_GA_NORTH_MARK_SCALE

カテゴリ

マーク: 部材

一般図内の北マークは、デフォルトでは、縮尺 1:1 で作画されます。 この詳細オプ
ションを用いて別の縮尺を指定します。 シンボル エディターで、北マーク用の大
きなシンボルを作成することもできます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_GA_NORTH_MARK_SYMBOL

カテゴリ

マーク: 作成方法

デフォルトでは、シンボル ファイル内のシンボル番号 32 が一般図の北マークのシ
ンボルとして使用されます。シンボルを変更するには、この詳細設定に目的のシン
ボル番号を設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

方向マーク (北マーク) の表示

XS_GA_OMITTED_DIAMETER_TYPE

カテゴリ

マーク:ボルト

一般図の特定の径タイプのマークを省略します。指定可能なオプションは、HOLE
または BOLTです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (317 ページ)

XS_GET_ASSEMBLY_LEVELS_FROM_ASSEMBLY_MAIN_
PART

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、製品レベルが製品のメイン部材から取

得されます。FALSEに設定すると、製品レベルが製品全体から取得されます。デ

フォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_GET_CAST_UNIT_LEVELS_FROM_CAST_UNIT_MAIN_
PART

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、キャストユニットレベルがキャストユ

ニットのメイン部材から取得されます。FALSEに設定すると、キャストユニット

レベルがキャストユニット全体から取得されます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_GOL_SYMMETRY_DISTANCE

マーク: ボルト

面外脚のゲージ(GOL)は、梁/柱のウェブ上で通常接続された 2 つの角度の間にある
孔の芯芯距離です。これは、脚の角度のゲージにウェブ厚を加えたものと等しくな
ります。面外脚は、ウェブから見て用紙に対して垂直な角度の脚です。この詳細オ
プションを使用して、面外脚のゲージを計算するときの部材対称性チェックの許容
値を設定します。デフォルト値は 0.01 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

ボルトマークの要素 (691 ページ)

XS_GRID_DIMENSION_OVERALL_LENGTH

カテゴリ

寸法: 一般

既存の基準線寸法の隣の基準線全体にまたがる寸法線を追加するための長さを設
定します。デフォルト値は、1です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_GRID_COLOR_FOR_WORK_PLANE

カテゴリ:ビュー（モデル）

モデル内の作業平面の基準線の色を変更します。RGB 値を使用して基準線の色を
定義します。

<value for red> <value for green> <value for blue>.

値はスペースで区切ります。0 ～ 1 の範囲で値を定義します。デフォルト値は 
0.7 0.0 0.3 です。

新しい値を有効にするためにモデル ビューを開き直します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

XS_GRID_PLANES_VISIBLE_WITH_USERPLANES

カテゴリ

モデルビュー

基準線平面を表示または非表示にする場合に使用します。

TRUEに設定すると、基準平面が表示されます。FALSE(デフォルト)に設定すると、

基準平面が非表示になります。

ビューを再度開いて、変更内容を反映させます。

注 基準平面は、補助平面が見える場合にのみ表示できます。補助平面を表示する
には、[表示]ダイアログボックスの[補助平面]チェックボックスをオンにしま
す。

XS_GRID_TEXT_FONT

カテゴリ

図面プロパティ

基準線テキストのフォントを設定します。 デフォルト値は、Arial です。 フォント
を指定しない場合、XS_DEFAULT_FONT に定義されているデフォルトのフォント

が代わりに使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)

1.8 詳細設定 - H

XS_HANDLE_SCALE

カテゴリ: モデル ビュー

モデルビューのハンドルのサイズを変更する場合に使用します。値は 10 進数で入
力します。

• デフォルト値は、1.3です。

• 値を 1.3 よりも大きくすると、ハンドルが大きくなり、見やすくなります。

• 値を 1.3 よりも小さくすると、ハンドルが小さくなります。

モデル ビューを閉じてから再度開いて、変更を有効にします。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダにある
options.bin に保存されます。

XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX

カテゴリ:ビュー（モデル）

この詳細設定を使用して、DirectX のレンダリングされたビューで重なり合う表面
を塗りつぶすかどうかを制御します。

デフォルトでは、この詳細設定は TRUE に設定されています。

値を変更した場合は、ビューを再度開いて、新しい値を有効にする必要がありま
す。

XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT

カテゴリ:ハッチ（塗りつぶし）

この詳細設定に数値を設定して、塗りつぶしパターンによって作成される線分の
大数を制御します。デフォルト値は 0 で、これは制限がないことを意味します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_HATCH_SCALE_LIMIT

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

描画される塗りつぶしパターンの 小サイズを定義します。塗りつぶしパターン
のサイズが定義した値よりも小さい場合、そのパターンは完全な塗りつぶしに変更
されます。デフォルト値は 0.001です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_HATCH_SEGMENT_BUFFER_SIZE

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

Tekla Structures には、ハッチングが含まれている図面を開くのに要する時間を短縮
するハッチングバッファがあります。バッファのサイズは、この詳細オプションで
定義できます。

デフォルト値は、1000000 です。非常に複雑な塗りつぶしを使用する場合は、値を
大きくするとより高いパフォーマンスが得られる場合があります。 小さな塗りつ
ぶしの場合は、小さい値を使用します。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_ACI

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを使用して、図面のエクスポートの塗りつぶしに[特殊]な色の
AutoCAD カラーインデックスを設定します。デフォルト値は、120です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

詳細設定のリファレンス 255 詳細設定 - H



XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R

カテゴリカテゴリ

印刷時に黒に変換されない塗りつぶし色を定義します。 この色は、選択したプリ
ンターの設定に応じてカラーまたはグレイスケールで印刷されます。 塗りつぶし
色は、0～255 の範囲の RGB（赤、緑、青）値を使用して定義します。関連するす
べての詳細オプションのデフォルトは 230 です。以下の詳細オプションを使用し
て色を定義します。

をに設定します。

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R

214 をに設定します。

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_G214
XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_Bをに設定します。

214

値を小さくすればするほど、階調は暗くなります。 この詳細設定はモデル固有で
あり、設定はオプション データベースに保存されます。

参照項目

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_G

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

「XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R (256 ページ)」を参照してください。

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_B

カテゴリ

ハッチ（塗りつぶし）

「XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R (256 ページ)」を参照してください。
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XS_HELP_PATH

カテゴリ

この詳細オプションは、lang_<CurrentLanguage>.iniファイルでのみ使用で

きます。

この詳細設定は、chm (Microsoft Compiled HTML Help) 形式のヘルプ ファイルの場

所を指定します。これらのヘルプ ファイルは、一部のコンポーネントで使用され
ます。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

例

set XS_HELP_PATH=%XSDATADIR%\help\enu

XS_HIDDEN_LINES_CHECK_TOLERANCE

カテゴリ

図面プロパティ

キャスト ユニット内の部材線を重なり合った線として取り扱う距離を定義しま
す。 デフォルト値は、0.01 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL

カテゴリ

マーク:部材

デフォルトでは、シンボルファイル内のシンボル番号 32 が隠し北マーク記号とし
て使用されます。 接合面記号を変更するには、この詳細オプションに目的の接合
面記号番号を設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

方向マーク (北マーク) の表示
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XS_HIDDEN_REMOVE_DOUBLE_LINES

カテゴリ

図面プロパティ

[正確] 表示でモデルを表示するときと図面および 2D DXF ファイルを作成すると
き二重線が描画されるようにするには、この詳細オプションを FALSE に設定しま

す。

デフォルト値は TRUE で、この場合二重線は描画されず、ファイル サイズが 小化

されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_HIDDEN_USE_BOLT_PLANES

カテゴリ

カテゴリ図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、([正確] 部材表示時に) 陰線処理にボルト ナッ

トが考慮されます。線を表示する場合は、FALSE (デフォルト) に設定します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

TRUE:
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FALSE:
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XS_HIDE_OTHER_PARTS_IN_ASSEMBLY_AND_CAST_UNIT_
VIEWS

カテゴリ

モデルビュー

製品またはキャストユニットに属さない部材を、製品図やキャストユニット図に表
示するかどうかを定義します。デフォルト値は TRUEで、選択した製品またはキャ

ストユニットに属さない部材を非表示にします。この詳細オプションを FALSEに

設定すると、部材は非表示になりません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

詳細設定のリファレンス 260 詳細設定 - H



XS_HIDE_WORKAREA

カテゴリ:モデルビュー

この詳細設定を TRUEに設定すると、モデルビューで作業領域が非表示になりま

す。FALSEに設定すると、モデルビューで作業領域が表示されます。デフォルト

値は、FALSEです。ビューを再作画すると、変更が反映されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

設定 モデルでの表示

FALSE

TRUE

ヒ
ン
ト

緑色の作業領域ボックスを一時的に非表示にするには、Ctrl キーと Shift キ
ーを同時に押しながら、右クリックして[ウィンドウの再描画]を選択しま
す。作業領域ボックスを再び表示するには、右クリックして[ウィンドウの
再描画]を再度選択します。
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XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES

カテゴリ

寸法:一般

変更された寸法テキストと移動された寸法点をアソシエート図面で強調表示する
かどうかを定義します。

TRUE (デフォルト) に設定すると、更新された連動する図面で、変更された寸法テ

キストと移動された寸法点がハイライトされます。

以下のように変更内容が強調表示されます。

• 変更マーク(デフォルトではクモマーク)が、以前の点、新しい点、および寸法
値の周りに描かれます。 これは、寸法を選択した場合にのみ表示されます。

• 以前の点から新しい点へ矢印が描かれます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES (262 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL (81 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE (80 ページ)

XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES

カテゴリ

マーク:一般

変更されたマーク内容をアソシエート図面で強調表示するかどうかを定義します。

TRUE (デフォルト) に設定すると、更新された連動する図面で、変更されたマーク

内容の周りに変更マーク (デフォルトではクモ マーク) を描画することでマーク内
容がハイライトされます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (262 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL (81 ページ)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE (80 ページ)
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XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

孔マークの[サイズ]要素の内容を定義します。 デフォルト値は、%BOLT_NUMBER
%*D%HOLE.DIAMETER%です。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この設定よりも、詳細オプション XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZEお

よび XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZEが優先されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (410 ページ)

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (389 ページ)

XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、ボルトマークのサイズ要素の内容を定義します。 この詳細オプ
ションは、詳細オプション XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GAま

たは XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GAを設定していない場合

に使用されます。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK
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• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (390 ページ)

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (411 ページ)

1.9 詳細設定 - I

XS_IGNORE_CUT_VALUE_IN_TEMPLATE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

デフォルトでは、テンプレート エディタのテンプレート出力値フィールドがセル
に収まらない場合は値がカットされていることを示す 3 つのアスタリスク (***)
が表示されます。たとえば、テンプレートの値フィールドの長さが 10 文字に制限
されており、出力値が 11 文字以上である場合、値の末尾に *** が表示されます。

アスタリスクを表示する必要がない場合は、

XS_IGNORE_CUT_VALUE_IN_TEMPLATE を TRUE に設定します。

XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_
NUMBERING

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、溶接金網のナンバリングで横筋の位置 (主筋の上側また
は下側など) を無視するかどうかを定義します。

デフォルト値は FALSE です。

XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_NUMBERING を FALSE に
設定した場合、横筋の位置がナンバリングで考慮されます。横筋が主筋の異なる側
面にある場合、位置以外が同じ金網には、異なる番号が付けられます。

XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_NUMBERING を TRUE に
設定した場合、横筋を主筋のどちら側にも配置することができ、位置以外が同じ金
網には、同じ番号が付けられます。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 プロジェクトの途中でこの設定を変更しないことをお勧めします。変更した
場合は、完全なナンバリング ( ファイル --> エラーチェックと修復 --> ナンバ
リングのエラーチェックと修復: すべて ) を実行する必要があります。

XS_IGNORE_SUBASSEMBLY_HIERARCHY_IN_
DIMENSIONING

カテゴリ

寸法:部材

サブアセンブリの部材をメイン製品の副部材として寸法設定するかどうかを定義
します。

TRUEに設定すると、サブアセンブリは無視され、サブアセンブリ内の部材が、メ

イン製品内の部材であるかのように寸法設定されます。デフォルト値は FALSE で
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_IMPERIAL

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細設定を TRUE に設定すると、出力でフィート・インチ単位だけが使用され

ます。このようにしない場合は、FALSE (デフォルト) に設定します。

これは、ボルトマークの以下の要素にのみ影響を与えます。

• 面外脚のゲージ（GOL）

• 芯芯距離

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_IMPERIAL_DATE

カテゴリ

フィート・インチ単位
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この詳細オプションを TRUEに設定すると、日付形式として mm/dd/yyyy が使用さ

れます。FALSE (デフォルト)に設定すると、日付形式として dd.mm.yyyy が使用さ

れます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_IMPERIAL_INPUT

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細オプションを TRUEに設定すると、入力でフィート・インチ単位だけを使

用できます。この詳細オプションを無効にするには、FALSE (デフォルト)に設定し

ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_IMPERIAL_TIME

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細オプションを TRUEに設定すると、時刻形式として hh:mm:ss am/pmが

使用されます。

FALSEに設定すると、時刻形式として hh:mm:ssが使用されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_IMPERIAL_TRIANGLES

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細オプションを TRUEに設定すると、三角寸法もインチ単位で表示されま

す。
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デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_IMPORT_DWG_TEXT_AS_POLYGON

カテゴリ:図面プロパティ

この詳細設定は、DWG ファイルを図面に追加するときに使用できます。DWG フ
ァイルのフォントに問題がある場合は、この詳細設定を TRUE に設定します。Tekla
Structures はフォントをフォントとしてではなくポリゴンとしてインポートするよ
うになります。デフォルトでは、このオプションは FALSE に設定されています。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

XS_IMPORT_MODEL_LOG

カテゴリ

インポート

TRUEに設定すると、インポートモデルを使用するたびにログが作成されます。

APPENDに設定すると、前のログにログエントリが追加されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_INCH_SIGN_ALWAYS

カテゴリ

フィート・インチ単位

インチだけが含まれている寸法には、デフォルトでは、インチ記号 (") が表示され
ません。 この詳細オプションを TRUE に設定すると、すべての寸法にインチ記号が

表示されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_INCLUDE_DWG_ATTRIBUTES_IN_REPORTS_AND_
INQUIRE

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションが TRUEに設定されている場合に限り、DWG 固有の属性をレ

ポートと照会で使用できるようになりました。この詳細オプションはデフォルト
で、FALSEに設定されています。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_INHERIT_CONCRETE_PART_NUMBERING
_SETTINGS_FROM_CAST_UNIT

カテゴリ:ナンバリング

この詳細オプションを使用して、キャストユニットのナンバリング設定に従ってコ
ンクリート部材のナンバリングを設定するかどうかを定義します。 この詳細オプ
ションを TRUE (デフォルト)に設定すると、コンクリート部材の部材番号頭マーク

にキャストユニット頭マークと開始番号が含まれます。 この詳細オプションを

FALSEに設定すると、キャストユニット頭マークと開始番号は含まれません。

たとえば、キャストユニット頭マークは C、開始番号は 100となります。 この詳

細オプションが TRUEの場合、コンクリート部材の頭マークは Concrete_C-100
になります。 この詳細オプションが FALSEの場合、頭マークは Concreteのみに

なります。

この設定はコンクリート部材(ストリップフーチングとパッドフーチング、コンク
リート梁とコンクリート柱、コンクリート壁とコンクリートスラブ、コンクリート
ポリビーム)に影響します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX (119 ページ)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER (119 ページ)

XS_INP
この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。この詳細設定はローカルに設定することもできます。環境 ini ファイル
(env_<environment_name>.ini) を参照してください。通常、システム固有の
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設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更しないでくださ
い。

パラメトリックプロファイルの定義(.clb)、IFC プロパティセットの構成(.xml)、
線タイプのマッピング(.lin)、グローバルユーザー定義情報定義(objects.inp)、
アクセス権(privileges.inp)など、さまざまなシステムファイルがこのフォルダ

から読み込まれます。

デフォルトの場所は XSDATADIR%\environments\common\inp\です。フォル

ダパスのセミコロン区切りリストを使用できます。

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS

カテゴリ

図面プロパティ

関連オブジェクトがモデルから削除されたときに図面ビューが削除されないよう
にするには、[値] フィールドに TRUE を入力します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

一般図の場合は、詳細オプション

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_GAを使用しま

す。

参照項目

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_GA (270 ページ)

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_
IN_GA

カテゴリ

図面プロパティ

TRUE(デフォルト)を入力すると、関連付けられているオブジェクトがモデルから削

除されたときに図面ビューが削除されなくなります。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

詳細設定のリファレンス 270 詳細設定 - I



参照項目

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS (270 ページ)

XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT

カテゴリ

図面プロパティ

関連オブジェクトを検索するとき考慮する部材の数を整数で入力します。この詳
細オプションは、デフォルトでは 20に設定されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT

カテゴリ

図面プロパティ

関連オブジェクトを検索するとき考慮する平面の数を整数で入力します。この詳
細オプションは、デフォルトでは 1000に設定されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT

カテゴリ

図面プロパティ

1 つの測定点に使用する関連付けルールの数を減らします。通常は、10(デフォル

ト)などの小さな値で十分です。値を小さくすると、パフォーマンスが向上し、デ
ータベースのサイズが小さくなります。

この詳細設定により、寸法点関連付けルール リストに表示されるルールの 大数
も制御できます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。
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警
告

この詳細オプションは、パフォーマンス上の問題があるアソシエート図面で
のみ使用します。 この詳細オプションを使用すると、オブジェクトをモデル
から削除したときに関連付けが失われる場合があります。

XS_INTELLIGENT_CLONING_ADD_DIMENSIONS

カテゴリ

図面プロパティ

TRUEに設定すると、複製時に自動寸法によって追加部材の寸法が作成されます。

FALSEに設定すると、この処理は行われません。デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED

カテゴリ

図面プロパティ

モデルの変化に応じて寸法やマークが自動的に移動されないようにするには、値を
クリアするか、FALSE に設定します。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

モデルが変化するときの図面ビューの配置を制御するには、この詳細オプションを
TRUEに設定し、併せて詳細オプション XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING.

注 この設定はすべての図面に適用されます。 Tekla Structures によって一般図が
自動的に更新されないようにするには、詳細オプション

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GAを使用します。

参照項目

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA (272 ページ)

XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING (212 ページ)

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA

カテゴリ

図面プロパティ
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モデルの変化に応じて寸法やマークが自動的に移動されないようにするには、値を
クリアするか、この詳細オプションを FALSE に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 この設定は、一般図にのみ影響を与えます。 すべてのタイプの図面が自動的
に更新されないようにするには、詳細オプション 
XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED を使用します。

参照項目

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED (272 ページ)

XS_INTELLIGENT_MESSAGES_ALLOWED

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、1 つ以上の図面オブジェクトのリンク

先であるモデルオブジェクトがモデルから削除されている場合に、図面を開くとメ
ッセージが表示されます。

メッセージを表示しない場合は、この詳細オプションを FALSE (デフォルト)に設

定します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_INTELLIGENT_UPDATE_ADD_DIMENSIONS

カテゴリ

図面プロパティ

TRUEに設定すると、図面の更新時に新しい部材、ボルト、および鉄筋の寸法が追

加されます。FALSEに設定すると、この処理は行われません。デフォルト値は、

TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

モデル ビューでの無効な打ち継ぎの色を変更するには、この詳細設定を使用しま
す。プロパティ パネルの部材プロパティでクラス番号を使用して値として番号を
入力し、色を指定します。たとえば、この詳細設定を 6 に設定した場合、Tekla
Structures では無効な打ち継ぎがすべて黄色になります。デフォルト値は 58 (赤)
です。

参照項目

IS_POUR_BREAK_VALID (536 ページ)

XS_I_PROFILE_CENTER

カテゴリ

寸法: 部材

NONE に設定すると、H 形鋼・I 形鋼の中心線を使用して正面ビューが寸法設定さ

れることはなくなります。 デフォルトでは、値が設定されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

カテゴリ: 溶接

XS_AISC_WELD_MARK (64 ページ) が FALSE に設定されている場合は、

XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE を次のように設定します。

• TRUE に設定して、すみ肉溶接の脚の長さ (z) に溶接サイズを使用します。

• FALSE に設定して、溶接サイズをすみ肉溶接ののど厚 (a) に使用します。
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注 溶接の頭マークは、詳細設定 XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE の設定よ

りも優先されます。溶接の頭マークを a に設定すると、溶接サイズによって

理論のど厚が決まります。溶接の頭マークが z の場合、溶接サイズによって

脚の長さが決まります。

溶接の頭マークの 後の文字が s の場合、a が溶接サイズに等しくなるよう

に、Tekla Structures によりソリッド溶接オブジェクトが作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

この設定を変更したら、既存の溶接またはそのプロパティを変更して新しい設定を
有効にし、溶接ソリッドを更新します。

1.10 詳細設定 - J

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

カテゴリ

マーク: 一般

[コンポーネントマークプロパティ]ダイアログボックスで[コンポーネントマーク]
フィールドが[番号]に設定されている場合は、図面にコンポーネント番号が表示さ
れます。コンポーネント連番の書式は、この詳細オプションで定義できます。頭マ
ークテキストなどを定義できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT=J%3.3dの場合:
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• Jは頭マークです。

文字列の残りの部分では、番号の書式を次のように定義します。

• 初の値は、 低フィールド長です。

• 次の値は、 低表示桁数です。

• %と d(整数値)は書式を示します。

XS_JOINTS_USE_NOTCH1

カテゴリ

コンポーネント

1に設定すると、ジョイントで標準のノッチルーチンが使用されます。これがデフ

ォルト値です。

0に設定すると、簡単なノッチルーチンがジョイントに使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

1.11 詳細設定 - K

XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING

カテゴリ

モデリング

ディスク スペースを節約するために、モデルを閉じた時点で自動保存ファイルが
削除されます。 この詳細オプションを TRUE に設定した場合、モデルを保存せずに

Tekla Structures を終了した場合でも、自動保存ファイルは削除されません。 デフォ
ルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX

カテゴリ:モデリングのプロパティ

絶対スナップに使用する文字を定義します。任意の有効な ASCII 文字を入力でき
ます。デフォルト値は、$です。

詳細オプション XS_KEYIN_DEFAULT_MODE を使用して、Tekla Structures がデフォ

ルトで絶対スナップを使用するように設定した場合は、絶対スナップ用の文字を使
用する必要がありません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (277 ページ)

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (278 ページ)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (277 ページ)

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE

カテゴリ:モデリングのプロパティ

Tekla Structures でデフォルトで使用するスナップモードを定義します。

RELATIVE(デフォルト)、ABSOLUTE、または GLOBALに設定します。

相対スナップモードでは、[数値入力]ダイアログボックスに入力した座標(それ自体
に頭マークはありません)は、 後にピックした位置を基準とします。

絶対スナップモードでは、座標は作業平面の原点を基準とします。

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

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (278 ページ)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (276 ページ)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (277 ページ)
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XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX

カテゴリ:モデリングのプロパティ

全体座標スナップに使用する文字を定義します。デフォルト値は、!です。

詳細設定 XS_KEYIN_DEFAULT_MODEを使用してデフォルトで全体スナップを使

用するように Tekla Structures を設定した場合は、全体スナップ用の文字を使用する
必要がありません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (277 ページ)

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (278 ページ)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (276 ページ)

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX

カテゴリ:モデリングのプロパティ

相対スナップに使用する文字を定義します。任意の有効な ASCII 文字を入力でき
ます。デフォルト値は、@です。

詳細オプション XS_KEYIN_DEFAULT_MODE を使用して、Tekla Structures がデフォ

ルトで相対スナップを使用するように設定した場合は、相対スナップ用の文字を使
用する必要がありません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (277 ページ)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (276 ページ)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (277 ページ)
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XS_KNOCK_OFF_DIMENSION_PRECISION

カテゴリー

[寸法: 一般]
この詳細オプションを 16 または 32 に設定すると、控え寸法の精度が 1/16 または
1/32 に設定されます。 それ以外の場合は、図面レベルの寸法内容ダイアログボッ
クスで設定された精度になります。 デフォルト値はゼロです。 他の値は無視さ
れ、控え寸法の精度は他の寸法の精度と同じになります。

1.12 詳細設定 - L

XS_LANGUAGE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

この詳細設定では、Tekla Structures のデフォルトの言語を設定します。 デフォルト
の言語は、[ファイル]メニューに移動し、 [設定] --> [言語の変更] をクリックした
ときに 初に表示されます。

XS_LEADER_LINE_TO_DRAGGED_DIMENSION_TEXT

カテゴリー: 寸法作成: 一般

この詳細設定オプションを TRUEに設定すると、寸法テキストを寸法線から移動さ

せると、引出し線が描画されます。このオプションを FALSEに設定すると、引出

し線は描画されません。デフォルト値は TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_LINE_WIDTH

カテゴリ

モデルビュー

モデルビューの線の幅を変更する場合に使用します。値はピクセル単位で入力し
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_LICENSE_SERVER_HOST

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定を使用すると、ユーザーが Tekla Structures ソフトウェアの初回起動時
にライセンス ダイアログ ボックスでライセンス サーバーのポートとホスト名を
入力しなくてもよいように、管理者はユーザーのライセンス サーバーを事前定義
することができます。

この詳細設定をカスタマイズされた.iniファイルに追加し、

teklastructures.exeを起動する起動用ショートカットで使用できます(たと

えば、カスタマイズした初期化で使用するなど)。

詳細設定は、次のいずれかの形式で入力します。

port@host
port@ip-address

XS_LOAD_MODELING_CODE

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。 初期化ファイ
ルの詳細については、「」を参照してください。

この詳細オプションは、荷重グループ種別のセットの定義に使用します。荷重組み
合わせは、荷重計算基準に固有のルールに従って生成されます。デフォルト値は、
EuroCodeです。

有効な値は、EuroCode, AISC, UBC, IBC, ACI, BS, CM66 (F)、および BAEL91
(F)です。

例

set XS_LOAD_MODELING_CODE=EuroCode
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XS_LOG_FILE_NAME

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

この詳細オプションでは、Tekla Structures のログファイル名を定義します。デフォ
ルト値は、TeklaStructures.logです。

参照項目

XS_LOG_LEVEL

カテゴリ:ソリッド設定

この詳細設定を使用し、Tekla Structures がログ ファイル に書き込むメッセージを
定義します。ログ出力のレベルを次のいずれかのオプションに設定します。

• DEBUG:すべてのログ メッセージが書き込まれます。

• INFO:デバッグ メッセージを除く、すべてのログ メッセージが書き込まれま

す。

• WARNING:デバッグおよび情報メッセージを除く、すべてのログ メッセージが

書き込まれます。

• ERROR:エラー メッセージおよびアサート メッセージのみが書き込まれます。

デフォルト値は、INFO です。上記以外の値を入力すると、ログ レベルは INFO に
なります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

XS_LOG_TIMER

カテゴリ: ソリッド設定

この詳細設定を TRUE に設定すると、読み込み時間および開く時間がセッション履

歴ログに保存されます。デフォルト値は、FALSE です。この詳細設定を使用する

と、ログから直接、パフォーマンスの概要を迅速に取得できます。

ログ エントリの例:
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Plug-ins loaded in 1233ms. (プラグインが 1,233 ms で読み込まれました。)

Plug-in dialogs loaded in 1235ms. (プラグインのダイアログが 1,235 ms で読み込まれ
ました。)

Opening model... (モデルを開いています... )

.Inp files loaded in 355ms. (.Inp ファイルが 355 ms で読み込まれました。)

Model db read in 3467ms. (モデル db が 3,467 ms で読み込まれました。)

Searchtree intialized in 10400ms. (Searchtree が 10,400 ms で初期化されました。)

Model opened in 354258743ms. (モデルが 354,258,743 ms で開かれました。)

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_LOGPATH

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションでは、Tekla Structures のログファイルが格納されるフォルダを
指定します。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

長孔マークの[サイズ]要素の内容を定義します。 たとえば、%BOLT_NUMBER%*D
%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x%HOLE.DIAMETER
+LONG_HOLE_Y%)と入力します。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。

この設定よりも、詳細オプション

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZEおよび

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZEが優先されます。
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この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (412 ページ)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (391 ページ)

XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、長孔マークのサイズ要素の内容を定義します。 この詳細オプシ
ョンは、詳細オプション XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
または XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GAを設定していな

い場合に使用されます。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。
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この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (392 ページ)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (413 ページ)

1.13 詳細設定 - M
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XS_MACRO_DIRECTORY

カテゴリ: ファイル配置

記録済みのマクロファイルのグローバルフォルダとローカルフォルダを指定しま
す。 通常、マクロファイルは言語と環境に依存するため、他の環境や言語では実
行できません。 この詳細オプションは、システム固有です。

区切り文字としてセミコロン(;)を使用します。 3 つ以上のマクロフォルダを定義
しないでください。

グローバル フォルダーを定義してから、ローカル フォルダーを定義します。たと
えば、次のとおりです。

set XS_MACRO_DIRECTORY=%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR
%environments\uk\General\user-macros

この詳細設定はデフォルトで、..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\macros に設定されていま

す。

注 グローバルフォルダは変更しないでください。必要に応じて、ローカルフォル
ダは変更してもかまいません。

[アプリケーションとコンポーネント] で [高度な機能へのアクセス] をクリックす
ると、 [新規マクロ] --> [ローカル] または [> グローバル] を選択することで、グロ
ーバル マクロとローカル マクロのどちらを作成するかを選択できます。フォルダ
ーを指定しない場合、オプション [ローカル] は表示されません。

注 マクロフォルダにはサブフォルダ modelingおよび drawingsが含まれて

いる必要があります。

XS_MACRO_ENABLE_TIMESTAMP

カテゴリ

カテゴリー: モデリングのプロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、マクロ記録中に各タスクに費やした時

間を調べることができます。 この詳細オプションは、システム固有です。

デフォルト値は、FALSEです。 値を変更する場合は、モデルを閉じてから再度開

いて、新しい設定を有効にします。

タイムスタンプは../environments/common/macrosフォルダに格納されてい

る当該マクロの.csファイルに存在します。マクロは、記録時のモードに応じて

drawingsフォルダまたは modelingフォルダに保存されます。
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XS_MACRO_LOG

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

Tekla Structures マクロの出力は、デフォルトでは、ターミナルウィンドウに表示さ
れます。この詳細オプションでファイル名を設定すると、マクロの出力がそのファ
イルに保存されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_MACRO_REFERENCES

カテゴリ

モデリング

この詳細オプションではマクロのコンパイル時に使用される追加のライブラリの
パスを定義します。 デフォルトのパス
は;System.Windows.Forms;Tekla.Technology.Scripting;Tekla.Stru
ctures;Tekla.Structures.Model;Tekla.Structures.Drawing;MacroS
elector;System.Drawing;System.Data;System.Xml;Tekla.DataShari
ng.CacheServiceClient;Tekla.DataSharing.SharedPublicです。

この詳細オプションは、システム固有です。

XS_MAGNETIC_PLANE_OFFSET

カテゴリ

コンポーネント

吸着平面の吸着距離を調整します。デフォルトでは、この距離は 0.2 mm です。
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この詳細オプションを設定しても、吸着式の補助線には影響しません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MARK_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY

カテゴリ

マーク: ボルト

この詳細設定を TRUE に設定すると、Tekla Structures がボルト グループ マークに

結合されなくなります。デフォルトでは、ボルト グループ マークが結合されます
(FALSE)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

次の図では、この詳細オプションが TRUEに設定されています。

次の図では、FALSEが使用されています。
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XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR

カテゴリ

マーク: 一般

デフォルトでは、マーク要素の間に 0.3* テキスト高さ分のスペースが残されます。
この詳細オプションを使うと、デフォルト値を変更できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

以下の例では、デフォルト値 0.3 が 1 に変更されました。

XS_MARK_FONT

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションにフォントの名前を指定することで、(部材マークなどの) マー
ク テキストのフォントを設定できます。 デフォルト値は、Arial です。 フォントを
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省略すると、XS_DEFAULT_FONT に定義されているデフォルトのフォントが使用

されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)

XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY

カテゴリ:マーク: 一般

詳細設定 XS_MARK_INTELLIGENT_ POST_FREEPLACE_NEARBY を TRUE (デフ

ォルト) に設定すると、Tekla Structures により、 初に引出し線と交差しないよう
に図面にマークが配置され、その後、保護設定に従ってマークを確実に配置する近
接配置コマンドが実行されます。この詳細設定を FALSE に設定すると、交差する

マークの確認は行われますが、近接配置コマンドは実行されません。このため、保
護設定の一部が守られない場合があります。

詳細設定 XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY が機能するには、

詳細設定 XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING を TRUE (デフォル

ト) に設定する必要があることに注意してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

マーク、寸法、アソシエートマーク、テキスト、シンボルの位置プロパティ (719 ペ
ージ)

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING (308 ページ)

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING (427 ページ)

XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_HEIGHT

カテゴリ

マーク: 一般

マーク引出し線の矢印の高さ。1がデフォルト値です。たとえば、標準の

AutoCAD 引出し線の矢印の高さは 0.67です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。
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XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_LENGTH

カテゴリ

マーク:一般

マーク引出し線の矢印の長さ。デフォルト値は、2.5です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH

カテゴリ

マーク: 一般

引出し延長線の長さを定義します。 延長線は、テキスト文字列の先頭の前に配置
されます。 長さはミリメートル単位で指定します。 デフォルト値は、0 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR

カテゴリ: マーク: 一般

この詳細設定を使用すると、鉄筋グループ マークの垂直引出し線の長さを制御で
きます。デフォルト値は 0 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

マーク プロパティ - [内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、および [表示設定] タブ
(673 ページ)
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XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_
FRAME

カテゴリ

マーク一般

マークを参照する引出し線の位置を定義します。

• マーク枠はなし(マークのプロパティダイアログボックスの[一般]ページから削
除されたマーク枠)

• マーク枠はないが、マーク要素枠はあり(マークのプロパティダイアログボック
スの[一般]ページから削除されたマーク枠と、[内容]ページで選択された要素
枠)

デフォルト値は 0 です。

ヒ
ン
ト

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAMEを使用する場

合、詳細設定 XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTHにはデフォル

ト値 0 を保持できます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

位置 表示設定 詳細オプションの設定値

も近い角。 0

テキスト領域の中央。 1
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位置 表示設定 詳細オプションの設定値

テキスト領域の上部から 1/3。 2

テキストの 1 行目の中央。 3

引出し線は、(マーク全体の周り
の枠ではなく)マーク要素の周
りの枠に接続されます。 マー
ク枠は、マークのプロパティか
ら削除されました。

4

参照項目

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_RECTANGULAR_FRAME
(292 ページ)

XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH (290 ページ)

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_
RECTANGULAR_FRAME

カテゴリ

マーク一般
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四角形の枠を持つ引出し線の開始位置を定義します。デフォルト値は、0 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

位置 表示設定 詳細オプションの設
定値

も近い角 0

テキスト領域の中央 1

テキスト領域の上から
1/3.

2

テキストの 初の行の
中央.

3
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参照項目

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME (290 ページ)

XS_MARK_LINE_SPACE_FACTOR

カテゴリ

マーク:一般

デフォルトでは、複数行のマーク (部材、ボルト、接続マークなど) の行の間に 0.3*
テキスト高さ分のスペースが残されます。 この詳細オプションを使うと、デフォ
ルト値を変更できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

以下の例では、値が 0.3 から 1 に変更されました。
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XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES

カテゴリ: マーク: 一般

保護設定で許可されている範囲で、引出し線付きのマークを 45 度の角度で配置す
るには、詳細設定 XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES が TRUE
に設定されていることを確認してください。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING (308 ページ)

XS_MARK_TEXT_FRAME_BOX_HEIGHT_FACTOR

カテゴリ

マーク:一般

デフォルトでは、テキストとテキストの周囲の枠の間に 0.5* テキスト高さ分のス
ペースが残されます。 この詳細オプションを使うと、デフォルト値を変更できま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

以下の例では、値が 0.5 から 2 に変更されました。

XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE

カテゴリ

図面プロパティ

ユーザー定義の材質シンボルが格納されているファイルのフォルダパスとファイ
ル名を入力します(例: material_symbol_table.txt)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_MAX_ANGLE_BETWEEN_SKEWED_END_PLATE_AND_
BEAM_END

カテゴリ

図面プロパティ

わずかに斜めに配置されたエンドプレートの断面図と寸法を生成します。エンド
プレートは、メイン部材の端部に梁切落としを適用する必要がない程度の小さい角
度で傾斜させたり、斜めに配置したりすることができます。断面図でエンドプレー
トに寸法を付けない場合は、エンドプレートの角度の制限を設定する必要がありま
す。

この値よりも小さい角度で斜めに配置されているエンド プレートの断面には寸法
が示されます。 角度がこの値を上回っている場合は、断面図に寸法が示されませ
ん。 斜めエンド プレートと梁の間の角度 (度単位) を設定してください。 デフォ
ルトの角度では、0 度です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_MAX_ANGLE_TOLERANCE_BETWEEN_COMPLEX_
MAIN_PARTS

カテゴリ

寸法: 部材

1 つの部材として寸法設定される平行していない部材間の 大角度範囲 (0...1) を
定義します。 デフォルト値は、0.01 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_MAX_AUTOMATIC_RADIUS_DIMENSION

カテゴリ

寸法: 部材

詳細設定のリファレンス 296 詳細設定 - M



単品図で自動半径を使用する場合に適用する 大半径を定義します。 初期設定値
は、5,000 です。この値より小さい半径が図面に表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME

カテゴリ

プロファイル

この詳細設定を使用して、NC ファイル見出しでプロファイル名における小数点以
下の桁数を制御します。デフォルト値は、1 です。

注 この詳細設定は、モデル内で直接作成されたプレートにのみ影響を与えます。
詳細設定 XS_PLATE_ROUNDING_DECIMALS (327 ページ)は、コンポーネン
トによって作成されたプレートに影響を与えます。

プレートでこの詳細オプションが機能するのは、[詳細設定] ダイアログ ボックス
の [板・フラット バー] ページで、詳細オプション XS_USE_NEW_PLATE_
DESIGNATION (450 ページ) を TRUE に設定した場合のみです。

XS_MAX_DEVIATION_FOR_CURVED_PART_EDGES

カテゴリ

コンクリート詳細設計

部材にキャンバーを付加する場合、部材のすべての頂点が円弧上に並ぶように
Tekla Structures によって計算されますが、2 つの頂点の間のスパンの縁端はすべて
円弧の近似値になります。 この詳細オプションを使用すると、円弧から縁端まで
の距離の 大許容誤差を指定できます。

値はミリメートル単位で定義します。デフォルト値は、2.0です。 小値は 0.1
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS (477 ページ)
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XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

カテゴリ

フィート・インチ単位

米国フィート インチ環境設定におけるモデルの測定精度を定義します。たとえ
ば、この精度は、[計測] ツールで表示されるフィート インチ単位での測定に影響
します。任意の番号を入力できますが、8、16、32、64、128、256 などの番号を使
用する必要があります。デフォルト値は 16 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

精度を 1/32 にするには、この詳細オプションを 32に設定します。

XS_MAXIMUM_NUMBER_OF_PLANES_TO_NAME

カテゴリ

モデリング

距離の変数を定義するときなどに使われる平面を Tekla Structures でどれだけ指定
できるようにするかを定義します。デフォルト値は、400 です。

平面の数が 大に達すると、Tekla Structures は平面の命名を止め、残りの平面につ
いては未定義平面という名前を使います。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL

カテゴリ

マーク: 部材

マークを結合する同一鉄筋間の 大水平距離を定義します。 この詳細オプション
は、個々の鉄筋を指し示している鉄筋マークの結合にのみ影響し、鉄筋グループを
指し示しているマーク、または鉄筋グループ内のマークの結合には影響しません。
デフォルト値は 600 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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参照項目

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_VERTICAL (299 ページ)

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_VERTICAL

カテゴリ

マーク: 部材

マークを結合する同一鉄筋間の 大垂直距離を定義します。 この詳細オプション
は、個々の鉄筋を指し示している鉄筋マークの結合にのみ影響し、鉄筋グループを
指し示しているマーク、または鉄筋グループ内のマークの結合には影響しません。
デフォルト値は 600 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL (298 ページ)

XS_MAX_SPACE_BETWEEN_COMPLEX_ASSEMBLY_
PARALLEL_PARTS

カテゴリ

寸法: 部材

1 つの部材として寸法設定される平行する部材間の 大距離を定義します。 デフ
ォルト値は、1000 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_MDIBASICVIEWPARENT

カテゴリ

モデルビュー

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、ジョイントウィンドウま

たはデフォルトのビューウィンドウを Tekla Structures ウィンドウ内で移動できま
す。
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この詳細オプションを FALSEに設定すると、ジョイントウィンドウまたはデフォ

ルトのビューウィンドウを、Windows デスクトップの任意の場所に移動できます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_MDIVIEWPARENT (300 ページ)

XS_MDIVIEWPARENT

カテゴリ

モデルビュー

この詳細オプションを TRUEに設定すると、Tekla Structures ウィンドウ内でのみビ

ューウィンドウを移動できます。

この詳細オプションを FALSEに設定すると、ビューウィンドウを Windows デスク

トップの任意の場所に移動できます。これにより、ビューウィンドウをクリックし
て前面に表示してもダイアログボックスはビューの後ろに配置されたままになる
ので、画面上に作業スペースを大きくとることができます。また、Tekla Structures
ウィンドウをデスクトップ全体に拡大することもできます。

デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

注 この詳細オプションは、すべての図面ウィンドウにも影響します。コネクショ
ンや基本ビューおよびズームビューを制御するには、詳細オプション

XS_MDIZOOMPARENTおよび XS_MDIBASICVIEWPARENTを使用します。

参照項目

XS_MDIZOOMPARENT (300 ページ)

XS_MDIBASICVIEWPARENT (299 ページ)

XS_MDIZOOMPARENT

カテゴリ

モデルビュー
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この詳細オプションを TRUEに設定すると、Tekla Structures ウィンドウ内でのみズ

ームウィンドウを移動できます。

この詳細オプションを FALSE (デフォルト)に設定すると、各ビューのズームウィ

ンドウを Windows デスクトップの任意の場所に移動できます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_MESSAGES

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

メッセージ ファイルの場所を定義します。メッセージ ファイルのファイル名拡張
子は、常に ail です。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

複数のメッセージ ファイルの場所を定義できる XS_MESSAGES_PATH (301 ペー
ジ) を使用することをお勧めします。

参照項目

XS_MESSAGES_PATH

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

拡張メッセージ ファイルの場所を定義します。メッセージ ファイルのファイル名
拡張子は、常に ail です。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

XS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK

カテゴリ

マーク: 一般
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この詳細設定を使用して、メイン部材から接続部材までの 小距離を設定します。
入力した値よりも距離が長い場合、部材に接続されているメイン部材から離れた場
所にその部材があることを示す接合面記号が Tekla Structures により描画されます。
入力した値よりも距離が短い場合、記号は描画されません。デフォルト値は、300
mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_MIN_MERGE_PART_COUNT

カテゴリ

マーク: 部材

マークを結合する同一部材の 小数を設定します。 デフォルト値は、2 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS

カテゴリ:ナンバリング

製品のマルチナンバーの 小文字数を設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細オプションを 3 に設定すると、マルチナンバーの形式は 101AAA のよう
になります。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (469 ページ)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (77 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (303 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS

カテゴリ:ナンバリング

部材のマルチナンバーの 小文字数を設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細設定を 3 に設定すると、マルチナンバーの形式は 101aaa のようになりま
す。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (470 ページ)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (323 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (302 ページ)
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XS_MIN_WELD_LINE_LENGTH

カテゴリ:溶接

溶接マーク参照線の 小長を定義します。シンボルおよびその他のデータが溶接
マーク参照線の 小長を超える場合、すべてのシンボルとデータを含めるように、
溶接マーク参照線が延長されます。値をミリメートル単位で入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MIS_FILE_DIRECTORY

カテゴリ:CNC
NIC および MIS ファイルを作成するフォルダを定義します。デフォルト値は、現
在のモデルフォルダです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MIS_FILE_DIRECTORY が C:\NC に設定されている場合に、[NC ファイル設

定] ダイアログ ボックスの [ファイル配置] ボックスに入力した値と、対応する NC
ファイルの作成先を次の表に示します。

[ファイル配置]に入力する
パス

NC ファイルの作成先

空 C:\NC\ModelName
.\ C:\NC\ModelName
.\MyFiles C:\NC\ModelName\MyFiles

XS_MIS_SEQUENCE

カテゴリ

エクスポート

MIS がエクスポートする EJE ファイルタイプおよび KISS ファイルタイプでシー
ケンスを有効にします。

シーケンス情報として使用する部材プロパティを定義します。 以下のオプション
があります。

• CLASS
• PHASE_NUMBER(デフォルト)
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• PHASE_NAME
• UDA:USER_PHASE

注 シーケンス情報フィールドの 大長は、KISS ファイルタイプで 10 文字、EJE
ファイルタイプで 4 文字です。 この情報を MIS シーケンスとして使用する場
合は、フェーズ名またはユーザーフェーズに長い名前を使用しないでくださ
い。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY

カテゴリー: ファイル配置

Tekla Structures のモデル ファイルのバックアップ コピーが格納されるフォルダー
のパスを入力します。デフォルト値は ..\TeklaStructuresModels\\backup
\ です。

無限ループの原因になるため、バックアップ フォルダーは実際のモデル フォルダ
ーのすぐ下に配置することはできません。モデル フォルダー内にバックアップ フ
ォルダーを定義する場合、Tekla Structures ではパスが無視され、デフォルト フォル
ダーが代わりに使用されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS

カテゴリ:インポート

この詳細設定を TRUE に設定すると、インポートしたすべてのオブジェクトをロッ

クできます。この設定を行うと、インポートしたオブジェクトのユーザー定義情報
ダイアログ ボックスのユーザー定義情報 [ロック] が自動的に [はい] に設定されま
す。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_
FOR

カテゴリ:ナンバリング

マルチ図内の部材と製品のナンバリングに、部材番号と製品番号の頭マークを反映
させるかどうかを定義します。オプションとして、NONE、ASSEMBLIES、PARTS、
および ASSEMBLIES_AND_PARTSがあります。デフォルトでは、値フィールドは

空です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR (449 ページ)

XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY

カテゴリ:ファイル配置

Tekla Structures によってモデルテンプレートが保存されるフォルダのパスを入力
します。フォルダパスを 1 つのみ入力します。このフォルダ内に保存されている
テンプレートだけが、[新規]ダイアログボックスの[モデルのテンプレート]リスト
に表示されます。

たとえば、この詳細設定を、XS_FIRM (246 ページ) と同じ場所を指すように設定で
きます。

デフォルトでは、モデル テンプレート フォルダーは環境フォルダー
(..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<your environment>\ の下) に保存されます。フォルダーの

正確な場所は、環境と役割によって異なることがあります。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_MULTIDRAWING_KEEP_OBSOLETE_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

マルチ図内の削除された製品のビューとマルチナンバーを制御するには、この詳細
オプションを使用します。この詳細オプションを TRUEに設定すると、削除した部

材および製品のビューが維持され、削除した部材と製品のマルチナンバーが予約さ
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れます。削除した製品のマルチナンバーを再利用するため、およびビューを削除す
るためには、このオプションを FALSEに設定します。デフォルト値は、FALSEで

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MULTIDRAWING_REMOVE_VIEW_LABEL_GAP

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUEに設定すると、マルチ図の図面ビューラベルと図面ビ

ューの間の不要なスペースが削除されます。このようにしない場合は、FALSE (デ
フォルト)を使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_MULTI_DRAWING_VIEW_PLACING_TRIAL_NUMBER

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

マルチ図に図面ビューを配置する試行回数を定義します。1～500の範囲の整数を

入力します。この詳細オプションは、デフォルトでは 500に設定されます。

XS_MULTI_DRAWING_VIEW_TITLE

カテゴリ

図面プロパティ

マルチ図に含まれるマルチ図ビューのタイトルを定義します。スイッチ
(BASE_NAMEおよび NAME)と任意の文字列を組み合わせてタイトルを定義できま

す。

デフォルトでは、タイトルが次のように設定されています。

Drawing %DRAWING_BASE_NAME%

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS

カテゴリ:ナンバリング

この詳細オプションを TRUEに設定すると、マルチナンバリングに単品図が含めら

れます。この詳細オプションを FALSEに設定すると、個々の部材が製品図に含ま

れている場合にのみ、各部材がマルチナンバーを取得します。

デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材

結合部材マークの区切り文字を定義します。 デフォルト値は、x です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_MULTIUSER_SAVE_REOPEN_DISABLE_COMPACTION

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。モデル フォル
ダの options.ini ファイルを使用することをお勧めします。

この詳細設定は、マルチユーザー モデルを保存するときに、「コマンドを完了でき

ませんでした。Tekla Structures を再起動し、再試行してください。」という

エラー メッセージが頻繁に表示される場合のみ使用します。エラーを防ぐには、
値を TRUE に設定して、モデルを再度開きます。デフォルト値は FALSE です。

1.14 詳細設定 - N
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XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING

カテゴリ: マーク: 一般

詳細設定 XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING を TRUE (デフォルト) に設定する

と、マーク配置アルゴリズムに従って、マークが自動的に配置されます。マーク配
置アルゴリズムでは、引出し線が交差しないようにしたり、より明確な別の方法で
マークを配置したりします。

[部材マーク配置設定] ダイアログ ボックスですべての四隅の点を選択すると、自
動マーク配置が使用されます。Tekla Structures により空白部分がある一番近い配
置区域が検索されます。

新しいアルゴリズムは、溶接マークを除く、すべてのマークおよびアソシエート マ
ークに適用されます。

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING を FALSE に設定すると、次のコマンドを使用

してマークおよび注記の位置を調整することができます。

• リボンの [マークを整列] コマンドを使用して、引出し線と交差しないように選
択したマークおよび注記を配置 することができます。結果は、定義された保護
設定と検索マージンによっても異なります。

• 別の [一列に整列 --> マークを自動配置 ] リボン コマンドを使用すると、近くに
ある選択したマークおよびアソシエート マークを縦方向に等間隔に整列 する
ことができます。

• [一列に整列 --> 点に整列 ] コマンドを使用して、選択したマークを点のまわり
に整列することもできます。このコマンドでは、引出し線と交差しないように
配置されます。

• これらのコマンドは、[クイック起動] からも開始することができます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

マーク、寸法、アソシエートマーク、テキスト、シンボルの位置プロパティ (719 ペ
ージ)

XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT

カテゴリ

図面プロパティ

ベクトル乗算の積 (部材軸) (いずれかの座標軸) が、1-
XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT 未満の場合、隣接部材は斜めであると見なさ

れます。 制限を浮動小数点値で入力します (例: 0.1 (デフォルト))。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_NO_AUTO_DISPLAY_VIEWS

カテゴリ

モデルビュー

この詳細オプションを TRUE に設定すると、プログラムの起動時にビューが自動的

に表示されなくなります。 FALSE (デフォルト) に設定すると、ビューが自動的に

表示されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_NO_BOLT_ANGLE_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法: ボルト

ボルトの角度寸法を作成するには、この詳細オプションを FALSEに設定します。

ボルトの角度寸法を作成しない場合は、TRUE (デフォルト)を選択します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_NO_CHAMFERS_IN_EXACT_MODE

カテゴリ

モデル ビュー

この詳細設定を TRUE に設定すると、Tekla Structures において正確モードで角処理

が作成されなくなります。正確モードで角処理を作成するには、FALSE に設定し

ます。

デフォルトでは、角処理が作成されます。この詳細オプションは、ワイヤーフレー
ムビューにのみ影響します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_NO_END_VIEWS_TO_INCLUDED_SINGLE_DRAWINGS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

この詳細オプションを TRUE (デフォルト) に設定すると、製品図を作成し、単品図

を含めるように設定したときに、端部ビューが作成されなくなります。 このよう
にしない場合は、FALSE に設定します。

値を入力しない場合、単品図のプロパティに基づいて端部ビューが作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

カテゴリ

寸法: 部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、選択した寸法タイプが形状寸法に適用

されます。

デフォルトでは、自動形状寸法は、選択されている寸法タイプに関わらず常に相対
寸法です。

この詳細オプションは単品図には影響しません。単品図に反映させるには、詳細オ
プション XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONSを使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS (403 ページ)

XS_NO_UNFOLDING_LINES_TO_DRAWINGS

カテゴリ

寸法: 折梁展開

図面に折梁展開の線を表示するかどうかを定義します。この詳細オプションを

TRUEに設定すると、折梁展開の線は表示されません。デフォルト値は、FALSEで

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_NO_SINGLE_PART_DRAWINGS_FOR

カテゴリ

製品図の単品ビュー

この変数を次の値に設定すると、1 つの部材から成る製品に対して単品図が作成さ
れなくなります。

XS_NO_SINGLE_PART_DRAWINGS_FOR=LOOSE_PARTS
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_NORTH_MARK_SCALE

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを使うと、北マーク記号の縮尺を明示的に定義できます。 デ
フォルトでは、北マークは縮尺 1:1 で作成されます。 シンボルエディタで、北マー
ク用の大きなシンボルを作成することもできます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_NORTH_MARK_SYMBOL

カテゴリ:マーク: 部材

デフォルトでは、シンボル ファイル (xsteel.sym) 内のシンボル番号 32 が北マー

クのシンボルとして使用されます。この詳細設定を使うと、シンボルを変更できま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

方向マーク (北マーク) の表示
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XS_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材

結合部材マークの接尾マークを定義します。 この接尾マークは、同一主要部材の
両側に表示されます。 デフォルト値は、BS です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK

カテゴリ

マーク:部材

結合部材マークでどの要素の後に NS、FS、または BS テキストを配置するかを定
義します。

デフォルト値は、部材位置の後にテキストを配置することを意味する 23 です。 こ
の詳細オプションで定義したタイプがマークの中に見つからない場合は、マークの
末尾にテキストが配置されます。 テキストを常にマークの末尾に配置するには、-1
を入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

部材マークの自動結合の詳細については、「」を参照してください。

次のリストは、対応する整数値とマーク内の要素を示しています。

TEXT = 1

LINE FEED = 2

SYMBOL = 3

FRAME START = 4

FRAME END = 5

MATERIAL = 10

USER DEFINED ATTRIBUTE = 16

ASSEMBLY_POSITION = 22

PART_POSITION = 23

PROFILE = 24

NAME = 25
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LENGTH = 26

CAMBER = 27

SIZE = 28

FITTINGS (NS/FS) = 29

CLASS = 38

BACK_SPACE = 46

GAGE OF OUTSTANDING LEG = 48

CENTER TO CENTER DISTANCE = 49

FACE_DIRECTION = 57

END OF Mark = -1

例

XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK=22
値 22 は、製品位置の後を意味します。

注 NS、FS、および BS テキスト自体は、マークが結合されているかどうかに応
じて、2 つの別個の場所から取得されます。通常のマークの場合は、
by_number.ail(NS:by_number_msg_no_675、FS:by_number_msg_no_676)とい

う名前のファイルからテキストが取得されます。結合マークの場合は、以下の
詳細オプションからテキストが取得されます。

• BS: XS_GET_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
• NS: XS_GET_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
• FS: XS_GET_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

カテゴリ

マーク: 部材

結合部材マークの表側接尾マークを定義します。 この接尾マークは、同一部材の
表側に表示されます。 デフォルト値は、NS です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME

カテゴリ

ナンバリング

期間を設定します。[ナンバリングの設定]ダイアログボックスの[マスターモデル
と同期を取る(保存 -> ナンバリング -> 保存)]オプションを選択している場合、ナン
バリング時に、この期間内に 2 回目の保存が行われます。

目的の時間を秒単位で入力します。この詳細オプションは、デフォルトでは 1500
に設定されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

1.15 詳細設定 - O

XS_OBJECT_SELECTION_CONFIRMATION

カテゴリ

モデリング

一定時間が経過すると Tekla Structures がオブジェクトの選択をキャンセルするか
どうかの確認メッセージを表示する、基準となる時間をミリ秒単位で入力します。
選択に定義した時間を超える時間がかかる場合に、選択処理をキャンセルできま
す。

デフォルト値は、5000です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_OBJECTLOCK_DEFAULT

カテゴリ

モデリングプロパティ

新しい製品またはキャストユニットが作成されたら、デフォルトのロック状態を設
定します。また、Tekla Model Sharing でモデルを共有し始めると、ロック状態が未
設定のすべての製品およびキャストユニットに、デフォルトのロック状態が設定さ
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れます。ロックされた状態は、[オブジェクトのロック]ダイアログボックスの[ロッ
ク]の値に示されます。値のオプションは、ORGANIZATIONまたは NOです。

この詳細設定は、システム固有です。

XS_OMIT_MARKS_OF_HIDDEN_PARTS_IN_GA_DRAWINGS

カテゴリ

マーク: 部材

この詳細オプションを TRUE に設定すると、一般図で他の部材に隠れている部材の

部材マークがビューに表示されなくなります。 デフォルト値は FALSE です。

梁のどちらかの側にスチフナーがある場合は、その前面の梁によって、スチフナー
が隠れてしまいます。 この詳細オプションを TRUE に設定すると、隠れた部材の部

材マークが表示されなくなります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_OMIT_MARKS_OF_PARTS_OUT_OF_VIEW_PLANE_
LIMIT_ANGLE

カテゴリ

マーク: 一般]

部材を含めることができる制限値を角度で定義して、現在のビュー平面外にある部
材の部材マークを非表示にします。デフォルト値は、20.0です。

ここで指定した角度の外側にある部材がビューに表示されないようにするには、ビ
ューレベルの[部材マークプロパティ]ダイアログボックスで、[ビュー平面外にある
部材]を[表示しない]に設定することも必要です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

マーク プロパティ - [内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、および [表示設定] タブ
(673 ページ)
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XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE

カテゴリ:マーク: ボルト

この詳細設定を使用すると、図面ボルト マーク プロパティの [サイズを無視] 設定
に値が設定されている場合に、指定されたタイプのボルト マークをフィルターで
除外できます。次のオプションがあります。

• SITE(デフォルト)

• SHOP
• SITE_AND_SHOP.

デフォルト値 SITE では、[サイズを無視] 値を満たしているボルトの現場ボルト マ
ークだけが除外され、工場ボルト マークは、サイズに関係なく、すべて図面に表
示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (317 ページ)

XS_OMITTED_BOLT_TYPE

カテゴリー: マーク: ボルト

この詳細設定を使用すると、図面ボルト マーク プロパティの [サイズを無視] 設定
にサイズが定義されている場合に、図面から除外するボルト セットを定義できま
す。ボルト セット名を入力します (例: 7990)。ワイルドカード (* や ? など) を使

用することもできます。デフォルトでは、値が指定されません。つまり、ボルト セ
ットが省略されません。

例: 初に、[サイズを無視] に値を定義します。このサイズのボルトのマークおよ
びボルトセット名が A325N、A325X、および A325SC であるボルトのマークを除外
するには、この詳細設定を A325* に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE (316 ページ)

XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE (317 ページ)

XS_GA_OMITTED_DIAMETER_TYPE (251 ページ)
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XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE

カテゴリ

マーク: ボルト

図面から除外するマークのボルト径タイプを定義します。指定可能なオプション
は、HOLE または BOLT です。

この詳細設定は、図面ボルト マーク プロパティ設定である [サイズを無視] と組み
合わせて使用します。たとえば、孔径が 22 であるボルトのすべてのボルト マーク
を除外するには、[サイズを無視] の値として 22 を入力し、この詳細設定を HOLE
に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (317 ページ)

XS_OMITTED_PART_NAME_IN_AUTOCONNECTION

カテゴリ

コンポーネント

オートコネクションを使用するときに、特定の部材タイプをフィルターで除外しま
す。オートコネクションでは、多数の部材が選択されているとブレースジョイント
を処理できません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細オプションを使用してブレース部材をフィルターで除外する場合は、

brace に設定します。これにより、名前に "brace" が含まれている部材は選択され

なくなります。

ヒン
ト

この処理は、"brace*"という名前の部材を除くすべての部材が選択される
ように[選択フィルター]を設定して行うこともできます。

XS_OMITTED_WELD_TYPE

カテゴリ

溶接
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図面から除外する溶接タイプを定義します。除外する溶接タイプの番号を入力し
ます。デフォルト値は 10 (すみ肉溶接) です。溶接タイプおよび対応する番号の詳

細については、「溶接タイプの一覧」を参照してください。

この詳細設定の他に、図面に表示する溶接を決定するために使用される設定がもう
2 つあります。XS_WELD_FILTER_TYPE では、図面ビュー レベルのオブジェクト

またはマーク プロパティの [表示する 小サイズ] ボックスで設定されている値と
まったく同じサイズ (EXACT)、または、それよりも小さいサイズ (MIN) の溶接をフ

ィルタリングする必要があるかどうかを指定します。Tekla Structures では、参照指
示のある溶接は常に表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_OMITTED_WELD_TYPEを 10 に、XS_WELD_FILTER_TYPEを EXACTに、[表
示する 小サイズ]を 5 に設定すると、Tekla Structures はサイズが 5 mm であり、か
つタイプがフィレット溶接(10)である溶接を除くすべての溶接を表示します。 こ
の場合に、XS_WELD_FILTER_TYPEを設定しない場合は、Tekla Structures はフィ

レット溶接を除く 5 mm よりも大きいすべての溶接を表示します。

参照項目

XS_WELD_FILTER_TYPE (478 ページ)

XS_OPEN_DRAWINGS_MAXIMIZED

カテゴリ

ビュー(図面)
TRUEに設定すると、図面を開くときに 大化表示されます。デフォルト値は、

FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION

カテゴリ

マーク:部材
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方向マークの方向を定義します。オプションは、NORTH-EAST、NORTH-WEST、
SOUTH-EAST、および SOUTH-WESTです。NORTH-EASTがデフォルト値です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

方向マーク (北マーク) の表示

XS_NORTH_MARK_SYMBOL (312 ページ)

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS

カテゴリ

マーク:部材

梁の方向マークの配置を示します。 部材の端部から方向マークまでの距離を表す
値を入力します。 デフォルト値は 300.0mm です。1.0～3000.0 の範囲内の値を入
力できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS_IN_GA

カテゴリ

マーク: 部材

一般図内での梁の方向マークの配置を示します。 部材の端部から方向マークまで
の距離を表す値を入力します。 デフォルト値は 300.0 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS (320 ページ)

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS

カテゴリ

マーク: 作成方法
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柱の方向マークの配置を定義します。この詳細設定では、部材の端部から方向マー
クまでの距離を設定します。柱のデフォルト値は、300.0 mm です。1.0～3000.0 の
範囲内の値を指定できます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS_IN_
GA

カテゴリ

マーク: 部材

一般図内での柱の方向マークの配置を定義します。 この詳細オプションでは、部
材の端部から方向マークまでの距離を設定します。 デフォルト値は 300.0 mm で
す。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS (320 ページ)

1.16 詳細設定 - P

XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR

カテゴリ

プロファイル

この詳細オプションを使用して、パラメトリックプロファイルの名前で寸法を区切
るための追加の文字を定義します。Tekla Structures では、標準の区切り文字「X」、
「*」、「-」、および「/」が常に認識されます。デフォルト値は、アスタリスク(*)で
す。

たとえば、スケッチ断面を含む部材の情報を表示するときに、この詳細オプション
で指定した文字が区切り文字として使用されます。
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例

XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR=E
この設定で許可されるプロファイル名を次に示します。

1. PL500*800

2. PL500X800

3. PL500E800

これらの組み合わせも認識されます。ProfileName500*500-500*500E500(プ
ロファイル ProfileName を定義する必要があります)。

制限事項

• この詳細オプションの値として 1 文字のみ認識されます。

• 米国フィート・インチ環境ではスラッシュ(/)は使用できません。

参照項目

XS_USER_DEFINED_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATORS (467 ページ)

XS_PART_DIMENSION_PLANES_TABLE

カテゴリ

寸法: 部材

ユーザー定義の部材寸法平面テーブルへのパスを指定します。 このテーブルで
は、寸法を作成する平面を定義します。 たとえば、棒鋼の寸法を、参照線ではな
くプロファイルの中央に対して作成するように Tekla Structures を設定することが
できます。

ファイル名を値として使用することもできます。 値にファイル名を指定した場
合、Tekla Structures はモデルフォルダ、プロジェクトフォルダ、企業フォルダ、プ
ロファイルフォルダを(この順序のとおりに)検索し、そのファイルを探します。

これは、システム固有の詳細オプションです。

例

XS_PART_DIMENSION_PLANES_TABLE=%XS_PROFDB%
\dim_planes_table.txt

参照項目
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XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE

カテゴリ

マーク: 部材

マークを結合する同一部材間の 大距離を定義します。 単位はミリメートルで
す。 デフォルト値は、1200 です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

単品図のマルチナンバーを定義します。 次のオプションを使用して、部材マーク
の内容を定義します。 スイッチは必要な数だけ使用できます。各スイッチは、パ
ーセント記号(%)で囲みます。

以下のオプションを使用できます。

オプション 説明

%PART_MULTI_DRAW
ING_NUMBER%

マルチ図名。

%PART_MULTI_DRAW
ING_POS%

マルチ図内における単品図の位置。

%PART_PREFIX% モデル内の部材頭マーク。

%PART_POS% モデル内の部材マーク。

テンプレートフィー
ルド

先頭に TPL:を入力した後、適切なテン

プレートフィールドの名前を入力しま
す。 各名前は、パーセント記号(%)で囲
みます。 たとえば、

%TPL:PROJECT.NUMBER%のように入

力します。

objects.inpファ

イルで定義されたユ
ーザー定義情報

先頭に UDA:を入力した後、適切なユー

ザー定義情報の名前を objects.inp
ファイルに示されているとおりに入力
します。 たとえば、%UDA:MY_INFO_1%
のように入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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例

部材のマルチナンバーを「部材頭マーク+マルチ図上の位置+マルチ図名」の形式に
するには、詳細オプションを次のように設定します。

%PART_PREFIX%%PART_MULTI_DRAWING_POS%
%PART_MULTI_DRAWING_NUMBER%

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (77 ページ)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (100 ページ)

XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

Tekla Structures が部材番号で文字のみを使用するように設定します。

注 詳細設定 XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (79 ペー
ジ) および XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING は、詳細設定 
XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR (421 ページ) により優先されます。

XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING や 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING を使用する場合、

XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR は製品や部材の位置番号には影響を与えま

せん。

以下のオプションの任意の組み合わせを入力できます。

オプション 説明

%PART_PREFIX% プロパティ パネルの部材プロパティで
定義された部材マーク頭文字

%PART_POS% (プロパティ パネルの部材プロパティ
の) 開始番号とそのマーク シリーズの

終的な位置で定義された部材の位置
番号

%PART_POS_WITH_LETTERS% 上記と同じです。ただし、文字を使用し
ます。

デフォルトでは A～Z を使用しますが、
詳細設定 
XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSIT
ION_NUMBERS により有効な文字を定

義することもできます。
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位置番号/文字スイッチには、桁 (または文字) の 小数を定義する接尾辞を含める
こともできます (例: %PART_POS.3%.この例では、1 つ目の部材番号が 001、2 つ目

の部材番号が 002 になります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSITION_NUMBERS (470 ページ)

XS_PART_POSITION_TO_EDGE_NEAREST_TO_NEIGHBOUR

カテゴリ

寸法:部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、隣接部材に も近い縁端に対する部材

の位置寸法が設定されます。デフォルト値は FALSE です。

下の図では、モデル内の隣接部材は青色で示され、プレートの作成点が示されてい
ます。
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詳細設定を使用してプレートに寸法を追加する方法の詳細については、「」を参照
してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE

カテゴリ

寸法: 部材

この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定すると、梁の位置が前端を基準と

して寸法設定されます。このようにしない場合は、FALSEに設定します。この詳

細オプションを反映させるには、詳細オプション

XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONINGを無効化する必要があります。

柱製品の場合は、詳細オプション

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSOも TRUEに設定

する必要があります。

詳細設定を使用してプレートに寸法を追加する方法の詳細については、「プレート
への寸法の追加」を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSO (326 ページ)

XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING (459 ページ)

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_
ALSO

カテゴリ

寸法: 部材

部材の位置を柱製品の前端を基準にして寸法設定するには、この詳細オプションを
TRUEに設定します。 このようにしない場合は、FALSEに設定します。 デフォル

ト値は TRUE です。

詳細オプション XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE (326 ページ)も TRUE
に設定する必要があります。
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詳細設定を使用してプレートに寸法を追加する方法の詳細については、「プレート
への寸法の追加」を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_PIXEL_TOLERANCE

カテゴリ

モデルビュー

オブジェクトのスナップゾーンを定義します。各オブジェクトにスナップゾーン
があり、スナップゾーンによって、ピックの位置が目的の位置にどれほど近けれ
ば、その位置にヒットするかが決まります。オブジェクトのスナップゾーン内をピ
ックすると、Tekla Structures によって、そのオブジェクト上の も近いピック可能
ポイントに自動的にスナップされます。値をピクセル単位で入力します。デフォ
ルト値は、10です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_PLATE_ROUNDING_DECIMALS

カテゴリ

板・フラットバー

コンポーネントによって作成されたプレートプロファイル名の、小数点以下の 大
桁数を定義します。デフォルト値は 1 です。

不要なゼロは常に省略されます。たとえば、10.501 の場合は次のように表示されま
す。

• 小数点以下 2 桁では 10.5

• 小数点以下 3 桁では 10.501

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

詳細オプション XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAMEは、モデル上で直接モデ

ル化するプレートの小数を制御します。

参照項目

XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME (297 ページ)
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XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

印刷原点を X 方向にオフセットします。図面が用紙に合っていない、または誤っ
た場所に印刷される場合に使用します。値は整数をミリメートル単位で入力しま
す。この詳細オプションはすべてのプリンターに影響を与えます。デフォルトで
は、この詳細設定には値が設定されていません。

注 初期化ファイルでこれらの詳細オプションを設定した場合、[プリンターカタ
ログ]ダイアログボックスの設定値よりも優先して適用されます。

参照項目

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y (328 ページ)

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

印刷原点を Y 方向にオフセットします。図面が用紙に合っていない、または誤っ
た場所に印刷される場合に使用します。値は整数をミリメートル単位で入力しま
す。この詳細オプションはすべてのプリンターに影響を与えます。デフォルトで
は、この詳細設定には値が設定されていません。

注 初期化ファイルでこれらの詳細オプションを設定した場合、[プリンターカタ
ログ]ダイアログボックスの設定値よりも優先して適用されます。

参照項目

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X (328 ページ)

XS_PLOT_VIEW_FRAMES

カテゴリ

印刷

印刷図面およびエクスポート図面に図面のビューフレームを表示するには、

XS_PLOT_VIEW_FRAMESを TRUEに設定します。デフォルト値は FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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PML_ASSEMBLY_MARKS_IN_USE

カテゴリ

[エクスポート]
この詳細オプションを TRUE に設定すると、PML エクスポートで製品マークが使

用されます。 デフォルトでは、この詳細オプションは FALSE に設定されており、

部材マークが使用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

PML_CARDINAL_POINT_NOT_IN_USE

カテゴリ

[エクスポート]
この詳細オプションを TRUE に設定すると、PML エクスポートで実部材点が使用

されなくなります。 つまり、すべての部材が中心線によって定義され、Tekla
Structures のモデルとは位置が異なる場合があります。 デフォルトでは、この詳細
オプションは FALSE に設定されており、PML エクスポートで実部材点が使用され

ます。 デフォルト値は FALSE です。

XS_PML_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを TRUEに設定すると、PML エクスポートで FrameWorksPlus
の ID 番号に戻されます。 ID 番号をエクスポートしない場合は、FALSEに設定し

ます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER (377 ページ)

CAD へのエクスポート
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XS_PML_EXPORT_USE_ADDITIONAL_CUT_DIST

カテゴリ

エクスポート

以前の一部のバージョンの Tekla Structures では、PML エクスポートでフィッティ
ングされた部材端部に 1 mm の付加長が追加されていました。この詳細オプショ
ンを TRUEに設定すると、 新バージョンでも付加長の追加が適用されます。デフ

ォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER

カテゴリ:ファイルフォルダ

この詳細設定では、点群データを保存するフォルダーを定義できます。デフォルト
では、このフォルダーは %LocalAppData%\Trimble\Tekla Structures
\PointClouds (たとえば、C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\Tekla Structures\PointClouds) にあります。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE

カテゴリ: ファイルフォルダ

この詳細設定を使用して、点群 Web ストリーミング キャッシュを定義します。デ
フォルトでは、このフォルダーは %LocalAppData%\Trimble\Trimble
Connect\Import (たとえば、C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\Trimble Connect\Import) にあります。

XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE

カテゴリ:ソリッド設定

この詳細設定を使用して、曲線折れ梁セグメントの弦許容値を定義します。値をミ
リメートル単位で入力します。デフォルト値は、1.0 です。

新しい値を有効にするためにモデルを開き直します。
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注 プロジェクトの途中で弦許容値は変更しないでください。これらを変更する
と、モデルを再度開くときに曲線折れ梁が自動的に再作成され、わずかに異な
るソリッド オブジェクト (ナンバリングに影響する可能性があります) や鉄筋
セットのコンクリート カバーなどが生成されます。

詳細設定 XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS は、

XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE の制限係数として機能します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS (331 ページ)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (110 ページ)

XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを使用して、折れ梁の曲線区間の近似節間の 大角度を指定し
ます。値を角度単位で入力します。デフォルト値は、30.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_POLYBEAM_CURVATURE_TOLERANCE

カテゴリ

モデリング

ポリビームの 3 点間の曲率の確認で使用される許容値を定義します。デフォルト
値は、2.0e-6です。

この詳細オプションでは、2 つの連続するポリビーム円弧角処理ハンドルによって
形成される 2 つの単位ベクトル間のドット積の差を定義します。 ドット積の差が
この値よりも小さい場合、曲線は直線と見なされ、円弧角処理は省略されます。

一般的に、デフォルト値を変更する必要があるのは、長くて薄い複雑なポリビーム
を操作している場合だけです。 次の状況ではデフォルト値を変更してください。

• ポリビームの曲げがモデルでは直線に見えるほど小さい場合にのみ、値を小さ
く(2.0e-10など)する必要があります。値を大きくすると、わずかな曲率しか

ないポリビームが直線になります。
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• 値が不必要に小さい場合(シンプルなポリビームでは、デフォルト値よりも小さ
い場合)は、パフォーマンスに問題がある可能性があります。

• 許容値の設定値が小さすぎる場合(< e-11の場合)、ポリビームが壊れる可能性

があります。

XS_POLYGON_CUT_EXTRA_THICKNESS

カテゴリ

モデリング

この詳細オプションを使用して、たとえば、厚い仕上げ材をカットするための、ポ
リゴンカットのカットデプスを定義します。 カットの厚さのデフォルト値は 5.0
mm です。

XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_
FACTOR

カテゴリ

板・フラットバー

この詳細オプションを使用して、プレートのどの辺を「 も長い」と見なすかを人
為的に操作します。

図面内では、ポリゴンプレートの も長い辺が常に下向きになるため、垂直な縁端
を持つプレートの配置に影響することがあります。

たとえば、図面でプレートの回転を変更する場合、または、プレートのどの辺を
「長さ」および「幅」と見なすかを選択する場合に、この情報を使用できます。

この詳細オプションは、図面内で垂直に交わる辺を持つプレートで使用します。
この詳細オプションによってプレートが回転されるのは、現在の縁端に対して垂直
な縁端があり、それが隣接する縁端でない場合です。
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デフォルト値は、1.5 です。

上記の例では、XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTORを

1 に設定すると、すべての辺に 1 が掛けられ、 も長い辺に従ってビュー範囲が描
画されます。結果は長さ = 2715.02、幅 = 1046.94 となります。

この詳細オプションを 10 に設定した場合、垂直な角の縁端 A'および B'に 10 が掛
けられます。結果が も長い辺 C'よりも大きい場合は、辺 A'および B'を使用して
ビュー範囲が描画されます。 結果は長さ = 2353.55、および幅 = 1353.55 となりま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR (333 ページ)
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XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR

カテゴリ

板・フラットバー

この詳細オプションを使用して、プレートのどの辺を「 も長い」と見なすかを人
為的に操作します。

図面では、この詳細オプションは、直角のプレートの場合に回転を制御するために
も使用されます。 図面内では、ポリゴンプレートの も長い辺が常に下向きにな
るため、以下に示すような直角のプレートの配置に影響することがあります。

たとえば、図面でプレートの回転を変更する場合、または、プレートのどの辺を
「長さ」および「幅」と見なすかを選択する場合に、この情報を使用できます。

この詳細オプションは、互いに垂直な 2 つの連続する縁端を持つプレートで使用し
ます。 この詳細オプションに係数を設定すると、直角頂点の隣りにある辺の長さ
に係数を掛けて、その辺を も長い辺として扱わせることができます。 レポート
では、この辺が「長さ」と見なされ、対応する垂直な距離が「幅」と見なされま
す。
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Tekla Structures では、プレートの実際の寸法が引き続き使用され、表示されます。

上記の例では、XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTORを 1 に設

定すると、すべての辺に 1 が掛けられ、 も長い辺に従ってビュー範囲が描画され
ます。結果は長さ = 2715.02、幅 = 1173.35 となります。

この詳細オプションを 10 に設定した場合、直角な角の縁端 A および B にだけ 10
が掛けられます。結果が も大きい辺 C よりも大きい場合は、辺 A および B を使
用してビュー範囲が描画されます。結果は長さ = 2353.55、幅 = 1353.55 となりま
す。

この詳細オプションのデフォルト値は 2.0 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTOR (332 ページ)
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XS_POP_MARK_COLOR

カテゴリ

図面プロパティ

図面に表示されるカスタマイズされたポップマークシンボルの色を定義します。
整数値を入力します。 デフォルト値は 1 (白)です。 他の有効値は以下のとおりで

す。

値 ポップマークの色

0 黒

2 赤

3 緑

4 青

5 シアン

6 黄

7 マゼンタ

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POP_MARK_SYMBOL (336 ページ)

XS_POP_MARK_HEIGHT (336 ページ)

XS_POP_MARK_HEIGHT

カテゴリ

図面プロパティ

図面に表示されるカスタマイズされたポップマークシンボルの高さを定義します。
10 進数値をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、2.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POP_MARK_SYMBOL (336 ページ)

XS_POP_MARK_COLOR (336 ページ)
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XS_POP_MARK_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

図面内のポップマークに使用されるカスタマイズされたポップマーク シンボルを
定義します。デフォルト値は xsteel@0 で、シンボル ファイル xsteel のシンボ

ル番号 0 を使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_POP_MARK_HEIGHT (336 ページ)

XS_POP_MARK_COLOR (336 ページ)

XS_POSITION_DIMENSIONS_FOR_HOLES
_IN_SINGLE_SECONDARY_PARTS_IN_ASSEMBLY_DRAWING

カテゴリ

寸法: ボルト

製品図で副部材の孔の位置寸法を作成するには、この詳細オプションを TRUE に設
定します。 孔の位置寸法を作成しない場合は、FALSE に設定します。 デフォルト

値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_POUR_BREAK_COLOR

カテゴリー: コンクリート詳細設計

モデル ビューでの打ち継ぎの色を変更するには、この詳細設定を使用します。部
材プロパティ パネルでクラス番号を使用して値として番号を入力し、色を指定し
ます。たとえば、この詳細設定を 6 に設定した場合、Tekla Structures では打ち継ぎ
がすべて黄色になります。デフォルト値は 59 です。
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エクスポートされた IFC モデル内は、打ち継ぎは黒です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_POUR_OBJECT_COLOR (338 ページ)

XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR (273 ページ)

XS_POUR_BREAK_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

図面では、打ち継ぎはシンボルで表されます(次の図を参照)。シンボルの縮尺およ
びシンボル間の間隔は、図面ビューの縮尺に合わせて自動調整されます。

打ち継ぎシンボルを変更する場合は、この詳細オプションの新しい値を入力しま
す。デフォルト値は、PourBreaks@0です。シンボル値は、シンボルライブラリ

ファイル名で始まり、シンボルの番号で終わります。デフォルトのライブラリに
は、さまざまな打ち継ぎシンボルが含まれている場合があります。環境フォルダに
ないシンボルファイルを使用する場合は、シンボルファイルの完全パスとシンボル
ファイル名を入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_POUR_OBJECT_COLOR

カテゴリー: コンクリート詳細設計

モデル ビューでの現場打ちコンクリートのデフォルトの色を変更するには、この
詳細設定を使用します。部材プロパティ パネルでクラス番号を使用して値として
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番号を入力し、色を指定します。たとえば、この詳細設定を 6 に設定した場合、
Tekla Structures では現場打ちコンクリートがすべて黄色になります。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_POUR_BREAK_COLOR (337 ページ)

XS_PRINT_MULTISHEET_BORDER

カテゴリ

図面プロパティ

図面を複数枚の小さな用紙に印刷するときに、小さな用紙から除外する枠を定義し
ます。

たとえば、3mm の水平枠と 5mm の垂直枠を残すには、この詳細オプションを 3,5
に設定します。

XS_PRINT_REPORT_FONT

カテゴリ

テンプレートとシンボル

印刷レポートのフォントを定義します。この詳細オプションの設定が適用される
のは、[印刷] ダイアログ ボックスで印刷レポートの別のフォントが指定されてい
ない場合です。 デフォルト値は、Arial Narrow です。 フォントを入力しない場

合、XS_DEFAULT_FONT に定義されているデフォルトのフォントが代わりに使用

されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE

カテゴリ

テンプレートとシンボル
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ランドスケープ(横配置)のレポートの 1 行あたりの文字数を指定します。デフォ
ルト値は、132です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (340 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (340 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (341 ページ)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT

カテゴリ

テンプレートとシンボル

ポートレート(縦配置)のレポートの 1 行あたりの文字数を指定します。デフォル
ト値は、80です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (339 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (340 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (341 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE

カテゴリ

テンプレートとシンボル

ランドスケープ(横配置)のレポートの行数を指定します。デフォルト値は、42で

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (339 ページ)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (340 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (341 ページ)
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XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT

カテゴリ

テンプレートとシンボル

ポートレート(縦配置)のレポート行数を指定します。デフォルト値は、62です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (339 ページ)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (340 ページ)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (340 ページ)

XS_PRODUCT_IDENTIFIER

カテゴリ: 図面ビュー

プロジェクトのモデリングに使用したソフトウェア(以前の XSteel、他の詳細設計
システム、または Tekla Structures)を明確にし、Tekla Structures の商標を強調するた
めに、Tekla Structures 製品識別子をすべての図面の脇に追加できます。製品識別子
により、 先端のテクノロジと手法を使用する先進的企業として自社のイメージア
ップを図ることができます。

製品識別子の位置を変更したり、製品識別子を無効にしたりするには、DX および
DY オフセット FALSEと TRUE (デフォルト値)を使用します。

• 製品識別子を使用しない場合は、この詳細設定を FALSE.に設定します。

• 移動するには、X 方向と Y 方向の両方で値をカンマ(,)で区切って入力します。

たとえば、-5,10の場合、テキストが左に 5 ピクセル移動し、上に 10 ピクセ

ル移動します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_PROFDB

カテゴリ

既定のファイル

プロファイル、材質、装置、ボルトの各カタログが検索されるプロファイル フォ
ルダーを指定します。

複数のカタログをそれぞれ異なる場所に保存することができるため、現在使用して
いるカタログを把握することが重要です。

これは、システム固有の詳細オプションです。

参照項目

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

カテゴリ:解析

[プロファイル カタログの編集] ダイアログ ボックスで、プロファイルごとに解析
値を入力できます。構造解析を実行すると、COM リンクを使用する解析アプリケ
ーションによって解析値が計算され、Tekla Structures プロファイル カタログの値と
比較されます。プロファイル カタログで値が見つかった場合は、カタログの値が
使用されます。

すべてのプロファイルの解析値についてプロファイル カタログをチェックするに
は、解析を実行する前に次の詳細設定に TRUE を入力します。

• XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL
• XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED
デフォルト値は FALSE です。
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この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

プロファイルカタログ値が、解析アプリケーションにより計算された値と大幅に異
なる場合、Tekla Structures により解析ログファイルに警告が書き込まれます。警告
リミットを定義するには、詳細オプション

XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMITを使います。

参照項目

XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT (343 ページ)

XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED (59 ページ)

XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT

カテゴリ

解析

プロファイルカタログの解析値をチェックするときの、警告の制限値をパーセンテ
ージで設定します。デフォルト値は 5.5 (%)です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL (342 ページ)

XS_PROFILE_DISPLAY_INCH_MARK_AFTER_FRACTIONS_
IN_REPORTS

カテゴリ

フィート・インチ単位

レポートのプロファイル長のインチマークの位置を定義します。

(PL1"X18 1/2"など)分数の後にインチマークを表示するには、TRUEを入力します。

(PL1"X18"1/2 など)分数の前にインチマークを表示するには、FALSEを入力します。

デフォルト(TRUE)では、インチマークは分数の後に表示されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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参照項目

XSR_SHOW_INCH_MARK_IN_PROFILE_NAMES (395 ページ)

XS_PROJECT

カテゴリ

既定のファイル

注 この詳細設定は管理者専用です。

詳細設定 XS_PROJECT と XS_FIRM を XS_SYSTEM, と共に設定して、ファイルの

検索対象となるフォルダー Tekla Structures を指定します。Tekla Structures により、
プロパティは常に現在の model\attributes フォルダーに保存されます。他の

モデルで同じ設定が必要な場合は、プロパティを XS_FIRM フォルダーまたは 
XS_PROJECT フォルダーにコピーまたは移動できます。XS_FIRM フォルダーと 
XS_PROJECT フォルダーの下にユーザー定義サブフォルダーを作成し、model
\attributes フォルダーからそのサブフォルダーにプロパティ ファイルをコピ

ーまたは移動できるようになりました。

共有モデルの場合、Trimble Connect プロジェクト内のサブフォルダーをプロジェク
ト フォルダーとして使用できます。詳細については、を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

警
告

モデル フォルダー以外にある .ini ファイル内の詳細設定の値を変更して

も、既存のモデルには影響しません。詳細設定は、[詳細設定] ダイアログ ボ
ックスまたはモデル フォルダーにある options.ini ファイルでのみ更新

することができます。詳細設定は XS_FIRM または XS_PROJECT で定義さ

れているフォルダー内にある options.ini ファイルからは更新できませ

ん。.ini ファイルは既存のモデルを開いたときにも読み取られますが、

options_model.db または options_drawings.db に存在していない新

しい詳細設定のみが挿入されます。これには、たとえば、[詳細設定] ダイア
ログ ボックスにはまだ表示されていないが、ソフトウェアでは追加されてい
るオプションがあります。

参照項目

XS_PROTECT_SYMBOLS

カテゴリ

図面プロパティ
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この詳細オプションを TRUE に設定すると、オブジェクトがシンボルの上に描画さ

れなくなります。 FALSE に設定すると、シンボルは保護されません。 デフォルト

値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

1.17 詳細設定 - R

XS_RADIUS_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_
DIMENSIONING

カテゴリ: 寸法: 折梁展開

半径の接頭辞テキストを設定します。任意のテキストを入力します (例: R=)。デフ

ォルトでは、折れ線寸法の半径に接頭辞は付けられません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XSR_BOLT_LENGTH_USE_ONLY_INCHES

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、詳細オプション 
XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE がボルト マークのボルト長に反映されなくなりま

す。 XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE をボルト マークのボルト長に反映させる場合

は、FALSE に設定します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE (374 ページ)

XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE

カテゴリ

コンクリート詳細設計
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(図面単位で)図面内の鉄筋の曲げ記号のサイズを大きくして、より明確に表示され
るようにします。デフォルト値は、1です。

この詳細オプションに設定された値にビューの縮尺が掛けられます。結果の値が
デフォルトのサイズ(鉄筋の直径)よりも大きい場合、その値が記号サイズとして使
用されます。それ以外の場合は、デフォルト値が使用されます。つまり、記号をで
きるだけ小さくするには、値を省略するかゼロ(0)を使用します。

この詳細オプションを、鉄筋の端部記号のサイズを大きくするために使用される詳
細オプション XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZEと組み合わせて使用できま

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE (347 ページ)

XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、[鉄筋の形状管理] で鉄筋の複数の連続する曲げを処理す
る方法を制御します。

この詳細設定が TRUE に設定されている場合 (デフォルト値)、円弧を形成する複数

の連続する曲げが、円弧の半径を使用する 1 つまたは複数の曲げ (90 度以内) に結
合されます。これにより、元の鉄筋の形状に現れる個々の曲げの数に関係なく、大
きな半径の曲げを含む鉄筋の曲げ形状を定義できるようになります。
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詳細設定が TRUE に設定されている場合、[鉄筋の形状管理] で [曲線の許容値] 設定

を使用して曲げを結合するかどうかを定義できます。

詳細設定が FALSE に設定されている場合、または [曲線の許容値] が 0 に設定され

ている場合、曲げは結合されませんが、複数の曲げとして表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_REBAR_DIMENSION_LINE_SYMBOL

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。モデル フォル
ダーにある options.ini ファイルに、この詳細オプションを追加します。

この詳細オプションを使用して、鉄筋グループの寸法(配置)線シンボルを変更しま
す。寸法線を作成するには、鉄筋グループを右クリックし、[寸法線の作成]を選択
します。デフォルト値は xsteel@16です。xsteelはシンボルファイルの名前、

16はシンボルの連番です。

参照項目

XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE

カテゴリ

コンクリート詳細設計
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(図面単位で)図面内の鉄筋の端部記号のサイズを大きくして、より明確に表示され
るようにします。45 度または 135 度の記号で機能します。デフォルト値は、2で

す。

この詳細オプションに設定された値にビューの縮尺が掛けられます。結果の値が
デフォルトのサイズ(鉄筋の直径)よりも大きい場合、その値が記号サイズとして使
用されます。それ以外の場合は、デフォルト値が使用されます。つまり、記号をで
きるだけ小さくするには、値を省略するかゼロ(0)を使用します。

この詳細オプションを、鉄筋の曲げ記号のサイズを大きくするために使用される詳
細オプション XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZEと組み合わせて使用

できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS (352 ページ)

XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE (345 ページ)
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XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_
STEP_LENGTH

カテゴリ

コンクリート詳細設計

鉄筋マーク 引出し線の基準点の 適な位置を鉄筋に沿って探す際の検索ステップ
長を定義します。 値は、10 進数を使用してミリメートル単位で入力します。 デフ
ォルト値は、20.0 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_
TOLERANCE

カテゴリ

コンクリート詳細設計

Tekla Structures が基準点を配置できるように、他の鉄筋を基準点からどの程度離す
必要があるかを定義します。値は、10 進数を使用してミリメートル単位で入力し
ます。デフォルト値は、 10.0です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、丸め設定を特定の鉄筋脚に適用するかどうかを定義しま
す。

Tekla Structures では、鉄筋の各脚が直線と比較されます。脚と線の偏差がこの詳細
設定の値より小さい場合、脚は曲線鉄筋セグメントの一部と見なされ、脚の長さは
丸められません。

偏差がこの詳細設定の値よりも大きい場合、Tekla Structures ではその脚が直線の鉄
筋セグメントであると見なされ、丸め設定に従って脚の長さが丸められます。

値をミリメートル単位で入力します。デフォルト値は、10 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

鉄筋の位置番号の内容を定義します。 区切り文字を変更または削除したり、鉄筋
の位置番号を表すために使用される数字の桁数を指定したりすることもできま
す。 値を変更した場合は、モデルに番号を付け直す必要があります。

以下のオプションまたはオプションの組み合わせを使用できます。

オプション 説明

%PART_PREFIX% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の頭マーク。

%PART_START_NUMBER% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の開始番号。

%REBAR_PREFIX% 鉄筋の部材番号の頭マーク。

%REBAR_SERIAL_NUMBER% 鉄筋の頭マークのない部材番号。

%REBAR_POS% これは使用されなくなりました。代わりに

%REBAR_SERIAL_NUMBER%を使用してください。

%REBAR_SIZE% 使用可能なサイズの頭マーク付きの鉄筋のサイ
ズ。

たとえば、米国フィート・インチ環境では、サイ
ズの頭マークは#となります。

%REBAR_SIZE_NUMBER% サイズの頭マークなしの鉄筋のサイズ。

%CAST_UNIT_PREFIX% 鉄筋が含まれるキャストユニットの部材番号の頭
マーク。

%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

鉄筋が含まれるキャストユニットの部材番号の開
始番号。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

[鉄筋プロパティ]ダイアログボックスで、[頭マーク]が R、[開始番号]が 1、[サイ

ズ]が#6に設定されています。

• この詳細設定を%REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3%に設定すると、 初の鉄筋の結果は#6R001に

なります。

• この詳細設定を%REBAR_SIZE_NUMBER%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3%に設定し、モデルのナンバリングを行うと、

初の鉄筋の結果は 6R001になります。
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XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME

カテゴリ

コンクリート詳細設計

解説図内の角度テキストの周りのテキスト枠をオフにします。デフォルトでは、こ
の詳細オプションは FALSEに設定されており、枠は描画されません。この詳細オ

プションを TRUEに設定すると、枠が描画されます。

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINEを TRUEに設定している場合、

詳細オプション XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAMEは無視されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE (351 ページ)

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE

カテゴリ

[コンクリート詳細設計]
この詳細オプションを TRUEに設定すると、解説図の角度テキストの下に線が描画

されます。TRUEに設定すると、詳細オプション

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAMEは無視されます。デフォルトでは、こ

の詳細オプションは FALSEに設定されており、下線は描画されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME (350 ページ)

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION

カテゴリ

コンクリート詳細設計

FALSEに設定すると、Tekla Structures により鉄筋の形状をチェックするときにフッ

クが無視され、フックの有無にかかわらず、Tekla Structures により同じ曲げタイプ
が鉄筋に割り当てられます。
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TRUEに設定すると、Tekla Structures によりフックが考慮され、フックのある鉄筋

またはフックのない鉄筋として扱われます。また、フックが異なる場合は、それぞ
れが異なるものとして扱われます。

デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS

カテゴリー: コンクリート詳細設計

鉄筋の端部記号を別の方向に反転させます。 この詳細設定を TRUEに設定してい

る場合、端部記号は 135 度の角度で作画されます(ノルウェーで広く採用)。 単線表
示を使用していて、フックなし端部の表示を使用していない場合、値

TRUEANDEXTENDを使用します。 この種類の鉄筋に TRUEを使用した場合、非常

に短く表示されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

参照項目

XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE (347 ページ)

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ (707 ページ)
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XS_REBARSET_BUFFER_SIZE

カテゴリ:ソリッド設定

この詳細設定は、鉄筋セットの鉄筋を保存するために使用されるメモリー キャッ
シュのサイズを定義します。サイズを大きくすると、より多くの鉄筋セットの鉄筋
をメモリーに保持することができます。これにより、鉄筋セットの鉄筋を頻繁に再
生成する必要がなくなるため、パフォーマンスが向上します。 適なパフォーマン
スを実現するには、サイズをモデルの鉄筋セットの鉄筋の数以上に設定する必要が
あります。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS

カテゴリ: コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、鉄筋セット内の鉄筋グループが、モデル ビュ

ーに異なる色で表示されます。例:

この詳細オプションを TRUE に設定すると、鉄筋セット内の鉄筋はクラスによって

色分けされません。

デフォルト値は、FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

[詳細設定] ダイアログ ボックスでこの詳細設定の設定を変更した後、モデル ビュ
ーを再描画します。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> 鉄筋グループのカラー表示 ]
をクリックするか、キーボード ショートカット Alt+7 を使用します。
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XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_
CROSSING_REBARS

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、鉄筋セットの鉄筋を作成するときに、連続する部材面間
の角度の許容値を定義します。部材面および前の部材面の延長線間の角度がこの
詳細設定の値より小さい場合、鉄筋セットの脚の面が部材面に作成されます。

この詳細設定は、[横筋を作成] コマンドを使用して作成された場合に鉄筋セットに
適用されます。デフォルト値は 45 (度) です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_LONGITUDINAL_
REBARS (354 ページ)

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_
LONGITUDINAL_REBARS

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、鉄筋セットの鉄筋を作成するときに、連続する部材面間
の角度の許容値を定義します。部材面および前の部材面の延長線間の角度がこの
詳細設定の値より小さい場合、鉄筋セットの脚の面が部材面に作成されます。

この詳細設定は、[長手方向鉄筋を作成] コマンドを使用して作成された場合に鉄筋
セットに適用されます。デフォルト値は 45 (度) です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_CROSSING_REBARS
(354 ページ)

詳細設定のリファレンス 354 詳細設定 - R



XS_REBARSET_ENABLE_BAR_GROUPING_WHEN_SPACING_
DIFFERS

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、鉄筋セットで鉄筋をグループ化する ときに間隔を考慮
するかどうかを定義します。この詳細設定は、[普通] タイプの鉄筋グループにのみ
適用されます。間隔が異なる、隣接するテーパー鉄筋グループはグループ化されま
せん。

デフォルト値は TRUE です。その場合、間隔が異なっていても、鉄筋セットの隣接

する間隔ゾーンにある類似の鉄筋がグループ化されます。

この詳細設定を FALSE に設定すると、鉄筋セットの間隔ゾーンごとに個別のグル

ープが自動的に作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

この詳細設定の設定を変更したら、モデルで既存の鉄筋セットを更新する必要があ
ります。[ コンクリート --> 鉄筋セット --> 鉄筋セットの再生成 ] をクリックして、
新しい設定を有効にします。

XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、テンプレート属性 LAYER (539 ページ) の内容を定義し
ます。

デフォルト値は %LAYER_PREFIX%%LAYER_NUMBER% です (上部鉄筋の 2 番目の

レイヤーの T2 など)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

LAYER_PREFIX (540 ページ)

LAYER_NUMBER (539 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS

カテゴリ: コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデル内で鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に、鉄筋セットの端部ディテール モディファイアーが表示されます。

詳細設定のリファレンス 355 詳細設定 - R



この詳細設定が FALSE に設定されている場合、鉄筋セットの鉄筋を選択しても、

端部ディテール モディファイアーは表示されません。

デフォルト値は、TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [ コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> 端部ディテール モディファ
イアーの表示・非表示 ] をクリックするか、キーボード ショートカット Alt
+5 を使用します。

参照項目

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (357 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (358 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (356 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (357 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデルで鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に、鉄筋セットのガイドラインが表示されます。

この詳細設定が FALSE に設定されている場合、鉄筋セットの鉄筋を選択しても、

鉄筋セットのガイドラインは表示されません。

デフォルト値は、TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> ガイドラインの表示 ] をクリ
ックするか、キーボード ショートカット Alt+2 を使用します。

参照項目

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (357 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (355 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (358 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (357 ページ)

詳細設定のリファレンス 356 詳細設定 - R



XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES

カテゴリ: コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデルで鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に、鉄筋セットの脚の面が表示されます。

この詳細設定が FALSE に設定されている場合、鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に脚の面は表示されません。

デフォルト値は、FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [ コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> 脚の面の表示・非表示 ] をク
リックするか、キーボード ショートカット Alt+1 を使用します。

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_
COMPONENTS

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を使用して、鉄筋セットの鉄筋を選択したときに、コンポーネントに
よって作成された鉄筋セット モディファイアーをモデル ビューで表示するかどう
かを制御します。

デフォルト値は FALSE で、モディファイアーは非表示になります。

モディファイアーを持つコンポーネントを分解した場合、この詳細設定が FALSE
に設定されていてもモディファイアーが表示されることに注意してください。

この詳細設定は、カスタム コンポーネント ビューには影響を与えません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS

カテゴリ: コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデル内で鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に、鉄筋セットのプロパティ モディファイアーが表示されます。
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この詳細設定が FALSE に設定されている場合、鉄筋セットの鉄筋を選択しても、

プロパティ モディファイアーは表示されません。

デフォルト値は、TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> プロパティ モディファイア
ーの表示・非表示 ] をクリックするか、キーボード ショートカット Alt+3 を
使用します。

参照項目

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (355 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (358 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (356 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (357 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS

カテゴリ: コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデルで鉄筋セットの鉄筋を選択したとき

に、鉄筋セットの分割線が表示されます。

この詳細設定が FALSE に設定されている場合、鉄筋セットの鉄筋を選択しても、

分割線は表示されません。

デフォルト値は、TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

TRUE と FALSE の値をすばやく切り替えるには、リボンの [ コンクリート ]
タブに移動して [ 鉄筋のオプションを表示 --> 分割線の表示・非表示 ] をク
リックするか、キーボード ショートカット Alt+4 を使用します。

参照項目

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (357 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (355 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (356 ページ)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (357 ページ)
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XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_
FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、鉄筋セットのテーパー鉄筋グループの鉄筋位置番号の内
容 (GROUP_POS (526 ページ)) を定義します。区切り文字を変更または削除した
り、位置番号を表すために使用される数字の桁数を指定したりすることもできま
す。値を変更した場合は、モデルに番号を付け直す必要があります。

以下のオプションまたはオプションの組み合わせを使用できます。

オプション 説明

%PART_PREFIX% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の頭マーク。

%PART_START_NUMBER% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の開始番号。

%REBAR_PREFIX% 鉄筋の部材番号の頭マーク。

%REBAR_SERIAL_NUMBER% 鉄筋の頭マークのない部材番号。

%REBAR_POS% これは使用されなくなりました。代わりに 
%REBAR_SERIAL_NUMBER% を使用してください。

%REBAR_SIZE% 使用可能なサイズの頭マーク付きの鉄筋のサイ
ズ。

たとえば、米国フィート・インチ環境では、サイ
ズの頭マークは # となります。

%REBAR_SIZE_NUMBER% サイズの頭マークなしの鉄筋のサイズ。

%CAST_UNIT_PREFIX% 鉄筋が含まれるキャスト ユニットの部材番号の頭
マーク。

%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

鉄筋が含まれるキャスト ユニットの部材番号の開
始番号。

デフォルト値は %REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER% です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

鉄筋セット プロパティの [頭マーク] は [R] に、[開始番号] は [1] に、また [サイズ]
は [#6] にそれぞれ設定されています。

• この詳細設定を %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% に設定すると、 初の鉄筋の結果は #6R001 に
なります。

• この詳細設定を %REBAR_SIZE_NUMBER%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% に設定し、モデルのナンバリングを行うと、

初の鉄筋の結果は 6R001 になります。
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参照項目

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(360 ページ)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_
FORMAT_STRING

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、鉄筋セットのテーパー鉄筋グループのシングル鉄筋位置
番号の内容 (REBAR_POS (560 ページ)) を定義します。区切り文字を変更または削
除したり、位置番号を表すために使用される数字の桁数を指定したりすることもで
きます。値を変更した場合は、モデルに番号を付け直す必要があります。

以下のオプションまたはオプションの組み合わせを使用できます。

オプション 説明

%PART_PREFIX% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の頭マーク。

%PART_START_NUMBER% 鉄筋が含まれる部材の部材番号の開始番号。

%REBAR_PREFIX% 鉄筋の部材番号の頭マーク。

%REBAR_SERIAL_NUMBER% 鉄筋の頭マークのない部材番号。

%REBAR_POS% これは使用されなくなりました。代わりに 
%REBAR_SERIAL_NUMBER% を使用してください。

%REBAR_SIZE% 使用可能なサイズの頭マーク付きの鉄筋のサイ
ズ。

たとえば、米国フィート・インチ環境では、サイ
ズの頭マークは # となります。

%REBAR_SIZE_NUMBER% サイズの頭マークなしの鉄筋のサイズ。

%CAST_UNIT_PREFIX% 鉄筋が含まれるキャスト ユニットの部材番号の頭
マーク。

%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

鉄筋が含まれるキャスト ユニットの部材番号の開
始番号。

%SUB_ID% 鉄筋セットのテーパー鉄筋グループの鉄筋の連続
的なインデックス番号。

%SUB_ID_WITH_LETTERS% 上記と同じです。ただし、文字を使用します。

デフォルトでは A ～ Z を使用しますが、詳細設定
XS_VALID_CHARS_FOR_REBAR_SUB_ID_
WITH_LETTERS (471 ページ) により有効な文字を
定義することもできます。

デフォルト値は %REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER%.%SUB_ID% です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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例

鉄筋セット プロパティの [頭マーク] は [R] に、[開始番号] は [1] に、また [サイズ]
は [#6] にそれぞれ設定されています。

• この詳細設定を %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% に設定すると、 初の鉄筋の結果は #6R001 に
なります。

• この詳細設定を %REBAR_SIZE_NUMBER%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% に設定し、モデルのナンバリングを行うと、

初の鉄筋の結果は 6R001 になります。

参照項目

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(359 ページ)

XS_REBARSET_USE_GROUP_NUMBER_FOR_BARS_IN_
TAPERED_GROUPS

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、グループ番号を使用して鉄筋セットのテーパー鉄筋グル
ープの鉄筋をナンバリングするか、個別の鉄筋としてナンバリングするかを定義し
ます。

デフォルト値は TRUE です。その場合、グループ番号を使用してテーパー鉄筋グル

ープの鉄筋ごとにナンバリングされます。

この詳細設定を FALSE に設定すると、個別の鉄筋としてテーパー鉄筋グループの

鉄筋がナンバリングされます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(359 ページ)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(360 ページ)
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XS_REBAR_USE_ALWAYS_METHOD_A_FOR_90_DEGREE_
HOOK_DIMENSIONS

カテゴリー

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

TRUEに設定すると、フックの角度が約 95 度またはそれ以下の場合、SHLB/EHLB
フックプロパティの値が SHLA/EHLA と同じになります。

XS_RECREATE_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

カテゴリ

マーク: 一般

この詳細オプションを ALLに設定すると、インテリジェント複製時にすべてのマ

ークが再作成されます。値を省略した場合、マークは再作成されません。デフォル
トでは、値が設定されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_RECREATE_UNMODIFIED_DRAWINGS

カテゴリ:図面プロパティ

変更されていない製品図、単品図、またはキャスト ユニット図を更新したときに、
図面が再作成されるかどうかを定義します。編集した図面が保存されていない場
合、または [ドキュメント管理] の [出図] 機能を使用して図面が出図されていない
場合、図面は自動的に再作成されます。

• 変更されていない図面の再作成を回避するには、この詳細オプションを FALSE
に設定します。

• 変更されていない図面の再作成を許可するには、この詳細オプションを TRUE
に設定します。これがデフォルト値です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_REFERENCE_CACHE

カテゴリ

ファイルディレクトリ
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参照モデルを初めて読み込むときにソースファイルから作成される、キャッシュフ
ァイルのデフォルトの位置を定義します。この詳細オプションは、デフォルトでは
C:\TeklaStructuresModels\\RefCacheFoldersに設定されます。次のよ

うに、パスを XS_RUNPATHで置き換えることもできます。%XS_RUNPATH%
\RefCacheFolders.

ヒ
ン
ト

• マルチユーザーモデルを操作している場合は、ネットワークトラフィッ
クやサーバーのディスクの使用量を削減したり、キャッシュ操作を高速
化するために（サーバードライブよりローカルドライブの方が高速な場
合）、キャッシュファイルのデフォルトの位置を変更することが望まれる
場合があります。

• 別のプロジェクトで別のバージョンの Tekla Structures を使用していて、
参照モデルに関する問題が発生する場合は、参照キャッシュが作成され
るフォルダを空にします。参照モデルを次に開いたときに、キャッシュ
ファイルが再作成されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT

カテゴリー: モデリングのプロパティ

詳細設定 XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT を使用すると、古い

リビジョンの参照モデルが自動的に削除されます。クリーンアップは、参照ファイ
ルの更新時に実行されます。削除までの期間を設定するには、
XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_PERIOD (138 ペー

ジ) を使用します。インポートされたが使用されなくなった、[参照モデル] リスト

にも表示されていない参照モデルは、Tekla Structures により削除されます。これら
の参照モデルに関連したデータもフォルダ <current model>\datastorage
\ref 内の現在のデータ ストレージから削除されます。実際のフォルダ

(.\Reference models など) に格納されている、インポートした元の参照モデル

は削除されません。

以下の値を使用できます。

• 0:クリーンアップは無効です。これがデフォルト値です。

• 任意の正の数。

たとえば、値を 3に設定すると、現在のバージョンに加え古いリビジョンの 2
つの参照モデルが残されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING

カテゴリ

インポート

TRUEに設定すると、Tekla Structures のモデルビューの作業領域外では、参照オブ

ジェクトの中心線のみが表示されます。これは、パイプのような DGN 円柱構造を
表示する場合などに便利です。中心線のみの表示を使用しない場合は、FALSEに

設定します。デフォルト値は TRUE です。

これにより、オブジェクトは次のように表示されます。

• 全体が作業領域内にあるオブジェクトはレンダリングされる。

• 全体が作業領域の外にあるオブジェクトは表示されない。

• 一部が作業領域内にあるオブジェクトは、その部分だけがレンダリングされ、
外にある部分はワイヤーフレームで表示される。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS

カテゴリー: インポート

[更新] ボタン  でロックされた参照モデルを更新するには、詳細設定 
XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS を TRUE に設定します。 こ
の詳細設定はデフォルトで、FALSE に設定されています。

この詳細設定は、システム固有です。

XS_REMEMBER_LAST_PLOT_DIALOG_VALUES

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを TRUEに設定した場合、[図面の印刷]ダイアログボックスで

後に使用された設定が、次にこのダイアログボックスを開いたときに記憶されて
います。このようにしない場合は、falseを入力します。デフォルト値は TRUE で
す。
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XS_REMOVE_VOID_FROM_BOLT_MATERIAL_THICKNESS

カテゴリー: モデリングのプロパティ

この詳細設定を TRUEに設定すると、ボルト接合された 2 つの材質の厚さの差がな

くなり、ボルト長が短くなります。この操作は、マストを施工する場合などに必要
になります。デフォルト値は FALSEです。

以下の例では、この詳細設定が TRUEに設定されています。値「X」がボルト長か

ら削除されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_RENDERED_CURSOR_LINE_WIDTH

カテゴリ

モデルビュー

モデルビューにおけるカーソル線の幅を設定する場合に使用します。

• 1、2、または 4を指定できます。他の値は 1 として扱われます。

• デフォルト値は、2です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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1 にした場合のカーソル線の幅 4 にした場合のカーソル線の幅

XS_RENDERED_FIELD_OF_VIEW

カテゴリ

モデルビュー

3D ビューのビュー設定のフィールドを調整します。これは、狭いスペースで[ビュ
ー：フライング]コマンドを使用する場合などに便利です。値が大きいほど、部材
間の距離が長く表示されます。

デフォルト値は、60.0です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

ビューのフィールド 例

60.0

90.0
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ビューのフィールド 例

120.0

XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE

カテゴリ

モデルビュー

この詳細設定は、OpenGL レンダリングを使用するビューでのみ機能することに注
意してください。

モデル ビューでは、遠くにあるオブジェクトが近くのオブジェクトより暗く表示
されます。詳細設定 XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE および 
XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE を使用すると、オブジェクトの階調を制御で

きます。

0.0～1.0 の値を使用して、オブジェクトの階調を制御します。値が大きいほど、遠
くにあるオブジェクトが暗くなります。値 0 ではフォグ効果が無効になります。

XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUEのデフォルト値は 0です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE (367 ページ)

XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE

カテゴリ

モデルビュー

この詳細設定は、DirectX レンダリングではなく、デフォルトの OpenGL レンダリ
ングを使用する場合のみ機能します。
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モデルビューでは、遠くにあるオブジェクトが近くのオブジェクトより暗く表示さ
れます。詳細設定 XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUEおよび

XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUEを使用すると、オブジェクトの階調を制御で

きます。

0.0～1.0 の値を使用して、オブジェクトの階調を制御します。値が大きいほど、遠
くにあるオブジェクトが暗くなります。値 0 ではフォグ効果が無効になります。

XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUEのデフォルト値は 0です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE (367 ページ)

XS_RENDERED_PIXEL_TOLERANCE_SCALE

カテゴリ

モデルビュー

Tekla Structures では、ズーム中のマウスのクリックとドラッグを区別するため、ピ
クセルトレランスを使用します。この詳細オプションを使うと、ピクセルトレラン
スを定義できます。

デフォルト値は、0.7です。マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動した距離

が、指定された値を下回る場合は、クリックと見なされます。

これは、システム固有の詳細オプションです。

XS_REPORT_BOLTS_WITH_SUPPORTING_MEMBER

カテゴリ: テンプレートとシンボル

詳細オプション XS_REPORT_BOLTS_WITH_SUPPORTING_MEMBER を TRUE に設

定すると、現場ボルトをレポートと KSS の支持部材に設定できます。 この詳細オ
プションを使用すると、現場ボルトを支持部材の BOM に表示できます。 デフォル
ト値は、FALSE です。

次の BOM の例では、この詳細オプションが TRUE に設定されています。

次の BOM の例では、この詳細オプションが FALSE に設定されています。

次の KSS ファイルの例では、この詳細オプションが TRUE に設定されています。
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次の KSS ファイルの例では、この詳細オプションが FALSE に設定されています。
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この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_REPORT_OUTPUT_DIRECTORY

カテゴリ

ファイルディレクトリ

Tekla Structures によってレポートが保存されるフォルダを指定します。レポート
ファイル名フィールドにフルパスが指定されている場合、Tekla Structures はこの設
定を無視します。デフォルト値は、.\Reportsです。
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XS_RESTORE_ENABLES

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、ダイアログボックス内のチェックボッ

クスの設定を保存したり読み込んだりすることができます。デフォルト値は

FALSEです。

XS_ROTATE_CUT_VIEWS

カテゴリ

図面ビュー

断面図の回転を指定します。

BY_SYMBOL_MAIN_VIEW (デフォルト) では、矢視記号が含まれるビューの方向が

使用されます。 これは、自動的に作成された断面図にのみ適用されます。 手動で
作成されたビューでは、作成元のビューと同じ回転が使用されます。

BY_MAIN_VIEW では、メインビューと同じ方向が使用されます。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_RUN_AT_STARTUP

カテゴリ:ファイル配置

Tekla Structures は、この詳細設定で定義したフォルダ内の実行可能ファイル(.exe)
を自動的に起動します。複数のフォルダをセミコロン(;)で区切って入力できます。
デフォルトでは、この詳細設定は..\Tekla Structures\<version>\nt\bin
\applications\Tekla\ApplicationStartupに設定されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_RUNPATH

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。
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この詳細オプションでは、デフォルトでモデルが検索されるフォルダーを指定しま
す。 [新規]ダイアログ ボックスを開いたときに、デフォルトのモデル フォルダー
が [保存先] リストに表示されます。

注 この詳細オプションは、[開く]ダイアログボックスには影響しません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

set XS_RUNPATH=C:\TeklaStructuresModels\

XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUEに設定すると、図面のテーブルおよびレポートでフィ

ート区切り文字ではなくスペースが使用されます(例: 2 4''1/4)。 フィート区切り文
字を使用する場合は、値 FALSEを使用します。 デフォルト値は FALSE です。

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOLを設定する必要もあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL (373 ページ)

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、図面のテーブルおよびレポートでフィ

ート記号が省略されます (例: 2-4''1/4)。 フィート記号を省略しない場合は、値 
FALSE を使用します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

詳細設定のリファレンス 373 詳細設定 - R



XSR_USE_NO_INCH_SYMBOL

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、図面のテーブルおよびレポートでイン

チ記号が省略されます (例: 2-4 ¼)。 インチ記号を省略しない場合は、値 FALSE を
使用します。 デフォルト値は FALSE です。

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOLおよび XSR_USE_NO_FEET_SEPARATORを設定す

る必要もあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR (373 ページ)

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL (373 ページ)

XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、1 フィート未満の値で 0 フィートが表

示されるようになります (例: 0'-6''3/4)。 0 フィート値を表示しない場合は、値 
FALSE を使用します。 デフォルト値は FALSE です。

注 この詳細オプションを設定すると、次のものにも影響が及びます。

• 部材マークおよびボルトマークの長さ値

• テンプレートの長さ値(テンプレート属性 LENGTH)

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XSR_BOLT_LENGTH_USE_ONLY_INCHES (345 ページ)

XSR_USE_ZERO_INCH_FOR_FRACTIONS

カテゴリ

テンプレートとシンボル
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この詳細オプションを TRUE に設定すると、分数だけの値にのみ 0 インチが表示さ

れます (例: 2'-3/4、0''1/4)。 このようにしない場合は、値 FALSE を使用します。 デ
フォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XSR_USE_ZERO_INCH_VALUE

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、フィートと分数が含まれる値にのみ 0
インチが表示されます (例: 2'-0''3/4、1/4)。 このようにしない場合は、値 FALSE を
使用します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

1.18 詳細設定 - S

XS_SAVE_WITH_COMMENT

カテゴリ

マルチユーザー

この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定すると、マルチユーザーモデルで

のモデルリビジョンコメントの保存が有効になります。

XS_SCALE_COPIED_OR_MOVED_OBJECTS_IN_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

縮尺が異なる図面ビュー間でコピーまたは移動した場合のオブジェクトの縮小/拡
大を定義します。

• ビューの縮尺に合わせてオブジェクトを縮小/拡大するには、詳細オプションを
TRUEに設定します。
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• オブジェクトのサイズを一定に保つには、詳細オプションを FALSE(デフォル

ト)に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT

カテゴリ

マーク: 部材

Tekla Structures では、テキストの高さを縮小することによって、部材マークを目的
の部材の近くに配置できます。この詳細オプションで 小縮小率を設定します。

デフォルト値は、1.0 です。 これは、詳細オプションを設定しない場合、マークが
縮小されないことを意味します。テキストの高さの縮小は段階的に行われ、 初は
0.9 の縮小率で試行されます。 この縮小率でマークを配置できない場合、次に 0.8
の縮小率が適用されます。以降についても同様です。

部材マークの引き出し線のタイプは、[可能であれば部材に沿って配置する]または
[常に部材に沿って配置する]である必要があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT=0.5

XS_SCREW_DIAMOND_WITHOUT_PHI

カテゴリ

マーク: ボルト

この詳細オプションを TRUE に設定すると、Φ シンボルがボルト マークの枠の外
側に配置されなくなります (菱形タイプのみ)。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SDNF_CONVERT_PL_PROFILE_TO_PLATE

カテゴリ

エクスポート
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この詳細オプションを TRUE に設定すると、SDNF エクスポートでプレート プロフ

ァイル (PL) がポリゴン プレートに変換されます。 SDNF バージョン 2.0 および
3.0 で機能します。 この設定を使用しない場合は、FALSE に設定します。デフォル
ト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID

カテゴリ

エクスポート

この詳細オプションを TRUEに設定すると、SDNF エクスポートで FrameWorksPlus
の ID 番号に戻されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細オプションはバージョン 2.0 の SDNF エクスポートのみに影響し、バージ
ョン 3.0 のエクスポートには影響しません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER (377 ページ)

XS_SDNF_IMPORT_MIRROR_SWAP_OFFSETS

カテゴリ

インポート

この詳細オプションを TRUEに設定すると、インポートされる部材が SDNF ソフト

ウェアで既にミラーリングされている場合に、終点オフセットと始点オフセットが
入れ替えられます。この詳細オプションを FALSEに設定すると、終点オフセット

と始点オフセットは入れ替えられません。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER

カテゴリ

インポート
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この詳細オプションを TRUEに設定すると、Tekla Structures は SDNF インポートで

FrameWorksPlus の ID 番号を保存します。 Tekla Structures は ID 番号をユーザー定
義情報 SDNF_MEMBER_NUMBERに保存します。 このようにしない場合は、このオ

プションを FALSEに設定します。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ID 番号のエクスポートについては、以下のリンクをクリックしてください。

参照項目

XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID (377 ページ)

XS_PML_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID (329 ページ)

XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP

カテゴリ

CNC
DSTV ファイルにメイン部材と任意の種類の副部材のハード スタンプを含めるに
は、TRUE に設定します。 メイン部材にのみハード スタンプを作成する場合は、

FALSE に設定します。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SECTION_LINE_COLOR

カテゴリ: ハッチ (塗りつぶし)
断面図の自動塗りつぶしの周りにさまざまな色で追加線を追加します。色の数値
を入力します。色とその数値については以下を参照してください。
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上図では、この詳細設定が 0 に設定されています。

次の例では、値が 160 に設定されています。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 塗りつぶしの周りに線を表示し、別の色で線を追加できるようにするには、初
期化ファイルで詳細オプション

XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGSを TRUEに設定する必要が

あります。

参照項目

XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS (168 ページ)

XS_SECTION_SYMBOL_LEFT_ARROW_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

Tekla Structures が断面の左端部の矢視記号に使用するカスタム矢印記号を定義し
ます。カスタム矢印記号を使用するには、[矢視記号プロパティ] ダイアログ ボッ
クスで、[左のシンボル] リストから [カスタム] を選択します。

デフォルトでは、sections.sym ファイル (通常は \environments\common

\symbols\ フォルダーに格納) のシンボル番号 1  が Tekla Structures により使

用されます。シンボルを変更する場合は、シンボル ファイル名、@ マーク、シン
ボルの番号の順に入力します (例: sections@1)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL (381 ページ)
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XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE

カテゴリ

図面プロパティ

別の図面の断面図を示すシンボルの参照テキストを設定します。 テキストには以
下を含めることができます。

• フリーテキスト

• ユーザー定義情報

• テンプレート属性

[詳細設定]ダイアログボックスでは、ユーザー定義情報やテンプレート属性を 1 つ
の%文字で囲みます。%DRAWING_TITLE%はデフォルト値です。%TITLE%でも結

果は同じです。この詳細オプションは、図面プロパティダイアログボックスで入力
された図面名を取得します。「TITLE1 - TITLE3,」と入力した場合、Tekla
Structures は、図面プロパティダイアログボックスから図面タイトルを取得します。
DR_TITLE1 - DR_TITLE3の形式を使用することもできます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

Tekla Structures が断面の右端部の矢視記号に使用するカスタム矢印記号を定義し
ます。カスタム矢印記号を使用するには、[矢視記号プロパティ] ダイアログ ボッ
クスで、[右のシンボル] リストから [カスタム] を選択します。
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デフォルトでは、sections.sym ファイル (通常は \environments\common

\symbols\ フォルダーに格納) のシンボル番号 0  が Tekla Structures により使

用されます。シンボル ファイル名、@ 記号、シンボルの番号の順に入力します (例:
sections@0)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SECTION_SYMBOL_LEFT_ARROW_SYMBOL (380 ページ)

XS_SECTION_VIEW_REFERENCE

カテゴリ

図面プロパティ

断面図ラベルの参照テキストを設定します。テキストには以下を含めることがで
きます。

• フリー テキスト

• ユーザー定義情報

• テンプレート属性

[詳細設定] ダイアログ ボックスでは、ユーザー定義情報やテンプレート属性を 1
つの % 文字で囲みます。%DRAWING_TITLE% はデフォルト値です。%TITLE% で
も結果は同じです。この詳細設定は、図面プロパティ ダイアログ ボックスで入力
された図面名を取得します。「TITLE1 - TITLE3,」と入力した場合、Tekla
Structures は、図面プロパティ ダイアログ ボックスから図面タイトルを取得しま
す。DR_TITLE1 - DR_TITLE3 の形式を使用することもできます。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE (381 ページ)

XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING

カテゴリー:ナンバリング

コンクリート部材以外で [キャスト ユニットの上面を表示] を有効にするには、詳
細設定 XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING を使用します。

使用できるオプションは、STEEL、TIMBER、および MISC です。 カンマ (,) を区

切り文字として使用し、オプションを組み合わせることもできます。

この詳細設定はナンバリングに影響します。 部材に [図面の固定メイン ビュー]
で選択した異なるオプションが含まれている場合、これらの部材には異なる製品位
置番号が指定されます。

図面にキャスト ユニット上面を表示し、どのビューを図面のメイン (正面) ビュー
として使用するかを設定するには、非コンクリート部材のユーザー定義プロパティ
に移動し、必要な [図面の固定メイン ビュー] オプションを選択します。 オプショ
ンとして、[上面]、[背面]、[下面]、[始点面]、[終点面]、および [正面] があります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

カテゴリー: ハッチ(塗りつぶし)
詳細設定 XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGINを TRUEに設定し、ハッ

チの縮尺と回転をゼロ(0)に設定すると、ハッチは一貫して部材の間に描画され、
原点に設定されます。デフォルト値は FALSEです。

自動ハッチングの場合は、縮尺と回転は.htcファイル、たとえば

CONCRETE,0,hardware_LINES,,120で設定されます。ファイルでは、値 0(ま
たは空白)が自動縮小/拡大と回転を false に設定します。

手動ハッチングの場合、縮尺と回転は、部材または形状のプロパティのダイアログ
ボックスの[塗りつぶし]タブで設定します。そこで、[縮尺]オプションを[カスタ
ム]に設定し、[縦横比を固定する]チェックボックスを選択する必要があります。

下の例では、同じキャストユニットに属する部材が一貫して塗りつぶしされていま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT

カテゴリ: ビュー（モデル）

この詳細設定では、ビュー上に表示される点群の点に対してデフォルトの 大値を
設定することができます。 デフォルト値は 10,000,000 (1,000 万) です。
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速度に関する問題が発生する場合は、点の個数を減らします。個数が少ないほど、
点群の表示密度が低くなります。個数を多くすると、点群が密になり点間の距離が
近くなるので、表面のような表示に近づきます。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

XS_SHARING_INFO_URL

カテゴリー: マルチユーザー

Tekla Model Sharing 管理サーバーアドレスを設定するには、この詳細設定を使用し
ます。

この詳細設定は、システム固有です。通常、システム固有の設定を変更する必要は
ありません。管理者以外のユーザーは変更しないでください。

XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES

注 [ファイル]メニュー --> [共有] --> [共有設定] でこの詳細設定を指定すること
をお勧めします。[モデルを結合するときに使用可能な更新を表示]オプショ
ンを選択してください。

この詳細設定は、Tekla Model Sharing で結合する使用可能なすべてのベースライン
と更新のリストを表示する場合に使用します。 このリストは、ユーザーがモデル
に参加すると表示されます。

この詳細設定は、必要に応じて初期化ファイルで設定できます。リストを有効にす
るには、初期化ファイルで XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATESを

TRUEに設定します。

この詳細設定は、ユーザー固有です。

XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS

注 [ファイル]メニュー --> [共有] --> [共有設定] でこの詳細設定を指定すること
をお勧めします。[変更を読み込むときに使用可能な更新を表示]オプション
を選択してください。
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この詳細設定を使用すると、ユーザーが Tekla Model Sharing でモデルの変更を読み
込むときに、使用可能な更新がリスト表示されます。

この詳細設定は、必要に応じて初期化ファイルで設定できます。リストを有効にす
るには、初期化ファイルで XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS
を TRUEに設定します。

この詳細設定は、ユーザー固有です。

XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER

注 [ファイル]メニュー --> [共有] --> [共有設定] でこの詳細設定を指定すること
をお勧めします。[イン後に変更を表示]オプションを選択してください。

この詳細設定を使用すると、ユーザーが Tekla Model Sharing でモデルの変更をイン
した後に、下部のパネルにモデルの変更がリスト表示されます。

この詳細設定は、必要に応じて初期化ファイルで設定できます。初期化ファイルで
XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGERを TRUEに設定します。

この詳細設定は、ユーザー固有です。

XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_
CONFLICTSONLY

注 [ファイル]メニュー --> [共有] --> [共有設定] でこの詳細設定を指定すること
をお勧めします。[イン後に変更を表示]および[競合がある場合のみ]オプショ
ンを選択してください。

この詳細設定を使用すると、Tekla Model Sharing でモデルの変更をインした後に、
競合があれば下部のパネルにモデルの変更がリスト表示されます。

この詳細設定は、必要に応じて初期化ファイルで設定できます。初期化ファイルで
XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGERおよび

XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLYを TRUEに設

定します。

この詳細設定は、ユーザー固有です。
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XS_SHARING_TEMP

カテゴリー: マルチユーザー

Tekla Model Sharing パケット管理の一時フォルダを定義するには、詳細設定を使用
します。デフォルトは Windows の一時フォルダです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

ボルトマーク(工場)の[サイズ]要素の内容を定義します。デフォルト値
は%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER% - M%DIAMETER%x%LENGTH%です。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、工場ボルトのボルトマークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (390 ページ)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (392 ページ)

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

孔マーク(工場)の[サイズ]要素の内容を定義します。たとえば、ボルト番号と孔径
を表示するには、%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%と入力します。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、工場ボルトの孔マークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (388 ページ)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (392 ページ)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

長孔マーク(工場)の[サイズ]要素の内容を定義します。デフォルト値
は%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x
%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_Y%) - M%DIAMETER%x%LENGTH%です。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、工場ボルトの長孔マークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使うと、記号を短縮表示するビューの色を設定できます。
整数値を入力します。 デフォルトは部材の色と同じです。 さまざまな色の整数値
については、以下の例を参照してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使うと、記号を短縮表示するビューの線タイプを設定できま
す。 整数値を入力します。 デフォルトは実線です。 さまざまな線タイプの整数
値については、以下の例を参照してください。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使うと、記号の短縮表示の線タイプを設定できます。千鳥配
置を使用しない場合は、この詳細設定を FALSEに設定します。デフォルトは TRUE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

ヒ
ン
ト

詳細設定 XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR (393 ページ)、および XS_
SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE (393 ページ)によって、短縮表示記号
の表示方法を管理できます。

空白エリアではなく短縮表示記号を使用するには、詳細設定 XS_DRAW_
VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS (188 ページ)およ
び XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS
(182 ページ)を TRUEに設定します。

参照項目

XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE

カテゴリ:図面プロパティ

XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE を FALSE に設定する

と、印刷およびエクスポートした図面と同じように破線のハードウェア線を縮小/
拡大し、カスタム線と同じように破線のハードウェア線を操作することができま
す。
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デフォルトでは、破線のハードウェア線がピクセル単位で縮小/拡大され (TRUE)、
縮尺に関係なく同じように表示されます。

破線のハードウェア線は、線リストの 初の 2 つの線です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XSR_SHOW_INCH_MARK_IN_PROFILE_NAMES

カテゴリ

テンプレートとシンボル

レポートおよびテンプレートでプロファイル名のインチ記号を表示または非表示
にします。 この詳細オプションを TRUE に設定すると、プロファイルは PL2
1/2"X20" のように表示されます。 この詳細オプションを FALSE に設定すると、プ

ロファイルは PL2 1/2X20 のように表示されます。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PROFILE_DISPLAY_INCH_MARK_AFTER_FRACTIONS_IN_REPORTS (343 ペ
ージ)
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XS_SHOW_NOTIFICATION_REPORT

カテゴリー: モデリングのプロパティ

TRUE に設定すると、モデルを開くときにモデル全体の通知レポートが実行されて

表示されます。

通知レポートを使用すると、たとえば次のことを行うことができます。

• すべてのオブジェクト (図面、部材、および製品) の割り当てを一覧表示する。

• モデルに含まれる製品の数、作成した製品図の数、承認された製品図の数、製
造用に出図された製品図の数をレポートする。

使用するレポート テンプレートは、notification_report という名前で、テン

プレート エディターで編集できます。 通知レポートは、割り当てだけでなく、必
要なすべてのものをレポートします。 必要なものをレポートするには、レポート
テンプレートを編集する必要があります。 たとえば、一部の環境では、部材と製
品の ASSIGNED_TO または ASSIGNED_BY など、使用可能な一部の属性がありま

せん。

モデルを開くときに通知レポートが表示されないようにするには、詳細オプション
を FALSE(デフォルト値)に設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

図面割り当てのリストの例:

XS_SHOW_PERFORM_NUMBERING_MESSAGE

カテゴリ

ナンバリング
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ナンバリングせずに図面を作成したり、ナンバリングが 新でない場合に表示され
る警告メッセージで [ナンバリング実行] ボタンの表示/非表示を切り替えます。

• デフォルトでは、この詳細オプションは TRUEに設定されており、ナンバリン

グボタンが表示されます。

• ボタンを表示しない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。

マルチユーザーモードではナンバリングボタンは表示しないようにしてください。
大規模なモデルでは不要な、または計画外のナンバリングは時間が掛かり、プロジ
ェクトのナンバリングが解除される場合があるためです。 これは、[ナンバリング
設定]ダイアログボックスで[マスターモデルと同期を取る（保存 -> ナンバリング -
> 保存）]チェックボックスがオンになっていない場合に発生することがあります。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SHOW_PROGRESS_BAR_FOR_PROJECT_STATUS_
VISUALIZATION

カテゴリ

モデルビュー

プロジェクト進捗を可視化するための進捗バーを表示するかどうかを定義します。

進捗バーを表示するには、この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定します。

進捗バーを表示しない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

カテゴリ: 図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、ドキュメント管理に、[リビジョン番号] の代

わりに [リビジョンマーク] が含まれます。デフォルト値は FALSE です。つまり、

リビジョン番号が表示されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX

カテゴリ:ビュー（モデル）

この詳細設定を使用し、直交投影をオンにしたときに、DirectX のレンダリングさ
れたモデル ビューに陰影を表示するかどうかを制御します。陰影は、直交投影よ
りも 3D 投影にした方がわかりやすくになります。

デフォルトでは、この詳細設定は FALSE に設定されています。

値を変更した場合は、ビューを再度開いて、新しい値を有効にする必要がありま
す。

XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX

カテゴリ:ビュー（モデル）

この詳細設定を使用し、3D 投影をオンにしたときに、DirectX のレンダリングされ
たモデル ビューに陰影を表示するかどうかを制御します。陰影は、直交投影より
も 3D 投影にした方がわかりやすくになります。

デフォルトでは、この詳細設定は TRUE に設定されています。

値を変更した場合は、ビューを再度開いて、新しい値を有効にする必要がありま
す。

XS_SHOW_SITE_STUDS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを TRUE(デフォルト)に設定すると、製品図で現場スタッドが

表示されます。FALSEに設定した場合、現場スタッドは表示されません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SHOW_STUDS_IN_WORKSHOP_DRAWINGS

カテゴリ

図面プロパティ
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この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、単品図に工場スタッドが

表示されます。デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SHOW_TEMPLATE_LOG_MESSAGES

カテゴリ

テンプレートとシンボル

この詳細オプションを TRUEに設定すると、テンプレート属性に関連するエラーメ

ッセージがログファイルに表示されます。これらのメッセージを表示しない場合
は、FALSEに設定します。デフォルトでは、この詳細オプションは FALSEに設定

されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_SINGLE_CENTERED_SCREW

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図の中央に配置されているボルトの寸法を制御しま
す。 有効な値は以下のとおりです。

• 0 = 中心に配置されたボルトの展開寸法が作成されます。

• 5 = メイン部材の中心線に対するボルトの位置寸法が作成されます。

• 6 = ボルトの設定が、中心に配置されたボルトに対する[副部材内部ボルト寸法]
の設定よりも優先されます。これは、部材上で中心に配置されたボルトにのみ
適用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS

カテゴリ

製品図の単品ビュー
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製品図に含まれている単品図内の寸法を閉じます。

• 0 = 寸法を閉じません。

• 1 = x 方向の寸法を閉じ、その他は開いたままにします。 これがデフォルト値で
す。

• 2 = すべての寸法を閉じます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_CLOSE_SHORT_DIMENSIONS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内の短寸法を閉じます。デフォルト値は、1です。短

寸法を閉じない場合は、0を入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_COMBINE_DISTANCE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内の寸法を結合するときに適用する距離を設定しま
す。値は 10 進数(例: 400.0)で入力します。

デフォルトでは、この詳細設定には値が設定されていません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_SINGLE_COMBINE_MIN_DISTANCE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内の寸法を結合するときに適用する 小距離を設定
します。値は 10 進数(例: 200.0)で入力します。

デフォルトでは、この詳細設定には値が設定されていません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_COMBINE_WAY

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内の寸法を結合します。 [寸法内容プロパティ]ダイ
アログボックスの[一般]タブ上の結合順序に対応するオプションがあります。 デ
フォルトでは、この詳細設定には値が設定されていません。

• オプション 0では、寸法は結合されません。

• オプション 1では、部材の位置寸法を部材内部寸法と結合し、ボルトグループ

内部寸法をボルト縁端距離と結合します。ボルト位置寸法は、ボルト内部寸法
と結合されません。

• オプション 2では、部材の位置寸法を部材内部寸法およびボルトグループ内部

寸法と結合します。ボルト内部寸法は、ボルト位置寸法と結合されます。縁端
距離は、別に示されます。

• オプション 3では、同じ寸法線内のボルト内部寸法と位置寸法を結合します。

• オプション 4では、ボルトグループ位置寸法を部材位置寸法と結合します。こ

のオプションでは、部材とボルトの内部寸法は結合されませんが、ボルト内部
寸法がボルト縁端距離と結合されます。

• オプション 5では、複数のボルトグループが存在する場合に、ボルトグループ

の内部寸法と位置寸法を結合します。

• オプション 4.5では、メイン部材に対してはオプション 5の組み合わせを使用

し、副部材に対してはオプション 4の組み合わせを使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_SINGLE_DIMENSION_TYPE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図に適用する寸法タイプを設定します。次のオプショ
ンがあります。

• 1 = [相対]、2 点間の寸法。 これがデフォルト値です。

• 2 = [絶対]、共通の始点からの寸法。

• 3 = [相対および絶対]、2 点間および共通の始点を組み合わせたもの。

• 4 = [US 絶対]、連続寸法マーク(RD:running dimension mark)を含む共通の始点か
らの距離。

• 16 = [US 絶対 2]、[US 絶対]と基本的に同じですが、短寸法が相対寸法になる点
が異なります。

• 35 = [絶対+短相対]、[絶対]と基本的に同じですが、短寸法が相対寸法になる点
が異なります。 内部絶対とも呼ばれます。 このオプションでは両方の寸法を
表示できますが、寸法が長いときは相対寸法は表示されません。 このオプショ
ンでは、寸法線内に絶対寸法が表示されます。

• 99 = [絶対+絶対の上に相対を配置]。これは[相対および絶対]とほぼ同じです
が、絶対寸法の上に相対寸法が配置されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SINGLE_DRAW_PART_AS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内での部材の表示方法（表示タイプ）を設定します。
次のオプションがあります。

• 1(デフォルト)ソリッド

• 4巻き方(パイプ展開)

• 2シンボル

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_SINGLE_EXCLUDE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図上から特定の単品図ビューを除外します。次のオプションがあります。

• NONE: すべての単品図を含めます。

• MAIN_SHAFT: 製品メイン部材以外のすべての部材の単品図を含めます。

• ALL_SHAFTS: 他の部材が溶接される部材(メイン部材など)以外のすべての部

材の単品図を含めます。

• AUTO(デフォルト): 製品で も長いメイン部材以外のすべての部材の単品図を

含めます。

• ALL_BUT_MAIN_PART: 製品メイン部材のみの単品図を含めます。

• STANDARD: 標準部材以外のすべての部材の単品図を含めます。既存の値に続

けて STANDARDを追加できます。たとえば、MAIN_SHAFT_AND_STANDARDを

指定すると、メイン部材と標準部材以外のすべての部材の単品図が作成されま
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_FORWARD_OFFSET

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図内の寸法の基準点を探すときに Tekla Structures で使
用される距離を設定します。 定義されている前方オフセットの検索距離範囲内に
Tekla Structures が基準点(コーナー)を見つけられない場合、縁端点が使用されます。
値は 10 進数(例: 250.0)で入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

カテゴリ

[寸法: 部材

この詳細オプションを TRUE (デフォルト)に設定すると、選択した寸法タイプが形

状寸法に適用されます。このようにしない場合は、FALSEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS (311 ページ)

XS_SINGLE_NO_SHORTEN

カテゴリ

製品図の単品ビュー

この詳細オプションを TRUE に設定すると、部材を短縮表示せずに図面の単品ビュ

ーが表示されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

カテゴリ: 製品図の単品ビュー

製品図に含まれる単品ビューで方向シンボルを表示できます。 単品ビューの方向
シンボルを表示するには、以下の操作を行います。

1. [ファイル]メニュー --> [設定] --> [詳細設定] をクリックし、[製品図の単品ビュ
ー]カテゴリーに移動します。

2. 値として TRUEを入力します。

3. 製品図プロパティで、[レイアウト]をクリックして、[その他]タブに移動しま
す。

4. [単品のプロパティ]オプションを[現在のプロパティ]に設定します。 Tekla
Structures では、現在の単品図プロパティから方向マーク設定が採用されます。
他の属性を選択した場合、選択した属性ファイルに応じて方向シンボルの表
示/非表示が設定されます。

デフォルト値は、FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE

カテゴリ

図面プロパティ

マルチ図に含まれる単品図ビューのタイトルを定義します。タイトルの定義には、
以下の各スイッチを使用できます。

• PART_NAME
• PART_MATERIAL
• PART_POS
• ASSEMBLY_POS
• MODEL_NUMBER
• LENGTH, PROFILE
• LENGTH
• BASE_NAME
• NAME
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SINGLE_PART_EXTREMA

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図で全体寸法を表示します。 以下のいずれかの値を入
力します。

• 0 = なし

• 2 = 一度

• 3 = すべて

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_SINGLE_PART_SHAPE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

単品図の形状寸法の表示/非表示を切り替えます。

1(デフォルト)に設定すると、単品図に形状寸法が表示されます。

0に設定すると、単品図に形状寸法が表示されなくなります。

単品図で形状寸法を使用すると、単品図内のポリゴン角処理曲線に対して半径寸法
が自動的に作成されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SINGLE_SCALE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図の縮尺を設定します。 値は 10 進数で入力します。
デフォルトでは、この詳細設定には値が設定されていません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

縮尺 1/10 を使用する場合は、10.0 と入力します。

この詳細オプションは、詳細オプション 
XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE (446 ページ) に関連し

ています。

XS_SINGLE_SCREW_INTERNAL

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図でボルト内部寸法を表示または非表示にします。

1に設定すると、ボルト内部寸法が表示されます。

0に設定すると、ボルト内部寸法が表示されなくなります。
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デフォルトでは、この詳細設定には値が設定されていません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

[寸法内容プロパティ] - [ボルト寸法]タブ(統合寸法) (666 ページ)

XS_SINGLE_SCREW_POSITIONS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図に、ボルトの位置寸法を含めます。 以下のいずれか
の値を入力します。

• 0 = オフ

• 1 = オン

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図に含まれている単品図に作業点からの寸法を含めます。 以下のいずれかの
値を入力します。

• 0 = なし(デフォルト)

• 1 = メイン部材

• 2 = 作業点

• 3 = 両方

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図内の単品図の寸法タイプを設定します。 これらは、他の点では詳細オプシ
ョン XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPEで設定される直線寸法と似ていますが、水

平寸法については直線設定よりも優先されます。

• 0 = 直線寸法の設定が使用されます。

• 1 = [相対]、2 点間の寸法。 これがデフォルト値です。

• 2 = [絶対]、共通の始点からの寸法。

• 3 = [相対および絶対]、2 点間および共通の始点を組み合わせたもの。

• 4 = [US 絶対]、連続寸法マーク(RD:running dimension mark)を含む共通の始点か
らの距離。

• 16 = [US 絶対 2]、[US 絶対]と基本的に同じですが、短寸法が相対寸法になる点
が異なります。

• 35 = [絶対+短相対]、[絶対]と基本的に同じですが、短寸法が相対寸法になる点
が異なります。 内部絶対とも呼ばれます。 このオプションでは両方の寸法を
表示できますが、寸法が長いときは相対寸法は表示されません。 このオプショ
ンでは、寸法線内に絶対寸法が表示されます。

• 99 = [絶対+絶対の上に相対を配置]。これは[相対および絶対]とほぼ同じです
が、絶対寸法の上に相対寸法が配置されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

ボルトマーク(現場)の[サイズ]要素の内容を定義します。 デフォルト値は、

%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%です。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER
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• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、現場ボルトのボルトマークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、ボルトがあり、孔が通常の場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X
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• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (411 ページ)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (413 ページ)

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

孔マーク (現場) の [サイズ] 要素の内容を定義します。たとえば、ボルト番号と孔
径をマークで表示するには、%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER% と入力しま

す。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER
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• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、現場ボルトの孔マークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、孔があってボルトがない場合 (および孔が通常の場合) にのみ使
用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)
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• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (409 ページ)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (413 ページ)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

カテゴリ

マーク: ボルト

長孔マーク(現場)の[サイズ]要素の内容を定義します。デフォルト値
は%BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x
%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_Y%)です。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)
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• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

カテゴリ

マーク: ボルト

一般図について、現場ボルトの長孔マークのサイズ要素の内容を定義します。

この詳細設定は、長孔がある場合にのみ使用されます。

この詳細設定の値として、テキストと以下のオプションとの任意の組み合わせを使
用できます。各オプションを % 記号で囲んでください。

この詳細設定を .ini ファイルで定義する場合は、スイッチの周囲に二重のパーセン
ト記号を使用します (%%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%)。

特殊文字を使用するには、円記号 (\) に続けて ASCII 番号を入力します。オプショ
ンを任意の順序で使用して、計算を実行できます。

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN(長孔寸法のうち、短い方の寸法)

• LONGHOLE_MAX(長孔寸法のうち、長い方の寸法)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE
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• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (411 ページ)

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (409 ページ)

XS_SNAPSHOT_DIRECTORY

カテゴリ: ファイル配置

この詳細オプションは、[ビュー]タブ (図面の [ビュー]) に移動して [スクリーンシ
ョット] --> [スクリーンショット] をクリックしたときに、Tekla Structures がスクリ
ーンショットを格納するフォルダーを定義する場合に使用します。 パスを定義し
ない場合、Tekla Structures は、現在のモデル フォルダーにスクリーンショットを格
納します。 デフォルト値は .\screenshots\ です。

定義されたフォルダが存在しない場合は、Tekla Structures によりスクリーンショッ
トの作成時にフォルダが自動的に作成されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

c:\temp\

XS_SOLID_BUFFER_SIZE

カテゴリ: ソリッド設定

この詳細設定を使用して、ソリッド オブジェクト バッファのサイズを定義します。
バッファ サイズの設定は環境によって異なります。

Tekla Structures により、バッファーはシステム RAM に作成され、特定のプロセス
の中で作成される部材のソリッド表現が格納されます。 たとえば、モデルのナン
バリングを実行すると、Tekla Structures によりソリッドオブジェクトが作成されま
す。 このバッファーが満杯になると、Tekla Structures により内容が消去されて、再
びバッファーを使用できるようになります。
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バッファーのサイズを大きくすると、Tekla Structures によりメモリ内に維持される
ソリッドオブジェクトの数が増えるので、ソリッドをそれほど頻繁に再生成する必
要がなくなります。 この値を増加すると、プロセスが使用するメモリも増加しま
す。 この値を減少すると必要なメモリは減少しますが、Tekla Structures がソリッド
オブジェクトを再作成する頻度が高くなるため、パフォーマンスも低下します。

ソリッドオブジェクトのバッファサイズを 適化するには、さまざまな設定をテス
トすることをお勧めします。 Tekla Structures の各種ウィンドウを開くと RAM の
一部が使用され、さまざまなプロセスを処理する他のプログラムによっても RAM
が使用されることに注意してください。

制限されたメモリ条件下で大きなモデルの 適なパフォーマンスを実現するには、
ソリッドのキャッシュサイズをモデルの部材数の 0.2～5 倍にすることを検討しま
す。 モデル内の部材の数を調べるには、[編集]タブに移動し、 [情報] --> [モデルサ
イズ] をクリックします。

64 ビットマシンでは、通常はデフォルト値を変更する必要はありません。 メモリ
のサイズが大きい場合は、バッファサイズをモデル内の部材数以上に維持します。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

注 この詳細オプションによりソリッドオブジェクトの面の数が増えるため、Tekla
Structures の動作が遅くなります。 必要な場合のみこの詳細オプションを使用するこ
とをお勧めします。

モデル フォルダにある options.ini ファイルでこの詳細設定を TRUE に設定し

た場合:

• [表示] ダイアログ ボックスで部材表示を [正確] に設定した場合、部材は丸めあ
りで表示されます。また、溶接ポリゴンには、プロファイルの丸めが含まれま
す。

• 詳細設定 XS_DISPLAY_FILLET_EDGES (159 ページ) を TRUE に設定すると、
部材の円形状と直線セグメントの間に線が表示されます。

• 部材の体積、面積、および純重量は、実際の製作時の値に近い値となります。

モデル フォルダにある options.ini ファイルで、この詳細設定を TRUE に設定

します。デフォルト値は FALSE です。

制限事項

• NC/DSTV ファイルを作成するときは、この詳細設定を有効にしないでくださ
い。エクスポートされたデータが不正確になる可能性があります。
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• 単品図または製品図を作成するときは、この詳細設定を有効にしないでくださ
い。不要な寸法線が作成される場合があります。

• コンポーネントでは、スチフナーによっては梁や柱のフランジに干渉するもの
があります。

• 正しく計算されないボルト縁端距離があります。

参照項目

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE (129 ページ)

XS_STACKED_FRACTION_TYPE

カテゴリ

インペリアル単位

分数の表示形式を定義します。図面、テキスト、またはマークでは重なった分数を
使用できます。ただし、テンプレートでは使用できません。以下のオプションがあ
ります（図の左から右に対応します）。

• NOT_STACKED
• DASH
• SLASH
• WITHOUT_SLASH
縦に重なった分数を使用しない場合は、この詳細オプションを NOT_STACKED,(デ
フォルト)に設定するか、テキスト内でスラッシュ(/)の前に円記号(\)を入力します
(例: 1\ /16)。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_STANDARD_GUSSET_WIDTH_TOLERANCE

カテゴリ

コンポーネント

モデリングツールまたはジョイントを使用して作成されたガセットプレートの実
際の幅と標準の幅の間の許容差を定義します。Tekla Structures は、標準のプレート
ファイルを使用して、許容値を含むデフォルトのプレート幅を定義します。値をミ
リメートル単位で入力します(例: 1.0)。
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この詳細オプションを使用するコンポーネントは以下のとおりです。

• 溶接されたガセット (10)
• ボルト ガセット (11)
• チューブ ガセット (20)
• コーナー チューブ ガセット (56)
• コーナー ボルト ガセット (57)
• ガセット ラップ付 (58)
• チューブ ガセット ラップ付 (59)
• ガセット クロス ラップ付 (60)
• ガセット クロス (62)
• コーナー ガセット ラップ付 (63)
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE

カテゴリ: コンポーネント

[スチフナー フィン プレート (17)]、[ハンチ (40)]、[スチフナー コネクション梁
(129)]、[シアー プレート コネクション柱 (131)]、[ボルト - モーメント コネクショ
ン (134)]、[梁 - 梁スタブ (135)]、[クリップ アングル (141)]、[折れ板 (151)]、[モー
メント コネクション (181)]、[スチフナー コネクション柱 4 (182)]、[スチフナー付
(186)]、[スチフナー コネクション柱 3 (187)]、[スチフナー (1003)]、[補剛ウェブベ
ース プレート (1016)]、[スチフナー・複数 (1064)] で作成されたスチフナー プレー
トの、実際の幅と標準の幅の許容差を定義します。

値をミリメートル単位で入力します。値 0 を使用しないでください。この詳細設

定は、デフォルトでは 10 に設定されています。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_STD_LOCALE

カテゴリ

この詳細オプションはシステム固有で、lang_<CurrentLanguage>.ini ファイ

ルで設定する必要があります。

マルチバイトロケールの Windows オペレーティングシステムで、英語版の Tekla
Structures を使用している場合、この詳細オプションを使用して図面を開くことが
できます。 オペレーティングシステムのロケールに応じて、

詳細設定のリファレンス 417 詳細設定 - S



teklastructures.iniファイルでこの詳細オプションを次のいずれかの値に設

定します。

• set XS_STD_LOCALE=japanese
• set XS_STD_LOCALE=chinese-traditional
• set XS_STD_LOCALE=chinese-simplified
• set XS_STD_LOCALE=russian_us.1251
• set XS_STD_LOCALE=korean_korea.949
XS_STD_LOCALEを他の値に設定した場合や値を省略した場合は、英語ロケールが

デフォルトで使用されます。

注 ロケールの詳細については、https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
ms903928.aspx を参照してください。

XS_STD_PART_MODEL

カテゴリ

ナンバリング

ナンバリングで標準部材を使用するには、標準部材モデルのフォルダパスを入力し
ます。標準部材モデルには、特定の部材頭マークが付けられた標準部材だけが含ま
れます。ナンバリングを実行する際に、Tekla Structures は現在のモデルのすべての
部材と標準部材モデルとを比較します。ナンバリングでは、標準部材モデルで見つ
かった部材の位置番号(部材頭マークのみ)が現在のモデルで見つかったすべての
同一部材に適用されます。標準部材を使用しない場合は、値を省略します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_STD_PART_MODEL=C:\TeklaStructuresModels\StandardParts\

参照項目

全般的なナンバリング設定 (600 ページ)
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XS_STEEL1_TS_PAGE_9_EXTENSION

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

コンポーネント ページ 9 の内容のローカライズに使用されます。デフォルトで
は、標準のコンポーネント設定が使用されます。たとえば、米国の環境では、値 
_usimp を使用できます。

XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

コンポーネントページ 10 の内容(階段コンポーネントのカタログのステップ)のロ
ーカライズに使用されます。 デフォルトでは、コンポーネントの標準設定が使用
されます。

ステップ プロファイルは、環境固有の steps.dat ファイルから取得されます。

[階段 U 板] コンポーネント ダイアログ ボックスのカタログの踏み板/踏み板プロ
ファイル リストにプロファイルを表示するには、プロファイルの名前が、
\TeklaStructures\<version>\applications\stee11 フォルダーにある

環境固有の .inp ファイルにも記載されている必要があります。環境ごとにファ

イルが異なります: ts_page_10_australasia.inp、
ts_page_10_austria.inp、ts_page_10_china.inp など。たとえば、米国

の環境では、この詳細設定に値 _usimp を使用できます。

影響を受ける階段コンポーネントとオプションは、次のとおりです。

• 階段 (S71): [踏み板設定] タブ: カタログの踏み板

• 階段 (S82): [パラメータ] タブ:ステップ プロファイル

階段 S71 の場合、[カタログの踏み板]リストから踏み板プロファイルを選択できる
ようにするには、[ステップ部材タイプ]が[カタログの踏み板]に設定されている必
要があります。
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XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES

カテゴリ

ファイルディレクトリ

モデルデータベースのバックアップコピーの複数のバージョンを格納するには、こ
の詳細オプションを TRUEに設定します。デフォルト値は、FALSEです。

モデルを保存するたびに、.bakバックアップファイルの新しいコピーが作成され

ます。各バックアップファイルの名前には、ファイルの作成日時が含まれます。古
いファイルや不要なファイルを手動で削除する必要があります。

XS_SUPERSCRIPT_HEIGHT_FACTOR

カテゴリ

寸法: 一般

この詳細オプションを使用して、図面で使用される上付き文字のテキストの高さの
倍率を設定します。デフォルト値は、0.7です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例：

例の番号 詳細オプションの設定

0.7

1.5

0.5
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XS_SUPERSCRIPT_USED_IN_DRAWING_TEXTS

カテゴリ

寸法:一般

TRUEに設定すると、図面内のテキストの上付き文字表示が有効になり、FALSEに

設定すると無効になります。デフォルト値は、TRUEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR

カテゴリ:ナンバリング

マルチナンバーのマルチ図面番号と部材または製品番号の順序を定義します。以
下のオプションがあります。NONE、ASSEMBLIES、PARTS、および

ASSEMBLIES_AND_PARTSです。デフォルト値は、ASSEMBLIES_AND_PARTSで

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細オプションを PARTSに設定すると、部材のマルチナンバーは、a101 では

なく 101a の形式になります。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR

カテゴリ

ナンバリング

Tekla Structures の製品および部材マークに定義した頭マークがサフィックスに変
更されます (たとえば、A1 が 1A になります)。オプションとして、NONE、PARTS、
ASSEMBLIES、および ASSEMBLIES_AND_PARTS があります。デフォルト値は、

ASSEMBLIES_AND_PARTS です。

注 詳細設定 XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (79 ペー
ジ) と XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (324 ページ) は、詳
細設定 XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR より優先されます。
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XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING や 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING を使用する場合、

XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR は製品や部材の位置番号には影響を与えま

せん。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

SYMEDHOME

項目

[テンプレートとシンボル]
シンボルエディターのメッセージファイルの場所を指定します。デフォルト値は、
%XSBIN%です。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

XS_SYSTEM

カテゴリー: 既定のファイル

注 この詳細設定は管理者専用です。

これは、Tekla Structures システム フォルダーの場所を指します。システム フォル
ダーはデフォルト設定を定義するファイルを保存するために使用されます。これ
らには、標準、データ (.dat)、プロパティ ファイル、図面ファイル、テンプレー

ト ファイル、レポート ファイルなどが含まれています。

複数のシステム フォルダーの指定

複数のシステム フォルダーを指定できます。これにより、役割ごとに特定の設定
を定義できます。XS_SYSTEM でシステム フォルダーを指定する場合は、

env_<environment>.ini ファイルで定義されている役割オプションを使用し

て、役割を指定します。たとえば、XS_STEEL (\Steel)、XS_CONCRETE
(\Concrete)、XS_ENGINEERING (\Engineering) および XS_PRECAST
(\Precast) は、その役割に固有の設定を含むフォルダーを指定します。

env_<environment>.ini ファイルの鋼材役割オプションの例を次に示します。
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set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%
\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel
\model_settings\

XS_SYSTEM で複数のシステム フォルダーを指定するには、役割オプションを示す

オプションを入力し、セミコロンで区切ります。

例

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL
%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Tekla Structures では、フォルダーを右から左に検索します。同じ名前のファイルが
複数のフォルダーにある場合は、 後に読み取られたファイルが使用されます。上
の例では、common\system\ にある同じ名前のファイルや、 後のフォルダーの

前に示された他のフォルダーの代わりに、XS_STEEL で見つかったファイルが使用

されます。

これはシステム固有の詳細設定であり、変更することはできません。

1.19 詳細設定 - T

TEMPLATE_FONT_CONVERSION_FILE

カテゴリ テンプレートとシンボル

Tekla Structures システム フォント (テンプレート エディター フォント) 変換ファ
イル template_fonts.cnv の場所を指定します。デフォルトでは、パスは

%DXK_FONTPATH%\template_fonts.cnv、つまり、C:\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\\environments\common
\fonts\\template_fonts.cnv などです。DWG/DXF エクスポート時に、この

ファイルを使用して、Tekla Structures システム フォント (fixfont、romsim、
romsim8、romco) が Windows フォントにマッピングされます。

構文: <Template Editor font>= windows font [* width correction
factor]
例: romco = Times New Roman * 0.5
True Type フォントを SHX フォントに変換する別の変換ファイル
dxf_fonts.cnv もあります。詳細については、「」を参照してください。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。
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XS_TEMPLATE_DIRECTORY

カテゴリー: 既定のファイル

テンプレートファイル(*.tpl)とレポートファイル(*.rpt)が格納されるフォルダ

の場所を指定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

フォルダパスのセミコロン区切りリストを使用できます。

XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、環境ファイルから読み込まれます。通常、シ
ステム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザーは変更し
ないでください。

この詳細設定は、env_<environment_name>.ini 環境初期化ファイルで使用さ

れ、環境固有のテンプレート (.tpl) およびレポート (.rpt) の場所を定義します。

フォルダー パスのセミコロン区切りリストを使用できます。

管理者以外のユーザーは、詳細オプション XS_FIRM、XS_PROJECT、および

XS_TEMPLATE_DIRECTORYを使用してローカルフォルダを定義できます。

例

set XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM=%XSDATADIR%\environments\uk
\general\template\

参照項目

XS_TEMPLATE_DIRECTORY (423 ページ)

XS_FIRM (246 ページ)

XS_PROJECT (344 ページ)

XS_TEMPLATE_MARK_SUB_DIRECTORY

カテゴリ

ファイルディレクトリ

この詳細オプションを使用して、マークで使用するテンプレートを Tekla Structures
が検索するサブフォルダ名を変更します。マークにテンプレートを追加する際に、
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使用可能なテンプレートが[マーク内容 - テンプレート]ダイアログボックスに表示
されます。

デフォルトでは、markがこの詳細オプションの値です。別の名前で別のフォルダ

を作成し、そのフォルダにマークテンプレートを保存して、この詳細オプションの
値としてそのフォルダの名前を入力できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

他のフォルダの使用例:
XS_TEMPLATE_MARK_SUB_DIRECTORY=my_mark_tpl
この例では、次のフォルダ内のマークテンプレートが以下の順序で検索されます。

%XS_TEMPLATE_DIRECTORY%\ my_mark_tpl
ModelDir\my_mark_tpl
%XS_PROJECT%\ my_mark_tpl
%XS_FIRM%\ my_mark_tpl
%XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM%\ my_mark_tpl
%XS_SYSTEM%\ my_mark_tpl

参照項目

XS_TEXT_ORIENTATION_EPSILON

カテゴリ

図面プロパティ

ほとんど垂直に配置されているテキストまたは寸法マークテキストが、反対側を向
くように点を定義します。

デフォルト値は 0.1(5.72958 度)です。たとえば、テキストを 100 度(90 度から 10
度オフ)で変更(反転)する場合は、この詳細オプションを.175 に設定する必要があり
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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例

参照項目

XS_THICKNESS_PARAMETER_IS_CROSS_SECTION_
THICKNESS

カテゴリ

プロファイル

部材(フランジ、板、壁など)の厚さを測定する方法を定義します。FALSEに設定し

た場合、プロファイルの厚さパラメータは実際の厚さを定義します。TRUEに設定

した場合、厚さパラメータは断面の厚さ(部材が傾斜している場合は実際の厚さと
同じではありません)を定義します。

デフォルト値は、FALSEです。この値を使用することをお勧めします。

この変更は次のプロファイルタイプに適用されます。

• SPD

• EPD

• I

• RHS

• PD

• P
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XS_TPLED_INI

カテゴリ

既定のファイル

tpled.iniファイルの保存場所を定義します。

これは、システム固有の詳細オプションです。

例

..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\
\environments\default\template\settings\

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING

カテゴリ

図面プロパティ

図面で[図面オブジェクトの配置調整]コマンドの機能を微調整します。

この詳細オプションはデフォルトで TRUEに設定されており、[図面オブジェクト

の配置調整]コマンドが選択されたオブジェクトについて、現在の位置にできるだ
け近い新しい位置を見つけようとしていることを意味しています。現在位置が自
由位置の場合、オブジェクトはまったく移動しません。

この詳細オプションが FALSEに設定されている場合、[図面オブジェクトの配置調

整]コマンドは[現在位置を無視]コマンドと同様に動作します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションを使用して、鋼管の描画方法を定義します。

10 進数値に設定します。この値よりも肉厚の鋼管の内面と外面が個々に描画され
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 詳細設定 XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES を TRUE に設定している場

合、この詳細設定は無視されます。
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参照項目

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (429 ページ)

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細オプションは、次の増減係数を使用して、展開された鋼管を延長します。

係数= 1.0+2*XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS/直径

デフォルト値は、0.0 です。

注 詳細設定 XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES を TRUE に設定している場

合、この詳細設定は無視されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

チューブ d=219

詳細オプションを 0 に設定した場合、チューブの展開長(1.0*PI*直径)は 688 になり
ます。

詳細オプションを 10 に設定した場合、折梁展開チューブの長さ(係数*直径*PI)は、
(1.0 + 2*10/219) * 219 * 3.14 = 751 になります。

参照項目

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (429 ページ)

XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC

カテゴリ

CNC
展開された丸鋼管の NC ファイルヘッダーデータでプレートプロファイルタイプ
B を使用するには、この詳細オプションを TRUEに設定します。 丸鋼管で RO を使

用するには、FALSEに設定します。 デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定は、折れ梁の円形鋼管ではなく、直線の円形鋼管の場合にのみ機能し
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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警
告

この詳細オプションは、詳細オプション

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLESを TRUEに設定した場合にのみ使

用します。

参照項目

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (429 ページ)

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES

カテゴリ

図面プロパティ

丸鋼管の展開板の製品図または NC ファイルにカット孔を含めるには、TRUEに設

定します。

この詳細オプションは、デフォルトでは TRUEに設定されます。FALSEに設定する

と、以前の展開方法が適用されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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注 この詳細オプションを TRUEに設定した場合、詳細オプション

XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESSおよび

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESSは無視されます。

また、この詳細オプションを使用しても円錐鋼管に影響はありません。

参照項目

XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS (427 ページ)

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS (428 ページ)

XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC (428 ページ)

1.20 詳細設定 - U

XS_UEL_IMPORT_FOLDER

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。これはシステム
に固有です。

カスタム コンポーネントおよびスケッチ プロファイルからエクスポートされたす
べての .uel ファイルをフォルダーに集めて、新規モデルに自動的にインポートす

ることができます。この詳細設定を使用して、.uel ファイルが格納されているフ

ォルダーを指定します。目的のカスタム コンポーネントとスケッチ プロファイル
をこれらのフォルダーに手動でエクスポートする必要があることに注意してくだ
さい。

複数のフォルダーを指定するには、フォルダーをセミコロンで区切ります。例:

set XS_UEL_IMPORT_FOLDER=%XSDATADIR%\environments\default
\components_sketches\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches
\concrete\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches\steel
\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches\

この詳細設定を設定し (user.ini ファイル内が適当)、新規モデルを作成すると、

Tekla Structures は .uel ファイルを自動的にモデルにインポートします。

注 既存のモデルで使用されているカスタム コンポーネントおよび関連するスケ
ッチ プロファイルを取得するには、[アプリケーションとコンポーネント] カ
タログを通じて .uel ファイルをインポートします。.uel ファイルにスケッ

チ プロファイルしか含まれていない場合は、プロファイル カタログを通じて
インポートします。
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XS_UNDERLINE_AFTER_POSITION_NUMBER_IN_
HARDSTAMP

カテゴリ

CNC
ハードスタンプの部材位置(製品位置はなし)の後ろにアンダースコア(_)を付ける
には、詳細オプションを TRUEに設定します。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_FORMAT

カテゴリ

寸法: 折梁展開

0～7 の整数を入力して角度テキストの形式を定義します。デフォルト値は 1 で
す。次のいずれかの値を入力します。

• 0 = ###

• 1 = ###[.#]

• 2 = ###.#

• 3 = ###[.##]

• 4 = ###.##

• 5 = ###[.###]

• 6 = ###.###

• 7 = ### #/#

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_UNFOLDING_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細設定を FALSEに設定すると、部材の中立軸を使用して折梁展開ビューの

曲げ半径を計算します。この詳細設定を TRUEに設定すると、部材の内面から曲げ
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半径を計算します。デフォルト値は TRUE です。この詳細設定は、曲線折れ梁にの

み影響します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION (454 ページ)が TRUEに設

定されている場合、この詳細設定は機能しません。

注 この詳細オプションよりも、unfold_corner_ratios.inpの設定が優先さ

れます。

XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_PRECISION

カテゴリ

寸法:折梁展開

角度テキストの精度を定義します。 1～10 の整数を入力します。デフォルト値は
10 です。次のいずれかの値を入力します。

• 1 = 0.00

• 2 = 0.50

• 3 = 0.33

• 4 = 0.25

• 5 = 1/8

• 6 = 1/16

• 7 = 1/32

• 8 = 1/10

• 9 = 1/100

• 10 = 1/1000

値 1～4 は、丸めありで精度を定義するための値です。たとえば、精度 0.33 では、
実際の寸法が 50.40 の場合は 50.33 と表示されます。値 5～7 は、フィート・インチ
単位でのみ使用されます。値 8～10 は、丸めなしで精度を定義するために使用され
ます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_UNFOLDING_PLANE_EPSILON

カテゴリ

寸法:折梁展開

すべての断面点が同じ平面上にある場合のチェックの制限を指定します。 点が同
じ平面上にある場合は、部材を展開できます。 値をミリメートル単位で入力しま
す。デフォルト値は、0.01 mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_UNIQUE_NUMBERS

カテゴリ

ナンバリング

この詳細オプションを TRUE に設定すると、ナンバリング時に、同一部材を含め

て、すべての部材に一意な位置番号が作成されます。 デフォルト値は FALSE で
す。

参照項目

XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS (433 ページ)

XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS

カテゴリ

ナンバリング

TRUEに設定すると、ナンバリング時に、同一製品を含めて、すべての製品に一意

な位置番号が作成されます。

デフォルト値は FALSE です。

部材のナンバリングは従来の方法と変わりません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_UNIQUE_NUMBERS (433 ページ)
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XS_UPDATE_MARK_PLACING_IN_DRAWING

カテゴリ

マーク: 部材

特定の図面タイプに対し、更新されたマークの位置を更新します。 図面タイプを
指定するには、下の表に示す文字を使います。

文字 図面タイプ

W 単品図

A 製品図

M マルチ図

G 一般図

C キャストユニット図

デフォルト値は AMW であり、製品図、マルチ図、および単品図でマークの位置が
更新されることを意味します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

単品図、製品図、マルチ図、および一般図内で、更新された部材マークの位置を更
新するには、次のように設定します。

XS_UPDATE_MARK_PLACING_IN_DRAWING=WAMG

XS_UPDATE_MARKS_IN_FROZEN_DRAWINGS

カテゴリ

マーク: 一般]
この詳細オプションを TRUE に設定すると、新しい部材が追加された場合に、フリ

ーズされた図面内のマークが自動的に更新され、新しいマークが作成されます。 
FALSE に設定すると、部材とボルトだけが更新されます。 デフォルト値は TRUE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT

カテゴリ

マルチユーザー
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この詳細設定を使用して、Tekla Model Sharing と共有されている Tekla Structures モ
デルを、関連付けられた Trimble Connect フォルダー内のフォルダーにアップロー
ドするタイミングを選択します。共有モデルは、Tekla Structures および Trimble
Connect で使用できる読み取り専用の .tekla 参照モデルとしてこのフォルダー

にアップロードされます。

次のオプションがあります。

• BASELINE (デフォルト) = 共有モデルは、ユーザーが新しいベースラインを作

成するたびに、設定された Trimble Connect プロジェクト フォルダーに自動的に
アップロードされます。

• WRITEOUT = 共有モデルは、アウトが成功するたびに、設定された Trimble
Connect プロジェクト フォルダーに自動的にアップロードされます。

• <NO VALUE> = 共有モデルが、設定された Trimble Connect プロジェクト フォル

ダーにアップロードされることはありません。

Trimble Connect プロジェクト フォルダーへのパスは、

XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER (121 ページ) 詳細設定で設定されま

す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_UPSIDE_DOWN_TEXT_ALLOWED

カテゴリ:コンクリート詳細設計

この詳細設定を TRUE に設定すると、テキストの読み方向が部材の取り付け方向を

表します。方向の異なる類似した非対称な部材がある場合、一部の部材マークが上
下逆になる場合があります。この詳細設定を FALSE (デフォルト) に設定すると、

上下逆に作成される部材マークはなくなり、テキストの読み方向は取り付け方向を
表さなくなります。次の値に設定できます。

• CONCRETE、コンクリートのマークとテキストのみが上下逆に表示されます

• STEEL、鋼材のマークとテキストのみが上下逆に表示されます

• TIMBER、木材のマークとテキストのみが上下逆に表示されます

値の組み合わせをカンマで区切って使用することもできます。たとえば、

CONCRETE,STEEL のようにします。

この詳細オプションが TRUE に設定されている場合のマーク方向の例です。
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この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

マークによる部材方向の表示の詳細については、などを参照してください。

XS_USABSOLUTE_TO_RELATIVE_LIMIT

カテゴリ

寸法: 一般

初と 後の絶対寸法線が相対として表示される距離に適用されます。 デフォル
トでは、この詳細設定には値が設定されていません。

例

XS_USABSOLUTE_TO_RELATIVE_LIMIT=1000
この例の場合、 初と 後の寸法線が 1,000 mm 未満の場合、相対寸法に変更され
ます。 1,000 mm 以上の寸法線は、US 絶対寸法のままです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_USABSOLUTE2_TO_RELATIVE_LENGTH_FACTOR

カテゴリ

寸法: 一般

Tekla Structures は、US 絶体寸法 2 の寸法テキストに必要なスペースにこの値を掛
けます。 結果が実際の寸法よりも大きい場合は、寸法タイプが相対に変更されま
す。 デフォルト値は、1.5 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX

カテゴリ:ビュー（モデル）

この詳細設定を使用し、DirectX のレンダリングされたモデル ビューでアンチエイ
リアシングを使用するかどうかを制御します。アンチエイリアシングを使用する
と縁端線がなめらかになりますが、低解像度の画面では線が太く見えます。

デフォルトでは、この詳細設定は TRUE に設定されています。

XS_USE_ASSEMBLY_EXTREMA_IN_MARK_PLACING

カテゴリー - マーク: 一般

この詳細設定は、メイン部材の上ではなく製品の上に部材マークを配置する場合に
使用します。 まず、図面ビューフィルターを作成し、変数の値としてフィルター
の名前を入力します。 この詳細設定は、副部材ではなく、製品またはキャストユ
ニットのメイン部材にのみ使用できます。

次の例では、フィルター条件として部材名を使用しています。
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図面を(再)作成するとマークの配置が変更されます。次の図は、元の配置を示して
います。

次の図は、変更後の配置を示しています。
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サポートされるマーク配置タイプを次に示します。

XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR

カテゴリ:ナンバリング

製品/キャストユニットの番号を、対応する製品/キャストユニットのメイン部材の
番号にもする場合は、この詳細オプションを使用します。 次のいずれかのオプシ
ョンを使用します。

• 製品にメイン部材が 1 つ含まれているのか、複数の部材に含まれているのか関
係なく、部材番号を取得するには製品の部材ごとにこのオプションを空白のま
まにします。1 つの部材のみまたは複数の部材の例を参照するには、リンクを
クリックしてください。
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• MAIN_PARTに設定すると、製品またはキャストユニットのメイン部材に製品

番号またはキャストユニット番号が常に割り当てられます。他の部材が存在す
る場合、それらの部材には部材番号が使用されます。1 つの部材のみまたは複
数の部材の例を参照するには、リンクをクリックしてください。

• LOOSE_PARTに設定すると、他の部材がない製品またはキャストユニットのメ

イン部材に製品番号またはキャストユニット番号が割り当てられます。製品ま
たはキャストユニットに複数の部材がある場合、メイン部材に部材番号が付け
られます。1 つの部材のみまたは複数の部材の例を参照するには、リンクをク
リックしてください。

製品マーク頭文字により、部材マーク頭文字が置き換えられます。

注 部材と製品には互いに異なる頭マークを使用してください。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_USE_BOLT_DISTANCE_IN_NOTCH_CALCULATIONS
この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、ボルト間隔に基づいてノッチ高さの自

動計算が使用されます。これは、ジョイント 129 と 184 に影響します。

XS_USE_COLOR_DRAWINGS

カテゴリ

図面ビュー

Tekla Structures が起動されたときの、図面におけるデフォルトのカラー モードを変
更します。この詳細設定を FALSE に設定するか、値を省略すると、図面は白黒に

なります。GRAY に設定すると、グレイ スケール図面になります。図面で色を使用

するには、他の値 (COLOR、TRUE、1 など) に設定します。デフォルト値は TRUE
です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目
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XS_USE_CONVEX_PROTECT_AREA

カテゴリ

図面プロパティ

この詳細設定を TRUE に設定すると、部材の面に沿って保護領域がより正確に自動

計算されるようになり、曲線鋼管の断面の内側にも部材マークを配置できるように
なります。オブジェクトの実際の形状で保護領域を定義する場合は、FALSE に設

定します。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL

カテゴリ

図面プロパティ

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOLを使用して、開口部とピットの表示方法

や使用するシンボルを選択します。

デフォルト値は TRUEであり、十字が開口/ピットシンボルとして使用されること

を意味します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

値 説明

TRUE
これがデフ
ォルト設定
です。

次のように、開口部のシンボルにはクロスが使用されま
す。

ピットが部材の表側にある場合、次のようにピットシン
ボルと境界線は実線で表示されます。

ピットが部材の裏側にある場合、次のようにピットシン
ボルと境界線は破線で表示されます。
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値 説明

FALSE 次のように、開口部のシンボルには陰影が使用されま
す。

ピットが部材の表側にある場合、ピットシンボルは表示
されず、次のように境界線は実線で表示されます。

ピットが部材の裏側にある場合、ピットシンボルは表示
されず、次のように境界線は破線で表示されます。

XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES

カテゴリ:モデル ビュー

この詳細設定を使用して、部材の陰線を DirectX レンダリング モデル ビューに表
示するかどうかを制御します。デフォルト値は、TRUE です。

XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES が TRUE に設定されている場合、Tekla
Structures の透明な DirectX レンダリング モデルでは、別の部材の背後に隠れてい
る部材の縁端線が表示されます。さらに、Tekla Structures のパフォーマンスが向上
します。

XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES が FALSE に設定されている場合、Tekla
Structures に陰線は表示されず、パフォーマンス上の効果はなくなります。

Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映させます。
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XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_FILE_NAME

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細オプションを TRUE に設定すると、印刷時に、図面名に含まれるドットが

プロット ファイル名でアンダースコアに変換 (例: B.1 から B_1) されなくなりま
す。 デフォルト値は FALSE です。

XS_USE_DYNAMIC_ROW_WIDTH_IN_TEMPLATES

カテゴリ

この詳細オプションは、初期化(ini)ファイルでのみ使用できます。

この詳細設定はレポート テンプレートでは機能しません。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、さまざまな図面サイズに応じた図面枠

など、内容に合わせてテンプレートの行の幅が動的に調整されます。内容は常に右
側に配置する必要があります。この詳細オプションを FALSEに設定すると、テン

プレートの行の自動調整は使用されません。

デフォルト値は FALSE です。
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注 この機能は、図面の部材マークテンプレートでは使用できません。

XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_TITLE

カテゴリ

印刷
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.pdf ファイルや Windows プリンターに出力するときなどに、図面名を印刷タイト

ルとして使用する場合は、この詳細オプションを TRUE に設定します。 Tekla
Structures の通常の印刷タイトル ("Tekla Structures drawing - A [T.100]" など) を使用
する場合は、FALSE に設定します。 デフォルト値は TRUE です。

これにより、Windows プリンターダイアログボックスおよび pdf ファイル名で、以
下の詳細オプションで定義した図面の印刷ファイル名が使用されるようになりま
す。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A (200 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C (204 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W (201 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G (202 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M (203 ページ)

XS_USE_EIGHT_COLORS_IN_MODELING_VIEWS
..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UserSettings にある user.ini ファイルで、この詳細設定を設

定します。

モデル ビューで追加の色を無効にするには、 TRUE に設定します。デフォルト値

は、FALSE です。 FALSE.

XS_USE_EXACT_SOLID_FOR_CLASH_CHECK

カテゴリ

ソリッド設定

この詳細オプションを FALSE(デフォルト)に設定すると、干渉チェックで通常のソ

リッド精度が使用されます。干渉チェックで高いソリッド精度を使用する必要が
ある場合は、この詳細オプションを TRUEに設定します。この詳細オプションは、

モデル固有です。

警
告

高精度を使用すると、つまり、この詳細オプションを TRUEに設定すると、

干渉チェック処理は遅くなり、ソリッドエラーが発生するリスクが高くなり
ます。
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XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_
ASSEMBLY_DRAWINGS

カテゴリ

製品図の単品ビュー

製品図で新しいビューを作成するか、既存の単品図のビューを使用するかを指定で
きます。 この詳細オプションを TRUE に設定すると、既存の単品図ビューが製品図

で使用されます。 FALSE に設定するか、または特定の部材の既存の単品図が存在

しない場合、[単品のプロパティ] 設定 ( [製品図プロパティ] --> [レイアウト] --> [そ
の他] ) に応じて新しいビューが作成されます。 デフォルト値は FALSE です。

注 この設定は製品図でのみ機能します。マルチ図では機能しません。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE

カテゴリー: 製品図の単品ビュー

製品図に含まれている既存の単品図の縮尺を維持したくない場合は、詳細設定

XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALEを FALSEに設定します。

これを実行すると、製品図に含まれている単品図の縮尺は、製品図の縮尺に従う
か、または詳細設定 XS_SINGLE_SCALE (406 ページ)が設定されていればそれ

に従います。

レイアウトに単品図を含むよう設定すると、Tekla Structures は製品図に含まれてい
る単品図の下の縮尺を維持し、オプション
XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
(446 ページ)を TRUEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_FLAT_DESIGNATION

カテゴリ

板・フラットバー
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この詳細オプションを TRUE に設定すると、平鋼の呼び寸法が使用されます。 この

詳細オプションを無効にするには、FALSE に設定します。 デフォルト値は FALSE
です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_LINECLIP

カテゴリ: 印刷

この詳細設定を TRUE に設定すると、図面の印刷出力 (用紙または .pdf) でオブジ

ェクトと重なる連続した線をクリッピングできます。 FALSE に設定すると、連続

した線 (たとえば、テキストまたは図面マークを貫通する線) が表示されます。 デ
フォルト値は TRUE です。

XS_USE_LINECLIP が TRUE に設定されている場合:

XS_USE_LINECLIP が FALSE に設定されている場合:

この設定は以前からの印刷機能 (XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG=TRUE) を使用して

印刷された図面にのみ影響し、それは Tekla Structures で図面に表示されるものと完
全には一致しないことに注意してください。 XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG が 
FALSE (デフォルト) に設定されている場合、XS_USE_LINECLIP は無効であり、

線は図面でも印刷出力でも同じように分割されます。

この場合、画面では図面の線は下のように分割されます。

これは下のように印刷されます。
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この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_USE_LONG_POINTS_IN_DIMENSIONING

カテゴリ

寸法: 部材

製品や単品図の部材の寸法を設定して、切り込みが考慮されないようにする必要が
ある場合があります。たとえば、運送時に必要となるスペースを推測する場合など
です。

この詳細オプションを TRUEに設定すると、全体の寸法が長い端までで計算されま

す。FALSEに設定すると、全体の寸法がノッチの端までで計算されます。デフォ

ルト値は FALSEです。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

以下の例では、上側の寸法(赤色)は、この詳細オプションを TRUEに設定した場合

を示し、下側の寸法(緑色)は FALSEに設定した場合を示します。

警告 この詳細オプションを使用しても、BOM、レポート、または CNC の部材の
長さには影響がありません。

詳細設定のリファレンス 448 詳細設定 - U



XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR

カテゴリ:ナンバリング

この変数を使用すると、部材と製品のナンバリングに使用する頭マークをマルチ図
面番号でも使用できるようになります。次のいずれかのオプションを入力できま
す。NONE、ASSEMBLIES、PARTS、および ASSEMBLIES_AND_PARTSです。デフ

ォルト値は、ASSEMBLIES_AND_PARTSです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細オプションを PARTSに設定すると、部材のマルチナンバーは 101Paの形

式になります。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR (305 ページ)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR

カテゴリ:ナンバリング

マルチナンバリングを製品、部材、または製品と部材の両方に適用するかどうかを
定義します。マルチナンバリングを使用するには、部材と製品のナンバリングが図
面番号に基づいている必要があります。

次のオプションがあります。

• NONE:マルチ図にリンクされても、製品および部材にマルチナンバリングは適

用されません。

• ASSEMBLIES:製品にはマルチナンバリングが適用されますが、部材には適用さ

れません。これは、米国フィート・インチ環境の鋼材のデフォルト設定です。

• PARTS:部材にのみマルチナンバリングが適用されます。一般的に、製品の図面

は 1 枚の用紙に 1 つずつ作成し、部材はプレートや角度などでグループ化され
た大きな収集用紙で処理する場合に、このオプションを使用します。

• ASSEMBLIES_AND_PARTS:製品と部材の両方にマルチナンバリングが適用さ

れますが、その方法は進捗や他の設定によって決まります。

デフォルト値は、ASSEMBLIES_AND_PARTSです。
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警告 プロジェクトの途中で値を変更しないでください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS (307 ページ)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS (450 ペー
ジ)

XS_USE_NUMERIC_MULTI_NUMBERS_FOR (452 ページ)

XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR (305 ページ)

XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR (449 ページ)

XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR (421 ページ)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (323 ページ)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (77 ページ)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (100 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (470 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (469 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (303 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (302 ページ)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_WHEN_COPYING_DRAWING_
VIEWS

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を TRUEに設定すると、図面ビューをコピーするときにマルチナンバ

リングが使用されます。マルチナンバリングを使用しない場合は、オプションを

FALSEに設定します。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)
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XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION

カテゴリ

板・フラットバー

この詳細オプションを使用すると、部材の幅が長さよりも長い場合に幅と長さを切
り替えるかを制御することができます。 以下のオプションがあります。

• オプションは使用されません。値を空白または FALSE に設定します。

• オプションは鉄骨部材にのみ使用されます。値を FOR_STEEL_PARTS_ONLY
に設定します。

• オプションはすべての部材に使用されます。値を TRUE に設定します。このオ

プションは、値が上記の他のオプションに一致しない、何か他の値に設定され
ている場合にも使用されます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

例

プロファイル BL15*240 の梁で、梁の端点間の距離が 215 mm に変更される:

• XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION を使用すると、梁の長さは 240 に修正さ

れ、梁プロファイルは BL15*215 に変更される。

• XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION を使用しない場合、梁の長さは 215 で、

プロファイルは BL15*240 のままです。

XS_USE_NEW_WELD_PLACING

カテゴリ

溶接

図面で溶接を設定した場合、この詳細オプションはどの図面ビュー (正面、上面、
背面､下面) で溶接が描かれるかに影響を与えます。

• この詳細設定を TRUE に設定すると、副部材 (デフォルト) の表示に も適した

ビューに溶接が Tekla Structures により描画されます。

• この詳細設定を FALSE に設定すると、Tekla Structures によりメイン部材に従っ

てビューが選択されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目
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XS_USE_NEW_USNOTCH

カテゴリ

コンポーネント

メイン梁のフランジの上または下のどちらにノッチの水平カットを配置するかを
示します。デフォルト値は、TRUEです。US スタイルのノッチを使用しない場合

は、この詳細オプションを FALSEに設定します。

以下のノッチオプションと組み合わせて使用してください。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_NUMBER_SELECTED_FOR_DRAWING_CREATION_
AND_UPDATE

カテゴリ: ナンバリング

図面の作成時にナンバリングが 新でない場合、Tekla Structures によりモデルのナ
ンバリングを実行するように求められます。

この詳細設定を TRUEに設定すると、選択した部材(または選択した図面のメイン

部材)と同じマークシリーズを使用する製品または部材だけがナンバリングされま
す。

TRUEに設定した場合、この詳細設定は、 [図面とレポート] --> [選択されたオブジ

ェクトのナンバーシリーズ] をクリックした場合と同じように機能します。デフォ
ルト値は TRUEです。

この詳細設定を FALSEに設定すると、Tekla Structures によりモデル全体がナンバ

リングされます。これは、 [図面とレポート] --> [ナンバリング] --> [変更部分のナ
ンバリングを実行する] をクリックした場合と同じです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_USE_NUMERIC_MULTI_NUMBERS_FOR

カテゴリ: ナンバリング

どのオブジェクトにマルチマークの数値を指定するかを定義します。 次のオプシ
ョンがあります。

• ASSEMBLIES
• PARTS
• ASSEMBLIES_AND_PARTS
• NONE
この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

この詳細設定を PARTSに設定した場合、Tekla Structures が部材マルチマークを

101/a の代わりに 101/1 のように表示します。

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

以前の図面機能と以前の図面ビュープロパティのダイアログボックスおよびサブ
ダイアログボックスを使用する場合は、詳細設定

XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS to TRUEを設定します。この以前

のアプローチでは、新しいビューレベルのアプローチのようにビューごとに別々で
はなく、図面レベルとビューレビューの両方で図面オブジェクトプロパティを定義
できます。ビューレベルの寸法内容のルールはサポートされません。

デフォルトでは、この詳細設定は使用しません。

値を変更する場所は、会社やプロジェクトのサイズ、および特定の企業レベルの設
定を統一する必要があるレベルによって異なります。たとえば、現在のモデルフォ
ルダにある options.iniファイルでこの詳細設定を TRUEに設定するか、会社独

自の company.iniファイル、会社独自の role.iniファイル、または企業フォ

ルダやプロジェクトフォルダにある options.iniフォルダを使用することがで

きます。

Trimble Solutions では、以前の機能とダイアログボックスの保守は行っていません。
つまり、カスタム表示や自動ビューレベルプロパティなどの新機能は以前のダイア
ログボックスでは使用できません。
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XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

古い DWG/DXF エクスポートを使用する場合は、.ini ファイルで詳細設定 
XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT を TRUE に設定します。 この詳細設定はデフォ

ルトで、FALSE に設定されています。

古いエクスポートの使用手順については、を参照してください。

XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG

カテゴリ:図面プロパティ

デフォルトでは、[図面リスト] ではなく [ドキュメント管理] が有効になっていま
す。以前のバージョンの Tekla Structures で [図面リスト] を起動するすべてのコマ
ンドおよびボタンは、2018i 以降のバージョンではドキュメント管理を起動します。
以前の [図面リスト] を有効にするには、この詳細設定を TRUE に設定します。この

操作を行うと、[ドキュメント管理] が無効になります。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。

ドキュメント管理の詳細については、「」を参照してください。

[図面リスト] の詳細については、「」を参照してください。

XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG

カテゴリ

印刷

印刷時に[プリンターカタログ]と Tekla Structures 独自のプリンターインスタンス
を使用する場合は、この詳細設定を TRUEに設定します。

デフォルト値は FALSEです。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION

カテゴリ

寸法: 折梁展開

この詳細オプションを TRUEに設定すると、展開を考慮せずに直線部材の長さが合

計される古い方法を使用して折れ梁の長さが計算されます。FALSE (デフォルト)
に設定し、新しい方法を使用すると、 初に折れ梁を展開してから長さを計算する
ことによって折れ梁の長さが定義されます。この計算方法により、より正確なポリ
ビームの長さが得られます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

注 特に曲線状の角処理があるポリビームの場合は、常に長さが正しく報告される
とは限らないため、この詳細オプションは使用しないことをお勧めします。

注 この詳細設定を有効にした場合、ポリビームの長さを計算する他の方法は、
Tekla Structures によって使用されません。たとえば、

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE、
XS_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS、または

unfold_corner_ratios.inpファイルの折梁展開パラメータ設定などは

使用されません。

参照項目

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE (97 ページ)

XS_USE_ONLY_INCHES_IN_SHEET_SIZES

カテゴリ

フィート・インチ単位

この詳細オプションを TRUEに設定すると、レイアウトおよび図面リストの用紙サ

イズがインチ単位になります。用紙サイズにフィート・インチ単位を使用する場合
は、FALSE (デフォルト)に設定します。

この詳細オプションを機能させるには、詳細オプション XS_IMPERIALと

XS_IMPERIAL_INPUTを TRUEに設定します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_USE_ONLY_INCHES_IN_WELD_LENGTH

カテゴリ

インペリアル単位

この詳細オプションを TRUEに設定すると、溶接長記号にインチだけが表示されま

す。このようにしない場合は、この詳細オプションを FALSEに設定します。この

詳細設定は、フィート・インチ単位が使用されている場合にのみ機能します。デフ
ォルト値は TRUE です。

インチのみを表示した場合、たとえば 1 フィート 2 インチではなく 14 インチと表
示されます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER

カテゴリ

コンクリート詳細設計

公称径は、鉄筋の断面積の計算に使用される径です。実際の径ではリブが考慮さ
れ、鉄筋が通る も小さい孔径が示されます。

公称径と実際の径に使用する値は、rebar_database.inpで定義します。このフ

ァイルは、\<environment>\profilの環境フォルダにあります。

この詳細オプションを TRUE に設定すると、公称径が使用されます。 実際の径を使

用するには、この詳細オプションを FALSE に設定します。 デフォルト値は FALSE
です。

この詳細オプションが FALSEに設定されている場合、Tekla Structures バージョン

18 よりも前のバージョンで作成されたモデルを開くと、鉄筋の中心線が所定の位
置に維持され、コンクリートかぶり厚が小さくなります。鉄筋のすべての曲げ寸法
が大きくなります。この問題を解決するには、この詳細オプションを TRUEに設定

するか、すべての鉄筋のコンクリートかぶり厚を適切な値に変更します。

鉄筋をユニテックデータにエクスポートするときは、公称径と実際の径のどちらを
エクスポートするかを選択できます。 他のエクスポート(BVBS など)では、この詳
細オプションに関係なく、エクスポートされた定義で常に公称径が使用されます。

警
告

プロジェクトの途中でこのオプションを変更しないでください。

この詳細オプションを変更すると、モデリングされた鉄筋も変更されます。
実際の径を使用すると、モデル内の鉄筋が太くなります。 太くなった鉄筋に
対応するために、コンクリートかぶり厚も自動的に変更されます。 このオプ
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ションを変更した場合、次回の再起動後にコンクリートかぶり厚の値が変更
されます。

この詳細設定は、役割固有です。タイプ [SYSTEM(ROLE)] を使用している場合、
デフォルト値が使用されます。タイプ [MODEL(ROLE)] または
[DRAWING(ROLE)] を使用している場合、値を変更できます。値は、現在のモデ
ルのすべてのユーザーに対して同じになります。

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES

カテゴリ

図面プロパティ

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES を使用すると、部材の境界に位

置する開口部に開口シンボルを使用するかどうかを選択できます。

値 説明

TRUE 開口シンボルは、部材の境界に位置
する開口部に使用されます。 使用
されるシンボルは、詳細設定 
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_S
YMBOL の設定により決まります。
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値 説明

FALSE
これがデフォルト設定です。

開口シンボルは、部材の境界に配置
されている開口部では使用されませ
ん。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (441 ページ)

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES

カテゴリ

図面プロパティ

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES を使用すると、部材の角に位置

する開口部に開口シンボルを使用するかどうかを選択できます。

値 説明

TRUE 開口シンボルは、部材の角に位置す
る開口部に使用されます。 使用さ
れるシンボルは、詳細設定 
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_S
YMBOL の設定により決まります。
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値 説明

FALSE
これがデフォルト設定です。

開口シンボルは、部材の角に配置さ
れている開口部では使用されませ
ん。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (441 ページ)

XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING

カテゴリ

寸法: 部材

この詳細設定を TRUEに設定すると、モデル内のプレートの位置に応じてプレート

の位置寸法が決定されます。プレートが作業平面の下部に配置されると、Tekla
Structures により位置寸法はプレートの上面に配置されます。デフォルト値は 
FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_POINT_AS_SEPARATOR_IN_PROFILE_NAME

カテゴリ

プロファイル

この詳細オプションを TRUEに設定すると、ピリオド(.)が小数点記号ではなく、パ

ラメトリックプロファイル名の区切り文字として使用されます。これにより、US
フィート・インチ環境で使用できる区切り文字の数が増えます。デフォルト値は、
FALSEです。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_USE_RECESS_SYMBOL_FOR_BORDER_AND_CORNER_
RECESSES

カテゴリー: 図面プロパティ

XS_USE_RECESS_SYMBOL_FOR_BORDER_AND_CORNER_RECESSES を使用する

と、角および境界のへこみでピット シンボルを使用するかどうかを選択できます。
デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

値 説明

TRUE ピット シンボルは、部材の境界または角
に位置するへこみに使用されます。 使
用されるシンボルは、詳細設定 
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMB
OL の設定により決まります。

FALSE ピット シンボルは、部材の角または境界
に配置されたへこみには使用されませ
ん。

参照項目

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (441 ページ)

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES (457 ページ)

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES (458 ページ)
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XS_USE_REPAIR_NUMBERING_INSTEAD_OF_NUMBERING

カテゴリー: ナンバリング

この詳細設定を TRUEに設定すると、Tekla Structures でナンバリングの際に自動的

に修復も行われます。

この詳細設定を TRUEに設定した場合:

• [変更部分のナンバリングを実行する]コマンドを実行すると、[ナンバリングの
エラーチェックと修復: すべて]コマンドを実行した場合と同じ結果になりま
す。

• [選択オブジェクトのシリーズのナンバリング]コマンドを実行すると、[ナンバ
リングのエラーチェックと修復: 選択オブジェクトのシリーズ]コマンドを実行
した場合と同じ結果になります。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_ROUND_MAIN_PART_COORDINATES_FOR_
SECONDARY_PART_ANGLE

カテゴリ

寸法: 部材

TRUEに設定すると、メイン部材プロファイルが丸または丸鋼管の場合に、副部材

の斜め寸法および角度寸法でメイン部材の方向のいずれかが使用されます。デフ
ォルト値は TRUE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_SCREW_POINT_ELEVATION_DIM

カテゴリ

[寸法: ボルト

この詳細オプションを TRUEに設定すると、隣接部材の作業点に対して柱のエレベ

ーション寸法が表示されます。FALSE に設定すると、柱の端部にエレベーション
寸法が表示されます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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例

値が TRUEに設定されている場合の例:

値が FALSEに設定されている場合の例:

XS_USE_SMALLER_GUSSET_PLATE

カテゴリ

コンポーネント

この詳細オプションを TRUE に設定すると、ガセット ジョイントで作成される四角

形のガセット プレートのサイズが 小化されます。 単一のブレーシングと、副部
材の中心を基準として寸法が設定されている副ボルトを使用することによって、よ
り小さいサイズのガセット プレートを生成できます。メイン部材が斜材の間にあ
る場合は、三角ガセット プレートが生成されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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XS_USE_SMART_PAN

カテゴリ:図面ビュー

この詳細設定を TRUEに設定すると、図面でのズームおよびパンを 適化できま

す。 適化を使用するとチェッカーボードに不要な影響を及ぼす場合があるため、
デフォルトでは、この詳細設定は FALSEに設定されています。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

新しい設定を有効にするには、値を変更した後で Tekla Structures を再起動します。

XS_USE_SMOOTH_LINES

カテゴリ

モデルビュー

この詳細設定を TRUE に設定すると、モデル ビューでの縁のぎざぎざがアンチエイ

リアシングによって 小限に抑えられます。 この詳細オプションを使用する前
に、ディスプレイ アダプターでアンチエイリアシングがサポートされていること
をチェックしてください。 この詳細オプションは OpenGL レンダリングでのみサ
ポートされています。

デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_USE_SOFTWARE_RENDERING

カテゴリ

モデルビュー

この詳細設定を TRUEに設定すると、モデルビューでグラフィックアダプタがバイ

パスされます。この詳細設定は、表示に問題がある場合に使用します(ラインが正
しく作画されない場合など)。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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XS_USE_SPECIAL_FILLER_PLATE_THICKNESS

カテゴリ

プロファイル

この詳細オプションを TRUE に設定すると、シム プレート厚が日本規格に適合しま

す。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_TUBE_INNER_LENGTH_IN_DIMENSIONING

カテゴリ

寸法: 部材

TRUE に設定すると、チューブ プロファイルの全体の長さが、外面ではなく内面を

基準として寸法設定されます。 デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_UP_DOWN_SIGN_INDICATOR_FOR_ANGLE_IN_UNFOLDING

カテゴリ:寸法: 折梁展開

この詳細設定を TRUE に設定すると、展開単品図で角度寸法の正または負の角度値

の代わりに、上および下というテキストが表示されます。FALSE がデフォルト値

です。

この詳細設定を TRUE に設定すると、詳細設定 
XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_DIMENSIONING で指定した

テキストが省略されます。
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この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING (169 ページ)

XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING (170 ページ)

XS_USE_USABSOLUTE_ARROW_TYPE_FOR_ABSOLUTE_
DIMENSIONS

カテゴリ

寸法:一般

この詳細オプションを TRUEに設定すると、通常の絶対寸法に矢印図形 US 絶対寸

法も使用できます。デフォルト値は、FALSEです。

矢印図形は、[寸法記号プロパティ]ダイアログボックスの[表示設定]タブにある[絶
対寸法]リストから選択できます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT

カテゴリ

[コンクリート詳細設計]
この詳細設定を TRUEに設定すると、[鉄筋の形状管理]で Lと WEIGHTの各フィー

ルドの式を使用して鉄筋の長さと重量が計算されます。

この詳細設定を FALSEに設定すると、鉄筋の中心線に基づいて長さと重量が自動

的に計算されます。 デフォルト値は FALSE です。

詳細設定のリファレンス 465 詳細設定 - U



[鉄筋の形状管理]から長さと重量を読み込むには、

XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULESも TRUEに設定する必要がありま

す。

注 この設定はレポートにのみ影響します。この詳細設定を TRUEに設定し、[鉄
筋の形状管理]で長さと重量の式を定義していない場合、レポートには値ゼロ
(0)が表示されます。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES (466 ページ)

XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES

カテゴリ

コンクリート詳細設計

この詳細設定では、[鉄筋の形状管理]を使用して作成され、
RebarShapeRules.xmlファイルに保存されている曲げ形状定義に従って、鉄筋

の曲げ形状を認識するかどうかを定義します。

デフォルトでは、この詳細オプションは TRUEに設定されています。これは、曲げ

形状の認識で、RebarShapeRules.xmlファイルに保存されている鉄筋形状が使

用されることを意味します。

この詳細設定を FALSEに設定し、[鉄筋の形状管理]での定義を使用しない場合、

代わりに rebar_schedule_config.inpでの定義が使用されます。この詳細オ

プションを TRUEに設定し、[鉄筋の形状管理]を使用することをお勧めします。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_USE_VERTICAL_PLACING_FOR_COLUMNS_IN

カテゴリ:図面プロパティ

単品図、製品図、およびキャスト ユニット図で柱を垂直に配置するために使用し
ます。次のオプションを使用して、柱を垂直に配置する必要がある図面のタイプを
指定します。

• ASSEMBLY_DRAWINGS - 製品図およびキャスト ユニット図のみ

• SINGLE_PART_DRAWINGS - 単品図のみ
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• ASSEMBLY_AND_SINGLE_PART_DRAWINGS - 単品図、製品図、キャストユニ

ット図

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XSUSERDATADIR

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。

この詳細設定はシステム固有であり、teklastructures.ini から読み込まれま

す。通常、システム固有の設定を変更する必要はありません。管理者以外のユーザ
ーは変更しないでください。

例

set XSUSERDATADIR=%LOCALAPPDATA%\Tekla Structures\<version
number>.たとえば、Windows 7 では、これは C:\Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings となりま

す。

XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE

カテゴリ

マーク: ボルト

ユーザー定義ボルトシンボルテーブルのファイルの場所を定義します。たとえば、
bolt_symbol_table.txtと入力します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_USER_DEFINED_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATORS

カテゴリ

プロファイル

この詳細オプションを使用して、パラメトリックプロファイルの名前で寸法を区切
るための追加の区切り文字を定義します。 区切り文字は、複数の文字で構成でき
ます。
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値はカンマで区切ります(たとえば、GA,ABC)。

警
告

名前付けでは、次の規則に従います。

• 区切り名には、大文字を使用する。

• 区切り名に数字、カンマ、または特殊文字は入力しない。

• 区切り名はハイフン（-）またはピリオド（.）で開始しない。

• インペリアル単位を使用する場合、区切り名をインチ区切り文字
（"、'、/）で開始しない。

これらの文字の他に、Tekla Structures は標準の区切り文字 X、*、-、および/と、詳
細オプション XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR (321 ページ)で定義され
た文字とを常に認識します。

XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY

カテゴリ

この詳細設定は初期化 (.ini) ファイルで設定する必要があります。これはシステム
固有です。

この詳細オプションは、Windows のシステムプロパティで Windows の環境変数と
して設定されます。

user.iniファイルと options.binファイルが格納されているフォルダのパス。

デフォルト値は、%XSUSERDATADIR%\UserSettings\です。

参照項目

XSUSERDATADIR (467 ページ)

1.21 詳細設定 - V

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_
NUMBERS

カテゴリ

ナンバリング

製品ファミリー位置番号の有効文字を指定します。 この詳細オプションで、すべ
ての有効な文字を指定する必要があります。 デフォルトでは、文字 A～Z が有効で
す。
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たとえば、O や 0 と混同しやすいため D を使用しないとします。この場合、文字
A～Z を入力しますが、D は省略します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (75 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER

カテゴリ

ナンバリング

製品ファミリー番号修飾子の有効文字を指定します。 この詳細オプションで、す
べての有効な文字を指定する必要があります。 デフォルトでは、文字 A～Z が有効
です。

たとえば、O や 0 と混同しやすいため D を使用しないとします。この場合、文字
A～Z を入力しますが、D は省略します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER=GHJKL

参照項目

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (75 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS

カテゴリ:ナンバリング

製品のマルチナンバーで有効な文字を指定します。 この詳細オプションで、すべ
ての有効な文字を指定する必要があります。 デフォルトでは、文字 A～Z が有効で
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS=ABEG

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)
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XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (77 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (302 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (470 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS

カテゴリ

ナンバリング

製品位置番号の有効文字を指定します。 すべての有効文字を入力します(例:
ABEG)。 デフォルトでは、文字 A～Z が有効です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (79 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS

カテゴリ:ナンバリング

部材のマルチナンバーで有効な文字を指定します。 この詳細オプションで、すべ
ての有効な文字を指定する必要があります。 デフォルトでは、文字 a～z が有効で
す。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS=abeg

参照項目

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (449 ページ)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (323 ページ)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (303 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (469 ページ)
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XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSITION_NUMBERS

カテゴリ

ナンバリング

部材の位置番号で有効な文字を指定します。 すべての有効文字を入力します。 た
とえば、ABEG と入力します。 デフォルトでは、文字 A～Z が有効です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (324 ページ)

XS_VALID_CHARS_FOR_REBAR_SUB_ID_WITH_LETTERS

カテゴリ:ナンバリング

この詳細設定を使用して、SUB_ID_WITH_LETTERS (571 ページ) により表示され
る鉄筋 ID に有効な文字を定義します。すべての有効な文字を入力します (例:
ABEG)。デフォルトでは、文字 A ～ Z が有効です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(360 ページ)

XS_VIEW_DIM_LINE_COLOR

カテゴリ

モデルビュー

モデルビューの寸法線の色を変更する場合に使用します。色は、RGB 値で定義し
ます。

<value for red> <value for green> <value for blue>.

値はスペースで区切ります。0～1 の範囲で値を定義します。デフォルト値は 1.0
0.0 1.0です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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例

RGBíl êF
1.0 1.0 1.0 îí
1.0 0.0 0.0 ê‘
0.0 1.0 0.0 óŒ
0.0 0.0 1.0 ê¬
1.0 1.0 0.0 â©

XS_VIEW_DIM_TEXT_COLOR

カテゴリ

モデルビュー

モデルビューの寸法テキストの色を変更する場合に使用します。色は、RGB 値で
定義します。

<value for red> <value for green> <value for blue>.

値はスペースで区切ります。0～1 の範囲で値を定義します。デフォルト値は 0.0
0.0 0.0です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

RGB 値 色

1.0 1.0 1.0 白

1.0 0.0 0.0 赤

0.0 1.0 0.0 緑

0.0 0.0 1.0 青

1.0 1.0 0.0 黄

XS_VIEW_FAST_BOLT_COLOR

カテゴリ

モデルビュー

表示オプション[高速]を使用している場合のモデルビューにおけるボルトの色を
定義する場合に使用します。色は、RGB(赤、緑、青)値で定義します。値の範囲は
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0～1です。数値はスペースで区切ります。デフォルトの色は白(1.0 1.0 1.0)
です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

色を黒に変更するには、0.0 0.0 0.0と入力します。

XS_VIEW_FREE_MEASURE_PLANE

カテゴリ

モデルビュー

斜め寸法の結果が表示される平面を定義します。ローカル座標系と全体座標系に
距離を表示することができます。

VIEW、WORK、BOTHおよびを指定できます。デフォルト値は VIEWです。

注 この詳細オプションを BOTHに設定した場合、両方の値が同じであるときは、

1 つの値のみが表示されます。

例

次の例では、この詳細オプションが BOTHに設定されています。
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XS_VIEW_HEIGHT
..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UserSettings にある user.ini ファイルで、この詳細設定を設

定します。

モデル ビューのデフォルトの高さを定義します。値はピクセル単位で入力しま
す。

参照項目

XS_VIEW_WIDTH (475 ページ)

XS_VIEW_PART_LABEL_COLOR

カテゴリ

モデルビュー

モデルビューの部材マークの色を変更する場合に使用します。色は、RGB 値で定
義します。

<value for red> <value for green> <value for blue>.

値はスペースで区切ります。0～1 の範囲で値を定義します。デフォルト値は 0.0
0.0 0.0 (黒)です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

例

RGB 値 色

1.0 1.0 1.0 白

1.0 0.0 0.0 赤

0.0 1.0 0.0 緑

0.0 0.0 1.0 青

1.0 1.0 0.0 黄

XS_VIEW_POSITION_X

カテゴリ

モデルビュー
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ビューウィンドウのデフォルトの水平位置を定義します。Tekla Structures または
クライアントウィンドウの左上隅が原点になります。位置をピクセル単位で入力
します。デフォルト値は、10です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_VIEW_POSITION_Y

カテゴリ

モデルビュー

ビューウィンドウのデフォルトの垂直位置を定義します。Tekla Structures または
クライアントウィンドウの左上隅が原点になります。位置をピクセル単位で入力
します。デフォルト値は、10です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_VIEW_TITLE_FONT

カテゴリ

ビュー（図面）

ビュー方向マークのフォントを指定します。 デフォルト値は、Arial です。 この詳
細オプションが設定されていない場合、XS_DEFAULT_FONT に指定されているフ

ォントが使用されます。

ヒン
ト

ビュー ラベルのフォントを変更する場合は、 [ビュー プロパティ] --> [マ
ーク内容] に移動し、フォントを変更します。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)

XS_VIEW_WIDTH
..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UserSettings にある user.ini ファイルで、この詳細設定を設

定します。

モデル ビューのデフォルトの幅を定義します。値はピクセル単位で入力します。
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参照項目

XS_VIEW_HEIGHT (473 ページ)

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_ANOTHER_VIEWS

カテゴリ

図面ビュー

選択したビューのビュー境界を別のビューでハイライトする場合は、この詳細オプ
ションを TRUEに設定します。別のビューのビュー境界をハイライトしない場合

は、この詳細オプションを FALSEに設定します。デフォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_FATHER_VIEW_ONLY

カテゴリ

図面ビュー

断面マークまたは部分詳細マークがあるビューにのみ、断面図と部分詳細ビューの
境界ボックスを表示する場合は、この詳細設定を TRUE に設定します。この詳細設

定を FALSE に設定すると、表示可能なすべてのビューにビュー境界ボックスが表

示されます。境界ボックスは、ビューに収まるようにある程度調整されます。デフ
ォルト値は TRUE です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_ANOTHER_VIEWS (476 ページ)

XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

カテゴリ

図面ビュー
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この詳細設定を TRUE に設定すると、図面ビューに隣接部材の拡大範囲が表示され

ます。この詳細設定を FALSE に設定すると、隣接部材の拡大範囲は表示されませ

ん。デフォルト値は TRUE です。

ビューを選択すると、そのビューの隣接部材用拡大範囲が他のビューでも表示され
ます。

注 [隣接部材プロパティ]ダイアログボックスで[隣接部材]を[なし]に設定して隣
接部材が非表示になっている場合は、この詳細オプションを TRUEに設定して

も、隣接部材の拡大範囲は表示されません。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

参照項目

1.22 詳細設定 - W

XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS

カテゴリ

コンクリート詳細設計

互いに隣接して、曲げ形状を形成するポリゴン部材の間の 大角度を定義します。

値を角度単位で入力します。 0.5～10.0 の値を使用すると、 良の結果が得られま
す。 デフォルト値は 0.5 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_WARP_MAX_DEVIATION

カテゴリ

コンクリート詳細設計

詳細設定のリファレンス 477 詳細設定 - W



実際の曲げ形状とモデル内のポリゴン曲げ形状の間の差異の 大値を定義します。

値をミリメートル単位で入力します。 5.0～100.0 の値を使用すると、 良の結果が
得られます。 デフォルト値は、10.0 です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_WELD_FILTER_TYPE

カテゴリ

溶接

溶接タイプのフィルタリング方法を定義します。

• EXACT:[溶接記号プロパティ]ダイアログボックスで設定されているデフォルト

のサイズと等しい溶接がフィルタリングされます。

• MIN:[溶接記号プロパティ]ダイアログボックスで設定されているデフォルトの

サイズと等しい、またはそれよりも小さいすべての溶接がフィルタリングされ
ます。これがデフォルト値です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

図面におけるモデル溶接マークの表示/非表示と表示設定のプロパティ (683 ペー
ジ)

XS_WELD_FONT

カテゴリ

図面プロパティ

溶接テキストのフォントを指定します。デフォルト値は、Arial です。この詳細オ
プションが設定されていない場合、XS_DEFAULT_FONTに定義されているデフォ

ルトのフォントが使用されます。

参照項目

XS_DEFAULT_FONT (133 ページ)
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XS_WELDING_LENGTH_TOLERANCE

カテゴリ

溶接

溶接の位置の検索時に考慮される 小エッジ長を指定します。デフォルト値は 30
mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_WELDING_TOUCH_TOLERANCE

カテゴリ

溶接

溶接する 2 つの部材の間の 大許容ギャップを定義します。デフォルト値は、30
mm です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR

カテゴリ:溶接

この詳細設定を使用して、溶接マークで溶接セグメントの溶接の長さとピッチ (中
心と中心の間隔) の間で使用される区切り文字を設定します。@ を入力すると、
AISC 標準に従って区切り文字が定義されます (3@12)。- を入力すると、ISO 標準
に従って区切り文字が定義されます (100-300)。デフォルト値は、- です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

参照項目

図面の溶接マークプロパティ (681 ページ)

XS_WELD_NUMBER_FORMAT

カテゴリ

マーク: 一般
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溶接連番の書式を定義します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

例

XS_WELD_NUMBER_FORMAT=W%3.3dの場合:

• Wは頭マークです。文字列の残りの部分では、番号の書式を次のように定義し

ます。

• 初の数値は、 小フィールド幅を定義します。

• 2 番目の数値は、 小表示桁数を定義します。

• %と d(整数値)は書式を示します。

参照項目

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT (275 ページ)

XS_WORKING_POINTS_VALID_ALSO_OUTSIDE_PART

カテゴリ

寸法: 部材

この詳細オプションを TRUEに設定すると、部材端より外にある参照線の参照線寸

法も作成されます。デフォルト値は FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。

XS_ZERO_POINT_SYMBOL_OLD_WAY

カテゴリ

[寸法: 一般]
この詳細オプションを TRUEに設定すると、絶対寸法タイプの使用時に、RDとい

うテキストではなく、円を含む RD マークを使用して寸法のゼロ点が示されます。
デフォルトでは、テキスト RDを含む RD マークが使用されます。デフォルト値は 
FALSE です。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプション データベースに保存されま
す。
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1.23 詳細設定 - Z

XS_ZOOM_STEP_RATIO

カテゴリ

モデルビュー

[ズームイン]コマンドおよび[ズームアウト]コマンドを設定します。デフォルト値
は、0.25です。この値を大きくすると、1 回のマウスクリックでより大きくズー

ムされます。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE

カテゴリ

モデルビュー

マウスの中ボタンを使用してスクロールするときのズーム率を設定します。値は
10 進数で入力します。この値を大きくすると、1 回のマウスクリックでより大きく
ズームされます。デフォルト値は 0.05 です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。

XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_MODE

カテゴリ

モデルビュー

ホイールを押し下げた状態で回した場合のズーム率を設定します。距離は 10 進数
で入力します。この値を大きくすると、1 回のマウスクリックでより大きくズーム
されます。デフォルト値は、0.01です。

この詳細設定はユーザー固有であり、設定はユーザー フォルダーにある
options.bin に保存されます。Tekla Structures を再起動して、新しい値を反映さ

せます。
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2 図面テンプレートとレポートテ
ンプレートのテンプレート属性

図面テンプレートとレポート テンプレートで、テンプレート属性を使用できます。
図面を開くか、またはレポートを作成すると、Tekla Structures が属性と式に基づい
てモデル データベースの情報を計算して表示します。 この情報には、製品の重量
や塗装面積などが含まれることもあります。

テンプレートの行の定義で使用できるテンプレート属性は、行の コンテンツ タイ
プ によって異なります。 コンテンツ タイプは製品データベース内でのオブジェ
クト タイプです。

テンプレート属性の説明はアルファベット順に並んでいます。目次の文字をクリ
ックすると、その文字で始まるすべての属性が表示されます。

2.1 テンプレート属性 - A

ACN
製品管理番号を示します。

管理番号の詳細については、「」および「」を参照してください。

ACTIVE_DESIGN_CODE
材質の設計基準を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

482 テンプレート属性 - A



ADDED_TO_POUR_UNIT
オブジェクトが現場打ちコンクリート ユニットに追加されているかどうか、およ
びどのように追加されたかを表示します。

次のコンテンツ タイプ と共に使用します。

• ASSEMBLY
• BOLT
• CAST_UNIT (プレキャストのみ、現場打ちコンクリートを含まない)

• MESH
• REBAR
• SINGLE_REBAR
• SINGLE_STRAND
• STRAND
• STUD
有効な値は以下のとおりです。

• 0:オブジェクトはどの現場打ちコンクリート ユニットにも追加されておらず、

現場打ちコンクリート ユニットが 後に計算されてから変更されていません。

• 1:オブジェクトは [現場打ちコンクリート ユニットに追加] コマンドを使用し

て現場打ちコンクリート ユニットに手動追加されました。

• 2:オブジェクトは [現場打ちコンクリートユニットを計算] コマンドを使用して

現場打ちコンクリート ユニットに自動追加されました。

ADDRESS
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )で
入力されたアドレスを表示します。

ALIAS_NAME1 ...3
材質の別名。

内容タイプ ASSEMBLYおよび PARTで部材およびメイン部材の材質属性に使用し

ます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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ANALYSIS_MODEL_NAME

剛結リンクが含まれている解析モデルの名前を表示します。

ANALYSIS_RIGID_LINK コンテンツ タイプ と共に使用します。

ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V
..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<environment>\system フォルダにある

rebar_schedule_config.inpファイル内のマッピングに基づいて鉄筋の曲げ

角度を表示します。 デフォルトでは、これらのマッピングは環境に依存します。
会社やプロジェクトの要件に合わせてマッピングを変更することができます。

参照項目

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN (484 ページ)

DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1, DIM_K2, DIM_O,
DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_X, DIM_Y (519 ページ)

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN
テーパー断面における、鉄筋および溶接金網の 小および 大曲げ角度を示しま
す。下の例を参照してください。

APPROVED_BY

[リビジョン処理]ダイアログボックスのリビジョンの[承認者]情報です。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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AREA
次の情報が表示されます。

• プレートタイプのカタログプロファイル、すべてのパラメトリックプロファイ
ル、および塗装面積プロパティが定義されていないすべてのカタログプロファ
イルについては、すべての面の総純面積が示されます。

• 塗装面積プロパティが定義されている他のタイプのカタログプロファイルにつ
いては、総表面積が示されます。

面積は、外側長とメートルあたりのプロファイル塗装面積(プロファイルカタロ
グで定義された値)に基づいて算出されます。 プロファイル端部の断面積、カッ
ト、フィッティングは考慮されません。

参照項目

AREA_GROSS (486 ページ)

AREA_NET (486 ページ)

AREA_FORM_TOP、AREA_FORM_BOTTOM、
AREA_FORM_SIDE
キャストユニットの各面の面積を示します。

• フォームの上面(AREA_FORM_TOP)

• フォームの下面(AREA_FORM_BOTTOM)

• フォームの両側(AREA_FORM_SIDE)

製品およびキャスト ユニットでは、メイン部材の上方向によりフォームの上/下/両
側の方向が決まります。傾き角度が 5 度未満の面は、上部および下部領域で集計さ
れます。傾斜 => 85 度の面は両側の領域で集計されます。メインの全体軸または
ローカル軸に対して正確に 45 度の面は、どの方向にも集計されません。

キャスト ユニットの値 AREA_FORM_... の計算時には、鋼製埋込み材は無視されま
す。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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AREA_FORM_TOP =
42 m2
AREA_FORM_BOTTOM
= 42 m2
AREA_FORM_SIDE =
2*(2*7 + 3*6) +
2*(2*6 + 2*6) =
64 + 48 = 112
sq.ft.

AREA_GROSS
このフィールドは、プロファイルに対しては AREA (484 ページ)と同様に機能し、
プレートに対してはプレート全体が収まる面積(外側長×外側幅)を示します。 そ
の他のオブジェクトに対しては、ゼロを示します。

AREA_NET
このフィールドは、部材に対して、製作部材の実面積となるネット表面積を示しま
す。その他のオブジェクトに対しては、ゼロを示します。

AREA_PER_TONS
AREA/WEIGHT × 1000 の計算結果を示します。

AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ,
AREA_NGZ
法線ベクトルが全体座標軸の各要素で正または負の方向を向く面の面積を示しま
す。

情報 方向

AREA_PGX 法線ベクトルが正方向で X 軸に平行

AREA_NGX 法線ベクトルが負方向で X 軸に平行

AREA_PGY 法線ベクトルが正方向で Y 軸に平行

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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情報 方向

AREA_NGY 法線ベクトルが負方向で Y 軸に平行

AREA_PGZ 法線ベクトルが正方向で Z 軸に平行

AREA_NGZ 法線ベクトルが負方向で Z 軸に平行

全体軸に対して通常ベクトルが 45 度未満の角度に位置する面も、この領域に含ま
れます。正確に 45 度の面はどの全体方向にも含まれません。

AREA_PLAN
部材に対して、グローバル Z 軸に垂直な上面総面積を示します。

ASSEMBLY コンテンツタイプ

• 製品に含まれている部材の上面総面積（Z 軸に垂直）を示します。

AREA_PROJECTION_GXY_GROSS,
AREA_PROJECTION_GXZ_GROSS,
AREA_PROJECTION_GYZ_GROSS
全体平面に対する、部材、製品、またはキャストユニットの部材投影面積（グロ
ス）を示します。

• XY 平面

• XZ 平面

• YZ 平面

制限事項

• 総計が要求されている場合でも、領域は常に（孔も考慮された）正味値で計算
されます。

• 重複している面は 2 回集計されます。

AREA_PROJECTION_GXY_NET,
AREA_PROJECTION_GXZ_NET,
AREA_PROJECTION_GYZ_NET
全体平面に対する、部材、製品、またはキャストユニットの部材投影面積（ネッ
ト）を示します。

• XY 平面

• XZ 平面

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

487 テンプレート属性 - A



• YZ 平面

AREA_PROJECTION_XY_GROSS,
AREA_PROJECTION_XZ_GROSS,
AREA_PROJECTION_YZ_GROSS
部材平面対する、部材、製品、またはキャストユニットの部材投影面積（グロス）
を示します。

• XY 平面

• XZ 平面

• YZ 平面

AREA_PROJECTION_XY_NET, AREA_PROJECTION_XZ_NET,
AREA_PROJECTION_YZ_NET
部材平面対する、部材、製品、またはキャストユニットの部材投影面積（ネット）
を示します。

• XY 平面

• XZ 平面

• YZ 平面

AREA_PX, AREA_NX, AREA_PY, AREA_NY, AREA_PZ,
AREA_NZ
法線ベクトルがローカル軸の正または負の方向を向く面の表面積を示します。

情報 方向

AREA_PX 法線ベクトルが正方向で X 軸に平行

AREA_NX 法線ベクトルが負方向で X 軸に平行

AREA_PY 法線ベクトルが正方向で Y 軸に平行

AREA_NY 法線ベクトルが負方向で Y 軸に平行

AREA_PZ 法線ベクトルが正方向で Z 軸に平行

AREA_NZ 法線ベクトルが負方向で Z 軸に平行
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ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION

製品に対する有効な権限を示します。指定できるオプションは、[ALL]または
[NONE]です。

参照項目

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (489 ページ)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (489 ページ)

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED

オブジェクトロックの値を示します。指定できる値は、[はい]、[いいえ]、[組織]で
す。

オブジェクトロック状態は、[オブジェクトロック]ダイアログボックスで変更でき
ます。

参照項目

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (489 ページ)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (488 ページ)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION

製品に対するロックを行うことが出来る組織の名前を示します。組織は、Windows
アカウントに基づいています。

参照項目

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (489 ページ)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (488 ページ)

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
製品の下部レベルを示します。下部レベルは、MarkDimensionFormat.dim ファ

イルから単位と精度を取得します。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 この情報は値をテキストとして戻すため、この情報では式は使用できません。代わり
に ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED (490 ページ)を使用してください。
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参照項目

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (196 ページ)

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

グローバル軸により、製品の下部レベルを示します。下部レベルは、
MarkDimensionFormat.dim ファイルから単位と精度を取得します。

この属性を部材マークやアソシエートマークで、またレポートやテンプレートでも
ユーザー定義情報として使用できます。

参照項目

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

グローバル軸により、製品の下部レベルを示します。形式設定されていないレベル
は、下部レベルを長さ (mm 単位) として返すので、下部レベルの形式を設定し、テ

ンプレートの式に含めることができます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

製品の形式設定されていない下部レベルを示します。形式設定されていないレベ
ルは、下部レベルを長さ (mm 単位) として返すので、下部レベルの形式を設定し、

テンプレートの式に含めることができます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 BOTTOM_LEVEL 属性とは異なり、MarkDimensionFormat.dim ファイルを

使用して BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED 属性の形式を設定することはでき

ません。

参照項目
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ASSEMBLY_DEFAULT_PREFIX

部材プロパティダイアログボックスで設定する製品の頭マークのデフォルト値を
示します。

ASSEMBLY_PLWEIGHT
製品に付属するプレート部材の重量を示します。その他のオブジェクトに対して
は、ゼロを示します。

ASSEMBLY_POS
製品マークを示します。部材に対しては、その部材が所属する製品の製品マークを
示し、ボルトに対しては空白を示します。

ASSEMBLY_POSITION_CODE
製品の位置情報が表示されます。 このコードは、基準線の位置を示します。 オブ
ジェクトの位置は、 も近い基準線に基づいて計算されます。

製品 コード

A/1 <A/2
A/2 A-B/1
A/3 <A-B/1-2
A/4 A/2
A/6 A-B/1-2
A/7 B/2

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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TOLERANCE LINE

位置情報は x 方向および y 方向(または z 方向)の基準線ラベルで構成されていま
す。 製品が 初または 後の基準線の外側で始まる、または終わる場合は、位置
情報に< OR >の記号が含まれます。 たとえば製品が A 基準線の外側で始まった場
合、このフィールドには次のように表示されます。

<A/2

製品が基準線 A から公差距離（デフォルトでは 500mm）までの範囲に完全に収ま
る場合は、その基準線のラベル（A）が位置コードとなります。

製品の一部または全体が公差距離の外側にある場合は、基準線ラベルの組み合わせ
（A-B）が位置コードとなります。

デフォルトの公差距離を変更するには、詳細オプション

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE=750(例)を設定します。

コードに Z 方向を含めるには、詳細オプション

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3Dを TRUE に設定します。<A-B/1-2/1-+1000
のようなコードになります。

Tekla Structures は、使用する基準線を次のように選択します。

1. 製品の位置がチェックされます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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2. 製品が複数の基準線の内側にあれば、製品が基準線または面に対して平行かど
うかがチェックされます。

3. 複数の平行な基準線が存在する場合は、 も近いものが選択されます。

ASSEMBLY_PREFIX
[部材プロパティ]ダイアログボックス上で定義した製品の頭マークを示します。

ASSEMBLY_SERIAL_NUMBER
頭文字と区切り文字のない製品に対する割付番号を示します。

ASSEMBLY_START_NUMBER

製品の開始番号を示します。

参照項目

ASSEMBLY_TOP_LEVEL
製品の上部レベルを示します。上部レベルは、MarkDimensionFormat.dim ファ

イルから単位と精度を取得します。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 この情報は値をテキストとして戻すため、この情報では式は使用できません。代わり
に ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED (494 ページ)を使用してください。

参照項目

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (196 ページ)

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL

グローバル軸によって製品の上部レベルを示します。 上部レベルでは、
MarkDimensionFormat.dimファイルから単位と精度を取得します。

この属性を部材マークやアソシエートマークで、またレポートやテンプレートでも
ユーザー定義情報として使用できます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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参照項目

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

グローバル軸により、製品の上部レベルを示します。形式設定されていないレベル
は、上部レベルを長さ (mm 単位) として返すので、上部レベルの形式を設定し、テ

ンプレートの式に含めることができます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED
製品の形式設定されていない上部レベルを示します。形式設定されていないレベ
ルは、上部レベルを長さ (mm 単位) として返すので、上部レベルの形式を設定し、

テンプレートの式に含めることができます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 ASSEMBLY_TOP_LEVEL属性とは異なり、MarkDimensionFormat.dimファイルを

使用して、ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED属性の形式を設定することはでき

ません。

ATTACHED_TO

仕上げ材が部材と現場打ちコンクリートのどちらに追加されているかを示します。

この属性は、仕上げ材が部材に追加されている場合は 0、仕上げ材が現場打ちコン
クリートに追加されている場合は 1 を返します。

axial1、axial2

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[端部コード]タブにある[引張力、T]
ボックスに入力された値を表示します。axial1では[参照点 1]ボックスの値が表

示され、axial2では[参照点 2]ボックスの値が表示されます。

2.2 テンプレート属性 - B

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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BOLT_COUNTERSUNK

そのボルトが埋め込みかどうかを確認して表示するのに使用します。属性は、背面
埋め込みボルトの場合に値 1、それ以外の場合は 0を示します。

参照項目

HEAD_TYPE (528 ページ)

BOLT_EDGE_DISTANCE
ボルトの縁端距離を示します。

BOLT_EDGE_DISTANCE_MIN
[ファイル]メニュー --> [設定] --> [オプション] --> [コンポーネント] のモデリング
設定で設定された係数により乗算された縁端距離が表示されます。

BOLT_FULL_NAME

ボルトカタログで定義されているボルト名をセット名なしで示します。

ボルト以外のオブジェクトの場合、このフィールドは空白になります。

参照項目

BOLT_SHORT_NAME (495 ページ)

BOLT_MATERIAL_LENGTH
このフィールドは、ボルトに対して接続される材質の厚さの合計を示します。

BOLT_NPARTS
このフィールドは、ボルトに対して接続される部材の数を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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BOLT_SHORT_NAME

ワッシャー、ボルト、ナット、またはねじの名前を短い形式で表示します。

参照項目

BOLT_FULL_NAME (495 ページ)

BOLT_STANDARD
TYPE (575 ページ)と同じです。

BOLT_THREAD_LENGTH

ボルト軸のねじ部分の長さを示します。

BOTTOM_LEVEL

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の下部レベルを示します。

下部レベルでは、MarkDimensionFormat.dimファイルから単位と精度を取得し

ます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 この情報は値をテキストとして戻すため、この情報では式は使用できません。
代わりに BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED (497 ページ)を使用してくださ
い。

BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

グローバル軸によって、単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、また
は現場打ちコンクリートの下部レベルを示します。BOTTOM_LEVEL_GLOBALは、

MarkDimensionFormat.dimから単位と精度を取得します。

この属性を部材マークやアソシエートマークで、またレポートやテンプレートでも
ユーザー定義情報として使用できます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の下部レベルを示します。BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTEDでは、下部レ

ベルを長さ(mm 単位)として返すので、上部レベルの形式を設定し、テンプレート
の式に含めることができます。 この属性は、グローバル軸によりレベル情報を示
します。

この情報は、部材マークおよびアソシエートマークでもユーザー定義情報として使
用できます。

BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の形式設定されていない下部レベルを示します。BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
では、下部レベルを長さ(mm 単位)として返すので、下部レベルの形式を設定し、
テンプレートの式に含めることができます。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 BOTTOM_LEVEL属性とは異なり、MarkDimensionFormat.dimファイルを

使用して、BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED属性の形式を設定することはでき

ません。

BOUNDING_BOX_xxx

以下のテンプレート属性では、オブジェクトの周囲ボックスが、絶対 0 (0,0,0)から
の 小距離または 大距離 X、Y、Z として指定されます。

• BOUNDING_BOX_MIN_X
• BOUNDING_BOX_MAX_X
• BOUNDING_BOX_MIN_Y
• BOUNDING_BOX_MAX_Y
• BOUNDING_BOX_MIN_Z
• BOUNDING_BOX_MAX_Z
これらの属性は、部材、製品、キャストユニット、参照モデル、参照オブジェクト
に使用できます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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BUILDER
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )で
定義された施工会社の名前を表示します。

2.3 テンプレート属性 - C

cambering

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[パラメータ]タブにある[キャンバ
ー]ボックスに入力された値を表示します。

参照項目

CANTILEVER
形鋼の突き出し部分の長さを示します。以下は溶接ボックス断面の例です。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL
キャストユニットの下部レベルを示します。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

参照項目

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (196 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS

すべてのコンクリート部材を含むキャストユニットの高さを示します。

CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_PARTS

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、およびその他の材質で作られた部材を含む
キャストユニットの高さを示します。

CAST_UNIT_HEIGHT_TOTAL

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、その他の材質で作られた部材、鉄筋、仕上
げ材、およびボルトを含むキャストユニットの全体高さを示します。

CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

すべてのコンクリート部材を含むキャストユニットの長さを示します。

CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_PARTS

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、およびその他の材質で作られた部材を含む
キャストユニットの全長を示します。

CAST_UNIT_LENGTH_TOTAL

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、その他の材質で作られた部材、鉄筋、仕上
げ材、およびボルトを含むキャストユニットの全長を示します。

CAST_UNIT_POS
キャストユニットマークを示します。位置は頭文字と番号で構成されています。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CAST_UNIT_POSITION_CODE
キャストユニットの位置コードを示します。 このコードは、基準線の位置を示し
ます。 詳細については、「ASSEMBLY_POSITION_CODE (491 ページ)」を参照して
ください。

CAST_UNIT_PREFIX
[部材プロパティ]ダイアログボックス上で定義したキャストユニットの頭マーク
を示します。

CAST_UNIT_REBAR_WEIGHT

鉄筋の重量をキャストユニットで表示します。

CAST_UNIT_SERIAL_NUMBER
頭文字と区切り文字のないキャストユニットに対する割付番号を示します。

CAST_UNIT_TOP_LEVEL
キャストユニットの上部レベルを示します。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

参照項目

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (196 ページ)

CAST_UNIT_TYPE

キャストユニットの種別をテキスト(Precastまたは Cast in place)として返

します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CAST_UNIT_VERTICAL_POSITION_CODE

キャストユニットの基準線レベルの高さ(+7200 など)を出力します。 キャストユ
ニットの基準線レベルは、重心の中心点に基づいて決定されます。 基準線レベル
から重心の中心点までの長さが 100mm を超える場合、低基準線レベルと高基準線
レベルの 2 つの出力はハイフンで区切られます(+3600-+7200 など)。

参照項目

ASSEMBLY_POSITION_CODE (491 ページ)

CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

すべてのコンクリート部材を含むキャストユニットの幅を示します。

CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_PARTS

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、およびその他の材質で作られた部材を含む
キャストユニットの全体幅を示します。

CAST_UNIT_WIDTH_TOTAL

すべてのコンクリート部材、鉄骨部材、その他の材質で作られた部材、鉄筋、仕上
げ材、およびボルトを含むキャストユニットの全体幅を示します。

CATALOG_NAME
溶接金網カタログの名前を示します。

CC
等間隔に配置された鉄筋または溶接金網の中心間隔（ピッチ）を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CC_CROSS
溶接金網の横筋の中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_EXACT
鉄筋グループまたは溶接金網の詳細な間隔（ピッチ）を示します。

CC_EXACT_CROSS
溶接金網の横筋の詳細な中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_EXACT_LONG
溶接金網の縦筋の詳細な中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_LONG
溶接金網の縦筋の中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_MAX
可変間隔で配置された鉄筋または溶接金網の 大中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_MAX_CROSS
可変間隔で配置された溶接金網の横筋の 大中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_MAX_LONG
可変間隔で配置された溶接金網の縦筋の 大中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_MIN
可変間隔で配置された鉄筋または溶接金網の 小中心間隔（ピッチ）を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CC_MIN_CROSS
可変間隔で配置された溶接金網の横筋の 小中心間隔（ピッチ）を示します。

CC_MIN_LONG
可変間隔で配置された溶接金網の縦筋の 小中心間隔（ピッチ）を示します。

変更内容

属性 CHANGES は、出図済みの図面が変更された場合や部材が変更された場合など

に、図面に変更が発生したことを示します。この属性は、変更に関するドキュメン
ト管理情報を図面レポートに追加するのに使用できます。また、ドキュメント管理
には、この情報を示す列 [変更内容] があります。

ドキュメント管理の変更列の例を次に示します。

CHECKED_BY

この属性は部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティ
ダイアログボックスの[状態]タブにある[確認者]ボックスに入力された値を取得し
ます。また、[リビジョン処理]ダイアログボックスの[確認者]フィールドに入力し
た値を示します。

CHECKED_DATE

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティダイアログ
ボックスの[状態]タブにある[確認日付]ボックスに入力された値を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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CLASS
テンプレートエディタでルールを設定するときにのみ使用するフィールドです。
このフィールドは、製品に対して ASSEMBLY文字列、部材に対して PART、ボル

ト、孔、ナットなどに対して BOLTを示します。図面の場合は DRAWINGを示し、

リビジョンの場合は REVISIONを示します。

CLASS_ATTR
部材、鉄筋、仕上げ剤のクラス番号を示します。

製品およびキャスト ユニットに関しては、MAINPART.CLASS_ATTR がメイン部材

のクラス番号を示します。

ボルト、溶接、およびジョイントについては、CLASS_ATTR が、ボルト部材、溶

接部材、または接続された部材のクラス番号を表示するために使用できます。たと
えば、ボルトのメイン部材や 初の副部材のクラス番号を表示するには、

MAIN_PART.CLASS_ATTR または SECONDARY_1.CLASS_ATTR を使用します。

CODE
仕上げ材の略称コード(タイル張仕上げ 1 を表す TS1 など)を表示します。

仕上げ材のコードと名前は、product_finishes.datファイルに定義されてい

ます。

参照項目

SURFACING_NAME (571 ページ)

COG_X, COG_Y, COG_Z
製品、部材、または溶接の重心座標が表示されます。

• 部材、製品、およびキャストユニットに関して、属性 COG_X、COG_Y、およ
び COG_Z は全体座標系での値を返します。

• 溶接に関して、属性 COG_X、COG_Y、および COG_Z はローカル座標系(現在
の作業平面の基準線)での値を返します。

これらの属性はヘッダーとフッターには使用できません。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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comment
ユーザー定義情報ダイアログボックスで定義するユーザー定義情報[コメント]。
テンプレートやレポートのユーザー定義情報については「」を参照してください。

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE

部材表面から鉄筋までの、鉄筋平面に対して垂直な距離を示します。

これは、[シングル鉄筋] または [鉄筋グループ] プロパティ (603 ページ) の [平面か
ら] ボックスに入力される 初の値です。

参照項目

CONCRETE_COVER_ON_PLANE (505 ページ)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (505 ページ)

CONCRETE_COVER_ON_PLANE

部材表面から鉄筋までの、鉄筋平面上の距離を示します。

これは、[シングル鉄筋] または [鉄筋グループ] プロパティ (603 ページ) の [平面
上] ボックスに入力される 初の値です。

[平面上] ボックスに入力された 小値または 大値を表示するには、次のテンプレ
ート属性を使用します。

• CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MIN
• CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MAX

参照項目

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE (505 ページ)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (505 ページ)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END

CONCRETE_COVER_START は、鉄筋の参照点 1 のコンクリートかぶり厚を示しま

す。 CONCRETE_COVER_END は、鉄筋の参照点 2 のコンクリートかぶり厚を示し

ます。

これらは、[かぶり厚] オプションを選択したときに、[シングル鉄筋] または [鉄筋
グループ] プロパティ (603 ページ) の [開始] または [終了] ボックスに入力された
値です。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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参照項目

CONCRETE_COVER_ON_PLANE (505 ページ)

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE (505 ページ)

LEG_LENGTH_START, LEG_LENGTH_END (540 ページ)

CONN_CODE_END1, CONN_CODE_END2

部材のユーザー定義情報ダイアログ ボックスの [端部条件] タブにある [ジョイン
トコード] ボックスに入力された値を表示します。CONN_CODE_END1 では [参照

点 1] ボックスの値が表示され、CONN_CODE_END2 では [参照点 2] ボックスの値が

表示されます。

CONNECTED_ASSEMBLIES
このフィールドは、ボルトに対し、接続部材の製品の位置番号を文字列として示し
ます(例:A17 A18 A23)。ASSEMBLY_BOLTリストには、現在の製品の位置番号は示

されません。このフィールドは、個々の部材に対してのみ、照会コマンドとして使
用できます。ボルト以外のオブジェクトの場合、このフィールドは空白を示しま
す。

CONNECTED_PARTS
このフィールドは、ボルトに対し、接続部材の位置番号を文字列として示します
(例:P102 -> P17 P18 P23)。リストのタイプが ASSEMBLY_BOLTの場合、 初の位置

番号は現在の製品の部材を示します。このフィールドは、個々の部材に対しての
み、照会コマンドとして使用できます。ボルト以外のオブジェクトの場合、このフ
ィールドは空白を示します。

CONNECTION_CODE
コンポーネントプロパティダイアログボックスで定義されたジョイントコードを
示します。ジョイントリストでのみ使用できます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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CONNECTION_DSTV
コンポーネントリスト内のコンポーネントの DSTV コードを示します。ジョイン
トが DSTV 接続でなければ、このフィールドは空白になります。コンポーネントリ
ストでのみ使用できます。

CONNECTION_ERROR
コンポーネントリスト内のコンポーネントのエラーフラグを示します。コンポー
ネントリストでのみ使用できます。

戻り値は、以下のいずれかです。

• 1=緑コンポーネントシンボル

• 2=黄色コンポーネントシンボル

• 3=赤コンポーネントシンボル

• 4=コンポーネントがデザインチェックに失敗

CONNECTION_GROUP
コンポーネントのダイアログボックスの[一般]タブにある、コンポーネントのクラ
スを示します。ジョイントリストでのみ使用できます。

CONNECTION_NUMBER
コネクションのシステムナンバーを示します。

CONNECTION_RUNNING_NUMBER
すべてのコネクションには実行時に自動的に連続した番号が付与されます。この
フィールドではその番号を示します。

CONTENTTYPE
現在の行の内容タイプを示します。

参照項目

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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国

[ ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た国を表示します。

COVER_AREA
部材プロファイルの総塗装面積または、製品及びキャストユニット内のメイン部材
のプロファイルの総塗装面積を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

CRANK_xxx

鉄筋セットの分割線または端部ディテール モディファイアーを使用して定義され
た鉄筋セットの鉄筋クランク情報を表示するには、次のテンプレート属性を使用し
ます。

(1) = 分割線の位置

テンプレート属性 説明

CRANK_SIDE_START
CRANK_SIDE_END

鉄筋の始点または終点で分割線のどちら側にクラン
クが作成されるかを示します: Left または Right。

CRANK_ROTATE_START
CRANK_ROTATE_END

鉄筋の始点または終点でクランクがどの角度に回転
するかを示します。

CRANK_STRLEN_START
CRANK_STRLEN_END

鉄筋の始点または終点にあるクランクの直線セグメ
ントの長さを示します。

これは上の図の (2) です。

CRANK_LENTYPE_START
CRANK_LENTYPE_END

鉄筋の始点または終点にあるクランクの長さのタイ
プを示します: Diagonal ratio, Diagonal
distance, Horizontal ratio, Horizontal
distance.

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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テンプレート属性 説明

CRANK_RATIO_START
CRANK_RATIO_END

鉄筋の始点または終点にあるクランクの長さを定義
するために使用される鉄筋径の乗数を示します。

CRANK_DIST_START
CRANK_DIST_END

鉄筋の始点または終点にあるクランク セグメントの
長さを示します。

クランクの長さタイプが Horizontal distance
の場合、上の図の (3) にあたります。

クランクの長さタイプが Diagonal distance の
場合、上の図の (4) にあたります。

CRANK_OFFSET_START
CRANK_OFFSET_END

鉄筋の始点または終点にあるクランクの直線セグメ
ントのオフセット距離を示します。

これは上の図の (5) です。

参照項目

分割線のプロパティ (619 ページ)

CREATED_BY

この属性はリビジョン作成者の名前を取得します。

CROSS_SECTION_AREA
断面積（mm2）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

CURRENT_PHASE
現在のフェーズを示します。部材のフィルターに使用します。選択フィルターも
使用できます。

CURVED_SEGMENTS

梁(曲)のセグメントの数を返します。
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CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT

このカスタムテンプレート属性は、すべてのキャストユニットおよびサブアセンブ
リ部材の純重量を総計しますが、メイン部材の MATERIAL_TYPEが STEELである

サブアセンブリはすべて無視します。

次の場合は、同じ重量をレポートするよう求められます。

1. プロジェクトの初期段階で、サンプル要素のみの詳細が決定されているが、要
素の多くは詳細が決定されていない

2. プロジェクトの 終段階で、すべての要素の詳細が決定されている

CAST_UNIT.WEIGHT属性でも、吊りアンカーやケーブルループなど、埋め込まれ

たすべてのサブアセンブリの重量が考慮されます。鉄筋や埋込み材の重量はすで
に若干誇張されたコンクリート密度に加味されているため、これは求められませ
ん。

CUSTOM.HC_xxx

中空スラブには、次の部材固有の開口および領域計算を使用できます。 計算はカ
スタムレポートに出力できます。

レポートプロパティ名は次のとおりです。

• CUSTOM.HC_GROSS_AREA:式 L*B で計算される総面積です。L はスラブの

大長を表し、B はスラブを薄くカットする前の元の中空スラブの断面の幅を表
します。

• CUSTOM.HC_INSUL_CUT_L:断熱材の縁端がスラブの外側縁端と重なっていな

い場所で断熱材の縁端に沿って測定された断熱材カットの直線部分の全長で
す。

• CUSTOM.HC_NET_AREA:中空スラブの純面積です。純面積には、貫通している

いずれの開口部も含まれていません。

• CUSTOM.HC_OPENINGS_L:スラブのすべての開口部の全周長です。周長は、開

口部の「形状の境界」に沿って測定されます。

• CUSTOM.HC_RECESSES_L:(スラブ厚を完全には貫通しない)へこみの全周長で

す。周長は、へこみの「形状の境界」に沿って測定されます。

• CUSTOM.HC_SAWINGS_END_L:スラブの斜め端部鋸引きの直線部分の全長で

す。フックなし端部は鋸引き全長に含まれません。

• CUSTOM.HC_SAWINGS_END_N:個々の鋸引き線の総数です。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• CUSTOM.HC_SAWINGS_SIDE:スラブの中心軸に対して平行の鋸引きの全長で

す。

テンプレートエディタでは、これらの属性が[属性]ダイアログボックスの CUSTOM
サブフォルダに格納されます。

CUSTOM.MESH_xxx

次の属性は溶接金網で使用できます。

• CUSTOM.MESH_LENGTH_NET(距離)

• CUSTOM.MESH_WIDTH_NET(距離)

• CUSTOM.MESH_SIZE_NET(テキスト)

これらの属性はすべて、全カットが考慮されている金網のワイヤーに基づいて計算
されています。純長さは、常に金網の長手方向の寸法であり、純幅は短手方向の寸
法です。純サイズは常に、サイズおよび間隔のテキストを含む純長さと純幅に基づ
いて記されます。

計算はカスタムレポートに出力できます。テンプレートエディタでは、[属性]ダイ
アログボックスの CUSTOM サブフォルダに格納されます。

サイズ計算の際、その他の金網属性に代わってこれらの属性を使用するようお勧め
します。

Tekla Structures の長さ照会では全長が記され、MESH_LENGTH_NETでは金網自体の

長さが記されます。

Tekla Structures のサイズ照会では、サイズ表示の際、高さの後に幅が記されます
が、MESH_SIZE_NETでは、幅の後に高さが記されます。20/8-100/200-5950/2950 .
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CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS
CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS カスタム テンプレート属性は、解説図内で鉄

筋の形状、曲げ寸法、鉄筋の両端におけるカプラーを示すグラフィック シンボル
を表示します。カプラー データは、[鉄筋カプラー]、[鉄筋端部アンカー]、および
[鉄筋を分割してカプラーを追加] の鉄筋カプラー コンポーネントのユーザー定義
情報から取得されます。

CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS属性は、コンテンツタイプが REBAR である

グラフィックフィールドでのみ利用することができます。

Tekla Structures で、図面レイアウトに目的のテーブルが含まれていること確認しま
す。デフォルトでは、rebar_with_couplersテーブルが[図面レイアウト]プロ

パティで利用できます。

図面には、少なくとも鉄筋が含まれている必要があります。鉄筋が含まれていない
場合、テーブルに何も表示されません。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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カプラーおよび端部アンカーのシンボルのカスタマイズ

カプラーおよび端部アンカーのシンボルの表示方法をカスタマイズすることがで
きます。

1. さまざまな種類のカプラーまたは端部アンカーについて、モデル プロパティ
と実際のシンボル間のマッピングを定義できます。

マッピングは、デフォルトで ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\system に置かれてい

る RebarCoupler.Symbols.dat ファイルで管理します。このファイルは、

モデル フォルダーの下か、詳細設定 XS_PROJECT、XS_FIRM、および 
XS_SYSTEM で指定された共通システム フォルダーにあります。マッピング

を制御する方法については、RebarCoupler.Symbols.dat ファイルを参照

してください。

設定ファイル RebarCoupler.Symbols.dat にシンボル ファイル名とシン

ボル番号の両方を指定できます。シンボル ファイル名を省略すると、デフォ
ルトのファイル (CouplerSymbols.sym) が使用されます。詳細については、

環境に含まれるサンプル ファイルを参照してください。

2. 鉄筋端部で作画するシンボルを独自に作成することができます。

使用するシンボルは、..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\symbols にデフォルト置かれてい

るシンボル ファイル CouplerSymbols.sym にあります。シンボル エディ

ターで新しいシンボルを作成して追加できます。

参照項目

鉄筋カプラーとアンカー ツール (3276 ページ)
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CUSTOM.WALL_xxx

サンドイッチ壁には、次の部材固有の開口および領域計算を使用できます。計算は
カスタムレポートに出力できます。

• CUSTOM.WALL_CORNER_AREA:壁の曲がり角のファサード面積です。全長を設

定するために、曲がり角部材は 端部に位置している必要があります。角部材
は、以下の「曲がり角を面積計算に含める」で説明されているとおりに定義し
てください。

• CUSTOM.WALL_GROSS_AREA:壁の総面積です。

• CUSTOM.WALL_NET_AREA:壁の純面積です。壁の内側や壁の外側境界にある

開口部はすべて除外されます。

• CUSTOM.WALL_OPENINGS_AREA:壁の内側や壁の外側境界にあるすべての開

口部の総面積です。

• CUSTOM.WALL_OPENINGS_N:壁の内側や壁の外側境界にある開口部の総数で

す。

テンプレートエディタでは、これらの属性が[属性]ダイアログボックスの CUSTOM
サブフォルダに格納されます。

次の例は、サンドイッチパネルの総面積と純面積を示しています。

• 総面積: 計算式: (HxL)。潜在的な吊りループや他の非コンクリート部材を除き
ます。 曲がり角の面積が計算に含められます。

• 純面積: 計算式: HxL - ΣA i

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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曲がり角を面積計算に含める

曲がり角を面積計算に含めるには、曲がり角部材の名前(上の図の L2)が
SandwichWallCornerPartNames.datファイルにリストされていることを確

認します。 このファイルには、有効な角の部材名がすべてリストされています。
これらのカスタム壁フィールドのいずれかを使用したレポートが初めて生成され
ると、通常のファイル検索順序でファイルが検索されます(モデルフォルダを検索
した後、詳細設定 XS_PROJECT、XS_FIRM、XS_SYSTEMで定義したフォルダを検

索)。 初に見つかったファイルが読み込まれます。

注 別のモデルを開いても SandwichWallCornerPartNames.datファイルは

再読み込みされないため、レポートは別のモデルのファイルに基づいている可
能性があります。

2.4 テンプレート属性 - D
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DATE
DATEとして使用されます。現在の日付を示します。詳細オプション

XS_IMPERIAL_DATE (266 ページ)が設定されている場合、日付形式は mm/dd/
yyyyになります。それ以外の場合の形式は dd.mm.yyyyです。

REVISION内容タイプ:

このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンの日付が
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。

DATE_APPROVED

テンプレートでは、[リビジョン処理]ダイアログボックスに入力された図面の承認
日が表示されます。

DATE_CHECKED

この属性は図面が確認された日付を示します。この属性はテンプレートに含める
ことができます。この属性フィールドは、[リビジョン処理]ダイアログボックスに
あります。

DATE_CREATE
図面の作成日を示します。詳細オプション XS_IMPERIAL_DATE (266 ページ)が設
定されている場合、日付形式は mm/dd/yyyyになります。それ以外の場合の形式

は dd.mm.yyyyです。

このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンの日付が
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。

DATE_END
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )に
示されたプロジェクトの完了日を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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DATE_ISSUE
図面の出図日を示します。コンテントタイプが DRAWING に対して使用できま
す。

DATE_LAST
このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンの日付が
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。

DATE_MODIFY
図面の 終変更日を示します。 詳細オプション XS_IMPERIAL_DATE (266 ペー
ジ)が設定されている場合、日付形式は mm/dd/yyyyになります。 それ以外の場

合、形式は dd.mm.yyyyになります。

このフィールドは、部材リスト、キャストユニットリスト、および製品リストで使
用できます。

DATE_PLOT
図面の 終印刷日を示します。 詳細オプション XS_IMPERIAL_DATE (266 ペー
ジ)が設定されている場合、日付形式は mm/dd/yyyyになります。 それ以外の場

合、形式は dd.mm.yyyyになります。

図面テーブルと図面レポートで使用できます。また、このテンプレート属性は、

DRAWING.DATE_PLOT値フィールドの式と共に部材リスト、製品リスト、および

キャストユニットリストでも使用できます。

注 詳細オプション XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE (154 ページ)を TRUEに設定

している場合、図面のプロット日はデータベースに保存されません。 このオプション
を FALSEに設定すると、図面のプロット日は保存されます。

DATE_START
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )で
入力されたプロジェクトの開始日を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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DELIVERY

この属性は、[リビジョン処理]ダイアログボックスの[搬入]ボックスに入力された
値を表示します。

DESCRIPTION

[ ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [説明] ボックスに入力された説明を表
示します。

図面の[リビジョン処理]ダイアログボックスに入力されたリビジョンの説明が表
示されます。

DESIGNER
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )に
示された設計会社の名前を表示します。

DesignGroup

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[解析]タブにある[設計グループ(
適化)]ボックスに入力された値を表示します。

参照項目

解析部材のプロパティ (742 ページ)

DIAMETER
使用している内容タイプに応じて、ボルト、ナット、ねじ、ワッシャ、スタッド、
孔、または部材プロファイルの径を示します。

コンテンツタイプが WASHER の場合:

• ワッシャーの内径。

コンテンツタイプが NUT の場合:

• ナットの内径。

コンテンツタイプが SCREW の場合:

• ねじの径。

コンテンツタイプが STUD の場合:

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• スタッドの径。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

DIAMETER_1, DIAMETER_2
テーパー形鋼の径寸法を示します。以下にパラメトリックプロファイル PD の場
合の寸法を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

DIAMETER_X
[ボルトプロパティ]ダイアログボックスの[長孔 X]の値を示します。

BOLT、HOLE、NUT、WASHERの各内容タイプで使用できます。

DIAMETER_Y
[ボルトプロパティ]ダイアログボックスの[長孔 X]の値を示します。

BOLT、HOLE、NUT、WASHERの各内容タイプで使用できます。

DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1,
DIM_K2, DIM_O, DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_X, DIM_Y
詳細設定 XS_SYSTEM で定義されているシステム フォルダーにある

rebar_schedule_config.inp ファイルのマッピングに基づいて、曲げ鉄筋の

寸法を示します。デフォルトでは、これらのマッピングは環境に依存します。会社
やプロジェクトの要件に合わせてマッピングを変更することができます。

DIM_TDは曲げシリンダーの直径を示し、DIM_Rは半径を示します。DIM_R_ALL
は複数の半径を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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ヒント 値フィールドで DIM_R_ALLを使用するときは、[タイプ]として Textを使用し、

[意味]として DistanceListを使用します。

参照項目

ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V (484 ページ)

DIM_A_MAX ...DIM_G_MAX, DIM_H1_MAX, DIM_H2_MAX,
DIM_I_MAX, DIM_J_MAX, DIM_K1_MAX, DIM_K2_MAX,
DIM_O_MAX, DIM_R_MAX, DIM_TD_MAX, DIM_X_MAX,
DIM_Y_MAX
テーパー形鋼の曲げ鉄筋の 大寸法を示します。詳細については、「」を参照して
ください。

DIM_A_MIN ...DIM_G_MIN, DIM_H1_MIN, DIM_H2_MIN,
DIM_I_MIN, DIM_J_MIN, DIM_K1_MIN, DIM_K2_MIN,
DIM_O_MIN, DIM_R_MIN, DIM_TD_MIN, DIM_X_MIN,
DIM_Y_MIN
テーパー形鋼の曲げ鉄筋の 小寸法を示します。詳細については、「」を参照して
ください。

DRAWING_USERFIELD_1 ... _8

図面のユーザー定義情報ダイアログボックスの[パラメータ]タブにある[ユーザー
情報 1]や[ユーザー情報 2]などのボックスで定義できる図面のユーザー定義情報の
値を表示します。

DR_DEFAULT_HOLE_SIZE
図面プロパティで定義するデフォルトのボルト孔径が示されます。この属性、テン
プレートにのみ使用します。

ボルト マーク プロパティのデフォルトのボルト孔径 (サイズを無視) は、デフォル
トのボルト孔径を定義します。この設定では、図面にボルト マークを表示しない
ボルト孔径を定義します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

520 テンプレート属性 - D



DR_DEFAULT_WELD_SIZE
図面プロパティで定義するデフォルトの溶接サイズが示されます。この属性は、テ
ンプレートにのみ使用します。テンプレートエディタの [図面]コンテンツタイプ
の下にあります。

溶接プロパティのデフォルト溶接サイズ(表示する 小サイズ)は、図面に表示する
溶接の 小サイズを定義します。

参照項目

XS_WELD_FILTER_TYPE (478 ページ)

XS_OMITTED_WELD_TYPE (318 ページ)

DR_PART_POS
図面のメイン部材の位置番号を示します。このフィールドは、図面テンプレートお
よび図面レポートで使用できます。

DR_PART_POSは他のすべての図面タイプの属性 PART_POSを戻しますが、

ASSEMBLY_POS属性値が戻される製品図およびキャストユニット図は除きます。

2.5 テンプレート属性 - E

ECCENTRICITY_X, ECCENTRICITY_Y
形鋼の偏心寸法を示します。以下に RCXX 形鋼の偏心 x 寸法を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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EDGE_FOLD, EDGE_FOLD_1, EDGE_FOLD_2
形鋼のリップ寸法を示します。リップ寸法 1 および 2 は非対称プロファイルに適
用されます。以下の CC 形鋼の例を参照してください。

EDGE_FOLD_1

EDGE_FOLD_2

参照項目

PROFILE (555 ページ)

END_X, END_Y, END_Z
部材の作成に使用する端点の座標を示します。

END1_ANGLE_Z
断面プロファイル付きの部材に対して、 初のプロファイル端部のローカル Z 方向
終了角度を示します。

END1_ANGLE_Y
断面プロファイル付きの部材に対して、 初のプロファイル端部のローカル Y 方
向終了角度を示します。

END2_ANGLE_Z
断面プロファイル付きの部材に対して、2 番目のプロファイル端部のローカル Z 方
向終了角度を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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END2_ANGLE_Y
断面プロファイル付きの部材に対して、2 番目のプロファイル端部のローカル Y 方
向終了角度を示します。

END1_CODE, END2_CODE
プロファイル断面付きの部材に対し、 初と 2 番目のプロファイル端の形状方法を
示します。次のオプションがあります。

• 0 = 処理なし

• 1 = フィッティング

• 2 = カット

• 3 = フィッティングとカット

END1_SKEW, END2_SKEW
該当する部材端部に斜めカットがあれば 1（整数）を示し、端部が直線であれば 0
を示します。

ERECTIONSTATUS

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[状態]タブにある[架設状況]で選択
された値を表示します。

EXTRA_LENGTH

ボルトの付加長を示します。

2.6 テンプレート属性 - F

fabricator

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[パラメータ]タブにある[製作会社]
ボックスに入力された値を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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FATHER_ID
溶接金網が所属する部材の ID を示します。

部材 ID は一時的なものであるため、モデルを再度開いたり、Tekla Model Sharing の
読み込みコマンドなどを使用したりすると、変わる可能性があることに注意しま
す。

FINISH
部材のプロパティダイアログボックス（梁プロパティダイアログボックスなど）上
で仕上げフィールドに定義されたプロパティを示します。その他のオブジェクト
の場合、このフィールドは空白になります。

FLANGE_LENGTH_B
H 形鋼･I 形鋼の下部フランジの総長さを示します。溶接後のプロファイルをプレ
ートとして示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

FLANGE_LENGTH_U
H 形鋼･I 形鋼の上部フランジの総長さを示します。溶接後のプロファイルをプレ
ートとして示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

FLANGE_SLOPE_RATIO
フランジの勾配比率を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_THICKNESS
フランジの厚さを示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

524 テンプレート属性 - F



FLANGE_THICKNESS_1, FLANGE_THICKNESS_2
非対称 RCDL 形鋼など、非対称形鋼のフランジ厚さを示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_THICKNESS_B
H 形鋼･I 形鋼の下部フランジの厚さを示します。溶接後のプロファイルをプレー
トとして示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_THICKNESS_U
H 形鋼･I 形鋼の上部フランジの厚さを示します。溶接後のプロファイルをプレー
トとして示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_WIDTH
フランジの幅を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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FLANGE_WIDTH_1, FLANGE_WIDTH_2
非対称形鋼のフランジ幅を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_WIDTH_B
H 形鋼･I 形鋼の下部フランジの幅を示します。溶接後のプロファイルをプレート
として示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FLANGE_WIDTH_U
H 形鋼･I 形鋼の上部フランジの幅を示します。溶接後のプロファイルをプレート
として示す必要がある場合に、このフィールドを使用します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

FOLD_ANGLE
形鋼の折梁角度を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

2.7 テンプレート属性 - G

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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GROUP_POS

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(359 ページ) で定義されているように、鉄筋セットのテーパー鉄筋グループの鉄筋
の位置番号を表示します。

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(359 ページ) が設定されていない場合は、XS_REBAR_POSITION_NUMBER_
FORMAT_STRING (349 ページ) により GROUP_POS 形式が決まります。

参照項目

REBAR_POS (560 ページ)

GROUP_TYPE
鉄筋のグループタイプを示します。

• 普通= 0

• テーパー= 1

• テーパー山形 = 2

• テーパー曲線= 3

• テーパー N = 4

• 螺旋= 5

GRADE
オブジェクトの等級を示します。BOLT、NUT、MESH、REBAR,、および STUDの各

内容タイプで使用できます。

GUID
GUID（グローバル一意識別子）を示します。

注 レポートプロパティ GUID は、値に頭マーク「ID」を付けたものです。たとえば、

ID56497C3E-0000-06F6-3134-343736353635などです。

2.8 テンプレート属性 - H

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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HAS_CONNECTIONS

部材にジョイントが含まれているかどうかを調べるときに使用します。 部材にジ
ョイントが含まれている場合は 1、それ以外の場合は 0 が返されます。

HAS_HOLES

部材にボルト孔が含まれているかどうかを調べるときに使用します。 部材にボル
ト孔が含まれている場合は 1、それ以外の場合は 0が返されます。

この属性では、カットは考慮されません。

HEAD_DIAMETER
スタッドの頭部の径を示します。

HEAD_THICKNESS
スタッド頭部の厚さ（高さ）を示します。

HEAD_TYPE

ボルトヘッドのタイプを示します。

ボルトヘッドタイプ 説明 イメージ

1 六角頭

2 丸頭またはカップ頭

3 平頭または埋め込み

参照項目

BOLT_COUNTERSUNK (495 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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HEIGHT
オブジェクトの高さを示します。

DRAWING内容タイプ:

• 図面の高さです。

ASSEMBLY内容タイプ:

• 製品、部材、およびボルトに対して、製品のメイン部材の高さを示します。

PART内容タイプ:

• 単品図または製品図の高さです。このフィールドは、部材リストおよび製品リ
ストで使用できます。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

HEIGHT_1 ...4
RCDX 形鋼など、非対称形鋼の高さ寸法を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

HIERARCHY_LEVEL

製品の階層レベルを示します。 有効な値は以下のとおりです。

• 0:製品は階層の 上部レベルにあります。

• 1:製品はネストされた製品の 上部レベルにあります。

• 2:製品には内部にネストされた製品はありません。

• その他の数:製品は別の製品の内部にネストされた製品です。数は、製品階層で
の製品のレベルを示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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HISTORY

モデル履歴の情報を取得するために使用します。このテンプレート属性は PART、
SURFACING、REBAR、CONNECTION、および DRAWING のコンテンツ タイプと共

に使用できます。

次の属性を HISTORY属性で使用することができます。

• CREATED
• CREATED_BY
• MODIFIED
• MODIFIED_BY
• MODIFIED_ACTION
• TOUCHED
• TOUCHED_BY
• TOUCHED_ACTION
• OWNER

例

モデル内のオブジェクトを作成したユーザーを調べるには、組み合わせた

HISTORY.CREATED_BYを使用します。

オフライン使用履歴は、Windows ドメイン ユーザー アカウントに従って保存され
ます。Tekla Model Sharing モデルでは、共有サービスに変更をアウトするときに、
変更は Trimble Identity を使用して保存されます。

制限事項

• モデル履歴の収集を有効にする必要があります。
XS_COLLECT_MODEL_HISTORY (117 ページ) を TRUE に設定します。

• 削除されたオブジェクトの情報は取得できません。

• ユーザー定義情報の変更は、このテンプレート属性には影響しません。

HOLE.DIAMETER

HOLE.DIAMETER属性は、図面の孔の直径を返します。表示されている孔のみが考

慮に入れられます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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HOLE_TOLERANCE
ボルトリストでのみ使用でき、ボルトの許容差を示します。その他のリストでは、
ゼロを示します。

HOOK_START, HOOK_END

鉄筋の始点または終点側にフックがある場合は 1、フックがない場合は 0 を示しま
す。

HOOK_START_ANGLE, HOOK_END_ANGLE

鉄筋の始点または終点側のフックの角度を示します。

HOOK_START_LENGTH, HOOK_END_LENGTH

鉄筋の始点または終点側のフックの直線部の長さを示します。

HOOK_START_RADIUS, HOOK_END_RADIUS

鉄筋の始点または終点側のフックの内部曲げ半径を示します。

2.9 テンプレート属性 - I

ID
オブジェクトの識別番号（ID 番号）を示します。すべてのコンテンツタイプで使
用できます。

オブジェクト ID は一時的なものであるため、モデルを再度開いたり、Tekla Model
Sharing の読み込みコマンドなどを使用したりすると、変わる可能性があることに
注意します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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IFC_BUILDING

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[IFC エクスポート]タブにある
[(IFC) building name]ボックスに入力された値を表示します。

参照項目

IFC_BUILDING_STOREY

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[IFC エクスポート]タブにある
[(IFC) building storey name]ボックスに入力された値を表示します。

参照項目

IFC_ENTITY

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[IFC エクスポート]タブにある
[(IFC) entity]リストで選択された値を表示します。

参照項目

IFC_SITE

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[IFC エクスポート]タブにある
[(IFC) site name]ボックスに入力された値を表示します。

参照項目

INFO1、INFO2
[プロジェクトプロパティ]( [ファイル]メニュー --> [プロジェクトプロパティ] )に
示された対応する値を表示します。

[リビジョン処理]ダイアログボックスに入力された、リビジョンの[情報 1]と[情報
2]のテキストが示されます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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INNER_DIAMETER
ボルトカタログに含まれているオブジェクト（ワッシャーやナットなど）の内径を
示します。

BOLT、HOLE、NUT、WASHER のコンテンツタイプで使用できます。

INSTALL_ACTUAL

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティダイアログ
ボックスの[状態]タブにある[架設完了]フィールドで選択された値を表示します。

INSTALL_PLAN

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティダイアログ
ボックスの[状態]タブにある[スケジュールされた架設]フィールドで選択された値
を表示します。

IS_BENT_PLATE
オブジェクトが折れ板 かどうかを確認するときに使用します。この属性は、フィ
ルター などで使用することができます。この属性は、オブジェクトが折れ板であ
る場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

IS_CONCEPTUAL

鉄筋が概略かどうかを調べるために使用します。 この属性は、鉄筋が概略である
場合は TRUEを返し、それ以外の場合は FALSEを返します。

IS_CURVED

鉄筋が曲げ鉄筋かどうかを確認するときに使用します。この属性は、フィルター
などで使用することができます。鉄筋が曲げ鉄筋の場合または曲げ鉄筋に似てい
る場合、この属性は 1 を返します。それ以外の場合、この属性は 0 を返します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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IS_FROZEN

属性 IS_FROZEN は、図面がフリーズされているかどうかを示します。この属性

は、フリーズされた図面に関するドキュメント管理情報を図面レポートに追加する
のに使用できます。レポートでは、図面がフリーズされている場合は値 1 が返さ
れ、フリーズされていない場合は 0 が返されます。

ドキュメント管理には、この情報を示す列  [フリーズ] があります。

次の図では、いくつかの図面がフリーズされていることを確認できます (  [フリ

ーズ] 列のフラグ )。

IS_ISSUED

属性 IS_ISSUED は、図面が出図されているかどうかを示します。出図すると、図

面の更新時に図面を再作成できなくなります。この属性は、出図に関するドキュメ
ント管理情報を図面レポートに追加するのに使用できます。レポートでは、図面が
出図されている場合は値 1 が返され、出図されていない場合は 0 が返されます。ま
た、ドキュメント管理には、この情報を示す列 [出図] があります。

次の図では、いくつかの図面が出図されていることを確認でき、  [出図] 列に

フラグ  があります。出図された図面の 1 つが変更されており、フラグ 
で示されます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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IS_ITEM

オブジェクトがアイテムかどうかを調べるために使用します。この属性は、オブジ
ェクトがアイテムである場合は 1を返し、それ以外の場合は 0を返します。

IS_LOCKED

属性 IS_LOCKED は、図面がロックされているかどうかを示します。この属性は、

ロックに関するドキュメント管理情報を図面レポートに追加するのに使用できま
す。レポートでは、図面がロックされている場合は値 1 が返され、フリーズされて
いない場合は 0 が返されます。また、ドキュメント管理には、この情報を示す列

 [ロック] があります。

次の図では、2 つの図面がロックされていることを確認できます (  [ロック] 列

のフラグ )。

IS_LOFTED_PART
オブジェクトがロフト プレートかロフト スラブかを確認する場合に使用します。
この属性は、フィルターなどで使用することができます。この属性は、オブジェク
トがロフト部材である場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

IS_POLYBEAM

部材が折梁かどうかを調べるために使用します。部材が折梁の場合は 1、それ以外

の場合は 0を返します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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IS_POUR_BREAK_VALID

打ち継ぎが有効かどうかをチェックし、無効な打ち継ぎを見つける場合に使用しま
す。 無効な打ち継ぎは、現場打ちコンクリート部材オブジェクトを完全には 2 分
割しません。 この属性は、打ち継ぎが有効な場合は値 1を返し、打ち継ぎが無効

な場合は 0を返します。

参照項目

XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR (273 ページ)

IS_READY_FOR_ISSUE

属性 IS_READY_FOR_ISSUE は、ドキュメント管理で出図準備完了が図面にマー

ク されているかどうかを示します。この属性は、出図準備完了のマークが付いて
いる図面に関するドキュメント管理情報を図面レポートに追加するのに使用でき
ます。レポートでは、図面に出図準備完了のマークが付いている場合は値 1 が返さ
れ、出図準備完了のマークが付いていない場合は値 0 が返されます。

ドキュメント管理には、この情報を示す列  [出図準備完了] があります。図面
にマークが付いている場合、列にはチェック マークが入ります。

図面に出図準備完了のマークを付けたユーザーをレポートに含めるには、READY_
FOR_ISSUE_BY (559 ページ) 属性を使用します。この情報は、ドキュメント管理
の [準備完了: 出図者] 列に表示されます。

IS_REBARSET_BAR

鉄筋が鉄筋セットに属しているかどうかを確認する場合に使用します。この属性
は、鉄筋が鉄筋セットに属する場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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IS_SPIRAL_BEAM
オブジェクトが螺旋梁かどうかを確認するときに使用します。この属性は、フィル
ター などで使用することができます。この属性は、オブジェクトが螺旋梁である
場合は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返します。

2.10 テンプレート属性 - L

LAP_xxx

鉄筋セットの分割線を使用して定義された重ね情報を表示するには、次のテンプレ
ート属性を使用します。

テンプレート属性 説明

LAP_SIDE_START
LAP_SIDE_END

鉄筋の始点または終点の分割線にある
ラップ スプライスの側面を示します: 
Left、Right、または Middle。

LAP_PLACEMENT_START
LAP_PLACEMENT_END

鉄筋が鉄筋の始点または終点で互いに
平行か、または互いに重なっているかを
示します。

LAP_LENGTH_START
LAP_LENGTH_END

鉄筋の始点または終点にあるラップ ス
プライスの長さを示します。

参照項目

分割線のプロパティ (619 ページ)

LAST
図面の 新のリビジョン番号（整数）を示します。

LAST_APPROVED_BY

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、図面の 新搬入の[承認者]情報です。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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LAST_CHECKED_BY

[リビジョン処理]ダイアログボックスの 新リビジョンの[確認者]情報です。

LAST_CREATED_BY

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、 新リビジョンの[作成者]情報です。

LAST_DATE_APPROVED

[リビジョン処理]ダイアログボックスから取得された図面の 新リビジョンの承
認日。

LAST_DATE_CHECKED

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、図面の 新リビジョンの[確認]の[日付]で
す。

LAST_DATE_CREATE

このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンの日付が
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。

LAST_DELIVERY

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、 新リビジョンの[搬入]情報です。

LAST_DESCRIPTION

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、 新リビジョンの[説明]です。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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LAST_INFO1

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、図面の 新リビジョンの[情報 1]のテキス
トです。

LAST_INFO2

[リビジョン処理]ダイアログボックスの、図面の 新リビジョンの[情報 2]のテキス
トです。

LAST_MARK
このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンマークが
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。

LAST_TEXT1...3
このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンのテキス
トが示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示さ

れます。

LAYER

XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING (355 ページ) で定義されてい
る鉄筋セット バーのレイヤー情報を表示します。

参照項目

LAYER_PREFIX (540 ページ)

LAYER_NUMBER (539 ページ)

LAYER_NUMBER

鉄筋セット レイヤーの順番番号を表示します。

プロパティ モディファイヤー (613 ページ)のユーザー定義情報を使用して、鉄筋
セット (609 ページ)全体や個々の脚の面 (613 ページ)に、または個々の鉄筋セッ
トにレイヤー番号を定義できます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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レイヤー番号は 1 から始まります。レイヤー番号が小さいほど鉄筋レイヤーはコ
ンクリート表面に近くなります。

参照項目

LAYER_PREFIX (540 ページ)

LAYER (539 ページ)

LAYER_PREFIX

鉄筋セットのレイヤーに使用される頭マークを表示します。

[オプション] ダイアログ ボックスで、モデルのデフォルトのレイヤー頭マークを
定義できます。また、ユーザー定義情報を使用して個々の鉄筋セット (609 ペー
ジ)に、またはプロパティ モディファイアー (613 ページ)のユーザー定義情報を使
用して個々の鉄筋セットに鉄筋レイヤー頭マークを定義することもできます。

参照項目

LAYER_NUMBER (539 ページ)

LAYER (539 ページ)

LEG_LENGTH_START, LEG_LENGTH_END

LEG_LENGTH_START は鉄筋の 初の脚部の長さを示します。 LEG_LENGTH_END
は、鉄筋の 後の脚部の長さを示します。

これらは、[脚の長さ] オプションを選択したときに、[シングル鉄筋] または [鉄筋
グループ] プロパティ (603 ページ) の [開始] または [終了] ボックスに入力された
値です。

参照項目

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (505 ページ)

LENGTH
オブジェクトの長さを示します。次のコンテンツ タイプ と共に使用します。

• ANALYSIS_RIGID_LINK

• ANTIMATERIAL

• ASSEMBLY

• BOLT

• CAST_UNIT
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• CHAMFER

• MESH

• PART

• REBAR

• SIMILAR_ASSEMBLY

• SIMILAR_CAST_UNIT

• SIMILAR_PART

• SINGLE_REBAR

• SINGLE_STRAND

• STRAND

• STUD

• WELD

部材、製品、およびキャスト ユニットのカット、フィッティング、および終点オ
フセットが考慮されます。

LENGTH_GROSS
カット前の製品、部材、ボルトの長さを示します。

LENGTH_MAX
鉄筋グループの鉄筋の 大長を示します。

LENGTH_MIN
鉄筋グループの鉄筋の 小長を示します。

場所

[ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た場所を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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LOCKED_BY

属性 LOCKED_BY は、図面をロックしたユーザーを示します。図面をロックしたユ

ーザーが Trimble Identity にログインしている場合は、そのユーザーのアカウント名
が示されます。ログインしていなければ、そのユーザーのユーザー名が示されま
す。この属性は、図面レポートに、図面をロックしたユーザーに関するドキュメン
ト管理情報を追加するのに使用できます。また、ドキュメント管理には、この情報

を示す列 [ロック元] があります。図面がロックされると  [ロック] 列にフラ
グが表示されます。

LONG_HOLE_X
ボルト プロパティの [長孔 X] ボックスの値を示します。「DIAMETER_X (519 ペー
ジ)」も参照してください。

LONG_HOLE_Y
ボルト プロパティの [長孔 Y] ボックスの値を示します。「DIAMETER_Y (519 ペー
ジ)」も参照してください。

LOT_NUMBER
製品が所属するロットの番号を示します。

LOT_NAME
製品が所属するロットの名前を示します。

2.11 テンプレート属性 - M

MAIN_PART
製品のメイン部材は 1、その他のオブジェクトは 0で示します。並べ替えに使用で

きます。

部材リストの先頭に製品のメイン部材を表示するには、以下の操作を行います。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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1. テンプレートエディタで、値フィールド MAIN_PARTを PART行に追加しま

す。

2. [値フィールドプロパティ]ダイアログボックスで[並び順]を[降順]に設定し、
(必要に応じて)出力時にフィールドを非表示にします。

3. [内容ブラウザ]で、MAIN_PARTフィールドを並び順の先頭にドラッグします。

MAJOR_AXIS_LENGTH_1 ...2
テーパー形鋼の主軸長さ寸法を示します。パラメトリックプロファイル EPD にお
いて、d1 は主軸長さ 1、d2 は主軸長さ 2 を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

MARK
このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンマークが
示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示されま

す。[リビジョン処理]ダイアログボックスで入力されたリビジョンのリビジョン
マークです。

MATERIAL
部材の材質名を示します。製品に対しては、メイン部材の材質を示します。[ボル
トセットカタログ管理]ダイアログボックスに示されるとおりのボルト材質を示し
ます。

MATERIAL_TYPE
製品または部材の材質タイプを示します。

材質カタログには、事前定義されている次の材質タイプが含まれます。

• 鋼材

• コンクリート

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• 鉄筋

• 材木

• その他

MESH_POS
詳細オプション XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (349 ページ)
で定義されたように、金網の位置が表示されます。

MINOR_AXIS_LENGTH_1 ...2
テーパー形鋼の副軸長さ寸法を示します。パラメトリックプロファイル EPD の場
合、r1 は副軸長さ 1、r2 は副軸長さ 2 です。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

MODEL
モデルの名前を示します。

MODEL_PATH

すべてのコンテンツ タイプで、テンプレート属性 MODEL_PATH を使用して、現在

のモデルへのパス (C:\TeklaStructuresModels\New Model 1\ など) を見つ

けることができます。

MODEL_TOTAL
モデルに含まれているオブジェクト（位置番号が等しいオブジェクト）の数を示し
ます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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MODULUS_OF_ELASTICITY
材質カタログ上で定義された材質の弾性係数を示します。

MOMENT_OF_INERTIA_X
断面の x-x 参照線軸周りの断面 2 次モーメント（Ｘ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

MOMENT_OF_INERTIA_Y
断面の y-y 参照線軸周りの断面 2 次モーメント（Ｙ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

moment1、moment2

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[端部コード]タブにある[曲げモー
メント、M]ボックスに入力された値を表示します。moment1では[参照点 1]ボック

スの値が表示され、moment2では[参照点 2]ボックスの値が表示されます。

MORTAR_VOLUME
仕上げ処理で使用するモルタル体積を示します。

2.12 テンプレート属性 - N

NAME
オブジェクトの名前。オブジェクトに名前がない場合は、次のレベルから名前が検
索されます。

内容タイプに応じて、異なる情報が表示されます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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内容タイプ 説明

ASSEMBLY 製品のメイン部材、プロジェクト、フェー
ズ、または図面の名前。

BOLT ボルトカタログに登録されているボルト
名。

ナット、ワッシャー、フェーズ、またはプ
ロジェクトの名前。

CAST UNIT プロジェクト、メイン部材、フェーズ、ま
たは図面の名前。

CONNECTION 該当するジョイントプロパティダイアログ
ボックスのタイトルバーに表示されるジョ
イント名。

プロジェクト名。

DRAWING 図面タイプ（A、W、C、G、M）を含む図
面名全体。

プロジェクト名。

HOLE ボルト、ナット、ワッシャー、フェーズ、
またはプロジェクトの名前。

MESH 溶接金網名またはプロジェクト名。

NUT ナット名か、ボルト、ワッシャー、プロジ
ェクト、またはフェーズの名前。

PART 部材プロパティダイアログボックスに入力
された部材名。

フェーズ、製品のメイン部材、図面、また
はプロジェクトの名前。

REBAR 鉄筋の名前。

フェーズまたはプロジェクトの名前。

STUD スタッド名。

プロジェクトまたはフェーズの名前。

SURFACING product_finishes.datファイルで定

義されている仕上げ材の名前。

プロジェクト名。

WASHER ボルトカタログに登録されているワッシャ
ー名。

ボルト、ナット、プロジェクト、またはフ
ェーズの名前。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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NAME_BASE
図面マークを示します。

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_X
中立軸（弾性）の位置を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_Y
中立軸（弾性）の位置を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_X
中立軸（塑性）の位置を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_Y
中立軸（塑性）の位置を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

NORMALIZED_WARPING_CONSTANT
形鋼の曲げねじり抵抗を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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NUMBER、NUMBER#1、NUMBER #2
NUMBERは、[リビジョン処理]ダイアログボックスの[リビジョン番号]ボックスの

ビジョン番号を示します。

NUMBER#1 はリスト上のオブジェクトの総数を示します。ASSEMBLY、
ASSEMBLY_BOLT、ASSEMBLY_PART、および ASSEMBLY_ALLの各タイプのリス

トでは、オブジェクトがリスト上の製品の部材であれば、1 つの製品に含まれる部
材とボルトの総数が示されます。

NUMBER#2 は工事番号をテキストとして示します。

NUMBER_IN_DRAWING

属性 NUMBER_IN_DRAWING は、同じ鉄筋マークを持つ図面内のすべての鉄筋の数

を示します。隣接部材鉄筋は無視されます。したがって、NUMBER_IN_DRAWING
は、図面内のメイン鉄筋マークでのみ使用し、表示されている隣接鉄筋のマークで
は使用しないでください。

鉄筋マークの要素に属性 NUMBER_IN_DRAWING を含めると、同じ位置番号を持つ

図面内のすべて鉄筋の本数が得られます。溶接金網の場合、

NUMBER_IN_DRAWING は、類似する溶接金網の数を返します。

NUMBER_IN_DRAWING は、アソシエート マークと鉄筋マークで機能しますが、フ

ィルターでは機能しないことに注意してください。

参照項目

NUMBER_VISIBLE (549 ページ)

NUMBER_IN_PHASE(X)

フェーズ X の製品の数量を返します。NUMBERテンプレート属性と同じ結果が得

られますが、フェーズ別である点が異なります。

テンプレート属性の数ではなく、PHASEテンプレート属性と GetValue関数を使

用することもできます。

例

GetValue("NUMBER_IN_PHASE(GetValue("PHASE"))")

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

鉄筋グループの鉄筋の数を表示します。

行コンテンツ タイプ SINGLE_REBAR と一緒に次のように使用します。

REBAR.NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

参照項目

WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP (583 ページ)

NUMBER_OF_TILE_TYPES

タイル配置パターンのタイルの数を返します。たとえば、[平織り] パターンは 8 つ
のタイルで構成されているので、[平織り] のタイル仕上げ材の場合はテンプレート
属性によって 8 が返されます。

NUMBER_VISIBLE

鉄筋グループマークに追加されると、ビューで表示する鉄筋の数が示されます。
これは、状況固有のテンプレート属性です。

2.13 テンプレート属性 - O

OBJECT
[ファイル メニュー] --> [プロジェクトプロパティ] の [オブジェクト] ボックスに
入力されたプロジェクト情報を表示します。

OBJECT_DESCRIPTION
オブジェクトタイプと ID を示します。以下にその例を示します。

• PART 780*380 Id:227

• ASSEMBLY Id:144

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• MESH Id:946

オブジェクト ID は一時的なものであるため、モデルを再度開いたり、Tekla Model
Sharing の読み込みコマンドなどを使用したりすると、変わる可能性があることに
注意します。

OBJECT_LOCKED
ユーザー定義情報[ロック]のステータスを示します。

参照項目

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (489 ページ)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (489 ページ)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (488 ページ)

XS_OBJECTLOCK_DEFAULT (315 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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ORIGIN_X、ORIGIN_Y、ORIGIN_Z

テンプレートからジョイントの原点の全体座標を照会できます。各フィールドの
名前は、ORIGIN_X、ORIGIN_Y、および ORIGIN_Zです。

OBJECT_TYPE
オブジェクトのタイプを示します。メッセージファイルには、これらの文字列を変
換したものが格納されます（番号 576〜587）。

以下のオブジェクトタイプがあります。

• POINT

• PART

• JOINT

• FITTING

• SCREW

• ANTI-MATERIAL

• CUT

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• WELDING

• ASSEMBLY

• DRAWING

• PROJECT

• OBJECT

OWNER
ドメイン/ユーザーの形式でオブジェクトのオーナーを示します。

2.14 テンプレート属性 - P

PAGE
現在のページ番号。

PART_POS
部材マークを示します。その他のオブジェクトに対しては空白セルを示します。

製品、部材、およびボルトに対して、製品のメイン部材のマークを示します。その
他のオブジェクトの場合、このフィールドは空白になります。

PART_PREFIX
部材プロパティで定義された部材マーク頭文字を表示します。

ナンバーシリーズの詳細については、「」を参照してください。

PART_SERIAL_NUMBER
頭文字と区切り文字のない部材に対する割付番号を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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PART_START_NUMBER

部材開始番号を示します。

参照項目

PCS
鉄筋グループの鉄筋の数を示します。

周辺

テンプレート属性 PERIMETERは、コンクリートスラブまたはポリゴンプレートの

周辺を示します。テンプレートエディタでは、このテンプレート属性のコンテンツ
タイプは PART.PERIMETERです。テキストテンプレートとグラフィックテンプ

レートの両方で使用できます。

PERIMETERも、型枠領域の計算および数量見積もりに使用できます。

PHASE
製品が所属するフェーズ番号を示します。

フェーズ名を示すには、PHASE.NAME フィールドを使用します。

PLASTIC_MODULUS_X
断面の x-x 参照線軸の塑性係数を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

PLASTIC_MODULUS_Y
断面の y-y 参照線軸の塑性係数を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

553 テンプレート属性 - P



PLATE_DENSITY
プレートの材質比重（kg/m3）を示します。

PLATE_THICKNESS

プロファイルに、プロファイルカタログで定義されている[板厚]プロパティがある
場合は、板厚(mm)が表示されます。たとえばこれは、フラッグやウェブに個別の
厚さがない一部の CC プロファイルや、丸および角鋼管に対して機能します。プロ
ファイルプロパティで定義できる[板厚]がないため、この属性はプレートプロファ
イルに対して機能しません。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

PLOTFILE
図面の dg ファイルの名前を示します。図面テーブルと図面レポートでのみ使用で
きます。

参照項目

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A (200 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C (204 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W (201 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G (202 ページ)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M (203 ページ)

POISSONS_RATIO
材質のポアソン比（解析プロパティ）を示します。

POLAR_RADIUS_OF_GYRATION
形鋼の対極線断面２次半径（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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POSTAL_BOX

[ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た郵便ボックスを表示します。

POSTAL_CODE

[ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た郵便番号を表示します。

PRELIM_MARK
ユーザー定義情報 [予備マーク] を表示します。

予備マークの詳細については、「」を参照してください。

PROFILE
部材プロファイル名または、製品またはキャストユニット内のメイン部材のプロフ
ァイル名を示します。テンプレートとレポートでは、プロファイル内の属性情報を
選択し示すこともできます。

テンプレートエディタで[属性選択]ダイアログボックスを開き、選択した内容タイ
プに対して PROFILE.*属性を選択します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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たとえば、ASSEMBLY 内容タイプに対して MAINPART.PROFILE.HEIGHT を選択
すると、製品のメイン部材プロファイルの高さを示すことができます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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PROFILE_DENSITY
材質カタログの形鋼比重（kg/m3）を示します。

PROFILE_TYPE
部材のプロファイルタイプ。Tekla Structures のデフォルトタイプは、DSTV-NC ド
キュメントに準拠しています。これらは、..\Tekla Structures\<version>
\messagesフォルダ内の by_number.ailファイルで定義されています(メッセ

ージ番号 588～599)。Tekla Structures におけるメッセージ、プロファイル、および
メッセージで定義されている DSTV-NC プロファイルタイプの間の関係は、次の表
に示すとおりです。

Tekla Structures プ
ロファイル

メッセージ番号 返される DSTV プ
ロファイルタイプ

H 形鋼･I 形鋼 588 I
山形鋼（アングル
鋼）

589 L

U 断面 591 U
プレート 592 B
棒鋼 593 RU
丸鋼管 594 RO
角鋼管 595 M
リップ溝形鋼 596 C
T 形鋼 597 T
ポリゴンプレート 598 B
ベントプレート 599 B
Z 形鋼およびその
他のすべてのプロ
ファイルタイプ

590 Z

PROFILE_WEIGHT
部材の重量。 プロファイルに対しては、プロファイルカタログで定義されている
長さとメートルあたりの重量に基づいて、Tekla Structures により重量が計算されま
す。 プロファイルカタログでメートルあたりの重量が定義されていなければ、こ
のフィールドは WEIGHT_NET (582 ページ)と同等に機能しますが、[形鋼比重]で
はなく、材質カタログで定義されている板の比重([板における単位重量])を使用す
る点が異なります。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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PROFILE_WEIGHT_NET
部材の純重量。 プロファイルに対しては、プロファイルカタログで定義されてい
る長さとメートルあたりの重量に基づいて、Tekla Structures により重量が計算され
ます。 長さの値は、フィッティング中央線に基づいて計算され、ラインカットに
は影響されません。 その他のオブジェクトに対しては、このフィールドは
WEIGHT_NET (582 ページ)と同等に機能します。

PROJECT_COMMENT

プロジェクトの部材のユーザー定義情報ダイアログボックス( [ファイル]メニュー
--> [プロジェクトプロパティ] --> [ユーザー定義情報] )の[プロジェクトコメント]
ボックスに入力された値を表示します。

PROJECT_USERFIELD_1 ... 8

プロジェクトのユーザー定義情報ダイアログボックス( [ファイル]メニュー --> [プ
ロジェクトプロパティ] --> [ユーザー定義情報] )の[パラメーター]タブにある[ユー
ザー情報 1]や[ユーザー情報 2]などのボックスで定義できるプロジェクトのユーザ
ー定義情報の値を表示します。

2.15 テンプレート属性 - R

半径

梁(曲)の[半径]の値です。

RADIUS_OF_GYRATION_X
形鋼の断面 2 次半径 X（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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RADIUS_OF_GYRATION_Y
形鋼の断面 2 次半径 Y（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

READY_FOR_ISSUE_BY

属性 READY_FOR_ISSUE_BY は、図面に出図準備完了のマークを付けた ユーザー

を示します。この属性は、図面レポートに、図面に出図準備完了のマークを付けた
ユーザーに関するドキュメント管理情報を追加するのに使用できます。この情報
は [準備完了: 出図者] 列で確認できます。

レポートに、図面に出図準備完了のマークが付いているかどうかの情報を含めるに
は、IS_READY_FOR_ISSUE (536 ページ) 属性を使用します。

REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_CROSS

左側の一番外側の縦筋にかかる横筋の延長を示します。

参照項目

溶接金網プロパティのカスタマイズ (607 ページ)

REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_LONG

左側の一番外側の横筋にかかる縦筋の延長を示します。

参照項目

溶接金網プロパティのカスタマイズ (607 ページ)

REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_CROSS

左側の一番外側の縦筋にかかる横筋の延長を示します。

参照項目

溶接金網プロパティのカスタマイズ (607 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_LONG

右側の一番外側の横筋にかかる縦筋の延長を示します。

参照項目

溶接金網プロパティのカスタマイズ (607 ページ)

REBAR_POS
XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (349 ページ) で定義されてい
るように、鉄筋の位置番号を表示します。

鉄筋セットのテーパー鉄筋グループの鉄筋の場合、REBAR_POS 形式は XS_
REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (360 ペ
ージ) により定義され、そこでも設定されていない場合は XS_REBAR_POSITION_
NUMBER_FORMAT_STRING (349 ページ) により定義されます。

参照項目

GROUP_POS (526 ページ)

REFERENCE_ASSEMBLY

レポートおよびテンプレートに参照モデルの製品レベル情報を表示します。

以下の属性は contentattributes_global.lstのコンテンツタイプに結び付

けられます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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以下のユーザー定義情報は contentattributes_userdefined.lstのコンテ

ンツタイプに結び付けられます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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参照項目

REFERENCE_MODEL

参照モデルをレポートに示します。

REFERENCE_MODEL_OBJECT

参照モデルオブジェクトのリストをレポートに表示します。

地域

[ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た地域を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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ROUNDING_RADIUS, ROUNDING_RADIUS_1 ...2
形鋼上の半径を示します。I 形鋼の場合における半径 1 および半径 2 の例を以下に
示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

ROW_IN_PAGE
新しいページを作成するたびに、1 から開始する連番を生成します。レポートおよ
びテンプレートで使用できます。

例

PAGEフィールドと組み合わせて使用すると、図面テンプレートにページ情報や行

情報を含めることができます。[タイプ]を[テキスト]に設定して、テキストフィー
ルドプロパティに次のフィールド定義を入力します。

GetValue("ROW_IN_PAGE") +
"/" + GetValue("PAGE") 

2.16 テンプレート属性 - S

SCALE1...5
これらフィールドは、図面ビューの縮尺を示します。小数部分は、 も近似の整数
に切り上げられます。図面テーブルでのみ使用できます。

SCHED_FAB_DATE

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[状態]タブにある[スケジュールさ
れた製作]フィールドで選択された値を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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SCREW_HOLE_DIAMETER_X

ねじ穴の X 方向の長さ(穴径 + LONG_HOLE_X (542 ページ))を示します。

SCREW_HOLE_DIAMETER_Y

ねじ穴の Y 方向の長さ(穴径 + LONG_HOLE_Y (542 ページ))を示します。

SECTION_MODULUS_X, SECTION_MODULUS_Y
形鋼の断面係数（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

SHAPE
鉄筋の環境固有の曲げタイプを示します。

SHAPE_INTERNAL

Tekla Structures の鉄筋の内部曲げタイプを示します (例: 2_1)。

参照項目

SHEAR_CENTER_LOCATION
形鋼のせん断中心位置（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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shear1、shear2

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[端部コード]タブにある[せん断力、
V]ボックスに入力された値を表示します。shear1では[参照点 1]ボックスの値が

表示され、shear2では[参照点 2]ボックスの値が表示されます。

SHOP_ISSUE

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティダイアログ
ボックスの[状態]タブにある[実際の予定]フィールドで選択された値を表示しま
す。

SHOPSTATUS

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスまたは製品のプロパティダイアログ
ボックスの[状態]タブにある[製作ステータス]リストで選択された値を表示しま
す。

SIMILAR_TO_MAIN_PART
部材のマークがその部材が含まれる製品のメイン部材のマークと同じ場合は、1 を
戻します。

部材リストの先頭に製品のメイン部材を表示するには、以下の操作を行います。

1. テンプレートエディタで、値フィールド SIMILAR_TO_MAIN_PARTを PART
行に追加します。

2. [値フィールドプロパティ]ダイアログボックスで[並び順]を[降順]に設定し、
(必要に応じて)出力時にフィールドを非表示にします。

3. [内容ブラウザ]で、SIMILAR_TO_MAIN_PART フィールドを並び順の先頭にド
ラッグします。

SITE_WORKSHOP
このフィールドは、ボルトの施工場所情報（現場/工場）を文字列として示します。
メッセージファイル（466 および 467）には、これらの文字列を変換したものが格
納されます。

このフィールドは、スタッドの施工場所情報（現場/工場）を文字列として返しま
す。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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SIZE
図面のサイズを示します（例:210x297）。図面テンプレートと図面レポートでのみ
使用できます。

SORT_OF_E_x_Cw_PER_G_x_J
形鋼の sqrt（ECw/GJ）解析プロパティを示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

SPIRAL_ROTATION_ANGLE

螺旋梁の合計 +/- 回転角度を表示します。

例: (+)720.00 = 反時計回りに 2 回転

SPIRAL_ROTATION_AXIS_xxx

• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_IN_WORK_PLANE
2 点を使用して螺旋梁の中心軸を示します。それらの点から回転軸の方向が計算
されます。

SPIRAL_TOTAL_RISE

座標系 Z 軸に沿った螺旋梁の始点と終点間の距離を示します。

SPIRAL_TWIST_END

部材の終点における螺旋梁プロファイルの +/- ねじれ角度を示します。デフォル
ト値は、0.00 です。

SPIRAL_TWIST_START

部材の始点における螺旋梁プロファイルの +/- ねじれ角度を示します。デフォル
ト値は、0.00 です。

SUPPLEMENT_PART_WEIGHT
付加部材の重量を示します。SUPPLEMENT_PART_WEIGHT は 製品全体の重量か
らメイン部材の重量を引いたものを示します。

「WEIGHT (580 ページ)」も参照してください。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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START_X
部材の始点座標を示します。

START_Y
「START_X (567 ページ)」を参照してください。

START_Z
「START_X (567 ページ)」を参照してください。

STATICAL_MOMENT_Qf
静的モーメント１（Ｑｆ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

STATICAL_MOMENT_Qw
静的モーメント２（Ｑｗ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

STIFFENER_DIMENSION
プロファイルのスチフナー寸法を表示します。

参照項目

STIFFENER_DIMENSION_1 ...3 (568 ページ)

PROFILE (555 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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STIFFENER_DIMENSION_1 ...3
形鋼のスチフナー寸法を示します。下記のパラメトリックプロファイル EZ にお
いて、f1 はスチフナー寸法 1、f2 はスチフナー寸法 2、f3 はスチフナー寸法 3 で
す。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

STRAND_DEBONDED_STRANDS_1...5

シースの緊張材のリストを示します。緊張材番号はスペース区切りです。

STRAND_DEBONDED_STRANDS_1は[緊張材パタンプロパティ]ダイアログボック

スの[シース]タブの 1 行目に対応し、STRAND_DEBONDED_STRANDS_2は 2 行目に

対応します。以下同様です。

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_1...5

緊張材の終点からのシースの長さを示します。

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_1は[緊張材パタンプロパティ]ダイアログボ

ックスの[シース]タブの 1 行目に対応し、STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_2は

2 行目に対応します。以下同様です。

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_1...5

緊張材の始点からのシースの長さを示します。

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_1は[緊張材パタンプロパティ]ダイアログ

ボックスの[シース]タブの 1 行目に対応し、

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_2は 2 行目に対応します。以下同様です。
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STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_1...5

緊張材の中間点から終点までのシースの長さを示します。

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_1は[緊張材パタンプロパティ]ダイア

ログボックスの[シース]タブの 1 行目に対応し、

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_2は 2 行目に対応します。以下同様で

す。

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_1...5

緊張材の中間点から始点までのシースの長さを示します。

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_1は[緊張材パタンプロパティ]ダイ

アログボックスの[シース]タブの 1 行目に対応し、

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_2は 2 行目に対応します。以下同様

です。

STRAND_N_PATTERN
緊張材パタンにおけるさまざまな断面の数を示します。

STRAND_N_STRAND
緊張材の数を示します。

STRAND_POS
緊張材のマーク（頭文字と連番）を示します。

STRAND_PULL_FORCE
緊張材の引張荷重を示します。

STRAND_UNBONDED
シース利用の緊張材のシーケンス番号をスペースまたはカンマで区切って示しま
す。
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SUB_ID

鉄筋グループの鉄筋の連続的なインデックス番号を表示します。

参照項目

SUB_ID_WITH_LETTERS (571 ページ)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(360 ページ)

SUB_ID_LAST

鉄筋グループの 後の鉄筋の連続的なインデックス番号を表示します。

SINGLE_REBAR コンテンツ タイプ と共に使用します。

参照項目

SUB_ID (571 ページ)

SUB_ID_WITH_LETTERS (571 ページ)

SUB_ID_WITH_LETTERS

鉄筋グループの鉄筋の連続的なインデックス番号を文字で表示します。

書式文字列属性としてのみ使用可能で、テンプレート属性として使用することはで
きません。

参照項目

SUB_ID (571 ページ)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(360 ページ)

SUBTYPE
形鋼のサブタイプを示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)
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SURFACING_NAME
仕上げ材の名前(タイル張仕上げ 1 など)を表示します。

仕上げ材のコードと名前は、product_finishes.datファイルに定義されてい

ます。

参照項目

CODE (504 ページ)

2.17 テンプレート属性 - T

TANGENT_OF_PRINCIPAL_AXIS_ANGLE
形鋼の 大モーメント軸回転角（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

TEXT1...3
このフィールドを図面テンプレートで使用した場合は、 新のリビジョンのテキス
トが示されます。REVISIONリストで使用した場合は、リビジョン履歴全体も示さ

れます。

THERMAL_DILATATION
材質の温度膨張係数を示します。

THICKNESS

タイルパターンのタイルの厚さを示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
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THREAD_IN_MATERIAL
ボルトの設定で部材内ねじ山が許可されていれば 1 を示し、許可されていない場合
には 0 を示します。

TILE_NUMBER
表面仕上げ材処理で使用するタイル数（概算値）を示します。

TILE_VOLUME
表面処理に使用するタイルの体積(モルタル体積を除く)を示します。
「MORTAR_VOLUME (545 ページ)」も参照してください。

TIME
現在の時刻を示します（hh:mm:ss）。

TITLE
ユーザー定義情報のタイトルを示します。このフィールドは、部材と製品に対して
も使用できます。たとえば、どの製品図が作成されたかに関する情報を示す製品レ
ポートなどを作成するときに使用できます。

TITLE1...3
このフィールドをレポートで使用すると、[レポートを作成]ダイアログボックスに
入力したユーザー定義のタイトルが示されます。このフィールドを図面テンプレ
ートで使用した場合は、図面属性が示されます。

TOP_LEVEL

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の上部レベルを示します。

上位レベルは、MarkDimensionFormat.dimから単位と精度を取得します。

エレベーション基準レベルは、 TOP_LEVEL [位置] が [モデル原点] に設定されてい

る場合、またはモデル原点にあるプロジェクト基準点に設定されている場合に、属
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性 <codeph translate="no" id="GUID-A83012AB-5E4A-414A-
AD90-9A006F180FB2">TOP_LEVEL</codeph> にのみ影響します。

この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 この情報は値をテキストとして戻すため、この情報では式は使用できません。
代わりに TOP_LEVEL_UNFORMATTED (574 ページ)を使用してください。

TOP_LEVEL_GLOBAL

グローバル軸によって、単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、また
は現場打ちコンクリートの上部レベルを示します。TOP_LEVEL_GLOBALは、

MarkDimensionFormat.dimから単位と精度を取得します。

この属性を部材マークやアソシエートマークで、またレポートやテンプレートでも
ユーザー定義情報として使用できます。

TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の上部レベルを示します。TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTEDでは、上部レベル

を長さ(mm 単位)として返すので、上部レベルの形式を設定し、テンプレートの式
に含めることができます。この属性は、グローバル軸によりレベル情報を示しま
す。

この情報は、部材マークおよびアソシエートマークでもユーザー定義情報として使
用できます。

TOP_LEVEL_UNFORMATTED

単品、キャストユニット、製品、ジョイントの部材、または現場打ちコンクリート
の上部レベルを示します。TOP_LEVEL_UNFORMATTEDでは、上部レベルを長さ

(mm 単位)として返すので、上部レベルの形式を設定し、テンプレートの式に含め
ることができます。

エレベーション基準レベルは、 TOP_LEVEL_UNFORMATTED [位置] が [モデル原点]
に設定されている場合、またはモデル原点にあるプロジェクト基準点に設定されて
いる場合に、属性 <codeph translate="no" id="GUID-AFE5FBD4-51B6-49B8-9B45-
AF588A6C0C5D">TOP_LEVEL_UNFORMATTED</codeph> にのみ影響します。
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この属性は、部材マークおよびアソシエートマークでユーザー定義情報としても使
用できます。

注 TOP_LEVEL 属性とは異なり、MarkDimensionFormat.dim ファイルを使用

して、TOP_LEVEL_UNFORMATTED 属性の形式を設定することはできません。

TORSIONAL_CONSTANT
形鋼のねじり係数（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

市町村

[ファイル --> プロジェクトプロパティ ] の [プロジェクトプロパティ] に入力され
た市町村を表示します。

TYPE
オブジェクトタイプまたはセット名を示します。

コンテンツ タイプ 説明

ANALYSIS_RIGID_LINK 解析剛結リンクが自動的に作成されたかどうか
(auto)、またはユーザーが手動で追加したもの (user)
かどうかを示します。

BOLT [ボルト セット カタログ] ダイアログ ボックスに表示
されるとおりのボルト名を示します (7968 など)。

DRAWING 図面タイプ（A、W、C、G、または M）を返します。

MESH 次のようなメッシュ タイプが示されます: 四角形、ポ
リゴン、またはベント。

NUT ナットセット名を示します。

SURFACE 次のような仕上げタイプが示されます: 型枠またはコ
ンクリート仕上げ。

SURFACING 次のような仕上げ材タイプが示されます: コンクリー
ト塗仕上げ、特殊塗仕上げ、タイル仕上げ材、または
鋼材仕上げ。
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コンテンツ タイプ 説明

WASHER ワッシャーの標準が示されます。

その他のオブジェクトの場合、このフィールドは空白になります。

TYPE1
ボルトの場合、ボルト セット名、および可能性のある各ワッシャーやナットのセ
ット名を、[ボルトセットカタログ] ダイアログ ボックスに表示されるのと同じよ
うに表示します (例: 7968/2041/2041/2041/2067/2067)。 ボルト以外のオブ

ジェクトの場合、このフィールドは空白を示します。

参照項目

TYPE2 (576 ページ)

TYPE3 (576 ページ)

TYPE4 (577 ページ)

TYPE2
ボルトの場合、存在するワッシャーやナットには 1 を、存在しないワッシャーやナ

ットには 0 を表示します (例: 10011)。 ボルト以外のオブジェクトの場合、このフ

ィールドは空白を示します。

参照項目

TYPE1 (576 ページ)

TYPE3 (576 ページ)

TYPE4 (577 ページ)

TYPE3
TYPE2 と同じですが、存在するワッシャーやナットには X を、存在しないワッシ

ャーやナットには o を表示します (例: XooXX)。 ボルト以外のオブジェクトの場

合、このフィールドは空白を示します。

参照項目

TYPE1 (576 ページ)

TYPE2 (576 ページ)

TYPE4 (577 ページ)
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TYPE4
TYPE1 と同じですが、存在するボルト要素のセット名だけが表示されます。 ボル

ト以外のオブジェクトの場合、このフィールドは空白を示します。

参照項目

TYPE1 (576 ページ)

TYPE2 (576 ページ)

TYPE3 (576 ページ)

2.18 テンプレート属性 - U

USAGE

鉄筋が主筋なのか、帯筋・あばら筋なのかを示します。 属性は、主筋には Main
bar、帯筋とあばら筋には Tie or stirrup を返します。 用途タイプが定義でき

ない場合、属性は空の値を返します。

参照項目

USAGE_VALUE (577 ページ)

USAGE_VALUE

鉄筋が主筋なのか、帯筋・あばら筋なのかを示します。 属性は、主筋には 1、帯筋

とあばら筋には 2 を返します。 タイプが定義できない場合、属性は 0 を介します。

参照項目

USAGE (577 ページ)

USER_PHASE

部材のユーザー定義情報の [ユーザーフェーズ] ボックスに入力した値が表示され
ます。
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USER_FIELD_1 ..._8
ユーザー定義情報[User field 1]、[User field 2]などの値を示します。

参照項目

テンプレートやレポートのユーザー定義情報については「」を参照してください。

ユーザー定義情報の詳細については、「」および「」を参照してください。

2.19 テンプレート属性 - V

VOLUME
オブジェクトの体積（製品またはキャストユニットの体積など）を示します。孔や
カットも考慮されます。

VOLUME_GROSS
オブジェクトの総体積を返します。孔やカットは考慮されません。

VOLUME_NET
孔やカットを考慮したオブジェクトの体積を返します。

VOLUME_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS

キャストユニットにあるコンクリート部材のソリッドごとに体積が表示されま
す。 断面積が手動で定義されたプロファイルを部材が使用している場合、計算で
無視されます(VOLUME_ONLY_CONCRETE_PARTSと比較)。

VOLUME_ONLY_CONCRETE_PARTS

この属性は、コンクリート部材専用のキャストユニットの体積値を取得します。
鉄筋や埋込み材は考慮に入れられません。
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VOLUME_ONLY_POUR_OBJECT

現場打ちコンクリートのコンクリート (= 現場打ちコンクリート) の体積を示しま
す。孔とカットが考慮されます。

参照項目

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT (583 ページ)

2.20 テンプレート属性 - W

WARPING_CONSTANT
形鋼のねじり係数（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WARPING_STATICAL_MOMENT
形鋼のねじり静的モーメント（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WEB_HEIGHT
「WEB_WIDTH (580 ページ)」を参照してください。

WEB_LENGTH
H 形鋼･I 形鋼のウェブの総長さを示します。溶接後のプロファイルをプレートと
して示す場合に、このフィールドを使用できます。
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WEB_THICKNESS
H 形鋼･I 形鋼のウェブの厚さを返します。溶接後のプロファイルをプレートとし
て示す場合に、このフィールドを使用できます。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WEB_THICKNESS_1, WEB_THICKNESS_2
形鋼のウェブの厚さの値を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WEB_WIDTH
H 形鋼･I 形鋼のウェブの幅を示します。溶接後のプロファイルをプレートとして
示す場合に、このフィールドが使用できます。

WEIGHT
オブジェクトの重量を示します。

計算式は、オブジェクトタイプによって異なります。

• プロファイルカタログで定義された断面を持つ部材の場合は、プロファイルカ
タログの断面積([解析]タブの[プロパティ]リスト)、長さ(LENGTH)、および材質

の比重(材質カタログの[形鋼における単位重量])から重量が計算されます。

WEIGHT_GROSSを計算した場合と同じ結果が得られます。

• パラメトリックプロファイルなど、断面が定義されていないその他のプロファ
イルの場合は、プロファイル体積と材質密度に基づいて計算した純重量を示し
ます。フィッティング、カット、溶接開先、および部材合成により、体積の計
算結果が影響されます。

• 仕上げ材のある部材には、部材の重量と仕上げ材の両方が表示されます。

• 鉄筋の場合は、グループのいずれかの鉄筋の重量が表示されます。

WEIGHT_TOTALには、グループのすべての鉄筋の総重量が表示されます。

• 製品の場合は、1 製品あたりの部材重量の合計が示されます。

• 仕上げ材には、仕上げ材の重量が表示されます。
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• ボルトの場合は、対応するコンテンツタイプ行にボルト要素の重量が示されま
す。

• BOLT:ボルトの重量を示します。

• NUT:ナットの重量を示します。

• WASHER:ワッシャーの重量を示します。

WEIGHT_GROSS
部材の製作に必要な材質をすべて含む総重量を示します。計算式は、部材によって
異なります。

• プロファイルカタログで定義された断面積を持つ部材の場合は、部材長
(LENGTH)、プロファイルカタログで定義されている断面積、および材質の比重

から重量が計算されます。

• 断面積が定義されていない折板またはポリゴンプレートの場合は、プレートの
全高、全長、および材質の比重（材質カタログの[板における単位重量]）から
重量が計算されます。

• 断面積が定義されていないその他のプロファイル(特にパラメトリックプロフ
ァイル)の場合は、WEIGHT_NETの場合と同様の方法で計算が行われますが、カ

ットは考慮されず、形鋼比重ではなくプレート比重が使用される点が異なりま
す。

• 製品に対して、製品に含まれている部材をすべて合わせた総重量を示します。
ボルトの場合はボルトの重量を示します。

WEIGHT_M
材質カタログで定義されているプロファイルの単位重量を示します。パラメトリ
ックプロファイルの場合は、プロファイル重量を長さで除算した値が示されます。
標準プロファイルについては、プロファイルカタログの[解析]プロパティから[単位
長さあたりの重量]を表示します。

WEIGHT_MAX
鉄筋グループの単一の鉄筋または緊張材の 大重量を示します。

WEIGHT_MIN
鉄筋グループの単一の鉄筋または緊張材の 小重量を示します。
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WEIGHT_NET
製作部材、製品、またはキャストユニットの重量を返します。計算式は、オブジェ
クトによって異なります。

• 部材の場合は、製作部材の実重量である純重量が返されます。

• ボルトの場合はボルト重量が返されます。その他のオブジェクトの場合はゼロ
が返されます。

• 製品の場合は、部材重量の合計が返されます。

この計算は、部材体積と材質比重に基づいています。計算に使用する比重は、プロ
ファイル断面によって異なります。

• プロファイルカタログで断面が定義されている場合、比重は材質カタログのプ
ロパティ: 形鋼比重の値になります。

• 断面がない場合、比重は材質カタログのプロパティ: 板の比重の値になります。

注 部材の場合、純重量は製作部材の実重量ではありません。プロファイル断面は平角を
使用して計算されるため、角の丸めは考慮されません(詳細オプション

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACYを使用している場合を除く)。このため、大きな

断面を使用する場合は特に、計算された重量と実際の重量が大きく異なります。

WEIGHT_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS

キャストユニットの重量が表示されます。 キャストユニットにあるコンクリート
部材のソリッドごとに重量が計算されます。 断面積が手動で定義されたプロファ
イルを部材が使用している場合、計算で無視されます
(WEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTSと比較)。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

582 テンプレート属性 - W



WEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS

この属性はコンクリート部材についてのみキャストユニットの重量を取得します。

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT

現場打ちコンクリートのコンクリート (= 現場打ちコンクリート) の重量を示しま
す。孔とカットが考慮されます。鉄筋や埋込み材は考慮に入れられません。

現場打ちコンクリートの重量は、現場打ちコンクリートのソリッドと材質の比重に
基づいて計算されます。

参照項目

VOLUME_ONLY_POUR_OBJECT (578 ページ)

WEIGHT_ONLY_REBARS

現場打ちコンクリート ユニットのすべての鉄筋 (鉄筋、金網、緊張材を含む) の重
量を表示します。現場打ちコンクリート ユニット内のプレキャスト製品に属する
鉄筋の重量は含まれていません。

参照項目

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT (583 ページ)

WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH
形鋼の単位長さあたりの重量（解析プロパティ）を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WEIGHT_TOTAL
鉄筋グループに含まれるすべての鉄筋または緊張材の総重量を示します。 このテ
ンプレート属性は、グラフィック テンプレートおよびテキスト テンプレートで、
コンテンツ タイプ REBAR で利用できます。
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WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP

鉄筋グループの鉄筋の総重量が表示されます。

行コンテンツ タイプ SINGLE_REBAR と一緒に次のように使用します。

REBAR.WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP

参照項目

NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP (548 ページ)

WELD_ACTUAL_LENGTH1、WELD_ACTUAL_LENGTH2

線の上および下の溶接について、モデルの実際の溶接長、または実際の溶接長の合
計を示します。

実際の溶接長とは、溶接シームに沿った、溶接シームの始点と終点の距離のことで
す。

参照項目

WELD_LENGTH1 ... 2 (587 ページ)

WELD_ADDITIONAL_SIZE1、WELD_ADDITIONAL_SIZE2

これらの属性を使用して、追加溶接サイズを表示します。追加溶接サイズは、混合

溶接タイプ  および  に対して設定できます。
WELD_ADDITIONAL_SIZE1 は線の上に表示される溶接の追加溶接サイズの値で、
WELD_ADDITIONAL_SIZE2 は線の下に表示される溶接の追加溶接サイズの値で
す。

これらの属性は、レポート テンプレートで使用できます。

WELD_ANGLE1, WELD_ANGLE2
表裏面の溶接角度を示します。

WELD_ASSEMBLYTYPE
溶接の施工場所（現場または工場）を示します。溶接リストでのみ使用できます。
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WELD_DEFAULT
図面プロパティのデフォルト溶接サイズを示します。図面テーブルでのみ使用で
きます。

WELD_CROSSSECTION_AREA1、WELD_CROSSSECTION_
AREA2

線の上側および下側にあるサポートされているソリッド溶接オブジェクト の理論
上の断面積を示します。サポートされていない溶接タイプの場合は、0.00 が示され
ます。

WELD_EDGE_AROUND

[溶接] プロパティの [全周溶接] リストで選択された値を返します。1 つの縁端だ
けを溶接する場合は [全周溶接なし]、面の全周を溶接する場合は [全周] を返しま
す。

WELD_EFFECTIVE_THROAT、WELD_EFFECTIVE_THROAT2

これらの属性を使用し、溶接の有効のど厚を示します。

WELD_EFFECTIVE_THROAT は線の上側の溶接に関する値を示し、

WELD_EFFECTIVE_THROAT2 は線の下側の溶接に関する値を示します。

WELD_ELECTRODE_CLASSIFICATION

[溶接棒種別] プロパティの [溶接] リストで選択された溶接棒種別を示します。

WELD_ELECTRODE_COEFFICIENT

[溶接係数] プロパティの [溶接] ボックスに入力された値を示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性

585 テンプレート属性 - W



WELD_ELECTRODE_STRENGTH

[溶接棒強度] プロパティの [溶接] ボックスに入力された値を示します。

WELD_ERRORLIST
溶接関連の問題が発生している場合、溶接のエラーコードを表示します。

エラーコードは次のとおりです。

エラーコード 解説

E1 溶接が正しい位置にありません。

E2 溶接部材が互いに接していません。

E3 溶接が部材の縁端にありません。

E4 溶接に、サポートされていない断面タイプが含まれています。

E5 溶接プロパティが正しくありません。

E6 部材の溶接開先に関連する問題があります。

WELD_FATHER_CODE
溶接位置にあるコンポーネントのコンポーネントコードを示します。溶接の近傍
にコンポーネントが存在しない場合、このフィールドは空白になります。溶接リス
トでのみ使用できます。

WELD_FATHER_NUMBER
溶接位置にあるコンポーネントのコンポーネント番号を示します。溶接の近傍に
コンポーネントが存在しない場合、このフィールドは空白になります。溶接リスト
でのみ使用できます。

WELD_FILLTYPE1, WELD_FILLTYPE2
溶接の仕上げ形状（なし、面一、凸面､凹面）を示します。

WELD_FINISH1, WELD_FINISH2
溶接の溶接仕上げを示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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WELD_INCREMENT_AMOUNT1、WELD_INCREMENT_
AMOUNT2

線の上および下の断続溶接の増分量を示します。

WELD_INTERMITTENT_TYPE

溶接の形状(連続、チェーン断続配置、または千鳥断続配置)を示します。

WELD_LENGTH1 ... 2

溶接プロパティの [長さ] ボックスに入力された溶接長の値を示します。

WELD_LENGTH1 は線の上側の溶接の長さを示し、WELD_LENGTH2 は線の下側の溶

接の長さを示します。

参照項目

WELD_ACTUAL_LENGTH1、WELD_ACTUAL_LENGTH2 (584 ページ)

WELD_NDT_INSPECTION

[NDT 検査] プロパティの [溶接] リストで選択された溶接の非破壊試験と検査のレ
ベルを示します。

WELD_NUMBER

溶接番号を示します。

参照項目

溶接ナンバリング設定 (601 ページ)

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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WELD_PERIOD1 ... 2

溶接プロパティの [ピッチ] ボックスに入力された値を示します。WELD_PERIOD1
は線の上側の溶接に関する値を示し、WELD_PERIOD2 は線の下側の溶接に関する

値を示します。

WELD_POSITION

[位置] プロパティの [溶接] リストで選択された溶接位置を示します。

WELD_POSITION_X

X 軸における溶接の位置を示します。

WELD_POSITION_Y

Y 軸における溶接の位置を示します。

WELD_POSITION_Z

Z 軸における溶接の位置を示します。

WELD_PROCESS_TYPE

[処理タイプ] プロパティの [溶接] リストで選択された溶接処理タイプを示します。

WELD_ROOT_FACE_THICKNESS、
WELD_ROOT_FACE_THICKNESS2
線の上または下の溶接のルート厚を示し、溶接のリストでのみ使用されます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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WELD_ROOT_OPENING、WELD_ROOT_OPENING2

線の上および下の溶接のルートギャップ(溶接部材の間隔)を示します。

WELD_SIZE1, WELD_SIZE2
溶接の溶接サイズを示します。

WELD_SIZE_PREFIX_ABOVE

[頭マーク] プロパティの [線の上] セクションにある [溶接] ボックスに入力された
溶接サイズの頭マークを示します。

WELD_SIZE_PREFIX_BELOW

[頭マーク] プロパティの [線の下] セクションにある [溶接] ボックスに入力された
溶接サイズの頭マークを示します。

WELD_TEXT
溶接の特別指示を示します。

WELD_TYPE1、WELD_TYPE2
線の上下の溶接タイプを示します。 「」を参照してください。

WELD_VOLUME

ソリッド溶接オブジェクト の体積を示します。ソリッド溶接オブジェクトに失敗
した場合は、0.00 が示されます。サポートされていない溶接タイプの場合は、0.00
が示されます。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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WIDTH
部材または製品の幅を示します。

図面の場合は、図面の幅を示します。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

WIDTH_1, WIDTH_2
形鋼の特殊な幅の値を示します。以下はサブタイプ h1*b1-h2*b2*t を持つパラメト
リックプロファイルの角鋼管で、b1 は幅 1、b2 は幅 2 です。

参照項目

PROFILE (555 ページ)

2.21 テンプレート属性 - X

xs_shorten

部材のユーザー定義情報ダイアログボックスの[パラメータ]タブにある[短縮量]ボ
ックスに入力された値を表示します。

図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプ
レート属性
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3 設定の参考資料

ここでは、さまざまな設定に関する詳細な情報を紹介します。

ヒ
ン
ト

ユーザー インターフェイスのほとんどの構成要素では、キーボードの F1 キーを押す
と、表示されているユーザー インターフェイスの構成要素に関する情報が表示され
ます。リボンでは、マウス ポインターをツールに合わせるとツールティップが表示
され、ツールティップが表示された状態で Ctrl+F1 キーを押すと、ツールの詳細が表
示されます。

目次を使用し、これらの参考ページを参照してください。

3.1 モデリングの設定

このセクションでは、Tekla Structures で変更できる設定の詳細について説明しま
す。

詳細情報のリンク:

• 部材マークの設定 (591 ページ)

• ナンバリング設定 (600 ページ)

• 鉄筋の設定 (603 ページ)

部材マークの設定
ここでは、特定の部材マークの設定の詳細について説明します。これらの設定は、
部材プロパティ パネルの [位置] および [終点オフセット] セクションまたはコンテ
キスト ツールバーを使用して変更することができます。

詳細情報のリンク:

作業平面上の部材の位置 (592 ページ)

部材の回転 (593 ページ)

部材の位置デプス (594 ページ)
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部材の垂直位置 (595 ページ)

部材の水平位置 (597 ページ)

部材の終点オフセット (598 ページ)

作業平面上の部材の位置
部材プロパティの [平面上] 設定を使用して、作業平面上の部材の位置を表示およ
び変更します。位置は、常に部材の参照線を基準とする相対位置となります。

または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 説明 例

中 参照線は、部材の中央にあ
ります。

右 部材は、参照線の下側に配
置されます。

左 部材は、参照線の上側に配
置されます。

例

位置 例

中 300

右 300

設定の参考資料 592 モデリングの設定



位置 例

左 300

部材の回転
部材プロパティの [回転] 設定を使用して、作業平面上の軸の周囲での部材の回転
を表示および変更します。

また、回転角度を定義できます。Tekla Structures では、正の値が X 軸を中心とする
時計回りの角度として扱われます。

または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 説明 例

正 作業平面は、部材の正面に
対して平行です。

上 作業平面は、部材の上面に
対して平行です。

背 作業平面は、部材の背面に
対して平行です。
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オプション 説明 例

下 作業平面は、部材の下面に
対して平行です。

部材の位置デプス
部材プロパティの [デプス] 設定を使用し、部材の位置デプスを表示および変更し
ます。位置は、常に部材ハンドル間の部材参照線を基準とする相対位置となりま
す。

または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 説明 例

中 部材は、参照線の中央に配
置されます。

正 部材は、参照線の上側に配
置されます。

背 部材は、参照線の下側に配
置されます。
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例

位置 例

中 400

正 400

背 400

部材の垂直位置
部材プロパティの [垂直] 設定を使用し、部材の垂直位置を表示および変更します。
位置は、常に部材の参照点を基準とする相対位置となります。
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または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 説明 例

中 参照点は、部材の中央にあ
ります。

下 部材は、参照点の下側に配
置されます。

上 部材は、参照点の上側に配
置されます。

例

位置 例

中 200
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位置 例

下 200

上 200

部材の水平位置
部材プロパティの [水平] 設定を使用し、部材の水平位置を表示および変更します。
位置は、常に部材の参照点を基準とする相対位置となります。

または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 説明 例

中 参照点は、部材の中央にあ
ります。

左 部材は、参照点の左側に配
置されます。
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オプション 説明 例

右 部材は、参照点の右側に配
置されます。

例

位置 例

中 150

左 150

右 150

部材の終点オフセット
部材プロパティの [Dx]、[Dy]、および [Dz] 設定を使用し、参照線を基準にして部
材の端部を移動します。正または負の値を入力できます。
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または、コンテキスト ツールバー を使用して、部材の位置を変更できます。

オプション 解説

Dx 部材の端点を参照線沿いに移動して部
材の長さを変更します。

Dy 部材の端部を参照線に対して垂直に移
動します。

Dz 部材の端部を作業平面の Z 方向沿いに
移動します。

例

位置 例

Dx
参照点: 200

Dx
参照点: -200

Dy
参照点: 300

Dy
参照点: -300

Dz
参照点: 400

Dz
参照点: -400
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ナンバリング設定
この節では、特定のナンバリング設定の詳細について説明します。

詳細情報のリンク:

• 全般的なナンバリング設定 (600 ページ)

• 溶接ナンバリング設定 (601 ページ)

• 製品管理番号設定 (602 ページ)

全般的なナンバリング設定
[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスを使用して、いくつかの全般的なナンバ
リング設定を表示および変更します。

設定 解説

すべてのマークの付け直
し

すべての部材に新しいマークが付けられます。 これまで
のマークに関する情報は、すべて失われます。

欠番(マーク)の利用 Tekla Structures は、削除された部材のマークを再使用しま
す。これらのマークは、新規または変更された部材に使用
することができます。

標準部材ライブラリーの
使用

標準部材モデルを別に設定している場合、Tekla Structures
は現在のモデルの部材と標準部材モデルの部材とを比較し
ます。

ナンバリング対象の部材と標準部材モデルの部材とがまっ
たく同一の場合、Tekla Structures では、標準部材モデルと
同じ部材マークが使用されます。

既存部材と比較 部材は、既にマークされている類似の部材と同じマークが
付けられます。

新しいマークを利用 部材に類似のナンバリング済みの部材があったとしても、
新しいマークが付けられます。

可能な限り現在のマーク
を保持

変更された部材は、変更前のマークを可能な限り維持しま
す。 部材または製品が他の部材または製品と同じになる
場合でも、元の位置番号は維持されます。

たとえば、モデル内に 2 つの異なる製品である B/1 と B/2
があるとします。その場合に、後で B/2 を変更して、B/1 と
同じになるようにするとします。[可能な限り現在のマー
クを保持] オプションを使用すると、モデルの番号を付け直
したときに、B/2 は元の位置番号を維持します。

マスターモデルと同期を
取る（保存 -> ナンバリン
グ -> 保存）

マルチユーザーモデルで作業する場合は、この設定を使用
します。Tekla Structures は、マスターモデルをロックし、
上書き保存、ナンバリング、上書き保存の手順を実行しま
す。したがって、操作実行中も他のユーザーは作業を続け
ることができます。
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設定 解説

自動図面複製 図面の作成に使用されたメイン部材が変更されたために新
しい製品マークが与えられた場合、既存の図面は元の製品
マークを持つ他の部材に自動的に割り当てられます。

変更されたメイン部材が図面作成されていない製品マーク
に変更された場合、元の図面は変更された部材の変更部分
を反映するため自動的に複製されます。

孔 孔の位置、サイズ、数はナンバリングに影響します。

部材名 部材名はナンバリングに影響します。

梁方向 製品のナンバリング時に梁の方向が影響します。

柱配置 製品のナンバリング時に柱の方向が影響します。

製品名 製品名はナンバリングに影響します。

製品フェーズ XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING (233 ペー
ジ) が TRUE に設定されているときにのみ有効になりま
す。 TRUE.

製品フェーズはナンバリングに影響します。

鉄筋 鉄筋はナンバリングに影響を与えます。

埋め込み半製品 サブアセンブリは、キャストユニットのナンバリングに影
響を与えます。

仕上げ材 仕上げ材は製品のナンバリングに影響します。

溶接 溶接は製品のナンバリングに影響を与えます。

[許容値] 部材の寸法の違いがこのボックスに入力された値を下回る
場合、部材には同じマークが付けられます。

製品マークの並び替え 「」を参照してください。

溶接ナンバリング設定
[溶接ナンバリング]ダイアログボックスを使用して、溶接ナンバリング設定を表示
および変更します。溶接番号は、図面と溶接レポートに表示されます。

オプション 解説

[開始番号] ナンバリングの開始番号です。次の空き
番号が自動的に示されます。

[適用する溶接] 変更の対象となるオブジェクトを定義し
ます。

[すべての溶接]を指定すると、モデル内の
すべての溶接の番号が変更されます。

[選択された溶接]を選択すると、選択した
溶接の番号のみが変更され、他の溶接には
影響がありません。
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オプション 解説

[すべてのマークの付け直し] 既存の溶接番号が置き換えられます。

[欠番（マーク）の利用] 削除された溶接がある場合、他の溶接のナ
ンバリング時にその番号が使用されます。

参照項目

製品管理番号設定
[製品管理番号作成(S9)]ダイアログボックスを使用して、製品管理番号設定を表示
および変更します。

オプション 解説

[ナンバリング] 製品管理番号を付ける部材を定義します。

[すべて]では、すべての部材に連続した番
号を作成します。

[マークシリーズ]では、特定のナンバーシ
リーズで部材の製品管理番号を作成しま
す。

[製品/キャストユニットナンバリングシリ
ーズ]

製品管理番号を作成するナンバーシリー
ズの頭マークおよび開始番号を定義しま
す。

[マークシリーズ]オプションでのみ必要で
す。

[製品管理番号の開始番号] ナンバリングを開始する番号です。

[ステップ] 2 つの製品管理番号の間隔を定義します。

[付け直す] 既に製品管理番号が割り当てられている
部材の処理方法を定義します。

[はい]を選択すると、既存の製品管理番号
が置き換えられます。

[いいえ]を選択すると、既存の製品管理番
号が保持されます。

[第 1 方向] 製品管理番号を割り当てる順序を定義し
ます。[第 2 方向]

[第 3 方向]
UDA の書込先 製品管理番号を保存する場所を定義しま

す。

[製品]では、製品またはキャストユニット
のユーザー定義情報に製品管理番号が保
存されます。
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オプション 解説

[メイン部材]では、製品またはキャストユ
ニットのメイン部材のユーザー定義情報
に、製品管理番号が保存されます。

製品管理番号は、[パラメータ]タブに表示
されます。

鉄筋の設定
この節では、Tekla Structures で変更できるさまざまな設定の詳細について説明しま
す。

詳細情報のリンク:

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ (603 ページ)

溶接金網プロパティ (605 ページ)

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)

緊張材プロパティ (622 ページ)

鉄筋および鉄筋グループ プロパティ

[シングル鉄筋] および [鉄筋グループ] プロパティを使用して、鉄筋および鉄筋グル
ープのプロパティを参照および変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡
張子は次のとおりです。

• 鉄筋の場合、.rbr
• グループの場合、.rbg
• 円形グループの場合、.rci
• 曲げグループの場合、.rcu

一般、フック、かぶり厚、その他

以下のプロパティを単一の鉄筋および鉄筋グループに使用することができます。

オプション 説明

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使
用されるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、サイ
ズ、等級、および曲げ半径
の組み合わせが事前定義
されています。[...] ボタン
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オプション 説明

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

をクリックして、[鉄筋の
選択] ダイアログ ボック
スを開きます。ダイアロ
グ ボックスには、選択し
た等級に利用できる鉄筋
のサイズが表示されます。
また、鉄筋が主筋、あばら
筋、帯筋のいずれであるか
も選択できます。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

鉄筋の曲げごとに個別の値を入
力できます。値はスペースで区
切ります。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自の
小内部曲げ半径があります。

実際の曲げ半径は、通常、鉄筋曲
げ機のマンドレルのサイズに合
わせて選択されます。

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

ナンバリング 鉄筋のシリーズをマークします。

フック タイプ フックの形状。 鉄筋カタログ
(rebar_database.inp)
には、すべての標準フック
の事前定義された 小曲
げ半径および 小フック
長が含まれています。

「」を参照してください。

角度 カスタム フックの角度。

半径 標準フックまたはカスタム フッ
クの内部曲げ半径。

長さ 標準フックまたはカスタム フッ
クの直線部分の長さ。

平面上のかぶり厚 部材表面から鉄筋と同じ平面に
ある鉄筋までの距離。

「」を参照してください。

平面からのかぶり
厚

部材表面から鉄筋または鉄筋端
部までの、鉄筋平面に対して垂直
な距離。

始点面 鉄筋の 初の終点位置における
コンクリートかぶり厚さまたは
脚の長さ。

終点面 鉄筋の 2 番目の終点位置におけ
るコンクリートかぶり厚さまた
は脚の長さ。
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オプション 説明

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加できま
す。この情報には、番号、テキスト、またはリストを含める
ことができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用できま
す。

objects.inp ファイルを編集して、フィールドの名前を変

更したり、新しいフィールドを追加したりすることもできま
す。「」を参照してください。

鉄筋グループ タイプ、配布、作成

次のプロパティは、以下のモデル オブジェクトに使用することができます。

• 鉄筋グループ (テーパー グループを含む)

• 鉄筋グループ (曲)

• 鉄筋グループ (円)

オプション 説明  
鉄筋グループタイ
プ

グループのタイプ。 「」を参照してください。

断面数

作成方法 鉄筋の間隔を設定する方
法。

「」を参照してください。

鉄筋本数

ターゲット間隔値

間隔指定

間隔指定 (複数)
除く グループから除外される鉄

筋。
「」を参照してください。

溶接金網プロパティ

[溶接金網] プロパティを使用して、溶接金網のプロパティを表示および変更しま
す。溶接金網プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rbm です。

オプション 説明

ナンバリング 一連の溶接金網をマークします。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋金網名。

Tekla Structures により、レポートおよび図面リストで溶接
金網名が使用されます。
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オプション 説明

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することがで
きます。

溶接金網タイプ 鉄筋金網の形状。 [ポリゴン]、[長方形]、または[折り]を
選択します。

配力筋位置 横筋を長手方向鉄筋の上下どちらに配置するかを定義し
ます。

親部材と同様にカッ
トする

部材に含まれるポリゴン カットまたは部材カットが金網
もカットするかどうかを定義します。

溶接金網 標準の溶接金網を作成するには、[...] ボタンをクリックし、
溶接金網カタログから溶接金網を選択します。

標準溶接金網のプロパティは、mesh_database.inpフ

ァイルで定義されます。

カスタム メッシュ を作成するには、[カスタム メッシュ]
オプションを選択し、プロパティ (607 ページ) を定義し
ます。

等級 溶接金網の鋼材の等級です。

カスタム メッシュに使用できます。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ溶接金網に使用できます。

フック 「」を参照してください。

曲げ溶接金網に使用できます。

平面上のかぶり厚 部材表面から鉄筋と同じ平面上の主筋までの距離。

平面からのかぶり厚 部材表面から鉄筋または鉄筋端部までの、鉄筋平面に対し
て垂直な距離。

始点面 コンクリートのかぶり厚または溶接金網の始点から脚の
長さ。

長方形または曲げ溶接金網に使用できます。

終点面 鉄筋の終点位置におけるコンクリートカバーの厚さまた
は足の長さ。

曲げ溶接金網に使用できます。

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加で
きます。 この情報には、番号、テキスト、またはリスト
を含めることができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用でき
ます。

objects.inpファイルを編集して、フィールドの名前を

変更したり、新しいフィールドを追加したりすることもで
きます。 「」を参照してください。
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溶接金網プロパティのカスタマイズ

[溶接金網] プロパティを使用して、カスタマイズされた溶接金網のプロパティを表
示および変更します。溶接金網プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rbm
です。

カスタマイズされた溶接金網 の次のプロパティを定義できます。

1. 長手方向鉄筋の長さ

2. 横筋の長さ

3. 縦筋左定着長

4. 縦筋右定着長

5. 横筋左定着長

6. 横筋右定着長

7. 長さ

8. 幅
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オプション 説明

[間隔指定] 溶接金網の分布を定義します。

• [すべて同じ間隔]: 鉄筋が等間隔で配置された溶接金網を
作成するときに使用します。

Tekla Structures により、[距離] と [左定着長] の値を使用し
て、[長さ] または [幅] の長さに対応できる数の鉄筋が分
配されます。

[右定着長] は自動的に計算されます。この値を 0 (ゼロ)
にすることはできません。

• [異なる間隔]: 鉄筋の間隔が不規則な溶接金網を作成する
ときに使用します。

Tekla Structures により、[距離]、[左定着長]、および [右定
着長] の値に基づいて、[幅] と [長さ] が計算されます。

値を変更しない場合、間隔指定は [すべて同じ間隔] に変
更されます。

距離 長手方向鉄筋または横筋の間隔です。

間隔指定で [異なる間隔] を選択した場合は、すべての間隔値
をスペースで区切って入力します。 間隔値を繰り返すには
乗算を使用します。 次に例を示します。

2*150 200 3*400 200 2*150
鉄筋の間隔が不規則な溶接金網を作成できます。 長手方向
鉄筋および横筋に対して、異なる鉄筋サイズまたは複数の異
なる鉄筋サイズを定義することもできます。

複数の鉄筋サイズを使用してパターンを作成できます。 た
とえば、長手方向に鉄筋寸法として「20 2*6」と入力した場
合、Tekla Structures では、サイズが 20 の 1 本の鉄筋とサイズ
が 6 の 2 本の鉄筋で構成されるパターンが作成されます。
金網内でこのパターンを長手方向に繰り返すことができま
す。

[左定着長] 一番外側の長手方向鉄筋にかかる横筋の延長です。

一番外側の横筋にかかる長手方向鉄筋の延長です。[右定着長]
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オプション 説明

直径 長手方向鉄筋または横筋の直径またはサイズです。

長手方向鉄筋と横筋に対して複数の直径を定義できます。
直径の各値をスペースで区切って入力します。 直径値を繰
り返すには乗算を使用できます。 たとえば、長手方向に 12
2*6、横筋方向に 6 20 2*12 と指定できます。

[幅] 横筋の長さです。

[長さ] 長手方向鉄筋の長さです。

[等級] 溶接金網の鋼材の等級です。

参照項目

溶接金網プロパティ (605 ページ)

鉄筋セットのプロパティ
プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットのプロパテ
ィを表示・変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.rst です。

属性

オプション 説明

ナンバリング 鉄筋のマーク シリーズ。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使用さ
れるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、等級、サイ
ズ、および曲げ半径の組み合わ
せが事前定義されています。プ
ロパティ パネルで [...] ボタン
をクリックし、[鉄筋の選択] ダ
イアログ ボックスを開きます。
ダイアログ ボックスには、選択
した等級に利用できる鉄筋のサ
イズが表示されます。また、鉄
筋が主筋、あばら筋、帯筋のい
ずれであるかも選択できます。

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自
の 小内部曲げ半径がありま
す。実際の曲げ半径は、通常、
鉄筋曲げ機のマンドレルのサイ
ズに合わせて選択されます。

自動で計算された値は角括弧内
に表示されます (例: [120.00])。
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オプション 説明

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができま
す。

レイヤー番号 鉄筋レイヤーの順番を定義します。レイヤー番号が小さいほど
鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近くなります。正または負
の数の両方を使用できます。

レイヤー順番番号を定義しない場合、Tekla Structures は鉄筋レイ
ヤーを作成順に配置します。 初に作成された鉄筋レイヤーが
コンクリート表面に も近くなります。

コンテキスト ツールバーで次のオプションを使用して、レイヤー
の順序を調整することもできます。

一方の鉄筋セットから他方の鉄筋セットにプロパティをコピー
した場合、レイヤー番号はコピーされません。

間隔プロパティ

間隔ゾーン プロパティ ファイルのファイル名拡張子は .rst.zones です。

オプション 説明

始点オフセッ
ト

鉄筋セットの始点と終点のオフセット。

デフォルトでは、Tekla Structures はコンクリート カバー設定と鉄
筋径に従ってオフセット値を計算します。自動で計算された値
は角括弧内に表示されます (例: [32.00])。

オフセット値が [正確] な値か、[ 小] の値かを指定できます。
[ 小] を選択した場合、実際のオフセット値は間隔プロパティに
応じて、この値と比べて大きくなる場合があります。モデル ビュ
ーでは、50.00 (> 32.00) のように 小値が括弧に入る形で、 実際
の値と 小値の両方が表示されます。

も外側の鉄筋セットが分割線によって分割されると、自動オフ
セット値が変更される場合があります。また、分割された鉄筋は
コンクリート カバーの領域内に配置されます。

終点オフセッ
ト

長さ 現在の長さ単位における絶対値
([絶対]) か、すべての間隔ゾーン
の合計長に対する割合 ([相対])
で表される、間隔ゾーンの長さ。

[長さ]、[スペース数]、および
[間隔] の 3 つのプロパティのう
ち 2 つだけが、同時に [絶対] ま
たは [正確] に設定できます。

低 1 つの間隔プロパティは柔
軟性があり、実際の間隔の組み
合わせを作成するために他の値
に伴って変わる必要がありま
す。モデル ビューでは、他の値

スペース数 間隔ゾーンをいくつの間隔に分
割するか定義します。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。
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オプション 説明

間隔 に伴って変わる値は赤で表示さ
れます。

間隔ゾーンの間隔値。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

詳細設定: 凸円

オプション 説明

直線の鉄筋 直線の鉄筋の長さ、 初と 後の脚の長
さ、および中間の脚の長さを丸めるかど
うかと、鉄筋の長さを丸めの精度に従っ
て も近い適切な数に切り上げるか、切
り下げるか、または丸めるかを定義しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

分割線での切り上げ 分割線の位置で、鉄筋の長さをどの程度
切り上げるかを定義します。

詳細設定: ステップのテーパー

オプション 説明

タイプ 鉄筋をステップ テーパーするかどうか、
およびテーパー ステップの作成方法を
定義します。

オプションは、[なし]、[距離]、および
[鉄筋本数] です。

[鉄筋本数] オプションを選択した場合
は、1 つのテーパー ステップの鉄筋の数
を入力します。

直線の鉄筋 [距離] オプションを選択した場合は、直
線鉄筋、 初と 後の脚、および中間の
脚のテーパー ステップの値を入力しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックし、鉄筋セットのユーザー定義情報 (UDA)
を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイル名拡張子は .rst.more です。

ユーザー定義情報を使用して、鉄筋レイヤーの頭マークと番号、長さ調整設定など
の設定を定義または上書きできます。

参照項目

第 2 ガイドラインのプロパティ (612 ページ)

脚の面のプロパティ (613 ページ)
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プロパティ モディファイアーのプロパティ (613 ページ)

端部ディテール モディファイアーのプロパティ (616 ページ)

分割線のプロパティ (619 ページ)

第 2 ガイドラインのプロパティ

プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの第 2 ガイ
ドラインのプロパティを表示・変更します。

間隔プロパティ

第 2 ガイドラインに第 1 ガイドラインと同様の間隔プロパティを設定するには、プ
ロパティ パネルの [メイン部材から継承] リストから [はい] を選択します。必要に
応じて、[始点オフセット] と [終点オフセット] の値を変更できます。間隔値とゾー
ンの長さは、第 2 のガイドラインの長さと第 1 のガイドラインの長さの比率によっ
て自動的に拡大/縮小されます。

第 2 ガイドラインに第 1 ガイドラインとは別の間隔プロパティを定義するには、
[メイン部材から継承] リストから [いいえ] を選択し、必要に応じて次の間隔プロパ
ティを変更します。

オプション 説明

始点オフセッ
ト

鉄筋セットの始点と終点のオフセット。

デフォルトでは、Tekla Structures はコンクリート カバー設定と鉄
筋径に従ってオフセット値を計算します。自動で計算された値
は角括弧内に表示されます (例: [32.00])。

オフセット値が [正確] な値か、[ 小] の値かを指定できます。
[ 小] を選択した場合、実際のオフセット値は間隔プロパティに
応じて、この値と比べて大きくなる場合があります。モデル ビュ
ーでは、50.00 (> 32.00) のように 小値が括弧に入る形で、 実際
の値と 小値の両方が表示されます。

も外側の鉄筋セットが分割線によって分割されると、自動オフ
セット値が変更される場合があります。また、分割された鉄筋は
コンクリート カバーの領域内に配置されます。

終点オフセッ
ト

長さ 現在の長さ単位における絶対値
([絶対]) か、すべての間隔ゾーン
の合計長に対する割合 ([相対])
で表される、間隔ゾーンの長さ。

[長さ]、[スペース数]、および
[間隔] の 3 つのプロパティのう
ち 2 つだけが、同時に [絶対] ま
たは [正確] に設定できます。

低 1 つの間隔プロパティは柔
軟性があり、実際の間隔の組み
合わせを作成するために他の値
に伴って変わる必要がありま
す。モデル ビューでは、他の値
に伴って変わる値は赤で表示さ
れます。

スペース数 間隔ゾーンをいくつの間隔に分
割するか定義します。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。
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オプション 説明

間隔 間隔ゾーンの間隔値。

Tekla Structures が目標として使
用する柔軟な数 ([ターゲット])
か、固定の間隔数 ([正確]) を指
定できます。

参照項目

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)

脚の面のプロパティ

プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの脚の面の
プロパティを表示・変更します。

属性

オプション 説明

レイヤー番号 鉄筋レイヤーの順番を定義します。レイヤー番号が
小さいほど鉄筋レイヤーはコンクリート表面に近く
なります。正または負の値の両方を使用できます。

デフォルトでは、Tekla Structures により鉄筋レイヤー
が作成順に並び替えられます。 初に作成された鉄
筋レイヤーがコンクリート表面に も近くなります。

コンテキスト ツールバーで次のオプションを使用し
て、レイヤーの順序を調整することもできます。

一方の脚の面から他方の脚の面にプロパティをコピ
ーした場合、レイヤー番号はコピーされません。

追加オフセット 脚の面と鉄筋の間の距離。

負の値を入力すると、鉄筋はコンクリートの外側に移
動します。

側面鉄筋を反転します [はい] にすると、鉄筋が脚の面の逆方向に反転されて
いるかどうかを表示し、[いいえ] にすると表示しませ
ん。デフォルト値は [いいえ] です。

参照項目

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)
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プロパティ モディファイアーのプロパティ

プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットのプロパテ
ィ モディファイアーのプロパティを表示・変更します。プロパティ ファイルのフ
ァイル名拡張子は、.rst_pm です。

一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

グループ化 プロパティ モディファイアーの影響を受ける鉄筋を
グループ化するかどうか、およびどのようにグループ
化するかを選択します。次のオプションがあります。

• [自動]: 鉄筋は自動ルールに従ってグループ化され
ます。

• [手動]: 鉄筋は、形状や配置に関係なくグループ化
されます。

このオプションでは分割線の異なる面の鉄筋がグ
ループ化されないことに留意してください。

• [グループ化なし]: 鉄筋はグループ化されず、個々
の鉄筋となります。このオプションは、自動グル
ープ化と手動グループ化を上書きする場合に使用
します。

属性

オプション 説明

ナンバリング 鉄筋のマーク シリーズ。

名前 ユーザー定義可能な鉄筋名。

Tekla Structures では、鉄筋名は、レポートと図面リストで使用さ
れるほか、同じタイプの鉄筋の識別にも使用されます。

等級 鉄筋の鋼材の等級。 鉄筋カタログでは、等級、サイ
ズ、および曲げ半径の組み合わ
せが事前定義されています。プ
ロパティ パネルで [...] ボタン
をクリックし、[鉄筋の選択] ダ
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オプション 説明

サイズ 鉄筋の直径。

環境によって、鉄筋の公称径か、
径を定義するマークのいずれか
を表します。

イアログ ボックスを開きます。
ダイアログ ボックスには、選択
した等級に利用できる鉄筋のサ
イズが表示されます。また、鉄
筋が主筋、あばら筋、帯筋のい
ずれであるかも選択できます。曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

曲げ半径は使用している設計基
準に準拠します。主筋、あばら
筋、帯筋、およびフックには通
常、鉄筋の直径に比例する独自
の 小内部曲げ半径がありま
す。実際の曲げ半径は、通常、
鉄筋曲げ機のマンドレルのサイ
ズに合わせて選択されます。

自動で計算された値は角括弧内
に表示されます (例: [120.00])。

[クラス] 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができま
す。

詳細設定: 凸円

オプション 説明

直線の鉄筋 直線の鉄筋の長さ、 初と 後の脚の長
さ、および中間の脚の長さを丸めるかど
うかと、鉄筋の長さを丸めの精度に従っ
て も近い適切な数に切り上げるか、切
り下げるか、または丸めるかを定義しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

分割線での切り上げ 分割線の位置で、鉄筋の長さをどの程度
切り上げるかを定義します。

詳細設定: ステップのテーパー

オプション 説明

タイプ 鉄筋をステップ テーパーするかどうか、
およびテーパー ステップの作成方法を
定義します。

オプションは、[なし]、[距離]、および
[鉄筋本数] です。

[鉄筋本数] オプションを選択した場合
は、1 つのテーパー ステップの鉄筋の数
を入力します。
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オプション 説明

直線の鉄筋 [距離] オプションを選択した場合は、直
線鉄筋、 初と 後の脚、および中間の
脚のテーパー ステップの値を入力しま
す。

初と 後の脚

中間の脚

その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックして、鉄筋セット プロパティ モディファイ
アーのユーザー定義情報を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイル名拡
張子は .rst_pm.more です。

ユーザー定義情報を使用して、鉄筋レイヤーの頭マークと番号、長さ調整設定など
の設定を定義または上書きできます。

参照項目

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)

端部ディテール モディファイアーのプロパティ

プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの端部ディ
テール モディファイアーのプロパティを表示および変更します。プロパティ ファ
イルのファイル名拡張子は、.rst_edm です。

一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

終端部 [フック] または [クランク] を選択します。

空白オプションを選択した場合、フックまたはクラン
クは作成されませんが、長さの調整、端部開先、およ
びユーザー定義情報を定義できます。

フック

これらのプロパティは、[終端部] が [フック] のときに使用できます。
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オプション 説明

フック タイプ フックの形状。 鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) に
は、すべての標準フックの事前
定義された 小曲げ半径および
小フック長が含まれていま

す。

「」を参照してください。

角度 カスタム フックの角度。

半径 標準フックまたはカスタム フ
ックの内部曲げ半径。

長さ 標準フックまたはカスタム フ
ックの直線部分の長さ。

フックの回転 鉄筋平面からのフックの回転角
度。3D 鉄筋を作成するために
使用します。

例:

クランク

これらのプロパティは、[終端部] が [クランク] のときに使用できます。

(1) = 端部ディテール モディファイアーの位置

オプション 説明

クランク タイプ [クランクなし]、[標準クランク]、または [カスタム ク
ランク] を選択します。

クランクを作成する他の端部ディテール モディファ
イアーをオーバーライドするには、[クランクなし] オ
プションを使用します。

標準クランクでは、鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) からクランク寸法が読み取

られます。

クランク直線部の長さ カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
長さを入力します。

これは上の図の (2) です。

クランク長さ カスタム クランクで、クランク セグメントの長さを
斜め (4) と水平 (3) のどちらの方向に定義するかを選
択します。
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オプション 説明

または

どちらかを選択し、必要な距離または鉄筋径の乗数を
入力します。

クランク オフセット カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
オフセット距離を入力します。

これは上の図の (5) です。

デフォルト値は、2 * 実際の鉄筋の直径です。

クランク回転 クランクを回転させる角度を定義します。

長さ調整

オプション 説明

調整タイプ 鉄筋の長さを調整するかどうか、どのように調整する
か (延長または短縮) を選択します。

• [調整はありません]: 鉄筋の長さは調整されませ
ん。

• [終点オフセット]: 指定した終点オフセットに従っ
て鉄筋の長さが調整されます。

このオプションを使用すると、脚の面をコンクリ
ート面の上に維持し、脚の面のコンクリート面へ
の順応性を維持しながら、鉄筋の両端を延長また
は短縮することができます。

• [足の長さ]: 指定した脚の長さに従って鉄筋の長さ
が調整されます。

長さ 調整タイプに応じて、終点オフセットの長さまたは脚
の長さ。

終点オフセットでは、正の値を入力して鉄筋を延長す
るか、負の値を入力して鉄筋を短縮します。

脚の長さでは、正の値を入力して脚の長さを設定しま
す。

鉄筋の両端の整列 直線の鉄筋の長さが丸められている場合、またはステ
ップ テーパーの場合は、端部ディテール モディファ
イアーに も近い鉄筋端部が揃えられるかどうかを
選択します。

[いいえ] を選択すると、丸めとステップのテーパーは
鉄筋セットのテーパー端部で行われ、両方の端部がテ
ーパーの場合は、角度がより大きい端部で行われま
す。
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端部開先

オプション 説明

方法 鉄筋の終了方法を選択します。次のオプションがあ
ります。

• カプラー

• カプラー (メス)
• カプラー (オス)
• ねじ切り

• アンカー

Type 終了方法のタイプを選択します。次のオプションが
あります。

• 標準

• 位置

• ブリッジング

• 移動時間

• ボルト

• 溶接可能

製品 端部ディテールの製品名。レポートに表示できます。

コード 端部ディテールの製品コード。レポートに表示でき
ます。

ねじ切りタイプ ねじ切りのタイプを入力します。

ねじ切り長 鉄筋端部からのねじ切りの長さ。

追加製作長 ねじ切り方法によって必要になる追加の長さ。レポ
ートに表示される場合もありますが、鉄筋の全長には
影響しません。

その他

[ユーザー定義情報] ボタンをクリックして、鉄筋セットの端部ディテール モディ
ファイアーのユーザー定義情報を開きます。ユーザー定義情報ファイルのファイ
ル名拡張子は .rst_edm.more です。

参照項目

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)

分割線のプロパティ

プロパティ パネルかコンテキスト ツールバーを使用して、鉄筋セットの分割線の
プロパティを表示・変更します。プロパティ ファイルのファイル名拡張子
は、.rst_sm です。
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以下の設定の一部は分割線の方向に依存します。各分割線の中点に近い矢印シン

ボル  は、分割線の方向、左側、および右側を示しています。矢印は、分割
線の始点から終点の方向に向いています。

一般

オプション 説明

影響を受ける鉄筋 同じ場所で変更可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で変更されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で変更されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で変更されます。

初の影響を受ける鉄筋 モディファイアーの始端を基準として、変更する 初
の鉄筋を定義します。

正の数を入力するか、矢印ボタンを使用して数を変更
します。

分割タイプ [重ね] または [クランク] を選択します。

分割オフセット 分割線からどの程度離れた位置に分割が作成される
かを定義します。

正の値を指定すると、分割が分割線の右側に移動し、
負の値を指定すると、分割が分割線の左側に移動しま
す。

重ね

これらのプロパティは、[分割タイプ] が [重ね] のときに使用できます。

オプション 説明

重ねタイプ [標準重ね] または [カスタム重ね] を選択します。

ラップ長さ カスタム重ねでは、ラップ スプライスの長さを入力し
ます。

標準重ねでは、ラップ長さは鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) から読み込まれます。

ラップ側 ラップ スプライスが分割線のどちら側になるか選択
します。

• 左ラップ

• 右ラップ

• 中央ラップ

ラップ配置 鉄筋の両方を平行に合わせるか、どちらかの上に重ね
るかを選択します。
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クランク

これらのプロパティは、[分割タイプ] が [クランク] のときに使用できます。

(1) = 分割線の位置

オプション 説明

クランク タイプ [標準クランク] または [カスタム クランク] を選択し
ます。

標準クランクでは、鉄筋カタログ
(rebar_database.inp) からクランク寸法が読み取

られます。

クランク直線部の長さ カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
長さを入力します。

これは上の図の (2) です。

クランク長さ カスタム クランクで、クランク セグメントの長さを
斜め (4) と水平 (3) のどちらの方向に定義するかを選
択します。

または

どちらかを選択し、必要な距離または鉄筋径の乗数を
入力します。

クランク オフセット カスタム クランクでは、クランクの直線セグメントの
オフセット距離を入力します。

これは上の図の (5) です。

デフォルト値は、2 * 実際の鉄筋の直径です。

クランク側 分割線のどちら側にクランクを作成するかを選択し
ます ([左] または [右])。

クランク回転 クランクを回転させる角度を定義します。

千鳥

オプション 説明

千鳥 スプライスを千鳥配置するか、またどの方向に千鳥配
置するかを選択します。次のオプションがあります。

• 千鳥なし
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オプション 説明

• 左千鳥

• 右千鳥

• 中央千鳥

千鳥オフセット 千鳥配置するときの隣接する鉄筋のオフセット。

参照項目

鉄筋セットのプロパティ (609 ページ)

緊張材プロパティ

[緊張材パタン] プロパティを使用して、緊張材のプロパティを表示および変更しま
す。プロパティ ファイルのファイル名拡張子は、.rbs です。

オプション 説明

一般

ナンバリング 緊張材のマーク シリーズ。

[名前] ユーザー定義可能な緊張材名。

Tekla Structures では、緊張材名は、レポートと図面リス
トで使用されるほか、同じタイプの緊張材の識別にも使
用されます。

[等級] 緊張材の鋼材の等級。

[サイズ] 緊張材の直径。

環境によって、緊張材の公称径か、径を定義するマーク
のいずれかを表します。

[曲げ半径] 緊張材の内部曲げ半径。

曲げごとに個別の値を入力できます。値はスペースで
区切ります。

［クラス］ 鉄筋をグループ化する場合に使用します。

たとえば、緊張材をクラス別に異なる色で表示すること
ができます。

[引張荷重] 緊張材あたりのプレストレス荷重 (kN)。
[断面数] 緊張材パタンの断面の数。

次に例を示します。

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 1
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オプション 説明

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 2

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 3

• 緊張材プロファイルに沿った断面の番号 = 4

次のダブル T 梁の断面の数は 4 です。

シース

[シース利用のストラン
ド]

緊張材番号を入力します。緊張材番号は、緊張材の選択
順を示す番号です。

[始端から]
[中央から始端へ]
[中央から終端へ]
[終端から]

シースの長さを入力します。

[対象] チェック ボックスをオンにすると、[始端から]
および [中央から始端へ] の値が [終端から] および [中
央から終端へ] にコピーされます。

[対称性] 始点と終点の長さを対称にするかどうかを定義します。

その他

UDA ユーザー定義情報を作成して鉄筋に関する情報を追加
できます。 この情報には、番号、テキスト、またはリ
ストを含めることができます。

ユーザー定義情報の値をレポートおよび図面で使用で
きます。
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オプション 説明

ユーザー定義情報の値を設定するには、[ユーザー定義
情報] ボタンをクリックします。

objects.inpファイルを編集して、フィールドの名前

を変更したり、新しいフィールドを追加したりすること
もできます。「」を参照してください。

3.2 ライセンス ツールの設定

ここでは、次のライセンス ツールのユーザー インターフェイスに関する詳細な参
考情報を紹介します。

• Tekla License Administration Tool のオプションと設定 (624 ページ)

• Tekla License Borrow Tool のオプションと設定 (626 ページ)

• Tekla のライセンスで使用される LMTOOLS オプションおよび設定 (628 ペー
ジ)

Tekla License Administration Tool のオプションと設定
Tekla License Administration Tool ライセンス、認証取得済みのライセンス、ライセ
ンスの使用に関する情報が表示されます。ツールではライセンスの認証、認証の返
却、修復を行うこともできます。

エンタイトルメントのライセンス

[ライセンス]タブの[エンタイトルメントのライセンス数]タブには、使用を許諾さ
れたライセンスの情報が表示されます。ここでは、ライセンスの認証を取得するこ
ともできます。

列 説明

認証の取得 ライセンスの認証を取得するために使用されます。認証
するライセンスの数が表示されます。

数量 構成のライセンスの合計数。

注文 ID ライセンスの注文 ID です。

注文 ID は、相互にリンクされているライセンスや、新し
いライセンスの認証前に返却する必要があるライセンス
を特定する際に役立ちます。
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列 説明

認証 ID ライセンスの認証 ID です。

説明 構成の略称。

構成 構成の名前。

バージョン 構成のバージョン番号。

タイプ ライセンスが個人使用と企業使用のどちらであるかを示
します。

開始日 ライセンスが効力を発した日です。

有効期限 ライセンスの期限が切れる日です。ライセンスに期限が
ない場合は、有効期限ではなく permanentという語が

表示されます。

認証取得済みのライセンス

[ライセンス]タブの[認証取得済みのライセンス]セクションには、認証取得済みの
ライセンスに関する情報が表示されます。ここでは、ライセンスの認証を返却する
こともできます。

列 説明

 ボタンをクリックすると、次の情報が表示されます。

• [フルフィルメント ID]: ライセンス認証の取得と返却
の対応付けに使用する一意のトランザクション ID。

• [持ち出し情報]: ライセンスを持出しているコンピュ
ータと持出しの有効期限。

• [開始日]: ライセンスの有効期間の開始日。

• [持出し中]: 持出し中のライセンスの数。

認証の返却 ライセンスの認証を返却します。

信頼状態 ホスト(H)、時間(T)、および復元(R)の信用状態です。緑
のシンボルは情報が信用できることを示します。赤のシ
ンボルは情報が信用できないことを示します。いずれも
信用できない場合は、ライセンスを使用できません。

ホストは、1 つのコンピュータから別のコンピュータにサ
ーバーが移動したかどうか、またはコンピュータのハード
ウェアが大幅に変更されたかどうかを示します。

時間は、システムの時計が意図的に変更されているかどう
かを示します。

復元は、ライセンスがバックアップコピーから取得された
かどうかを示します。
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列 説明

無効 ライセンスが有効であるか無効であるかを示します。た
とえば、認証の取得時や返却持に作業途中でインターネッ
ト接続が切断されるとライセンスが無効になる場合があ
ります。無効なライセンスは使用することができません。

数量 構成の認証取得済みのライセンスの合計数。

持ち出し中 持ち出されているライセンスの数。

構成 構成の名前。

バージョン 構成のバージョン番号。

有効期限 ライセンスの期限が切れる日です。ライセンスに期限が
ない場合は、有効期限ではなく permanentという語が表

示されます。

タイプ ライセンスが個人使用と企業使用のどちらであるかを示
します。

認証 ID ライセンスの認証 ID です。

注文 ID ライセンスの注文 ID です。

注文 ID は、相互にリンクされているライセンスや、新し
いライセンスの認証前に返却する必要があるライセンス
を特定する際に役立ちます。

ライセンスサーバーの統計

[統計]タブの[ライセンスサーバーの統計]セクションには、ライセンスの使用に関
する情報が表示されます。

列 説明

構成 構成の名前。

説明 構成の略称。

合計 認証済みライセンスの数。

使用中 使用中のライセンスの数。

持ち出し中 持ち出されているライセンスの数。

自由 使用されていないライセンスの数。
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Tekla License Borrow Tool のオプションと設定
Tekla License Borrow Tool では、持ち出しに使用できるライセンスと、持ち出しさ
れたライセンスに関する情報が表示されます。ライセンスの持出しと返却を行う
こともできます。

[製品]セクションにはライセンスの情報がひょうじされ、ライセンスの持出しの有
効期限を設定できます。

オプション/設
定

説明

持出し期限 持ち出したライセンスの有効期限を選択します。 大で 1 ヶ月です。

構成 持ち出す構成の名前。

バージョン 構成のバージョン番号。

使用中の認証
ID

持出しに認証 ID を使用するかどうかを指定します。このボックス
は、カスタマイズおよびエクスポートされた製品 ID ファイルを使用
する場合にのみ選択します。

開始日 ライセンスが効力を発した日です。

有効期限 ライセンスの期限が切れる日です。

[持出し中のライセンス]セクションには、持ち出したライセンスの情報が表示さ
れ、持ち出したライセンスを返却できます。

オプション/設
定

説明

返却 ライセンスの返却に使用されます。

信頼状態 ホスト(H)、時間(T)、および復元(R)の信用状態です。緑のシンボル
は情報が信用できることを示します。赤のシンボルは情報が信用で
きないことを示します。いずれも信用できない場合は、ライセンスを
使用できません。

• ホストは、サーバーが別のコンピュータに移動しているかどうか、
またはコンピュータのハードウェアが大幅に変更されているかど
うかを示します。

• 時間は、システムの時計が意図的に変更されているかどうかを示
します。
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オプション/設
定

説明

• 復元は、ライセンスがバックアップコピーから取得されたかどう
かを示します。

無効 ライセンスが有効であるか無効であるかを示します。たとえば、持出
しに作業途中でインターネット接続が切断されるとライセンスが無
効になる場合があります。無効なライセンスは使用することができ
ません。

構成 構成の名前。

バージョン 構成のバージョン番号。

持出し期限 持出しの期限が切れる日です。

持出しの元 ライセンスの持出し元のライセンスサーバーです。

Tekla のライセンスで使用される LMTOOLS オプションおよび設
定
LMTOOLS は、ライセンスサーバーを管理できるグラフィカルユーザーインター
フェイスです。このユーティリティは、Flexera Software により提供されます。

注 Flexera Software の[FlexNet Manager]を使用してライセンスを管理している場
合は、[LMTOOLS]を使用しないでください。

Tekla のライセンス以外にも、FlexNet や FLEXIm を使用する他のソフトウェアのラ
イセンスを管理できます。また、クライアント コンピューターで LMTOOLS を実
行して、ライセンス サーバーにおけるライセンスの状態を確認することもできま
す。

[スタート] メニューまたは [スタート] 画面 (Windows オペレーティング システム
によって異なる) から、 [Tekla ライセンス] --> [LMTOOLS] に移動します。

[Service/License File]タブ

オプション/設定 説明

Configuration using
License File

使用しません。

Configuration using
Services

Tekla ライセンスを管理するときは、必ず [Service/
License File] タブで [Configuration using Services] と
[Tekla Licensing Service] が選択されている必要があ
ります。これらのオプションは、Tekla ライセンス サ
ーバーのインストール時にデフォルトで選択されま
す。ライセンス サーバーを手動で設定する必要があ
る場合は、「」を参照してください。

LMTOOLS ignores license
path environment variables

使用しません。
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[System Settings]タブ

[System Settings]タブには、LMTOOLS が実行されているコンピュータのデバイス
とオペレーティングシステムに関する一般的な情報が表示されます。ライセンス
に関連するすべての情報が表示されます。たとえば、サーバーコンピュータのホス
ト名を確認できます。

オプション/設定 説明

Hostid Settings Computer/Hostname
Username
CPU ID
IP Address
Etnernet Address
Disk Volume Serial Number
FLEXID

Time Settings System Time Zone
GMT Time
Difference from UTC
MSDOS Time
Local Time
Windows Directory

Save HOSTID info to a file hostid 情報をテキストファイルに保存します。

[Utilities]タブ

[Server Status]タブのステータスリストに表示される情報を変更するには、
[Utilities]タブで値を定義します。デフォルトでは、ステータスリストには、接続さ
れているすべてのライセンスサーバーに関する情報が表示されます。

オプション/設定 説明

File Name
Browse
Find Version

ファイルにリンクされた FlexNet Licensing のバージ
ョンを調べます。エラーの診断に役立ちます。ファ
イルを参照し、[Find Version]をクリックします。

Vendor Name
Path
Add Vendor Path
Override Path
List All Vendor Paths

ベンダー名とパスの例

[Vendor Name]: tekla
[Path]: 27007@myserver (ポートとライセンスサー

バーコンピュータの名前/ホスト名)

Tekla ライセンス サーバーに使用される [Vendor
Name] は「tekla」(すべて小文字) です。
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オプション/設定 説明

ライセンスサービスを追加して[Server Status]タブ
のステータスリストに含まれるようにするには、
[Vendor Name]ボックスと[Path]ボックスにベンダー
情報を入力し、[Add Vendor Path]をクリックします。

特定のライセンスサーバーの情報のみをステータス
リストに表示するには、[Vendor Name]ボックスと
[Path]ボックスにベンダー情報を入力し、[Override
Path]をクリックして、ステータスリストに表示され
る既存のライセンスサーバーを変更します。

[List All Vendor Paths]ボタンをクリックすると、
[Server Status]タブに詳細が表示されるすべてのラ
イセンスサービスが示されます。

[Start/Stop/Reread]タブ

[Start/Stop/Reread]タブでは、ライセンスサーバーを停止および起動し、サーバー
の停止に関連する設定を調整できます。

注 Tekla ライセンス サーバーに関する操作を実行する場合、[FlexNet license
services installed on this computer] リストで [Tekla Licensing Service] を有効に
する必要があります。[Service/License File] タブのサービス リストから [Tekla
Licensing Service] を選択できます。

オプション/設定 説明

FlexNet license services
installed on this computer

ライセンスサーバーコンピュータで使用できるすべ
て FlexNet ライセンスサービスがリストされます。

Tekla ライセンス サーバーに関する操作を実行する
場合、必ず、[FlexNet license services installed on this
computer] リストで [Tekla Licensing Service] が有効
であることを確認します。

• [Service/License File] タブのサービス リストか
ら [Tekla Licensing Service] を選択して、有効にし
ます。

Start Server [このコンピュータにインストールされている
FlexNet ライセンスサービス]リストで有効になって
いるライセンスサーバーを起動します。

Stop Server [このコンピュータにインストールされている
FlexNet ライセンスサービス]リストで有効になって
いるライセンスサーバーを停止します。このボタン
をクリックすると、ステータスバーに"Stopping the
Server"というメッセージが表示され、数秒後にライ

設定の参考資料 630 ライセンス ツールの設定



オプション/設定 説明

センスサーバーが停止します。サーバーが停止して
もメッセージは変わりません。

[Stop Server]でサーバーが停止されない場合、[Force
Server Shutdown]チェックボックスを選択し、[Stop
Server]をもう一度クリックします。

ReRead License File ライセンスサーバーを停止および起動せずに更新し
ます。ライセンスの変更に関してライセンスサーバ
ーに手動で通知する場合は、このボタンを使用する
必要があります。

詳細については、「」を参照してください。

詳細設定

Restrict lmdown to work
only from node where lmgrd
is running

このオプションを選択した場合、サーバーコンピュ
ータでのみサーバーを停止できます。クライアント
コンピュータでライセンスサーバーを誤って停止す
ることがなくなります。

このオプションを使用することをお勧めします。

Disable lmdown utility, use
task manager

このオプションを選択した場合は、LMTOOLS でサ
ーバーを停止できません。サーバーは、Windows タ
スクマネージャでのみ停止できます。

Disable ’lmremove’ of
license file

Tekla ライセンスでは使用されません。

[Server Status]タブ

[Server Status]タブには、ライセンスサーバーとライセンスの状態が表示されます。
ここでは、使用中または持出し中のライセンスの数、サーバーで現在ライセンスを
使用しているユーザー、持ち出されているコンピュータライセンスを確認できま
す。

Tekla ライセンス サーバーとライセンスの状態のみを確認する場合、[Individual
Daemo] ボックスに「tekla」と入力し、[Perform Status Enquiry] をクリックしま

す。

ライセンスサーバー情報の例を以下に示します。

1. ライセンスサーバーの port@hostname
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2. ライセンスサーバーが稼働中

3. Tekla ID を使用したライセンスサーバーが稼働中

4. 状態を確認するたびに表示される TeklaServer のデフォルト値

ライセンス情報の例を以下に示します。

1. ライセンス情報が表示されている構成を示します。この例の場合は鉄骨・RC・
PCa 詳細設計です。

2. ライセンスサーバー上の認証取得済みのライセンスの数

3. 使用中のライセンスの数(ライセンスサーバーからチェックアウト済みまたは
持出し中)

4. 持出し中のライセンス

5. ライセンスを持ち出したコンピュータ

6. Tekla ライセンス バージョン

7. ライセンスが持ち出された日時

8. ライセンスサーバーからチェックアウトされたライセンス

9. ユーザーがライセンスをチェックアウトしたコンピュータとディスプレイ。
この場合、ユーザーは user4 で、コンピュータおよびディスプレイ名は
computer7 です。

10. ライセンスのチェックアウト元のライセンスサーバーのホスト名/ポート。

11. Tekla Structures セッションが開始された日時

12. 他の構成のライセンスの使用。この場合はプレキャストです。

[Server Diags]タブ

[Server Diags]タブには、ライセンスサーバーとライセンスの詳細が表示され、診断
情報が示されます。ライセンスとその状態の詳細については、「Tekla License
Administration Tool のオプションと設定 (624 ページ)」を参照してください。

注 ライセンスサーバーに問題がある場合 tekla.lic、tekla.opt、
tekla_debug.logファイルのコピーを 寄りの Tekla Structures サポートに

送信します。[Server Diags]タブの情報は、問題を解決できるほど詳しいもの
ではありません。
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• 診断情報を表示するには、[Perform Diagnostics]をクリックします。

LMTOOLS ライセンスサーバーとライセンス診断情報の例を以下に示します。

1. ライセンスサーバーの port@hostname

2. すべての Tekla ライセンス サーバーのインストールに共通の情報

3. 情報が表示される構成の種類。この場合はビューワーです。

4. Tekla ライセンス バージョン

5. ライセンスサーバーのホスト名

6. ライセンスの有効期限です。この場合は永久です。

[Config services]タブ

[Config Services] タブの値は、Tekla ライセンス サーバーのインストール時に自動
的に入力されます。ただし、ライセンス サーバーのインストール中に問題が発生
し、ライセンス サーバーが自動的に起動しなかった場合には、[Config Services] タ
ブで設定を手動で行う必要があります。

このタブで追加または選択するデータの詳細については、「」を参照してください。

注 LMTOOLS で Tekla ライセンス サーバーに関連する設定内容を変更する場
合、つまり何か操作を実行する場合は、[Service Name] リストで [Tekla
Licensing Service] をあらかじめ選択しておく必要があります。

[Borrowing]タブ

警告 Tekla License Borrow Tool を使用して、Tekla ライセンスを持ち出します。
Tekla ライセンスには、[LMTOOLS] の [Borrowing] タブは使用しないでくだ
さい。
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3.3 図面設定の参考資料
Tekla Structures には、主にプロパティダイアログボックスで制御できる設定が多く
あります。テキストエディタで変更する必要がある追加の設定ファイルもありま
す。

詳細情報のリンク:

• 一般図プロパティ (634 ページ)

• 単品図、製品図、およびキャスト ユニット図のプロパティ (637 ページ)

• レイアウトのプロパティ (639 ページ)

• 図面のビュープロパティ (641 ページ)

• 断面図プロパティ (647 ページ)

• 寸法記号と寸法内容のプロパティ (648 ページ)

• マークプロパティ (673 ページ)

• マーク内容 (687 ページ)

• 図面の現場打ちコンクリート部材オブジェクトと現場打ちコンクリート部材の
打ち継ぎのプロパティ (716 ページ)

• 図面の部材および隣接部材のプロパティ (698 ページ)

• 図面のボルトの内容と表示のプロパティ (703 ページ)

• 図面の仕上げ材の表示と内容のプロパティ (705 ページ)

• 仕上げ材の塗りつぶしパタンのプロパティ(surfacing.htc) (705 ページ)

• 図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ (707 ページ)

• 図面の鉄筋設定 (rebar_config.inp) (710 ページ)

• マーク、寸法、アソシエートマーク、テキスト、シンボルの位置プロパティ
(719 ページ)

• 図面のモデル溶接プロパティ (721 ページ)

• 図面スケッチ オブジェクト プロパティ (723 ページ)

• 基準線プロパティ (724 ページ)

• : 方向の設定

一般図プロパティ
[図面とレポート] タブで、[ 図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックします。 図
面の背景をダブルクリックして、図面を作成した後プロパティを変更できます。
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一般図プロパティ ダイアログ ボックス内のオプションについて以下で説明しま
す。

オプション 解説 詳細

名前 図面の名前。この名前は [ドキ
ュメント管理] に表示され、図面
テンプレートおよびレポート
テンプレートに含めることがで
きます。

図面名の 大長は 32 文字です。

 

タイトル 1, タ
イトル 2, タイ
トル 3

タイトルは、[ドキュメント管
理] と、図面テンプレートおよび
レポート テンプレートに表示
されます。

詳細なオブジ
ェクトレベル
設定の使用

[図面のオブジェクトレベル設
定] ダイアログ ボックスで作成
した詳細なオブジェクト レベ
ル設定を使用するには、[はい]
に設定します。

レイアウト... 図面レイアウトを選択し、図面
サイズを定義します。テンプレ
ートに非表示オブジェクトをリ
ストするかどうかも選択できま
す。

ビュー... ビューのプロパティを定義しま
す (縮尺、隣接部材のビュー拡張
範囲、鏡面ビュー、開口とへこ
みシンボル、部材、エレベーシ
ョンの基準レベル、部材の短縮
表示、ビュー ラベル、およびア
ンカー プランの設定)。

図面のビュープロパティ
(641 ページ)

部分詳細ビュ
ー...

部分詳細ビューのプロパティを
定義します (ビュー ラベル、部
分詳細記号、および部分詳細マ
ークの設定)。

寸法... 寸法記号プロパティを定義しま
す (寸法タイプ、単位、精度、表
示形式、配置、および表示)。

寸法記号と寸法内容のプロパテ
ィ (648 ページ)

寸法内容... 寸法設定プロパティを定義しま
す (基準線寸法と部材寸法の設
定)。

寸法記号と寸法内容のプロパテ
ィ (648 ページ)

[寸法内容プロパティ] - [部材]
タブ(一般図) (671 ページ)

[寸法内容プロパティ] - [基準
線]タブ(一般図) (670 ページ)
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オプション 解説 詳細

部材マーク...
ボルトマーク...
隣接部材マー
ク...
仕上げ材マー
ク...
溶接マーク...
鉄筋マーク...
隣接鉄筋マー
ク(複数)...
コンポーネン
トマーク...
現場打ちコン
クリート マー
ク...

マークプロパティを定義します
(要素と要素の設定、およびマー
クの表示・非表示、マーク枠、
マークの引出し線、配置の設
定)。

マークプロパティ (673 ペー
ジ)

図面の部材および隣接部材のプ
ロパティ (698 ページ)

図面の溶接マークプロパティ
(681 ページ)

マーク プロパティ - [内容]タ
ブ、[一般]タブ、[結合]タブ、お
よび [表示設定] タブ (673 ペー
ジ)

図面におけるモデル溶接マーク
の表示/非表示と表示設定のプ
ロパティ (683 ページ)

マーク内容 (687 ページ)

部材... 部材プロパティを定義します
(部材表示、陰線、中心線、参照
線の表示・非表示、追加マーク
の表示・非表示、部材の表示設
定、塗りつぶしの設定)。

図面の部材および隣接部材のプ
ロパティ (698 ページ)

ボルト... ボルト プロパティを定義しま
す (ボルト表示、ボルト シンボ
ルの内容、ボルトの表示・非表
示、ボルトの表示設定)。

図面のボルトの内容と表示のプ
ロパティ (703 ページ)

隣接部材... 隣接部材プロパティを定義しま
す (表示・非表示、部材表示、陰
線、中心線、参照線の表示・非
表示、追加マークの表示・非表
示、部材の表示設定)。また、隣
接部材のボルト表示とボルト
シンボルの内容設定も定義でき
ます。

図面の部材および隣接部材のプ
ロパティ (698 ページ)

仕上げ材... 仕上げ材プロパティを定義しま
す (仕上げ材の表示・非表示、パ
タン表示・非表示、陰線の表示・
非表示、仕上げ材の表現設定)。

図面の仕上げ材の表示と内容の
プロパティ (705 ページ)

溶接記号... 溶接プロパティを定義します
(溶接の表示・非表示、溶接サイ
ズ制限、溶接の表示設定)。

図面のモデル溶接プロパティ
(721 ページ)

鉄筋... 鉄筋と溶接金網のプロパティを
定義します (鉄筋および溶接金
網の表現設定と表示・非表示、

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金
網のプロパティ (707 ページ)
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オプション 解説 詳細

鉄筋および溶接金網シンボル、
鉄筋および溶接金網の表示設
定)。

隣接鉄筋... 隣接鉄筋と溶接金網のプロパテ
ィを定義します (鉄筋および溶
接金網の表現設定と表示・非表
示、鉄筋および溶接金網シンボ
ル、鉄筋および溶接金網の表示
設定)。

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金
網のプロパティ (707 ページ)

参照オブジェ
クト...

参照オブジェクトの表示・非表
示と表示設定を定義します。

基準線(グルー
プ)...

基準線の表示・非表示と表示設
定を定義します。

基準線プロパティ (724 ペー
ジ)

保護設定... 保護領域を定義すると、その領
域にテキスト、マーク、または
寸法を配置できなくなります。

フィルター...
～ 隣接部材フ
ィルター...

部材フィルター/隣接部材フィ
ルターは、図面レベルで作成お
よび変更します。

ユーザー定義
情報(U)...

ワークフローに関連する情報や
コメントなど、カスタマイズさ
れた情報を図面に追加します。
この情報は [ドキュメント管理]
に表示され、レポート テンプレ
ート、図面テンプレート、およ
びマークで使用したり、印刷フ
ァイル名をカスタマイズすると
きにスイッチとして使用したり
することができます。

このダイアログ ボックスに表
示されるユーザー定義情報とタ
ブは、objects.inp ファイル

で定義されます。

各種ユーザー定義情報の使用可
能状況は、ユーザーの環境、設
定およびライセンス によって
決まります。
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単品図、製品図、およびキャスト ユニット図のプロパティ
[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプを選択し
ます。 図面の背景をダブルクリックして、図面を作成した後プロパティを変更で
きます。

単品図、製品図、およびキャスト ユニット図プロパティ ダイアログ ボックスのオ
プションについて以下で説明します。

オプション 解説 詳細

名前 [ドキュメント管理] に表示され
る図面の名前を定義し、図面テ
ンプレートおよびレポート テ
ンプレートに含めることができ
ます。

図面名の 大長は 32 文字です。

 

キャストユニ
ット定義方法

キャストユニットマーク:各キ
ャスト ユニットから図面が作
成されます。同じキャスト ユ
ニットが複数ある場合は、その
うちの 1 つが図面の基盤として
使用されます。キャスト ユニ
ット図の作成で も一般的に使
用されるのはこの方法です。

キャストユニット ID:モデル内
の各部材には、一意のグローバ
ル一意識別子 (GUID) が付けら
れています。このうち、キャス
ト ユニット GUID を使用して
図面を作成できます。図面のマ
ークは、グローバル一意識別子
(GUID) によって決まります。
同一のキャスト ユニットから
複数の図面を作成できます。

 

タイトル 1, タ
イトル 2, タイ
トル 3

[ドキュメント管理] に表示され
るタイトルを定義し、図面テン
プレートおよびレポート テン
プレートに含めることができま
す。

シート番号 複数の図面シートとして同じ部
材の複数の図面を作成するため
に使用できます。シートの数に
制限はありません。

レイアウト 図面レイアウトを選択し、図面
サイズ、オートスケール、投影
タイプ、ビューの配置、および
部材展開の設定を定義します。
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オプション 解説 詳細

テンプレートに非表示オブジェ
クトをリストするかどうかも選
択できます。

ビューの作成 作成する図面ビューを定義しま
す。ここでは、各ビューのビュ
ー プロパティの変更に進むこ
とができます。

図面のビュープロパティ
(641 ページ)

断面図 断面図プロパティを定義しま
す。

断面図プロパティ (647 ペー
ジ)

部分詳細ビュ
ー

部分詳細ビューと部分詳細シン
ボル ラベルの開始番号または
文字を定義します。

ユーザー定義
情報

ワークフローに関連する情報や
コメントなど、カスタマイズさ
れた情報を図面に追加します。
この情報は [ドキュメント管理]
に表示され、レポート テンプレ
ート、図面テンプレート、およ
びマークで使用したり、印刷フ
ァイル名をカスタマイズすると
きにスイッチとして使用したり
することができます。

このダイアログ ボックスに表
示されるユーザー定義情報とタ
ブは、objects.inp ファイル

で定義されます。

各種ユーザー定義情報の使用可
能状況は、ユーザーの環境、設
定およびライセンス によって
決まります。

レイアウトのプロパティ
[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプを選択し
ます。 次に、[レイアウト] をクリックします。図面の背景をダブルクリックして、
図面を作成した後プロパティを変更できます。

以下では、すべてのレイアウトプロパティパネルとダイアログボックス内のすべて
のオプションについて説明します。説明されているオプションの中にも、図面タイ
プによって使用できないものがあります。

オプション 解説

[図面サイズ] タブ
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オプション 解説

レイアウト 使用するレイアウトを定義します。

編集 [レイアウト エディター] を開き、図面レイアウトをカ
スタマイズします。

非表示オブジェクトをテ
ンプレートに出力

テンプレートに非表示オブジェクトをリストするに
は、[はい] を選択します。[いいえ] を選択すると、非
表示の部材に関するすべての情報が削除されます。
この情報は総重量からも削除されます。

サイズ決定方法 Tekla Structures が図面の適切なサイズとテーブル セ
ットを検出できるようにするには、[自動サイズ] を選
択します。図面の厳密なサイズを指定するには、[指定
サイズ] を選択します。印刷余白が残るように、図面
サイズは常に実際の用紙サイズより小さく設定して
ください。

図面サイズ [指定サイズ] を選択した場合、図面サイズをここで定
義します。

[縮尺] タブ

オートスケール Tekla Structures が図面ビューの適切な縮尺を自動的に
選択できるようにするには、[オートスケール] を [は
い] に設定します。

メインビュー縮尺

断面図縮尺

オートスケールを使用する場合、メインビューと断面
図の縮尺の分母を入力し、スペースで区切ります。

たとえば、1/5、1/10、1/15、1/20 の各縮尺を指定する
には、"5 10 15 20"と入力します。

断面図縮尺決定方法 オートスケールを使用する場合、断面図縮尺決定方法
を設定します。これは、図面内のメインビューと断面
図の縮尺の関係を定義します。

ビュー縮尺 = 断面図縮尺:メイン ビューと断面図の縮
尺を等しくします。

ビュー縮尺 < 断面図縮尺:メイン ビューの縮尺を断面
図の縮尺より小さくします。

ビュー縮尺 <= 断面図縮尺:メイン ビューの縮尺は、断
面図の縮尺以下になります。

優先する 大用紙サイズ 自動サイズとオートスケールの両方を使用する場合、
図面の優先するサイズを入力します。Tekla Structures
は、まず正確な縮尺と も小さい図面サイズを使用す
ることで、図面の内容が収まる図面サイズを見つけよ
うとします。 内容が収まらない場合、Tekla Structures
は優先するサイズに達するまで図面サイズを大きく
します。

[その他] タブ

投影タイプ キャスト ユニット図、単品図、および製品図に Tekla
Structures が部材の投影を配置する方法を定義しま
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オプション 解説

す。 投影タイプによって図面内のビューの順序が影
響を受けます。 次のオプションがあります。

[一角法] (ヨーロッパ式投影とも呼ばれます)。

[三角法] (アメリカ式投影とも呼ばれます)。
断面図をメインビューに
合わせて配置

端部ビューをメインビュ
ーに合わせて配置

ビューをメイン ビューの隣に配置するには、[はい] に
設定します。

[いいえ] を選択すると、断面図と端部ビューは Tekla
Structures により配置可能な任意の位置に配置されま
す。

短縮表示部材を用紙にフ
ィット

短縮表示部材を図面の空白領域にちょうど収まるよ
うに拡大するには、[はい] に設定します。

単品図の作成 製品図に製品を構成する個々の部材の単品図を含め
るには、[はい] に設定します。これを [はい] に設定
し、[単品のプロパティ] オプションを有効にします。

単品のプロパティ 単品ビューで使用する必要な単品図プロパティを定
義します。これを行うには、[単品図の作成] を [はい]
に設定します。

図面のビュープロパティ
[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスを使用して、図面ビューのプロパティを
表示および変更します。

以下の表では、すべての図面タイプでのすべてのビューレベルプロパティについて
説明します。

オプション 解説

図面プロパティのオプション ツリーから [表示] が選択された場合の [ビューの作
成] タブ:
表示 オン/オフ 作成するメイン ビュー、断面図、3D ビ

ューを定義します。

• [オフ] を選択すると、Tekla Structures
によりビューは作成されません。た
だし、利用可能なビュー内の部材に
ついては寸法が作成されます。4 つ
のメイン ビューをすべてオフにし
ても、Tekla Structures により正面ビ
ューが 1 つ作成されます。

• [オン] を選択すると、寸法の表示に
不要な場合も含め、Tekla Structures
によりビューが常に作成されます。
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オプション 解説

断面図については、Tekla Structures
によりメイン部材の中央の部分を示
す追加の断面図が 1 つ作成されま
す。端部ビューについては、Tekla
Structures によりメイン部材の一端
から端部ビューが作成されます。

• [自動] を選択すると、寸法の表示に
必要な場合に Tekla Structures により
ビューが自動的に作成されます。断
面図については、Tekla Structures に
より、すべての寸法を示すのに必要
な数のビューが作成されます。端部
ビューについては、Tekla Structures
により、メイン部材のもう一端から
別の端部ビューも作成されます (寸
法がその端部に配置されている場
合)。

ビューラベル ビュープロパティにビューラベルセッ
トを表示します。 ビュープロパティで
ラベルが定義されている場合、ここで変
更できます。 メインビューのラベルは
いつでも変更できます。

ビュープロパティ 選択されているビューの現在のビュー
プロパティが表示されます。リストか
ら別のビュー プロパティ ファイルを選
択し、[ビュープロパティ] をクリックし
てビューのプロパティを変更できます。

図面プロパティのオプション ツリーから [属性] が選択された場合の [ビューの作
成] タブ:
座標系 図面ビューの座標系を設定します。 オ

プションとして、 ローカル、モデル、部
材(全体方向性)、水平ブレース、固定が
あります。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

[座標系の回転]、[X 軸まわり]、[Y 軸ま
わり]、[Z 軸まわり]

入力した値を使用して、部材の X、Y、
または Z 軸を中心にビューを回転させ
ます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

折梁展開 [はい] を選択すると、図面内に曲げ線が
寸法付きで表示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。
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オプション 解説

平面展開 [はい] を選択すると、変形した部材が平
面展開され、変形部材の展開 (平面展開)
形状が図面に表示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

図面の再作成 [はい] を選択すると、図面が再作成され
ます。

ビュー プロパティの [プロパティ 1] タブと [プロパティ 2] タブ (一般図の [属性]
タブと [短縮表示] タブ):
縮尺 ビューの縮尺を設定します。

鏡面ビュー 低層階の柱や梁などの荷重構造体を表
示します。

[はい] を選択すると構造体が連続した
線で表示され、[いいえ] を選択すると構
造体が破線で表示されます。

軸回りの回転\n (3D ビューのみ） 3D ビューのビュー角度を変更します。
Y および X 方向の角度値を入力しま
す。 図面ビュー内の回転はローカル軸
回りです。 両方の値が 0.0 の場合は正
面ビューと等しくなります。

サイズ 部材に合わせる Tekla Structures では、余
分なスペースを残さずに、ビューの内容
が図面ビュー フレームに収められます。

範囲で指定 [X] ボックスと [Y] ボック
スでは、ビューの x 軸と y 軸に沿ったビ
ュー サイズを定義します。[デプス] ボ
ックスでは、ビュー平面を基準とし、ビ
ュー平面に対して垂直のビューのデプ
スを定義します。

隣接部材用拡大範囲 どの距離までの隣接部材を図面ビュー
に表示するかを設定します。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

配置 図面ビューの配置を固定または自由に
設定します。

• 固定:更新時にビューを同じ位置に
保持します。

• 移動:更新時に、Tekla Structures がビ
ューの適切な位置を見つけることが
できるようにします。

詳細については、「」を参照してくださ
い。
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オプション 解説

平面展開 [はい] を選択すると、変形した部材が平
面展開され、変形部材の展開 (平面展開)
形状が図面ビューに表示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

短縮表示 部材が非常に長い場合、その部材にディ
テールが含まれていなければ、短縮表示
することができます。

• 短縮表示:[はい] を選択すると、短縮
表示がアクティブになります。[X
方向のみ] または [Y 方向のみ] で短
縮表示するように選択することもで
きます。

• [適応の 小長] では、表示する短縮
表示部材の 小の長さを定義しま
す。

• [短縮表示ギャップサイズ] では、短
縮表示部材の間の距離を定義しま
す。

• 斜め・テーパー部材の短縮表示:[は
い] を選択すると、斜め部材が短縮表
示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

開口/ピットシンボル [はい] を選択すると、開口部と凹部にシ
ンボルが表示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

位置 モデル原点、プロジェクト基準点、また
は任意の基準点によって定義された座
標系を選択します。[位置] では、プロジ
ェクト基準点がデフォルト値として使
用されます。

• 基準点データを使用して、ビューの
座標系を設定できます。基準点は、
基準オフセットの代わりに使用でき
ます。

• 基準点が設定されている場合、マー
クのレベル属性とテンプレート属性
によって、基準点が定義された特定
の座標系に値が指定されます。

設定の参考資料 644 図面設定の参考資料



オプション 解説

• プロジェクト基準点の Z または高さ
の値を変更すると、それに応じて図
面を開いたときにレベルの値が変更
されます。

• この設定は、_BASEPOINT で終わる
エレベーション マークとレベル属
性に影響します。 _BASEPOINT.

エレベーションの基準レベル [指定] を選択すると、入力された値が使
用されます。

[ビュー平面] を選択すると、ビュー平面
を基準として参照点が計測されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

図面に現場打ちコンクリートを表示 [はい]を選択すると、図面に現場打ちコ
ンクリート部材が表示されます。詳細
については、「」を参照してください。

ビューに依存する寸法生成 選択したビューについてのみ、寸法を個
別に複製します。 このオプションは、既
存の図面を複製するとき、および既存の
図面の寸法を再設定するときの寸法の
作成に影響します。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

[名称] タブ:
テキスト ビュー ラベル テキストを定義します。

テキストを [A1] ～ [A5] フィールドに
入力するか、[...] ボタンをクリックし、
ラベル マークの内容と表示設定を選択
します。

ビューラベルについての詳細について
は、「」を参照してください。

シンボル ビューラベルで使用されるシンボルを
定義します。

ラベル位置 ビューラベルの垂直位置と水平位置を
定義します。

• [垂直] 位置については、[上] または
[下] を選択します。

• :[水平] 位置については、次のいずれ
かを選択します。

ビュー フレームに左揃え

ビュー フレームに中央揃え
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オプション 解説

ビュー フレームに右揃え

ビュー範囲に左揃え

ビュー範囲に中央揃え

ビュー範囲に右揃え

ビュー方向マーク ビュー方向マークの表示/非表示を切り
替えて、マークの高さを定義します。

ビュー プロパティ オプション ツリーの他のオプション:
寸法 ビューレベルの寸法設定をビューごと

に個別に定義します。

寸法内容設定の詳細については、「」お
よび「」を参照してください。

フィルター 図面ビュー フィルターを定義します。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

隣接部材フィルター 隣接部材の図面ビュー フィルターを定
義します。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

保護設定 保護領域を定義すると、その領域にテキ
スト、マーク、または寸法を配置できな
くなります。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

マーク ビューレベルのマーク プロパティを定
義します。

詳細については、「マーク プロパティ -
[内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、お
よび [表示設定] タブ (673 ページ)」を
参照してください。

オブジェクト 次のオブジェクトのビューレベルのプ
ロパティを定義します。

部材と隣接部材 (698 ページ)

ボルト (703 ページ)

仕上げ材 (705 ページ)

溶接 (721 ページ)

鉄筋および隣接鉄筋 (707 ページ)

参照オブジェクト

設定の参考資料 646 図面設定の参考資料



オプション 解説

グリッド (724 ページ)

現場打ちコンクリート オブジェクトと
現場打ちコンクリート打ち継ぎ

[アンカープラン] (一般図のみ)
アンカー プランとして表示 [はい] を選択すると、一般図がアンカー

プランとして表示されます。

詳細については、「」を参照してくださ
い。

部材ビューの誇張縮尺 拡大した部材ビューで使用する縮尺を
定義します。

詳細ビューの作成 [はい] を選択すると、個々の部分詳細ビ
ューが作成されます。

[いいえ] を選択すると、Tekla Structures
の拡大ビューにアンカー ボルトの寸法
が表示されます。同様の詳細が一度だ
け描画されるように、Tekla Structures に
より同様の部分詳細ビューがグループ
化されます。

詳細ビュー縮尺 アンカープラン詳細ビューで使用する
縮尺を定義します。

断面図プロパティ
自動断面図を作成した場合、Tekla Structures により現在のビュー プロパティとマー
ク プロパティを使用して断面図と断面マークが作成されます。開いている図面で
断面図プロパティを変更できます。

オプション 説明

[属性] タブ

部材に合わせる [部材に合わせる ] 設定は、[デプス ] お
よび [断面図結合の有効範囲] の代わり
として機能し、部材全体が断面で表示さ
れます。

デプス 断面図が結合されていないときの断面
図の正および負のデプスを定義します。

断面図結合の有効範囲 断面図を結合する距離範囲を定義しま
す。
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オプション 説明

方向 断面のビュー方向を定義します。次の
オプションがあります。

• 右端

• 中間

• 左端

有効な値は、[左] または [右] です。

[断面ライン] タブ

ライン 断面ラインの長さとオフセット。

プロパティ 断面ラインの色。

[断面マーク] タブ

テキスト 断面マークのテキストを定義します。
テキスト ボックスの横の [...] ボタンを
クリックして、[マーク内容] ダイアログ
ボックスを開きます。

シンボル:色 矢視記号の色。

左のシンボル, 右のシンボル 左右の矢視記号。

サイズ 左右の矢視記号のサイズ。

x/y 左右の矢視記号のオフセット。

断面図とシンボル ラベルの開始番号/文
字

断面図ラベルまたは矢視記号ラベルで
使用する文字または番号を定義します。

1 以上の任意の数字、A ～ Z または a ～
z (ラベルでは大文字表示) の任意の文字
を入力できます。 文字を使用する場合、
1 文字以上の文字列を入力すると、 初
の文字のみが断面図ラベルおよび矢視
記号ラベルに表示されます。 番号を使
用する場合、入力したすべての数字が表
示されます。 開始番号は、図面を作成す
る前に図面プロパティで開始番号を変
更した場合、および既存の図面でオプシ
ョンを変更して図面を再作成した場合
にのみ変更されます。その場合、自動的
に追加された断面図および新しいすべ
ての断面図について、断面図ラベルおよ
び矢視記号ラベルが変更されます。

参照項目

図面のビュープロパティ (641 ページ)
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寸法記号と寸法内容のプロパティ
寸法記号プロパティでは、寸法の表示方法、使用される表示形式や単位などを定義
します。寸法内容プロパティでは、寸法作成の対象となる項目とその方法を定義し
ます。

寸法記号プロパティの詳細については、以下のリンクをクリックしてください。

• [寸法記号プロパティ] - [一般]タブ (649 ページ)

• [寸法記号プロパティ] - 単位、精度、表示形式 (652 ページ)

• [寸法記号プロパティ] - [表示設定]タブ (654 ページ)

• [寸法プロパティ] - [マーク] タブと [中期] タブ (655 ページ)

ビューレベルの寸法の寸法内容プロパティの詳細については、以下のリンクをクリ
ックしてください。

•

• [寸法内容プロパティ] - [一般] タブ (統合寸法) (658 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [部材寸法]タブ(統合寸法) (664 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [位置寸法]タブ(統合寸法) (662 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [ボルト寸法]タブ(統合寸法) (666 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [寸法グルーピング]タブ(統合寸法) (668 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [サブアセンブリ]タブ(統合寸法) (669 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [鉄筋寸法]タブ(統合寸法) (670 ページ)

一般図の寸法内容プロパティの詳細については、以下のリンクをクリックしてくだ
さい。

• [寸法内容プロパティ] - [基準線]タブ(一般図) (670 ページ)

• [寸法内容プロパティ] - [部材]タブ(一般図) (671 ページ)

[寸法記号プロパティ] - [一般]タブ
[寸法記号プロパティ]ダイアログボックスの[一般]タブを使用して、寸法の表示形
式、タイプ、単位、精度、引出し線、グループ化、配置の各設定を表示および変更
できます。

図面レベル [ ビュープロパティ ] ダイアログ ボックスとオブジェクト レベル [寸
法プロパティ ] ダイアログ ボックスの内容は異なります。以下では、両方のダイア
ログ ボックスに含まれるすべてのオプションについて説明します。

• 図面レベル [寸法プロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには、図面を開いて、
[図面 ] タブへ移動し、[ プロパティ --> 寸法 ] をクリックします。

• オブジェクト レベル [寸法プロパティ] を開くには、開いている図面で寸法をダ
ブルクリックします。
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• 図面を作成する前に、一般図の [寸法プロパティ ] ダイアログ ボックスを開く
には:[ 図面とレポート ] タブで、[ 図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックし
て、[寸法...

オプション 解説

寸法

X・Y 方向寸法 寸法タイプを直線寸法に設定します。

[相対]: 2 点間の寸法。

[絶対]: 共通の始点からの寸法。

[相対および絶対]: 2 点間および共通の
始点を組み合わせたもの。

[US 絶対]: 連続寸法(RD:Running
Dimension)マークを含む、共通の始点か
らの寸法。

[US 絶対 2]: [US 絶対]と基本的に同じで
すが、短寸法が相対寸法になる点が異な
ります。

[絶対+短相対]:[絶対]と基本的に同じで
すが、短寸法が相対寸法になる点が異な
ります。内部絶対とも呼ばれます。こ
のオプションでは両方の寸法を表示で
きますが、寸法が長いときは相対寸法は
表示されません。このオプションでは、
寸法線内に絶対寸法が表示されます。

[絶対+絶対の上に相対を配置] [相対お
よび絶対]と基本的に同じですが、絶対
寸法の上に相対寸法が配置されます。

軸組図:ピックした点でエレベーション
寸法が作成されます。このタイプは、図
面モードの手動寸法の寸法記号プロパ
ティでのみ使用できます。

[X 方向寸法] 上のオプションと同様ですが、水平寸法
については直線設定よりも優先されま
す。オプションを空白にすると、Tekla
Structures では、[X・Y 方向寸法 ] 詳細設
定が使用されます。通常、X 方向は、図
面の X 軸に平行な寸法を意味します。

角度 角度寸法の表示内容を定義します。

側面の角度寸法を度単位で示します。

角度の頂点の角度寸法を度単位で示し
ます。
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オプション 解説

角度寸法を三角比として示します。

[三角のベース数値 ] を設定して傾斜寸
法の基本寸法を制御することもできま
す。

角度が示された三角形を使用して角度
寸法を示します。

三角のベース数値 三角比の基線長。

円弧 曲線寸法を角度単位で表すか、距離単位
で表すかを定義します。

短引出し線 寸法線が基準線の上にある場合に、Tekla
Structures で自動的に短い延長線を使用
するか延長線の長さを統一するかを定
義します。

寸法を強調する場合は、このオプション
を [いいえ] に設定します。

寸法値書式

単位 寸法に使用する単位 (652 ページ)を定
義します。

精度 寸法の精度 (652 ページ)を定義します
(丸め、フィート・インチ単位など)。

表示形式 寸法の表示形式 (652 ページ)を定義し
ます(小数点以下の桁数および表示方
法)。

桁区切り 長い寸法値をグループ化するかどうか
を定義します。

同間隔寸法の結合 同間隔寸法を結合します。選択肢は次
のとおりです。[オフ]、[3@60 ] または
[3*60=180]。

同間隔寸法の結合の精度は 0.1 です。

寸法結合の 少間隔数 結合する寸法の 小数を定義します。

寸法グルーピング

モデルが変更されたときに更新する はい ] を選択すると、モデルの変更時に
寸法グルーピングが自動的に更新され
ます。

配置

寸法線配置間隔 平行な寸法線の間隔を定義します。

手動で作成した寸法では、この設定は寸
法 [位置付け ] が [移動] に設定されてい
る場合にのみ機能します。以下を参照
してください。
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オプション 解説

短寸法 短寸法のテキストを寸法線の間に配置
するか、寸法線の外側に配置するかを定
義します。

配置設定... [寸法記号配置設定 ] ダイアログ ボック
スを開きます。

位置付け : 寸法の配置方法です。選択
肢は次のとおりです。

• 移動 : Tekla Structures は寸法の位置
と方向を [方向 ] 設定に基づいて決
定します。

• 固定 : 寸法を任意の位置に配置でき
ます。

検索マージン : 寸法の周囲に追加する
空の余白です。

小距離 : Tekla Structures が寸法の空白
部分の検索に使用する 小距離です。

方向 : Tekla Structures が寸法を配置する
オブジェクトの側面を定義します。

参照項目

[寸法記号プロパティ] - 単位、精度、表示形式 (652 ページ)

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR (143 ページ)

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR (71 ページ)

[寸法記号プロパティ] - 単位、精度、表示形式
[寸法記号プロパティ]ダイアログボックスの[一般]タブを使用すると、寸法値書式、
単位、精度に関するオプションを表示および変更できます。

設定した値を詳細設定の値として使用する必要がある場合は、整数値を使用しま
す。

オプション 整数値 メモ

[表示形式]  
### 0  
###[.#] 1  
###.# 2  
###[.##] 3  
###.## 4  
###[.###] 5  
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オプション 整数値 メモ

###.### 6  
### #/# 7  
## # /##.## # 8 このオプションは、直線寸

法の場合にのみ使用でき
ます。

[精度]  
0.00 1 丸め付き精度の定義用。

たとえば、精度を 0.33 に
すると、実寸法 50.40 は
50.33 として示されます。

0.50 2
0.33 3
0.25 4
1/8 5 フィート・インチ単位用。

1/16 6
1/32 7
1/10 8 丸めのない精度の定義用。

1/100 9
1/1000 10
[単位]
[自動] モデル内で定義されてい

る単位を使用します。

[mm] ミリメートル系。

[cm] センチメートル系。

[m] メートル系。

[フィート - インチ] フィートとインチ。

インチはフィート（整数）
に変換され、フィートに変
換されない残りの数字は
インチのまま表示されま
す。

[cm / m] センチメートルとメート
ル。

100 cm 未満の寸法はセン
チメートルで表示され、
100 cm 以上の寸法はメー
トルで表示されます。 ミ
リメートルは上付き文字
で表示されます。

[インチ] インチ系。

フィート フィート
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参照項目

[寸法記号プロパティ] - [一般]タブ (649 ページ)

[寸法記号プロパティ] - [表示設定]タブ
[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの [表示設定] タブを使用して、寸法表示の
設定を表示および変更します。

• 図面レベルで [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスを開くには、図面を開い
て、[図面] タブに移動し、[プロパティ --> 寸法 ] をクリックします。

• オブジェクト レベルで [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスを開くには、開
いている図面で寸法をダブルクリックします。

• 図面を作成する前に、一般図の [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスを開くに
は、 [図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックし、
[寸法] をクリックします。

オプション 解説

テキスト

色 寸法マークテキストの色。印刷した図
面での線の太さを制御します。

高さ 図面内の寸法マークに使用するテキス
トの高さを制御します。

フォント 寸法マークに使用するフォントを制御
します。

枠 寸法マークの枠を定義します。

配置 寸法線に対して寸法マークをどのよう
に配置するかを定義します。

線・矢印

色 寸法線の色を制御します。この色は、印
刷した図面での線の太さを制御します。

背景マスク [非透過] を選択して、図面の寸法マーク
で隠されている領域を非表示にします。

[透明] を選択して寸法マークの背景に
ある図面の内容を表示し、図面のライン
ワークが見えるようにします。
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オプション 解説

矢印形状 寸法線に使用するマークの形状を制御
します。

独自の矢印タイプを作成することもで
きます。詳細については、「」を参照し
てください。

矢印の頭部分の高さと長さを設定しま
す。

絶対寸法 US 絶対寸法の寸法線に使用するマーク
の形状を制御します。

エレベーション寸法 エレベーション寸法の寸法線に使用す
るマークの形状を制御します。

参照項目

[寸法記号プロパティ] - [一般]タブ (649 ページ)

[寸法プロパティ] - [マーク] タブと [中期] タブ
[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの [マーク] タブと [注記] タブを使用して、
開いている図面で寸法マークと中期の内容を表示および変更します。

• 図面レベルで [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスを開くには、図面を開い
て、[図面] タブに移動し、[プロパティ --> 寸法] をクリックします。

• オブジェクト レベルで [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスを開くには、開
いている図面で寸法をダブルクリックします。

• 図面を作成する前に、一般図の [一般図 - 寸法記号プロパティ] ダイアログ ボッ
クスを開くには:[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ --> 一般図] をク
リックし、[寸法内容...] をクリックします。

オプション 解説

[マーク] タブ
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オプション 解説

頭マーク 寸法の数値の前に定義された値を表示
します。テキストを入力するか、[...] を
クリックして要素を選択します。

接頭辞の値は数字のみにできません。
また、数字で終わらせることもできませ
ん。

寸法値の表示 寸法の数値の表示/非表示を選択しま
す。

寸法の数値を非表示にしても、頭マーク
テキストと接尾辞テキストは引き続き
表示されます。

接尾辞 寸法の数値の後に定義された値を表示
します。テキストを入力するか、[...] を
クリックして要素を選択します。

接尾辞の値は数字のみにできません。
また、寸法の数値が表示されているとき
は、接尾辞の値を数字で始めることはで
きません。

[...] ボタン 要素を追加して寸法マーク内容を定義
します。マークの表示設定を変更する
こともできます。

要素を囲む枠:[タイプ] および [色]: 要素
の枠のタイプと色を各要素に個別に定
義します。

[< フレーム追加]: 要素の周りに枠を追
加できます。フォント:[色]、[高さ] およ
び [フォント]: 要素のテキストで使用す
るフォントのタイプ、色、および高さを
各要素に個別に定義します。[選択...] を
クリックすると、他のフォントを選択で
きます。

単位:[単位] および [表示形式]: 長さの要
素の単位と表示形式を設定できます。
単位設定を変更できるのは、長さの要素
が選択されている場合のみです。

また、[ユーザー定義情報] 要素でテンプ
レート属性を使用することもできます。
マークでは、モデル全体を参照する 
MODEL_TOTAL などのテンプレート属

性を使用することはできません。マー
クでチェックされるのは図面内のオブ
ジェクトの情報だけで、モデル全体の情
報はチェックされません。
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オプション 解説

寸法補助記号 [指定]: 指定した色、サイズ、およびオフ
セットでプレート寸法に対する寸法補
助記号が作成されます。オフセットと
は、寸法線から記号への距離を意味しま
す。

オプション [自動] は、インテリジェント
な図面 (詳細設定 
XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWE
D が TRUE に設定されている図面) での

み使用できます。

強調 [指定]: 狭い寸法が強調表示されます。

[方向] を選択します:[左 / 下]、[右 / 上]、
または [両方]。

[原点]、[幅]、[位置] および [高さ] を設
定します。

[注記] タブ

[注記] 領域 [寸法への注記の追加]:注記ボックスに
テキストを入力するか、[...] をクリック
して要素を追加できます。

注記ボックスの横にある [...] ボタンを
クリックすると、その注記のダイアログ
ボックスが表示されるので、要素を追加
して寸法注記の内容を定義できます。
注記要素の表示設定を変更することも
できます。

• [回転 --> 寸法線に垂直]: 注記が回転
します。

• [回転 --> 寸法線に平行]: 注記は回転
しません。これがデフォルト値で
す。

• 要素を囲む枠:[タイプ] および [色]:
要素の枠のタイプと色を各要素に個
別に定義します。

• [< フレーム追加]: 要素の周りに枠を
追加できます。フォント:[色]、[高
さ] および [フォント]: 要素のテキス
トで使用するフォントのタイプ、色、
および高さを各要素に個別に定義し
ます。[選択...] をクリックすると、他
のフォントを選択できます。

• 単位:[単位] および [表示形式]: 長さ
の要素の単位と表示形式を設定でき
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オプション 解説

ます。単位設定を変更できるのは、
長さの要素が選択されている場合の
みです。

• また、[ユーザー定義情報] 要素でテ
ンプレート属性を使用することもで
きます。

中期では、モデル全体を参照する 
MODEL_TOTAL などのテンプレート

属性を使用することはできません。
注記でチェックされるのは図面内の
オブジェクトの情報だけで、モデル
全体の情報はチェックされません。

オブジェクト数を注記に含む 部材数を含める注記の位置を選択しま
す。

フィルターで部材を除外 目的の内容を注記から削除する図面ビ
ューフィルターを選択します。

曲線寸法タグタイプ 曲線鉄筋寸法線の注記タイプを選択し
ます。注記タイプは、寸法に注記を整列
する方法を制御します。

[寸法内容プロパティ] - [一般] タブ (統合寸法)

[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの [一般] タブを使用して、寸法の全般的な
設定を表示および変更します。このダイアログ ボックスは、寸法内容で [統合寸
法] 寸法タイプを使用している場合に表示されます。

オプション 解説

寸法タイプ ほとんどすべての寸法内容で [標準] が
使用されます。

[トラス] は、トラス図面の寸法作成に必
要な特定の要件を満たします。このオ
プションでは、斜材の位置と高さを採寸
します。この採寸は、斜材が、メイン部
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オプション 解説

材である上弦プロファイルと下弦プロ
ファイルに溶接された副部材で、上弦プ
ロファイルと下弦プロファイルがどの
部材にも溶接されていない場合にのみ
行われます。トラス溶接が他の方法で
行われている場合は、標準の寸法タイプ
が使用されます。

小化 [はい] を選択すると、Tekla Structures で
作成されるビューの数が 小限に抑え
られます。

図面の [ビュープロパティ] ダイアログ
ボックスの設定もチェックしてくださ
い。

寸法結合 複数の寸法を 1 つの寸法線として結合
します。

[方法] で結合レベルを選択します。値
が大きくなるほど、Tekla Structures で結
合される寸法の数が増えます。

オプション [4.5] では、メイン部材に対
してオプション [5] の組み合わせを使用
し、副部材に対してオプション [4] の組
み合わせを使用します。

[距離] は、その距離の範囲内で Tekla
Structures が内部寸法を結合することを
意味します。

2 つのディテール間の距離が、定義され
た [ 短距離] より短い場合、Tekla
Structures で寸法が結合されます。

寸法を閉じる [寸法を閉じる] を選択すると、部材全体
が含まれるように寸法線を完成させま
す。

[いいえ]: 寸法を閉じません。

[X 方向]: X 方向の寸法だけを閉じ、他の
寸法を開いたままにします。

[すべて]: すべての寸法を閉じます。

この設定はプロファイル形状寸法には
関係しません。
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オプション 解説

寸法を閉じる:短寸法 [はい]: 短寸法を閉じます。

[いいえ]: 開いた寸法は、端部の短寸法で
はなく中央の寸法となります。

短寸法を開いたままにする場合、Tekla
Structures は、2 つの寸法を含む寸法線で
長い方の寸法線を除外します。寸法線
に 3 つの寸法が含まれている場合、Tekla
Structures は、中央の寸法を除外します。
このオプションは、4 つ以上の寸法を含
む寸法線には影響しません。

配置:前方オフセット オフセットは、Tekla Structures が寸法の
基準点の検索で使用する距離を定義し
ます。Tekla Structures が [前方オフセッ
ト] の検索距離の範囲内に基準点 (コー
ナー) を見つけない場合は、縁端点が使
用されます。

[中心にあるボルト群] 設定は、寸法の表
示方法に影響します。

内部寸法の表示条件:短寸法の 大長 短寸法の 大長は、副部材の非対称性を
寸法で表すときの上限を定義します。
場合によっては、非対称形状を持つ副部
材がメイン部材に正しく接続されるよ
うに、部材の非対称関係に注意すること
が重要です。[短寸法の 大長] を使用
して、寸法に非対称性を反映させること
ができます。非対称性がここで指定し
た距離よりも小さければ、非対称性が寸
法で表されます。

部材マークを付ける寸法線 [なし]: 寸法線上に部材マークが作成さ
れません。

[製品全体の寸法に]: 製品全長寸法線上
に部材マークが作成されます。

[外ボルトの寸法に]: 一番外側のボルト
間の寸法線上に部材マークが作成され
ます。

メイン寸法の配置 Tekla Structures が [製品部材外形寸法]、
[メイン部材作業点]、[控え寸法] をどち
ら側に配置するかを定義します。

[自動]: 外形寸法が他の寸法と同様に扱
われます。

[上]: 外形寸法が部材の上側に配置され
ます (垂直部材の場合は左側)。
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オプション 解説

[下]: 外形寸法が部材の下側に配置され
ます。

メイン部材の傾斜寸法は、[上] を選択す
ると部材の下側に配置され、[下] を選択
すると上側に配置されます。

基準線寸法 基準寸法線を作成します。値は次のと
おりです。[なし]、[個々のスパン]、[全
体] または [個々のスパンおよび全体]。

基準線寸法の配置 基準線寸法の配置を設定します。値は
次のとおりです。

メインビュー - 上
メインビュー - 下
上面ビュー - 上
上面ビュー - 下
下面ビュー - 上
下面ビュー - 下
背面ビュー - 上
背面ビュー - 下
すべてのビュー - 上
すべてのビュー - 下.

寸法プロパティ

直線寸法 選択したプロパティの設定を使用して、
直線寸法の寸法タイプを設定します。

X 方向寸法 直線寸法と同じ設定ですが、水平寸法に
ついては直線設定よりも優先されます。
空白オプションを使用すると、Tekla
Structures は [直線寸法] オプション設定
を使用します。通常、X 方向は、図面の
X 軸に平行な寸法を意味します。

矢印形状:絶対寸法 US 絶対寸法の寸法線に使用するマーク
の形状を制御します。

US 絶対寸法は、[寸法プロパティ (649 ペ
ージ)] で定義できる寸法タイプ [US 絶
対] および [US 絶対 2] です。詳細設定
[XS_ USE_ USABSOLUTE_ ARROW_
TYPE_ FOR_ABSOLUTE_DIMENSIONS
(465 ページ)] が TRUE に設定されてい

る場合、他のタイプの絶対寸法の矢印形
状も上書きされます。
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オプション 解説

矢印形状:エレベーション寸法 エレベーション寸法の寸法線に使用す
るマークの形状を制御します。

角度寸法と半径寸法 選択したプロパティの設定を使用して、
角度寸法の寸法タイプを設定します。

チェック寸法 選択したプロパティの設定を使用して、
チェック寸法の寸法タイプを設定しま
す。

参照項目

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (148 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (149 ページ)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (150 ページ)

[寸法内容プロパティ] - [位置寸法]タブ(統合寸法)
[位置寸法 ] タブ ([寸法内容プロパティ] ダイアログ ボックス) を使用して、単品図、
製品図、およびキャスト ユニット図の位置寸法の設定を表示および変更します。

ダイアログ ボックスの内容は図面タイプによって異なります。以下に示すすべて
のオプションが、必ずしもすべての図面タイプで使用できるとは限りません。この
ダイアログ ボックスは、[統合寸法 ] を寸法タイプとして使用した場合に表示され
ます。

オプション 解説

ボルト位置の基点

部材位置の基点

Tekla Structures により部材/ボルトの位
置寸法が作成される場所を制御します。

なし : 位置寸法が作成されません。

メイン部材 : メイン部材の参照線から
寸法が作成されます。

作業点 : メイン部材と隣接部材の参照
線の交点などの作業点の間に寸法を作
成します。

埋め込み半製品 キャストユニット図の中に埋め込み半
製品を配置するための位置寸法を作成
します。 埋め込み半製品は、キャストユ
ニットに接続されるカスタムコンポー
ネントです。

副部材で : キャストユニット図の中の
埋め込み半製品の寸法が副部材と同じ
方法で設定されます。

参照点で : 埋め込み半製品の参照点 (カ
スタムコンポーネントの原点) に基づい
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オプション 解説

て、埋め込み半製品の寸法が設定されま
す。

副部材 副部材のボルト孔または縁端に対する
寸法を作成します。

なし : 副部材の位置寸法が作成されま
せん。

ボルトで : 副部材内のボルト孔位置の
寸法が作成されます。

部材 : 副部材の縁端の寸法が作成され
ます。

両方 : 副部材内のボルト孔位置と縁端
の両方の寸法が作成されます。

副部材寸法方向 寸法をメイン部材または隣接部材に揃
えます。 斜めクリップアングルまたは
せん断プレートの場合にのみ使用でき
ます。

寸法開始位置 連続寸法の始点を設定します。 隣接部
材にボルト留めされた斜めクリップア
ングルまたはせん断プレートの場合に
のみ使用できます。

追い寸法方向の反転 はい : 追い寸法の方向が変更されます。
このオプションで、原点を部材の始点で
はなく端部に設定できます。

メイン部材ボルト位置 オン : メイン部材のボルト孔位置に対
する寸法が作成されます。

メイン部材傾斜寸法 はい : ブレースの傾斜寸法を表す水平
および垂直チェック用寸法が作成され
ます。メイン部材の作業点の間に作成
されます。

傾斜チェック用寸法は正面ビューに配
置されます。これらの寸法の位置は、
[メイン寸法の配置 ] 設定 ([一般 ] タブ
で選択されている) によって異なりま
す。外形寸法を部材の上側に配置する
と傾斜寸法は部材の下側に配置され、外
形寸法を部材の下側に配置すると傾斜
寸法は部材の上側に配置されます。

傾斜寸法 Tekla Structures が斜め副部材の位置寸法
をどのように作成するかを定義します。

なし : 斜め副部材の位置寸法が作成さ
れません。
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オプション 解説

角度 : 副部材の角度寸法が作成されま
す。

寸法 : 副部材の傾斜寸法が作成されま
す。

両方 : 角度と寸法の両方が作成されま
す。

中心にある部材 中心に配置された部材の寸法を制御し
ます。 この設定は、位置寸法が作成され
ている場合にのみ影響を及ぼします。

内部 : 中心に配置された部材の外形サ
イズが作成されます。

位置 : メイン部材の中心線に対する部
材の位置寸法が作成されます。

なし : 中心に配置された部材の寸法が
作成されません。

中心にあるボルト群 中心に配置されたボルトグループの寸
法を制御します。

内部 : 中心に配置されたボルトの展開
寸法が作成されます。

位置 : メイン部材の中心線に対するボ
ルトの位置寸法が作成されます。

中心にあるボルト群 : 中心に配置され
たボルトに対する [内部副部材ボルト]
オプションよりも優先されます。これ
は、部材上で中心に配置されたボルトに
のみ適用されます。

エレベーション寸法 オン : エレベーション寸法が作成され
ます。

同間隔寸法の結合 同間隔寸法を結合します。選択肢は次
のとおりです。[オフ,3@60 データベー
スまたは 3*60=180.

同間隔寸法の結合の精度は 0.1 です。

寸法結合の 少間隔数 結合する寸法の 小数を定義します。

参照項目

XS_PART_POSITION_TO_EDGE_NEAREST_TO_NEIGHBOUR (325 ページ)

XS_WORKING_POINTS_VALID_ALSO_OUTSIDE_PART (480 ページ)
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[寸法内容プロパティ] - [部材寸法]タブ(統合寸法)
[部材寸法 ] タブ ([寸法内容プロパティ] ダイアログ ボックス) を使用して、単品図、
製品図、およびキャスト ユニット図の部材寸法の設定を表示および変更します。

ダイアログ ボックスの内容は図面タイプによって異なります。以下に示すすべて
のオプションが、必ずしもすべての図面タイプで使用できるとは限りません。この
ダイアログ ボックスは、[統合寸法 ] の寸法タイプを使用している場合に表示され
ます。

オプション 解説

内部 メイン部材に接続された副部材に対し
て内部寸法を作成します。

なし : 副部材の寸法が作成されます。

必要な寸法のみ : 部材の組み立てに必
要な寸法だけが作成されます。

すべて : 副部材のすべての寸法が作成
されます。

メイン部材外形寸法 一度 : メイン部材の外形寸法が 1 つ作
成されます。

すべて : すべてのビューのメイン部材
の外形寸法が作成されます。

なし : メイン部材の外形寸法が作成さ
れません。

これらのオプションには、[製品外形寸
法 ] の設定が反映されます。

製品外形寸法 長さのみ : X 方向に限り製品全体または
キャストユニットの外形寸法が作成さ
れます。

すべて : 製品またはキャストユニット
のすべての方向の外形寸法が作成され
ます。

オフ : 製品またはキャストユニットの
外形寸法が作成されません。

メイン部材作業点 オン : 一番外側の作業点の間にチェッ
ク用寸法が作成されます。

メイン部材の形 (メイン部材形状寸法) オン : メイン部材の形状を示す寸法が
作成されます。

デフォルトでは、Tekla Structures は、梁
の端部が対称の場合でも、梁の両端に形
状寸法を自動的に作成します。
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オプション 解説

メイン部材スカラップ・丸孔半径寸法
(半径寸法)

オン : メイン部材のポリゴン角処理曲
線と丸孔の半径寸法が作成されます。

このオプションは、[メイン部材の形 ] の
寸法を [オン] に設定している場合にの
み使用できます。

このオプションでは、角処理された梁
(曲)または梁(折)の半径寸法は作成され
ません。

傾斜寸法 オン : 傾斜の直線寸法が作成されます。

梁切落とし角度 角度寸法を作成し、傾斜のどちら側に寸
法を作成するかを定義します。選択肢
は次のとおりです。[なし,カット角度
および 梁角度.

控え寸法 オン : メイン部材の縁端から作業点の
間にチェック用寸法が作成されます。

優先する寸法配置 部材寸法の優先ビュー(正面または側面)
を設定します。

もっとも近いフロアから部材まで オン : も近いフロアから部材の下部
または上部までの距離を示す寸法が作
成されます。

基準線から部材中心線まで オン : 基準線から部材の中心線までの
部材のオフセットを示す寸法が作成さ
れます。

基準線から部材端まで オン : 基準線から部材の近端または遠
端までの部材のオフセットを示す寸法
が作成されます。

参照項目

XS_SINGLE_PART_SHAPE (405 ページ)

XS_EQUAL_SHAPE_DIMENSIONS_TO_BOTH_ENDS_LIMIT (237 ページ)

XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS (127 ページ)
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[寸法内容プロパティ] - [ボルト寸法]タブ(統合寸法)
[ボルト寸法 ] タブ ([寸法内容プロパティ] ダイアログ ボックス) のオプションを使
用して、単品図、製品図、およびキャスト ユニット図で作成するボルト寸法と作
成方法を選択します。

ダイアログ ボックスの内容は図面タイプによって異なります。以下に示すすべて
のオプションが、必ずしもすべての図面タイプで使用できるとは限りません。この
ダイアログ ボックスは、[統合寸法 ] の寸法タイプを使用している場合に表示され
ます。

オプション 解説

メイン部材ボルト内部寸法 メイン部材のボルトグループに対して
内部寸法を作成します。

なし : ボルト内部寸法がいずれも作成
されません。

内部 : ボルトグループ内部寸法 (ボルト
間寸法) が作成されます。

すべて : 縁端距離およびボルトグルー
プ内部寸法が作成されます。縁端距離
は一番外側のボルトから部材の縁端ま
での距離です。

メイン部材ボルト内部寸法:斜めボルト
群

寸法を部材とボルトグループのどちら
に平行にするかを指定します。

選択肢は次のとおりです。[ 寸法なし,
部材方向、および ボルト方向.

副部材内部ボルト寸法 副部材のボルトグループに対して内部
寸法を作成します。

選択肢は次のとおりです。[ なし,必要
な寸法のみ,内部、および すべて.

副部材内部ボルト寸法:斜めボルト群 ボルト寸法を副部材またはボルトグル
ープに揃えます。

選択肢は次のとおりです。[ 部材方向,
寸法なし、および ボルト方向

外側ボルト間寸法:外側ボルト間寸法 一番外側のボルトの間にチェック用寸
法を作成します。

選択肢は次のとおりです。[ なし,メイ
ン部材、および 製品.

外側ボルト間寸法:外側ボルト及び作業
点間寸法

外側のボルトと作業点の間のチェック
用寸法を作成します。

はい : チェック用寸法が作成されます。
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オプション 解説

優先する寸法配置 ボルト寸法の優先ビュー(正面または側
面)を設定します。

ボルト寸法結合 ボルトグループ内部寸法の表示形式を
設定します。

ボルトグループ内部寸法は、各寸法を結
合して [3@60 ] または [3*60=180] のよ
うな書式で表示することも、個別の寸法
として表示することもできます。

寸法結合の 少間隔数 結合する寸法の 小数を定義します。

参照項目

XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER (117 ページ)

[寸法内容プロパティ] - [寸法グルーピング]タブ(統合寸法)
[寸法グルーピング ] タブ ([寸法内容プロパティ] ダイアログ ボックス) を使用し
て、単品図、製品図、およびキャスト ユニット図の寸法グルーピングの設定を表
示および変更します。

ダイアログ ボックスの内容は図面タイプによって異なります。以下に示すすべて
のオプションが、必ずしもすべての図面タイプで使用できるとは限りません。この
ダイアログ ボックスは、[統合寸法 ] を寸法タイプとして使用した場合に表示され
ます。

オプション 解説

寸法グルーピングの対象 グルーピングの対象となるオブジェク
トを選択します。

部材 部材に従ってグループ化します。

ボルト ボルトに従ってグループ化します。

コンポーネント コンポーネントに従ってグループ化し
ます。

カット/形状 カット/形状に従ってグループ化しま
す。

自動寸法注記作成 寸法線に情報を表示する方法を定義し
ます。

寸法注記の作成 注記を表示します。

オブジェクト数を注記に含む 部材数を注記に含めます。

グループされたオブジェクト\n のマー
クを表示しない

グループ化されたオブジェクトの部材
マークを表示しません。

フィールド一覧 同一条件の定義に使用できる要素。
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オプション 解説

追加 > アイテムが [マークの内容 ] リストに追
加されます。

削除 アイテムが [マークの内容 ] リストから
削除されます。

上 要素をリスト内で上に移動します。

下 要素をリスト内で下に移動します。

モデルが変更\n されたときに\n 更新す
る

はい ] を選択すると、モデルの変更時に
寸法グルーピングが自動的に更新され
ます。

[寸法内容プロパティ] - [サブアセンブリ]タブ(統合寸法)
[サブアセンブリ ] タブ ([製品図 - 寸法内容プロパティ ] ダイアログ ボックス) のオ
プションを使用して、サブアセンブリに対して作成する寸法とその作成方法を表示
および変更します。

ダイアログ ボックスの内容は図面タイプによって異なります。以下に示すすべて
のオプションが、必ずしもすべての図面タイプで使用できるとは限りません。この
ダイアログ ボックスは、[統合寸法 ] を寸法タイプとして使用した場合に表示され
ます。

オプション 解説

サブアセンブリ内の部材寸法作成 サブアセンブリ内の部材寸法を作成す
るかどうかを定義します。

はい : サブアセンブリ内の部材の内部
寸法が作成されます。

いいえ : サブアセンブリ内の部材の内
部寸法が作成されません。

サブアセンブリの押え位置基点 サブアセンブリの測定の起点位置を定
義します。

なし : サブアセンブリ位置が測定され
ません。

ボルト : サブアセンブリの位置がボル
トから測定されます。サブアセンブリ
にボルトが含まれていない場合、または
ボルトから位置を測定できない場合は、
Tekla Structures によって参照点からサブ
アセンブリの位置が測定されます。
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オプション 解説

外形点 : サブアセンブリの位置がサブ
アセンブリの周囲ボックスから測定さ
れます。

参照点 : 参照点からサブアセンブリの
位置が測定されます。

[寸法内容プロパティ] - [鉄筋寸法]タブ(統合寸法)
[鉄筋寸法] タブ ([寸法内容プロパティ] ダイアログ ボックス) を使用して、鉄筋寸
法の作成と表示方法に影響を及ぼす設定を表示および変更します。

このタブが表示されたこのダイアログ ボックスは、キャスト ユニット図の寸法設
定で寸法タイプを [統合寸法] にしている場合にのみ表示されます。

オプション 解説

鉄筋グループの寸法プロパティ オン: 鉄筋グループの寸法が作成されま
す。これにより、このタブ上の他の設定
もアクティブになります。

[寸法マーク設定] マーク タイプ (寸法線、寸法マーク、注
記付き寸法マーク、またはこれらの一般
的なスタイルの異形) を設定します。

デフォルト環境には、次の 3 つの定義済
み設定ファイルが含まれています
(rebar_dimension_line、
rebar_dimension_mark、
rebar_tagged_dimension_mark)。

[...] ボタンをクリックすると、寸法プロ
パティが開き、設定ファイルを表示した
り、必要に応じて設定を変更したりする
こともできます。

[寸法内容プロパティ] - [基準線]タブ(一般図)
[基準線 ] タブ ([一般図 - 寸法内容プロパティ ] ダイアログ ボックス) を使用して、
一般図の基準線と全体の寸法の設定を表示および変更します。

このダイアログボックスを開くには:

• [図面とレポート] タブで [ 図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックし、[寸法
内容...] をクリックします。

• 開いている一般図で、図面の背景をダブルクリックし、[寸法内容...
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オプション 解説

基準線寸法 [オン]を選択すると、基準線の寸法線が
作成されます。

全体の寸法 [オン]を選択すると、全体の寸法が作成
されます。

寸法の配置:水平 垂直基準線および全体の寸法線を、図面
の [左 ] または [右 ] に配置するか、[両
方 ] に配置します。

寸法の配置:垂直 水平基準線および全体の寸法線を、図面
の [上 ] または [下 ] に配置するか、[両
方] に配置します。

[寸法内容プロパティ] - [部材]タブ(一般図)
[部材 ] タブ ([一般図 - 寸法内容プロパティ ] ダイアログ ボックス) を使用して、一
般図の部材寸法の設定を表示および変更します。

このダイアログボックスを開くには:

• [図面とレポート ] タブで、[ 図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックし、[寸
法内容...

• 開いている一般図で、図面の背景をダブルクリックし、[寸法内容...

オプション 解説

寸法の 大の離れ:基準線外の寸法 寸法を表示する部材までの寸法線の長
さを制御します。 基準線外の寸法線が
基準線からの引き出し線の 大長を指
定するように定義します。

寸法の 大の離れ:基準線内の寸法 寸法を表示する部材までの寸法線の長
さを制御します。 基準線内の寸法線が
部材参照点からの引き出し線の 大長
を指定するように定義します。

ビューに完全に含まれていない部材も
対象

オン : 一部がビューの外に出る部材の
寸法が表示されます。オフ : これらの
部材の寸法は表示されません。

基準線外の寸法の 大数 基準線の外側で使用できる寸法線の
大数を指定します。 さまざまなオブジ
ェクトの寸法をさまざまな寸法線に表
示する場合は、この設定を使用するとよ
り簡潔な図面を作成できます。

指定した 大数に達すると、Tekla
Structures によって寸法線は基準線内に
作成されます。
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オプション 解説

オブジェクトグループの寸法ルール 別々の寸法線に表示するように各オブ
ジェクトグループを指定します。

オブジェクトグループ 寸法を表示するオブジェクトグループ。

配置 寸法なし : 部材に対して寸法が作成さ
れません。

基準線内 : 部材の寸法は、対象となる部
材の横または近くに作成されます。部
材が基準線の内側にある場合に、すべて
の部材の寸法が基準線の内側に配置さ
れます。[基準線内 ] を選択していても、
部材が端部近くにあり、寸法表示の対象
となる端部が基準線の外側になる場合、
寸法は外側に表示されます。

基準線外 : 作成される部材の寸法は、基
準線の外側に配置されます。

自動決定 : 作成される部材の寸法は、部
材の位置および [基準線外の寸法の 大
数 ] オプションの設定に応じて、基準線
の内側または外側に配置されます。

[自動決定 ] オプションを使用して [基準
線外の寸法の 大数] を定義する必要が
あります。このオプションを選択する
と、基準線外の寸法が 大数に達したと
きに、Tekla Structures が基準線内に寸法
を配置できます。

水平位置 左側 : 水平部材のすべての寸法が、基準
線の左側に配置されます。

右側 : 水平部材のすべての寸法が、基準
線の右側に配置されます。

両側分配 : 水平部材のすべての寸法が、
対象となる部材に近い基準線側に配置
されます。

垂直位置 上 : 垂直部材のすべての寸法が、基準線
の上部に配置されます。

下 : 垂直部材のすべての寸法が、基準線
の下部に配置されます。

両側分配 : 垂直部材のすべての寸法が、
対象となる部材に近い基準線側に配置
されます。
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マークプロパティ
マークの表示設定と内容は、図面を作成する前と開いている図面で調整できます。

詳細情報のリンク:

• マーク プロパティ - [内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、および [表示設定] タ
ブ (673 ページ)

• 引出し線タイプ (679 ページ)

• ビューラベルマーク、断面マーク、部分詳細マークの位置プロパティ (680 ペ
ージ)

• 図面の溶接マークプロパティ (681 ページ)

• 図面におけるモデル溶接マークの表示/非表示と表示設定のプロパティ (683 ペ
ージ)

• エレベーションプロパティ (686 ページ)

• マーク内容 (687 ページ)

マーク プロパティ - [内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、および [表示設
定] タブ
さまざまなタイプのマークのプロパティの [一般] タブ、[結合] タブ、および [内
容] タブを使用して、マークの内容と表示に影響する設定を表示および変更します。
一部のマークについては、個別の [表示設定] タブがあります。

次に示すすべての設定が、必ずしもすべてのマークで使用できるとは限らないこと
に注意してください。

マーク プロパティを開くには、次のようにします。

• [図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプを選
択して、それぞれのマーク (一般図) のボタンをクリックするか、ビュー プロパ
ティを使用して、マーク プロパティに直接移動します。

• 開いている図面で、図面の背景をダブルクリックし、それぞれのマーク (一般
図) のボタンをクリックするか、ビュー プロパティを使用して、マーク プロパ
ティに直接移動します。

• 開いている図面で、図面ビュー フレームをダブルクリックし、左側のオプショ
ン ツリーで目的のマークをクリックします。

• 開いている図面で、[ 図面 --> プロパティ ] に移動し、マーク タイプを選択しま
す。

• 開いている図面でマークをダブルクリックします。

設定 解説

[内容] タブ:
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設定 解説

フィールド一覧

マークの内容

[フィールド一覧] には、現在のマークに使用可能な要
素の一覧が表示されます。

[マークの内容] には、マークに含めるように選択した
要素の一覧が表示されます。

マーク要素の詳細については、「マーク内容 (687 ペー
ジ)」を参照してください。

すべてのマークに共通する要素のリストについては、
「マークの共通要素 (688 ページ)」を参照してくださ
い。

< フレーム追加 マーク内の個々の要素の周囲にフレームを追加しま
す。

要素を囲む枠:[タイプ]、
[色]

1 つまたは複数の要素の枠のタイプと色を定義しま
す。[マークの内容] リスト内のすべての要素を選択
して同じ変更を適用するには、キーボードの Shift キ
ーを押しながらリストの 後の要素をクリックしま
す。

フォント:[色]、[高さ] およ
び [フォント]

1 つまたは複数の要素のテキストで使用するフォント
のタイプ、色、および高さを定義します。[マークの内
容] リスト内のすべての要素を選択して同じ変更を適
用するには、Shift キーを押しながらリストの 後の要
素をクリックします。

[選択...] をクリックすると、他のフォントを選択でき
ます。

単位:[単位]、[表示形式] [マークの内容] リストで選択した長さ、高さ、間隔、
または径要素の単位と表示形式を変更します。

[一般] または [表示設定] タブ:
メイン部材

副部材

サブアセンブリメイン部
材

サブアセンブリメイン副
部材

これらの設定はボルト マークを対象としています。

[表示] を選択すると、ボルト マークが表示されます。

[表示しない] を選択すると、ボルト マークが表示され
ません。

表示 [分配対象] を選択すると、ビューにマークが分配され
ます。Tekla Structures は、他のビューに表示されてい
ないマークだけを作成します。

[常に] を選択すると、他のビューの設定に関係なく、
常にビュー内にマークが作成されます。

[分配時優先] は [分配対象] と同様に機能しますが、分
配時優先ビューは優先順位が高くなります。

[分配対象] は、図面内の 1 つのビューだけに選択しま
す。その他のビューを [分配対象] に設定すると、マー
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設定 解説

クは [表示] が [分配時優先] に設定されたビューだけ
に配置されます。

[表示しない] を選択すると、マークが作成されませ
ん。

ビュー平面外にある部材 この設定はビュー レベルでのみ使用できます。

[表示] を選択すると、図面のビュー平面外にマークが
表示されます。

[表示しない] を選択すると、ビュー平面外にマークが
表示されません。

サイズを無視 この設定はボルト マークを対象としています。

標準サイズのボルト マークを図面から除外します。
Tekla Structures で、定義したサイズのボルト マークが
図面に表示されなくなります。

[サイズを無視] 設定と一緒に使用できる詳細設定が
いくつかあります。このため、 初に無視するサイズ
を入力し、次に詳細設定を行います。

XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE (317 ページ) は、無
視するサイズがボルトのサイズ (BOLT) または孔のサ

イズ (HOLE) のどちらであるかを定義します。

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (317 ページ) は、ボルト
セット名に基づいて無視するボルト マークを除外す
る場合に使用できます。ボルト セット名 (7990 など)
を値として入力します。ワイルドカード (* または ?
など) を使用することもできます。

XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE (316 ページ)
は、ボルト タイプに基づいて無視するボルト マーク
を除外する場合に使用できます。値は、SITE、SHOP、
および SITE_AND_SHOP です。

マーク結合 この設定は部材マークと仕上げ材マークを対象とし
ています。

[オン] を選択すると、マークが結合されます。

部材マークの結合距離などの結合の原則の詳細につ
いては、「」を参照してください。デフォルトでは、
部材からの 大結合距離は 1200 mm です。

マークを囲む枠:[タイプ]、
[色]

マークに使用する枠、および枠の色を定義します。
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設定 解説

背景マスク [非透過] を選択して、図面のマークで隠されている部
分を非表示にします。

[透明] を選択して図面のマークによって隠されてい
る部分を表示し、線による模様などを見えるようにし
ます。

引出し線:[鉄筋グループマ
ーク]、[結合マーク]、[タ
イプ]、[矢印]、および [隠
れた部材の引出し線に陰
線使用]。

引出し線のタイプおよび引出し線の矢印のタイプを
定義し、隠れた部材の引出し線を非表示にします。

マークを結合する場合、または鉄筋グループ マークを
追加する場合は、次のいずれかのオプションを選択し
ます。

:[グループ毎に引き出し線一つ] を選択する
と、オブジェクト グループごとに 1 つの引出し線が作
成されます。

:[一行毎に引出し線] を選択すると、マークを
結合してオブジェクトの列ごとに 1 つの引出し線を
作成します。

:[平行引出し線] を選択すると、マークを結合
して平行引出し線を作成します。

:[引出し線を一点に集中] を選択すると、マー
クを結合して 1 点に集約する引出し線を作成します。
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設定 解説

:[垂直引出し線] を選択すると、鉄筋グループに
垂直な引出し線のあるマークを作成できます。グル
ープ平面内の各鉄筋に引出し線付きのマークを作成
します。

:[ 初と 後に引出し線] を選択すると、鉄筋グル
ープに垂直な引出し線のあるマークを作成できます。
グループ内の 初と 後の鉄筋にマークを作成しま
す。

垂直引出し線の長さを制御するには、詳細設定 
XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDI
CULAR (290 ページ) ([ ファイル --> 設定 --> 詳細設

定 --> マーク: 一般 ]) を使用します。デフォルト値
は、0 mm です。

回転 部材マークの回転を定義します。

配置 次のいずれかの配置オプションを選択します。

左

中心

右

引出し線

[引出し線] オプションは、ボルト マーク、ジョイント
マーク、部材マーク、隣接部材マーク、現場打ちコン
クリート部材オブジェクト マーク、鉄筋マーク、隣接
鉄筋マーク、鉄筋マーク (結合)、仕上げ材マークなど
のマーク タイプに使用できます。

配置設定... [配置設定...] ボタンをクリック [配置] ダイアログ ボ
ックスが開きます。

位置付け:[移動] を選択すると、マークの適切な位置が
Tekla Structures により自動的に検索されます。

位置付け:[固定] を選択すると、マークを任意の位置に
配置できます。

[固定] オプションを選択した場合、図面を更新しても
マークの位置は維持されますが、[移動] を選択した場
合は、Tekla Structures が注記オブジェクトの 適な位
置を自動的に探します。

[検索マージン] は、マークの周囲に残しておく空の余
白のことです。

[ 小距離] は、部材からマークまでの 小距離です。

[ 大距離] は、部材からマークまでの 大距離です。

[検索マージン] と [ 小距離] に大きい値を入力する
と、マークの配置が正常に機能しなくなります。
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設定 解説

[配置区域] は、マークを配置する場所を Tekla
Structures が検索する領域を定義します。

(1) 検索マージン

(2) 小距離

(3) 大距離

注記オブジェクトの配置の詳細については、「注記オ
ブジェクトの配置」を参照してください。

設定 イメージ 解説

[結合] タブ

[鉄筋マーク] プロパティの [結合] タブを使用して、キャスト ユニット図の鉄筋マ
ークの結合に影響を与える設定の表示と変更を行います。

結合鉄筋マークの詳細については、「結合鉄筋マークの要素 (694 ページ)」およ
び「」を参照してください。

同一キャストユニットに
同じマーク

[グループ毎に引き出し線
一つ] を選択すると、鉄筋
グループごとに 1 つの引
出し線が作成されます。

[一行毎に引出し線] を選
択すると、マークを結合し
て鉄筋の列ごとに 1 つの
引出し線を作成します。

[平行引出し線] を選択す
ると、マークを結合して平
行引出し線を作成します。

[引出し線を一点に集中]
を選択すると、マークを結
合して 1 点に集約する引
出し線を作成します。

[マージしない] を選択す
ると、マークは結合されま
せん。Tekla Structures に
より、マークごとに独立し
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設定 イメージ 解説

た引出し線が作成されま
す。

[マージしない] を選択し
た場合でも、Tekla
Structures で自動的に結合
されるマークのマーク内
容を [結合] タブで定義す
る必要があります。

優先する合体方向 [垂直方向マージ] を選択
すると、図面の垂直方向に
マークを結合します。

[水平方向マージ] を選択
すると、図面の水平方向に
マークを結合します。

引出し線タイプ
引出し線は、テキスト、シンボル、およびアソシエートマークで使用でき、それら
がどの項目に関連しているかを明確にできます。

オプション 解説 詳細情報のリンク

テキスト

シンボル

エレベーションマー
ク

部材マーク
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オプション 解説 詳細情報のリンク

リビジョンマーク

仕上げ材マーク

鉄筋マーク Set automatic reinforcement and
reinforcement mesh properties

アソシエートマーク

ビューラベルマーク、断面マーク、部分詳細マークの位置プロパティ
ビュー プロパティの [マーク内容] ダイアログ ボックスの [位置] タブを使用して、
ビュー ラベル マーク、断面マーク、および部分詳細マークの位置設定オプション
を設定します。

オプション 解説

表示位置 断面マークで使用します。

断面マークをラインカットの両端、左
端、右端のどの位置に表示するかを定義
します。

テキスト位置 線、シンボル、またはシンボル中心線を
基準としたマークテキストの位置を定
義します。

[水平オフセット] は線からのマーク テ
キストの水平オフセットを設定します。

[垂直オフセット] は線からのマーク テ
キストの垂直オフセットを設定します。

テキスト回転 断面マークで使用します。

マークテキストの回転を定義します。

配置 ビューラベルマークで使用します。

ビューラベルマークを中央、右、左のど
の位置に整列するかを定義します。
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図面の溶接マークプロパティ
[溶接マークプロパティ] ダイアログ ボックスでは、図面に手動で追加した溶接マ
ークのプロパティを表示または変更できます。

溶接マーク プロパティを開くには、開いている図面で次のいずれかの操作を行い
ます。

• 手動で作成した溶接をダブルクリックします。

• Shift キーを押したまま、[溶接マーク] タブで [注記] をクリックします。

• [ 図面 ] タブで、[プロパティ --> 溶接マーク ] をクリックします。

オプション 解説

頭マーク a=理論のど厚、s=溶け込みのど厚、z=脚長

サイズ 溶接のサイズ。 部分溶け込み溶接を溶接タイプとし
て選択している場合は、2 つのサイズを入力すること
ができます。

タイプ 溶接のタイプ。

使用できる溶接タイプとその説明のリストについて
は、「」を参照してください。

一部の溶接タイプ記号をカスタマイズすることがで
きます。詳細については、「溶接タイプ記号のカスタ
マイズ」を参照してください。

角度 溶接前処理(開先またはグルーブ)の角度。

Tekla Structures では、この角度値が、溶接タイプ記号
と塗りつぶしタイプ仕上げ形状記号との間に表示さ
れます。
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オプション 解説

ポリゴン 溶接の塗りつぶしタイプ仕上げ形状は、以下のいずれ
かになります。

• なし

• 平ら 

• 凸面 

• 凹面 
仕上げ Tekla Structures では、図面内の溶接タイプ記号の上に

仕上げシンボルが表示されます。 次のオプションが
あります。

• [G] (研削・グラインダー)

• [M] (機械)

• [C] (チッピング)

• (フラッシュ仕上げ溶接)

• (平滑混合溶接面)
長さ 通常の溶接の長さは、溶接部材間のジョイントの長さ

に依存します。 ポリライン溶接の場合は、溶接の始点
と終点を定義するなどの方法で、正確な長さを設定で
きます。

ピッチ 連続しない溶接の場合に適用する溶接の中心と中心
の間隔。

連続しない溶接を作成するには、中心と中心の間隔お
よび溶接ピッチを定義します。Tekla Structures では、
溶接間の距離は、ピッチから溶接の長さを差し引いた
ものとして計算されます。

デフォルトでは、溶接の長さとピッチは、Tekla
Structures により 50-100 のようにハイフン (–) で区切
られます。たとえば、区切り文字を @ に変更するに
は、詳細設定
XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR (479 ペ
ージ) を @ に設定します。

有効のど厚 溶接強度計算で使用する溶接サイズ。

ルート ギャップ 溶接部材の間隔。

特別指示 溶接記号に表示する付加情報。 たとえば、溶接の仕様
や工程に関する情報を追加できます。

全周溶接 1 つの縁端だけを溶接するか、面の全周を溶接するか
を選択します。

図面内の溶接記号に丸印が示されていれば、[全周]オ
プションが選択されていることを意味します。

工場/現場 溶接の施工場所を指定します。
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オプション 解説

千鳥溶接 千鳥状の断続溶接を作成するには、このオプションを
[はい] に設定します。

千鳥溶接では、溶接される部材の両側に千鳥状に溶接
を行います。 Tekla Structures では、溶接記号には、千
鳥溶接を示す溶接タイプ記号が表示されます。

このオプションを [いいえ] に設定した場合、千鳥なし
の断続溶接が作成されます。 溶接マークにピッチを
表示するには、[ピッチ] を 0.0 よりも大きい値に設定
します。

位置付け [検索マージン] は、マークの周囲に残しておく空の余
白のことです。

[ 小距離] は、部材からマークまでの 小距離です。

[配置区域] では、溶接マークを配置する空白部分を
Tekla Structures が検索する領域を定義します。

[位置付け] は溶接マークの配置方法です。

• [移動] を選択すると、Tekla Structures によりマーク
の位置と方向が決定されます。

• [固定] を選択すると、溶接を任意の位置に配置で
きます。

参照項目

図面におけるモデル溶接マークの表示/非表示と表示設定のプロパティ
図面に表示するモデル溶接マークを選択し、溶接マークに表示する内容を定義でき
ます。製品図では、サブアセンブリ内の溶接の表示/非表示を指定できます。

[溶接マーク] プロパティ (または一般図の [一般図 - 溶接マークプロパティ]) のオ
プションを使用して、モデル溶接マークの表示・非表示と内容を設定します。

単品図と製品図

1. [図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプを選
択します。

2. 左側のオプション ツリーで [ビューの作成] をクリックし、変更するビューと
プロパティを選択して [ビュープロパティ] をクリックします。

3. オプション ツリーで [溶接マーク] をクリックします。

一般図

1. [図面とレポート --> 図面のプロパティ --> 一般図 ] をクリックします。

2. [溶接マーク] をクリックします。
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オプション 解説

溶接番号 [はい] は、溶接番号を示します。

Tekla Structures では、作成した各溶接に
番号が割り当てられます。 溶接番号を
表示するかまたは非表示にするかを選
択できます。

溶接

サブアセンブリ内の溶接 (製品図)

[なし] は、図面に溶接を表示しません。

[現場] は、図面に現場溶接のみを表示し
ます。

[工場] は、図面に工場溶接のみを表示し
ます。

[両方] は、図面に現場溶接と工場溶接の
両方を表示します。

隠れた部材の溶接 隠れた部材の溶接の溶接マークの表示
方法を選択します。

• なし: 部材が非表示になっている場
合、溶接マークは描画されません。

• 現場: 部材が非表示になっている場
合、現場溶接の溶接マークだけが描
画されます。

• 工場: 部材が非表示になっている場
合、工場溶接の溶接マークだけが描
画されます。

• 両方: 非表示の部材の溶接マークが
常に描画されます。

表示する 小サイズ 溶接サイズを入力すると、そのサイズに
満たない溶接は図面上で除外されます。
図面内に規格外の溶接だけを表示した
い場合に役立ちます。

溶接サイズ制限を正確なサイズとして
扱うか、 小値として扱うかを設定する
には、詳細設定 
XS_WELD_FILTER_TYPE (478 ペー

ジ) を使用します。

標準溶接タイプを除外するには、詳細設
定 XS_OMITTED_WELD_TYPE
(318 ページ) を使用します。

[上側]、[下側]、[その他] 次のプロパティの横の [表示] 列にチェ
ック マークが付いていない場合、これら
のプロパティは溶接マークに表示され
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オプション 解説

ません。これらの設定は、個別に線の上
および線の下に設定されます。

頭マーク

サイズ

タイプ

角度

ポリゴン

仕上げ

長さ

ピッチ

有効のど厚

ルート ギャップ

特別指示

全周溶接

工場/現場

これらの設定は、共通して線の上および
線の下に設定されます。これらのプロ
パティの横の [表示] 列にチェック マー
クが付いていない場合、これらのプロパ
ティは溶接マークに表示されません。

位置(P)... 位置付け:

• [移動] を選択すると、Tekla Structures
により、マーク、寸法、溶接、また
はその他の注記オブジェクトの 適
な位置が自動的に検索されます。
[固定] を選択すると、マーク、寸法、
溶接、またはその他の注記オブジェ
クトを任意の位置に配置できます。

• [固定] オプションを選択した場合、
図面を更新しても注記オブジェクト
の位置は維持されますが、[自由] を
選択した場合は、Tekla Structures に
より、注記オブジェクトの 適な位
置が自動的に検索されます。

[検索マージン] は、マークの周囲に残し
ておく空の余白のことです。

[配置区域] では、マークを配置する空白
部分を Tekla Structures が検索する領域
を定義します。
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オプション 解説

[ 小距離] は、部材からマークまでの
小距離です。

[検索マージン] と [ 小距離] に大きい
値を入力すると、マークの配置が正常に
機能しなくなることがあります。

色 テキストの色を設定します。

高さ テキストの高さを設定します。

フォント テキストのフォントを設定します。[選
択...]をクリックして、その他のオプショ
ンを表示します。

タイプ 線のタイプを設定します。

色 線の色を設定します。

背景マスク [非透過] を選択して、図面のマークで隠
されている部分を非表示にします。

[透明] を選択して図面のマークによっ
て隠されている部分を表示し、線による
模様などを見えるようにします。

エレベーションプロパティ
[エレベーションマークプロパティ] ダイアログ ボックスのオプションを使用し
て、エレベーション マークの内容と表示設定を表示または編集します。

開いている図面でダイアログ ボックスを開くには、[図面] タブに移動し、プロパ
ティ --> エレベーションマーク をクリックします。

オプション 解説

[一般] タブ

頭マーク マークの前にテキストを表示します。

正レベルの接頭辞 [+]は値の前にプラス文字(+)が表示されます。

寸法値の表示 数値を表示するか非表示にするかを定義します。

接尾辞 マークの後にテキストを表示します。

エレベーションマークの
書式:精度

エレベーションマーク寸法の精度を定義します。

エレベーションマークの
書式:表示形式

エレベーションマーク寸法の表示形式を定義します。

エレベーションマークの
書式:桁区切り

異なる桁区切りオプションを使用してエレベーショ
ンマーク寸法を表示するかどうかを選択します。
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オプション 解説

エレベーションマークの
書式:単位

エレベーション マークに使用する単位を定義します。
有効な値は、[自動]、[mm]、[cm]、[m]、[フィート -
インチ]、[インチ]、[フィート] です。

配置 [検索マージン] は、Tekla Structures がエレベーション
マークを配置する空白部分を検索するときに使用さ
れる 大距離です。

[ 小距離]は、Tekla Structures がエレベーション マー
クを配置する空白部分を検索するときに使用される

小距離です。

[配置区域] では、エレベーション マークを配置する空
白部分を Tekla Structures が検索する領域を定義しま
す。

[位置付け] はエレベーション マークの配置方法です。

• [移動] を選択すると、Tekla Structures によりエレベ
ーション マークの位置が決定されます。

• [固定] を選択すると、エレベーション マークを任
意の位置に配置できます。

[表示設定] タブ

テキスト:色, 高さ, フォン
ト, 角度

テキストの色、高さ、フォント、角度を定義します。

枠:タイプ, 引出し線, 色 マークを囲む枠、引出し線のタイプ、枠の色を定義し
ます。

枠:背景マスク [非透過] を選択して、図面のエレベーション マークで
隠されている部分を非表示にします。

[透明] を選択して、図面のマークで隠されている部分
を表示します。

矢印:タイプ 矢印のタイプを定義します。

矢印の頭部分の高さと長さを定義します。
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マーク内容

マーク プロパティの [内容] タブで選択した要素とオプションによって、図面内の
マークの内容が定義されます。

図面プロパティを使用して自動的にマークを図面に追加するには、「」を参照して
ください。

開いている図面で部材マークを手動で追加するには、「」を参照してください。

鉄筋でマークを手動で追加するには、「」を参照してください。

詳細情報のリンク:

• マークの共通要素 (688 ページ)

• 部材マークの要素 (689 ページ)

• ボルトマークの要素 (691 ページ)

• 鉄筋マークと隣接鉄筋マークの要素 (692 ページ)

• 溶接金網マークと隣接溶接金網マークの要素 (694 ページ)

• 現場打ちコンクリート部材マーク要素 (696 ページ)

• 結合鉄筋マークの要素 (694 ページ)

• ジョイントマークの要素 (695 ページ)

• Surface treatment mark elements (696 ページ)

• Section and detail mark elements (697 ページ)

• ビュー、断面図、および部分詳細ビューのラベルマークの要素 (698 ページ)

マークの共通要素
以下のマーク要素は、ほとんどのマークタイプで使用することができます。

要素 解説

ユーザー定義情報 建築オブジェクトマークで使用できま
す。

マークにユーザー定義情報を追加しま
す。 また、ユーザー定義情報用のテンプ
レートフィールドを使用することもで
きます。

マークでは、モデル全体を参照する

MODEL_TOTALなどのテンプレート属

性を使用することはできません。マー
クでチェックされるのは図面内のオブ
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要素 解説

ジェクトの情報だけで、モデル全体の情
報はチェックされません。

マークへのユーザー定義情報の追加方
法の詳細については、「」を参照してく
ださい。

テキスト マーク内のテキストを挿入できるダイ
アログボックスを開きます。 長さの上
限は 255 文字です。

シンボル 使用中のシンボルファイルを変更した
り、Tekla Structures シンボルファイルか
らシンボルを選択してマークに追加し
たりできるダイアログボックスを開き
ます。

< > マークの行間スペースを追加します。

【改行】 要素の間に改行を追加して、複数行のマ
ークを作成します。行間のデフォルト
のスペースは、テキストの高さに依存し
ますが、詳細設定
XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR
(288 ページ)を使用して変更できま

す。

【ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ】 要素間にバックスペースを追加して、デ
フォルトのスペースを要素間から削除
します。要素間のデフォルトのスペー
スは、テキストの高さに依存しますが、
詳細設定
XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR
(288 ページ)を使用して変更できま

す。

テンプレート 建築オブジェクトマークで使用できま
す。

テンプレートエディタで作成したカス
タムグラフィックテンプレートをマー
クに追加します。 テンプレートを選択
できるダイアログボックスが開きます。

マークへのテンプレートの追加方法の
詳細については、「」を参照してくださ
い。

部材マークの要素
部材マークの内容を、メイン部材と副部材のそれぞれについて、さらにサブアセン
ブリのメイン部材と副部材のそれぞれについて個別に定義できます。
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以下の表に、部材マークと隣接部材マークのみに適用されるすべての要素を示しま
す。一部の要素はこのリストに含まれていません。多くのマークタイプに共通の
要素は別のリスト (688 ページ)に示されています。

要素 解説

製品マーク 製品の頭マークと位置番号を追加しま
す。

部材マーク 部材の頭マークと位置番号を追加しま
す。

プロファイル 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材のプロファイル名を追加し
ます。

材質 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材の材質を追加します。

名前 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材の名前を追加します。

クラス 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材のクラスを追加します。

仕上げ 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材の仕上げを追加します。

サイズ 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材のサイズを追加します。

長さ 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材の長さを追加します。

長さの単位および表示形式を変更でき
ます。

キャンバー 部材、製品、またはキャストユニットの
メイン部材のキャンバーを追加します
(該当するユーザー定義部材情報が設定
されている場合)。

手前/向う マーク 部材マークに NS/FS マークを表示しま
す (正面ビューの場合のみ使用可能)。

正面の方位 メイン部材の正面が向く方向（東西南
北）をマークに表示します。以下の両条
件に当てはまる場合に表示します

• 正面は立面であること

• 同じマークを持つすべての製品が同
じ方向に向いていること

上記の条件が満たされない場合、マーク
に何も出力されません。

さらに、 [ファイル] メニュー --> 設定 --
> オプション --> 方向マーク で [一般図
の柱マークを中心に配置] を [はい] に設
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要素 解説

定している場合、一般図の柱には正面の
方位は表示されません。

面外脚のゲージ 孔ゲージを追加します。

このオプションの形式は、詳細設定 XS_
GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_
STRING (249 ページ)を使用して制

御できます。

芯芯距離 マークに芯芯距離を追加します。

このオプションの形式は、詳細設定の 
XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_
IN_ONE_PART_STRING (103 ペー

ジ) と 
XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_
IN_TWO_PARTS_STRING (104 ペー

ジ) を使用して制御できます。

回転角度 螺旋梁の回転角度をマークに追加しま
す。 他の部材については、この要素は空
の値を設定します。

ボルトマークの要素
部材マークのオプションは、現場ボルトと工場ボルトのそれぞれについて個別に定
義できます。

ボルトマークに固有の要素のリストを以下に示します。一部の要素はこのリスト
に含まれていません。多くのマークタイプに共通の要素は別のリスト (688 ペー
ジ)に示されています。

要素 解説

ボルト長 ボルトの長さを追加します。

長さの単位および表示形式を変更でき
ます。

ボルト径 ボルト径を追加します。

径の単位および表示形式を変更できま
す。

孔径 孔径を追加します。

径の単位および表示形式を変更できま
す。

材質 ボルトの材質を追加します。

標準 ボルトセット名を追加します。
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要素 解説

短縮名 ボルトの短縮名を追加します。 たとえ
ば、特定のボルトの商品名などを使用で
きます。

ボルトセット名 ボルトの完全な名前を追加します。 こ
の名前は、ダイアログボックスのリスト
に表示されます。

製品タイプ ボルトの製品タイプを追加します。

ボルト本数 ボルトの数量を追加します。

スロット長さ(x)
スロット長さ(y)

X または Y 方向のスロット長さを追加
します。

長さの単位および表示形式を変更でき
ます。

スロット長さ スロット長さを追加します。

長さの単位および表示形式を変更でき
ます。

スロット高さ スロット高さを追加します。

高さの単位および表示形式を変更でき
ます。

サイズ 孔サイズを追加します。

サイズの単位および表示形式を変更で
きます。

埋め込み 埋め込みボルトマークに埋め込みを追
加します。

面外脚のゲージ 孔ゲージを追加します。

この要素の形式は、詳細設定 
XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_ST
RING (249 ページ) を使用して制御

できます。

芯芯距離 芯芯距離を追加します。

この要素の形式は、詳細設定の 
XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_
IN_ONE_PART_STRING (103 ペー

ジ) と 
XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_
IN_TWO_PARTS_STRING (104 ペー

ジ) を使用して制御できます。
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鉄筋マークと隣接鉄筋マークの要素
単体の鉄筋、鉄筋グループ、および溶接金網に対して個別にマークの内容を定義で
きます。

すべての鉄筋および隣接鉄筋マークに追加できる要素のリストを以下に示します。
一部の要素はこのリストに含まれていません。多くのマークタイプに共通の要素
は別のリスト (688 ページ)に示されています。

要素 解説

名前 鉄筋または金網の名前を追加します。

等級 鉄筋または金網の材質を追加します。

直径 鉄筋の呼び径を追加します。

クラス 鉄筋または金網のクラスを追加します。

長さ 鉄筋の全長を追加します。

長さの単位および表示形式を変更でき
ます。

番号 鉄筋の数量を追加します。

位置 鉄筋位置番号を追加します。

パターン 鉄筋または金網の形状を追加します。

重量 鉄筋または金網の重量を追加します。

芯芯 鉄筋の芯芯間隔距離を追加します。 以
下のオプションがあります。

• [芯芯] は、間隔が一様である場合に
間隔値を追加します。

• [芯芯 小] は、間隔にばらつきがあ
る場合に鉄筋グループの 小間隔値
を追加します。

• [芯芯 大] は、間隔にばらつきがあ
る場合に鉄筋グループの 大間隔値
を追加します。

• [芯芯 正確] は、鉄筋グループのすべ
ての間隔値を表示します。

• [網目寸法目安] は鉄筋のすべての目
安間隔値を表示します。

ピッチオプションの単位および表示形
式を変更できます。

解説図 マークに鉄筋の解説図を追加します。

解説図の詳細については、「」を参照し
てください。
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参照項目

結合鉄筋マークの要素 (694 ページ)

溶接金網マークと隣接溶接金網マークの要素
溶接金網に対して個別にマークの内容を定義できます。

以下の要素は、鉄筋および隣接溶接金網マークに固有の要素です。その他の要素
は、鉄筋マーク (692 ページ)と同じです。一部の要素はこのリストに含まれていま
せん。多くのマークタイプに共通の要素は別のリスト (688 ページ)に示されてい
ます。

要素 解説

サイズ 金網の呼び径、金網の径、および横方
向、縦方向の鉄筋の間隔を追加します。

溶接金網長さ 溶接金網の長さを追加します。

溶接金網幅 溶接金網の幅を追加します。

芯芯 金網の長手方向鉄筋と横筋に対して個
別にピッチを定義できます。

鉄筋の芯間隔距離を追加します。次の
オプションがあります。

• [網目寸法(縦線)]/[網目寸法(横線)]
は、間隔が一様である場合に間隔値
を追加します。

• [網目寸法(縦線) 小]/[網目寸法(横
線) 小] は、間隔にばらつきがある
場合に鉄筋グループの 小間隔値を
追加します。

• [網目寸法(縦線) 大]/[網目寸法(横
線) 大] は、間隔にばらつきがある
場合に鉄筋グループの 大間隔値を
追加します。

• [網目寸法(縦線) 正確]/[網目寸法(横
線) 正確] は、鉄筋グループのすべて
の間隔値を表示します。

• [網目寸法目安] は鉄筋のすべての目
安間隔値を表示します。

軸方向の径 縦筋の直径またはサイズを追加します。

横方向の径 横筋の直径またはサイズを追加します。
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結合鉄筋マークの要素
結合鉄筋マークには、基本鉄筋マークに加えていくつかの追加の要素が用意されて
います。

要素 説明

ブロック頭文字 繰り返される各ブロックの頭にテキス
トまたは値を挿入します。 頭マークを
挿入するダイアログボックスが開きま
す。

次の変数をブロック頭マークとして使
用できます。

%NUMBER%はマークに結合されたマー

クの数を追加します。

%NUMBER_IN_PLANE%はマークに図面

の平面で結合されたマークの数を追加
します。

%NUMBER_OUT_OF_PLANE%はマークに

図面の深さ方向で結合されたマークの
数を追加します。

単一マークの内容 [内容] タブで選択した 1 つの鉄筋マー
クの内容をマークに追加します。

グループ間の距離 結合マークに含まれる鉄筋または鉄筋
グループの芯芯距離を追加します。

ブロックの区切りシンボル 結合マークのブロック間にシンボルを
追加します。シンボルを定義するダイ
アログボックスが開きます。

マーク内容リストでこの要素の前に表
示される要素によって、ブロックが生成
されます。

参照項目

鉄筋マークと隣接鉄筋マークの要素 (692 ページ)

ジョイントマークの要素
ジョイントマークでは、ジョイントコード、名前、番号、および連番に加えて、そ
れらが属するグループ、潜在的なエラー、および関連する DSTV コードを表示する
ことができます。

ジョイント マークに固有の要素のリストを以下に示します。一部の要素はこのリ
ストに含まれていません。多くのマーク タイプに共通の要素は別のリスト (688 ペ
ージ)に示されています。
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要素 解説

コード ジョイントコードを追加します。 これ
は、ジョイントダイアログボックスでジ
ョイントに対して定義したユーザー定
義コードです。 このコードは、テキスト
文字列か番号のどちらかになります。

名前 ジョイント名(Tube_splice など)を追加し
ます。

DSTV コード DSTV コードを追加します。

ｼﾞｮｲﾝﾄ番号 ジョイントの番号を追加します。

番号 ジョイントの連番を追加します。すべ
てのジョイントに連番が自動的に付与
されます。

グループ ジョイントグループを追加します。

コンポーネントエラー ジョイントエラーを追加します。 ジョ
イントシンボルの色に対応する番号は
次のとおりです。

• 1 = 緑

• 2 = 黄

• 3 = 赤

現場打ちコンクリート部材マーク要素
現場打ちコンクリート部材オブジェクトには、共通のマーク要素 ([テキスト]、[シ
ンボル]、[ユーザー定義情報]、[テンプレート]) に加えて、独自のマーク要素があ
ります。

要素 説明

材質 定義された現場打ちコンクリート部材の材質を追加
します。

打設番号 たとえば、同時に現場打ちする現場打ちコンクリート
などを同じグループにグループ化するために ID 番号
を追加します。

打設タイプ 部材の名前に基づいて現場打ちコンクリートのプロ
パティを追加します。

コンクリート混合物 定義されたコンクリート混合物を追加します。

参照項目

マークの共通要素 (688 ページ)
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仕上げ材マークの要素
仕上げ材マークでは、名前、材質、Tekla Structures 仕上げ材の固有の名前およびコ
ードを表示することができます。

以下のリストに、仕上げ材マークにのみ使用する要素を示します。一部の要素はこ
のリストに含まれていません。多くのマークタイプに共通の要素は別のリスト
(688 ページ)に示されています。

要素 解説

名前 モデルの仕上げ材プロパティの [名前]
ボックスで定義した名前を追加します。

材質 仕上げ材の材質を追加します。

クラス 仕上げ材のクラスを追加します。

コード モデルの仕上げ材プロパティの [(プロ
ファイル) サブタイプ] リストから選択
した仕上げ材オプションのコードを追
加します。

たとえば、サブタイプが MF
Magnesium Float の場合、コードは

MF になります。

仕上げ材名 モデルの仕上げ材プロパティの [(プロ
ファイル) サブタイプ] リストから選択
した仕上げ材オプションのフル ネーム
を追加します。

たとえば、サブタイプが MF
Magnesium Float の場合、フル ネー

ムは Magnesium Float になります。

断面および部分詳細マークの要素
断面および部分詳細マークでは、断面または部分詳細の名前、現在の図面の名前、
および元の図面の名前を表示できます。

断面マークと部分詳細マークに固有の要素のリストを以下に示します。一部の要
素はこのリストに含まれていません。多くのマークタイプに共通の要素は別のリ
スト (688 ページ)に示されています。

要素 解説

断面名/部分詳細名 断面または部分詳細の名前(A、B、C な
ど)を追加します。

図面名 現在の図面の名前を追加します。

元図の図面名 ビューがある図面の名前を追加します。
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要素 解説

移動時の図面名 ビューがある図面の名前を追加します。
これは、ビューと断面/部分詳細マーク
が異なる図面にある場合のみ表示され
ます。

参照項目

ビューラベルマーク、断面マーク、部分詳細マークの位置プロパティ (680 ページ)

ビュー、断面図、および部分詳細ビューのラベルマークの要素
ビューラベルでは、ビューの名前、断面図または部分詳細、ビューの縮尺、図面の
名前、元の図面の名前を表示することができます。

ビュー、断面図、および部分詳細ビューのラベルマークに固有の要素のリストを以
下に示します。一部の要素はこのリストに含まれていません。多くのマークタイ
プに共通の要素は別のリスト (688 ページ)に示されています。

要素 解説

ビュー名/断面名/部分詳細名 ビュー、断面、または部分詳細の名前を
追加します。

縮尺 ビューの縮尺を追加します。

図面名 現在の図面の名前を追加します。

元図の図面名 ビューを 初に作成した図面の名前を
追加します。

移動時の図面名 ビューを 初に作成した図面の名前を
追加します。 これは、ビューを 初の図
面から移動した場合にのみ表示されま
す。

参照項目

ビューラベルマーク、断面マーク、部分詳細マークの位置プロパティ (680 ページ)

図面の部材および隣接部材のプロパティ
部材または隣接部材のプロパティを確認したり変更したりするには、[部材] プロパ
ティまたは [隣接部材] プロパティのオプションを使用します。隣接部材プロパテ
ィでは、隣接部材のボルトの表示/非表示と表示設定を制御することもできます。

部材または隣接部材プロパティに移動するには:

• [図面とレポート] タブで、図面のプロパティ をクリックし、図面タイプを選択
して部材または隣接部材プロパティに移動します。
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• 開いている図面で、図面ビュー フレームをダブルクリックし、[ビューの作成]
を選択します。次に、ビューを選択して [ビュープロパティ] をクリックし、[部
材...] または [隣接部材...] をクリックします。一般図では、ビュー フレームをダ
ブルクリックし、[部材...] または [隣接部材...] をクリックします。

• 開いている図面で、図面の背景をダブルクリックし、部材または隣接部材プロ
パティに移動します。

• 開いている図面で部材または隣接部材をダブルクリックします。

すべての部材プロパティに、以下のすべての設定が含まれるとは限りません。

[内容] タブ:

オプション 説明

オブジェクトの表示設定 [アウトライン] では、部材がソリッド オ
ブジェクトとして表示されます。

[正確] では、部材がソリッド オブジェク
トとして表示されます。また、プロファ
イル断面にフィレット縁端および角処
理も表示します。一部のプロファイル
では、[アウトライン] でもこれらが表示
されます。

[シンボル] は部材を線として描画しま
す。

[シンボルと部分プロファイル] には、部
材の部分的な断面が表示されます。部
分プロファイルの長さ ([長さ])、部材の
中心点からの部分プロファイルのオフ
セット ([中心点からのオフセット]) を
調整することもできます。

[パイプ巻き形] は、丸チューブ部材をラ
ップ アラウンド テンプレートとして描
画します。[パイプ巻き形] は、単品図内
でのみ使用できます。

[周囲ボックス] は実際のプロファイル
を完全に囲むボックスとして部材を描
画します。

[周囲ボックス] を使用すると図面表示
が高速になるため、[周囲ボックス] は、
図面の表示速度が低下する原因となる
多数のポリゴンを含む周囲ボックスを
使用する複雑なアイテムに適したオプ
ションです。

[基本ボックス] は、部材をボックスで表
現し、プロファイル カタログの h およ
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オプション 説明

び b 値をボックスの寸法として使用し
ます。

シンボルオフセット オブジェクトの端点の距離から参照線
および中心線の端点までの距離を定義
します。

穴カット チューブの穴カットを表示します。

陰線 [陰線] チェック ボックスをオンにする
と、Tekla Structures で副部材と隣接部材
に陰線が表示されます。

[自部材陰線] チェック ボックスをオン
にすると、Tekla Structures でメイン部材
に陰線が表示されます。

中心線 中心線を表示するかどうかを選択しま
す。

[メイン部材] で [梁]、[板]、または [ポリ
ゴン] チェック ボックスをオンにする
と、メイン部材に中心線が表示されま
す。

[副部材] で [梁]、[板]、または [ポリゴ
ン] チェック ボックスをオンにすると、
副部材に中心線が表示されます。

断面方向から見ると、中心線は製品のメ
イン部材にのみ表示され、副部材には表
示されないことに注意してください。
部材を側面から見ると、副部材にも中心
線が表示されます。

参照線 参照線を表示するかどうかを選択しま
す。

[メイン部材] で [梁]、[板]、または [ポリ
ゴン] チェック ボックスをオンにする
と、メイン部材に参照線が表示されま
す。

[副部材] で [梁]、[板]、または [ポリゴ
ン] チェック ボックスをオンにすると、
副部材に参照線が表示されます。

追加マーク 図面に追加マークを表示するには、次の
各チェックボックスをオンにします。

• [方向マーク] は、方向マークを表示
します。

• [接合面記号] は、接合面記号を表示
します。
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オプション 説明

• [ポップマーク] は、NC 設定で定義さ
れたポップマークを表示します。

• [角処理（面取り）] は、角処理 (面取
り) を表示します。

• [フィレットの縁端] は、フィレット
の縁端を表示します。

ボルトシンボル (隣接部材) ボルトの表示設定を選択します。オプ
ションは [ソリッド]、[正確ソリッド]、
[シンボル]、[シンボル 2]、[シンボル 3]、
[DIN シンボル]、および [ユーザー定義
シンボル] です。

[DIN シンボル] は、ドイツの DIN 規格
に対応します。制御できるのは次の
DIN シンボルのみです。

• シンボル 24(通常の工場ボルト)

• シンボル 25(通常の現場ボルト)

• シンボル 26(前面埋め込み現場ボル
ト)

• シンボル 27(背面埋め込み現場ボル
ト)

• シンボル 28(前面埋め込み工場ボル
ト)

• シンボル 29(背面埋め込み工場ボル
ト)

• シンボル 30(前面埋め込み孔)

• シンボル 31(背面埋め込み孔)

[ユーザー定義シンボル] は、シンボル エ
ディタで作成されたシンボルです。

シンボル内容 (隣接部材) シンボルに [孔] または [軸] を含めるか
どうかを選択します。

隣接部材には [表示] タブがあります。

オプション 解説

[隣接部材] [なし] は隣接部材を表示しません。

[セカンダリー] は、モデル オブジェクト
に接続されるすべての部材を表示しま
す。

[プライマリー] は、モデル オブジェクト
が接続される部材だけを表示します。
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オプション 解説

[両方] は、[セカンダリー] オプションと
[プライマリー] オプションの両方を適
用します。

[範囲指定] は、メイン部材と副部材の境
界に含まれている部材をすべて表示し
ます。

隣接部材(メイン・副) [メイン部材] は、製品またはキャスト ユ
ニットのメイン部材を形成する隣接部
材だけを表示します。

[副部材] は、製品またはキャスト ユニッ
トの副部材である隣接部材だけを表示
します。

[両方] は、メイン部材と副部材の両方を
表示します。

斜め部材 [はい] を選択すると、図面の斜め部材が
隣接部材として表示され、[いいえ] を選
択すると隣接部材として表示されませ
ん。

ボルト [はい] を選択すると隣接部材にボルト
が表示され、[いいえ] を選択するとボル
トは表示されません。

[表示設定] タブは、全種類の建築オブジェクト (部材、隣接部材、ボルト、溶接、
仕上げ材、鉄筋、溶接金網) のすべてのプロパティでほぼ同じです。

オプション 解説

可視線 可視線の [色] と [タイプ] を設定しま
す。

陰線・中心線 陰線の [色] と [タイプ] を設定します。

中心線の [色] を設定します。

参照線 参照線の [色] と [タイプ] を設定しま
す。

テキスト:色 テキストの [色] を設定します。

テキスト:高さ テキストの [高さ] を設定します。

テキスト:フォント テキストの [フォント] を設定します。
[選択...]をクリックして、その他のオプ
ションを表示します。

線: タイプ 線の [タイプ] を設定します。

線: 色 線の [色] を設定します。

ボルト:色 隣接部材のボルトの色を設定します。
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部材および隣接部材の両方に [塗りつぶし] タブがあります。外側の部材面に塗り
つぶしを追加するには、[部材面] セクションを使用します。断面図の断面に塗りつ
ぶしを追加するには、[断面] セクションを使用します。

設定 解説

タイプ 塗りつぶしタイプを定義します。 リス
トの横のボタンをクリックすると、塗り
つぶしパターンのプレビューが開きま
す。

[自動]では、塗りつぶしパタンスキーマ
ファイルから塗りつぶしタイプが自動
的に選択されます。

[なし]は塗りつぶしを使用しません。

色 塗りつぶしの色を定義します。

事前定義された色を選択することも、印
刷出力で黒に変換されない特殊な色を
使用することもできます。

背景 塗りつぶしの背景色を定義します。

ハードウェアの塗りつぶしでは背景色
の選択は無効になります。

自動ハッチングには背景色を設定でき
ますが、ハッチパターンスキーマファイ
ルで材質の自動ハッチングが定義され
ていない場合のみ効果があります。

縮尺 [自動] は塗りつぶしの縮小/拡大と回転
を自動的に設定します。

[カスタム] は縮小/拡大と回転を手動で
選択できます。

[x 方向の倍率] および [y 方向の倍率] は
x 方向と y 方向の縮小/拡大を定義しま
す。

[縦横比を固定する] は、塗りつぶしパタ
ーンで相対的な比率を維持します。

[角度] は、塗りつぶしを回転します。水
平の角度は 0.0 で、垂直の角度は 90.0 で
す。

図面のボルトの内容と表示のプロパティ
ボルトの内容および表示設定を確認したり変更したりするには、ボルトプロパティ
のオプションを使用します。
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ボルトプロパティに移動するには:

• [図面とレポート] タブで、図面のプロパティ をクリックし、図面タイプを選択
して [ボルトプロパティ] に移動します。

• 開いている図面で、図面の背景をダブルクリックし、ボルト プロパティに移動
します。

• 開いている図面でボルトをダブルクリックします。

すべてのボルトプロパティのダイアログボックスに、以下のすべての設定が含まれ
るとは限りません。

オプション 解説

ボルトシンボル オプションは [ソリッド]、[正確ソリッ
ド]、[シンボル]、[シンボル 2]、[シンボ
ル 3]、[DIN シンボル]、および [ユーザ
ー定義シンボル] です。

[DIN シンボル] は、ドイツの DIN 規格
に対応します。制御できるのは次の
DIN シンボルのみです。

• シンボル 24(通常の工場ボルト)

• シンボル 24(通常の現場ボルト)

• シンボル 26(前面埋め込み現場ボル
ト)

• シンボル 27(背面埋め込み現場ボル
ト)

• シンボル 28(前面埋め込み工場ボル
ト)

• シンボル 29(背面埋め込み工場ボル
ト)

• シンボル 30(前面埋め込み孔)

• シンボル 31(背面埋め込み孔)

[ユーザー定義シンボル] は、シンボル エ
ディタで作成されたシンボルです。

シンボル内容 図面に [孔] と [軸] のシンボルを表示す
るかどうかを指定します。

ボルトの表示 メイン部材、副部材、およびサブアセン
ブリでのボルトの表示/非表示を個別に
制御します。[表示] に設定すると、メイ
ン部材または副部材にボルト グループ
の孔が表示されます。[表示しない] に
設定すると、非表示になります。製品図
では、サブアセンブリ内のボルト グルー
プ孔の表示/非表示も選択できます。
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オプション 解説

色 ボルトの色を変更します。

参照項目

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (174 ページ)

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (171 ページ)

図面の部材および隣接部材のプロパティ (698 ページ)

図面の仕上げ材の表示と内容のプロパティ
仕上げ材図面プロパティを確認または変更するには、仕上げ材プロパティのオプシ
ョンを使用します。

オプション 解説

表示 [表示] では、仕上げ材タイプが表示され
ます。

[表示しない] では、仕上げ材は表示され
ません。

表示 仕上げ材の表示を定義します。使用で
きるオプションは、[アウトライン]、[正
確]、[パイプ巻き形]、[シンボル]、[周囲
ボックス]、[基本ボックス] です。

パタンを表示する 塗りつぶしパタンを表示するかどうか
を定義します。

陰線 副部材と隣接部材に陰線を表示するか
どうかを定義します。

自部材陰線 メイン部材に陰線を表示するかどうか
を定義します。

仕上げ材の塗りつぶしパタンのプロパティ(surfacing.htc)
各仕上げ材タイプに対して個別に塗りつぶしパタンのプロパティを変更できます。

デフォルトでは、各仕上げ材タイプで使用する塗りつぶしパタンのプロパティ
は、 ..\Tekla Structures\<version>\environments\common\system に
ある surfacing.htc ファイルで定義されます。このファイルに加えて、仕上げ
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材コードファイル product_finishes.dat が必要です。このファイルは同じフ

ォルダーにあります。

社内で独自の仕上げ材塗りつぶしパタンを作成する場合は、詳細設定 XS_FIRM に
より定義された企業フォルダーに surfacing.htc と product_finishes.dat
を保存できます。

注意:

注 スキーマファイルを編集した場合は、モデルを開き直して変更を適用する必要
があります。

surfacing.htcファイルの構文は次のとおりです。

Surfacing Type, Surfacing Code, Hatch name, Scale, [Color],
[Automatic Scaling and Rotation]
例:

1,MF,ANSI31,0.7
1,SMF,ANSI32,0.7
1,WT,ANSI33,0.7
1,HT,ANSI34,0.7
1,LSB,AR-SAND,0.7
2,SM1,CROSS,1.0
2,SM2,CHECKERED,1.0
3,TS3,FBBRICKC,1.0
4,FP,ANSI31,1.0
4,UP,ANSI32,1.0

オプション 解説

Surface treatment type • 1 = コンクリート仕上げ

• 2 = 特殊ミックス

• 3 = タイル張り

• 4 = スチール仕上げ

Surface treatment code これは、図面やレポートで使用される略
語です(Magnesium Float は MF など)。
product_finishes.datファイルに

は、仕上げ材コードの全一覧が含まれて
います。

Hatch name 塗りつぶしパタン名および関連する塗
りつぶしパタンは、部材プロパティの
[塗りつぶし] タブに移動し、[タイプ] リ
ストから塗りつぶしパタンを選択して、
リストの横の [...] ボタンをクリックし
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オプション 解説

て確認できます。選択された塗りつぶ
しパターンは、赤枠でマークされます。

Scale 縮尺の値は、Tekla Structures が塗りつぶ
しの縮小/拡大を設定するために使用さ
れます。

Color (オプション) 0=黒(デフォルト)

1=白

2=赤

3=緑

4=青

5=シアン

6=黄

7=マゼンタ

120=特殊(グレー階調でこの色を使用す
る)

塗りつぶし色によって、プリンターの線
幅が定義されます。surfacing.htc
ファイルに塗りつぶし色が定義されて
いない場合、図面の仕上げ材プロパティ
ダイアログ ボックスの [表示設定] タブ
で定義された色が Tekla Structures によ
り使用されます。[可視線] の色と種類
は仕上げ材の前面に使用され、[陰線] は
裏面に使用されます。

Automatic Scaling and
Rotation (オプション)

1=true

0=false (デフォルト)

参照項目

XS_FIRM (246 ページ)

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ
[鉄筋]または[隣接鉄筋]プロパティのオプションを使用し、鉄筋と金網の表示・非
表示、表示設定、内容を確認して変更します。
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オプション 解説

鉄筋表示

溶接金網の表示

[表示] に設定すると、鉄筋または溶接金
網が表示されます。

[表示しない] に設定すると、鉄筋または
溶接金網は表示されません。

表示 [単線] は曲げ付き単線を描画します。

[単線、端部塗りつぶし] は、平行な鉄筋
については単線を描画し、垂直な鉄筋に
ついては端部を塗りつぶします。

[二重線] は曲げ付き二重線を描画しま
す。

[二重線、端部塗りつぶし] は鉄筋端部を
塗りつぶした曲げ付き二重線を描画し
ます。

[塗りつぶし線] は曲げつき塗りつぶし
線を描画します。

[棒] は曲げなし単線を描画します。

[外周] は輪郭矩形または多角ラインお
よび斜線を使用して金網の形状を表示
します。この設定は、溶接金網のみに適
用されます。

[アウトライン (孔を無視)] は、孔を無視
してその上に描画します。この設定は、
溶接金網のみに適用されます。

グループ内の鉄筋表示

縦筋の表示

横筋の表示

[すべて] はグループまたは金網のすべ
ての鉄筋を表示します。

[ 初の鉄筋] はグループまたは金網の
初の鉄筋のみを表示します。

[ 後の鉄筋] はグループまたは金網の
後の鉄筋のみを表示します。

[ 初と 後の鉄筋] はグループまたは
金網の 初および 後の鉄筋を表示し
ます。

[中央付近 (1 本)] はグループまたは金網
の中間の鉄筋を 1 つ表示します。

[中央付近(2 本)] はグループまたは金網
の中間の鉄筋を 2 つ表示します。

[カスタム] は表示する鉄筋のみの位置
を手動で指定したことを示します。こ
の設定は、鉄筋グループおよび溶接金網
のみに適用されます。
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オプション 解説

他部材による陰線 部材の背面にある線が非表示になりま
す。 これは、鉄筋の一部が部材の外側に
ある吊アンカーの場合などに便利です。

他鉄筋による陰線 他の鉄筋線の背面にある線が非表示に
なります。

フックなし端部の表示

鉄筋の端部シンボルは、選択した鉄筋の
線タイプに関係なく、常に実線タイプで
描画されます。

この設定は、鉄筋のみに適用されます。

フック付き端部の表示

この設定は、鉄筋のみに適用されます。

鉄筋の端部シンボルは、選択した鉄筋の
線タイプに関係なく、常に実線タイプで
描画されます。

溶接金網シンボル 使用する溶接金網シンボルを定義しま
す。 溶接金網シンボルは斜線の中央に
表示されます。

[シンボル 1]

[シンボル 2]

[シンボル 3]

溶接金網シンボルサイズ 溶接金網シンボルのサイズを指定しま
す。
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オプション 解説

可視線 可視線の色とタイプを定義します。

鉄筋の端部シンボルは、選択した鉄筋の
線タイプに関係なく、常に実線タイプで
描画されます。

陰線 陰線の色とタイプを定義します。

鉄筋を変更する他の方法

[鉄筋] プロパティの設定に加えて、以下のいずれかの方法でも鉄筋を修正すること
ができます。

• 曲げ記号および終了シンボルのサイズを (図面単位で) 大きくするには、 [ファ
イル] メニュー --> 設定 --> 詳細設定 --> コンクリート詳細設計 で、詳細設定の 
XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE (345 ページ) と XS_REBAR_
END_SYMBOL_MIN_SIZE (347 ページ) を使用します。

• 端部記号の方向を変更するには、 [ファイル] メニュー --> 設定 --> 詳細設定 -->
コンクリート詳細設計 で、詳細設定の XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS
(352 ページ) を使用します。

• 鉄筋加工図、鉄筋寸法の切り上げ/切り捨て、金網、緊張材、シースのシンボ
ル、鉄筋解説図の表示設定は、rebar_config.inp (710 ページ)ファイル

で変更できます。

参照項目

図面の部材および隣接部材のプロパティ (698 ページ)

図面の鉄筋設定 (rebar_config.inp)

Tekla Structures では、システム フォルダー (XS_SYSTEM (422 ページ))、企業フォ
ルダー、またはプロジェクト フォルダーにある rebar_config.inp ファイル内

の設定を使用して、図面の鉄筋に関連する次の点が定義されます。

• 選択した範囲に固有の鉄筋の曲げスケジュール

• 鉄筋の寸法の丸め

• 使用可能なシンボル (金網、緊張材、およびシース)

• 鉄筋の解説図の表示設定

rebar_config.inp のエントリは、以下のとおりです。

エントリ 説明

MergeOneFormat 使用されなくなりました。これらのプロパティ
は、図面プロパティで定義します。MergeTwoOrMoreFormats

MergeAndFormat
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エントリ 説明

LeaderLinetype
DimensionMarkSpacingSep
arator

="/"
鉄筋マークの区切り文字に影響します。

ExactDimensionMarkSpaci
ngSeparator

=" + "
鉄筋マークの異なる絶対間隔値の間の区切り文
字。

ExactDimensionMarkPcsSe
parator

="*"
鉄筋マークの鉄筋の数とその絶対間隔値との間
の区切り文字。

BendingAngleTolerance 角度の許容値を設定します。設定された許容値
と異なる、許容範囲に満たない角度が認識され、
正しい曲げ形状で作成されます。

許容値は、角度ではなくラジアンとして入力して
ください。ラジアンのデフォルト値は 0.001 で
す。これは、角度 0.0573 に相当します。これは、
すべての曲げ形状に当てはまります。

BentRebarTolerance 許容値を設定します。値に応じて、少しだけ曲が
っている曲げ鉄筋は直線になります。

鉄筋の直径が 20 mm で半径が 200 m の場合は、
20/200000 = 0.0001 となります。

長い鉄筋の場合には、鉄筋の正しい形状を得られ
るように、この変数で正しい曲げ鉄筋を定義しま
す。このオプションは、鉄筋の直径と半径の関係
を比較する際に使用されます。関係が 
BentRebarTolerance よりも小さい場合、鉄筋

は bend_type_1 になり、それ以外の場合は
bend_type_34 になります。

PullOutBendingRadiusAsM
ultiplier

引出しの曲げ半径を示すには mm ではなく乗数
を使用して 1 に設定します。
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エントリ 説明

GroupBarMark 使用されなくなりました。

MarkingDimAttributes 使用されなくなりました。

ScheduleCountry どの鉄筋加工図を使用するかを定義します。テ
ンプレートおよびレポートの曲げ形状に影響を
与えます。使用可能な鉄筋加工図は FIN、SWE、
UK、US です。

モデルのナンバリングを行う際、この情報に従っ
て鉄筋の曲げ形状が指定されます。たとえば、デ
フォルトの環境での曲げ形状は、A、B、C など
の文字となります。

ScheduleDimensionRoundi
ngDirection
ScheduleTotalLengthRoun
dingDirection

オプション:

• "UP":鉄筋寸法の切り上げを行います

• "DOWN":鉄筋寸法の切り捨てを行います

• "NEAREST":鉄筋寸法の切り上げまたは切り

捨てを行います

ScheduleDimensionRoundi
ngAccuracy

鉄筋寸法の丸め精度を設定します。デフォルト
値は 1 mm です。

ScheduleDimensionRoundingDirection で
選択したオプションに従って、個々の鉄筋寸法の
切り上げ切り捨てが行われます。

ScheduleTotalLengthRoun
dingAccuracy

鉄筋の全長の丸め精度を設定します。デフォル
ト値は 10 mm です。

ScheduleTotalLengthRoundingDirection
で選択したオプションに従って、個々の鉄筋寸法
の切り上げ切り捨てが行われます。

BentSymbolFile 使用可能な鉄筋の曲げシンボルが含まれるシン
ボル ファイルを指定します。デフォルトでは、
bent.sym ファイルを参照します。デフォルト

環境では、このファイルは ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\
\environments\common\symbols フォルダ

ーにあります。

MeshSymbolFile 使用可能な溶接金網シンボルが含まれる溶接金
網シンボル ファイルを指定します。図面で使用
可能な溶接金網シンボルに影響します。

デフォルトでは、...\Tekla Structures
\<version>\\environments\common
\symbols フォルダ内の mesh.sym ファイルを

参照します。
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エントリ 説明

StrandSymbolFile 使用可能な溶接金網シンボルが含まれる緊張材
シンボル ファイルを指定します。図面に影響を
与えます。

デフォルトでは、...\Tekla Structures
\<version>\environments\common
\symbols フォルダ内の strand.sym ファイル

を参照します。

UnbondingSymbolFile 使用可能なシース シンボルが含まれるシース シ
ンボル ファイルを指定します。

RebarMeshSize 溶接金網サイズのテンプレート。

PullOutDimensionFormat 寸法の表示形式を定義します。

形式は寸法プロパティ形式に従います。

オプション:

• 0 = ###

• 1 = ###[.#]

• 2 = ###.#

• 3 = ###[.##]

• 4 = ###.##

• 5 = ###[.###]

• 6 = ###.###

• 7 = ### #/#

• 8 = ###/##.###

PullOutDimensionPrecisi
on

精度レベルを設定します。精度は次の式を使用
して計算されます: 1/値 = 精度

たとえば、メートル法では 1、10、100、フィー
ト・インチ法では 2、4、8、16、32 といった値を
使用できます。

PullOutDimensionUnit 使用する単位を定義します。

オプション:

• 0 = 自動

• 1 = mm

• 2 = cm

• 3 = m

• 4 = インチ
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エントリ 説明

• 5 = フィートとインチ

PullOutColor 鉄筋マークの解説図の色を設定します。

オプション:

• 1 = 黒

• 2 = 赤

• 3 = 明るい緑

• 4 = 青

• 5 = シアン

• 6 = 黄

• 7 = マゼンタ

PullOutVisibleLineType 解説図の鉄筋の形状の線タイプを設定します。

オプション:

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

6 = 

7 = 
PullOutRepresentation 表示タイプを設定します。

オプション:

• 0 = 単一

• 1 = 二重

• 2 = 塗りつぶし

• 3 = 棒
PullOutAngleColor 解説図の角度の色を設定します。

オプション:

• 1 = 黒

• 2 = 赤
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エントリ 説明

• 3 = 緑

• 4 = 青

• 5 = シアン

• 6 = 黄

• 7 = マゼンタ

• 8 = 茶

• 9 = 緑

• 10 = 紺青

• 11 = 深緑

• 12 = オレンジ

• 13 = グレー

PullOutAngleLineType 解説図の角度線の線タイプを設定します。

オプション:

• 1 = 

• 2 = 

• 3 = 

• 4 = 

• 5 = 

• 6 = 

• 7 = 
PullOutLeaderLineMinLen
gth

寸法テキストを指示する小さな引出し線の 小
長を設定します。デフォルト値は 10 mm です。
引出し線を完全にオフに切り替えるには、大きい
値を使用します。
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エントリ 説明

PullOutShowDuplicateDim
s

1 つの鉄筋について重複する寸法を複数回表示
するかどうかを定義します。

オプション:

• 0 = 重複する寸法は表示されません (デフォ

ルト)

• 1 = 同間隔寸法および平行寸法は表示されま

すが、類似したフックの寸法は表示されませ
ん

• 2 = 同間隔寸法および平行寸法は表示されま

せんが、両方のフック寸法は表示されます

• 3 = すべての寸法が表示されます

• 4 = フック寸法は表示されません

• 5 = フック寸法、または同間隔寸法と平行寸

法は表示されません

PullOutShowUSHookDims 90 度超のフックの寸法を US/NA 方式で表示す
る場合に定義します。

オプション:

• 0 = ヨーロッパ方式のフック寸法 (= 足の長
さ) を表示 (デフォルト)

• 1 = 90 度超のフックについて、US 方式のフッ
ク寸法 (= 直線長) を表示

US/NA (A) とヨーロッパ方式 (B) のフックの寸
法の相違については、次の図を参照してくださ
い。

参照項目

図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ (707 ページ)
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図面の現場打ちコンクリート部材オブジェクトと現場打ちコンク
リート部材の打ち継ぎのプロパティ
一般図で[現場打ちコンクリート部材オブジェクトプロパティ]および[現場打ちコ
ンクリート部材の打ち継ぎプロパティ]のオプションを使用して、図面における現
場打ちコンクリート部材オブジェクトと現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎの
表示・非表示を制御します。

現場打ちコンクリート部材プロパティ

[現場打ちコンクリート部材オブジェクトプロパティ]を開くには、次のようにしま
す。

• [図面とレポート] タブで、図面のプロパティ --> 一般図をクリックし、[現場打
ちコンクリート...] をクリックします。

• 開いている図面で、図面の背景をダブルクリックし、[現場打ちコンクリート...]
をクリックします。

• 開いている図面で現場打ちコンクリート部材オブジェクトをダブルクリックし
ます。

オプション 説明

[内容] タブ - [陰線]
陰線オン/オフ 現場打ちコンクリート オブジェクトの

陰線を表示するには、このチェック ボッ
クスをオンにします。

自部材陰線オン/オフ 独自の陰線を表示するには、このチェッ
ク ボックスをオンにします。

[内容] タブ - [追加マーク]
角処理（面取り）オン/オフ [角処理 (面取り)] を表示するには、[オ

ン] を選択します。

フィレットの縁端オン/オフ [フィレットの縁端] を表示するには [オ
ン] を選択します。

[表示設定] タブ - [可視線]
色 表示される現場打ちコンクリート部材

オブジェクト線の色を選択します。

タイプ 表示される現場打ちコンクリート部材
オブジェクト線のタイプを選択します。

[表示設定] タブ - [陰線]
色 非表示の現場打ちコンクリート部材オ

ブジェクト線の色を選択します。

タイプ 非表示の現場打ちコンクリート部材オ
ブジェクト線のタイプを選択します。
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オプション 説明

[塗りつぶし] タブ

外側の現場打ちコンクリート面に塗りつぶしを追加するには、[現場打ちコンクリ
ート面] セクションを使用します。断面図の断面に塗りつぶしを追加するには、
[断面] セクションを使用します。

タイプ 塗りつぶしタイプを定義します。リス
トの横のボタンをクリックすると、塗り
つぶしパタンのプレビューが開きます。

[自動]では、塗りつぶしパタンスキーマ
ファイルから塗りつぶしタイプが自動
的に選択されます。

[なし]は塗りつぶしを使用しません。

色 塗りつぶしの色を定義します。

事前定義された色を選択することも、印
刷出力で黒に変換されない特殊な色を
使用することもできます。

背景 塗りつぶしの背景色を定義します。

ハードウェアの塗りつぶしでは、背景色
の選択が無効になります。

自動ハッチングには背景色を設定でき
ますが、ハッチパターンスキーマファイ
ルで材質の自動ハッチングが定義され
ていない場合のみ効果があります。

縮尺 [自動] は塗りつぶしの縮小/拡大と回転
を自動的に設定します。

[カスタム] は縮小/拡大と回転を手動で
選択できます。

[x 方向の倍率] および [y 方向の倍率] は
x 方向と y 方向の縮小/拡大を定義しま
す。

[縦横比を固定する] は、塗りつぶしパタ
ーンで相対的な比率を維持します。

[角度] は、塗りつぶしを回転します。た
とえば、水平の角度は 0.0 で、垂直の角
度は 90.0 です。

現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎプロパティ

[現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎプロパティ]を開くには、次のようにしま
す。

• [図面とレポート] タブで、図面のプロパティ --> 一般図をクリックし、[コンク
リートの打ち継ぎ...] をクリックします。
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• 開いている図面で、図面の背景をダブルクリックし、[コンクリートの打ち継
ぎ...] をクリックします。

• 開いている図面で現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎをダブルクリックしま
す。

オプション 説明

[内容] タブ

表示 現場打ちコンクリート打ち継ぎを表示
するか (表示) しないか (表示しない) を
定義します。

陰線 現場打ちコンクリート打ち継ぎの陰線
を表示するには、このチェック ボックス
をオンにします。

[表示設定] タブ - [可視線]
色 表示される現場打ちコンクリート部材

の打ち継ぎ線の色を選択します。

タイプ 表示される現場打ちコンクリート部材
の打ち継ぎ線のタイプを選択します。

[表示設定] タブ - [陰線]
色 非表示の現場打ちコンクリート部材の

打ち継ぎ線の色を選択します。

タイプ 非表示の現場打ちコンクリート部材の
打ち継ぎ線のタイプを選択します。

マーク、寸法、アソシエートマーク、テキスト、シンボルの位置プ
ロパティ
寸法、マーク、注記、テキストの注記オブジェクトと寸法の [配置] ダイアログ ボ
ックス内の設定を使用して、図面内で注記オブジェクトを配置する方法を制御しま
す。

図面を作成する前に、寸法およびマークについて自動配置プロパティを設定できま
す。開いている図面で、マーク、ノート、テキスト、シンボル、寸法の配置プロパ
ティを変更できます。

開いている図面で [配置] プロパティを開くには、次のようにします。

• 開いている図面で、[図面] タブの [プロパティ] をクリックし、[テキスト]、[注
記]、[シンボル]、[寸法] またはいずれかのマーク タイプをクリックします。 そ
の後で、[位置(P)...] ボタンをクリックします。

• 開いている図面で、テキスト、マーク、シンボル、注記、または寸法をダブル
クリックします。 その後で、[位置(P)...] ボタンをクリックします。
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オプション 解説

検索マージン 注記オブジェクトの周囲に追加する空
の余白を定義します。

[検索マージン] に大きい値を入力する
と、マークの配置が正常に機能しなくな
ります。

小距離 部材からマーク、溶接マーク、寸法、ま
たはその他の注記オブジェクトまでの
小距離を定義します。

[ 小距離] に大きい値を入力すると、マ
ークの配置が正常に機能しなくなりま
す。

大距離 部材からマーク、寸法、またはその他の
注記オブジェクトまでの 大距離を定
義します。

配置区域 マークおよび手動で追加した注記オブ
ジェクトで使用します。

注記オブジェクトを配置する空白部分
を Tekla Structures が検索する領域を定
義します。

溶接の配置は、溶接の方向に依存しま
す。 溶接は特定の領域にのみ配置でき
るので、[配置区域] オプションは利用で
きません。 このオプションは、 終図面
内に手動で追加した溶接に対してのみ
使用可能です。

位置付け [移動] を選択すると、Tekla Structures に
より、マーク、寸法、溶接、またはその
他の注記オブジェクトの 適な位置が
自動的に検索されます。[固定] を選択
すると、マーク、寸法、溶接、またはそ
の他の注記オブジェクトを任意の位置
に配置できます。

[固定] オプションを選択した場合、図面
を更新しても注記オブジェクトの位置
は維持されますが、[移動] を選択した場
合は、Tekla Structures により、注記オブ
ジェクトの 適な位置が自動的に検索
されます。

方向 手動寸法の場合にのみ使用できます。

対象となるオブジェクトのどちら側に
Tekla Structures が寸法を配置するかを定
義します。 この設定は、[移動] 設定に影
響します。
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次の図は、マークの検索マージン、 小距離、および 大距離を示しています。

(1) 検索マージン

(2) 小距離

(3) 大距離

参照項目

XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED (106 ページ)

XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED (106 ページ)

XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED (107 ページ)

XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED (106 ページ)

図面のモデル溶接プロパティ
図面および図面ビューに表示するモデル溶接記号を選択し、溶接記号の色と線タイ
プを設定できます。

• 単品図および製品図で自動溶接記号プロパティを設定するには、次のようにし
ます。[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイ
プを選択します。 左側のオプション ツリーで [ビューの作成] をクリックし、
変更するビューとプロパティを選択して [ビュープロパティ] をクリックしま
す。 オプション ツリーで[溶接...]をクリックして、必要に応じて設定を調整し
ます。

• 一般図で自動溶接記号プロパティを設定するには、次のようにします。[図面と
レポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプを選択しま
す。 [溶接記号...] をクリックし、必要に応じて設定を調整します。

• 一般図で図面レベルの溶接プロパティを変更するには、次のようにします。図
面の背景をダブルクリックし、[溶接記号...]をクリックします。

• ビュー レベルで溶接プロパティを変更するには、次のようにします。図面ビュ
ー フレームをダブルクリックし、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスで
[溶接...] をクリックします。

オプション 説明

[内容] タブ - [表示]
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オプション 説明

溶接

サブアセンブリ内の溶接

[表示しない] では、選択したビューまたは図面に溶接
は表示されません。

[現場溶接] は、ビュー/図面に現場溶接のみを表示しま
す。

[工場溶接] は、ビュー/図面に向上溶接のみを表示しま
す。

[両方] は、ビュー/図面に現場溶接と工場溶接の両方を
表示します。

表示する 小サイズ 表示する 小サイズを入力すると、指定したサイズ以
上の溶接は図面から除外されます。図面内に規格外
の溶接だけを表示する場合に役立ちます。

溶接サイズを正確なサイズとして扱うか、 小値とし
て扱うかを設定するには、詳細設定の
XS_WELD_FILTER_TYPE (478 ページ) を使用します。

標準溶接タイプを除外するには、詳細設定の
XS_OMITTED_WELD_TYPE (318 ページ) を使用しま
す。

[内容] タブ:表示

表示 [パス] または [アウトライン] を選択します。

[陰線] または [自部材陰線] で表示するかどうかを選
択することもできます。

溶接されたソリッドは、次の場合、図面に表示されま
す。

• 実際のソリッド支持がある溶接タイプの図面内で
は、溶接ソリッドが表示されます。実際のソリッ
ド支持がない溶接は、モデル内では六形形のプレ
ースホルダーによって表示され、図面内では溶接
ソリッドが表示されません。

• カスタム断面のある溶接もサポートされていま
す。

[表示設定] タブ:可視線

色 溶接線の色を設定します。

タイプ 溶接線のタイプを設定します。

[表示設定] タブ:陰線

色 陰線の色を設定します。

タイプ 陰線のタイプを設定します。
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参照項目

図面におけるモデル溶接マークの表示/非表示と表示設定のプロパティ (683 ペー
ジ)

図面スケッチ オブジェクト プロパティ
図面内にさまざまな種類 (線、四角形、ポリライン、ポリゴン、円弧、円) のスケ
ッチ オブジェクト (グラフィック オブジェクト) を作成し、それらのスケッチ オブ
ジェクトを使用して、たとえば特定の部分をハイライトできます。 それらの形状
の表示設定を確認、変更には、それぞれのスケッチ オブジェクトのプロパティ ダ
イアログ ボックスを使用します。

スケッチ オブジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを開くには、[図面] タブ
に移動し、Shift キーを押しながらスケッチ オブジェクト コマンドをクリックしま
す。図面にスケッチ オブジェクトを追加したときは、オブジェクトをダブルクリ
ックしてプロパティを開くこともできます。

ダイアログ ボックスに表示される設定は、スケッチ オブジェクト タイプによって
異なります。

設定 解説

モデルオブジェクトの後ろ [はい] に設定すると、モデル オブジェク
トの後にグラフィック オブジェクトが
配置されます。

ライン:タイプ オブジェクトの線種を定義します。

ライン:色 オブジェクトの線の色を定義します。

ライン:[膨らみ] または [膨らみ] 0～1 の値を指定します。直線長/サグ量
では、以下の計算式でオブジェクトの曲
線セグメントの曲率を定義します。

円弧の高さ = ラインの長さ * 直線長/サ
グ量

ポリラインまたはポリゴンの直線長/サ
グ量を変更すると、そのオブジェクトの
すべてのセグメントが修正されます。

ライン:半径 円弧と円の半径を定義します。

矢印:位置
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設定 解説

矢印:タイプ

矢印:
矢印高さを定義します。

矢印:
矢印長さを定義します。

塗りつぶし:タイプ オブジェクトで使用する塗りつぶしタ
イプを定義します。[選択...] をクリック
すると、使用可能な塗りつぶしタイプが
表示されます。

塗りつぶし:色 塗りつぶしの色を定義します。

塗りつぶし:背景 塗りつぶしの背景色を定義します。

x 方向の倍率

y 方向の倍率

縦横比を固定する

x 方向と y 方向の塗りつぶしの縮尺を定
義します。

角度 塗りつぶしを回転します。 水平の角度
は 0.0 で、垂直の角度は 90.0 です。

オフセット オブジェクト内の塗りつぶしパタンを x
方向と y 方向に指定した値だけ移動し
ます。

基準線プロパティ
基準線プロパティを使用して、図面内の基準線設定を表示および変更します。

• 単品図および製品図で自動基準線プロパティを設定するには、次のようにしま
す。[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプ
を選択します。 左側のオプション ツリーで [ビューの作成] をクリックし、変
更するビューとプロパティを選択して [ビュープロパティ] をクリックします。
オプション ツリーで[基準線(グループ)...]をクリックして、必要に応じて設定を
調整します。

• 一般図で図面レベルの自動基準線プロパティを設定するには、次のようにしま
す。[図面とレポート] タブで、[図面のプロパティ] をクリックし、図面タイプ
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を選択します。 [基準線(グループ)...] をクリックし、必要に応じて設定を調整し
ます。

• 一般図で図面レベルの基準線プロパティを変更するには、次のようにします。
図面の背景をダブルクリックし、[基準線(グループ)...] をクリックして必要に応
じて設定を調整します。

• ビュー レベルで基準線プロパティを変更するには、次のようにします。図面ビ
ュー枠をダブルクリックし、[ビュープロパティ] ダイアログ ボックスの [基準
線(グループ)...] をクリックして、必要に応じて設定を調整します。

オプション 解説

基準線(グループ) [表示] は基準線を表示します。

[表示しない] は基準線を表示しません。

[全ビューで表示] は、すべての図面ビュ
ーに基準線を表示します。このオプシ
ョンは一般図では使用できません。

[基準ラベルのみ] は、基準線ラベルと基
準線の短い断面のみを表示します。表
示する基準線の長さは、[テキスト配置]
ボックスに入力する値によって決まり
ます。図面レベルでは、このオプション
は一般図に対してのみ使用できます。
ビュー レベルとオブジェクト レベルで
は、このオプションはすべての図面タイ
プで使用できます。

テキスト配置 基準ラベルを表示する面、および基準線
の延長線の長さ(基準線の終端からテキ
ストまでの距離)を設定します。

テキスト:[色]、[高さ]、[フォント]、[枠] 基準ラベルのテキストの色、高さ、フォ
ント、および枠を定義します。

基準線を調整する他の方法

さらに、たとえば XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH (194 ペ
ージ)、XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR (195 ペー

ジ)、XS_GRID_TEXT_FONT (253 ページ) を使用して、基準ラベルをさらに調

整できます。

3.4 レポート設定
[レポート]ダイアログボックスを使用して、レポート設定を確認または変更するこ
とができます。
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オプション 解説

レポート: レポートテンプレート 使用可能なすべてのレポートテンプレ
ートのリストが表示されます。

レポート: レポートタイトル オプションのレポートタイトル。

3 つまでのレポートタイトルを入力でき
ます。各標準レポートでは、これらのタ
イトルのうち、必要なものだけが使用さ
れます。たとえば、[Assembly_list]レポ
ートでのフェーズ情報の表示には、[タ
イトル 1]が使用されます。

レポート: ブラウズ レポートの保存先フォルダを変更する
ために使用します。 デフォルトでは、レ
ポートは現在のモデルフォルダに保存
されます。

表示 選択したレポートを表示します。

印刷 選択したレポートを印刷します。

全部材 選択したテンプレートを使用して、モデ
ル内のすべてのオブジェクトからレポ
ートを作成します。

選択部材 選択したテンプレートを使用して、選択
したオブジェクトからレポートを作成
します。

オプション: レポートの表示 Tekla Structures でのレポートの表示方法
を定義します。

[ダイアログ使用]を選択すると、新しい
ウィンドウでレポートが表示されます。

[外部アプリケーション使用]を選択する
と、関連付けられたプログラムでレポー
トが表示されます。たとえば、Tekla
Structures ですべての HTML レポートを
Web ブラウザで開くことができます。

オプション: レポートを表示する レポート作成後にレポートを画面に自
動的に表示するかどうかを定義します。

3.5 解析と設計の設定
ここでは、Tekla Structures で変更できる解析と設計のさまざまな設定について説明
します。

詳細情報のリンク:
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荷重グループプロパティ (727 ページ)

荷重のプロパティ (728 ページ)

荷重組み合わせのプロパティ (734 ページ)

解析モデルプロパティ (736 ページ)

解析部材のプロパティ (742 ページ)

解析節点プロパティ (757 ページ)

解析剛結リンクプロパティ (758 ページ)

解析鉄筋配置プロパティ (760 ページ)

解析領域配置プロパティ (760 ページ)

領域エッジ解析のプロパティ (760 ページ)

荷重グループプロパティ
荷重グループプロパティの表示、定義、および変更や、荷重グループの操作を行う
には、[荷重グループ]ダイアログボックスを使用します。

オプション 解説

現在 ＠（アットマーク）は、現在の荷重グループであること
を示します。

モデル内に荷重を作成すると、Tekla Structures によって現
在の荷重グループに追加されます。現在のグループとし
て指定できる荷重グループは 1 つに限られます。

現在の荷重グループを変更するには、荷重グループを選
択して、[現在のフェーズに設定]をクリックします。

[名前] 荷重グループの一意の名前。

荷重グループ名は、荷重の表示/非表示および選択時に使
用します。 たとえば、荷重グループ毎に荷重を選択また
は変更したり、非表示にしたりすることができます。

タイプ 荷重グループのタイプは、荷重を発生させる動作のタイ
プです。

荷重を発生させる動作は建築基準固有で、 [ファイル]メニ
ュー --> [設定] --> [オプション --> [荷重モデリング] -->
[現在の設計コード] で選択した荷重計算基準に応じて異
なります。

ほとんどの建築基準では、次の動作および荷重グループ
タイプの一部かすべてを使用します。

• 長期荷重、固定荷重、またはプレストレス荷重

• 積載荷重、導入荷重、トラフィック荷重、またはクレ
ーン荷重
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オプション 解説

• 積雪荷重

• 風荷重

• 温度荷重

• 衝突荷重または地震力

• 不整荷重

[方向] 荷重グループの方向は、荷重を発生させる動作の全体方
向を表します。 荷重グループの個々の荷重は、全体座標
系またはローカル座標系の x、y、および z 方向にそれぞ
れのマグニチュードを保持します。

荷重グループ方向は、Tekla Structures の荷重組み合わせで
どの荷重を組み合わせるかに影響します。

• z 方向のグループは、x 方向および y 方向の両方のグ
ループと組み合わされます。

• x 方向または y 方向のグループは、相互に組み合わさ
れません。

複合-可 互いに互換性のあるすべての荷重グループを識別する番
号。

複合-不可 互いに互換性のないすべての荷重グループを識別する番
号。

[カラー] Tekla Structures で、グループに含まれる荷重を示すために
使用される色。

荷重のプロパティ
ここでは、特定の荷重のプロパティについて説明します。

荷重のプロパティを表示、定義、および変更するには、荷重プロパティダイアログ
ボックスを使用します。 荷重タイプごとに独自のプロパティダイアログボックス
があります。

詳細情報のリンク:

集中荷重プロパティ (729 ページ)

分布荷重のプロパティ (729 ページ)

面荷重(変分布)プロパティ (730 ページ)

面荷重(等分布)プロパティ (730 ページ)

温度荷重プロパティ (731 ページ)

風荷重プロパティ (731 ページ)

パネル荷重設定 (732 ページ)
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集中荷重プロパティ
集中荷重または曲げモーメントのプロパティを表示および変更するには、[集中荷
重プロパティ]ダイアログボックスを使用します。 集中荷重プロパティファイルの
ファイル名拡張子は、.lm1です。

オプション 解説

荷重グループ名 荷重が属する荷重グループ。

荷重グループのプロパティを表示したり、新しい荷重グ
ループを作成したりするには、[荷重グループ]をクリック
します。

[マグニチュード]タブ 作業平面の x、y、および z 方向の荷重のマグニチュード。

[荷重対象] 荷重が部材に関連付けられているかどうかを示します。

[荷重支持部材] 部材名または選択フィルターに基づいて、荷重が適用さ
れる、または適用されない部材。

荷重対象の検索範囲 周囲ボックスの x、y、および z 方向の寸法。

[パネル荷重]タブ 「パネル荷重設定 (732 ページ)」を参照してください。

分布荷重のプロパティ
分布荷重またはねじりモーメントのプロパティを表示および変更するには、[分布
荷重プロパティ]ダイアログボックスを使用します。 分布荷重プロパティファイル
のファイル名拡張子は、.lm2です。

オプション 解説

荷重グループ名 荷重が属する荷重グループ。

荷重グループのプロパティを表示したり、新しい荷重グ
ループを作成したりするには、[荷重グループ]をクリック
します。

[マグニチュード]タブ 作業平面の x、y、および z 方向の荷重のマグニチュード。

[荷重形状] 荷重長さに沿って荷重のマグニチュードがどのように変
化するかを定義します。

[荷重対象] 荷重が部材に関連付けられているかどうかを示します。

[荷重支持部材] 部材名または選択フィルターに基づいて、荷重が適用さ
れる、または適用されない部材。

荷重対象の検索範囲 周囲ボックスの x、y、および z 方向の寸法。

距離 荷重の終点からのオフセット。荷重長さを短縮または延
長するために使用されます。

荷重長さを短縮するには、a および b に正の値を入力しま
す。 荷重長さを延長するには、負の値を入力します。

[パネル荷重]タブ 「パネル荷重設定 (732 ページ)」を参照してください。
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面荷重(変分布)プロパティ
変分布面荷重のプロパティを表示または変更するには、[面荷重(変分布)プロパテ
ィ]ダイアログボックスを使用します。 面荷重(変分布)プロパティのファイル名拡
張子は、.lm3です。

オプション 解説

荷重グループ名 荷重が属する荷重グループ。

荷重グループのプロパティを表示したり、新しい荷重グ
ループを作成したりするには、[荷重グループ]をクリック
します。

[マグニチュード]タブ 作業平面の x、y、および z 方向の荷重のマグニチュード。

[荷重形状] 荷重領域の形状を定義します。

[荷重対象] 荷重が部材に関連付けられているかどうかを示します。

[荷重支持部材] 部材名または選択フィルターに基づいて、荷重が適用さ
れる、または適用されない部材。

荷重対象の検索範囲 周囲ボックスの x、y、および z 方向の寸法。

距離 荷重領域の拡大または縮小に使用されるオフセット。

荷重領域を拡大するには、a に正の値を入力します。 荷
重領域を縮小するには、負の値を入力します。

[パネル荷重]タブ 「パネル荷重設定 (732 ページ)」を参照してください。

面荷重(等分布)プロパティ
等分布荷重のプロパティを表示および変更するには、[面荷重(等分布)プロパティ]
ダイアログボックスを使用します。 面荷重(等分布)プロパティファイルのファイ
ル名拡張子は、.lm4です。

オプション 解説

荷重グループ名 荷重が属する荷重グループ。

荷重グループのプロパティを表示したり、新しい荷重グ
ループを作成したりするには、[荷重グループ]をクリック
します。

[マグニチュード]タブ 作業平面の x、y、および z 方向の荷重のマグニチュード。

[荷重対象] 荷重が部材に関連付けられているかどうかを示します。

[荷重支持部材] 部材名または選択フィルターに基づいて、荷重が適用さ
れる、または適用されない部材。

荷重対象の検索範囲 周囲ボックスの x、y、および z 方向の寸法。

距離 荷重領域の拡大または縮小に使用されるオフセット。
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オプション 解説

[パネル荷重]タブ 「パネル荷重設定 (732 ページ)」を参照してください。

温度荷重プロパティ
温度荷重またはひずみのプロパティを表示および変更するには、[温度荷重プロパ
ティ]ダイアログボックスを使用します。 温度荷重プロパティファイルのファイル
名拡張子は、.lm6です。

オプション 解説

荷重グループ名 荷重が属する荷重グループ。

荷重グループのプロパティを表示したり、新しい荷重グ
ループを作成したりするには、[荷重グループ]をクリック
します。

[軸方向の温度差] 部材における温度差。

[水平方向の温度差] 部材の左側と右側の温度差。

[縦方向の温度差] 部材の上面と下面の温度差。

[初期軸方向膨張量] 部材の軸のひずみ。

正の値は膨張を示し、負の値は収縮を示します。

[荷重対象] 荷重が部材に関連付けられているかどうかを示します。

[荷重支持部材] 部材名または選択フィルターに基づいて、荷重が適用さ
れる、または適用されない部材。

荷重対象の検索範囲 周囲ボックスの x、y、および z 方向の寸法。

風荷重プロパティ
風荷重のプロパティを表示および変更するには、[風荷重生成(28)]ダイアログボッ
クスを使用します。

オプション 解説

風荷重方向(グローバル) 風の主な方向。

オプションとして、

• [グローバル +X]
• [グローバル -X]
• [グローバル +Y]
• [グローバル -Y]
• [グローバル+X、-X、+Y、-Y](すべての方向)

通常風圧 風圧の通常値。
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オプション 解説

上部レベル 風荷重の 高レベル。

下部レベル 風荷重の 低レベル。

GFL 建物の地上階のレベル。

[部材名] 荷重が適用される、または適用されない部材。

「部材名での荷重支持部材の定義」も参照してください。

[正] 風上の壁、風下の壁、および側面の壁の外部露出係数。

正の値は圧力を示し、負の値は吸引力を示します。[左]
[背]
[右]
[内部] 内部露出係数。

[Z 形鋼]タブ 圧力係数の観点での、建物の高さに沿った風荷重の分布。
地上階から順に指定します。

[グローバル +X]タブ、[グロ
ーバル +Y]タブ、[グローバ
ル -X]タブ、[グローバル -Y]
タブ

風方向ごとのタブ。壁ごとの集中角荷重のゾーンを定義
できます。

各ゾーンは壁の高さです。 寸法または縦横比でゾーンの
幅を定義します。 壁ごとにゾーンを 5 つまで定義できま
す。

下部レベルの建物の形状を示す点をピックする順序に
従って、壁に番号が付けられます。

パネル荷重設定
Tekla Structures の荷重の分布方法を変更するには、荷重プロパティダイアログボッ
クスの[パネル荷重]タブのオプションを使用します。

オプション 解説

スパン方法 Tekla Structures が荷重を分布する方向を定義します。

• [シングル]では、主軸の方向にのみ荷重が分布されま
す。

• [ダブル]では、主軸および副軸に沿って荷重が分布さ
れます。

[主要軸方向] 以下のいずれかの方法を使用して、主軸の方向を定義し
ます。

• x、y、または z ボックスに値(1)を入力すると、対応す
るグローバル方向に荷重が分布されます。

• 複数のボックスに値を入力すると、対応するグローバ
ル方向間で荷重が分布されます。 値は方向ベクトル
の要素です。

設定の参考資料 732 解析と設計の設定



オプション 解説

• [部材に平行]または[部材に直交]をクリックし、モデル
内の部材を選択すると、部材に合わせて主要軸方向が
整列されます。

[スパン方法]が[ダブル]の場合は、主要軸荷重を手動で定
義できるように主要軸方向を定義する必要があります。

モデルビューで選択された荷重の主要軸方向を確認する
には、[選択荷重の方向を表示]をクリックします。Tekla
Structures によって、主方向が赤色の線で示されます。

自動主要軸荷重 荷重分布の主方向と副方向のそれぞれの荷重を Tekla
Structures によって自動的に計算するかどうかを定義しま
す。

オプションとして、

• [はい]: 主方向および副方向の荷重が Tekla Structures
によって自動的に計算されます。比率はこの 2 つの
方向のスパン長の 3 乗に比例します。つまり、スパン
が短くなるほど、荷重の比率が大きくなります。

• [いいえ]: [重量]ボックスに主方向の重量を入力しま
す。副方向の重量は、Tekla Structures によって、1 か
らこの値を引いて計算されます。

荷重分布角度 周囲の部材に荷重が投影される角度。

[連続構造物の荷重分布を
使用]

連続スラブに対する等分布荷重の場合に使用します。 
初のスパンと 後のスパンの支持反力の分布を定義しま
す。

オプションとして、

• [はい]: 支持反力の分布は 3/8 と 5/8 です。

• [いいえ]: 支持反力の分布は 1/2 と 1/2 です。
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荷重組み合わせのプロパティ
ここでは、荷重組み合わせプロセスを制御する設定について説明します。

詳細情報のリンク:

• 荷重計算基準のオプション (734 ページ)

• 荷重組み合わせ係数 (734 ページ)

• 荷重組み合わせのタイプ (735 ページ)

荷重計算基準のオプション
Tekla Structures では、 [ファイル]メニュー --> [設定] --> [オプション] --> [荷重モデ
リング] --> [現在の設計コード] に、次の荷重計算基準が用意されています。

オプション 解説

Eurocode ヨーロッパの基準

英国(BS) 英国の基準

AISC (US) American Institute of Steel Construction、米国の基準

UBC (US) Uniform building code、米国の基準

CM66 (F) フランスの鉄骨構造の基準

BAEL91 (F) フランスのコンクリート構造の基準

IBC (US) International building code、米国の基準

ACI American Concrete Institute の publication 318

[オプション]ダイアログボックスに、使用可能な基準ごとの個別のタブがありま
す。 [オプション]ダイアログボックスでは、荷重グループのタイプに基づいて、そ
の基準の限界状態における部分安全係数およびその他の組み合わせ係数が示され
ます。 Eurocode の場合は、荷重組み合わせで使用する信頼性クラス係数と式を設
定することもできます。

参照項目

荷重組み合わせ係数 (734 ページ)

荷重組み合わせ係数
荷重組み合わせプロセスでは、Tekla Structures により部分安全係数(たとえば、荷重
グループの軽減係数)が使用されて荷重組み合わせが作成されます。

状態制限設計に必要な部分安全係数は次のとおりです。

• 終局限界状態における望ましくない部分安全係数(γsup)

• 終局限界状態における望ましい部分安全係数(γinf)

• 使用限界状態における望ましくない部分安全係数(γsup)
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• 使用限界状態における望ましい部分安全係数(γinf)

使用する基準によっては、他の組み合わせ係数を使用することが必要な場合があり
ます。たとえば、Euro コードには、3 つの軽減係数(ψ0、ψ1、ψ2)があります。軽減

係数により、同時荷重の非実用的な効果が除外されます。

建築基準固有またはユーザー定義の荷重組み合わせ係数の値を使用できます。

参照項目

荷重組み合わせのタイプ
使用する建築基準に応じて変わるいくつかの荷重組み合わせタイプを実行できま
す。

[荷重組合せ生成]ダイアログボックスまたは[荷重組み合わせ]ダイアログボックス
を使用して、作成する荷重組み合わせタイプを選択します。 オプションとして、

組合せタイプ 解説 適用対象

[終局限界状態] (ULS) 永続的および一時的に発生する荷重グ
ループを組み合わせます。 荷重を組み
合わせるときに終局限界状態の部分安
全係数を使用します。

Eurocode、英国
(BS)、AISC (US)

[使用限界状態] (SLS) 半永久的に発生する荷重グループを組
み合わせます。 荷重を組み合わせると
きに使用限界状態の部分安全係数を使
用します。

Eurocode、AISC
(US)

[使用限界状態 / 異常] (SLS
RC)

半永久的および例外的に発生する荷重
グループを組み合わせます。 荷重を組
み合わせるときに使用限界状態の部分
安全係数を使用します。

Eurocode

[使用限界状態 / 半永久]
(SLS QP)

半永久的に発生する荷重グループを組
み合わせます。 荷重を組み合わせると
きに使用限界状態の部分安全係数を使
用します。

Eurocode

普通荷重 フランスの基準 CM66 または BAEL91
に従って荷重グループを組み合わせ、係
数を使用します。

CM66、BAEL91
極値荷重 CM66
変位荷重 CM66
振動・衝撃(偶発)荷重 CM66、Eurocode
終局荷重 BAEL91
終局偶発荷重 BAEL91
[地震荷重] 荷重グループを結合し、Eurocode に従っ

て係数を使用します。
Eurocode
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組合せタイプ 解説 適用対象

公共施設の荷重 米国の IBC 基準(International Building
Code)に従って荷重グループを組み合わ
せます。

IBC (US)
公共施設の荷重＋積雪荷重 IBC (US)
非公共施設の荷重 IBC (US)
非公共施設の荷重＋積雪荷
重

IBC (US)

公共施設（非コンクリート・
非石造）の荷重

米国の UBC 基準(Uniform Building
Code)に従って荷重グループを組み合わ
せます。

UBC (US)

公共施設（非コンクリート・
非石造）の荷重＋積雪荷重

UBC (US)

（非コンクリート・非石造）
の荷重

UBC (US)

（非コンクリート・非石造）
の荷重＋積雪荷重

UBC (US)

公共施設（コンクリート・
石造）の荷重

UBC (US)

公共施設（コンクリート・
石造）の荷重＋積雪荷重

UBC (US)

（コンクリート・石造）の荷
重

UBC (US)

（コンクリート・石造）の荷
重＋積雪荷重

UBC (US)

ACI Table 1 - ACI Table 8 ACI 基準(American Concrete Institute の
publication 318)に従って荷重グループを
組み合わせます。

ACI

参照項目

解析モデルプロパティ
[解析モデルプロパティ] ダイアログ ボックスを使用して、解析モデルのプロパテ
ィを定義、表示、および変更します。これらのプロパティは、解析モデルのすべて
の部材に適用されます。
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[解析モデル]タブ

オプション 解説

解析アプリケーション 解析モデルの解析に使用される解析アプリケーション ま
たは形式。

同じアプリケーションや形式を他の新しい解析モデルで
もデフォルトとして使用するには、[規定値に設定] チェッ
ク ボックスをオンにします。

「」も参照してください。

解析モデル名 解析モデルの一意の名前。 ユーザーが定義できます。

たとえば、物理モデルの解析する部分を表す名前を使用
できます。

解析モデルのエクスポート フォルダを定義するには、[エ
クスポートフォルダを参照] をクリックします。

解析モデル フィルター 利用可能な選択フィルターを基に、解析モデルに含める
オブジェクトを定義します。

「」も参照してください。

ブレースの部材フィルター 含まれるオブジェクトのうち、ブレースとして処理する
オブジェクトを定義します。解析モデルを作成するとき
は、ブレースの解析節点をメイン解析部材の解析節点よ
りも自由に移動させることができます。

副部材フィルター 含まれるオブジェクトのうち、副解析部材として処理す
るオブジェクトを定義します。解析モデルを作成すると
きは、副解析部材の節点をメイン解析部材の節点よりも
自由に移動させることができます。

解析モデル内容 解析モデルに含めるオブジェクトを定義します。

オプションとして、

• 選択部材と荷重

解析モデル フィルターに一致する場合は、選択した部
材と荷重、およびコンポーネントによって作成された
部材のみを含めます。

後で部材と荷重を追加または削除するには、[[選択オ
ブジェクトの追加]] ダイアログ ボックスの [選択オブ
ジェクトを削除] ボタンまたは 解析モデル ボタンを
使用します。

• モデル全体

すべてのメイン部材と荷重を含めます (解析クラス
(753 ページ) が [無視] に設定されている部材を除
く)。物理オブジェクトが作成され、それらが解析モデ
ル フィルターに一致する場合は、Tekla Structures によ
り自動的に解析モデルに追加されます。
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オプション 解説

• 選択部材と荷重のフロアモデル

解析モデル フィルターに一致する場合は、選択した
柱、スラブ、床梁、および荷重のみを含めます。Tekla
Structures により、物理モデルの柱は支持に置き換えら
れます。

「解析モデル内容」も参照してください。

剛結リンク 解析モデルでの剛結リンクを有効または無効にします。

以下のオプションがあります。

• 有効

解析部材の接続に必要な場合は、剛結リンクが作成さ
れます。

• 無効-部材軸を保持: デフォルト

剛結リンクは作成されません。解析部材の[部材軸を
保持]設定は変更されません。

• 無効-部材軸を保持: なし

剛結リンクは作成されません。接続された解析部材
の[部材軸を保持]設定は[なし]に変更されます。

Tekla Structural Designer を解析アプリケーションとして
使用する場合は、コンクリート部材に [有効] オプション
を使用できます。鉄骨部材の場合は、[無効-部材軸を保
持: デフォルト] オプションが自動的に使用されます。

解析モデルルール Tekla Structures での解析モデルの個々の部材の取り扱い
方法と、解析で部材間を相互に接続する方法を定義する
ルールを作成する場合にクリックします。

梁(曲) 梁を曲線梁として解析するか、一直線のセグメントとみ
なして解析するかを指定します。 次のいずれかを選択し
ます。

• [直線セグメントに分割]
• [曲線部材使用]
曲線梁を直線セグメントで処理する場合、どの程度まで
近似するかは、 [ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳細設
定] --> [解析] の詳細設定 XS_AD_CURVED_BEAM_
SPLIT_ACCURACY_MM (52 ページ) で指定します。

ツインプロファイルを考慮 解析でツイン部材を 1 つの部材と見なすか([有効])、2 つ
の部材と見なすか([無効])を定義します。

部材軸の位置 対応する物理部材との関連における各解析部材の位置を
定義します。

オプションとして、
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オプション 解説

• 中心軸

中立軸がすべての部材に対する解析軸になります。
部材のプロファイルが変わると、解析軸の位置が変わ
ります。

• 参照線軸 (中立軸で偏心)
部材参照線がすべての部材に対する解析軸になりま
す。 中立軸の位置によって軸の偏心量が定義されま
す。

• 参照線軸

部材参照線がすべての部材に対する解析軸になりま
す。

• モデルデフォルト使用

各部材の解析軸は、解析部材プロパティに従って個々
に定義されます。

特定の部材の軸の位置を定義するには、該当する解析
部材プロパティダイアログボックスの[位置]タブを使
用します。

[中立軸]を選択した場合、Tekla Structures により節点の作
成時に部材位置とオフセットが考慮されます。いずれか
の[参照線軸]オプションを選択すると、Tekla Structures に
より節点が部材参照点に作成されます。

各部材の支持条件による 部材([いいえ])またはジョイント([はい])のどちらの支持
条件を使用するかを定義します。

自動更新 物理モデルでの変更に応じて解析モデルを更新するかど
うかを定義します。

オプションとして、

• はい - 物理モデルの変更を考慮

• いいえ - 物理モデルの変更を無視

外部解析モデルとのマージ 解析アプリケーションに既にエクスポート済みの Tekla
Structures 物理モデルまたは解析モデルで変更が発生した
場合は、SAP2000 でしか使用できません。

変更した解析モデルを、解析アプリケーションに以前に
エクスポートしたモデルと結合するかどうかを定義しま
す。

オプションとして、

• 無効

モデルは結合されません。 解析アプリケーションで
以前にエクスポートされたモデルに対して実行した
追加は失われます。 解析モデルを解析アプリケーシ
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オプション 解説

ョンにエクスポートするたびに新しいモデルが作成
されます。

• 無効

モデルは結合されます。 解析モデルを解析アプリケ
ーションに再エクスポートするときに、解析アプリケ
ーションで以前にエクスポートされたモデルに対し
て実行した追加は保持されます。 解析アプリケーシ
ョンのモデルは、Tekla Structures における変更に応じ
て更新されます。

[解析]タブ

オプション 解説

解析計算方法 2 次応力を考慮するかどうかを定義します。

オプションとして、

• 1 次解析（線形）

線形の解析方法。

• P-Delta（微小変形）

簡略化された 2 次解析方法。 たわみが小さい場合、こ
の方法で正確な結果が得られます。

• 非線形解析

非線形の解析方法。

繰り返しの 大回数 Tekla Structures により、これらのいずれかの値に達するま
で、2 次反復が繰り返されます。繰り返しの精度

振動モード解析モデル 振動モード解析モデルを作成し、静的な荷重組み合わせ
の代わりに振動モード解析プロパティを使用するには、
[はい]を選択します。

[プロジェクト]タブ

STAAD.Pro レポートのプロジェクト情報を定義します。

[出力]タブ

STAAD.Pro 解析結果ファイルの内容を定義します。

[地震力]タブ

[地震力] タブを使用し、地震力解析で順守する建築基準と地震力解析で必要となる
プロパティを定義します。これらのプロパティは、選択した建築基準によって異な
ります。
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オプション 解説

タイプ 地震荷重の生成に使用する建築基準。

オプションとして、

• [なし]: 地震力解析は実行されません。

• [UBC 1997]: Uniform Building Code 1997

• [UBC 1994]: Uniform Building Code 1994

• [IBC 2000]: International Building Code 2000

• [IS 1893-2002]: インドの基準。 構造の耐震設計の基
準。

• [IBC 2003]: International Building Code 2003

• [IBC 2006]: International Building Code 2006

• [IBC 2006 (ZIP)]: International Building Code 2006。プ
ロパティに Zip-Code(郵便番号)を追加するオプション
があります

• [IBC 2006 (経度/緯度)]: International Building Code
2006。プロパティに経度および緯度情報を追加する
オプションがあります

• [AIJ]: 日本の基準

• [応答スペクトル]: 応答スペクトル仕様

地震力プロパティ 選択する基準に応じて、さまざまな地震力プロパティを
定義できます。

[地震力]タブ

地震力解析に含まれる荷重および荷重グループ。

[振動モード解析]タブ

[振動モード解析] タブを使用し、振動モード解析で必要となるプロパティを定義し
ます。

オプション 解説

モード数 構造に含まれる固有モード形状の数。

大周期 構造の 大固有共振周波数。

振動モード解析質量 振動モード解析に含まれる荷重および荷重グループ。

[設計]タブ

鋼材、コンクリート、および木材の各[設計]タブを使用して、構造設計で使用する
基準と方法を定義します。 使用できる設計オプションは、材質によって異なりま
す。

設定の参考資料 741 解析と設計の設定



オプション 解説

設計基準 さまざまな材質の設計基準。

使用できる設計基準オプションは、使用する解析アプリ
ケーションによって異なります。

設計チェック方法 応力と材質の能力を比較するために使用される材質固有
の原則。

オプションとして、

• [なし]
Tekla Structures により、構造解析のみが実行され、応
力、力、および変位のデータが作成されます。

鋼材、コンクリート、および木材で使用できます。

• 設計計算チェック

Tekla Structures により、構造が設計基準の条件を満た
すかどうか(断面が適切かどうかなど)が確認されま
す。

鋼材および木材で使用できます。

• 必要面積を計算

Tekla Structures により、補強に必要な面積が定義され
ます。

コンクリートで使用できます。

設計プロパティ 解析モデルのすべての部材に適用される、解析モデルの
設計基準および設計方法固有の設計プロパティ。

材質の設計基準と設計法を選択すると、Tekla Structures で
[設計基準]タブの下部に設計プロパティが表示されます。

特定のプロパティの値を変更するには、[値]列のエントリ
をクリックします。

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

特定の部材の設計プロパティを変更するには、適切な解
析部材プロパティダイアログボックスの[設計]タブを使
用します。

解析部材のプロパティ
部材の解析プロパティダイアログボックスのオプション（[梁解析のプロパティ]な
ど）を使用して、Tekla Structures の解析での部材の処理方法を指定します。ダイア
ログボックスで使用できる設定項目は、部材タイプと解析クラスによって異なりま
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す。以下の表では、部材タイプと解析クラスに関係なくすべての設定項目を示しま
す。

[解析]タブ

部材の解析プロパティを定義するには、[解析]タブを使用します。

オプション 解説

［クラス］ 解析での部材の処理方法を定義します。

選択された[クラス]によって、どの解析プロパティが使用
できるかが定義されます。 たとえば、プレートは柱とは
異なるプロパティを持ちます。

[フィルター]
([剛ダイヤフラムプロパテ
ィ])

[クラス]が[ポリゴンプレート - 剛ダイヤフラム]または
[スラブ - 剛ダイヤフラム]の場合にのみ使用できます。

剛ダイヤフラムのオブジェクトをフィルタリングすると
きに使用するフィルターを定義します。

フィルターに一致する部材に属する節点が剛ダイヤフラ
ムに接続されます。たとえば、柱フィルターを使用する
と、柱の節点だけが剛ダイヤフラムに接続されます。

[ビルド部材の構成] 1 つのメイン部材と 1 つまたは複数のサブ部材から成る
ビルドアップセクション内で当該部材が果たす役割を示
します。 解析時にサブ部材はメイン部材に結合されま
す。

オプションとして、

• [自動]
• ビルド材に含めない

ビルドアップセクションから切断されます。

• ビルド材のメイン部材

常にビルドアップセクションのメイン部材の定義用
として使用されます。

• [ビルド材の副部材]
• [ビルド梁の副部材]

ビルド材のメイン部材が梁の場合に、対象の部材がビ
ルド材の部材であることを定義します。

• [ビルド柱の副部材]
ビルド材のメイン部材が柱の場合に、対象の部材がビ
ルド材の部材であることを定義します。

[設計グループ] 部材の所属先の設計グループを定義します。 適化で使
用されます。
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オプション 解説

[自動更新] 物理モデルでの変更に応じて解析部材を更新するかどう
かを定義します。

オプションとして、

• はい - 物理モデルの変更を考慮

• いいえ - 物理モデルの変更を無視

[始点拘束]タブ、[終点拘束]タブ

部材端部の支持条件と自由度を定義するには、[始点拘束]タブおよび[終点拘束]タ
ブを使用します。

[始点拘束]タブは 初の端部(黄色ハンドル)に関係し、[終点拘束]タブは 2 番目の端
部(マゼンタ色ハンドル)に関係します。

オプション 解説

[始点]または[終点] 部材の始点または終点に、事前定義またはユーザー定義
の端部条件の組み合わせのどれを使用するかを定義しま
す。

以下は事前定義のオプションです。

 (Tekla Structural Designer では利用不可)

 (Tekla Structural Designer では利用不可)

支持条件と自由度が自動的に設定されます。

必要に合わせて事前定義された組み合わせを変更できま
す。これを行った場合、Tekla Structures により次のオプシ
ョンを使用してそのことが示されます。

[支持条件] Tekla Structural Designer では利用できません。

支持条件を定義します。

オプションとして、
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オプション 解説

• 節点

部材端部が中間解析節点(別の部材)に接続されます。

節点の自由度を示します。

• [支点]

部材端部が上部構造(フレーム内の柱の脚部など)の終
局支持になります。

支持の自由度を示します。

[回転] [支持条件]が[支点]の場合にのみ使用できます。

支持を回転させるかどうかを定義します。

オプションとして、

• 回転なし

• [回転]
[回転]を選択する場合、ローカルの x または y 軸回りの回
転を定義するか、[回転:現在の作業平面で設定]をクリッ
クして現在の作業平面で回転を設定できます。

Ux
Uy
Uz

全体座標の x、y、および z 方向の並進自由度(変位)を定義
します。

オプションとして、

• [未使用]
• 解決済み

• バネ

[バネ]を選択した場合、並進バネ定数を入力します。単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と
小数点 の設定によって異なります。

Rx
Ry
Rz

全体座標の x、y、および z 方向の回転自由度(回転)を定義
します。

オプションとして、

• ピン
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オプション 解説

• 解決済み

• バネ

• 部分開放

[バネ]を選択した場合、回転バネ定数を入力します。単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と
小数点 の設定によって異なります。

接続度が固定とピン留め間の場合は、[部分開放]を使用し
て指定します。 0(固定)〜1(ピン留め)の間の値を入力し
ます。

[合成部材]タブ

[合成部材]タブと STAAD.Pro を使用して、合成部材のスラブの解析プロパティを定
義します。

オプション 解説

合成部材 合成部材が以下のいずれであるかを定義します。

• 非合成部材

• 合成部材

• 自動合成部材

[材質] スラブの材質を定義します。

[厚さ] スラブの厚さを定義します。

[スラブの有効幅] スラブの有効幅が自動的に計算されるか、入力した値に
基づくかを定義します。

梁の左側と右側に異なる値を定義できます。

自動の値は、スパン長に応じて計算されます。

[スパン方法]タブ

1 方向または 2 方向スラブシステムの解析プロパティおよび荷重分布プロパティ
を定義するには、[スパン方法]タブを使用します。

オプション 解説

スパン方法 部材が荷重を伝える方向を定義します。

オプションとして、

• [シングル]スパンのプレートは主軸の方向に荷重を伝
えます。 スパン方向に平行な梁または柱は部材に接
続されず、部材からの荷重を伝えません。

• [ダブル]スパンの部材は主軸および副軸に沿って荷重
を伝えます。 両方向の梁または柱が部材からの荷重
を伝えます。
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オプション 解説

[主要軸方向] 以下のいずれかの方法で、主軸の方向を定義します。

• 主軸方向と平行なボックス(x、y、または z)に「1」を
入力します。

• 複数のボックスに値を入力して、方向ベクトルの要素
を定義します。

• [部材に平行]をクリックし、モデル内でその方向に平
行な部材を選択します。

• [部材に垂直]をクリックし、モデル内でその方向に垂
直な部材を選択します。

モデルビューで選択された部材の主スパン方向を確認す
るには、[選択部材の方向を表示]をクリックします。Tekla
Structures によって、主方向が赤色の線で示されます。

[荷重]タブ

部材を荷重として解析モデルに含めるには、[荷重]タブを使用します。

オプション 解説

[自重荷重の生成] 部材が解析モデルに含まれていない場合でも、デッキな
どの部材重量が解析モデルに荷重として含められます。

部材が解析モデルに含まれている場合、部材の自重も含
めれらます。 [いいえ]オプションは、解析クラス[無視]お
よび[固定ダイアフラム]の場合にのみ機能します。

追加荷重用リストボックス 荷重グループ名と大きさを指定した 3 つの追加荷重を使
用して、スラブの生荷重や追加の自重(スクリード、付帯
設備)を入力します。 これらの荷重の方向は、荷重が属す
る荷重グループの方向に従います。

[部材名] このフィルターを使用すれば、スラブからの領域荷重が
正しい部材(スラブを支持する梁など)に伝わるようにで
きます。 通常、フィルターの値として梁の名前を入力し
ます。
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オプション 解説

[連続構造物の荷重分布を
使用]

荷重の大半を連続構造物の中央支持に割り当てます。

[設計]タブ

解析モデルの個々の部材の設計プロパティを表示および変更するには、解析部材プ
ロパティダイアログボックスの[設計]タブを使用します。 設計プロパティは、設計
基準および部材の材質(設計の設定、係数、制限など)に応じて異なるプロパティで
す。

[位置]タブ

解析部材の位置およびオフセットを定義するには、[位置]タブを使用します。

オプション 解説

軸線 対応する物理部材との関連における解析部材の位置を定
義します。

部材の解析軸の位置により、解析モデル内で部材が他の
部材と交差する位置および Tekla Structures によって節点
が作成される位置が定義されます。

オプションとして、

設定の参考資料 748 解析と設計の設定



オプション 解説

[中立軸]を選択した場合、Tekla Structures による節点の作
成時に部材位置とオフセットが考慮されます。[参照線
軸]のいずれかのオプションを選択すると、Tekla Structures
によって節点が部材参照点に作成されます。

部材軸を保持 軸の位置を保持するか、物理モデルでの変更に応じて変
更するかを定義します。

オプションとして、

• [いいえ]
終了位置を近接するオブジェクトにスナップすると
き、軸は自由に移動できます。 副部材にはこのオプシ
ョンを使用します。

• [部分 - 主方向で保持]
軸は部分的に自由に移動できますが、部材は部材プロ
ファイルの主(強い)方向には移動しません。

• [部分 - 副方向で保持]
軸は部分的に自由に移動できますが、部材は部材プロ
ファイルの副(弱い)方向には移動しません。

• [はい]
軸は移動しませんが、終了位置は軸に沿って移動でき
ます(部材は延長または短縮されます)。
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オプション 解説

• [はい - 終了位置も保持]
部材の軸と終了位置は変更されません。

接続性 部材を剛結リンクで他の部材にスナップまたは結合する
かどうかを定義します。

オプションとして、

• [自動]
部材は剛結リンクで他の部材にスナップまたは結合
します。

• [手動]
部材は剛結リンクで他の部材にスナップまたは結合
しません。 他の部材への自動接続は、部材の位置が他
の部材と完全に一致する場合にのみ作成されます。

軸モディファイア X
軸モディファイア Y
軸モディファイア Z

部材位置を全体座標または基準線に拘束するか、どちら
にも拘束しないかを定義します。

オプションとして、

• [なし]
部材位置は拘束されません。

• [固定座標]
部材位置は、[X]、[Y]、または[Z]ボックスに入力した
座標に拘束されます。

• も近いグリッド

部材は も近い基準線に拘束されます(スナップゾー
ンは 1000 mm です)。

[オフセット] 全体座標の x、y、および z 方向に解析部材を移動するた
めに使用します。

[軸方向オフセット] 物理部材の軸方向の終点オフセット [Dx] を物理部材プロ
パティから使用するかどうかを定義します。

オプションとして、

• [軸延長なし]
• [軸方向延長のみ考慮]
• [常に軸延長を考慮]

[鉄筋定義情報]タブ

フレームオブジェクト(梁、柱、またはブレース)の解析プロパティダイアログボッ
クスの[鉄筋定義情報]タブを使用して、その解析要素のプロパティを定義します。

解析部材の解析クラスが[梁]、[柱]、または[副部材]である場合に、このタブのオプ
ションを使用できます。
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オプション 解説

オフセット（始点）

[オフセット]
縦方向の偏心を考慮するためのオフセットを計算します
(曲げモーメントになります)。

これらのオフセットは、解析モデルのトポロジーには影
響を与えません。 オフセット値は部材属性として解析に
渡されるだけです。

[複数プロファイルへ置換] プロファイルカタログからプロファイルを選択します。
解析アプリケーションがサポートしている場合、部材の
始点と終点で別々の解析プロファイルを使用できます。

部材の両端で別々のプロファイルを使用するには、次の
ようにパイプ文字で区切って 2 つのプロファイルを入力
します。HEA120|HEA140
解析モデルで部材がビルド材の場合、そのビルド材の名
前をここに入力できます。 任意の名前を入力できます
が、名前が既存のカタログプロファイル名と一致する場
合は、ビルド材の物理プロパティがカタログプロファイ
ルプロパティと同じになります。

[梁(曲)のモード] 梁を曲線梁として解析するか、一直線のセグメントとみ
なして解析するかを指定します。

オプションとして、

• モデルのデフォルトを使用

• [曲線部材使用]
• [直線セグメントに分割]
[モデルのデフォルトを使用] を選択すると、[解析モデル
プロパティ] ダイアログ ボックスの [梁(曲)] リストで選
択したオプションが Tekla Structures によって使用されま
す。

曲線梁を直線セグメントで処理する場合、どの程度まで
近似するかは、 [ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳細設
定] --> [解析] の詳細設定
XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM
(52 ページ) で指定します。

[分割を節点数で指示] 追加節点を作成するときや、曲線梁などの梁を直線セグ
メントとして解析するときに使用します。

節点の数を入力します。

[分割接点を距離で指示] 部材の追加節点を定義するには、部材の始点から節点ま
での距離を入力します。

たとえば、次のように距離をスペースで区切って入力し
ます。

1000 1500 3000
鉄筋開始番号 解析要素の開始番号を定義します。

設定の参考資料 751 解析と設計の設定



オプション 解説

開始要素番号 解析部材の開始番号を定義します。

[領域定義情報]タブ

プレート(ポリゴンプレート、コンクリートスラブ、コンクリートパネル)の解析プ
ロパティダイアログボックスの[領域属性]タブを使用して、その解析部材のプロパ
ティを定義します。

解析部材の解析クラスが[ポリゴンプレート]、[スラブ]、または[壁]である場合に、
このタブのオプションを使用できます。

オプション 解説

要素タイプ 要素の形状。

[ローカル XY の回転] ローカル xy 平面の回転を定義します。

要素サイズ [x]および[y]: プレートのローカル x および y 方向におけ
る要素の 大寸法。 三角形の要素の場合は、各要素の周
囲ボックスの 大寸法を指定します。

[孔]: 開口部周囲の要素のサイズを指定します。

[領域開始番号] プレートの開始番号を定義します。

[単純領域(カット等は無
視)]

プレートのよりシンプルな解析モデル(カットや開口部を
考慮しない解析モデル)を作成する場合は、[はい]を選択
します。

[有効開口サイズ] 解析でプレートの小さな開口部を無視するときに使用し
ます。

開口部の周りの周囲ボックスのサイズを入力します。

[支点] Tekla Structural Designer では利用できません。

ポリゴンプレート、コンクリートスラブ、またはコンク
リートパネルの支持を定義するのに使用します。

パネルの下端、スラブまたはプレートのすべての外周節
点、または梁のすべての節点の支持を作成できます。 パ
ネルの場合、下端を傾斜させることができます。

オプションとして、

• [いいえ]
支持は作成されません。

• ピン支点

平行移動だけを固定します。

• 剛支点

平行移動と回転の両方を固定します。
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参照項目

解析クラスのオプションと色 (753 ページ)

解析軸オプション (755 ページ)

解析クラスのオプションと色
部材の解析プロパティ ダイアログ ボックスの [解析] タブにある [クラス] リスト
のオプションを使用して、Tekla Structures の解析での部材の処理方法を指定しま
す。

[クラス] リストで選択したオプションによって、解析部材プロパティ (742 ページ)
ダイアログ ボックスで利用可能なタブが決まります。

詳細設定 XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION (58 ページ) を TRUE (デフォ

ルト値) に設定すると、次の色を使用して部材の解析クラスを解析モデルに表示で
きます。物理モデル で、解析クラスを色分けして表示することもできます。

使用する解析アプリケーションによっては、次のオプションが一部サポートされて
いない場合があります。たとえば、Tekla Structural Designer では、[トラス] オプシ
ョンは利用できません。

オプション 解説 色

[梁] 2 つのノードの線オブジェクトです。

部材は、温度荷重を含めてあらゆる荷重を受けること
ができます。

青

[梁 - トラス] 部材は軸力のみを受けることができ、曲げモーメン
ト、ねじりモーメント、またはせん断力を受けること
はできません。

明るい緑

[梁 - トラス 圧縮
のみ]

部材は、圧縮軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、張力がかかる場合は解析で無視されます。

黄

[梁 - トラス 引張
りのみ]

部材は、引張軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、圧縮される場合は解析で無視されます。

ピンク

[梁 - 無視] 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

柱 2 つのノードの垂直線オブジェクトです。 下から上
にモデリングされています。

部材は、温度荷重を含めてあらゆる荷重を受けること
ができます。

青

柱 - トラス 部材は軸力のみを受けることができ、曲げモーメン
ト、ねじりモーメント、またはせん断力を受けること
はできません。

明るい緑
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オプション 解説 色

[柱 - トラス 圧縮
のみ]

部材は、圧縮軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、張力がかかる場合は解析で無視されます。

黄

[柱 - トラス 引張
りのみ]

部材は、引張軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、圧縮される場合は解析で無視されます。

ピンク

[柱 - 無視] 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

ブレース 2 つのノードの線オブジェクトです。

部材は、温度荷重を含めてあらゆる荷重を受けること
ができます。

解析クラスが [ブレース] である部材は、デフォルトで
[部材軸を保持] がオフになっています。

緑

ブレース - トラス 部材は軸力のみを受けることができ、曲げモーメン
ト、ねじりモーメント、またはせん断力を受けること
はできません。

明るい緑

ブレース - トラス
圧縮のみ

部材は、圧縮軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、張力がかかる場合は解析で無視されます。

黄

ブレース - トラス
引張りのみ

部材は、引張軸力のみを受けることができ、モーメン
トまたはせん断力を受けることはできません。 この
部材は、圧縮される場合は解析で無視されます。

ピンク

ブレース - 無視 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

[副部材] 2 つのノードの線オブジェクトです。

部材は、温度荷重を含めてあらゆる荷重を受けること
ができます。

解析クラスが[副部材]の部材では、[部材軸を保持]はデ
フォルトでオフです。 副部材は部材端部節点ではな
く 近隣節点にスナップされます。

オレンジ

[副部材 - 無視] 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

[壁 - シェル] 部材は、温度荷重を除き、あらゆる荷重を受けること
ができます。

アクア

壁 - プレート [壁 - シェル]と同じですが、プレート要素が解析アプ
リケーションで使用されます。

アクア
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オプション 解説 色

壁 - せん断壁 部材は水平力と垂直力を受けることができます。 アクア

壁 - 無視 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

アクア

[スラブ - シェル] 部材は、温度荷重を除き、あらゆる荷重を受けること
ができます。

アクア

[スラブ - プレー
ト]

[スラブ - シェル]と同じですが、プレート、膜、また
は基礎要素が解析アプリケーションで使用されます。

アクア

[スラブ - 膜]
[スラブ - 基礎]
[スラブ - 剛ダイ
ヤフラム]

グローバル xy 平面に対して平行な部材にのみ適用さ
れます。

フィルター: フィルターに一致する部材に属する節点
は、変位に影響を及ぼす剛結リンクで接続されます。
たとえば、柱フィルターを使用すると、柱の節点だけ
が剛ダイヤフラムに接続されます。

ライラック

[スラブ - 無視] 部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

[ポリゴンプレー
ト - シェル]

部材は、温度荷重を除き、あらゆる荷重を受けること
ができます。

アクア

[ポリゴンプレー
ト - プレート]

[ポリゴンプレート - シェル]と同じですが、プレート
または膜要素が解析アプリケーションで使用されま
す。

アクア

[ポリゴンプレー
ト - 膜]

アクア

[ポリゴンプレー
ト - 剛ダイヤフラ
ム]

グローバル xy 平面に対して平行な部材にのみ適用さ
れます。

フィルター: フィルターに一致する部材に属する節点
は、変位に影響を及ぼす剛結リンクで接続されます。
たとえば、柱フィルターを使用すると、柱の節点だけ
が剛ダイヤフラムに接続されます。

ライラック

[ポリゴンプレー
ト - 無視]

部材は解析で無視されます。

[荷重]タブで[自重荷重の生成]を[はい]に設定してい
る場合は、自重荷重が考慮されます。

部材はモデ
ル内に表示
されませ
ん。

解析軸オプション
部材の解析プロパティダイアログボックスの[位置]タブにある[軸]リストのオプシ
ョンを使用して、物理部材に対する解析部材の相対位置を決定します。
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オプション 解説 使用方法

中心軸 中立軸がこの部材に対する解析軸にな
ります。 部材のプロファイルが変わる
と、解析軸の位置が変わります。

 

参照線軸 (中立軸で偏心) 部材参照線がこの部材に対する解析軸
になります。 中立軸の位置によって軸
の偏心量が定義されます。

 

参照線軸 部材参照線がこの部材に対する解析軸
になります。

 

上部左 解析軸は部材の左上角に配置されます。 梁オブジェクト
(梁、柱、ブレー
ス)

上部中心 解析軸は部材の断面の上部中心点に配
置されます。

梁オブジェクト

上部右 解析軸は部材の右上角に配置されます。 梁オブジェクト

中央部左 解析軸は部材の左側の中央部に配置さ
れます。

梁オブジェクト

中央部中心 解析軸は部材の断面の中心点に配置さ
れます。

梁オブジェクト

中央部右 解析軸は部材の右側の中央部に配置さ
れます。

梁オブジェクト

下部左 解析軸は部材の左下角に配置されます。 梁オブジェクト

下部中心 解析軸は部材の断面の下部中心点に配
置されます。

梁オブジェクト

下部右 解析軸は部材の右下角に配置されます。 梁オブジェクト

[上面の平面] 解析軸は上平面に拘束されます。 プレートオブジ
ェクト(プレー
ト、スラブ、パ
ネル)

[中心平面] 解析軸は中心平面に拘束されます。 プレートオブジ
ェクト

[下面の平面] 解析軸は下平面に拘束されます。 プレートオブジ
ェクト

[左平面] 解析軸は左平面に拘束されます。 プレートオブジ
ェクト

[右平面] 解析軸は右平面に拘束されます。 プレートオブジ
ェクト

[中心平面(左右)] 解析軸は左右の中心平面に拘束されま
す。

プレートオブジ
ェクト
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Tekla Structures では、[解析モデルプロパティ]ダイアログボックスの[部材軸の位
置]リストから[モデルデフォルト使用]オプションを選択すると、各部材に対して上
記のオプションが使用されます。

[中立軸]を選択した場合、Tekla Structures により節点の作成時に部材位置とオフセ
ットが考慮されます。いずれかの[参照線軸]オプションを選択すると、Tekla
Structures により節点が部材参照点に作成されます。

参照項目

解析部材のプロパティ (742 ページ)

解析モデルプロパティ (736 ページ)

解析節点プロパティ
解析モデルの節点のプロパティを表示および変更するには、[解析節点プロパティ]
ダイアログボックスを使用します。

ダイアログボックスにアクセスするには、解析節点をダブルクリックします。

オプション 解説

支持 節点でどちらの支持条件を使用するかを定義します。

オプションとして、

• 部材から支点を取得

対応する部材端部の支持条件が節点で使用されます。

• ユーザー定義の節点支持

節点の支持条件を定義できます。

[ユーザー定義の節点支持]を選択する場合は、以下のいず
れかのオプションを選択できます。

これらのオプションにより、節点の自由度が自動的に設
定されます。

ニーズに合わせて事前定義の組み合わせを変更できま
す。 変更する場合は、以下のオプションで示されます。
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オプション 解説

[回転] [ユーザー定義の節点支持]を選択した場合は、節点の回転
を定義できます。

オプションとして、

• 回転なし

• [回転]
[回転]を選択する場合、回転を定義するか、[回転:現在の
作業平面で設定]をクリックして現在の作業平面で回転を
設定できます。

Ux
Uy
Uz
Rx
Ry
Rz

全体座標の x、y、および z 方向の節点の並進(U)および回
転(R)自由度(変位と回転)を定義します。

オプションとして、

• [未使用]
• 解決済み

• バネ

[バネ]を選択する場合は、バネ定数を入力します。 単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と
小数点 の設定によって異なります。

参照項目

解析剛結リンクプロパティ
剛結リンクの端部条件を表示および変更するには、[解析剛結リンクプロパティ]ダ
イアログボックスを使用します。

ダイアログボックスにアクセスするには、剛結リンクをダブルクリックします。

オプション 解説

剛結リンクの開放 剛結リンクの始点または終点にどちらの開放を使用する
かを定義します。

オプションとして、

• 自動開放(ルール)
• ユーザー定義開放

[始点]または[終点] 剛結リンクの始点または終点に、事前定義またはユーザ
ー定義の開放の組み合わせのどれを使用するかを定義し
ます。

以下は事前定義のオプションです。
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オプション 解説

これらのオプションにより、自由度が自動的に設定され
ます。

ニーズに合わせて事前定義の組み合わせを変更できま
す。 変更する場合は、以下のオプションで示されます。

Ux
Uy
Uz

全体座標の x、y、および z 方向の並進自由度(変位)を定義
します。

オプションとして、

• [未使用]
• 解決済み

• バネ

[バネ]を選択する場合は、並進バネ定数を入力します。 単
位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位
と小数点 の設定によって異なります。

Rx
Ry
Rz

全体座標の x、y、および z 方向の回転自由度(回転)を定義
します。

オプションとして、

• ピン

• 解決済み

• バネ

• 部分開放

[バネ]を選択する場合は、回転バネ定数を入力します。 単
位は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位
と小数点 の設定によって異なります。

接続度が固定とピン留め間の場合は、[部分開放]を使用し
て指定します。 0(固定)〜1(ピン留め)の間の値を入力し
ます。

ローカル Y 方向 剛結リンクのローカル y 方向を定義します。 指定できる
オプションは、全体座標の x、y、および z 方向です。

ローカル x 方向が常に剛結リンクの方向です。

参照項目
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解析鉄筋配置プロパティ
解析鉄筋の位置を表示および変更するには、[解析鉄筋配置プロパティ]ダイアログ
ボックスを使用します。

ダイアログボックスにアクセスするには、解析鉄筋を選択し、解析鉄筋の端部のハ
ンドルをダブルクリックします。

オプション 解説

オフセットモード 解析鉄筋の端部で自動([自動オフセット])またはユーザー
定義([手動オフセット])のオフセット値のどちらを使用す
るかを定義します。

[オフセット] 全体座標の x、y、および z 方向のオフセット値を定義し
ます。

参照項目

解析領域配置プロパティ
解析領域の位置を表示および変更するには、[解析領域配置プロパティ]ダイアログ
ボックスを使用します。

ダイアログボックスにアクセスするには、解析領域を選択し、解析領域の角のハン
ドルをダブルクリックします。

オプション 解説

オフセットモード 解析鉄筋の端部で自動([自動オフセット])またはユーザー
定義([手動オフセット])のオフセット値のどちらを使用す
るかを定義します。

[オフセット] 全体座標の x、y、および z 方向のオフセット値を定義し
ます。

参照項目
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領域エッジ解析のプロパティ
解析領域エッジの位置と接続性を表示および変更するには、[解析領域エッジプロ
パティ]ダイアログボックスを使用します。

このダイアログボックスにアクセスするには、解析領域を選択し、解析領域エッジ
の中点にあるハンドルをダブルクリックします。

オプション 解説

オフセットモード 解析鉄筋の端部に自動(自動オフセット)とユーザー定義
(手動オフセット)のどちらのオフセット値を使用するか
を定義します。

オフセット 全体座標の x、y、z 方向のオフセット値を定義します。

剛結リンクの開放 解析領域エッジに使用する事前定義またはユーザー定義
の開放の組み合わせを定義します。

事前定義されたオプションは次のとおりです。

これらのオプションは、自由度を自動的に設定します。

必要に合わせて事前定義された組み合わせを変更できま
す。 これを行った場合、Tekla Structures により次のオプ
ションを使用してそのことが示されます。

Ux
Uy
Uz

全体座標の x、y、z 方向における並進自由度(変位)を定義
します。

オプションは次のとおりです。

• 未使用

• 固定

• バネ

[バネ]を選択した場合、並進バネ定数を入力します。 単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と
小数点 の設定によって異なります。

Rx
Ry
Rz

全体座標の x、y、z 方向における部材端部の回転自由度
(回転)を定義します。

オプションは次のとおりです。

• ピン

• 固定

• バネ
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オプション 解説

• 部分開放

[バネ]を選択した場合、回転バネ定数を入力します。 単位
は、 ファイル メニュー --> 設定 --> オプション --> 単位と
小数点 の設定によって異なります。

[部分開放]を使用して、固定とピンの中間で接続が必要か
どうかを指定します。 0 (固定)～1 (ピン)の値を入力しま
す。

参照項目
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4 Tekla Structures で提供される事前
定義されたパラメトリック プロ
ファイル

Tekla Structures には、以下の事前定義されたパラメトリック プロファイルが用意さ
れています。

プロファイルは、デフォルトの環境でプロファイル カタログに表示されるのと同
じ順序で記載されています。

プロファイルをプロファイル カタログ内でグループ化する方法を変更するには、
プロファイル カタログ ルールを変更する必要があります。

4.1 I プロファイル

HIh-s-t*b (対称)

HIh-s-t1*b1-t2*b2

HIh1-h2-s-t*b

HIh1-h2-s-t1*b1-t2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

763 I プロファイル



4.2 I 形梁 (鋼材)

I_BLT_Ah-b1-s1-t1*h2-b2-s2-t2

I_BLT_B h*b1*t1*s-b2*t2

I_HEMh*b*c*s*t

I_VAR_Ah1-ht*b1-bt*s*t

4.3 L プロファイル

Lh*b*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

764 L プロファイル



4.4 Z プロファイル

BENTZ h*b*d*t[-a]

Z h*b*t

Z_VAR_A h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_B h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_C h1*b1*b2-s-h2*b3

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

765 Z プロファイル



4.5 U プロファイル

Uh*b*t

4.6 C プロファイル

Ch*b*t

C_BUILTh*b*s*t

C_VAR_Ah1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Bh1*b1-s-h2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

766 C プロファイル



C_VAR_Ch1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Dh-b-d-c-s

4.7 T プロファイル

Th-s-t-b

4.8 溶接ボックス プロファイル

HK h-s-t*b-c

HKh-s-t1*b1-t2*b2-c

4.9 溶接梁プロファイル

B_WLD_A h*b*s*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

767 T プロファイル



B_WLD_B h*b*s*t

B_WLD_C h*s

B_WLD_D h*b*s*t

B_WLD_E h*b*s*t

B_WLD_F h*b*s*[t]

B_WLD_G h*b*s*t*a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

768 溶接梁プロファイル



B_WLD_H h*bo*bu*s*to*tu

B_WLD_I h*bo*s*to*bu*tu*a

B_WLD_J h1*h2*b*s*t

B_WLD_K h1*h2*b*s*t

B_WLD_L h*wt*wb*s*tt*tb

B_WLD_M h1*p1*p2*p3*p4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

769 溶接梁プロファイル



B_WLD_N
p1*p2*p3*p4*p5*p6*p7*p8*p9

B_WLD_O b1*h1*b4*h5*b7*h6*P1*P2

B_WLD_P
W*H*FT*WT*TPT*TPW*BPT*BPW

4.10 ボックス プロファイル

B_BUILTh*b*s*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

770 ボックス プロファイル



B_VAR_Ah1-h2*t

B_VAR_Bh1-h2*t

B_VAR_Ch1-h2*t

4.11 WQ プロファイル

HQh-s-t1*t2*b2

HQh*s-t1*b1-t2*b2-c

4.12 角鋼

PLh*b

h=高さ

b=幅

(数が小さい方=b)

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

771 WQ プロファイル



4.13 棒鋼

Dd

ELDd1*r1*d2*r2

4.14 角鋼管

Ph*t (対称)

Ph*b*t

Ph1*b1-h2*b2*t

4.15 丸鋼管

PDd

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

772 棒鋼



PDd1*d2*t

EPDd1*r1*d2*r2*t

4.16 冷間圧延プロファイル

ZZh-t-e-b (対称)

ZZh-t-e1-b1-e2-b2

CCh-t-e-b (対称)

CCh-t-e1-b1-e2-b2

CW h-t-e-b-f-h1 (対称)

CW h-t-e1*b1-f1-f2-e2*b2

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

773 冷間圧延プロファイル



CUh-t-h1-b-e (対称)

CUh-t-h1-b1-h2-b2-e

EBh-t-e-b-a

EBh-t-e1-b1-e2-b2-a

参照点:1=右

2=左

3=上

BFh-s-b-h1

SPDd*t

SPDd2*d2*t

ESPD d1-d2*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

774 冷間圧延プロファイル



ECh-t-e-b-a

ECh-t-e1-b1-e2-b2-a

EDh-t-b-e-h1-h2-f1-f2-a

EEh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EFh-t-e-b1-b2-f1-f2/h1-a

EZh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

775 冷間圧延プロファイル



EWh-t-e-b1-b2-f1-f2-h2-h1-a

4.17 折板

FFLAa-b-t

FPANBh-b-t

FPANB_-b-t

FPANBAh-b-t

FPANBA_h-b-t

FPANBBh-c-d-t

FPANCVb-c-d-t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

776 折板



FPANGh-b-c-t

FPANGAh-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPAN a-b-c-t-g

FPANVVa-b-c-t-g

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

777 折板



FP_Ah-b-c-d-g

FP_AAh*b2*t*a

FP_Bh-b-c-d-g-i

FP_BBh-b-d

FP_Cb-h-c

FP_CCh-b-a-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

778 折板



FP_Db-h-c-d-f-g-i-j-s

FP_Eb-h-c-d-f-g-s

FP_Fb-h-c-d-f-g-s

FP_Gb-h-c-d-f-g-s

FP_Hb-h-c-d-f-s

FP_Ib-h-c-d-f-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

779 折板



FP_Jb-h-c-d-a

FP_Kb-h-c-d

FP_Lb-h-c-d-f-s

FP_Mb-h-c-d-s

FP_Nb-h-c-d

FP_Ob-h-c-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

780 折板



FP_Pa1*a2*h-b1*b2-Alpha1-Alpha2-
Beta1-Beta2-s

FP_Qb-h-c-d-s

FP_Rb-h-c-d

FP_Sb-h-c-s

FP_Tb-h-a-d-s

FP_Ub-h-a-d-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

781 折板



FP_Vb-h-s-c

FP_Wb-h-a-d-s

FP_WWh-b-a-c-s

FP_Yh-b-c-d

FP_Zd-h-b-s-a-f

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

782 帽子プロファイル



4.18 帽子プロファイル

HAT h*a*c*t

HATCa-b-c-b1-h-b3-b4-b5-s

HATAb1*h1*h2*h3*h4*h5*h6*b2*t*f*a*h
*b

HATBb*b1*b2*h*h1*h2*h3*h4*t*f*a

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

783 I 形梁 (コンクリート)



4.19 I 形梁 (コンクリート)

HIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

IIh*b1*t1-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

SIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

4.20 根太受け梁 (コンクリート)

RCLs*h-b*t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

784 根太受け梁 (コンクリート)



RCDLs*h-b*t

RCDLs*h-b*t1*t2

RCDXs*h-b*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1-ex

RCXXs*h-b*t*h1-h2-ex

RCXs*h-b*h2*h1

4.21 T プロファイル (コンクリート)

HTTh*b-s-t-b2-h2

TCh-b-t-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

785 T プロファイル (コンクリート)



TRIh*b-b2*t1-h3-t2

TTh*b-s-t-b2

TTTh*b-bl-br-hw-bwmin-bwmax

T_VAR_Ah1*h2*s*b1*t1-sft

T_VAR_Bh-b-c-d

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

786 不規則梁 (コンクリート)



4.22 不規則梁 (コンクリート)

IRR_Ab-h-g-c-d

IRR_Bh-b-c-d-f-g

IRR_Ch-b-c-d

IRR_Db1*b2-h1*h2

IRR_Eh-b-c-d-h2-h3-h4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

787 不規則梁 (コンクリート)



IRR_Fa*b

IRR_Gh*b*h2*b2

IRR_Hh*b*h2*b2

IRR_Ih*b*b2

IRR_Jh*b*b2

OCTB*b1-H*h1

REC_Ah-b

REC_Bh-b-b1

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

788 不規則梁 (コンクリート)



REC_Ch-b-b1

REC_Dh-b-b2

REC_Eh-b

REC_Fh-b

REC_Gh-b

REC_Hh-b

REC_I a-b*h

TRI_Ah-b

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

789 不規則梁 (コンクリート)



TRI_Ba1

TRI_Cb-h

TRI_Dh*b

TRI_Eb*h*h2*b2

4.23 パネル

PNL_Ah*b

PNL_Bh*b

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

790 パネル



PNL_Ch*b-a-ht*bt

PNL_Dh*b-a-ht*bt

PNL_Eh*b-a-ht*bt

PNL_Fh*b-a-ht*bt

PNL_Gh*b

PNL_Hh*b-a-ht

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

791 パネル



PNL_Ih*b-a-ht*bt

PNL_Jh*b-a-ht*bt

PNL_Kh*b

PNL_Lh-b-c-f

PNL_Mh-b-c-f-d

PNL_Nh-b-d-f-g-j

PNL_Oh-b-d-f-g-i-t

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

792 変化断面



4.24 変化断面

HEXRECTh-b-br-hr

HXGONb

OBLINCLh1-h2-h3-h4-b

OBLRIDh1*b1*b2-h2-h3-l2-l1

OBLVAR_Ah1*b1*b2-h2

OBLVAR_Bh1-h2-b

OBLVAR_Ch-b-a-i-j-k-m-n

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

793 変化断面



OBLVAR_Dh-c-b

OBLVAR_Eh-b-a-c-d-i-j-k-l-m-p-o

OCTAGONb-b2

PRMDASh*b-he*be

PL_Vh*b-he*be

PRMDh*b-h2*b2

ROUNDRECTd-Rb*Rh-t*ye-ze

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

794 その他



4.25 その他

BLKSd1-d2

CAPd

HEMISPHERd

NUT_Md

RCRWh*b-b2*b3-b4-t1*t2-t3*t4

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

795 その他



SKh*b-h2-t-b2-b3

SPHEREd

STBb-h-h1-b1-b2-d

STEPh-b*h1-b1-s

Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメ
トリック プロファイル

796 その他



5 鉄骨コンポーネント リファレン
ス

ここでは、Tekla Structures に同梱されている鉄骨コンポーネントの使用に関する情
報を紹介します。

必要なコンポーネントがわかっている場合は、コンポーネント ダイアログ ボック
スで F1 キーを押すことで、正しいヘルプ ページにすばやくアクセスすることがで
きます。一部のコンポーネントでは、従来の形式でローカルにインストールされた
ヘルプ ファイルが使用されています。これらのヘルプ ファイルにアクセスするに
は、コンポーネント ダイアログ ボックスで F1 キーを押すしかありません。

Tekla Warehouse では、その他のコンポーネントをダウンロードおよびインストール
することができます。

多くの既存のコンポーネントを変更し、独自のカスタム コンポーネントを作成す
ることもできます。「」を参照してください。

5.1 ガセットプレートジョイント

ここでは、ガセットプレートの接合部で使用できるコンポーネントについて説明し
ます。

• 溶接･スチフナー付フィンプレート (43) (798 ページ)

• フィン プレート (103) (813 ページ)

• 両面フィンプレート (118) (826 ページ)

• シアー プレート コネクション柱 (131) (837 ページ)

• ボルト-モーメント コネクション (134) (859 ページ)

• シンプルシアープレート(146) (885 ページ)

• 上部フランジへの溶接 (147) (929 ページ)

• フィン プレート 3 (149) (955 ページ)
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• モーメント コネクション (181) (982 ページ)

• フルデプス (184) (1008 ページ)

• [フル デプス拡張 (185)] (1035 ページ)

• JP 小梁ガセット B (185) (1065 ページ)

• せん断プレートチューブ柱 (189) (1080 ページ)

溶接･スチフナー付フィンプレート (43)
[溶接･スチフナー付フィンプレート (43)] は、小梁ウェブに溶接され、メイン部材
ウェブに溶接されたスチフナー プレートにボルト付けされたガセット プレートを
使用して、2 つの梁を接合します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• スチフナー

• シム プレート

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

小梁に溶接され、メイン部材に溶接され
たスチフナーにボルト付けされたガセ
ット プレート。

制限事項

このジョイントは、梁と柱の間のジョイントには使用できません。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副梁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 798 ガセットプレートジョイント



部材の識別キー

 説明

1 スチフナー

2 ガセット プレート

[画像] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、プレートの位置を定義します。

寸法

 説明 デフォルト

1 スチフナーとメイン部材のフランジの間の縁
端距離。

0
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 説明 デフォルト

2 ガセット プレートの上下の縁端距離。 デフォルトでは、ガ
セット プレートの位
置と寸法はボルト グ
ループの縁端距離に
よって定義されま
す。ガセット プレー
トの上端と下端のデ
フォルトの位置は、
上下の縁端距離で上
書きできます。

3 スチフナーの縁端と副部材の端点の距離。  
4 メイン部材ウェブとガセット プレートの間の

ギャップ。

10 mm
値を変更すると、そ
れに応じてボルト グ
ループが移動しま
す。

5 ガセット プレートとスチフナー下部の間の縁
端距離。

 

[部材] タブ
部材プロパティを定義するには、[部材] タブを使用します。

部材

オプション 説明 デフォルト

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、および
高さ。

デフォルトでは、高さは
ボルト グループの垂直
縁端距離によって定義
されます。

幅を入力しない場合、ス
チフナーの幅はフラン
ジ幅に基づいて定義さ
れます。スチフナー厚
のデフォルト値は、ウェ
ブ厚です。

プレート ガセット プレートの厚さと幅。

高さはボルト グループの縁端
距離で定義されます。[ピクチ
ャー] タブでは、ガセット プレ
ートの上下の距離を使用して
高さを変更することもできま
す。

エンド プレートの厚さ
のデフォルト値は、ねじ
径の半分です。

フィラー プレート シム プレートの厚さ。  
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、ガセット プレート位置、スチフナーのタイプと
角、シム プレート製品を定義します。

ガセット プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

自動

手前側

手前側

両側

向う側
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スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

[ガセットプレートによって決定]

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

完全

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

角処理寸法

  
1 水平方向の角処理寸法

2 垂直方向の角処理寸法

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルト グループ寸法とボルト プロパティを定義します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

7 • [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。
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オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。
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オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。
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オプション 説明

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

フィン プレート (103)
フィンプレート (103) では、ガセット プレートを使用して、梁を梁または柱に接続
します。ガセット プレートはメイン部材に溶接され、副梁にボルト付けされます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 813 ガセットプレートジョイント



作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

梁に接続されたガセット プレート。

梁に接続されたガセット プレート。

副梁が斜めに接続されています。

梁に接続されたガセット プレート。

副梁に勾配が付けられ、斜めに接続されていま
す。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。
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2. 副部材 (梁) を選択します。

副梁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、ガセット プレートの位置を制御します。

ガセット プレートの寸法

 説明

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の間にギャップが作成されま
す。

カットは、メイン部材ウェブを始点として定義されます。

2 小梁の上端からガセット プレートの上端までの距離。

3 小梁の下端からガセット プレートの下端までの距離。
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ガセット プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートは副梁ウェブの左側
にあります。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートは副梁ウェブの左側
にあります。

ガセット プレートは副梁ウェブの右側
にあります。

梁フランジ カット

オプション 説明

デフォルト

直

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

フランジの端部は直角にカットされま
す。

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティを制御します。

シアー プレート

部材 説明

ﾌﾟﾚｰﾄ ガセット プレートの厚さと高さ。

鉄骨コンポーネント リファレンス 816 ガセットプレートジョイント



オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。
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ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。
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手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。
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オプション 説明

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法
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 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

両面フィンプレート (118)
[両面フィンプレート (118)] では、ガセット プレートを使用して、2 つの梁を 1 つ
の梁または柱に接続します。ガセット プレートはメインの梁または柱に溶接さ
れ、副梁にボルト付けされます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (2 個)

• ボルト
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• 溶接

• カット

適用

状況 説明

梁に接続されたガセット プレート。

梁に接続されたガセット プレート。

もう一方の副梁に勾配が付けられています。

柱ウェブに接続されたガセット プレート。

制限事項

ガセット プレートの上端は同じレベルにある必要があります。
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選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置を制御します。

ガセット プレートの寸法

 説明 デフォルト

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

カットは、メイン部材ウェブを始点として定義
されます。

2 小梁の下端からガセット プレートの下端までの
距離。
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 説明 デフォルト

3 初の副梁の上端からガセット プレートの上端
までの距離。ガセット プレートの上端が同じレ
ベルに揃えられます。

50 mm

ガセット プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートは副梁ウェブの左側
にあります。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートは副梁ウェブの左側
にあります。

ガセット プレートは副梁ウェブの右側
にあります。

梁フランジ カット

オプション 説明

デフォルト

四角形

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

斜

フランジの端部を斜めにカットします。

四角形

フランジの端部は直角にカットされま
す。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティを制御します。

部材 説明

プレート ガセット プレートの厚さと高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。両方の副部材のノッチを定義します。

ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。
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オプション オプション 説明

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。
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 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 832 ガセットプレートジョイント



ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 水平方向のボルト縁端距離を指定します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3
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オプション 説明

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。
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オプション 説明 標準

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

シアープレートコネクション 柱 (131)
[シアープレートコネクション柱 (131)] では、1 面または 2 面のガセット プレート
を使用して梁と柱を接合します。ガセット プレートはメイン部材ウェブとスチフ
ナーに溶接され、副部材ウェブとボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾
配を付けることもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• 溶接

• ボルト

• カット

適用

オプション 説明

2 面ガセット プレートと 4 箇所のスチフナー。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。
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寸法

説明 デフォルト

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

10 mm

2 ガセットプレートの角処理された部分の高さ。 50 mm
3 メイン部材の縁端からガセットプレートの角

までの距離。

20 mm

4 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

20 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
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オプション 説明

れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。
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梁の下フランジカット

オプション 説明

標準

ノッチ

ノッチの寸法を定義します。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

ノッチの寸法を定義します。

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレートの形状

オプション 説明

デフォルト

プレートの角が処理されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

プレートの角が処理されます。

プレートの角が処理されます。

プレートの角は処理されません。

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。
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 説明

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

せん断タブのギャップ
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 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

傾斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 せん断タブの両
側の垂直縁端が副部材の端部に対して
平行に切断されます。

傾斜

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 両側の垂直縁端
が副部材の端部に対して平行に切断さ
れます。

直角せん断タブ

変更された傾斜

[傾斜]オプションと同じですが、副部材
の梁に取り付けられるせんガセットプ
レートの垂直縁端が、副部材の梁のフラ
ンジに対して垂直に切断されます。

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。
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オプション 説明

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート
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スチフナーギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。
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角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。
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ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3
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オプション 説明

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。
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オプション 説明

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 856 ガセットプレートジョイント



フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。
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オプション 説明

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ボルト-モーメント コネクション (134)
[ボルト-モーメントコネクション (134)] は、梁を柱ウェブまたは柱フランジに接続
します。ガセット プレートはメイン部材のウェブまたはフランジに溶接され、副
部材のウェブにボルト付けされます。副部材は、水平にすることも傾斜を付けるこ
ともできます。また、斜めに接続することもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• フランジ プレート (2)

• シム プレート

• スチフナー (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

柱ウェブに接続された梁。

柱フランジに接続された梁。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 ガセット プレート

2 上ﾌﾗﾝｼﾞ

3 下ﾌﾗﾝｼﾞ

4 シム プレート

4 スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。

寸法

 説明

1 メイン部材フランジの端部からガセットプレートの端部までの距離。

2 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の間にギャップが作成されま
す。

3 シム プレートの縁端からフランジ プレートの縁端までの距離。

4 副部材の縁端からフランジ プレートの縁端までの距離。
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梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

梁の開先側

 説明

1 梁端部カットの開先。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。
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オプション 説明

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

[せん断プレート] タブ
[せん断プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方
向、および形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凹円弧のスカラップ

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ
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オプション 説明

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

[フランジプレート] タブ
[フランジプレート] タブを使用して、フランジ プレートとシム プレートのサイズ、
位置、番号、方向、および形状を制御します。
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プレート

部材 説明 デフォルト

上ﾌﾗﾝｼﾞ 上フランジ プレートの厚
さ。

20 mm

下ﾌﾗﾝｼﾞ 下フランジ プレートの厚
さ。

20 mm

上ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ1 上フィラー プレートの厚
さと幅。

10 mm

下ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ1 下フィラー プレートの厚
さと幅。

0

上ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ2 上フィラー プレートの厚
さ。

 

下ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ2 下フィラー プレートの厚
さ。

 

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 867 ガセットプレートジョイント



フランジ プレート コーナー処理

説明

1 フランジ プレートの角処理の水平寸法。

2 フランジ プレートの角処理の垂直寸法。

3 フランジ プレートの角処理の垂直およ
び水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凹円弧のスカラップ

[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。
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オプション 説明

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。
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スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト
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オプション 説明

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

スチフナーの位置

 説明

1 手前側のスチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップ サ
イズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャ
ップ サイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャ
ップ サイズ。
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 説明

4 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャ
ップ サイズ。

5 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャ
ップ サイズ。

6 向う側のスチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップ サ
イズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

[せん断ボルト] タブ
[せん断ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトの
プロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

鉄骨コンポーネント リファレンス 874 ガセットプレートジョイント



 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[フランジボルト] タブ
[フランジボルト] タブを使用して、フランジ プレートを副部材に接続するボルト
のプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、フランジ プレートのサイズと形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

鉄骨コンポーネント リファレンス 878 ガセットプレートジョイント



 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。

8 メイン部材ウェブからのフランジ プレートの縁端距離。
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 説明

9 ボルト グループのオフセット原点部材を選択します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

デッキ塗りつぶしプレートとフリーの塗りつぶしプレートの長孔

オプション 説明

デッキ塗りつぶしプレートの長孔、フリ
ーの塗りつぶしプレートの長孔

長孔をデッキ塗りつぶしプレートに作
成するか、フリーの塗りつぶしプレート
に作成するかを選択します。

[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
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オプション 説明 デフォルト

イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。
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補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。
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全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。
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溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

シンプルシアープレート(146)
[シンプルシアープレート(146)]は、1 枚の四角形のガセットプレートまたは 2 枚の
ガセットプレートを使用して、2 つの梁、または梁と柱を接続します。ガセットプ
レートは大梁のウェブとフランジに溶接され、小梁ウェブにボルト接合されます。
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小梁は、水平にすることも傾斜を付けることもできます。また、斜めに接続するこ
ともできます。メイン梁ウェブの反対側のスチフナープレートはオプションです。

作成されるオブジェクト

• ガセットプレート(1 つまたは 2 つ)

• スチフナー(オプション)

• ハンチプレート(オプション)

• 溶接裏当て材(オプション)

• シートアングル

• 溶接

• ボルト

• カット

使用方法

状況 説明

シンプルガセットプレートを梁に接続。

シンプルガセットプレートを梁に接続。

一部のボルトが削除されています。
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状況 説明

シンプルガセットプレートを梁に接続。

副部材が斜めに接続されています。

シンプルガセットプレートを梁に接続。

副部材に傾斜が付けられ、斜めに接続されています。
ボルトとガセットプレートは、副部材と平行に配置
されます。

ハンチとスチフナープレートを使用してシンプルガ
セットプレートを梁に接続。

シンプルガセットプレートを梁に接続。

副部材に傾斜が付けられ、斜めに接続されています。
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状況 説明

シンプルガセットプレートを柱フランジに接続。

シンプルガセットプレートを柱フランジ/柱の縁端
に接続。

シート配置角度オプションを使用して、シンプルガ
セットプレートを柱フランジに接続。

シンプルガセットプレートを柱フランジに接続。

一部のボルトが削除されています。

選択順序

1. メイン部材(柱または梁)を選択します。
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2. 副部材(梁)を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

部材の識別キー

 部材

1 ガセットプレート

2 ハンチプレート

ピクチャータブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、梁の端部、フランジ、およびウェブ カットを制御しま
す。

寸法
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 説明 デフォルト

1 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

2 梁のギャップ寸法は、メイン部材ウェブと副梁
ウェブ間の間隔を調整します。

寸法は、メイン部材に対して直角か、副部材と
同じ方向に測定されます。このオプションは直
角および斜めの部材接続タイプで適用されま
す。

寸法は、[梁端部カット] オプションが [デフォル
ト] または [自動] に設定されている場合にのみ
使用できます。

20 mm

メイン部材に対して直角
になります。

梁端部カット

副梁端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。
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梁ウェブのカット

副梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

梁の下フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

ノッチ

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート]タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、および
形状を制御します。

部材

オプション 説明

タブプレート ガセットプレートの厚さ、幅、および高さ。

ワッシャー(板) ワッシャー(板)の厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ガセットプレートの位置

1 つガセットプレート接続でのガセットプレートの数とサイドを定義します。
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オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

ガセットプレートと副部材の間のギャップ。

   
1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ

ャップ。

0

ガセットプレートの位置(傾斜)
ガセットプレートの位置を定義します。副部材が傾斜しています。
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オプション 説明

デフォルト

ガセットプレートの縁端がメイン部材
の同じレベルに到達します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセットプレートの縁端がメイン部材
の同じレベルに到達します。

ガセットプレートは同じ長さです。

ガセットプレート縁端距離

説明

1 メイン部材ウェブとガセットプレートの縁端の間の距離。

ガセット プレートの端部カット

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

直角せん断タブ

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

斜

ガセット プレートの端部はメイン部材
ウェブと平行にカットされます。
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プレートの角処理

説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

角処理無し

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理無し

ラインカット角処理

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理

ガセットプレートの方向

オプション 説明

デフォルト

傾斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 せん断タブの両
側の垂直縁端が副部材の端部に対して
平行に切断されます。

傾斜

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 両側の垂直縁端
が副部材の端部に対して平行に切断さ
れます。

直角せん断タブ

変更された傾斜

[傾斜]オプションと同じですが、副部材
の梁に取り付けられるせんガセットプ
レートの垂直縁端が、副部材の梁のフラ
ンジに対して垂直に切断されます。

ワッシャー(板)
ボルトのワッシャー(板)を指定して、ワッシャー(板)の面を選択します。

オプション 説明

デフォルト

ワッシャー(板)なし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ワッシャー(板)なし

1 つのワッシャー(板)
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オプション 説明

各ボルトの個々の正方形ワッシャー(板)

各ボルトの個々の円形ワッシャー(板)

オプション 説明

ワッシャー(板)を 1 つのガセットプレー
トに作成するか両方のガセットプレー
トに作成するかを選択します。

[スチフナー] タブ
[ｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナープレートの寸法、方向、位置、およびタイプ
を制御します。

ウェブ スチフナー プレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スチフナーの作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。
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スチフナーのギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップ サイズ。

2 メイン部材ウェブとスチフナーの間のギャップ サイズ。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

スチフナーの角処理

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ]タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ]タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ付け

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副梁に対してノッチを作成します。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

副梁に対してノッチを作成します。カットはメイン梁ウ
ェブに対して直角になります。

副梁に対してノッチを作成します。カットは副梁ウェブ
に対して直角になります。

副梁に対してノッチを作成します。垂直方向のカットは
メイン梁に対して直角になり、水平方向のカットは副梁
に対して直角になります。
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オプション 説明

自動ノッチをオフにします。

副梁の両側にノッチを作成します。カットは副梁に対し
て直角になります。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。
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オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチの位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。
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オプション 説明

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ付け

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

ウェブからフランジカットまでの寸法

 説明

1 ウェブからフランジカットまでの距離を定義します。

[ボルト]タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパテ
ィを制御します。

ボルトグループの寸法

ボルトグループの寸法は、ガセットプレートのサイズや形状に影響します。
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 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

副梁に傾斜を付けたり、斜めに接続したりするときに、ボルトグループか
ら副部材の縁端までの水平寸法と、ボルトグループからメイン部材ウェブ
までの水平寸法の、どちらを測定するかを定義します。

• 傾斜、副部材に対して

• 斜め、副部材に対して

• 傾斜、メイン部材に対して

• 斜め、メイン部材に対して

デフォルトでは、ボルトグループから副部材の縁端までの水平寸法が測定
されます。

[[梁端部カット]] タブの ﾋﾟｸﾁｬｰ が直角に設定されていることを確認しま

す。 
2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

鉄骨コンポーネント リファレンス 908 ガセットプレートジョイント



 説明

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

副梁に傾斜を付けるときに、ボルトグループから副部材の端部までの垂直
寸法と、メイン部材の端部までの垂直寸法の、どちらを測定するかを定義
します。

• 垂直傾斜寸法、副部材に対して

• 垂直寸法、副部材に対して

• 垂直寸法、メイン部材に対して

• 垂直寸法、メイン部材の中心線に対して

デフォルトでは、ボルトグループから副部材の縁端までの垂直寸法が測定
されます(傾斜寸法)。

[[梁端部カット]] タブの ﾋﾟｸﾁｬｰ が直角に設定されていることを確認しま

す 。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。
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ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

部材許容範囲

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[梁カット部]タブ
溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、およびフランジ カットを制御する
には、[梁ｶｯﾄ部] タブを使用します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スカラップの寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。
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 説明

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

スカラップのタイプ

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。
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オプション 説明 デフォルト

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。
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フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材の作成

下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

裏当材はフランジの外側に作成されま
す。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ
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オプション 説明

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

製品タイプ

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[アングルボックス]タブ
[ｱﾝｸﾞﾙﾎﾞｯｸｽ] タブを使用して、シート配置角度を追加します。

シート配置角度

シートアングルは、副部材にかかる負荷を支える目的で使用されます。 シートア
ングルは、副部材の上部フランジ、下部フランジ、またはその両方に配置できま
す。 シートアングルは、メイン部材と副部材をスチフナーで強化できます。また、
シートアングルを、メイン部材と副部材にボルト締めまたは溶接できます。

オプション 説明

[スチフナー] スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

[プロファイル] シートアングルのプロファイル。プロ
ファイルカタログから選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

シート配置角度の位置

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは作成されません。

フランジの上にシートアングルが作成
されます。

フランジの下にシートアングルが作成
されます。

フランジの両側にシートアングルが作
成されます。
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シート配置角度の接合方法

副部材の上または下にシートアングルが配置されます。

上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

デフォルト

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

溶接-ボルト

シートアングルをメイン
部材に溶接し、副部材にボ
ルト接合します。

ボルト-溶接

シートアングルをメイン
部材にボルト接合し、副部
材に溶接します。

溶接接合

シートアングルをメイン
部材と副部材に溶接しま
す。

シート配置角度スチフナーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

長方形のスチフナープレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

長方形のスチフナープレート

三角形のスチフナープレート

シートアングルの脚の端部を結ぶ線に
よってスチフナープレートの形状が定
義されます。

シート配置角度の回転

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは回転しません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは回転しません。

シートアングルは水平に 90 度回転しま
す。

回転したシートアングルをスチフナー
で補強するには、[中スチフナーの位置]
リストで[中スチフナー]オプションを選
択します。

シート配置角度の方向

オプション 説明

デフォルト

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。
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オプション 説明

シートアングルの長脚はメイン部材に
接続されます。

自動

シートアングルの長脚が、ボルトとシー
トアングルコーナーの距離が も遠い
部材に接続されます。

シート配置角度の側面スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

側面スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

側面スチフナーは作成されません。

手前側のスチフナーが作成されます。

向う側のスチフナーが作成されます。

手前側と向う側のスチフナーが作成さ
れます。

シート配置角度の中スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

ボルト位置に従う

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

中間スチフナープレートは作成されま
せん。

中スチフナー

スチフナープレートが、シートアングル
の中央に配置されます。
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オプション 説明

中スチフナー数は、[中スチフナー数] ボ
ックスに入力します。

複数のスチフナーは中心に等間隔に配
置されます。

ボルト位置に従う

スチフナープレートは、ボルト間のボル
ト間隔の中間に配置されます。

デフォルトでは、スチフナーは 1 つおき
にボルトの間に作成されます。

中スチフナー数は、[ボルト位置に従う]
オプションの下のボックスに入力しま
す。

シート配置角度のオフセット

 説明

1 メイン部材の中心線からのシートアングル水平オフセット。

シート配置角度のギャップ

 説明

1 シートアングルと副部材間の上部ギャップと下部ギャップ。
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シート配置角度の角処理

 説明

1 角処理の垂直寸法。

2 角処理の水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

鉄骨コンポーネント リファレンス 924 ガセットプレートジョイント



[ボックス P ボルト]タブ
[ﾎﾞｯｸｽPﾎﾞﾙﾄ] タブを使用して、シート配置角度をメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。

シート配置角度のボルトグループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

ボルト縁端距離。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

• [上部] とは、上部配置角度をメイン部材に接続するボルト グループを意味しま
す。

• [下部]とは、下部シート配置角度をメイン部材に接続するボルト グループを意
味します。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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[ボックス S ボルト]タブ
[ﾎﾞｯｸｽSﾎﾞﾙﾄ] タブを使用して、シート配置角度を副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

シート配置角度のボルトグループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

• [上部]とは、上部配置角度を副部材に接続するボルト グループを意味します。

• [下部]とは、下部シート配置角度を副部材に接続するボルト グループを意味し
ます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般]タブ
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[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計]タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析]タブ

溶接

詳細情報のリンク:

上部フランジへの溶接 (147)
[上部フランジへの溶接 2 (147)] では、1 枚または 2 枚のガセット プレートを使用し
て、大梁と小梁を接合します。ガセット プレートはメイン梁ウェブと上フランジ
に溶接され、小梁ウェブにボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付
けることもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• シート配置角度 (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

部分的デプス ガセット プレートが梁フランジ上部に
接合されています。スチフナーが作成されます。

部分的デプス ガセット プレートが梁フランジ上部に
接合されています。副部材が傾斜しています。スチフ
ナーが作成されます。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート
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注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。

説明 デフォルト

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

20

2 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。
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オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

鉄骨コンポーネント リファレンス 933 ガセットプレートジョイント



オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレートの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの外側の角処理の水平寸法。

4 ガセットプレートの外側の角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ
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オプション 説明

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

ウェブスチフナープレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ
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スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。

スチフナーギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップサイズ。
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スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。
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オプション 説明

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。
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フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。
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オプション 説明

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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ウェブからフランジカットまでの寸法

 説明

1 ウェブからフランジカットまでの距離を定義します。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。
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オプション 説明

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

裏当材はフランジの外側に作成されま
す。
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溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

フィン プレート 3 (149)
[フィンプレート 3 (149)] では、1 枚または 2 枚のガセット プレートを使用して、大
梁と小梁を接合します。ガセット プレートはメイン梁ウェブと上フランジに溶接
され、小梁ウェブにボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付けるこ
ともできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

部分的デプス ガセット プレートが梁フラン
ジ上部に接合されています。
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状況 説明

部分的デプス ガセット プレートが梁フラン
ジ上部に接合されています。スチフナーが作
成されます。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。
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[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。

寸法

説明 デフォルト

1 メイン部材フランジの端部からガセットプレー
トの端部までの距離。

0

2 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

20

3 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
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オプション 説明

れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし
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オプション 説明

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凹円弧のスカラップ
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せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0
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[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

ウェブスチフナープレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。
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オプション 説明

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。

スチフナーギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップサイズ。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。
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ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。
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ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。
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ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

ウェブからフランジカットまでの寸法

 説明

1 ウェブからフランジカットまでの距離を定義します。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。
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オプション 説明 デフォルト

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10
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梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。
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溶接裏当材

下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側に作成されま
す。

裏当材はフランジの外側に作成されま
す。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

鉄骨コンポーネント リファレンス 981 ガセットプレートジョイント



溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

モーメントコネクション (181)
[モーメントコネクション (181)] では、1 枚または 2 枚のガセット プレートを使用
して、梁と柱、または大梁と小梁を接合します。ガセット プレートはメイン部材
に溶接され、副部材ウェブにボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を
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付けることもできます。上下フランジ プレートは、副梁に溶接し、中心柱に現場
溶接されます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• 上フランジ プレート

• 下フランジ プレート

• スチフナー (4) (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

柱フランジに溶接されたモーメント コネク
ション。副部材が傾斜しています。

柱フランジに溶接されたモーメント コネク
ション。梁の溶接開先およびスカラップオプ
ション。
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選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 上フランジ プレート

3 下フランジ プレート

4 上スチフナー プレート

5 下スチフナー プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。
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寸法

説明

1 上フランジ プレートの縁端からメイン部材フランジまでのルート ギャッ
プ。

2 下フランジ プレートの縁端からメイン部材ウェブまでのルート ギャップ。

3 ガセット プレートの縁端から副部材の上端までの距離。

4 ガセット プレートのコーナー処理寸法。

5 メイン部材フランジから副部材の縁端までの距離。

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。
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オプション 説明

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、および形
状を制御します。

プレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明

[上部プレート] 上部プレートの厚さ、幅、および高さ。

[下部プレート] 下部プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ガセット プレートの寸法

 説明

1 メイン部材フランジの縁端から上下プレートの縁端までの距離。

2 副部材のフランジから上下プレートの縁端までの距離。

3 上下プレートの角処理された端部の幅。

4 上下プレートの角処理寸法。

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。
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オプション 説明

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。
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スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト
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オプション 説明

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。
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ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

鉄骨コンポーネント リファレンス 994 ガセットプレートジョイント



オプション 説明

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接アクセス孔、梁端部開先、およびフランジ カ
ットを制御します。

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

スカラップ

オプション オプション 説明

デフォルト

円弧形状のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

円弧形状のスカラップ

四角形のスカラップ
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オプション オプション 説明

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

特定の半径と寸法を持つ
円錐形のスカラップ。半

径と寸法は、
で定義できます。

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。
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梁端部の調整

オプション 説明

デフォルト

梁端部を揃えません。

副部材フランジを上下プレートと揃え
ません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

梁端部を揃えません。

梁端部を揃えます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
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オプション 説明 デフォルト

--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。
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補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。
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全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。
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溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

フルデプス (184)
フルデプス (184) は、フル デプス ガセット プレートを使用して 2 つの梁を接続し
ます。ガセット プレートはメイン梁ウェブとフランジに溶接され、副梁ウェブに
ボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付けることもできます。大梁
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のスチフナー プレートと、小梁フランジに溶接されるハンチ プレートはオプショ
ンです。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当て材 (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

スチフナー プレートを使用したフル デプス ジョ
イント。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジ、およびウェブ
カットを制御します。

寸法
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 説明 デフォルト

1 副部材のカット。

カットは、メイン部材ウェブを始点として定義さ
れます。

20 mm

2 メイン部材フランジの端部からガセットプレー
トの端部までの距離。

3 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部を
始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

10 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。
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オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

ノッチ

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、および形状を
制御します。

Shear tab plate

オプション 説明

タブ プレート ガセット プレートの厚さと幅。

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
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オプション 説明

ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

ガセット プレートの端部カット

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

AutoDefaults can change this option.
Square

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

Bevel

ガセット プレートの端部はメイン部材
ウェブと平行にカットされます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1015 ガセットプレートジョイント



[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

Opposite web stiffener plate dimensions

オプション 説明

ウェブ スチフナー ウェブ スチフナー プレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。
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オプション 説明

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。

スチフナーギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップサイズ。

2 メイン部材フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ
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[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

Haunch plates

オプション 説明

上部プレート 上部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

下部プレート 下部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。
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オプション 説明

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。
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フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。
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オプション 説明

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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ウェブからフランジカットまでの寸法

 説明

1 ウェブからフランジカットまでの距離を定義します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパテ
ィを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[梁カット部] タブ
[梁ｶｯﾄ部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、および
フランジ カットを制御します。

Weld backing bar

オプション 説明

溶接裏当材 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 1030 ガセットプレートジョイント



オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1032 ガセットプレートジョイント



オプション 説明

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。
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上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。
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[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[フル デプス拡張 (185)]
フルデプス拡張 (185) は、フル デプス ガセット プレートを使用して 2 つの梁を接
続します。ガセット プレートはメイン梁ウェブとフランジに溶接され、副梁ウェ
ブにボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付けることもできます。
大梁のスチフナー プレートと、小梁フランジに溶接されるハンチ プレートはオプ
ションです。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当て材 (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

フル デプス ガセット プレート。

副部材が傾斜しています。

フル デプス ガセット プレート。

副部材に傾斜が付けられ、斜めに接続されて
います。
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状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

副部材はオフセットされます。一部のボル
トが削除されています。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェブの
カットを制御します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 メイン部材フランジの端部からガセットプレー
トの端部までの距離。

0

2 メイン部材フランジの端部からガセットプレー
トの端部までの距離。

0

3 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の間
にギャップが作成されます。

20 mm

4 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部を
始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。
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オプション 説明

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、および形状を
制御します。

Shear tab plate

オプション 説明

タブ プレート ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし
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オプション 説明

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凹円弧のスカラップ
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プレートの内側の角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの内側の角処理の半径と垂直寸法。

角処理タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ
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内側のスカラップ

オプション 説明

デフォルト

凹円弧のスカラップ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凹円弧のスカラップ

凸円弧のスカラップ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ
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オプション 説明

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

ガセット プレートの端部カット

Option Description
デフォルト

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

AutoDefaults can change this option.
Square

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

Bevel

ガセット プレートの端部はメイン部材
ウェブと平行にカットされます。

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ
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オプション 説明

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ

[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナープレートの寸法、方向、位置、およびタ
イプを制御します。

ウェブスチフナープレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。

スチフナーギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップサイズ。

2 メイン部材フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。
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スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット
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オプション 説明

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

ウェブ スチフナー オフセット

ガセット プレートの中心線からのウェブ スチフナーのオフセットを定義します。

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。
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オプション 説明

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。
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フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。
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オプション 説明

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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ウェブからフランジカットまでの寸法

 説明

1 ウェブからフランジカットまでの距離を定義します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパテ
ィを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 1059 ガセットプレートジョイント



ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[梁カット部] タブ
溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、およびフランジ カットを制御する
には、[梁ｶｯﾄ部] タブを使用します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。
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溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10
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梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。
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溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ
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溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

JP 小梁ガセット B (185)
[JP 小梁ガセット B (185)] では、フル デプス ガセット プレートを使用して大梁と
小梁を接合します。ガセット プレートはメイン梁ウェブとフランジに溶接され、
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副梁ウェブにボルト接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付けることもで
きます。メイン梁ウェブの反対側にスチフナー プレートを作成できます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

フル デプス ガセット プレート。

副部材が傾斜しています。
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状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

副部材に傾斜が付けられ、斜めに接続されて
います。

フル デプス ガセット プレート。

副部材はオフセットされます。一部のボル
トが削除されています。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 説明

1 ガセット プレート

2 スチフナー

[画像] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェブの
カットを制御します。

寸法

  
1 メイン部材フランジの端部からガセットプレートの端部まで

の距離。

2 メイン部材フランジの端部からガセットプレートの端部まで
の距離。

3 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の間にギャップ
が作成されます。

4 副部材フランジに対して行われるストリップのサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部を始点として
定義されます。

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。
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オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

梁の下フランジ カット

オプション 説明

デフォルト

フランジ カット

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ノッチ

ガセット プレートがフランジと交差す
る場合、副部材の梁の下部がノッチ処理
されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジ カット

ガセット プレートが副部材の梁フラン
ジと交差する場合、副部材の梁フランジ
のガセット プレートと同じ側がカット
されます。

ガセット プレートのカット

副部材フランジ カットの寸法を入力し
ます。

ガセット プレートの形状

オプション 説明

デフォルト

角切り

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

角切り

開先側

[プレート] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、および形状を
制御します。

ガセット プレート

オプション 説明

タブ プレート ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ガセット プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側ガセット プレート

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にガセット プレートが
作成されます。

手前側ガセット プレート

手前側と向う側のガセット プレート

向う側ガセット プレート

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ

ガセット プレートの角処理
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 説明

1 ガセット プレートの角処理の垂直寸法。

2 ガセット プレートの角処理の水平寸法。

3 ガセット プレートの角処理の半径。

4 角処理タイプを選択します。

プレートの内側の角処理

 説明

1 ガセット プレートの角処理の水平寸法。

2 ガセット プレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセット プレートの角処理の半径。

4 角処理タイプを選択します。

[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

ウェブスチフナープレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
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オプション 説明 デフォルト

ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。
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スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

3 角処理タイプを選択します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパテ
ィを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトが
ある場合は、2 つの間隔値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択
します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入
力する場合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から
右、上から下の順に番号が付与されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1
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オプション 説明

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1079 ガセットプレートジョイント



既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

せん断プレートチューブ柱 (189)
[せん断プレートチューブ柱 (189)] では、ガセット プレートを使用して梁をチュー
ブ柱に接続します。ガセット プレートはチューブ柱を貫通します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)
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• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

2 つの副部材を使用するチューブ柱を貫通するガセ
ット プレート。

2 つの副部材を使用するチューブ柱を貫通するガセ
ット プレート。ガセット プレートが柱上部まで延
長されています。

2 つの副部材とボルト配置オプションを使用するチ
ューブ柱を貫通するガセット プレート。

副部材は、水平でも傾斜していもかまいません。
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状況 説明

2 つの副部材を使用するチューブ柱を貫通するガセ
ット プレート。

ジョイントが作成された後に 3 つ目の副部材が追加
されています。

1 つの副部材を使用するチューブ柱を貫通するガセ
ット プレート。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート
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注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置を制御し、梁端部のカッ
ト方法を定義します。

寸法

 説明 デフォルト

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

20 mm

2 メイン部材の縁端からガセット プレートの上の
角までの距離。

5 mm

3 メイン部材の縁端からガセット プレートの下の
角までの距離。

5 mm

4 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。
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オプション オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜が
ある場合は、梁の端部が直
角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は
斜めにカットされます。

直

梁の端部を直角にカット
します。

斜

梁の端部がメイン部材に
あわせてカットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

ガセット プレート

オプション 説明

せん断ﾌﾟﾚｰﾄ 板厚。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ガセット プレートの寸法

説明

1 ガセット プレート用に作成するカットの水平サイズ。

ガセット プレートの両側に同じサイズのカットが作成されます。

2 ガセット プレート用に作成するカットの垂直サイズ。

ガセット プレートの上下に同じサイズのカットが作成されます。

3 ガセット プレートの中心線からメイン部材の中心線までの距離。

デフォルト値の 0 を使用すると、メイン部材の中心線にガセット プレート

が配置されます。

4 ガセット プレート用に作成するカットの角の半径。

5 ガセット プレートの角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

ライン カット角処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理なし
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オプション 説明

ライン カット角処理

凹円弧の角処理

ガセット プレートのカット

コンポーネントを柱上部の近くに作成する場合は、ガセット プレートの上端を柱
上部まで延長できます。

オプション 説明

デフォルト

ライン

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ライン

柱上部

ガセット プレートの上端がメイン部材
の上部まで延長されます。

ガセット プレートの形状

オプション 説明

デフォルト

メイン部材に対して垂直になります。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

メイン部材に対して垂直になります。

自動

ガセット プレートの縁端を右側の副部
材の方向に揃えます。

ガセット プレートの縁端を左側の副部
材の方向に揃えます。

ガセット プレートの縁端が副部材の縁
端の交点で結合されます。

両方の縁端で定義されます。
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ガセット プレートの方向

両方の副部材に対するガセット プレートの方向を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

傾斜

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

自動

傾斜または四角

副部材の傾斜が 10 度未満
の場合は、四角形のガセッ
ト プレートが作成されま
す。それ以外の場合は、副
部材の方向に傾斜したガ
セット プレートが作成さ
れます。

傾斜

四角形

端部が直角にカットされ
た傾斜

ガセット プレートの上の角の形状

両方の副部材に対するガセット プレートの上の角の形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

斜

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

斜

四角形

ガセット プレートの下の角の形状

両方の副部材に対するガセット プレートの下の角の形状を定義します。
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オプション オプション 説明

デフォルト

斜

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

斜

四角形

ガセット プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

メイン部材と副部材の間の角度が 90 度
未満のときは、ガセット プレートが手前
側に作成されます。

手前側

両側

向う側

[第 1 副部材ボルト] タブと [第 2 副部材ボルト] タブ
[第 1 副部材ボルト] タブと [第 2 副部材ボルト] タブを使用して、ガセット プレー
トを 初の副部材および 2 番目の副部材に接続するボルトのプロパティを制御し
ます。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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5.2 クリップアングルジョイント

ここでは、Tekla Structures で使用可能なクリップアングルジョイントコンポーネン
トについて説明します。

詳細情報のリンク:

• クリップアングル (116) (1093 ページ)

• 両面クリップ アングル (117) (1104 ページ)

• [クリップ アングル (141)] (1114 ページ)

• 両面クリップ アングル (143) (1160 ページ)

クリップアングル (116)
[クリップアングル (116)] では、クリップ アングルを使用して、梁を梁または柱に
接続します。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル (1 個または 2 個)

• ボルト

• カット

使用方法

状況 説明

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

副梁に勾配が付けられています。
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状況 説明

柱フランジへのクリップ アングル ジョイント。

柱フランジへのクリップ アングル ジョイント。

副梁に勾配が付けられています。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 クリップ アングル

[ピクチャー] タブ
クリップ アングルの寸法と位置を制御するには、[ピクチャー] タブを使用します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 副部材の部材許容範囲。  
2 副梁の上面からのクリップアングル上部の縁端

距離。

アングルの上端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

3 副梁の下面からクリップアングルの下端までの
距離。

アングルの下端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

4 メイン部材とクリップ アングルの間のギャッ
プ。

 

5 クリップ アングルの高さ。  

クリップ アングルの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

手前側のクリップ アングルが作成され
ます。

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。

向う側のクリップ アングルが作成され
ます。

[部材] タブ
クリップ アングルで部材のプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

クリップ アングル

部材 説明

L プロファイル プロファイル カタログから
クリップ アングルのプロフ
ァイルを選択して定義しま
す。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。
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BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。

 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。
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オプション オプション 説明

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。
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ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。メイン部材のボ
ルトの垂直位置を、副部材のボルトの垂直位置に揃える必要があります。垂直方向
のボルトは千鳥ボルトにすることはできません。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。
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 説明

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

2 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

3 ボルト数。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1101 クリップアングルジョイント



 説明

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

部材許容範囲

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ
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[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

両面クリップ アングル (117)
[両面クリップアングル (117)] では、クリップ アングルを使用して、2 つの梁を 1
つの梁または柱に接続します。クリップ アングルは、副梁およびメイン部材にボ
ルト付けされます。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル (2 個または 4 個)

• ボルト

• カット

適用

状況 説明

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

梁せいの異なる 2 本の副梁を接続します。
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状況 説明

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

もう一方の副梁に勾配が付けられています。

柱ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 クリップ アングル

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、クリップ アングルの寸法と位置を制御します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 副部材の部材許容範囲。 2.25 mm
2 副梁の上面からのクリップアングル上部の縁端

距離。

アングルの上端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

3 メイン部材とクリップ アングルの間のギャッ
プ。

 

クリップ アングルの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

手前側のクリップ アングルが作成され
ます。

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。
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オプション 説明

向う側のクリップ アングルが作成され
ます。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、クリップ アングルのプロパティを制御します。

クリップ アングル

部材 説明

[L プロファイル]、[L プロファイ
ル 2]

プロファイル カタログからクリッ
プ アングルのプロファイルを選択
して定義します。

[アングル 1 の長さ]、[アングル 2
の長さ]

初と 2 番目の両方の副部材面の
クリップ アングルの長さを定義し
ます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

より小さなｳｪﾌﾞ へｸﾘｰﾄを移動

クリートの位置を定義します。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。両方の副部材のノッチを定義します。
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ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1108 クリップアングルジョイント



オプション オプション 説明

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。
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 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし
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オプション 説明

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

2 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1112 クリップアングルジョイント



オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

[クリップ アングル (141)]
クリップアングル (141) では、ボルト接合または溶接接合のクリップ アングルを使
用して、2 本または 1 本の梁を 1 本の柱に接続します。梁は、水平にすることも勾
配を付けることもできます。溶接式のハンチ プレートおよびシート アングルはオ
プションです。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル (1 個または 2 個)

• スチフナー (オプション)

• 上部と下部のハンチ プレート (オプション)
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• シート アングル (オプション)

• シート スチフナー (オプション)

• ボルト

• プレート ワッシャー (オプション)

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

柱フランジまたはウェブへのクリップ アングル ジ
ョイント。

片側・両側クリップ。

溶接/ボルト、ボルト/ボルト、溶接/溶接オプション
があります。

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

柱フランジまたはウェブへのクリップ アングル ジ
ョイント。

片側・両側クリップ。

副部材が傾斜しています。副部材の端部は、直角ま
たは斜めにカットできます。
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状況 説明

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

副部材が傾斜しています。ノッチ オプションには
いくつかの種類があります。

柱フランジまたはウェブへのクリップ アングル ジ
ョイント。

片側・両側クリップ。

モーメント コネクション用の溶接開先およびスカ
ラップ。

梁ウェブへのクリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

溶接開先用のオプションがあります。

柱フランジへのクリップ アングル ジョイント。

下フランジは、架設のためにブロック化または切り
取りができます。
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状況 説明

クリップ アングル ジョイントを柱に接合。

シート アングル オプション。上面/下面/両方。

柱フランジまたはウェブへのクリップ アングル ジ
ョイント。

片側・両側クリップ。

ハンチ オプション。上面/下面/両方。

柱フランジまたはウェブへのクリップ アングル ジ
ョイント。

片側・両側クリップ。

副部材が回転します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 クリップ アングル

2 ハンチ プレート

3 シート アングル

4 シート スチフナー

5 ウェブ孔スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、クリップ アングルの寸法を制御し、梁端部のカット方
法を定義します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1118 クリップアングルジョイント



寸法

 説明 デフォルト

1 副部材の部材許容範囲。

カットは、クリップアングルの端部を始点とし
て定義されます。

20 mm

2 副梁の上面からのクリップアングル上部の縁端
距離。

アングルの上端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

3 副梁の下面からクリップアングルの下端までの
距離。

アングルの下端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

4 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカット位置は、クリップ アングルの
端部を始点として定義されます。

クリップ アングルがフラ
ンジと交差する場合、その
フランジは自動的に切り
取られます。

10 mm
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 説明 デフォルト

5 メイン部材とクリップ アングルの間のギャッ
プを定義します。

0

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

クリップアングルがフランジと重なる
場合に、副部材の梁の下部がノッチ処理
されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

クリップアングルが副部材の梁フラン
ジと重なる場合に、その副部材の梁フラ
ンジのクリップアングルと同じ側がカ
ットされます。

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。
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[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用して、クリップ アングルのサイズ、位置、向きを制御します。

プロファイル NS/FS

Option Description Default
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙNS プロファイル カタログか

ら手前側のクリップ アン
グルのプロファイルを選
択。

アングルのサイズはボル
ト径によって定義されま
す。

デフォルトの名前は、
ANGLE です。

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙFS プロファイル カタログか
ら向う側のクリップ アン
グルのプロファイルを選
択。

ボルト径はアングルのサ
イズに影響します。

デフォルトの名前は、
ANGLE です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

クリップ アングルの位置

1 つのクリップ アングル ジョイントに含まれるクリップ アングルの数とクリップ
アングルの位置を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

メイン部材が鋼管の場合はクリップ ア
ングルが 2 つ作成されます。それ以外
の場合は手前側のクリップ アングルが
作成されます。

手前側のクリップ アングルが作成され
ます。

手前側と向う側のクリップ アングルが
作成されます。

向う側のクリップ アングルが作成され
ます。

ラップ付きアングル。向う側のクリッ
プ アングルが作成されます。

ラップ付きアングル。手前側のクリッ
プ アングルが作成されます。

クリップ アングルの方向

次のオプションは、向う側と手前側のクリップ アングルが不等辺の場合に脚部の
位置を切り替えます。
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手前側のオプション 向う側のオプション 説明

デフォルト

切り替えなし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

切り替えなし

クリップ アングルは、長
脚が副部材側に来るよう
にジョイントに取り付け
られます。

切り替え

クリップ アングルの脚部
の位置が切り替えられ、長
脚がメイン部材側に来る
ように取り付けられます。

ボルトの間隔と溶接のギャップ

オプシ
ョン

説明

1 ボルト間隔。

2 溶接のギャップ。

オプション 説明

デフォルト

溶接のギャップなしのボルト間隔

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

溶接のギャップなしのボルト間隔

溶接のギャップを含むボルト間隔

ユーザー定義が可能な溶接のギャップ
を含むボルト間隔

ボルト標準ラインの中心

オプション 説明

デフォルト

副部材の中心線からボルト標準ライン
の中心。

AutoDefaults can change this option.

副部材の中心線からボルト標準ライン
の中心。

副部材ウェブの背面からボルト標準ラ
インの中心。

このオプションは、副部材に C 形鋼また
は U 形鋼がある場合に使用できます。

[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。
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Stiffener plate dimensions

オプション 説明

上部 NS 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

上部 FS 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

下部 NS 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

下部 FS 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。
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オプション 説明

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート
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オプション 説明

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーギャップ

オプション 説明

フランジとスチフナーと間のギャップ
サイズ。

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。
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角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。
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Haunch plates

オプション 説明

上部プレート 上部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

下部プレート 下部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。
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説明

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。
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オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。
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ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。
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フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、クリップ アングルをメイン部材および副部材に接続する
ボルトと溶接を制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。
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 説明

5 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

クリップアングルでの千鳥ボルト

オプション 説明

標準

ボルトは千鳥配置になりません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能です。

ボルトは千鳥配置になりません。

クリップアングルを副部材に接合するボルトは、クリップア
ングルをメイン部材に接合するボルトと同じ水平位置に配置
されます。

メイン部材のボルトが千鳥配置になります。

クリップアングルをメイン部材に接合するボルトは、垂直方
向の間隔値の半分だけ下方向に移動されます。

副部材のボルトが千鳥配置になります。

クリップアングルを副部材に接合するボルトは、垂直方向の
間隔値の半分だけ下方向に移動されます。

副部材のボルトが千鳥配置になります。

傾斜した副部材にクリップアングルを接合するボルトは、副
部材と平行に留められます。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

4 ボルト縁端距離。

5 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

取り付け方法

オプション 説明

標準

両方の部材がボルト接合されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

自動

メイン部材がチューブプロファイルの場合、クリップアング
ルはメイン部材に溶接され、副部材にボルト接合されます。
それ以外の場合は、クリップアングルは両方の部材にボルト
接合されます。

両方の部材がボルト接合されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト接合されます。

メイン部材がボルト接合され、副部材が溶接されます。

両方の部材が溶接されます。

メイン部材はボルト接合されません。

副部材は溶接されません。
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オプション 説明

副部材はボルト接合されません。

両方の部材にボルト接合と溶接が行われます。

クリップアングルの溶接数

クリップアングルをメイン部材または副部材、あるいはその両方に接続する溶接の
数を定義します。

オプション 説明

標準

クリップアングルに 3 つの溶接が作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

クリップアングルに 3 つの溶接が作成されます。

クリップアングルに 1 つの溶接が作成されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[プレート ワッシャー] タブ
メイン部材と副部材にプレート ワッシャー プロパティを定義するには、[プレート
ワッシャー] タブを使用します。

オプション 説明

プレート ワッシャー プレート ワッシャーの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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ﾜｯｼｬｰ(板)
ボルトのプレート ワッシャーを指定して、プレート ワッシャーの面を選択します。

オプション 説明

デフォルト

プレート ワッシャーなし

AutoDefaults can change this option.

プレート ワッシャーなし

1 つのプレート ワッシャー

各ボルトの個々の正方形プレート ワッ
シャー

各ボルトの個々の円形プレート ワッシ
ャー

オプション 説明

プレート ワッシャーが 1 つクリップ ア
ングルに作成されるのか両方のクリッ
プ アングルに作成されるのかを選択し
ます。
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オプション 説明

プレート ワッシャーが左右対称と非対
称のどちらで配置されるかを選択しま
す。

[梁カット部] タブ
[梁ｶｯﾄ部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、および
フランジ カットを制御します。

Weld backing bar

オプション 説明

溶接裏当材 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。
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オプション 説明

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。
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溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[アングルボックス] タブ
[ｱﾝｸﾞﾙﾎﾞｯｸｽ] タブを使用して、シート配置角度を追加します。

Seat angle
シート配置角度は、副部材にかかる負荷を支える目的で使用されます。シート配置
角度は、副部材の上部フランジ、下部フランジ、またはその両方に配置できます。
シート配置角度はスチフナーで補強でき、メイン部材と副部材にボルト締めまたは
溶接できます。
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オプション 説明

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

上部アングル、下部アングル プロファイル カタログからシート配置
角度のプロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

シートアングルの位置

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは作成されません。

フランジの上にシートアングルが作成
されます。
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オプション 説明

フランジの下にシートアングルが作成
されます。

フランジの両側にシートアングルが作
成されます。

シートアングルの取り付け

副部材の上または下にシートアングルが配置されます。

上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

デフォルト

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

溶接-ボルト

シートアングルをメイン
部材に溶接し、副部材にボ
ルト接合します。

ボルト-溶接

シートアングルをメイン
部材にボルト接合し、副部
材に溶接します。
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上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

溶接接合

シートアングルをメイン
部材と副部材に溶接しま
す。

スチフナーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

長方形のスチフナープレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

長方形のスチフナープレート

三角形のスチフナープレート

シートアングルの脚の端部を結ぶ線に
よってスチフナープレートの形状が定
義されます。

シートアングルの回転

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは回転しません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは回転しません。

シートアングルは水平に 90 度回転しま
す。

回転したシートアングルをスチフナー
で補強するには、[中スチフナーの位置]
リストで[中スチフナー]オプションを選
択します。
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シートアングルの方向

オプション 説明

デフォルト

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

シートアングルの長脚はメイン部材に
接続されます。

自動

シートアングルの長脚が、ボルトとシー
トアングルコーナーの距離が も遠い
部材に接続されます。

側面スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

側面スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

側面スチフナーは作成されません。

手前側のスチフナーが作成されます。

向う側のスチフナーが作成されます。

手前側と向う側のスチフナーが作成さ
れます。
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中スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

ボルト位置に従う

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

中間スチフナープレートは作成されま
せん。

中スチフナー

スチフナープレートが、シートアングル
の中央に配置されます。

中スチフナー数は、[中スチフナー数] ボ
ックスに入力します。

複数のスチフナーは中心に等間隔に配
置されます。

ボルト位置に従う

スチフナープレートは、ボルト間のボル
ト間隔の中間に配置されます。

デフォルトでは、スチフナーは 1 つおき
にボルトの間に作成されます。

中スチフナー数は、[ボルト位置に従う]
オプションの下のボックスに入力しま
す。

シートアングルのオフセット

 説明

1 メイン部材の中心線からのシートアングル水平オフセット。
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ギャップ

 説明

1 シートアングルと副部材間の上部ギャップと下部ギャップ。

角処理寸法

 説明

1 角処理の垂直寸法。

2 角処理の水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし
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オプション 説明

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ボックス P ボルト] タブ
[ﾎﾞｯｸｽPﾎﾞﾙﾄ] タブを使用して、シート配置角度をメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。

上面

上面 とは、上部シート アングルをメイン部材に接続するボルト グループを意味し
ます。

下面

下部 とは、下部シート アングルをメイン部材に接続するボルト グループを意味し
ます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ボックス S ボルト] タブ
[ﾎﾞｯｸｽSﾎﾞﾙﾄ] タブを使用して、シート配置角度を副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。

上面

上面 とは、上部シート アングルを副部材に接続するボルト グループを意味しま
す。

下面

下部 とは、下部シート アングルを副部材に接続するボルト グループを意味しま
す。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1158 クリップアングルジョイント



オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

両面クリップ アングル (143)
両面クリップアングル (143) では、片側クリップ アングルまたは両側クリップ ア
ングルを使用して、2 本または 1 本の梁を 1 本の柱に接続します。梁は、水平にす
ることも勾配を付けることもできます。溶接式のハンチ プレートおよびシート ア
ングルはオプションです。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル (2)

• ハンチ プレート (オプション)

• シート アングル (オプション)

• 溶接裏当て材 (オプション)

• ボルト

• プレート ワッシャー (オプション)

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。ボルト/ボルト、溶接/ボルト、溶
接/溶接オプションがあります。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。ボルト/ボルト、溶接/ボルト、溶
接/溶接オプションがあります。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。

ハンチ オプション。上面/下面/両方
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状況 説明

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

梁せいの異なる 2 本の副部材。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。

モーメント コネクション用の溶接開先および
スカラップ。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。

安全コネクション。
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状況 説明

クリップ アングル ジョイント。

ボルトの許容精度を確保する副部材の自動ノ
ッチ。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

回転した 2 つの副部材。

クリップ アングル ジョイント。

片側・両側クリップ。

2 つの副部材。一方が傾斜しています。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。
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部材の識別キー

 部材

1 クリップ アングル

2 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
クリップ アングルの寸法を制御し、梁端部のカット方法を定義するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ]
タブを使用します。

寸法

 説明 デフォルト

1 副部材の部材許容範囲。

カットは、クリップアングルの端部を始点とし
て定義されます。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 1164 クリップアングルジョイント



 説明 デフォルト

2 メイン部材とクリップ アングルの間のギャッ
プを定義します。

0

3 副梁の上面からのクリップアングル上部の縁端
距離。

アングルの上端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

4 副梁の下面からクリップアングルの下端までの
距離。

アングルの下端位置により、クリップアングル
の高さが変わります。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心に
近づくため、クリップアングルサイズが小さく
なります。負の値を入力すると、クリップアン
グルサイズが大きくなります。

値を入力しない場合、ボル
ト距離とボルト縁端距離
によりクリップアングル
のサイズが定義されます。

オプション 説明

副部材高さが大きい方をプ
レート 1 とする

副部材をプロファイルの高さで並べ替えるかどう
かを選択します。

[はい] に設定すると、選択順序に関係なく、常に
も高い副部材が 初の副部材と見なされます。

 説明 デフォルト

1 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカット位置は、クリップ アングルの
端部を始点として定義されます。

クリップ アングルがフラ
ンジと交差する場合、その
フランジは自動的に切り
取られます。
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梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜が
ある場合は、梁の端部が直
角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は
斜めにカットされます。

直

梁の端部を直角にカット
します。

斜

梁の端部がメイン部材に
あわせてカットされます。

下部梁フランジカット

オプション 説明

標準

フランジカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

クリップアングルがフランジと重なる
場合に、副部材の梁の下部がノッチ処理
されます。

ノッチの半径と高さを入力します。

フランジカット

クリップアングルが副部材の梁フラン
ジと重なる場合に、その副部材の梁フラ
ンジのクリップアングルと同じ側がカ
ットされます。
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[部材] タブ
クリップ アングルのサイズ、位置、向きを制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用しま
す。

プロファイル NS/FS

オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙNS
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 NS

初と 2 番目の小梁部材
の手前側のクリップ アン
グルのプロファイルをプ
ロファイル カタログから
選択します。

アングルのサイズはボル
ト径によって定義されま
す。

デフォルトの名前は、
ANGLE です。

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙFS
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 FS

初と 2 番目の小梁部材
の向う側のクリップ アン
グルのプロファイルをプ
ロファイル カタログから
選択します。

ボルト径はアングルのサ
イズに影響します。

デフォルトの名前は、
ANGLE です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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クリップ アングルの位置

2 番目の副部材のオプシ
ョン

初の副部材のオプショ
ン

説明

デフォルト

手前側と向う側のクリッ
プ アングルが作成されま
す。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

自動

メイン部材が鋼管の場合
はクリップ アングルが 2
つ作成されます。それ以
外の場合は手前側のクリ
ップ アングルが作成され
ます。

手前側のクリップ アング
ルが作成されます。

手前側と向う側のクリッ
プ アングルが作成されま
す。

向う側のクリップ アング
ルが作成されます。

手前側のクリップ アングルの向き

次のオプションは、手前側のクリップ アングルが不等辺の場合に脚部の位置を切
り替えます。

2 番目の副部材のオプシ
ョン

初の副部材のオプショ
ン

説明

デフォルト

切り替えなし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

切り替えなし

クリップ アングルは、長
脚が副部材側に来るよう
にジョイントに取り付け
られます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1168 クリップアングルジョイント



2 番目の副部材のオプシ
ョン

初の副部材のオプショ
ン

説明

切り替え

クリップ アングルの脚部
の位置が切り替えられ、長
脚がメイン部材側に来る
ように取り付けられます。

向う側のクリップ アングルの向き

次のオプションは、向う側のクリップ アングルが不等辺の場合に脚部の位置を切
り替えます。

2 番目の副部材のオプシ
ョン

初の副部材のオプショ
ン

説明

デフォルト

切り替えなし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

切り替えなし

クリップ アングルは、長
脚が副部材側に来るよう
にジョイントに取り付け
られます。

切り替え

クリップ アングルの脚部
の位置が切り替えられ、長
脚がメイン部材側に来る
ように取り付けられます。

ボルトの間隔と溶接のギャップ

オプシ
ョン

説明

1 ボルト間隔。

2 溶接のギャップ。
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オプション 説明

デフォルト

溶接のギャップなしのボルト間隔

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

溶接のギャップなしのボルト間隔

溶接のギャップを含むボルト間隔

ユーザー定義が可能な溶接のギャップ
を含むボルト間隔。

ボルト標準ラインの中心

オプション 説明

デフォルト

副部材の中心線からボルト標準ライン
の中心。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

副部材の中心線からボルト標準ライン
の中心。

副部材ウェブの背面からボルト標準ラ
インの中心。

このオプションは、副部材に C 形鋼また
は U 形鋼がある場合に使用できます。

安全コネクション

[ｻｲﾄﾞ2 水平ｵﾌｾｯﾄ] で、2 番目の副梁の側面でクリップ アングルを水平方向に移動
するための値をフィールドに入力します。[垂直カット・オフセット] と [水平カッ
ト] の寸法を入力します。
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安全コネクションのタイプ

作成するコネクションを標準ジョイントと安全コネクションのどちらにするかを
定義します。

オプション 説明

デフォルト

安全コネクションは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

安全コネクションは作成されません。

クリップ アングルが下に移動し、安全コ
ネクションが作成されます。

[垂直カット・オフセット] フィールドに
寸法を入力します。

クリップ アングルがノッチ処理され、安
全コネクションが作成されます。

[垂直カット・オフセット] と [水平カッ
ト] フィールドにノッチ寸法を入力しま
す。

安全コネクションの位置

安全コネクションの位置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

初の副梁

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初の副梁

初の副梁

2 番目の副梁
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オプション 説明

2 番目の副梁

初の副梁

2 番目の副梁

初の副梁と 2 番目の副梁

2 番目の副梁と 初の副梁

安全コネクションの千鳥パターン

クリップ アングルを千鳥状にする方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

千鳥

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

千鳥

クリップ アングルの高さは変更されず
に、クリップ アングルが移動し、安全コ
ネクションが作成されます。

フラッシュ

クリップ アングルの高さが変更されて
安全コネクションが作成されますが、ア
ングルの下部は互いに水平になります。

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。
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Haunch plates

オプション 説明

上部プレート 上部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

下部プレート 下部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ハンチプレートの作成

2 番目の副梁のオプショ
ン

初の副梁のオプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートが必要
に応じて作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

自動

上部ハンチプレートまた
は下部ハンチプレート、あ
るいはその両方が必要に
応じて作成されます。
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2 番目の副梁のオプショ
ン

初の副梁のオプション 説明

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートが常に
作成されます。

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートのうち、
どちらか一方のプレート
だけを作成するには、不要
な方のハンチプレートの
厚さ(t)フィールドに 0を

入力します。

ハンチプレートは作成さ
れません。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。
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自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。
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フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。
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オプション 説明

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。
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フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸
法。

10 mm

2 垂直方向のフランジカットの寸
法。

ノッチ縁端と梁フランジの間のギャッ
プは、メイン部材ウェブのスカラップ
丸めに等しくなります。ノッチの高さ
は、5 mm刻みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
ボルト グループの寸法を制御するには、[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

6 メイン部材を通過するボルト行の数。

クリップアングルでの千鳥ボルト

2 番目の副部材の
オプション

1 番目の副部材の
オプション

説明

標準

ボルトは千鳥配置になりません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ボルトは千鳥配置になりません。

クリップアングルを副部材に接合するボ
ルトは、クリップアングルをメイン部材
に接合するボルトと同じ水平位置に配置
されます。

メイン部材のボルトが千鳥配置になりま
す。

クリップアングルをメイン部材に接合す
るボルトは、垂直方向の間隔値の半分だ
け下方向に移動されます。
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2 番目の副部材の
オプション

1 番目の副部材の
オプション

説明

副部材のボルトが千鳥配置になります。

クリップアングルを副部材に接合するボ
ルトは、垂直方向の間隔値の半分だけ下
方向に移動されます。

副部材のボルトが千鳥配置になります。

傾斜した副部材にクリップアングルを接
合するボルトは、副部材と平行に接合さ
れます。

取り付け方法

オプション 説明

標準

両方の部材がボルト接合されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能です。

自動

メイン部材がチューブプロファイルの場合、クリップアング
ルはメイン部材に溶接され、副部材にボルト接合されます。
それ以外の場合は、クリップアングルは両方の部材にボルト
接合されます。

両方の部材がボルト接合されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト接合されます。

メイン部材がボルト接合され、副部材が溶接されます。

両方の部材が溶接されます。

メイン部材はボルト接合されません。

副部材は溶接されません。

副部材はボルト接合されません。

両方の部材にボルト接合と溶接が行われます。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する
場合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下
の順に番号が付与されています。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

4 ボルト縁端距離。

5 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

6 アングルの脚部の長さ。

7 ボルトの取り付け作業を行う場所です ([現場/工場])。

[ボルト設定] タブ
クリップ アングルをメイン部材および副部材に接続するボルトと溶接を制御する
には、[ボルト設定] タブを使用します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

カット長さ

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

すべてに同じボルト長さを利用

このオプションを[はい]に設定すると、すべてのボルトが同じ長さになります。
も長いボルトによって、それよりも短いボルトの付加長が決まります。

副部材の異なる設定を使用

2 番目の副部材に異なる設定を定義するには、[はい] に設定します。デフォルトで
は、両方の副部材に同じ設定が使用されます。

クリップアングルの溶接数

クリップアングルをメイン部材または副部材、あるいはその両方に接続する溶接の
数を定義します。

オプション 説明

標準

クリップアングルに 3 つの溶接が作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

クリップアングルに 3 つの溶接が作成されます。

クリップアングルに 1 つの溶接が作成されます。

[プレート ワッシャー] タブ
メイン部材と副部材にプレート ワッシャー プロパティを定義するには、[プレート
ワッシャー] タブを使用します。
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オプション 説明

プレート ワッシ
ャー

プレート ワッシャーの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

プレート ワッシャー

ボルトのワッシャー(板)を指定して、ワッシャー(板)の面を選択します。

オプション 説明

デフォルト

ワッシャー(板)なし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ワッシャー(板)なし

1 つのワッシャー(板)
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オプション 説明

各ボルトの個々の正方形ワッシャー(板)

各ボルトの個々の円形ワッシャー(板)

オプション 説明

プレート ワッシャーが 1 つクリップ ア
ングルに作成されるのか両方のクリッ
プ アングルに作成されるのかを選択し
ます。

オプション 説明

プレート ワッシャーが左右対称と非対
称のどちらで配置されるかを選択しま
す。

[アングルボックス] タブ
[ｱﾝｸﾞﾙﾎﾞｯｸｽ] タブを使用して、シート配置角度を追加します。
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Seat angle
シート配置角度は、副部材にかかる負荷を支える目的で使用されます。シート配置
角度は、副部材の上部フランジ、下部フランジ、またはその両方に配置できます。
シート配置角度はスチフナーで補強でき、メイン部材と副部材にボルト締めまたは
溶接できます。

オプション 説明

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

上部アングル NS、下部アングル NS、上
部アングル FS、下部アングル FS

プロファイル カタログからシート配置
角度のプロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

上部シートアングルの位置

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは作成されません。

2 番目の副部材のフランジの上にシート
アングルが作成されます。

1 番目の副部材のフランジの上にシート
アングルが作成されます。
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オプション 説明

両方のフランジの上にシートアングル
が作成されます。

下部シートアングルの位置

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは作成されません。

2 番目の副部材のフランジの下にシート
アングルが作成されます

2 番目の副部材のフランジの下にシート
アングルが作成されます。

両方のフランジの下にシートアングル
が作成されます。

シートアングルの取り付け

副部材の上または下にシートアングルが配置されます。

上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

デフォルト

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト留
めします。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト留
めします。
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上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

溶接-ボルト

シートアングルをメイン
部材に溶接し、副部材にボ
ルト留めします。

ボルト-溶接

シートアングルをメイン
部材にボルト留めし、副部
材に溶接します。

溶接接合

シートアングルをメイン
部材と副部材に溶接しま
す。

スチフナーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

長方形のスチフナープレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

長方形のスチフナープレート

三角形のスチフナープレート

シートアングルの脚の端部を結ぶ線に
よってスチフナープレートの形状が定
義されます。

シートアングルの方向

オプション 説明

デフォルト

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

シートアングルの長脚はメイン部材に
接続されます。

自動

シートアングルの長脚が、ボルトとシー
トアングルコーナーの距離が も遠い
部材に接続されます。

シートアングルの回転

オプション 説明

デフォルト

シートアングルは回転しません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルは回転しません。

シートアングルは水平に 90 度回転しま
す。

回転したシートアングルをスチフナー
で補強するには、[中スチフナーの位置]
リストで[中スチフナー]オプションを選
択します。

中スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

ボルト位置に従う

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

中間スチフナープレートは作成されま
せん。
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オプション 説明

中スチフナー

スチフナープレートが、シートアングル
の中央に配置されます。

中スチフナー数は、[中スチフナー数] ボ
ックスに入力します。

複数のスチフナーは中心に等間隔に配
置されます。

ボルト位置に従う

スチフナープレートは、ボルト間のボル
ト間隔の中間に配置されます。

デフォルトでは、スチフナーは 1 つおき
にボルトの間に作成されます。

中スチフナー数は、[ボルト位置に従う]
オプションの下のボックスに入力しま
す。

側面スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

側面スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

側面スチフナーは作成されません。

手前側のスチフナーが作成されます。

向う側のスチフナーが作成されます。

手前側と向う側のスチフナーが作成さ
れます。
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シートアングルのオフセット

 説明

1 メイン部材の中心線からのシートアングル水平オフセット。

角処理寸法

 説明

1 角処理の垂直寸法。

2 角処理の水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット
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オプション 説明

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

ギャップ

 説明

1 シートアングルと副部材間の上部ギャップと下部ギャップ。

[ボックス P ボルト] タブ
[ﾎﾞｯｸｽPﾎﾞﾙﾄ] タブを使用して、シート配置角度をメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。

上面

上面 とは、上部シート アングルをメイン部材に接続するボルト グループを意味し
ます。

下面

下部 とは、下部シート アングルをメイン部材に接続するボルト グループを意味し
ます。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ボックス S ボルト] タブ
シート配置角度を副部材に接続するボルトのプロパティを制御するには、[ﾎﾞｯｸｽS
ﾎﾞﾙﾄ] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。
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上面

上面 とは、上部シート アングルを副部材に接続するボルト グループを意味しま
す。

下面

下部 とは、下部シート アングルを副部材に接続するボルト グループを意味しま
す。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[梁カット部] タブ
溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、およびフランジ カットを制御する
には、[梁ｶｯﾄ部] タブを使用します。

Weld backing bar

オプション 説明

溶接裏当材 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。
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上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1203 クリップアングルジョイント



[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

5.3 ベントプレートジョイント

ここでは、Tekla Structures で使用可能なベントプレートジョイントコンポーネント
について説明します。

詳細情報のリンク:

• 折れ板 (190) (1204 ページ)

折れ板 (190)
[折れ板 (190)] では、ボルト接合または溶接接合された 1 つまたは 2 つの折れ板を
使用して、2 本の梁または梁と柱を接続します。副梁は、水平にすることも傾斜を
付けることもできます。また、斜めに接続することもできます。溶接式のハンチ
プレートはオプションです。

作成されるオブジェクト

• 折れ板 (1 つまたは 2 つ)

• スチフナー (オプション)

• 上部と下部のハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• ボルト

• 溶接
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• カット

適用

状況 説明

2 本の梁を接続している折れ板。

副部材が斜めに接続されています。

柱フランジに接続された折れ板。

副部材が斜めに接続されています。

2 本の梁を接続している折れ板。

副部材が斜めに接続されています。
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状況 説明

2 本の梁を接続している折れ板。

副部材が斜めに接続されています。板は、さまざま
な位置に配置できます。

2 本の梁を接続している折れ板。

副部材が斜めに接続され、傾斜が付けられていま
す。

柱ウェブに接続された折れ板。

副部材が斜めに接続されています。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成
されます。
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部材の識別キー

 部材

1 折れ板

2 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、折れ板の位置を制御し、梁端部のカット方法を定義
します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 副部材の部材許容範囲。

カット位置は、折れ板の縁端を始点として定義
されます。

20 mm

2 副部材の上面から折れ板の上端までの距離。

板の上端の位置によって、折れ板の高さが変わ
ります。

正の値を入力すると、上端の位置が梁の中心に
近づくため、折れ板のサイズが小さくなります。
負の値を入力すると、折れ板のサイズが大きく
なります。

値を入力しない場合は、ボ
ルト間の距離とボルト縁
端距離によってプレート
のサイズが定義されます。

3 副部材の下面から折れ板の下端までの距離。

プレートの下端の位置によって、折れ板の高さ
が変わります。

正の値を入力すると、下端の位置が梁の中心に
近づくため、プレートサイズが小さくなります。
負の値を入力すると、プレート サイズが大きく
なります。

値を入力しない場合は、ボ
ルト間の距離とボルト縁
端距離によってプレート
のサイズが定義されます。

4 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカット位置は、折れ板の縁端を始点
として定義されます。

折れ板がフランジと交差
する場合、フランジが自動
的に切り取られます。

10 mm
5 メイン部材と折れ板の間のギャップ。 0
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梁端部カット

梁端部をカットする方法を定義します。副部材を側面から見たイメージ表示です。

オプション 説明

デフォルト

斜

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

副部材の傾斜が 10° 未満の場合は、角切
り落しが作成されます。それ以外の場
合は、副部材の端部は梁切落しでカット
されます。

四角形

副部材の端部を角切りします。

斜

副部材の端部がメイン部材の縁端にあ
わせてカットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、折れ板の厚さ、位置、および取り付けを制御します。
[ピクチャー] タブと [ボルト] タブでの寸法も、折れ板のサイズに影響します。

折れ板 NS/FS

オプション 説明

折れ板 折れ板の厚さです。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

折れ板の位置

オプション 説明

デフォルト

手前側と向う側の折れ板

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

手前側と向う側の折れ板が自動的に作
成されます。

手前側切り替え

脚部が向う側に向けられた、手前側の折
れ板が作成されます。

向う側切り替え

脚部が手前側に向けられた、向う側の折
れ板が作成されます。

向う側

手前側

手前側と向う側
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メイン部材と副部材の取り付け方法

オプション 説明

デフォルト

折れ板はメイン部材にボルト付けされ
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

ボルト接合

ボルト接合

溶接接合

ボルト接合と溶接接合

取り付け位置の制御

折れ板をメイン部材のウェブとフランジのどちらに取り付けるかを指定します。
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ボルトの間隔と溶接のギャップ

オプション 説明

デフォルト

ボルト間隔を指定します。溶接のギャ
ップは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルト間隔を指定します。溶接のギャ
ップは作成されません。

ボルト間隔を指定します。溶接のギャ
ップが作成されます。

ボルト間隔と溶接のギャップを指定し
ます。

[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート
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スチフナーギャップ

オプション 説明

フランジとスチフナーと間のギャップ
サイズ。

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

角処理寸法
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説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。
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オプション 説明

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。
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オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。
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オプション 説明

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、折れ板をメイン部材および副部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。
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 説明

5 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

折れ板の千鳥ボルト

オプション 説明

デフォルト

ボルトは千鳥配置になりません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトは千鳥配置になりません。

折れ板を副部材に接続するボルトは、折
れ板をメイン部材に接続するボルトと
同じ水平位置に配置されます。

メイン部材のボルトが千鳥配置になり
ます。

折れ板をメイン部材に接続するボルト
は、垂直方向の間隔値の半分だけ下方向
に移動されます。

副部材のボルトが千鳥配置になります。

折れ板を副部材に接続するボルトは、垂
直方向の間隔値の半分だけ下方向に移
動されます。

副部材のボルトが千鳥配置になります。

傾斜した副部材に折れ板を接続するボ
ルトは、副部材と平行に留められます。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 ボルト縁端距離。

5 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。
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オプション 説明

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。
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溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.4 エンド プレート ジョイントとディテール

ここでは、エンド プレート ジョイントとディテールで使用できるコンポーネント
について説明します。

• 柱 - 梁 2 (14) (1233 ページ)

• 両面エンド プレート (24) (1246 ページ)

• エンド プレート (29) (1259 ページ)

• クランク梁 (41) (1273 ページ)

• 柱スプライス (42) (1286 ページ)

• エンド プレート (101) (1294 ページ)

• 補正フランジ プレート付きエンド プレート (111) (1304 ページ)

• 補正フランジ プレート付き両面エンド プレート (112) (1315 ページ)

• 両面エンド プレート (115) (1326 ページ)

• スタッブ接続 (119) (1338 ページ)

• 両面エンド プレート (142) (1349 ページ)

• エンドプレート (144) (1378 ページ)

• エンド プレート ディテール (1002) (1409 ページ)

柱 - 梁 2 (14)
[柱 - 梁 2 (14)] では、2 本の梁を柱に接合します。梁端部は柱の上に配置されます。
副梁は、水平にすることも傾斜を付けることもできます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• ｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ

• ボルト
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• 溶接

適用

状況 説明

柱と 2 本の梁の接合。

柱と 1 本の梁の接合。

このコンポーネントは副梁が 1 本しかなくても使用で
きますが、この場合、設定が難しくなり、コンポーネ
ントを使用できる状況が少なくなります。

副梁が 1 本しかない状態でコンポーネントを使用する
場合は、エンド プレート間のギャップに負の値を入力
します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。
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部材の識別キー

 部材

1 列

2 梁

3 梁

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、エンド プレートのサイズを制御します。

プレート 1、2、3、4
プレート 1 とプレート 2 は、梁のエンド プレートです。プレート 3 とプレート 4
は、柱と梁の間のキャップ プレートです。

オプション 説明

プレート 1、プレート 2、プレート 3、プ
レート 4

プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
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オプション 説明 デフォルト

定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

プレート 3 + 4
柱と梁のジョイントのタイプを指定します。

オプション 説明 例

2 つのプレート 2 つのプレートが作成さ
れます。柱は 2 回角処理
されます。

折板 折板が作成されます。板
は単品図で展開できます。
柱は 2 回角処理されます。

プレート 1 1 つのプレートが作成さ
れます。プレートは常に
水平方向になります。柱
は鉛直にフィッティング
されます。
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オプション 説明 例

支柱に鉛直のプレート 1 つのプレートが作成さ
れます。柱は、斜め方向に
配置されている場合でも、
鉛直にフィッティングさ
れます。

プレートの距離

 説明 デフォルト

1 梁縁端からプレートまでの距離。 5 mm
2 エンド プレート間のギャップ。

副梁が 1 本しかない状態でコンポーネントを使
用する場合は、負の値を入力します。

 

3 柱の縁端からのプレート距離。  
4 柱の中央からのプレート距離。  

エンド プレート

エンド プレートを配置する方法を選択します。
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ギャップ サイズ

エンド プレートと梁の間のギャップ、またはキャップ プレートと柱の間のギャッ
プの上限値を指定します。梁または柱がわずかに湾曲または傾斜している場合は、
この値を使用して、端部を直線にできるほど端部角度が小さいかどうかを判断しま
す。

実際のギャップがこの値より小さい場合、梁の端部は直線のままになります。

実際のギャップがこの値より大きい場合、端部はエンド プレートまたはキャップ
プレートに合わせて調整されます。

デフォルト値は 5 mm です。

[ボルト 1-2] タブ
[ボルト 1-2] タブを使用して、エンド プレートを接続するボルトを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1239 エンド プレート ジョイントとディテール



 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[ボルト 3] タブ/[ボルト 4] タブ
[ボルト 3] タブと [ボルト 4] タブを使用して、1 本目の副梁または 2 本目の副梁を
柱に接続するボルトを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

両面エンド プレート (24)
[2 面サイドエンドプレート (24)] では、ボルト留め式のエンド プレートを使用して
2 本の梁を柱または別の梁に接続します。3 つの部材すべてを貫通するボルト グ
ループは 1 つだけです。このジョイントは、[エンドプレート (29)] ジョイントと同
様に作成され、使用されます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• シート (プレートまたはアングル)

• シム プレート
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• ｽﾁﾌﾅｰ

• 溶接

• ボルト

• カット

適用

状況 説明

梁と柱のエンド プレート ジョイント

梁と梁のエンド プレート ジョイント

シム プレートとシート配置角度を使用したエンド
プレート ジョイント。

制限事項

梁を柱フランジに接続するときは、このジョイントを使用しないでください。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。
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3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 初の副梁のエンド プレート

2 初の副梁のシム プレート

3 初の副梁のシート (プレートまたは配置角度)
4 2 番目の副梁のシム プレート

5 2 番目の副梁のエンド プレート

6 2 番目の副梁のシート (プレートまたは配置角度)

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、エンド プレートの位置を制御します。
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エンド プレートの配置

 説明

1 メイン部材とエンド プレートの間またはメイン部材と 2 番目のシム プレ
ートの間のギャップ。

2
3

2 番目の上部または下部からエンド プレート縁端までの距離。

4 メイン部材とエンド プレートの間またはメイン部材と 初の副梁のシム
プレートの間のギャップ。

5
6

初の副梁の上部または下部からエンド プレート縁端までの距離。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、作成された部材のプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

エンド プレート エンド プレートの厚さ、
幅、および高さ。

幅と高さはボルト グルー
プの縁端距離で定義され
ます。高さは、副梁の上端
および下端からプレート
縁端までの距離として入
力することもできます。

ボルト径の半分
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オプション 説明 デフォルト

切欠き エンド プレートの下にシ
ートを作成するかどうか
を指定します。

シートが作成されるのは、
シートの厚さを入力した
場合に限られます。

コンソール プレートを追
加すると、エンド プレー
トが副梁の下部からデフ
ォルトで 20 mm 下に移動
されます。

幅 = エンド プレートの幅

高さ = 副部材の高さ

Lｺﾝｿｰﾙ エンド プレートの下にシ
ート配置角度を作成する
かどうかを指定します。
配置角度の長さはシート
幅で定義されます。

シート配置角度のプロフ
ァイルを入力した場合は、
プレートの厚さを入力し
ていてもシートはプレー
トではなく配置角度にな
ります。

シート配置角度を追加し
ても、コンソール プレー
トと同様にエンド プレー
トが移動されるわけでは
ありません。配置角度と
副梁の間の干渉を防ぐに
は、エンド プレートを変
更するか、エンド プレー
トとシート配置角度の間
のギャップを入力します。

幅 = エンド プレートの幅

フィッティング プレート シム プレートの厚さで
す。

プレートの厚さを入力し
た場合にのみプレートが
作成されます。

幅と高さ = ボルト グルー
プとシム プレートの縁端
距離で定義

フィッティング プレート
数

作成するフィラー プレー
トの数を指定します。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、シム プレートとエンド プレートの位置を制御しま
す。

エンド プレートの寸法
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 説明 デフォルト

1
4

シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。

ボルトの本数と間隔は、シム プレートのサイズ
に影響します。

1.5 * ボルト径

2
3

エンド プレートとシート (プレートまたは配置
角度) の間のギャップ。

0 mm

5
6

シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。  

シム プレートおよびエンド プレートの位置

2 番目の副梁のシム プレートおよびエンド プレートの位置を定義します。これら
のプレートは、 初の副梁のプレートと相対して移動されます。デフォルトでは、
孔の位置が左右対称になるように、2 番目の副梁のプレートが配置されます。たと
えば、傾斜または湾曲した副梁を接続する場合などに、プレートの移動が必要にな
ることがあります。

 説明

1 プレートの垂直方向の移動距離を定義します。

2 プレートの水平方向の移動距離を定義します。

ギャップ サイズ

エンド プレートと副梁またはメイン梁の間のギャップの上限値を指定します。梁
がわずかに湾曲または傾斜しているときに、この値を使用して、梁端部を直線にで
きるほど端部角度が小さいかどうかを判断します。
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実際の隙間がこの値よりも小さい場合、梁端部は直線のままになります。

実際の隙間がこの値よりも大きい場合、梁端部はエンド プレートに合わせて調整
されます。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、水平カットと垂直カットを変更します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸
法。

10 mm

2 垂直方向のフランジカットの寸
法。

ノッチ縁端と梁フランジの間のギャッ
プは、メイン部材ウェブのスカラップ
丸めに等しくなります。ノッチの高さ
は、5 mm刻みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、使用されるボルトのプロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

鉄骨コンポーネント リファレンス 1256 エンド プレート ジョイントとディテール



オプション 説明

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。
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オプション 説明 標準

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

エンド プレート (29)
エンドプレート (29) では、ボルト留め式のエンド プレートを使用して、梁と柱ま
たは 2 本の梁同士を接続します。スチフナー、シート、およびフィラー プレート
はオプションです。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• シート アングルまたはシート プレート (オプション)

• シム プレート (オプション)

• スチフナー (オプション)

• ベント プレート (オプション)

• 溶接

• ボルト

• カット

適用

状況 説明

梁と柱のエンド プレート ジョイント
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状況 説明

梁と梁のエンド プレート ジョイント

フィラー プレートとシート配置角度を使用した
エンド プレート ジョイント

スチフナーを使用したエンド プレート ジョイン
ト。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副梁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 シム プレート

2 エンド プレート

3 シート (プレートまたはアングル)
4 スチフナー

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、エンド プレートの位置を制御します。

エンド プレートの配置
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 説明 デフォルト

1 副部材の上面に対するエンド プレートの上
面の位置。

値を入力しない場合は、ボルト間の距離とボ
ルト縁端距離によってプレートのサイズが定
義されます。両方の値を指定すると、位置距
離がボルト縁端距離の値よりも優先されま
す。

10 mm

2 副梁の下部からのエンド プレートの下部の
位置。

 

3 シム プレートとメイン部材の間のギャップ。

フィラー プレートがない場合は、定義したギ
ャップがエンド プレートとメイン部材の間
に作成されます。

0 mm

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用して、部材のプロパティを定義します。

プレート

部材 説明 デフォルト

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、
幅、および高さ。

幅と高さはボルト グルー
プの縁端距離で定義され
ます。高さは、副梁の上端
および下端からプレート
縁端までの距離として入
力することもできます。

ボルト径の半分

ｺﾝｿｰﾙ エンド プレートの下にシ
ートを作成するかどうか
を指定します。

シートが作成されるのは、
シートの厚さを入力した
場合に限られます。

幅 = エンド プレートの幅

高さ = 副部材の高さ
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部材 説明 デフォルト

コンソール プレートを追
加すると、エンド プレー
トが副梁の下部からデフ
ォルトで 20 mm 下に移動
されます。

Lｺﾝｿｰﾙ エンド プレートの下にシ
ート配置角度を作成する
かどうかを指定します。
配置角度の長さはシート
幅で定義されます。

シート配置角度のプロフ
ァイルを入力した場合は、
プレートの厚さを入力し
ていてもシートはプレー
トではなく配置角度にな
ります。

シート アングルを追加し
ても、シート プレートと
同じようにエンド プレー
トがドラッグされるわけ
ではありません。配置角
度と副梁の間の干渉を防
ぐには、エンド プレート
を変更するか、エンド プ
レートとシート配置角度

幅 = エンド プレートの幅
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部材 説明 デフォルト

の間のギャップを入力し
ます。

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ シム プレートの厚さで
す。

プレートの厚さを入力し
た場合にのみプレートが
作成されます。

幅 = ボルト グループとフ
ィラー プレートの縁端距
離で定義

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 (既定値
=1)

作成するフィラー プレー
トの数を指定します。

折ﾌﾟﾚｰﾄ ベント プレートの厚さ、
幅、および高さ。

プレートの厚さを入力し
た場合にのみプレートが
作成されます。

ベント プレートは、通常
のフィラー プレートと併
用することもできます。

幅 = ボルト グループの内
側ボルトにより決定

ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ 梁を柱フランジに接続し
たときに、柱にスチフナー
を作成するかどうかを指
定します。

寸法のいずれかを入力す
ると、スチフナーが作成さ
れます。

厚さ = 20 mm
幅 = 柱フランジの幅

高さ = 柱ウェブの高さ

上部水平ｽﾁﾌﾅｰ 梁に水平スチフナーを作
成するかどうかを指定し
ます。

寸法のいずれかを入力す
ると、スチフナーが作成さ
れます。

厚さ = 20 mm
幅 = 梁フランジの幅

高さ = 300 mm

下部水平ｽﾁﾌﾅｰ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメーター] タブ
[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブを使用して、スチフナーの位置と方向を制御します。

折プレートの材質

折れ板の材質を選択します。デフォルトの材質を定義するには、 [ファイル] メニ
ュー --> 設定 --> オプション で コンポーネント を開き、折板 フィールドで設定し
ます。

.

スチフナーの位置

 説明 デフォルト

1
4

梁水平スチフナーと梁端部の間の距離。  

2
3

梁の水平スチフナーと梁フランジの間の距
離。

0.25 * 梁の高さ

5 スチフナーとメイン部材のフランジの間の距
離。
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 説明 デフォルト

6
7

メイン部材のスチフナーと梁フランジの間の
距離。

 

ベント フィラー プレートとシートの長さ

 説明 デフォルト

1 ベント シム プレートの水平部材の長さ。  
2 エンド プレートとシートの間の距離。

シート配置角度を使用する場合は、副梁と配
置角度の間の干渉を防ぐために、この値また
はエンド プレートのサイズを変更します。

20 mm

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。
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シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはエンド プレートと同じ大きさになります。

 説明

1 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。

フィラー プレートのサイズは、ボルト グループと縁端距離で定義されま
す。垂直方向と水平方向の縁端距離によって、距離が対称的に定義されま
す。正の寸法を指定すると、フィラー プレートのサイズが大きくなりま
す。

2 シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。

フィラー プレートのサイズは、ボルト グループと縁端距離で定義されま
す。垂直方向と水平方向の縁端距離によって、距離が対称的に定義されま
す。正の寸法を指定すると、フィラー プレートのサイズが大きくなりま
す。

エンド プレートに対するギャップ サイズ

エンド プレートと副部材またはメイン部材の間のギャップの上限値を指定しま
す。梁がわずかに湾曲または傾斜しているときに、この値を使用して、梁端部を直
線にできるほど端部角度が小さいかどうかを判断します。

実際の隙間がこの値よりも小さい場合、梁端部は直線のままになります。

実際の隙間がこの値よりも大きい場合、梁端部はエンド プレートに合わせて調整
されます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1267 エンド プレート ジョイントとディテール



[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1270 エンド プレート ジョイントとディテール



千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、水平カットと垂直カットを変更します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

[設計] タブ

[解析] タブ

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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クランク梁 (41)
[クランク梁 (41)] は、2 つの梁端部を接合します。梁端部は、梁端部の角度の平均
である角度にフィッティングされます。接合された部材間にプレートを作成でき
ます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• ハンチ プレート

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

梁端部がフィッティングされます。

梁端部がフィッティングされます。チ
ューブ プロファイルが使用されます。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 説明

1 エンド プレート

2 ハンチ プレート

3 スチフナー

[画像] タブ
ジョイントの形状を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

寸法

 説明

1 部材間のギャップを指定します。

ギャップは、エンド プレートの両側に作成されます。

2 小梁の上面からのエンド プレートの縁端距離を定義します。
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 説明

3 メイン部材の下面からのエンド プレートの縁端距離を定義し
ます。

4 副部材の左端部と右端部までのエンド プレート縁端距離を定
義します。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、エンド プレート、ハンチ プレート、スチフナーのプロパ
ティを定義します。

部材

部材 説明

プレート エンド プレートの厚さ、幅、および高さ。

副部材エンド PL 副部材のエンド プレートの厚さ、幅、および高
さ。

ハンチ プロファイル プロファイル カタログからハンチ プロファイ
ルを選択します。

垂直ハンチ プレート 縦のハンチ プレートの厚さ。

水平ハンチ プレート 水平ハンチ プレートの厚さと幅。

ハンチ プロファイル 2 プロファイル カタログから 2 番目のハンチ プ
レート プロファイルを選択します。

垂直ハンチ プレート 2 2 番目の縦のハンチ プレートの厚さ。

水平ハンチ プレート 2 2 番目の水平ハンチ プレートの厚さと幅。

柱スチフナー 柱スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

梁スチフナー 柱スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 1276 エンド プレート ジョイントとディテール



オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、プレートの位置と寸法を定義します。

プレートの位置と寸法

 説明

1 エンド プレート間のギャップ。

ギャップは、距離または角度として定義できます。

2 ギャップを距離として定義するか、角度 (度) として定義するか
を選択します。

デフォルトでは、ギャップは距離として作成されます。

3 ハンチ プレートの高さ

4 スチフナーと梁フランジの間のギャップ

5 ハンチ縁端までのスチフナー縁端距離

6 ハンチ プレート長さ

7 ハンチ プレートの角処理のサイズ

平行ハンチ端部カット

プロファイル カタログからハンチ プロファイルを選択した場合は、ハンチ端部を
平行にカットすることを選択できます。
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角処理寸法

  
1 水平方向の角処理寸法

2 垂直方向の角処理寸法

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ
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[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルト グループ寸法とボルト プロパティを定義します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

3 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

5 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

6
水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1282 エンド プレート ジョイントとディテール



既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[角] タブ
ハンチ プレートの角処理の角処理タイプと寸法を定義するには、[角処理] タブを
使用します。

角

各角処理は個別に定義できます。
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[孔] タブ
[孔] タブを使用して、エンド プレートに作成される孔を定義します。

孔寸法

孔は、メイン部材エンド プレートと副部材エンド プレートに対して個別に定義で
きます。メイン部材エンド プレート値は、副部材エンド プレートのデフォルト値
として使用されます。

オプション 説明

垂木の孔グループ寸法を定義します。
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オプション 説明

ハンチの孔グループ寸法を定義します。

ボルト セット名

ボルト セット名を選択します。

ボルト タイプ

ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付けが必要な場所を定義します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接の作成

柱スプライス (42)
[柱スプライス (42)] は、両方の部材のフランジとウェブにボルト付けされたスプラ
イス プレートを使用して、2 つの柱 (または梁) を接合します。列の寸法が異なる
場合にも、シム プレートが作成されます。

作成されるオブジェクト

• ウェブ板

• フランジ プレート

• シム プレート (オプション)

• ボルト

適用

状況 説明

スプライス プレートは、両方の部材のフ
ランジとウェブにボルト付けされてい
ます。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 (梁または柱) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 説明

1 ウェブ板

2 フランジ プレート

3 シム プレート

[画像] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、プレートの位置を定義します。

寸法

 説明 デフォルト

1 メイン部材と副部材の間のギャップ。 0 mm
2 シム プレートの厚さ 10 mm
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 説明 デフォルト

3 メイン部材と副部材のウェブ プレート寸法。  

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明

ウェブ ウェブ プレートの厚さ、幅、および高
さ。

フランジ プレート フランジ プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、吊上用孔の作成、寸法、およびウェブ プレート
の作成を定義します。
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吊上用孔の作成

オプション 説明

デフォルト

吊上用孔は作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

吊上用孔は作成されません。

吊上用孔が作成されます。

吊上用孔の次元
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 説明

1 吊上用孔の径。

2 ウェブ プレートの中心線からの吊上用孔オフセットの水平寸法。

3 吊上用孔の中心から部材の縁端までの垂直寸法。

ウェブ板

オプション 説明

デフォルト

両方のウェブ プレートが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

両方のウェブ プレートが作成されます。

右側のウェブ プレートが作成されます。

左側のウェブ プレートが作成されます。

[ウェブ ボルト] タブ
[ウェブ ボルト] タブを使用して、ボルト グループ寸法とボルト プロパティを定義
します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1290 エンド プレート ジョイントとディテール



ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト タイプを選択します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[フランジボルト] タブ
[フランジ ボルト] タブを使用して、ボルト グループ寸法とボルト プロパティを定
義します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

エンド プレート (101)
エンドプレート (101) は、エンド プレートを使用して、梁を別の梁または柱に接続
します。エンド プレートは副梁に対して溶接接合され、メイン部材 (梁または柱)
にはボルト接合されます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

鉄骨コンポーネント リファレンス 1294 エンド プレート ジョイントとディテール



• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

ボルト接合されたエンド プレートを使った梁と梁のジョ
イント。

ボルト接合されたエンド プレートを使った梁と柱のジョ
イント。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副梁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 エンド プレート
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[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、エンド プレートの位置を制御します。

エンド プレートの配置

 説明 デフォルト

1 メイン部材とエンド プレートの間のギャッ
プ。

2 mm

2 エンド プレートの縁端から副部材フランジま
での距離。

 

[エンド プレート] タブ
[ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、エンド プレートのプロパティを制御します。

プレート

部材 説明

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さおよび高さを定
義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

オプション 説明

エンド プレート エッジ タイプ エンド プレートをカットする方法を定
義します。デフォルト値は、[圧延/のこ
引] です。

副部材の傾斜に適応させます エンド プレートを副部材勾配に揃える
かどうかを選択します。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを作成し、ノッチのプロパティを制御します。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。

 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。
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ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。
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オプション オプション 説明

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

鉄骨コンポーネント リファレンス 1299 エンド プレート ジョイントとディテール



 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

補正フランジ プレート付きエンド プレート (111)
[補正フランジプレート付きエンドプレート (111)] では、補正フランジ プレート付
きエンド プレートを使用して、梁を別の梁に接続します。エンド プレートは副梁
に溶接され、メイン梁にボルト接合されます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート
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• 補正フランジ プレート

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

エンド プレートと補正フランジを使用したジョイ
ント。

エンド プレートと補正フランジ プレートを使用し
たジョイント。

副梁に勾配が付けられています。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 エンド プレート

2 補正フランジ プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、プレートの位置を制御します。

寸法

 説明

1 メイン梁とエンド プレートの間のギャップ。

2 フランジ プレートの内側端部から副梁フランジまでの距離。

3 フランジ プレートの外側端部から副梁フランジまでの距離。

4 エンド プレートの縁端からメイン梁フランジまでの距離。

説明

1 フランジ プレートの水平方向の角処理寸法。

2 角処理の作成時に維持されるフランジ プレートの寸法。

3 フランジ プレートの内側の角処理寸法。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを制御します。
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プレート

部材 説明

エンド プレート エンド プレートの厚さおよ
び高さを定義します。

補正フランジ プレート フランジ プレートの厚さ、
幅、および高さを定義しま
す。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。
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 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。
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オプション オプション 説明

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。
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オプション 説明

右側にノッチが作成されます。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1310 エンド プレート ジョイントとディテール



 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

補正フランジ プレート付き両面エンド プレート (112)
[補正フランジプレート付き両面エンドプレート (112)] では、補正フランジ プレー
ト付きエンド プレートを使用して、1 つの梁を 2 つの梁に接続します。エンド プ
レートは副梁に溶接され、メイン梁にボルト付けされます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• 補正フランジ プレート

• ボルト

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

エンド プレートと補正フランジ プレートを使用した
ジョイント。

エンド プレートと補正フランジ プレートを使用した
ジョイント。

副梁に勾配が付けられています。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 エンド プレート

2 補正フランジ プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、補正フランジ プレート付きエンド プレートの位置
を制御します。
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寸法

 説明

1 メイン梁とエンド プレートの間のギャップ。

2 エンド プレートの縁端から梁フランジまでの距離。

3 フランジ プレートの内側端部から副梁フランジまでの距離。

4 フランジ プレートの外側端部から副梁フランジまでの距離。

 説明

1 フランジ プレートの内側の角処理寸法。

2 フランジ プレートの水平方向の角処理寸法。

3 角処理の作成時に維持されるフランジ プレートの寸法。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを制御します。

プレート

部材 説明 デフォルト

エンド プレート、副エン
ド プレート

エンド プレートの厚さおよび高さ
を定義します。

[ピクチャー] タブでメイン部材と
エンド プレートの間のギャップを

副部材の幅が 200
mm 未満の場合、エン

ド プレートの厚さ
は 8 mm です。それ
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部材 説明 デフォルト

定義している場合、[部材] タブで
入力された長さは考慮されませ
ん。

以外の場合は 10
mm です。

補正フランジ プレート、
副補正フランジ プレート

フランジ プレートの厚さ、幅、お
よび高さを定義します。

上部プレートと下部プレートには
同じ値が使用されます。

幅 = デフォルト値
は、丸め (梁フラン
ジの幅 - 梁ウェブの
厚さ)/2.0 によって
決まります。

高さ = ノッチの長
さプラス 150 mm
です。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ﾌﾟﾚｰﾄ2 を y-方向で移動

2 番目の副梁面のフランジ プレートとエンド プレートを y 方向に移動できます。
デフォルトでは、2 番目の副部材面のプレートは孔が対称になるように配置されま
す。このオプションを使用するには、水平方向のボルト グループ位置を [中間] 位
置に設定し、[ボルト] タブで水平方向のボルト グループ寸法を定義します。副梁
が傾斜している、または曲がっているときは、プレートの移動が特に役立ちます。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。両方の副部材のノッチを定義します。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。
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オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。

 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。

オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません
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オプション オプション 説明

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。
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オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

両面エンド プレート (115)
両面エンドプレート (115) は、エンド プレートを使用して 2 つの梁を 1 つの梁また
は 1 つの柱に接続します。エンド プレートは副部材に対して溶接接合され、メイ
ン部材 (梁または柱) にはボルト接合されます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート (2)
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• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

2 つの副部材があるエンド プレート。ボルトの許容
精度を確保する自動ノッチ付け。

梁せいの異なる 2 本の副梁があるエンド プレート。

2 つの副部材があるエンド プレート。

直角および斜めの副部材。
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状況 説明

2 つの副部材があるエンド プレート。安全コネクシ
ョン。

2 つの傾斜した副部材があるエンド プレート。ノッ
チ付けオプションが多数あります。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 エンド プレート

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、エンド プレートの位置を制御します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 メイン部材とエンド プレートの間のギャップ。 2 mm
2 エンド プレートの縁端から梁フランジまでの距

離。

50 mm

[エンド プレート] タブ
[ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、エンド プレートのプロパティを制御します。

プレート

部材 説明

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ, 副ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さおよび高さを定
義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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Y-方向にﾌﾟﾚｰﾄ2 を移動する

2 番目の副梁面のエンド プレートを y 方向に移動できます。デフォルトでは、2 番
目の副部材面のプレートは孔が対称になるように配置されます。このオプション
を使用するには、水平方向のボルト グループ位置を 中 位置に設定し、ﾎﾞﾙﾄ タブで
水平方向のボルト グループ寸法を定義します。副梁が傾斜している、または曲が
っているときは、プレートの移動が特に役立ちます。

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｴｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

エンド プレートをカットする方法を定義します。デフォルト値は、[圧延/のこ引]
です。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを作成し、ノッチのプロパティを制御します。
両方の副部材のノッチを定義します。

ノッチ形状

副梁の上部および下部のノッチ形状を定義します。
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オプション オプション 説明

デフォルト

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ノッチはありません

副部材の上側または下側
に直角のノッチを作成し
ます。

ノッチの寸法を定義しま
す。 傾斜が付けられた副
部材を含む梁と梁の接続
では、図に示されているよ
うにデプスが測定されま
す。

副部材の両側にノッチを
作成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。

副梁の両側に角処理され
たノッチを作成します。

角処理の寸法を定義しま
す。

ストリップを作成します。

ストリップの長さを定義
します。 フランジは完全
にカットされます。
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オプション オプション 説明

特殊な直角のノッチを作
成します。

ノッチの寸法を定義しま
す。 ノッチは、副梁に対
して直角となります。 デ
フォルトでは、長さとデプ
スの値は設定されていま
せん。

ノッチの寸法

[BCSA ノッチ標準]オプションを[いいえ]に設定した場合は、ノッチの上部と下部
の寸法を定義します。

 説明

1 ノッチの垂直寸法。

2 ノッチの水平寸法。

ノッチ処理側

副部材のどちら側にノッチを作成するかを定義します。 副部材の上側と下側の両
側を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が
可能です。

両側にノッチが作成されます。
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オプション 説明

左側にノッチが作成されます。

右側にノッチが作成されます。

BCSA ノッチ標準

British Constructional Steelwork Association (BCSA)の仕様に従ってノッチを作成す
るかどうかを定義します。

オプション 説明

[デフォルト] ノッチの寸法。

[はい] 単純な梁と梁の接続で 50 mm のノッチを作成します。

[いいえ] ノッチの寸法を定義するには、この[ノッチ]タブのオプシ
ョンを使用します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

スタッブ接続 (119)
[スタッブ接続 (119)] では、柱と梁の H(I) タイプの間にジョイントが作成されます。
梁は任意のタイプにすることができます。このジョイントは、8 つのスチフナー プ
レートと 4 つのハンチ プレートを作成できます。エンド プレートは互いにボルト
留めされ、その他のプレートは溶接されます。
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作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• ハンチ プレート

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ボルト留め式のエンド プレートとハン
チ プレートのスタッブ接続。

副部材が勾配している場合や斜めの場
合でも、接続することができます。上部
ハンチ プレートと下部ハンチ プレート
を作成できます。

1 副部材ウェブは柱の中心に向いていま
せん (上面ビュー)。

2 副部材ウェブは柱に対して垂直になっ
ていません (上面ビュー)。

3 副部材ウェブは柱に対して垂直になっ
ていません (側面ビュー)。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。
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部材の識別キー

 説明

1 スチフナー プレート

2 エンド プレート

3 ハンチ プレート

[画像] タブ
エンド プレートおよびスチフナーの寸法を定義するには、[画像] タブを使用しま
す。

寸法
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 説明 デフォルト

1 柱から 初のエンド プレートまでの距離。

副部材ウェブが柱に対して垂直に配置されていない
(上面ビュー) 場合、この値が柱から 初のエンド プレ
ートまでの 小距離になります。

100 mm

2 エンド プレート間の距離。 0 mm
3 エンド プレートと梁ウェブとの間のギャップ。  

 説明 デフォルト

1 梁の外面と表側スチフナーの外面の間の距離。 0 mm
2 下部表側スチフナーと水平面の間の角度。

(この角度は、通常の場合にのみ有効です)。

0 度

[部材] タブ
部材プロパティを定義するには、[部材] タブを使用します。

部材

オプション 説明

上部プレート

下部プレート

中プレート

上部、下部、中プレートの厚さ。

上ハンチ

下ハンチ

上部および下部のハンチの厚さ。

エンド プレート 1 エンド プレートの厚さ、幅、および高
さ。

エンド プレート 2 エンド プレートの厚さ。
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オプション 説明

上部スチフナー

下部スチフナー

中スチフナー

上部、下部、中スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、スチフナーの作成、配置、角処理を制御します。

スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

完全

メイン部材のウェブと同じ高さのフル
スチフナーを作成します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

完全

メイン部材のウェブと同じ高さのフル
スチフナーを作成します。
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オプション 説明

フル、メイン部材の両側

メイン部材のウェブと同じ高さのフル
スチフナーを作成します。

スチフナーのギャップ

 説明

1 スチフナーと柱ウェブの間の距離

2 スチフナーと柱フランジの間の距離

スチフナーの位置

 説明

1 上部スチフナーと梁のフランジ縁端との間のギャップ サイズ。

2 下部スチフナーと梁のフランジ縁端との間のギャップ サイズ。
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角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティを定義します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

2 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

3 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

4 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

5 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

6 ボルト数。

7 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、
2 つの間隔値を入力します。

8 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい
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オプション 説明 標準

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。
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ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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両面エンド プレート (142)
両面エンドプレート (142) は、ボルト留め式のエンド プレートを使用して 2 つの梁
を 1 つの梁または 1 つの柱に接続します。3 つの部材すべてを貫通するボルト グ
ループは 1 つだけです。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• シム プレート

• 補正フランジ プレート (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• [孔]

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

2 本の副部材を接合するエンド プレート ジョイン
ト

ボルトの許容精度を確保する自動ノッチ付け。

2 本の副部材およびハンチ プレートを接合するエ
ンド プレート ジョイント

ボルトの許容精度を確保する自動ノッチ付け。
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状況 説明

高さの異なる 2 本の副部材を接合するエンド プレ
ート ジョイント

2 本の副部材を接合するエンド プレート ジョイン
ト

副部材は、直角にすることも斜めにすることもでき
ます。

2 本の副部材を接合するエンド プレート ジョイン
ト

安全コネクション。

2 本の副部材を接合するエンド プレート ジョイン
ト

副部材は、水平でも傾斜していもかまいません。
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選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 初の副部材のエンド プレート

2 初の副部材のシム プレート

3 2 番目の副部材のエンド プレート

4 2 番目の副部材のシム プレート

5 初の副部材の補正フランジ プレート

6 2 番目の副部材の補正フランジ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、エンド プレートと補正フランジ プレートの位置を制御
します。
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プレート位置

 説明

1 第 1 小梁の上面からのエンド プレート上部の縁端距離。

2 第 1 小梁の下面からのエンド プレート下部の縁端距離。

3 第 2 小梁の下面からのエンド プレート下部の縁端距離。

4 第 2 小梁の上面からのエンド プレート上部の縁端距離。

5 シム プレートとメイン部材の間のギャップ。

各側のギャップ。シム プレートを使用しない場合は、定義したギャップが
エンド プレートとメイン部材の間に作成されます。

6 初の副梁の上面から上部補正フランジ プレート縁端までの距離。

7 初の副梁の上面から下部補正フランジ プレート縁端までの距離。

8 2 番目の副梁の上面から上部補正フランジ プレート縁端までの距離。

9 初の副梁の上面から下部補正フランジ プレート縁端までの距離。

補正フランジ プレート配置

オプション 説明

デフォルト

補償フランジ プレートは作成されませ
ん。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

補償フランジ プレートは作成されませ
ん。
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オプション 説明

補正フランジ プレートが作成されます。

副部材の上面から縁端までの距離。

補正フランジ プレートが作成されます。

メイン部材の上面から縁端までの距離。

補正フランジ プレートの形状

 説明

1 角処理の作成時に維持される補正フランジ プレートの寸法。

2 補正フランジ プレートの水平方向の角処理寸法。

3 補正フランジ プレートの内側の角処理寸法。

副部材高さが大きい方をプレート１とする

両面エンドプレート (142) ジョイントを作成する場合は一般に、2 つのプロファイ
ルのうち大きい方が 初の副梁として選択されます。後でプロファイルが変更さ
れ、2 番目の副梁が 初の副梁よりも大きくなった場合は、副梁の順序を再定義で
きます。

• はい を選択した場合は、大きい方の梁が自動的に 初の副梁になるように、副
梁が切り替えられます。

• いいえ を選択した場合は、プロファイル サイズが変更されても副梁の順序は変
わりません。
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[プレート 1] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ1] タブを使用して、 初の副梁のエンド プレート、シム プレート、および
補正フランジ プレートのサイズを制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 10 mm

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 1
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 2
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 3

シム プレートの厚さで
す。

プレートの厚さを入力し
た場合にのみプレートが
作成されます。

各種のシム プレートを 3
つまで定義できます。

0

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 1 (既定
値=1)
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 2 (既定
値=1)
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 3 (既定
値=1)

各厚さのシム プレートの
枚数。

デフォルトでは、プレート
は 1 枚作成されます。

圧縮ﾌﾗﾝｼﾞ 補正フランジ プレートの
厚さ、幅、および高さ。

 

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはエンド プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。 30 mm
2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。 30 mm

シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの右側また
は左側から取り付けることができます。

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの上側から
取り付けることができます。
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オプション 説明

水平方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

垂直方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

許容精度

フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。2 つの独立したシム プレートについて、プレ
ート間の隙間の許容値も定義します。

シム プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

シム プレートはメイン部材の外側に取
り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シム プレートはメイン部材の外側に取
り付けられます。

シム プレートはメイン部材の内側に取
り付けられます。

ギャップ サイズ
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エンド プレートと副梁の間のギャップの上限値を定義します。梁が微妙に湾曲ま
たは傾斜している場合は、この値を使用して、梁端部を直線にできるほど端部角度
が小さいかどうかを判断します。

実際のギャップがこの値より小さい場合、梁の端部は直線のままになります。

実際のギャップがこの値よりも大きい場合、梁の端部はエンド プレートに合わせ
て調整されます。

安全ｺﾈｸｼｮﾝ

両面ジョイントでは、安全コネクション オプションを使用すると架設時の安全性
が向上します。安全コネクション オプションは、一部のボルトがダブルせん断で
はなく単一せん断になるように、エンド プレートの移動または各種ノッチの作成
を行います。こうすると、クレーンが次の梁に移動する間に 初の副梁を接続する
ことができます｡

オプション 説明

デフォルト

ノッチのないエンド プレート

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ノッチのないエンド プレート

1 つのエンド プレートが上に移動され、
安全コネクションが作成されます。

1 つのエンド プレートが下に移動され、
安全コネクションが作成されます。

各エンド プレートの対角のうち上側の
一方がノッチ処理され、安全コネクショ
ンが作成されます。

各エンド プレートの対角のうち上側の
一方がノッチ処理され、安全コネクショ
ンが作成されます。
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オプション 説明

各エンド プレートの対角の両方がノッ
チ処理され、安全コネクションが作成さ
れます。

各エンド プレートの対角の両方がノッ
チ処理され、安全コネクションが作成さ
れます。

安全コネクションの位置

オプション 説明

デフォルト

手前側と向こう側の両方のエンド プレ
ートに影響します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

手前側と向こう側の両方のエンド プレ
ートに影響します。

手前側のエンド プレートのみに影響し
ます。

向う側のエンド プレートのみに影響し
ます。

安全コネクションのカット タイプ

オプション 説明

デフォルト

角切り。この選択は、カット付きで作成
される安全コネクションのみに影響し
ます。プレートを短くする安全コネク
ションには影響しません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

角切り

ライン カット

凹円弧のカット

安全コネクションのカット寸法

オプション 説明

垂直ｶｯﾄ･ｵﾌｾｯﾄ エンド プレートのノッチまたは垂直オ
フセットの高さを定義します。

水平ｶｯﾄ エンド プレートのノッチ幅を定義しま
す。

半径 凹円弧のカットの半径を定義します。

[プレート 2] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ2] タブを使用して、2 番目の副梁のエンド プレート、シム プレート、およ
び補正フランジ プレートのサイズを制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 10 mm

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 1
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 2
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 3

シム プレートの厚さで
す。

プレートの厚さを入力し
た場合にのみプレートが
作成されます。

各種のシム プレートを 3
つまで定義できます。

0
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オプション 説明 デフォルト

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 1 (既定
値=1)
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 2 (既定
値=1)
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ数 3 (既定
値=1)

各厚さのシム プレートの
枚数。

デフォルトでは、プレート
は 1 枚作成されます。

圧縮ﾌﾗﾝｼﾞ 補正フランジ プレートの
厚さ、幅、および高さ。

 

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはエンド プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。 30 mm
2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。 30 mm
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シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの右側また
は左側から取り付けることができます。

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの上側から
取り付けることができます。

水平方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

垂直方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

許容精度

フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。2 つの独立したシム プレートについて、プレ
ート間の隙間の許容値も定義します。
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シム プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

シム プレートはメイン部材の外側に取
り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シム プレートはメイン部材の外側に取
り付けられます。

シム プレートはメイン部材の内側に取
り付けられます。

ギャップ サイズ

エンド プレートと副梁の間のギャップの上限値を定義します。梁が微妙に湾曲ま
たは傾斜している場合は、この値を使用して、梁端部を直線にできるほど端部角度
が小さいかどうかを判断します。

実際のギャップがこの値より小さい場合、梁の端部は直線のままになります。

実際のギャップがこの値よりも大きい場合、梁の端部はエンド プレートに合わせ
て調整されます。

シム プレートおよびエンド プレートの位置

2 番目の副梁のシム プレートおよびエンド プレートの位置を定義します。これら
のプレートは、 初の副梁のプレートと相対して移動されます。デフォルトでは、
孔の位置が左右対称になるように、2 番目の副梁のプレートが配置されます。たと
えば、傾斜または湾曲した副梁を接続する場合などに、プレートの移動が必要にな
ることがあります。
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 説明

1 プレートの垂直方向の移動距離を定義します。

2 プレートの水平方向の移動距離を定義します。

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

ハンチ プレート

オプション 説明

上部プレート、上部プレート 2 上部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

下部プレート、下部プレート 2 下部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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ハンチプレートの作成

2 番目の副梁のオプショ
ン

初の副梁のオプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートが必要
に応じて作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

自動

上部ハンチプレートまた
は下部ハンチプレート、あ
るいはその両方が必要に
応じて作成されます。

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートが常に
作成されます。

上部ハンチプレートと下
部ハンチプレートのうち、
どちらか一方のプレート
だけを作成するには、不要
な方のハンチプレートの
厚さ(t)フィールドに 0を

入力します。

ハンチプレートは作成さ
れません。
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ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1365 エンド プレート ジョイントとディテール



オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。
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ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸
法。

10 mm

2 垂直方向のフランジカットの寸
法。

ノッチ縁端と梁フランジの間のギャッ
プは、メイン部材ウェブのスカラップ
丸めに等しくなります。ノッチの高さ
は、5 mm刻みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、エンド プレートをメイン部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、エンド プレートのサイズに影響します。
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 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

2 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。
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 説明

8 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

部材許容範囲

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

ボルト コメント

ボルト コメントを定義できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[孔] タブ
[ﾎｰﾙ] タブを使用して、エンド プレート内の亜鉛メッキ孔を制御します。

オプション 説明

ボルト セット名 ボルト セット名を選択します。
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オプション 説明

ボルト タイプ ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付
けが必要な場所を定義します。

孔数

孔グループの中心は、梁の中心点およびハンチの中心点 (ハンチがある場合) です。
孔グループは 0 個、1 個、2 個、または 4 個の孔から構成されます。

初の副梁のオプション 2 番目の副梁のオプショ
ン

説明

デフォルト

孔なし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

孔なし

孔 1 個

孔 2 個
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初の副梁のオプション 2 番目の副梁のオプショ
ン

説明

孔 4 個

孔の位置

初の副梁のエンド プレートに作成される孔の位置です。

2 番目の副梁のエンド プレートに作成される孔の位置です。

 説明

1 小梁の中心から上部孔までの水平方向の距離。

2 小梁の中心から下部孔までの水平方向の距離。
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 説明

3 小梁の中心から上部孔までの垂直方向の距離。

4 小梁の中心から下部孔までの垂直方向の距離。

5 下部孔の径。

6 上部孔の径。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

エンドプレート (144)
エンドプレート (144) では、ボルト留め式のエンド プレートを使用して、梁と柱ま
たは 2 本の梁同士を接続します。水平な副部材にも、勾配を持った副部材にも付け
ることができます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• 折れ板

• シム プレート (オプション)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• [孔]

• ボルト

• 接合アングル
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• 溶接

• カット

適用

状況 説明

梁と梁のエンド プレート ジョイント

副部材は、水平にする (直角にする) ことも傾斜を
付ける (斜めにする) こともできます。

ノッチ オプションにはいくつかの種類がありま
す。

梁と梁のエンド プレート ジョイント

拡張プレート (ハンチ プレート付き/なし)

柱フランジまたはウェブに接合するエンド プレー
ト ジョイント

副部材は、水平にする (直角にする) ことも傾斜を
付ける (斜めにする) こともできます。
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状況 説明

柱フランジまたはウェブに接合するフル デプス エ
ンド プレート ジョイント

副部材は、水平にする (直角にする) ことも傾斜を
付ける (斜めにする) こともできます。

柱ウェブに接合するエンド プレート ジョイント

拡張プレート (ハンチ プレート付き)

柱スチフナー付きの柱フランジに接合するエンド
プレート ジョイント

柱のエンド プレート ジョイント

副部材が回転します。
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選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 エンド プレート

2 シム プレート

3 スチフナー

4 ハンチ プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

例: エンド プレート (144) を使用してエンド プレートを追加する
この例では、エンド プレート ジョイントを使用して梁を柱に接続します。[エンド
プレート (144)] では、ボルト留め式のエンド プレートを使用して梁を別の梁、ま
たは柱に接続します。

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

2. 検索ボックスに「144」と入力します。

3. [エンド プレート (144)] をダブルクリックし、コンポーネントのプロパティを
開きます。

4. [既定値に設定] をクリックすると、デフォルト プロパティを使用してコンポ
ーネントが追加されます。

5. メイン部材 (柱) を選択します。
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6. 副部材 (梁) を選択します。 

梁を選択すると、Tekla Structures により、ジョイントが自動的に追加されま
す。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、エンド プレートの位置を制御します。

エンド プレートの配置

 説明 デフォルト

1 小梁の上面からのエンド プレート上部の縁端
距離。

正の値を入力すると、上面の位置が梁の中心
に近づくため、プレート サイズが小さくなり
ます。負の値を入力すると、プレート サイズ
が大きくなります。

10 mm

2 小梁の下面からのエンド プレート下部の縁端
距離。
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 説明 デフォルト

3 シム プレートとメイン部材の間のギャップ。

シム プレートを使用しない場合は、定義した
ギャップがエンド プレートとメイン部材の間
に作成されます。

0

[プレート] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用して、エンド プレート、折れ板、およびシム プレートのサイズ
を制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、幅、お
よび高さ。

幅と高さはボルト グループの縁
端距離で定義されます。

厚さ = 10 mm

折ﾌﾟﾚｰﾄ ベント プレートの厚さ、幅、お
よび高さ。

プレートの厚さを入力した場合
にのみプレートが作成されま
す。

厚さ = 0
幅 = ボルトの水平間隔値
- (ボルト経の 1.5 倍)
高さ = 200 mm

フィッティング プ
レート 1、2、3

シム プレートの厚さです。

プレートの厚さを入力した場合
にのみプレートが作成されま
す。

各種のシム プレートを 3 つまで
定義できます。

0

フィッティング プ
レート枚数

各厚さのシム プレートの枚数。 デフォルトでは、プレート
は 1 枚作成されます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ベント シム プレートの長さ

ベント シム プレートの水平方向の長さを定義します。デフォルトはベントプレー

トの厚さの 10 倍です。

シム プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

シム プレートはメイン部材の外側に作
成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シム プレートはメイン部材の外側に作
成されます。

シム プレートはメイン部材の内側に作
成されます。
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シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔はジョイントのボルト グループを基
準とします。

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの右側また
は左側から取り付けることができます。

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ジョイントの上側から
取り付けることができます。

水平方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

垂直方向の長孔が付いた 2 つの独立し
たフィンガー シム プレート。

[呼びに加える値]
フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。2 つの独立したシム プレートについて、プレ
ート間の隙間の許容値も定義します。
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シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはエンド プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。 30 mm
2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。 30 mm

ギャップ サイズ

エンド プレートと副梁の間のギャップの上限値を定義します。梁が微妙に湾曲ま
たは傾斜している場合は、この値を使用して、梁端部を直線にできるほど端部角度
が小さいかどうかを判断します。

実際のギャップがこの値より小さい場合、梁の端部は直線のままになります。

実際のギャップがこの値よりも大きい場合、梁の端部はエンド プレートに合わせ
て調整されます。

[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

スチフナー プレートの寸法

オプション 説明

上部 NS 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

上部 FS 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

下部 NS 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。
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オプション 説明

下部 FS 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。
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スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト
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オプション 説明

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

ハンチ プレート

オプション 説明

上部ﾌﾟﾚｰﾄ 上部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

下部ﾌﾟﾚｰﾄ 下部ハンチ プレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

ライン カット角処理

オートデフォルトにより、このオプションを変更で
きます。
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オプション 説明

角処理なし

ライン カット角処理

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。
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オプション 説明

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。
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フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。
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オプション 説明

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、エンド プレートをメイン部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、エンド プレートのサイズに影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

8 部材の下部から一番下のボルトまでの距離。

9 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番
号が付与されています。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

部材許容範囲

Tekla Structures がボルト部材の断面を検索するデプスを定義します。ボルトに 1
つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

ボルト コメント

ボルト コメントを定義できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[孔] タブ
[ﾎｰﾙ] タブを使用して、エンド プレート内の亜鉛メッキ孔を制御します。

オプション 説明

ボルト セット名 ボルト セット名を選択します。

ボルト タイプ ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付
けが必要な場所を定義します。

孔数

孔グループの中心は、梁の中心点およびハンチの中心点 (ハンチがある場合) です。
孔グループは 0 個、1 個、2 個、または 4 個の孔から構成されます。
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オプション 説明

デフォルト

孔なし

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔なし

孔 1 個

孔 2 個
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オプション 説明

孔 4 個

孔の位置

 説明

1 小梁の中心から上部孔までの水平方向の距離。

2 小梁の中心から下部孔までの水平方向の距離。

3 小梁の中心から上部孔までの垂直方向の距離。

4 小梁の中心から下部孔までの垂直方向の距離。

5 下部孔の径。

6 上部孔の径。

[アングルボックス] タブ
[ｱﾝｸﾞﾙﾎﾞｯｸｽ] タブを使用して、シート配置角度を追加します。シート アングルは、
副梁にかかる負荷を支える目的で使用されます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1405 エンド プレート ジョイントとディテール



シート アングル

オプション 説明

上部アングル、下部アングル シート アングルの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

シート配置角度の位置

シート アングルは、副部材の上部フランジ、下部フランジ、またはその両方に配
置できます。

オプション 説明

デフォルト

シート アングルは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

シート アングルは作成されません。

梁のフランジの上にシート アングルが
作成されます。

梁のフランジの下にシート アングルが
作成されます。

梁のフランジの両側にシート アングル
が作成されます。
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シート アングルの方向

オプション 説明

デフォルト

シート アングルの長脚は副梁に接続さ
れます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シート アングルの長脚は副梁に接続さ
れます。

シート アングルの長脚はメイン部材に
接続されます。

自動

シート アングルの長脚が、ボルトとアン
グル シート コーナーの距離が も遠い
部材に接続されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

エンド プレート ディテール (1002)
エンドプレートディテール (1002) では、梁端部に溶接されたエンド プレートが作
成されます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

使用方法

状況 説明

梁端部のエンド プレート。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。
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2. 位置を指示します。

点をピックするとディテールが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ
梁端部からのエンド プレートの距離を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用します。

正の値を入力すると、エンド プレートが梁軸の近くに移動するため、プレート サ
イズが小さくなります。負の値を入力すると、プレート サイズが大きくなります。

上端および下端からのデフォルトの距離は、10 mm です。

右端および左端からのデフォルトの距離は、0 mm です。

四角チューブ プロファイルの場合、すべての距離はデフォルトで 3 mm です。

[部材] タブ
エンド プレートのプロパティを制御するには [ﾊﾟｰﾂ] タブを使用します。

オプション 説明

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、幅、および高さを定義します。

1.5* 梁ウェブ厚を次の板厚まで切り上げたものがデフォル

トの厚さです。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
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オプション 説明 デフォルト

ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

5.5 溶接ジョイント

ここでは、Tekla Structures で使用可能な溶接ジョイントコンポーネントについて説
明します。

• オフショア (9) (1412 ページ)

• フィッティング (13) (1418 ページ)

• 丸チューブ (23) (1422 ページ)

• 溶接された柱 (31) (1425 ページ)

• 溶接開先 (44) (1429 ページ)

• 新ノッチ (49) (1432 ページ)

• 柱-梁 溶接 スチフナー付 (128) (1437 ページ)

• 柱-梁 溶接 (183) (1457 ページ)

• キャップ プレートの詳細 (1472 ページ)
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• 鋼管ダブラー プレート (1478 ページ)

• リング プレート (1484 ページ)

オフショア (9)
[オフショア (9)] では、溶接によって梁と梁を接合します。このコンポーネントは、
ノッチや複雑な溶接アクセス孔を作成するためにオフショア業界で使用したり、ノ
ッチのプロパティを制御したりすることを目的としています。

作成されるオブジェクト

• ノッチ

• 溶接

適用

状況 説明

2 本の梁の接合部。

プロファイルの制限

3 つのノッチ タイプを作成できます。

• 自由

• Heerema
• HSM
[自由] ノッチ タイプを作成する場合、メイン梁と副梁のサイズは必ずしも同じで
ある必要はありません。必要に応じてこれらを設定し、接合部を作成できます。

[Heerema] および [HSM] ノッチ タイプを作成する場合、梁のサイズは選択された
[Heerema] および [HSM] 設定によって決まります。

すべての [自由] および [Heerema] タイプと、大部分の [HSM] タイプでは、斜めの
副梁を使用できます。傾斜した副梁は、特定の [HSM] タイプによってのみサポー
トされます。例については、以下の表を参照してください。
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ノッチ
タイプ

例

自由

HSM

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 梁

2 梁

[ピクチャー 1] タブ
ウェブの方向にノッチを作成するには、[ピクチャー 1] タブを使用します。
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ノッチ タイプ

ノッチ タイプを選択し、必要に応じてノッチの値を入力します。

オプション 説明

自由 ノッチの寸法を入力します。

Heerema このオプションを選択すると、事前定義された Heerema オプ
ションの一覧が下に表示されます。

副梁のユーザー定義情報に、事前定義された値が自動的に入
力されます。

HSM このオプションを選択すると、事前定義された HSM オプシ
ョンの一覧が下に表示されます。

副梁のユーザー定義情報に、事前定義された値が自動的に入
力されます。

なし-UDA の
クリーンアッ
プ

ノッチは作成されません。

ユーザー定義情報に値は含まれません。

ノッチ

 説明

1 副梁の上フランジのノッチを指定します。

2 副梁の下フランジのノッチを指定します。
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 説明

3 メイン梁ウェブと副部材の端部の間のギャップを指定しま
す。

4 副部材の梁の下部の丸み付けと有効な溶接アクセス孔を指
定します。

5 副部材の梁の上部の丸み付けと有効な溶接アクセス孔を指
定します。

6 副部材の梁の傾斜フランジに沿ったカットを作成します。

フィッティング

フィッティングのタイプを選択します。

[ピクチャー 2] タブ
フランジの方向にノッチを作成するには、[ピクチャー 2] タブを使用します。この
タブのオプションは、[ピクチャー 1] タブでノッチ タイプを [自由] に設定している
場合にのみ使用できます。[ピクチャー 1] タブで特殊なノッチ タイプ (Heerema、
HSM) を選択した場合は、事前定義された値がユーザー定義情報に自動的に入力さ
れます。
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ノッチ

 説明

上フランジの梁切落とし角度を指定します (オプション)。

上フランジの梁切落としを指定します。

下フランジの梁切落としを指定します。

下フランジの梁切落とし角度を指定します (オプション)。

[溶接の詳細] タブ
[溶接の詳細] タブを使用して、上部、ウェブ、および下部の溶接の詳細を制御しま
す。
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 説明

上部溶接

ウェブ溶接

下部溶接

[溶接の詳細] タブの各ボックスを使用して、溶接コメントの名前を指定します。
[ユーザー定義情報フィールド] に「WELD_COMMENT」と入力します。[上部]、[ウェ

ブ]、[下部] の各ボックス内の説明は、それぞれの溶接に対応しています。

モデルで溶接をダブルクリックし、溶接のユーザー定義情報に移動します。[溶接
コメント] ボックスにテキストが入力されます。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

フィッティング (13)
フィッティング (13) では、溶接を使用して梁と梁を接続します。

作成されるオブジェクト

• スチフナー (2) (オプション)

• 溶接
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適用

状況 説明

スチフナーなしのフィッティング接続。

上部および下部のスチフナーありのフ
ィッティング接続。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副梁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 上スチフナー

2 下スチフナー

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブで、フィッティングの寸法を制御します。

寸法

 説明

1 副部材の縁端からスチフナーまでの水平距離。

2 副部材の縁端からスチフナーまでの垂直距離。

3 メイン部材と副部材の間の距離。

オプション 説明

エンドプレート-梁端部の許容隙間 副部材のフィッティングの許容値を入
力します。

このオプションは、副部材が斜めに接続
されている場合に使用します。ギャッ
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オプション 説明

プは、副部材プロファイルの水平角度と
高さを使用して計算されます。

ギャップが許容値の範囲内の場合、副部
材がメイン部材座標系にフィッティン
グされます。定義された 大ギャップ
がモデルの実際のギャップよりも大き
い場合、副部材が副部材座標系にフィッ
ティングされます。

溶接 溶接を作成するかどうかを選択します。

[はい] を選択すると、溶接が作成されま
す。デフォルトでは、溶接は作成されま
せん。

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ ] タブを使用して、スチフナーのプロパティを制御します。

スチフナー

部材 説明

上部ｽﾁﾌﾅｰ 上スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

下部ｽﾁﾌﾅｰ 下スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ
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[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

丸チューブ (23)
ラウンドチューブ (23) は、2 つの丸チューブ部材をフィッティングと溶接を使用し
て接続します。

作成されるオブジェクト

• フィッティング

• 溶接

適用

状況 説明

2 つのラウンド チューブのジョイント。

フィッティングおよび溶接が作成され
ます。

選択順序

1. メイン部材 ( 初のラウンド チューブ) を選択します。

2. 副部材 (2 番目のラウンド チューブ) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ラウンド チューブ

2 ラウンド チューブ

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、副部材のラウンド チューブのフィッティングの寸法と
ラウンド チューブの間のギャップを制御します。

部材寸法

 説明 デフォルト

1 ポップ マークのオフセット。

オフセットを定義できるのは、ﾎﾟｯﾌﾟﾏｰｸ位置
オプションを 小角度、 大角度、または 両
方 に設定している場合です。

100 mm

2 ポップ マークの直径。

直径を定義できるのは、ﾎﾟｯﾌﾟﾏｰｸ位置 オプシ
ョンを 小角度、 大角度、または 両方 に
設定している場合です。

10 mm

3 メイン部材と副部材のラウンド チューブの
間のギャップ。
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副部材のフィッティング。

オプション 説明

デフォルト

副部材のラウンド チューブはメイン部
材のラウンド チューブでカットされま
す。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

副部材のラウンド チューブはメイン部
材のラウンド チューブでカットされま
す。

副部材のラウンド チューブは、メイン部
材のラウンド チューブの中心線にフィ
ッティングされてから、カットされま
す。

ポップ マークの位置

ポップ マークの位置を選択します。

[パラメーター] タブ
[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ] タブを使用して、溶接を作成するかどうかを制御し、回転角度とカット
許容精度を定義します。

オプション 説明

溶接 ラウンド チューブの間に溶接を作成す
るかどうかを定義します。

カット部材の回転角度 メイン部材のラウンド チューブのカッ
トの回転角度を定義します。

カットが正しく表示されるようにする
ために、メイン部材のラウンド チューブ
のカット部分を回転させる必要がある
場合があります。デフォルトでは、カッ
ト部分は回転されません。

副部材カット許容精度 副部材のラウンド チューブのカット許
容精度を定義します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

鉄骨コンポーネント リファレンス 1424 溶接ジョイント



[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接された柱 (31)
[溶接された柱(31)] では、フィッティングと溶接を使用して梁と柱フランジを接続
します。柱フランジの間にスチフナーが作成されます。

作成されるオブジェクト

• ｽﾁﾌﾅｰ

• フィッティング

• 溶接
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適用

状況 説明

柱に溶接された梁。4 つのスチ
フナーが作成されます。

柱に溶接された傾斜した梁。4
つのスチフナーが作成されま
す。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

スチフナー

[画像] タブ
寸法およびスチフナー位置を制御するには、[画像] タブを使用します。

寸法

 説明

1 スチフナーと柱フランジの間の距離。

2 柱フランジと梁の縁端の間の距離。

[副部材をフィッティングする] オプションが [デフォルト] または [はい]
に設定されている場合に、距離を定義できます。
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副部材をフィッティングする

副部材を柱にフィッティングできるかどうかを定義します。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、スチフナーのプロパティを制御します。

ｽﾁﾌﾅｰ

部材 説明 デフォルト

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

厚さ = 16 mm
幅 = 幅が定義されていな
い場合は、フランジ幅に基
づきます。

高さ = 柱ウェブの高さ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

角処理寸法

説明

1 垂直方向の角処理寸法。

ラインカット角処理の垂直寸法を定義できます。

2 水平方向の角処理寸法。
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

面取り無し

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

面取り無し

ライン カット角処理

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接開先 (44)
H 形鋼・I 形鋼の 2 つの梁を溶接で接続します。副部材の端部は、スカラップやそ
の他の溶接開先の形にすることができます。使用できる梁のプロファイルは、H 形
鋼・I 形鋼だけです。

作成されるオブジェクト

• 溶接
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• フィッティング

• 梁端部を形成するカット

適用

状況 説明

梁ウェブに溶接された梁。下
部にスカラップがあります。

実際の作業を始める前に

2 つの梁を作成します。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[画像] タブ
ジョイントの形状を定義するには、[画像] タブを使用します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 垂直方向の許容値。

メイン部材ウェブと副部材フランジの間の許容
値。

0.2*副部材フランジ厚

2 フランジの水平方向の許容値。

副部材とメイン部材の上フランジの間の水平方
向の許容値。

3 mm

3 ウェブ上部の垂直方向の許容値。

副部材上端とウェブ上部との間の垂直距離。

 

4 ウェブ下部の垂直方向の許容値。

副部材下端とウェブ下部との間の垂直距離。

 

5 フランジの水平方向の許容値。

副部材とメイン部材の下フランジの間の水平方
向の許容値。

3 mm

6 ウェブの水平方向の許容値。

梁のウェブ間の許容値。

0 mm
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[パラメータ] タブ

梁端部の形状

 説明

1 溶接アクセス孔の半径。

2 フランジの直線部分の距離。

3 ウェブの角処理。

副部材ウェブの角処理寸法。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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新ノッチ (49)
新ノッチ (49) ] は、梁を別の梁に溶接します。梁端をカットする方法を定義できま
す。このジョイントにより、必要に応じて水平スチフナーが作成されます。

作成されるオブジェクト

• 梁端を形成するカット

• 溶接

• スチフナー (4) (オプション)

適用

状況 説明

梁に溶接された梁。副部材のウェブの下部がノ
ッチ処理されています。

実際の作業を始める前に

2 つの梁を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (カットされる梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、ジョイント形状を定義します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 メイン部材と副部材の上部フランジの間の水
平方向の許容値。

0 mm

2 メイン部材と副部材の下部フランジの間の、下
部フランジの水平方向の許容値。

0 mm

3 メイン部材ウェブと副部材ウェブの間の、ウェ
ブの水平方向の許容値。

0 mm

4 ウェブ上部の垂直方向の許容値。

副部材上端とウェブ上部との間の垂直距離。

 

5 ウェブ下部の垂直方向の許容値。

副部材下端とウェブ下部との間の垂直距離。

 

副部材フランジのノッチ寸法
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 説明

1 副部材を下の図のように回転させる場合の、副部材の上部または下部フラン
ジのノッチ寸法。

2 副部材を下の図のように回転させる場合の、副部材の上部または下部フラン
ジのノッチ寸法。

[部材] タブ

オプション 説明 デフォルト

上部/下部スチフナー スチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

デフォルトの厚さは、梁の
上/下フランジの厚さと等
しくなります。

デフォルトの幅は、0.5* で
す (上/下フランジ幅-ウェ
ブ厚)。

デフォルトの長さ (高さ)
は 300 mm です。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
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オプション 説明 デフォルト

ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメーター] タブ

スチフナーの位置寸法

 説明 デフォルト

1 梁端部から上部スチフナーまでの水平距離。 0 mm
2 梁端部から下部スチフナーまでの水平距離。 0 mm
3 上部フランジから上部スチフナーまでの垂直距

離。
副部材の高さ/4

4 下部フランジから下部スチフナーまでの垂直距
離。

副部材の高さ/4
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副部材の角処理寸法

 説明 デフォルト

1 ウェブ上部の角処理寸法。 0 mm
2 ウェブ下部の角処理寸法。 0 mm
3 上フランジの角処理寸法。 0 mm
4 下フランジの角処理寸法。 0 mm

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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柱-梁 溶接 スチフナー付 (128)
柱ジョイントに溶接された梁を作成します。デフォルトでは、副部材のフランジと
ウェブに必要なノッチを作成します。副梁は、水平にすることも傾斜を付けること
もできます。柱ウェブの反対側のスチフナー プレートはオプションです。

作成されるオブジェクト

• スチフナー (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

溶接開先とスチフナー オプシ
ョンを使用した柱への溶接。
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選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[画像] タブ
副部材の端部カットのギャップと形状を制御するには、[画像] タブを使用します。

寸法
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 説明 デフォルト

1 副部材のカット位置。カット位置は、メイン部材
と副部材の間のギャップとして定義されます。

一般/ギャップ (0.0625 イ
ンチ)

2 mm
2 角処理タイプ。

オプション: [なし]、[ライン]、[凸円]、または [円
弧]。

面取り無し

3 副部材フランジの角処理の幅。 メイン部材プロファイル
のフィレット半径と等し
い。

4 副部材フランジの角処理の高さ。 メイン部材プロファイル
のフィレット半径と等し
い。

注 この情報は、米国フィート・インチ環境にのみ当てはまります。GENERAL の
デフォルト設定は、システム フォルダー内の joints.def ファイルで定義さ

れており、必要に応じて変更できます。

[スチフナー] タブ
[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

スチフナー プレートの寸法

部材 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、および高さを定義します。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、および高さを定義します。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、および高さを定義します。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、および高さを定義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン

鉄骨コンポーネント リファレンス 1440 溶接ジョイント



オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。
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オプション 説明

スチフナーが作成されます。

ｽﾁﾌﾅｰ形

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーの位置
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 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

スチフナーのギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーの間のギャップ サイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[梁カット部] タブ
[梁ｶｯﾄ部 ] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。
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オプション 説明 デフォルト

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10
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梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。
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上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。
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[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。
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フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。
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オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。
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オプション 説明

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。
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[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートが両側に作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが手前側に作成されます。
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オプション 説明

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。
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全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部に対する補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。孔個々の間隔
を示す値を入力します。たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

6 孔径。

溶接孔のサイズ
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1 スロット長さ。

2 スロット幅。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

柱-梁 溶接 (183)
柱ジョイントに溶接された梁を作成します。梁端部の前処理を行うことができま
す。柱のウェブ補強プレートはオプションです。溶接を定義するには、[溶接] ボタ
ンをクリックすると表示される別のダイアログ ボックスを使用します。

作成されるオブジェクト

• ウェブ補強プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

柱ウェブまでの梁。柱ウェブの反対
側にあるウェブ補強プレート。

柱フランジまでの傾斜のある梁。溶
接裏当材。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[画像] タブ
メイン部材と副部材の間のギャップを設定し、梁端部のカット タイプを選択する
には、[画像] タブを使用します。
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寸法

 説明

1 溶接ギャップ

梁端部カット

梁端部をカットする方法を定義します。副部材を側面から見たイメージ表示です。

オプション 説明

デフォルト

斜

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

副部材の傾斜が 10° 未満の場合は、角切
り落しが作成されます。それ以外の場
合は、副部材の端部は梁切落しでカット
されます。

四角形

副部材の端部を角切りします。

斜

副部材の端部がメイン部材の縁端にあ
わせてカットされます。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。
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自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。
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フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。
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オプション 説明

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。
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フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[梁カット部] タブ
[梁ｶｯﾄ部 ] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁の端部開先、および
フランジ カットを制御します。
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溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。
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 説明

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

R = 35
r = 10
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オプション 説明 デフォルト

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。
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溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。

オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ
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溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートが両側に作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート
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補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。

全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部
までの距離です。

3 副部材の下部に対する補強プレートの
縁端距離。

4 孔数。
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説明

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区
切ります。孔個々の間隔を示す値を入
力します。たとえば、3 つの孔がある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

6 孔径。

溶接孔のサイズ

オプション 説明

1 スロット長さ。

2 スロット幅。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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キャップ プレートの詳細
[キャッププレート詳細] では、柱、梁、または折れ梁にキャップ プレートを作成
できます。

作成されるオブジェクト

• キャップ プレート

適用

状況 説明

I 形鋼の柱に作成された 1 つの角が角処
理されたキャップ プレート。

鋼管柱に作成されたキャップ プレート。
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状況 説明

鋼管柱に作成されたキャップ プレート
と H 形鋼・I 形鋼に作成された別のキャ
ップ プレート。

選択順序

1. メイン部材 (梁、柱、または折れ梁) を選択します。

2. キャッププレートの位置を指定します。

柱の中心線、側面、または任意の場所において位置を指定できます。キャップ
プレートは、常に中心に配置されます。

位置を指定すると、キャップ プレートが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 キャップ プレート

[画像] タブ
キャップ プレートの形状と寸法を制御するには、[画像] タブを使用します。
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キャップ プレートの形状

オプション 説明

デフォルト

長方形

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

長方形

円形

長方形キャップ プレートの寸法
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説明 デフォルト

1 水平方向の角処理寸法。

このオプションは、角処理オプションで [面取り
無し] を選択している場合は使用できません。

20 mm

2 垂直方向の角処理寸法。

このオプションは、角処理オプションで [面取り
無し] を選択している場合は使用できません。

20 mm

3 キャップ プレートの水平方向の縁端距離。

このオプションは、[部材] タブのプレート幅が
空白の場合にのみ使用されます。

0 mm

4 キャップ プレートの水平オフセット。

このオプションは、[部材] タブのプレート高さ
に値が設定されている場合にのみ使用されま
す。

0 mm

5 キャップ プレートの垂直方向の縁端距離。

このオプションは、[部材] タブのプレート高さ
が空白の場合にのみ使用されます。

10 mm

6 キャップ プレートの垂直オフセット。

このオプションは、[部材] タブのプレート高さ
に値が設定されている場合にのみ使用されま
す。

0 mm

長方形キャップ プレートの角処理

キャップ プレートの角ごとに角処理を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

面取り無し

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

面取り無し

ライン カット角処理

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理
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円形キャップ プレートの寸法

 説明

1 キャップ プレートの縁端距離。

[部材] タブ
キャップ プレートのプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

部材

部材 説明 デフォルト

キャップ プレート キャップ プレートの厚
さ、幅、および高さ。

厚さ = 1.5* (プロファイル
のウェブまたはプレート
厚)

幅 = プロファイル幅また
はプロファイル径または
高さ (オプション 'h') のう
ち、0 でない 初の値。

高さ = プロファイル高さ
またはプロファイル径ま
たは 200 mm のうち、0 で
ない 初の値。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
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オプション 説明 デフォルト

ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

鋼管ダブラー プレート
[鋼管ダブラープレート] は、メイン部材と副部材の間に補強プレートを作成しま
す。メイン部材のプロファイルは丸型である必要があります。

作成されるオブジェクト

• 補強プレート

• 溶接

適用

状況 説明

柱と梁を接続する長方形補強プレート。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1478 溶接ジョイント



状況 説明

柱と梁を接続する円形補強プレート。

副部材が斜めに接続されています。

柱と梁を接続する長方形補強プレート。

副部材は軸がずれています。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 補強プレート

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、補強プレートのタイプ、位置、および寸法を制御します。
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補強プレート タイプ

オプション 説明

補強プレート タイプを選択します。

• 長方形

• 円

クリアランスのタイプ

オプション 説明

デフォルト

補強プレートと副部材の間のクリアラ
ンス。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

補強プレートと副部材の間のクリアラ
ンス。

メイン部材と副部材の間のクリアラン
ス。
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クリアランス寸法

説明

1 補強プレートと副部材の間のクリアランス。

2 メイン部材と副部材の間のクリアランス。

切断クリアランス

説明

1 補強プレートと副部材の間の切断クリアランス。

長方形補強プレートの寸法
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説明 デフォルト

1 柱と補強プレートの間のオフセット。 0 mm
2 補強プレートの測定タイプ:

• 角度 (度)

補強プレートの角の角度を度単位で指
定します。

• 寸法

補強プレートの円弧の長さを指定しま
す。

• 縁端

補強プレートの縁端円弧の長さを指定
します。

角度

3 補強プレートの角度。

メイン部材を包むように、角度は 大で 360
度まで拡大できます。

角度 + 10 度

4 補強プレートの寸法値。

メイン部材を包むように、寸法は 大で 360
度まで拡大できます。

(角度 + 10 度) の式と
等しい長さ

5 補強プレートの縁端値。

メイン部材を包むように、縁端値は 大で
360 度まで拡大できます。

(角度 + 10 度) の式と
等しい長さ

長方形プレートの角の切欠寸法。

説明

1 長方形補強プレートの角の切欠寸法。

値が 0 の場合、角は作成されません。
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長方形プレート用の補強プレートの延長

説明

1 副部材の上端から補強プレートの上端までの垂直寸法。

2 副部材の下端から補強プレートの下端までの垂直寸法。

円形補強プレートの寸法

説明

1 柱と補強プレートの間のオフセット。

円形補強プレートの直径

説明

1 円形補強プレートの直径。
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[部材] タブ
[部材] タブを使用して、補強プレートの位置を制御します。

部材

部材 説明

補強プレート 補強プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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リング プレート
[円形プレート] では、リング プレートが作成されます。リング プレートは、円形、
楕円形、または角形にできます。[円形プレート] では、柱とリング プレートの間
に溶接が作成されます。

作成されるオブジェクト

• リング プレート

• 溶接

適用

状況 説明

チューブ柱に付いた円形リング プレー
ト。

チューブ柱に付いた角形リング プレー
ト。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. ジョイントの位置を選択します。

位置を指定するとジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

鉄骨コンポーネント リファレンス 1485 溶接ジョイント



 部材

1 リング プレート

[画像] タブ
[円形プレート] ジョイントで、リング プレートの形状と寸法を制御するには、[画
像] タブを使用します。

リング プレート タイプ

オプション 説明 デフォルト

円形プレート リング プレート タイプを
選択します。

• デフォルト

• 円

• 楕円

• 角形

円形

リング プレート測定タイプ

オプション 説明 デフォルト

リング プレート測定タイ
プ

リング プレートの寸法の
測定方法を選択します。

• デフォルト

• プレート寸法

• プレートの絶対寸法

プレート寸法

断面図方向

オプション 説明

デフォルト

カットはメイン部材に沿って作成され
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カットはメイン部材に沿って作成され
ます。
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オプション 説明

カットはプレートに対して垂直に作成
されます。

リング プレートのオフセット寸法

説明

1 指定した点とリング プレートの間のオフセット。

2 メイン部材の外側端部からのリング プレートのクリアランス。

リング プレート オフセットの測定

オプション 説明

デフォルト

オフセット寸法は、リング プレートの中
心線から測定されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

オフセット寸法は、リング プレートの中
心線から測定されます。

オフセット寸法は、リング プレートの下
端から測定されます。

寸法は、リング プレートの上端から測定
されます。
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製品の作成

オプション 説明 デフォルト

製品の作成 部材を製品に含める方法
を定義します。

• デフォルト

• [はい] - 1 つの製品に
すべての部材が含まれ
ます。

• [いいえ] - 部材は 1 つ
の製品のみに含まれま
せん。

はい

円形リング プレートの寸法

 説明 デフォルト

1 プレート寸法

リング プレートの 小幅を指定します。

200 mm
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説明 デフォルト

1 プレートの絶対寸法

中心点からのリング プレートの絶対幅を
指定します。

小幅 + クリアランス
+ 部材の高さ/2

楕円形リング プレートの寸法

説明 デフォルト

1 リング プレートの垂直方向の幅。 200 mm
2 リング プレートの水平方向の幅。 200 mm

説明 デフォルト

1 中心点からのリング プレートの垂直方向の
絶対幅。

垂直方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

2 中心点からのリング プレートの水平方向の
絶対幅。

水平方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

角形のリング プレートの寸法

角ごとに半径を指定できます。
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説明 デフォルト

1 角の半径 R1 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
2 角の半径 R2 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
3 プレートの上部外側端部とプレートの内側

端部の間の垂直距離。

200 mm

4 プレートの右側端部とプレートの内側中心
の間の水平距離。

200 mm

5 角の半径 R3 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm
6 角の半径 R4 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
7 プレートの下部外側端部とプレートの内側

中心の間の垂直距離。

200 mm

8 角の半径 R5 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
9 角の半径 R6 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
10 プレートの左側端部とプレートの内側端部

の間の水平距離。

200 mm

11 角の半径 R7 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm
12 角の半径 R8 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm
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説明 デフォルト

1 角の半径 R1 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
2 角の半径 R2 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
3 プレートの上部外側端部から中心点までの

絶対垂直距離。

垂直方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

4 プレートの右側端部から中心点までの絶対
水平距離。

水平方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

5 角の半径 R3 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm
6 角の半径 R4 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
7 プレートの下部外側端部から中心点までの

絶対垂直距離。

垂直方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

8 角の半径 R5 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
9 角の半径 R6 と指定した点の間の水平距離。 150 mm
10 プレートの左側端部から中心点までの絶対

水平距離。

水平方向の幅 + クリア
ランス + 部材の高さ/2

11 角の半径 R7 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm
12 角の半径 R8 と指定した点の間の垂直距離。 150 mm

角の形状

オプション 説明

デフォルト

2 つの半径寸法

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

2 つの半径寸法

1 つの半径寸法

リング プレート

オプション (円形) オプション (楕円
形)

オプション (角形) 説明

デフォルト

1 つのリングプレ
ート

オートデフォルト
により、このオプシ
ョンを変更できま
す。

1 つのリングプレ
ート

1/2 リング プレー
トが 2 つ

1/4 リング プレー
トが 4 つ

[部材] タブ
リング プレートのプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

部材

部材 説明 デフォルト

円形プレート リング プレートの厚さ。 10 mm
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[角] タブ
リング プレートの角処理プロパティを制御するには、[角] タブを使用します。

角処理寸法

円形と楕円形のリング プレートの場合は、リング プレートの外周に角処理が均一
に作成されます。角形リング プレートの場合は、角ごとに角処理が行われます。

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.6 シートジョイント

ここでは、シートジョイントで使用できるコンポーネントについて説明します。

• Seating (39) (1494 ページ)

• アングル プロファイル ボックス (170) (1505 ページ)

シーティング (39)
シーティング (39) では、エンド プレートを使用して柱の頭部を 1 本または 2 本の
梁に接続します。エンド プレートは、柱の頭部に溶接され、副部材の下部フラン
ジにボルト付けされます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• スチフナー

• ボルト

• ワッシャー プレート (オプション)

使用方法

状況 説明

エンド プレートとスチフナー付きシーテ
ィング ジョイント。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。
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2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、エンド プレートとスチフナーのサイズと位置を制御し
ます。

 説明

1 1 番目と 2 番目の副部材の間隔。

2 エンド プレートと副部材の間の距離。

3 メイン部材の縁端からエンド プレートまでの距離。

正の値を入力すると、エンド プレートの縁端が柱軸の近くに移動するため、
プレート サイズが小さくなります。負の値を入力すると、プレート サイズ
が大きくなります。

デフォルト値は 10 mm です。

4 スチフナー プレートと第 2 副梁の間のギャップ。デフォルト値は 0 mm で
す。

5 スチフナーの位置。

デフォルトでは、スチフナーは柱フランジと同じ平面に配置されます。正
のオフセット値を指定すると、スチフナーが右に移動し、負の値を指定す
る左に移動します。

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。
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オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

副梁の端部をメイン部材の端部にあわ
せてカットします。

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ ] タブを使用して、エンド プレート、スチフナー、およびワッシャー プレー
トのプロパティを制御します。

エンド プレート、スチフナー、ワッシャー、プレートの厚さ、幅、および高さを
定義します。

オプション 説明

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ デフォルトでは、幅はボルト グループの水平方向の縁端距離によ
って定義され、高さは柱の左右の縁端からプレートの縁端までの
距離により定義されます。

エンド プレートの厚さのデフォルト値は、0.5* ねじ径です。

ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ デフォルトでは、高さは副梁フランジ間の距離と等しくなります。

幅が指定されない場合、スチフナーの幅はフランジ幅に基づいて
定義されます。スチフナーの厚さのデフォルト値は、1.5* 小梁

ウェブ厚を 8、10、12、16、20、25、30、35、40、45 などに切り

上げた値です。

ﾜｯｼｬｰ ワッシャー プレートは、ボルトの頭部と小梁フランジの間でワッ
シャーとして使用される小さい四角形プレートです。

厚さが定義されない場合、プレートは作成されません。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
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オプション 説明 デフォルト

ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメーター] タブ
[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ] タブを使用して、角処理の寸法とタイプ、およびエンド プレートとスチ
フナーの向きを制御します。
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 説明

1 角処理のタイプと寸法。

[面取り無し]  オプションを選択した場合、スチフナーと I 形鋼の輪郭
の間に干渉が発生します。

さらに、角処理の垂直方向の寸法と水平方向の寸法を定義できます。円弧の
角処理を選択した場合、水平寸法は半径となり、垂直寸法は無視されます。

2 スチフナーが小梁フランジに対して垂直か平行かを選択します。

3 エンド プレートに対するギャップ サイズ。

エンド プレートと副部材またはメイン部材の間のギャップの上限値を指定
します。梁がわずかに湾曲または傾斜しているときに、この値を使用して、
梁端部を直線にできるほど端部角度が小さいかどうかを判断します。

実際の隙間がこの値よりも小さい場合、梁端部は直線のままになります。

実際の隙間がこの値よりも大きい場合、梁端部はエンド プレートに合わせて
調整されます。

4 エンド プレートの方向を選択します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法
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1 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

2 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。
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5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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千鳥ボルト

オプション 説明

デフォルト

千鳥なし

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[孔] タブ
[ﾎｰﾙ ] タブを使用して、エンド プレート内の亜鉛メッキ孔を制御します。

オプション 説明

ボルト セット名 ボルト セット名を選択します。

ボルト タイプ ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付
けが必要な場所を定義します。

孔数

孔グループの中心は、梁の中心点およびハンチの中心点 (ハンチがある場合) です。
孔グループは 0 個、1 個、2 個、または 4 個の孔から構成されます。

オプション 説明

デフォルト

孔なし

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

孔なし

孔 1 個

孔 2 個

孔 4 個

孔の位置

 説明

1 小梁の中心から上部孔までの水平方向の距離。

2 小梁の中心から下部孔までの水平方向の距離。
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 説明

3 小梁の中心から上部孔までの垂直方向の距離。

4 小梁の中心から下部孔までの垂直方向の距離。

5 下部孔の径。

6 上部孔の径。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

アングル プロファイル ボックス (170)
[アングルプロファイルボックス (170)] では、シート アングルを使用して柱に梁を
接続します。アングルは、副部材の上フランジまたは下フランジ、あるいは上下両
方のフランジに配置することができます。シート アングルにはスチフナー プレー
トを溶接できます。また、副部材にウェブ スチフナープレートを追加することも
できます。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル (1 個または 2 個)

• シート スチフナー (オプション)

• ウェブ スチフナー (オプション)

• ボルト

• 溶接
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• カット

適用

状況 説明

スチフナー付き梁シート。

梁シートの上下にスチフ
ナーを接合。ボルト付け
オプションが多数ありま
す。
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状況 説明

梁シート。複数スチフナ
ー オプション。

梁シート。副部材はオフ
セットです。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。
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2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 クリップ アングル

2 シート スチフナー

3 ウェブ スチフナー

4 下部シート プレート

[画像] タブ
アングル、メイン部材、および副部材の間のクリアランスを制御するには、[画像]
タブを使用します。

寸法
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1 メイン部材と副部材の間のギャップ。 GENERAL/beamedge

(0.5”) 
20 mm

2 アングル プロファイルとメイン部材の間のギャ
ップ。

0

3 アングル プロファイルと副部材の間のギャッ
プ。

0

4 メイン部材の表面から副部材のウェブ スチフナ
ーまでの距離。

 

注 この情報は、フィート・インチ環境にのみ適用されます。GENERAL のデフォ
ルト設定は、システム フォルダー内の joints.def ファイルで定義されてお

り、必要に応じて変更できます。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、スチフナー、クリップ アングル、または下部プレートを
定義します。

部材

オプション 説明

上スチフナー

下スチフナー

スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

高さおよび幅のデフォルト値は、選択したプロファ
イル、または下部プレートの寸法によって決まりま
す。スチフナーの厚さのデフォルト値は 10 mm で
す。joints.def ファイル内のデフォルト値は

GENERAL/shearplatethk (0.375”) です。

下部プレート シート アングルの代わりにシート プレートを作成
する場合は、厚さと幅の値を入力します。
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オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログからシート アングル プロ
ファイルを選択します。

デフォルトのアングル プロファイルは
[L150*100*10] または [L4X4X3/8] です。
joints.def ファイルのデフォルト値は

GENERAL / lsize です。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、シート アングルの位置を定義します。シート アン
グルは、副部材から荷重を受けます。シート配置角度は、副部材の上部フランジ、
下部フランジ、またはその両方に配置できます。シート配置角度はスチフナーで補
強でき、メイン部材と副部材にボルト締めまたは溶接できます。

ノッチ付け

メイン部材のウェブに対して接続を行う場合、ウェブに合わせて副部材をフィッテ
ィングし、メイン部材のフランジに合わせて副部材にノッチを作成できます。

オプション 説明

デフォルト

フィッティングおよびノッチ処理あり

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

フィッティングおよびノッチ処理あり

副部材がフィッティングおよびノッチ
処理されています。
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オプション 説明

フィッティングあり

副部材がフィッティングされ、ノッチ処
理はされていません。

ノッチ付

副部材がノッチ処理され、フィッティン
グはされていません。

なし

副部材がフィッティングおよびノッチ
処理されていません。

シート位置

オプション 説明

デフォルト

下面

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

上面

副部材の上にシートを作成します。

下面

副部材の下にシートを作成します。

両方

副部材の上下に 1 枚ずつシートを作成
します。

シートアングルの取り付け

副部材の上または下にシートアングルが配置されます。

上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

デフォルト

ボルト接合

鉄骨コンポーネント リファレンス 1511 シートジョイント



上部シートアングルのオ
プション

下部シートアングルのオ
プション

説明

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

ボルト接合

シートアングルをメイン
部材と副部材にボルト接
合します。

溶接-ボルト

シートアングルをメイン
部材に溶接し、副部材にボ
ルト接合します。

ボルト-溶接

シートアングルをメイン
部材にボルト接合し、副部
材に溶接します。

溶接接合

シートアングルをメイン
部材と副部材に溶接しま
す。

シートアングルのオフセット

 説明

1 メイン部材の中心線からのシートアングル水平オフセット。
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シート アングルの回転

オプション 説明

デフォルト

シート アングルは回転しません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シート アングルは回転しません。

シート アングルは水平に 90 度回転しま
す。

回転したアングルをスチフナーで補強
するには、[中間スチフナーの位置] リス
トで [中] オプションを選択します。

アングル プロファイルの代わりに下部
プレートをシートとして使用します。

シートアングルの方向

オプション 説明

デフォルト

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

シートアングルの長脚は副部材に接続
されます。

シートアングルの長脚はメイン部材に
接続されます。

自動

シートアングルの長脚が、ボルトとシー
トアングルコーナーの距離が も遠い
部材に接続されます。
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スチフナー タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

長方形のスチフナー プレ
ート

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

長方形のスチフナー プレ
ート

三角形のスチフナー プレ
ート

シート アングルの脚の端
部を結ぶ線によってスチ
フナー プレートの形状が
定義されます。

側面スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

側面スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

側面スチフナーは作成されません。

手前側のスチフナーが作成されます。

向う側のスチフナーが作成されます。

手前側と向う側のスチフナーが作成さ
れます。
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中スチフナーの位置

オプション 説明

デフォルト

ボルト位置に従う

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

中間スチフナープレートは作成されま
せん。

中スチフナー

スチフナープレートが、シートアングル
の中央に配置されます。

中スチフナー数は、[中スチフナー数] ボ
ックスに入力します。

複数のスチフナーは中心に等間隔に配
置されます。

ボルト位置に従う

スチフナープレートは、ボルト間のボル
ト間隔の中間に配置されます。

デフォルトでは、スチフナーは 1 つおき
にボルトの間に作成されます。

中スチフナー数は、[ボルト位置に従う]
オプションの下のボックスに入力しま
す。

角処理寸法
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 説明 デフォルト

1 スチフナー プレートの角処理の水平寸法。 アングル プロファイルの
丸めと同じ。

2 スチフナー プレートの角処理の垂直寸法。 アングル プロファイルの
丸めと同じ。

3 スチフナー プレートのラインカットの垂直寸
法。

 

4 スチフナー プレートのラインカットの水平寸
法。

 

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

鉄骨コンポーネント リファレンス 1516 シートジョイント



オプション 説明

凹円弧のスカラップ

[P ボルト] タブ
[P ボルト] タブを使用して、クリップ アングルをメイン部材に接続するボルトのプ
ロパティを制御します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがあ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。
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 説明

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入
力する場合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から
右、上から下の順に番号が付与されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[S ボルト] タブ
[S ボルト] タブを使用して、クリップ アングルを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の中心線を始点として定義されます。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがあ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

5 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

寸法は、副梁の下端を始点として定義されます。
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 説明

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入
力する場合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から
右、上から下の順に番号が付与されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[S ボルト(下)] タブ
[S ボルト(下)] タブを使用して、下部シート アングルを副部材に接続するボルトの
プロパティを制御します。
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副部材ボルト グループの寸法

 説明

1 副部材端部から見た水平方向のボルト グループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。 ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。 ボルト
個々の間隔を示す値を入力します。 たとえば、3 つのボルトがある場合は、
2 つの間隔値を入力します。

5 垂直方向のボルト グループの位置。参照点は副部材の下端です。

6 ボルトグループから不要なボルトを削除します。 削除するボルトの番号を
入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、スペースで区切ります。
ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 デフォルト

ボルト呼び ボルト径。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

joints.def: 
GENERAL / boltdia
16 mm (0.75インチ)

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

許容値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。 頭なし

はい

鉄骨コンポーネント リファレンス 1523 シートジョイント



オプション 説明 デフォルト

ボルトを使用する場合は
無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

次のオプションを使用して、長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 デフォルト

1 長孔 X の寸法または調整
孔のクリアランス。

0。丸孔になります。

2 長孔 Y の寸法。 0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成さ
れます。

[調整孔]では調整孔また
は小さな孔が作成されま
す。

 

長孔部材 孔のタイプが[長孔]の場
合、このオプションによっ
て長孔の向きが指定され
ます。

 

長孔 長孔が作成される部材。
このオプションは、コンポ
ーネントによって異なり
ます。

 

千鳥ボルト

オプション 説明

[千鳥なし]

[千鳥タイプ 1]

[千鳥タイプ 2]
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オプション 説明

[千鳥タイプ 3]

[千鳥タイプ 4]

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ﾉｯﾁ ] タブには、2 つの部分があります。それは自動プロパティ (上部)
と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プロパティ
は、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。
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ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。
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手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。
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オプション 説明

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法
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 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[スチフナー] タブ
副部材ウェブに作成される手前側スチフナーと向う側スチフナーのプロパティを
制御するには、[スチフナー] タブを使用します。

オプション 説明

NS スチフナー

FS スチフナー

スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

角処理寸法
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説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの位置

 説明

1 メイン部材フランジからのスチフナーの縁端距離。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.7 開口ジョイント

ここでは、鋼材開口部で使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• 部材の周囲に孔を作成 (92) (1533 ページ)

• 鉄筋孔 (1538 ページ)

• US ノッチ (76) (1542 ページ)

部材の周囲に孔を作成 (92)
[部材の周囲に孔を作成 (92)] では、別の部材を使用して部材に孔を作成します。孔
を作成する部材は、カットされる部材に対して垂直になります。

作成されるオブジェクト

• カット
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適用

状況 説明

鋼材柱によってプレートを貫通
するカットが作成されます。

コンクリート柱によってプレー
トを貫通するカットが作成され
ます。

コンクリート柱によってプレー
トにカットが作成されます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1534 開口ジョイント



選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[画像] タブ
ギャップ寸法および寸法をギャップの両側で同じにするかどうかを制御するには、
[ピクチャー] タブを使用します。

ギャップの側

ギャップ寸法をギャップの両側で同じにするかどうかを定義します。

オプション 説明

ギャップ寸法は両側で同じになります。

ギャップ寸法は各側でそれぞれ異なり
ます。
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ギャップ寸法

 説明

1 柱と副部材の間の垂直方向のギャップ。

2 柱と副部材の間の水平方向のギャップ。

3 柱と副部材の間の水平方向のギャップ。

この寸法を指定するには、ギャップが各側で異なるオプションを選択しま
す。

4 柱と副部材の間の垂直方向のギャップ。

この寸法を指定するには、ギャップが各側で異なるオプションを選択しま
す。

部材カット

オプション 説明

カットは常にメイン部材全体で作成されます。

副部材の縁端からのカットのデプスを定義します。

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、カット プロパティとカットのタイプを制御します。
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カット プロパティ

オプション 説明

四角形 大サイズ 四角形のカットの 大サイズを
指定します。

メイン部材に対して垂直に
カット

メイン部材に対して垂直にカッ
トするかどうかを指定します。

このオプションは、長方形のカッ
トに使用できます。

部材名のカット カット部材の名前を定義します。

カット タイプ

オプション 説明

デフォルト

固定間隔のカットまたは長方形のカットを作成
します。

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

長方形

カット部材の縁端の座標値を使用して、長方形
のカットを作成します。

正確

カット部材の縁端に沿ってカットを作成しま
す。カット部材はカット対象の部材に対して垂
直である必要があります。

このオプションは、I 形鋼、円形プロファイル、
およびチューブ プロファイルに使用できます。
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オプション 説明

自動

このオプションでは、[四角形 大サイズ] で指定
したカット サイズに応じてカット タイプが選
択されます。

カット部材のサイズが [四角形 大サイズ] で指
定したサイズよりも大きい場合は、固定間隔の
カットが作成されます。それ以外の場合は、長
方形のカットが作成されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

鉄筋孔
[鉄筋孔] では、鉄骨柱、鉄骨梁、またはポリゴン プレートに鉄筋用の孔を作成す
ることができます。

作成されるオブジェクト

• 孔

• カット
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適用

状況 説明

鉄骨梁に鉄筋用の孔が作成されていま
す。

選択順序

1. メイン部材 (柱、梁、またはポリゴン プレート) を選択します。

2. 副部材 (鉄筋グループ) を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋用の孔を作成します。

部材の識別キー

 部材

1 鉄筋用の孔

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、鉄筋孔のプロパティを制御します。
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鉄筋孔のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

ボルト セット名 ボルト セット名を選択します。

• 6914
• 7968
• 7990
• ASS 1
• ASS 2
• UNDEFINED_BOLT

6914

丸め方法 丸め方法を選択します。

• なし

丸め値は、鉄筋径と鉄筋径に加
える値を合わせた値です。

• N 捨 M 入
丸め値は、丸め精度値で割り切
れる も近い整数です。

• 切り上げ

丸め値は、丸め精度値で割り切
れる次の整数です。

• 切り下げ

丸め値は、丸め精度値で割り切
れる前の整数です。

• テーブルで指定

鉄筋径、孔径、および長孔の延
長長さを指定します。

デフォルト値なし

寸法の例:

• 鉄筋径 = 21.6 mm
• 鉄筋径に加える値 = 3

mm
• 丸め精度 = 2 mm
• なし: 丸め = 24.6 mm
• N 捨 M 入: 丸め = 24

mm
• 切り上げ: 丸め = 26

mm
• 切り下げ: 丸め = 24

mm

鉄筋径に加える値 鉄筋径に加える値を指定します。

丸め方法として [テーブルで指定]
を選択した場合は、鉄筋径に加える
値を指定することはできません。

0 mm

丸め精度 丸め精度を指定します。

丸め方法として [テーブルで指定]
を選択した場合は、丸め精度を指定
することはできません。

1 mm

寸法テーブル 鉄筋径、孔径、および長孔の延長長
さを指定します。

テーブルの寸法を指定するには、丸
め方法として [テーブルで指定] オ
プションを選択します。
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オプション 説明 デフォルト

[鉄筋孔] では、既存のボルト サイズ
を使用し、目的の [孔径] が得られる
まで鉄筋径に加える値を調整しま
す。

[+] および [-] ボタンを使用して、テ
ーブルの行を追加および削除しま
す。

[詳細設定] タブ
[詳細設定] タブを使用して、孔タイプ、垂直オフセット、および角度範囲の寸法を
制御します。

孔タイプ

オプション 説明 デフォルト

孔タイプ 孔タイプを選択します。

• ボルト孔

• 部材カット

• ボルト孔 + 部材カット

ボルト孔

垂直オフセット

オプション 説明

デフォルト

孔はオフセットされません。

鉄筋を直接支持して正しい垂直位置に
鉄筋が維持されるように、孔が上方向に
オフセットされます。

孔が丸孔である場合に、孔をオフセット
できます。

角度範囲の寸法
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 説明 デフォルト

1 角度範囲の寸法。

指定した範囲内に丸孔が作成されます。こ
の範囲を超える孔は、長孔に変換されます。

5 mm

US ノッチ (76)
[US ノッチ (76)] は、小梁にノッチを作成します。

作成されるオブジェクト

• カット

適用

状況 説明

小梁がノッチ処理されます。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、小梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。
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ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは必
要時にしか行われません。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジ ノッチ

フランジ ノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副梁のフランジ全体が、指定した寸法でカットされま
す。

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

他の値を定義しない限り、デフォルト値を使用してフ
ランジにカットが作成されます。

定義した値に従ってフランジにカットを作成し、ウェ
ブと水平にします。

定義した値に従って、フランジにカットを作成します。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が
施されます。

フランジはカットされません。

カット寸法

垂直方向のフランジ カットの寸法を定義します。

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、部材間のノッチ タイプと許容精度を定義します。

オプション 説明

フィッティング タイプ メイン部材と副部材の間に作成される
ノッチ タイプを選択します。

許容精度 部材間に作成されるギャップの許容精
度値を定義します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

5.8 ブレース

ここでは、鋼材ブレース構造で使用できるコンポーネントについて説明します。

• 引張ブレース接合 (7) (1546 ページ)

• 引張ブレース (13) (1564 ページ)

• 引張ブレースと圧縮鉄筋 (13) (1574 ページ)

• ターンバックル ブレース (1587 ページ)

• ターンバックル枠 (126) (1594 ページ)

• 母屋の生成 (50) (1599 ページ)

• ガセット + T (1611 ページ)

引張ブレース接合 (7)
[引張ブレース接合 (7)] では、フォークエンド プレートまたはフラット プレートを
使用して柱または梁をブレースに接合します。必要に応じて、ガセット プレート
を作成することもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (オプション)

• フォークエンド プレートまたはフラット プレート

• テンショナー (オプション)

• エンド プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

フォークエンド プレートがブレース ロ
ッドに溶接され、ガセット プレートにボ
ルト付けされます。

ガセット プレートはメイン部材に溶接
されます。

ブレース ロッドの簡素化されたテンシ
ョナー。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 (ブレース) を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 部材

1 コネクション プレート (フォークエンド プレート)
2 ブレース ロッド

3 ガセット プレート

[プレート] タブ
ガセット プレートの寸法と形状を制御するには、[プレート] タブを使用します。

プレート

部材 説明 デフォルト

ガセット プレート ガセット プレートの厚
さ、幅、および高さを定義
します。

12 mm
100 mm
180 mm
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

ガセット プレートの形状と寸法
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 説明 デフォルト

1 柱ウェブからの水平上部寸法。

2 水平方向のボルト縁端距離。 50 mm
3 ガセット プレートの高さ。 80 mm
4 垂直方向の下部ボルト縁端距離。 50 mm
5 下部の垂直方向の角処理寸法。 20 mm
6 下部の水平方向の角処理寸法。 20 mm
7 ブレース ロッドまでのボルト縁端距離。 110 mm
8 角処理 (半径) のボルト縁端距離。  
9 ガセット プレートの形状。

プレート形状を選択して、プレート寸法を定義
します。

10 角形状を選択します。

水平および垂直方向の角処理寸法を定義しま
す。

[分岐点] タブ
[分岐点] タブを使用して、フォークエンド プレートのサイズ、位置、番号、方向、
および形状を制御します。

フォークエンド プレート

部材 説明

フォークエンド プレート フォークエンド プレートの形状を選択
します。

• [部材 1] の形状では、円形部分のある
プレートが作成されます。

• [部材 2] の形状では、単純なプレート
が作成されます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

フォークエンド プレートの寸法

 説明

1 水平方向のボルト縁端距離。

2 フォークエンド プレートの角処理の半径。

3 拡張部分の幅。

4 フォークエンド プレートの幅。

5 フォークエンド プレートの幅。

6 フォークエンド プレートの円形部分の長さ。

7 フォークエンド プレートの角処理の幅。

8 フォークエンド プレートのフィンガーの厚さ。

9 フォークエンド プレートのフィンガー間のギャップ。

10 フォークエンド プレートのフィンガーの長さ。

[パラメータ] タブ
ガセット プレートの重なりと、エンド プレートのサイズ、位置、数、および形状
を制御するには、[パラメータ] タブを使用します。
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ガセット プレートの重なり

 説明

1 ガセット プレートとメイン部材フランジの重なり部分の長さを指定します。

値を指定しない場合は、ガセット プレートがメイン部材ウェブまで重ねられ
ます。

エンド プレート

  
1 エンド プレートの厚さ、幅、および高さを指定します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。
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エンド プレートの形状

オプション 説明

エンド プレートの形状を選択します。

ブレース ロッドからのエンド プレート
のオフセットを指定します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。
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 説明

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

3 ブレース ロッドの中心線からのボルトのオフセットを指定します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[テンショナー] タブ
接合ガセットを追加し、ブレース レベルとブレースのオフセットを制御するには、
[接合ガセット] タブを使用します。

部材

部材 説明 デフォルト

接合ガセット T プロファイル カタログか
ら接合ガセットのプロフ

D40
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部材 説明 デフォルト

ァイルを選択して定義し
ます。

部材 B 接合ガセットをすでに作
成している場合は、プロフ
ァイル カタログから追加
ブレースのプロファイル
を選択して定義します。

 

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

接合ガセット

オプション 説明 例

接合ガセットは作成され
ません。

接合ガセットが作成され
ます。

接合ガセットが作成され
ます。

ストッパー部材がブレー
スに追加されます。圧縮
チューブに使用されます。
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オプション 説明 例

接合ガセットが作成され
ます。

ストッパー部材が圧縮チ
ューブ内に配置されます。

フォークエンドプレートの開口部

オプション 説明 例

フォークエンド プレート
に開口部を作成するかど
うかを選択します。開口
部は常に四角形になりま
す。

開口部は、テンショナーと
追加ブレースの両方を作
成した場合に定義できま
す。

 

開口部のギャップを指定
します。

デフォルト値は 1 mm で
す。

ガセット プレート

オプション 説明

ガセット プレートを作成するかどうか
を選択します。

ガセット プレートを選択しない場合は、
フォークエンド プレートだけが作成さ
れます。
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ブレースの寸法

 説明 例/標準

1 ガセット プレートがない場合に、メイン部材フラ
ンジからのボルト縁端距離。

デフォルト値は 30 mm です。

2 ブレース ロッドの重なり。

3 フォークエンド プレートと接合ガセット間の追
加ブレースの長さ。

デフォルト値は 300 mm
です。

4 接合ガセットの長さ。 デフォルト値は 40 mm で
す。

5 接合ガセット内のブレースの重なり。 デフォルト値は 0 mm で
す。

6 接合ガセット内の追加ブレースの重なり。 デフォルト値は 0 mm で
す。
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ブレースの位置

オプション 説明

メイン部材フランジに対するブレース
の位置。

このオプションは、ガセット プレートが
ない場合に特に役立ちます。

プレートの位置

オプション 説明

メイン部材ウェブに対するフォークエ
ンド プレートの位置を選択します。
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ブレースに対するフォークエンド プレートの位置

オプション 説明 例

ブレースに対するフォー
クエンド プレートの位置
を選択します。

このオプションは、フラッ
ト プレートを使用してい
る場合に特に役立ちます。

分岐点で部材 B をカット

ブレース ロッドが分岐部材を貫通する場合に分岐部材をカットするかどうかを指
定します。分岐部材のカットは、ブレース ロッドのサイズに合わせて調整されま
す。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1560 ブレース



接合ガセット T を副部材に追加

テンショナーを副部材に追加するか、フリー部材としてブレース ロッドに溶接す
るかを選択します。

• [はい]: テンショナーをブレース ロッドに追加します。

• [いいえ]: テンショナーをフリー部材としてブレース ロッドに溶接します。

[追加テンショナー] タブ
接合ガセットを追加するには、[追加接合ガセット] タブを使用します。2 種類の接
合ガセット タイプを定義できます。

追加接合ガセット

ブレースが 1 つの場合は、[テンショナー] タブでテンショナーを定義します。ブレ
ースが複数ある場合は、[追加テンショナー] タブで 2 つ目以降のブレースのテンシ
ョナーを定義します。ブレースの番号は、[次の接合ガセット番号に適用] ボックス
で指定します。
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番号が入力されていない場合は、[接合ガセット] タブで指定したプロパティを使用
して接合ガセットが作成されます。
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接合ガセット ブレース寸法、[分岐点で部材 B をカット]、[接合ガセット T を副部
材に追加] の手順については、[接合ガセット] タブの手順を参照してください。

部材

部材 説明

接合ガセット T プロファイル カタログから接合ガセットのプロファイル
を選択して定義します。

部材 B 接合ガセットをすでに作成している場合は、プロファイル
カタログから追加ブレースのプロファイルを選択して定
義します。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

[ユーザー定義情報] タブ
部材のユーザー定義情報 (UDA) に情報を追加するには、[ユーザー定義情報] タブ
を使用します。

プレートと分岐点のユーザー定義情報を定義できます。ユーザー定義情報は、図面
やレポートに表示することもできます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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引張ブレース (13)
[引張ブレース (13)] では、2 本の柱または梁の間に 1 つまたは 2 つのブレースを作
成します。また、柱または梁とブレース交差の接合を追加することもできます。使
用するジョイントを指定できます。

作成されるオブジェクト

• ブレース交差 (1 つまたは 2 つ)

• 柱または梁とブレース交差の接合

• ブレース交差の接合

適用

状況 説明

2 本の柱間の 1 つまたは 2 つのブレース
交差。

注 [引張ブレース (13)] を使用するには、[一般] タブの [上方向] を固定方向 (-x、
+x、-y、+y、-z、または +z) に設定する必要があります。

[自動] オプションは機能しません。

選択順序

1. 1 つ目のメイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 2 つ目のメイン部材 (柱または梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

  
1 斜めブレース

2 メイン部材とブレースの接合

3 ブレース交差の接合

[画像] タブ
ブレース レベルとブレース オフセットを制御するには、[ピクチャー] タブを使用
します。

ブレース レベル

 説明

1 下のブレース交差の下部レベル。
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 説明

2 下のブレース交差の上部レベル。

3 上のブレース交差の下部レベル。

4 上のブレース交差の上部レベル。

ブレース参照側

両方のメイン部材で、ブレース レベルの参照側面を指定します。水平方向と垂直
方向の両方の参照側面を設定できます。

例:

ブレースのオフセット

ブレースへの垂直オフセットを定義します。x、y、または z 方向の値を入力する
と、作成されたプレートまたは部材を移動できます。

例:
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[レベル] タブ
柱が平行になっていない場合にブレースの方向を制御するには、[レベル] タブを使
用します。

オプション 説明

方向 ブレースの方向
を選択します。

参照点としてのメイン
部材の始点。

参照点としてのメイン
部材の終点。

レベルの計算 メイン部材が平
行でない場合に
ブレースの配置
に使用する基準
線を選択します。

始点から部材 1 へのオ
フセット (始点を通過す
る線と直交方向)。

部材 1 での始点からの
オフセット (ローカル x
方向)。
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オプション 説明

部材 2 での始点からの
オフセット (ローカル x
方向)。

メイン部材の始点と終
点を通過する基準線 (基
準線の始点からのオフ
セット)。

部材 1 での始点からの
オフセット (z 方向)。

部材 2 での始点からの
オフセット (z 方向)。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1569 ブレース



[部材] タブ
プロパティ、ブレースの位置、および回転を制御するには、[部材] タブを使用しま
す。さらに、ブレースの分割値および短縮値も定義できます。

オプション 説明

ブレーシング プロファイル カタログからブレースのプロファイルを選択
して定義します。

ブレースの回転 1 つ目と 2 つ目のブレース要素の回転を選択します。

このオプションは、ブレース要素が交差しており、交点で接
続される場合に役立ちます。

ブレースのデプス 1 つ目と 2 つ目のブレース要素の参照点からのオフセットを
選択します。

このオプションは、 初のブレースが 2 番目のブレースの近
くに配置されるようにブレース要素を配置する場合に便利で
す。通常、 初のブレース要素は [正] に設定され、2 番目の
ブレース要素は [背] に設定されます。

斜めブレースの分
割

斜めブレース要素が分
割されるか、コンポーネ
ントと接合されるかを
選択します。

[斜材の接続の継手番号]
ボックスにコンポーネ
ントの番号を入力して、
[ジョイント] タブで接
合コンポーネントを定
義します。

ブレースを分割しま
せん。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: [シーティ
ング (30)]

1 つ目の斜めブレー
ス要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)
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オプション 説明

2 つ目の斜めブレー
ス要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)

両方の斜めブレース
要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: 筋交いガ
セット (169)

ブレース交差の接
合

互いに重なる 2 つのブ
レース交差のガセット
プレートを接合するか
どうかを選択します。

[コンポーネント番号]
ボックスにコンポーネ
ントの番号を入力して、
[ジョイント] タブで接
合コンポーネントを定
義します。

ガセット ジョイント
によってブレース交
差が接合されます。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)

ブレース交差は接合
されません。接合
は、斜めブレースご
とに個別に作成され
ます。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)
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オプション 説明

ブレース間の距離 ブレース要素間の距離を指定します。

ブレース要素が互いに交差する場合、この値は通常ガセット
プレートの厚さを定義します。

ブレースの短縮 ブレースを短縮する長さを指定します。

入力した値は、ブレースのユーザー定義情報に書き込まれま
す。この値は図面で使用されます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

[ジョイント] タブ
柱または梁とブレース交差の接合に使用するコンポーネントを定義するには、[ジ
ョイント] タブを使用します。

オプション 説明

継手の作成 ブレース要素間の接合を作成するかどうかを選択
します。

[いいえ]: ブレース要素のみ作成されます。

[はい]: コンポーネントはブレース要素間に追加さ
れます。

ジョイント番号

斜材の接続の継手番号

ユーザー継手適用番号

継手の方向

ブレースまたは斜めブレース交差、およびコンポー
ネント適用番号の接合に使用するコンポーネント
番号を入力します。斜めブレース交差のジョイン
ト方向を選択します。
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オプション 説明

• ブレースのデフォルト コンポーネントは、[ボル
トガセット (11)] です。

• 斜めブレース交差のデフォルト コンポーネント
は、[シーティング (30)] です。

例:

設定ファイル ジョイントの構成設定。

たとえば、CS_M13 と入力した場合、使用するジョ

イントで CS_M13 という設定を使用できる必要が

あります。

テンショナーの位置 [引張ブレース接合 (7)] ジョイントを使用する場合
にテンショナーの位置を指定します。

[引張ブレース接合 (7)] での位置の例 ([上方] と [下
方]) を次に示します。
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[継手の方向] タブ
メイン部材と斜めブレースの間で使用する接合の上方向を制御するには、[継手の
方向] タブを使用します。

以下の例では、[シーティング (30)] が [ジョイント] タブの接合コンポーネントとし
て定義されています。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

引張ブレースと圧縮鉄筋 (13)
[引張ブレースと圧縮鉄筋 (13)] では、2 本の柱または梁の間に 1 つまたは 2 つのブ
レースを作成します。メイン部材間に圧縮鉄筋を追加することもできます。メイ
ン部材とブレース交差の間、メイン部材と圧縮鉄筋の間にジョイントを追加できま
す。

[引張ブレースと圧縮鉄筋 (13)] 内で他のコンポーネントを使用して部材間のジョ
イントを作成できるため、コンポーネントには階層コンポーネント構造がありま
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す。[引張ブレースと圧縮鉄筋 (13)] はコンポーネント階層の 高レベル (レベル 0)
にあり、ジョイントはコンポーネント階層の下位レベル (レベル 1) にあります。

作成されるオブジェクト

• ブレース (1 または 2)

• 圧縮鉄筋 (複数) (オプション)

• メイン部材とブレースの間のジョイント

• メイン部材と圧縮鉄筋の間のジョイント

• ブレース交差の接合

使用方法

状況 説明

ジョイントのある 2 つのブレース交差
と 3 つの圧縮鉄筋。
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状況 説明

ジョイントのある 1 つのブレース。

ジョイントのあるテーパーのメイン部
材 (マスト施工) と 2 つのブレース交差。

選択順序

1. 1 つ目のメイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 2 つ目のメイン部材 (柱または梁) を選択します。

副部材を選択すると、コンポーネントが自動的に作成されます。
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[画像] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ブレース レベルを制御します。

ブレース レベル

 説明

1 上のブレースの上部レベル。

値を入力しない場合、上部ブレースは作成されません。

2 上のブレースの下部レベル。

値を入力しない場合、上部ブレースは作成されません。

3 下のブレースの上部レベル。

4 下のブレースの下部レベル。

ブレース参照側

両方のメイン部材で、ブレース レベルの参照を指定します。水平方向と垂直方向
の両方の参照を設定できます。

例:
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ブレースのオフセット

ブレースへの垂直オフセットを定義します。x、y、または z 方向の値を入力する
と、作成されたプレートまたは部材を移動できます。

下の例では、メイン部材に不均等な寸法があり、参照が [中間] に設定されていま
す。ブレース交差を水平に作成するには、 大部材にオフセットが入力されている
必要があります。必要なオフセットは、IPE200 と IPE300 の 大差異を 2 で除算し
た 50mm です。

ブレースの方向

オプション 説明

方向 ブレースの方向
を選択します。

参照点としてのメイン
部材の始点。
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オプション 説明

参照点としてのメイン
部材の終点。

レベルの計算 メイン部材が平
行でない場合に
ブレースの配置
に使用する基準
線を選択します。

始点から部材 1 へのオ
フセット (始点を通過す
る線と直交方向)。

部材 1 での始点からの
オフセット (ローカル x
方向)。

部材 2 での始点からの
オフセット (ローカル x
方向)。
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オプション 説明

メイン部材の始点と終
点を通過する基準線 (基
準線の始点からのオフ
セット)。

部材 1 での始点からの
オフセット (z 方向)。

部材 2 での始点からの
オフセット (z 方向)。

自由に定義した値。
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[部材] タブ
プロパティ、ブレースの位置、および回転を制御するには、[部材] タブを使用しま
す。さらに、ブレースの分割値および短縮値も定義できます。

オプション 説明

ブレーシング プロファイル カタログからブレースのプロファイルを選択
して定義します。

平面におけるブレ
ーシングの位置

1 つ目と 2 つ目のブレース要素の平面における位置を設定し
ます。

ブレースの回転 1 つ目と 2 つ目のブレース要素の回転を選択します。

このオプションは、ブレース要素が交差しており、交点で接
続される場合に役立ちます。

ブレースのデプス 1 つ目と 2 つ目のブレース要素の参照点からのオフセットを
選択します。

このオプションは、 初のブレースが 2 番目のブレースの近
くに配置されるようにブレース要素を配置する場合に便利で
す。通常、 初のブレース要素は [正] に設定され、2 番目の
ブレース要素は [背] に設定されます。

斜めブレースの分
割

斜めブレース要素が分
割されるか、コンポーネ
ントと接合されるかを
選択します。

[斜材の接続の継手番号]
ボックスにコンポーネ
ントの番号を入力して、
[ジョイント] タブで接
合コンポーネントを定
義します。

ブレースを分割しま
せん。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: シーティ
ング (30)

1 つ目の斜めブレー
ス要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
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オプション 説明

ーネント: ボルトガ
セット (11)

2 つ目の斜めブレー
ス要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)

両方の斜めブレース
要素が分割されま
す。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: 筋交いガ
セット (169)

ブレース交差の接
合

互いに重なる 2 つのブ
レース交差のガセット
プレートを接合するか
どうかを選択します。

[コンポーネント番号]
ボックスにコンポーネ
ントの番号を入力して、
[ジョイント] タブで接
合コンポーネントを定
義します。

ガセット ジョイント
によってブレース交
差が接合されます。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)

ブレース交差は接合
されません。接合
は、斜めブレースご
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オプション 説明

とに個別に作成され
ます。

斜めブレースの接合
に使用できるコンポ
ーネント: ボルトガ
セット (11)

ブレース間の距離 ブレース要素間の距離を指定します。

ブレース要素が互いに交差する場合、この値は通常ガセット
プレートの厚さを定義します。

ブレースの短縮 ブレースを短縮する長さを指定します。

入力した値は、ブレースのユーザー定義情報に書き込まれま
す。この値は図面で使用されます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

[圧縮鉄筋 (単一)] タブ
圧縮鉄筋 (単一) のプロパティを定義するには、[圧縮鉄筋 (単一)] タブを使用しま
す。

オプション 説明

圧縮鉄筋 (単
一)

圧縮鉄筋の厚さ、幅、および高さを定義します。
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オプション 説明

鉄筋の作成 圧縮鉄筋を作成するかどうかを選択します。

3 つまで圧縮鉄筋を定義できます。

Y オフセット

X オフセット

ブレースの水平オフセットと垂直オフセットを定義します。

参照は、[ピクチャー] タブで定義したレベルです。

例:

平面上の位置

回転

デプス内位置

圧縮鉄筋の方向を選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

[ジョイント] タブ
メイン部材、斜めブレース要素、圧縮鉄筋の接続に使用するコンポーネントを定義
するには、[ジョイント] タブを使用します。

オプション 説明

継手の作成 ブレース要素間の接合を作成するかどうかを選択
します。

[いいえ]: ブレース要素のみ作成されます。

[はい]: コンポーネントはブレース要素間に追加さ
れます。

接続先 ブレース要素をメイン部材に接合するか、圧縮鉄筋
に接続するかを選択します。

例:

ジョイント番号

斜材の接続の継手番号

ユーザー継手適用番号

継手の方向

ブレース、斜めブレース交差、または圧縮鉄筋、お
よびコンポーネント適用番号の接合に使用するコ
ンポーネント番号を入力します。斜めブレース交
差のジョイント方向を選択します。

• ブレースのデフォルト コンポーネントは、[ボル
トガセット (11)] です。
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オプション 説明

• 斜めブレース交差のデフォルト コンポーネント
は、[シーティング (30)] です。

• 圧縮鉄筋のデフォルトコンポーネントは、[エン
ドプレート (144)] です。

継手の設定ファイル ジョイントの構成設定。

たとえば、CS_M13 と入力した場合、使用するジョ

イントで CS_M13 という設定を使用できる必要が

あります。

テンショナーの位置 [引張ブレース接合 (7)] ジョイントを使用する場合
にテンショナーの位置を指定します。

[継手の方向] タブ
メイン部材と斜めブレースの間で使用されるジョイントの上方向、メイン部材と圧
縮鉄筋の間で使用されるジョイントの上方向を制御するには、[継手の方向] タブを
使用します。

以下の例では、[シーティング (30)] が [ジョイント] タブの接合コンポーネントとし
て定義されています。

[ユーザー定義情報] タブ
部材のユーザー定義情報 (UDA) に情報を追加するには、[ユーザー定義情報] タブ
を使用します。

オプション 説明

部材 関連情報を保存できる部材を次の中から選択します。

ユーザー定義情
報名

ユーザー定義情報の名前を入力します。
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オプション 説明

タイプ ユーザー定義情報のタイプを選択します。

テキストには [文字列]、数値には [整数]、小数点付数値には [浮
動]、リストの項目を選択する場合は [オプション] を使用しま
す。

値 ユーザー定義情報に保存する値を入力します。指定したユーザ
ー定義情報のタイプに応じて、テキストまたは数値を入力しま
す。

ターンバックル ブレース
[ターンバックル ブレース (S3)] では、ターンバックル製品、ロッド、および端部ジ
ョイントを作成します。

作成されるオブジェクト

• ターンバックル枠

• ロッド

• ファスナー プレート

• ガセット プレート

• ボルト

適用

状況 説明

ターンバックル枠

選択順序

1. 初の点を指定します。

2. 2 つ目の点をピックします。

3. 1 つ目の部材を選択します。
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4. 2 つ目の部材を選択します。

第 2 部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 説明

1 ターンバックル枠

2 ロッド

3 ファスナー プレート/ガセット プレート

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ターンバックル枠の寸法を定義します。

寸法

 説明 デフォルト

1 初にピックした位置と実際の生成点の間のオ
フセット。

0 mm

2 初のボルトから 初の部材の中心線までの距
離。

初の部材干渉点 +
100 mm

3 初のボルトから 初のロッドの端部までの距
離。羽子板またはクレビスと共に使用します。

100 mm

4 ロッドの固定長さ。2 番目のロッドの長さが自
動的に計算されます。

400 mm

5 初のボルトから 2 番目のロッドの端部までの
距離。羽子板またはクレビスと共に使用しま
す。

100 mm
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 説明 デフォルト

6 初のボルトから 2 番目の部材の中心線までの
距離。

2 番目の部材干渉点
+ 100 mm

7 初にピックした位置と実際の生成点の間のオ
フセット。

0 mm

棒デプス オフセット

部材の中心線からのファスナー/ガセット プレートのオフセットを定義します。デ
フォルトでは、ファスナー プレート/ガセット プレートは部材の中心線に合せて配
置されます。

[ターンバックル枠] タブ
[ターンバックル枠] タブを使用して、ターンバックル枠の寸法、ねじ切りタイプ、
カットを定義するとともに、ターンバックル枠を製品として作成するか単一部材と
して作成するかを定義します。

部材

オプション 説明

ロッド プロファイル カタログからロッド プロ
ファイルを選択します。

ターンバックル枠 ターンバックル枠を作成するかどうか
を選択します。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

寸法

 説明 デフォルト

1 ターンバックル枠の外径 ロッドの径 + ターン
バックル枠の厚さ x
2

2 ターンバックル枠の長さ 50 mm
3 ターンバックル枠の開口の長さ ターンバックル枠の

長さ – 20 mm
4 ターンバックル枠の開口の幅 ロッドの厚さ – 1
5 ねじ切りの長さ 100 mm
6 ロッド間のギャップ 100 mm

ねじ切りタイプ

ターンバックル枠でのねじの方向を定義します。
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オプション 説明

RH – LH (右手 – 左手)

Tekla Structures は、 初のロッドのユー
ザー定義情報として RH を、2 番目のロ
ッドのユーザー定義情報として LH を
保存します。

LH – RH (左手 – 右手)

Tekla Structures は、 初のロッドのユー
ザー定義情報として LH を、2 番目のロ
ッドのユーザー定義情報として RH を
保存します。

ねじのカットの作成

オプション 説明

ねじはカットされません。

ねじがカットされます。

製品/単品ターンバックル枠

オプション 説明

製品

単品

[ジョイント] タブ
[ジョイント] タブを使用して、プレートのプロパティとジョイント タイプを定義
します。

部材

オプション 説明

ファスナー プレート ファスナー プレートの厚さ、幅、および
高さ。

ガセット プレート ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ジョイント タイプ

ジョイント タイプの選択:[羽子板]、[クレビス]、[ボルト ガセット]、または [チュ
ーブ ガセット]。

オプション 説明 デフォルト

羽子板配置 羽子板とガセットをロッドの生成面
の前に作成するか後ろに作成するか
を選択します。

正面

羽子板の寸法

1 ボルトからファスナー プレートの
縁端までの距離。

2 ボルトからガセット プレート の縁
端までの距離。

3 ガセット コーナーとロッドの間の
クリアランス。

1 60 mm
2 ボルト径 x 2.5

3 (ファスナープレ
ートの幅 – ロッド
径) / 2
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オプション 説明 デフォルト

クレビス ピン径 クレビス ピン径は、クレビスの自由
な属性として保存される値です。ク
レビスでのみ使用されます。

ボルト径 ＋ 4 mm

継手パラメーター ボルト ガセットまたはチューブ ガ
セット ジョイントのユーザー定義情
報ファイル。

 

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティを定義します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ターンバックル枠 (126)
[ターンバックル枠 (126)] ではターンバックル製品を作成します。接続する部材は
平行である必要があります。Tekla Structures はジョイント オブジェクトを対称に
作成します。

作成されるオブジェクト

• ターンバックル枠
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適用

状況 説明

ターンバックル枠

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

部材は平行である必要があることに注意してください。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 説明

1 ターンバックル枠

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ターンバックル枠の寸法を定義します。

寸法
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 説明 デフォルト

1 ターンバックル枠の長さ 50 mm
2 ターンバックル枠の開口の長さ ターンバックル

枠の長さ – 20
mm

3 ターンバックル枠の外径 ロッドの径 + タ
ーンバックル枠
の厚さ x 2

4 ターンバックル枠の開口の幅 ロッドの厚さ – 1
5 ねじ切りの長さ 100 mm
6 ねじのカット間の距離 ターンバックル

枠の長さの半分

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、ターンバックル枠をプロファイルとして作成するかカスタ
ム コンポーネントとして作成するかを定義します。

名前を付けて作成

このオプションを使用して、ターンバックル枠をプロファイルとして作成するかカ
スタム コンポーネントとして作成するかを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ターンバックル枠をカスタム コンポーネントとして作成することを選択した場合
は、[アプリケーションとコンポーネント] カタログからカスタム コンポーネント
を選択し、カスタム設定、上方向、回転、および長さを定義します。
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[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、ねじ切りタイプ、カット、サイズを定義するとと
もに、ターンバックル枠を製品として作成するか単一部材として作成するかを定義
します。

ねじ切りタイプ

ターンバックル枠でのねじの方向を定義します。

オプション 説明

デフォルト

RH – LH (右手 – 左手)

Tekla Structures は、 初のロッドのユー
ザー定義情報として RH を、2 番目のロ
ッドのユーザー定義情報として LH を
保存します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

RH – LH (右手 – 左手)

Tekla Structures は、 初のロッドのユー
ザー定義情報として RH を、2 番目のロ
ッドのユーザー定義情報として LH を
保存します。

LH – RH (左手 – 右手)

Tekla Structures は、 初のロッドのユー
ザー定義情報として LH を、2 番目のロ
ッドのユーザー定義情報として RH を
保存します。

ねじのカットの作成

オプション 説明

デフォルト

ねじがカットされます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ねじがカットされます。

ねじはカットされません。
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ねじのサイズ

カットされていないねじを選択した場合、ねじのサイズを選択して 1 mm 未満のね
じを作成できます。

オプション 説明

デフォルト

ねじのサイズは変更されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ねじのサイズは変更されません。

1 mm 未満のねじが作成されます。

製品/単品ターンバックル枠

オプション 説明

デフォルト

製品

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

製品

単品

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

母屋の生成 (50)
[母屋の生成 (50)] では、壁または屋根の母屋、パネル、木材部材またはコンクリー
ト部材として使用できる複数のプロファイルを作成します。

作成されるオブジェクト

• 母屋

適用

状況 説明

母屋
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状況 説明

壁パネル

選択順序

1. 母屋の始点をピックします。

2. 母屋を分割する部材を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックして母屋を作成します。

注 母屋の配置は、入力部材で定義されます。

部材の識別キー
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 部材

1 母屋

[画像] タブ
母屋の数、母屋間の距離、母屋の張り出しの長さを制御するには、[ピクチャー] タ
ブを使用します。

母屋の寸法

 説明

1 ピックした点から 初の母屋までの縁端距離を指定します。

2 母屋の数を指定します。

3 母屋間の距離を指定します。

芯芯距離が計算されます。

4 後の母屋から部材終点までの縁端距離を指定します。

この距離は、[母屋の距離] オプションによって異なります。

5 母屋始部の張り出しのタイプと長さを指定します。

6 母屋の分割方法と母屋間のギャップ サイズを指定します。

7 母屋端部の張り出しのタイプと長さを指定します。

母屋間の距離

母屋間の距離の計算方法を指定します。

オプション 説明

母屋の正確な数
縁端距離  を使用して母屋の始点を指定します。

残りの部分の長さは、  の値に基づいて分割されま
す。
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オプション 説明

例:

端部まで塗りつぶし
 の縁端距離を使用して母屋の始点を指定します。

 の縁端距離を考慮し、  の値に基づいて残りの部
分の長さが分割されます。

母屋プロファイル 中間距離

母屋間の距離を指定します。これはコンクリート床に
特に適しています。

たとえば、[ピクチャー] タブで距離を指定し、[部材] タ
ブで母屋プロファイルのプロパティを指定します。

等分 母屋間の距離がプロファイルの長さによって均等に分
割されます。

[根太タイプ] このオプションは、垂直プロファイル (コンクリート壁
やコンクリート パネルなど) の場合に推奨されます。

[部材] タブの母屋プロファイルのプロパティで設定し
た部材の高さは、[部材] タブの [上部レベルの母屋パネ
ル] オプションで指定したレベルによって無効にするこ
とができます。

例:
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オプション 説明

[部材] タブの母屋プロファイルのプロパティで設定し
たパネルの幅は、[部材] タブの [板厚] オプションによっ
て無効にすることができます。[板厚] オプションが空
白の場合は、プロファイルのプロパティの板厚が使用さ
れます。

例:

位置

メイン部材と比較して母屋レベルを定義します。
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オプション 説明

メイン部材の参照点

メイン部材の中心線

メイン部材の底面

メイン部材の上面

母屋の方向

新しい母屋に使用する方向を指定します。
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母屋の張り出し

母屋を張り出すことができるか (はい) できないか (いいえ) を選択します。母屋を
張り出しに設定すると、ルート シーティングなどに役立ちます。

張り出しを [いいえ] に設定し、母屋間の距離が母屋の幅よりも小さい場合、母屋
の 1 つだけが作成されることに注意してください。

母屋の長さ

母屋の分割方法を定義します。母屋のパターンを選択できるだけでなく、母屋がカ
バーするギャップの数も定義できます。

オプション 説明

リストから母屋のパターンを選択します。赤
の母屋を使用したパターンは、奇数または偶数
の母屋行にある 初の母屋を制御します。
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オプション 説明

長さボックスに母屋がカバーするギャップ数
を入力します。

例:

[部材] タブ
母屋のプロパティと母屋の配置を制御するには [部材] タブを使用します。

母屋プロファイル

オプション 説明

母屋 母屋の厚さ、幅、および高さを指定します。

デフォルト値は PL100*100 です。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

母屋の位置

オプション 説明

母屋 母屋の数をタイプごとに指定します。複数の母屋タイプを
指定できます。数値はスペースで区切ります。たとえば、
1*1 4*2 と入力すると、#1 タイプの母屋が 1 つ、#2 タイ

プの母屋が 4 つになります。

反転 母屋のローカル方向を反転します。このオプションは、非
対称プロファイルで特に役立ちます。

反転は、母屋のタイプごとに個別に指定できます。

次のオプションがあります。

0= 方向が反転されます。

1= 方向は反転されません。

平面上 初のボックスで、水平平面の母屋の位置を指定します。

位置は、母屋のタイプごとに個別に指定できます。

次のオプションがあります。

0 = 中央

1 = 左

2 = 右

2 番目のボックスに、水平オフセットを指定する値を入力
します。
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オプション 説明

回転 初のボックスに母屋の回転を入力します。

回転は、母屋のタイプごとに個別に指定できます。

次のオプションがあります。

0= 背

1= 下

2 = 正

3= 上

2 番目のボックスに、他の回転角度を入力します。

デプス 初のボックスで、垂直平面の母屋の位置を指定します。

位置は、母屋のタイプごとに個別に指定できます。

次のオプションがあります。

0 = 中央

1 = 正

2 = 背面

2 番目のボックスに、垂直オフセットの値を入力します。

母屋パネル レベル 1 つ以上の値を入力して高さを指定します。このオプショ
ンはパネルで特に役立ちます。

数値はスペースで区切ります。このオプションは、[ピクチ
ャー] タブで [母屋の距離] オプションを [根太タイプ] に設
定している場合にのみ使用します。

高さ

母屋の高さの基準を指定します (壁パネルの場合など)。高さは、[上部レベルの母
屋パネル] オプションで設定します。

オプション 説明

部材間を高さの基準とします。

下部材の上面を高さの基準とします。

上部材の下面を高さの基準とします。
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パネルの厚さ

パネルの厚さを指定します。このオプションは、パラメトリック プロファイル
(AS_PNL など) でのみ機能します。このオプションは、[ピクチャー] タブで [母屋
の距離] オプションを [根太タイプ] に設定している場合にのみ使用します。

指定したパネルの厚さは、母屋プロファイルのプロパティで設定した幅よりも優先
されます。

 説明 デフォルト

板厚 例: 100 mm

特殊な母屋の配置を使用

[特殊な母屋の配置を使用] オプションを [はい] に設定すると、偶数または奇数ごと
の母屋の位置と回転を変更できるようになりました。

[ジョイント] タブ
梁と母屋の接合に使用するコンポーネントを定義するには、[ジョイント] タブを使
用します。
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オプション 説明

継手の作成 ジョイントを作成するかどう
かを選択します。

[いいえ]: 母屋のみが作成され
ます。

[はい]: 母屋と梁の間にコンポ
ーネントが追加されます。

コネクション タイプ リストからコネクション タイ
プを選択します。適切なカス
タム コンポーネントまたはジ
ョイントを選択するか、事前
定義されたジョイントのいず
れかを選択できます。

始点ジョイント (1)、2 つの部
材を接合する中央ジョイント
(2)、1 つの部材を接合する中
央ジョイント (3)、終点ジョイ
ント (4) を定義できます。

コンポーネント名/番号 ジョイント タイプとしてカス
タム コンポーネントまたはジ
ョイントを選択した場合、カ
スタム コンポーネントを選択
するか、[アプリケーションと
コンポーネント] カタログか
らジョイントを選択します。

設定ファイル ジョイントの構成設定を選択
します。

[方向]、[クラス] 定義した値は、選択したジョ
イントの [一般] タブに表示さ
れます。
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[ユーザー定義情報] タブ
部材のユーザー定義情報 (UDA) に情報を追加するには、[ユーザー定義情報] タブ
を使用します。 大 5 つのユーザー定義情報名を指定できます。

オプション 説明

ユーザー定義
情報名

ユーザー定義情報の名前を入力します。

たとえば、コメントユーザー定義情報を追加するには、テ
キストエディタで objects.inp ファイルを開き、

comment を検索します。次の情報が表示されます。

attribute("comment", "j_comment", string,
"%s", no, none, "0.0", "0.0")
引用符で囲まれた 初のテキストがユーザー定義情報名
(comment) です。入力する名前は大文字小文字が区別され

ます。

タイプ ユーザー定義情報のタイプを選択します。

テキストには [文字列]、数値には [整数]、小数点付数値に
は [浮動]、リストの項目を選択する場合は [オプション] を
使用します。ユーザー定義情報のタイプは、objects.inp
ファイルで確認できます。

値 ユーザー定義情報の値を入力します。指定したユーザー定
義情報のタイプに応じて、テキストまたは数値を入力しま
す。

ガセット + T
[ガセット + T] では、T 形鋼を梁の端部に溶接し、この形鋼をメイン部材のシアー
プレートのガセットにボルト付けすることにより、梁またはブレースを別の梁に接
続します。メイン部材は通常 H 形鋼または I 形鋼であり、副部材は角鋼管または丸
鋼管のプロファイルです。ただし溝型他のプロファイルも使用できます。

作成されるオブジェクト

• スチフナー

• ガセット プレート

• カット T 形鋼 (ブレース ジョイント)

• ビルド材 T 形鋼 (ブレース ジョイント)

• 溶接

• ボルト
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適用

状況 説明

梁に溶接され、メイン部材のガセット プ
レートにボルト付けされた T 形鋼。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ブレース ジョイント (T 形鋼)
3 スチフナー

[画像] タブ
ギャップとガセット プレートの寸法、およびガセット プレートの形状を制御する
には、[ピクチャー] タブを使用します。
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ギャップ寸法

 説明 デフォルト

1 ギャップ寸法。 10 mm

ギャップ寸法オプション

オプション 説明

デフォルト

メイン部材のフランジ縁端と、 も近い
ガセット プレートの角の間のギャップ。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

メイン部材のフランジ縁端と、 も近い
ガセット プレートの角の間のギャップ。

メイン部材のウェブ面と、 も近いガセ
ット プレートの角の間のギャップ。

メイン部材のフランジ縁端と、 も近い
ボルトの間のギャップ。
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オプション 説明

メイン部材のウェブ面と、 も近いボル
トの間のギャップ。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの形状をさらに変更するには、[ピクチャー] タブと [ガセット]
タブで寸法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

通常の台形ガセット プレート。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できます。

通常の台形ガセット プレート。

[ガセット] タブ ページにあるギャップおよび直線部分の設定
をすべて使用して、このガセット プレートを変更できます。

ガセット プレートを上部フランジの上に延長する場合、または
下部フランジの下に延長する場合、ガセット プレート フランジ
の直線状の縁端の寸法ではなく、延長したガセット プレート コ
ーナー処理の寸法を使用します。

ガセット プレート上部の直角コーナー。

すべてのギャップ オプションを使用して、このガセット プレー
トを変更できます。下部フランジの直線状の縁端も使用できま
す。

ガセット プレートの部分的な寸法。

「ガセット プレートの寸法」で説明する高さおよび直線状の縁
端を定義します。

ガセット プレートを上部フランジの上に延長する場合は、延長
したガセット プレート コーナー処理の寸法を使用します。
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ガセット プレートの寸法

 説明 デフォルト

1 ウェブでのガセット プレートの部分高さ。  
2 ガセット プレート直線状の縁端部分。 20 mm

[ガセット] タブ
ガセット プレートおよびスチフナー作成のための位置や寸法を制御するには、[ガ
セット] タブを使用します。

ガセットとスチフナー

オプション 説明 デフォルト

[ガセット] ガセット プレートの厚さ 6 mm
スチフナー スチフナー厚 ガセット プレートの厚さ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 1615 ブレース



ガセットおよびスチフナーの寸法

 説明 デフォルト

1 フランジの縁端からガセット プレート/スチフ
ナーまでの距離。

2 上部フランジとガセット プレート/スチフナー
の間のギャップ。

3 下部フランジとガセット プレート/スチフナー
の間のギャップ。

4 ウェブとガセット プレート/スチフナーの間の
ギャップ。

5 ブレースへの勾配が始まる手前の、フランジか
らのガセット プレートの直線部分。

6 ガセット プレート/スチフナーのコーナー処理
のサイズ。

 

7 ガセット プレート/スチフナーのコーナーのコ
ーナー処理の形状。

ライン カット角処理

コーナー処理のタイプおよびサイズ

 説明 デフォルト

1 ガセット プレートをメイン部材フランジの上
または下に延長した場合のガセット プレート
のコーナー処理のサイズ。

5

鉄骨コンポーネント リファレンス 1616 ブレース



 説明 デフォルト

2 延長したガセット プレートのコーナー処理の
タイプ。

凹円弧の角処理

 説明 デフォルト

1 ガセット プレート上部の直角コーナーのコ
ーナー処理サイズ。

20

2 直角コーナーのコーナー処理タイプ。 凹円弧の角処理

ガセットの位置

オプション 説明

デフォルト

カット T プロファイルの上のガセット
プレート。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カット T プロファイルの上のガセット
プレート。

カット T プロファイルの下のガセット
プレート。

スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナー無し。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

ガセットに合わせてスチフナーが配置
されます。

スチフナー無し。
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[ブレース ジョイント] タブ
ガセット プレートにブレースをジョイントする方法を定義するには、[ブレース ジ
ョイント] タブを使用します。

プロファイル プロパティ

オプション 説明 デフォルト

カット T カット T プロファイルの
厚さ、幅、高さ。プロファ
イル カタログからプロフ
ァイルを選択します。

ガセット プレートの厚さ

フランジ ビルド材 T プロファイル
のフランジ厚。

初にプロファイル タイ
プを [ビルド材 T] に設定
する必要があります。

6 mm

ウェブ ビルド材 T プロファイル
のウェブ厚。

初にプロファイル タイ
プを [ビルド材 T] に設定
する必要があります。

6 mm

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ブレース ジョイント プロファイル

 説明 デフォルト

1 ブレース ジョイントで使用する T プロファイ
ルのタイプ。

[ビルド材 T] を選択する場合、ガセット プレ
ートとビルド材 T プロファイルの間のギャッ
プも定義します。

2 ガセット プレート縁端とビルド材 T プロファ
イルのフランジの間のギャップ。

10 mm

[ボルト] タブ
ガセット プレートを T プロファイルに接続するボルトのプロパティを制御するに
は、[ボルト] タブを使用します。
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ボルトグループの寸法

 説明 デフォルト

1 ブレース ジョイント上下の T プロファイル延
長の 小長。

10 mm

2 ボルト縁端距離。 40 mm
3 ボルト数。 2
4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。ボルト個々の間隔を示す値を入力しま
す。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

60 mm

5 ボルト縁端距離。 40 mm
6 ボルト数。 1
7 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。ボルト個々の間隔を示す値を入力しま
す。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

60 mm

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

メイン部材溶接/カット T 溶接のタブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

5.9 チューブ

ここでは、鋼管ジョイントで使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:
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• チューブ スプライス (6) (1623 ページ)

• [チューブ ガセット (20)] (1631 ページ)

• 高圧鋳造管-ボルト (102) (1659 ページ)

• 高圧鋳造管 (103) (1671 ページ)

• チューブ-コーナー (1678 ページ)

• チューブ-クロス サドル (1680 ページ)

• チューブ-留めサドル+孔 (1682 ページ)

• チューブ-サドル+孔 (1684 ページ)

• チューブ-長孔 (1688 ページ)

チューブ スプライス (6)
[チューブ スプライス (6)]では、スプライス プレートを使用して、2 つの四角形の
中空断面または丸チューブを接続します。エンド プレートがジョイントの両端部
に作成されます。コネクション プレートにより、接続されている部材にカットが
作成されます。

作成されるオブジェクト

• スプライス プレート

• コネクション プレート

• エンド プレート

• 溶接

• ボルト

• カット

適用

状況 説明

四角形の中空断面へのチューブ スプラ
イス ジョイント。
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状況 説明

丸チューブへのチューブ スプライス ジ
ョイント。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 (柱または梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 スプライス プレート

2 コネクション プレート

3 エンド プレート

[画像] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、プレートの位置を制御します。

プレートの位置
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 説明 デフォルト

1 スプライス プレートとエンド プレートの間の
距離。

10 mm

2 コネクション プレート カット部デプス。

コーナー カット部デプスはコネクション プレ
ートのサイズに影響します。

150 mm

3 コネクション プレート間の距離。 20 mm

カットの作成

コネクション プレートで接続先の部材にカットを作成するかどうか、およびエン
ド プレートをカットするかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

コネクション プレートでは、カットは作
成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コネクション プレートでは、カットは作
成されません。

コネクション プレートにより長方形の
カットが作成されます。

水平および垂直方向のカット寸法を定
義します。

コネクション プレートにより、ラウンド
カットが作成されます。

水平カットと垂直カットの寸法、および
カットの半径を定義します。

オプション 説明

デフォルト

エンド プレートはカットされません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

エンド プレートはカットされません。
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オプション 説明

エンド プレートはカットされます。

[部材] タブ
プレートのサイズ、位置、材質、名前、仕上げを制御するには、[部材] タブを使用
します。

プレート

オプション 説明

スプライス プレート スプライス プレートの厚さ。

コネクション プレート コネクション プレートの厚さ。

エンド プレート エンド プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[ボルト] タブ
スプライス プレートとコネクション プレートを接続するボルトのプロパティを制
御するには、[ボルト] タブを使用します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

5 接続された部材の中心線からのボルト グループの位置の寸法。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[エンド プレート] タブ
エンド プレートの形状と寸法を制御するには、[エンド プレート] タブを使用しま
す。

エンド プレートの形状

オプション 説明

四角形

デフォルト

四角形

切り上げガセット

エンド プレートの角処理寸法
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 説明

1 水平方向の角処理寸法。

2 垂直方向の角処理寸法。

3 角処理タイプを選択します。

エンド プレートの寸法

四角形のエンド プレートの寸法を定義します。

 説明

1 エンド プレートの縁端から柱または梁のフランジまでの水平寸法。

2 エンド プレートの縁端から柱または梁のフランジまでの垂直寸法。

エンド プレートの寸法

円形のエンド プレートの寸法を定義します。

 説明

1 エンド プレートの縁端から柱または梁の外縁端までの寸法。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[チューブ ガセット (20)]
チューブガセット (20) では、ガセット プレートを使用して 1 ～ 10 本の中空ブレー
スを梁または柱に接続します。ブレースには、RHS (角鋼管) またはチューブ プロ
ファイルが必要になります。このジョイントでは、コネクション プレートとオプ
ションの割込プレートを使用して、ブレースがガセット プレートにボルト留めさ
れます。中空ブレースは、エンド プレートを使用してシール処理できます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• コネクション プレート

• クリップ アングル

• エンド プレート (シール プレート)

• 割込プレート

• カバー プレート

• スチフナー

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ガセット プレートが柱フランジに溶接
されています。

ブレースがコネクション プレートに溶
接されています。コネクション プレー
トとガセット プレートの間のジョイン
トにボルトが適合するよう、ブレースの
端部はノッチ処理されています。
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状況 説明

ガセット プレートが柱フランジに溶接
されています。

割込プレートを使用して、ブレースがガ
セット プレートにボルト留めされてい
ます。

ガセット プレートがクリップ アングル
で柱フランジに接続されています。

割込プレートを使用して、ブレースがガ
セット プレートにボルト留めされてい
ます。ブレースはエンド プレートでシ
ール処理されており、スチフナーが作成
されています。

ガセット プレートがコネクション プレ
ートで柱フランジに接続されています。

十字プレートとカバー プレートが作成
されています。
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実際の作業を始める前に

RHS またはチューブ プロファイルを使用して 1 ～ 10 本のブレースと、梁または柱
を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

部材の識別キー
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 部材

1 ガセット

2 スチフナー 1
3 割込プレート

4 カバー プレート

ﾌﾞﾚｰｽ接合 タブで作成。

5 クリップ アングル

6 コネクション プレート

ﾌﾞﾚｰｽ接合 タブで作成。

7 エンド プレート (シール プレート)
8 スチフナー 2
9 カバー プレート

十字ﾌﾟﾚｰﾄ タブで作成。

10 十字プレート

[ピクチャー] タブ
ガセット プレートの寸法と位置を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 クリップ アングルまたはコネクション プレ
ートの上端からガセット プレートの上端ま
での距離。

 

2 ガセット プレートのコーナー角度を度単位。

この値はガセット プレートの形状に影響し
ます。

 

3 一番上のブレースに対して垂直なガセット
プレートの縁端の長さ。

この値はガセット プレートの形状に影響し
ます。

 

4 コネクション プレート上のブレースの長さ。

コネクション プレートをブレースの内側に
配置しないようにするには、負の値を入力し
ます。

150 mm

5 ガセット プレートからブレースまでの距離。

ブレースがエンド プレートによってシール
処理されている場合、ガセット プレートから
エンド プレートまでの距離を入力します。

20 mm

6 ブレースに対して垂直なガセット プレート
の縁端の長さ。

この値はガセット プレートの形状に影響し
ます。
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 説明 デフォルト

7 一番下のブレースに対して垂直なガセット
プレートの縁端の長さ。

この値はガセット プレートの形状に影響し
ます。

 

8 メイン部材から 初にピックしたブレースま
での距離。

 

9 ブレースの間隔。  
10 クリップ アングルまたはコネクション プレ

ートの下端からガセット プレートの下端ま
での距離。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ﾋﾟｸﾁｬｰ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレートの配置

ベース プレートを使用する場合のガセット プレートの配置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に平行
に配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースに平行に
配置されます。

ガセット プレートの寸法

オプション 説明

標準

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

ガセット プレートはメイン部材を貫通
します。

ガセット プレート延長寸法を定義しま
す。

[ガセット] タブ
ガセット プレートのプロパティ、形状と位置、およびクリップ アングルのプロパ
ティと方向を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚
さ、幅、および高さ。

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの
厚さと幅。

コネクション プレートは
作成されません。

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログか
らクリップ アングルのプ
ロファイル。

L100*100*10

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。
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オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に直接
溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。
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ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。
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オプション 説明

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートのコーナー処理

ガセット プレートのコーナー処理のタイプと寸法を定義します。

 説明 デフォルト

1 コネクション プレートからメイン部材の内側
フランジまでの距離。

 

2 ガセット プレートの縁端からメイン部材のフ
ランジまでの水平距離。

 

3 角処理の水平寸法。 10 mm
4 角処理の垂直寸法。 10 mm

コーナー処理のタイプを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ライン カット コーナー処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

凸円弧の角処理

凹円弧のスカラップ
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カット サイズ

ガセット プレートがメイン部材を貫通する場合、ガセット プレートに対して作成
されるカット サイズを定義します。

 説明

1 カットの水平サイズを定義します。

2 カットの垂直サイズを定義します。

カット オプション

梁-柱-梁継ぎ手を使用して、ガセット プレートでカットを作成する場合、カットが
メイン部材を貫通する方法を定義できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートの方向に従ってカッ
トが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

直線的なカット処理が行われます。

[ブレース接合] タブ
コネクション プレート、割込プレート、およびエンド プレートのプロパティを制
御するには、[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブを使用します。

ブレース ジョイント

オプション 説明 デフォルト

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの
厚さ、幅、および高さ。

厚さ = 20 mm

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ エンド プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 5 mm
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オプション 説明 デフォルト

中間エンド プレート 中間エンド プレートの厚
さおよび高さ。

中間スチフナープレート
は作成されません

割込ﾌﾟﾚｰﾄ 割込プレートの厚さおよ
び高さ。

割込プレートは作成され
ません。

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ カバー プレートの厚さ、
幅、および高さ。

カバー プレートは作成さ
れません。

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

スチフナーは作成されま
せん。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ブレース ジョイントのタイプ

ブレースをコネクション プレートに接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースは溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブレースは溶接されます。

ブレースはボルト留めされます。
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オプション 説明

ブレースは溶接されナットの周囲でノ
ッチ処理されます。

割込プレートとカバー プレートが作成
されます。

ブレースでのカット

必要に応じて、ブレースにカットを作成できます。

ブレースのカット幅を定義します。ここで、t はコネクション プレートの厚さを意
味します。

ブレースの、コネクション プレート縁端からのカット長さを定義します。

ガセットとコネクション プレートの距離

ガセット プレートとコネクション プレート間の距離を定義します。

ブレースでの丸いカット

必要に応じて、ブレースに丸いカットを作成できます。半径の値を入力します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ﾌﾞﾚｰｽ接合 タブ
には、これら以外のオプションも用意されています。

コネクション プレート

コネクション プレートをブレースに接続する際に、ブレースをノッチ処理するか、
またはコネクション プレートをカット処理するかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースはノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

コネクション プレートはカット処理さ
れます。

コネクション プレートはカット処理さ
れますが、ブレースの内側に作成された
コネクション プレートの部材は削除さ
れません。

コネクション プレートをカット処理す
る場合、ブレースとコネクション プレー
トの間のギャップのサイズを定義でき
ます。

コネクション プレートの数

ブレースをガセット プレートに接続する際に使用するコネクション プレートの数
(1 枚または 2 枚) を定義します。

オプション 説明

デフォルト

コネクション プレートを 1 枚使用しま
す。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コネクション プレートを 2 枚と、コネク
ション プレートの端部に中間エンド プ
レートを 1 枚使用します。

中間エンド プレートを作成する場合、エ
ンド プレートの幅を定義できます。

中間エンド プレート位置を選択します。

コネクション プレートのスチフナー

オプション 説明

スチフナーを作成するには、スチフナー
の厚さを定義します。

デフォルトで作成されるスチフナーは 1
つです。2 つのコネクション プレート
を作成する場合、左にスチフナーを 1 つ
か右にスチフナーを 1 つ、または左右両
方側にスチフナーを 1 つ作成するよう
選択することもできます。
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オプション 説明

スチフナーの内角と外角の処理を定義
します。

コネクション プレートのコーナー処理

コネクション プレートをコーナー処理するかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

コーナーを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コーナーを作成します。

コーナーを作成する場合、コーナーの垂
直寸法と水平寸法を定義します。

エンド プレート

エンド プレートを使用してブレースをシール処理する場合、エンド プレートの形
状と寸法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

四角形のエンド プレート。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

円形のエンド プレート

ブレースの外縁端からエンド プレート
の縁端までの距離。
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オプション 説明

エンド プレートのコーナー処理

エンド プレートのコーナー処理のタイプ、および水平寸法と垂直寸法を定義しま
す。

[スチフナー] タブ
スチフナーのプロパティと寸法を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

スチフナー

オプション 説明 デフォルト

ｽﾁﾌﾅｰ 1
ｽﾁﾌﾅｰ 2

スチフナーの厚さ。 スチフナーは作成されま
せん。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。
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オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

スチフナーの長さ

 説明

1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離。

2 スチフナーの長さ。

スチフナーをメイン部材にフィッティングできます。デフォルトでは、スチフナー
はフィッティングされません。
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スチフナー寸法

 説明

1 スチフナーの幅。

2 スチフナー ベースの長さ。

3 スチフナーの斜め部分の長さ。

4 スチフナーの中心線からの距離。

5 スチフナー ベースからのスチフナーの斜め部分の垂直距離。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

角処理寸法
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 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

[ガセット取付け] タブ
ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのボルト グループのプロパティ
と、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ｶﾞｾｯﾄ取付け] タブを使用しま
す。

ガセット プレート上のボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。
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 説明

1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。[ガセット取付
け] タブには、これら以外のオプションも用意されています。

クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

デフォルト

両方の部材がボルト留めされます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト留めされ、副部材が
溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト
留めされます。
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オプション 説明

両方の部材がボルト留めされます。

両方の部材が溶接されます。

ガセット プレート上のボルト

クリップ アングルを使用しない場合、ガセット プレートをメイン部材にボルト留
めするかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートにボルトを作成しま
せん。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートにボルトを作成しま
す。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
初のブレース、2 番目のブレース、および 3 番目以降のブレースをガセットプレ

ートに接続するボルトを制御するには、[ﾎﾞﾙﾄ1]、[ﾎﾞﾙﾄ2]、[ﾎﾞﾙﾄ3] の各タブを使用
します。

コネクション プレート上のボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ブレースからコネクション プレートの縁端までの距離。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト タイプ

ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付けが必要な場所を定義します。

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[十字プレート] タブ
十字プレートおよびカバー プレートのプロパティと位置を制御するには、[十字ﾌﾟ
ﾚｰﾄ] タブを使用します。

十字プレート

オプション 説明 デフォルト

十字ﾌﾟﾚｰﾄ カバー プレートの厚さ、
幅、および高さ。

十字プレートは作成され
ません。

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ カバー プレートの厚さ、
幅、および高さ。

カバー プレートは作成さ
れません。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。
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オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 水平方向のボルト グループの位置の寸法。

5 角処理の垂直寸法。

6 角処理の水平寸法。

十字プレートおよびカバー プレートの位置

十字プレートおよびカバー プレートの位置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

カバー プレートは十字プレートの両側
に作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カバー プレートは十字プレートの上部
に作成されます。
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オプション 説明

カバー プレートは十字プレートの下部
に作成されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

高圧鋳造管-ボルト (102)
[高圧鋳造管-ボルト (102)] では、メイン部材とチューブ プロファイルの間に高圧鋳
造部材を作成します。メイン部材は、I 形鋼または H 形鋼である必要があります。
高圧鋳造部材は、一方の端部で高圧鋳造されプレートに溶接されるチューブ、また
はポリゴン プレートになります。

作成されるオブジェクト

• 高圧鋳造管または縮小ポリゴン プレート

• スチフナー

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

チューブ プロファイルは、ガセット プレートにボル
ト付けされたブレースに溶接されます。ガセット プ
レートはメイン部材に溶接されます。

簡素化されたテンショナー プロファイル。

選択順序

1. メイン部材 (I 形鋼または H 形鋼) を選択します。

2. 副部材 (チューブ プロファイル) を選択します。

高圧鋳造部材が自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 メイン部材 (I 形鋼)
2 チューブ プロファイル
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[画像] タブ
ブレースのレベルとオフセットを制御するには、[ピクチャー] タブを使用します。

 説明 デフォルト

1 高圧鋳造部材の拡張部分の幅。 メイン部材によって異な
ります (メイン部材の幅

- ウェブ厚/ 2)。

例:

2 高圧鋳造部材の幅。 120 mm
3 縮小部材のタイプを選択します。

板:
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 説明 デフォルト

高圧鋳造管:

4 水平の縁端のオフセット。

例:

0 mm

5 高圧鋳造部材の拡張部分の高さを計算する
方法を選択します。

 

[部材] タブ
高圧鋳造部材の寸法とスチフナーのプロパティを制御するには、[部材] タブを使用
します。

高圧鋳造部材

高圧鋳造部材の拡張部分の寸法とプロパティを指定します。
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オプション 説明

高圧鋳造部材 高圧鋳造部材の拡張部分の厚さ、幅、お
よび高さ。

例:

2 行目を使用して、高圧鋳造部材の幅を
指定します。[部材] タブで指定した幅
は、[ピクチャー] タブで指定した幅より
も優先されます。

部材合成 高圧鋳造部材をフリー部材として処理
するか (つまり、コンポーネントの他の
プロファイルに取り付けない)、副部材
に追加するかを選択します。

• はい

高圧鋳造部材はチューブ プロファ
イルに合成されます。

• いいえ

高圧鋳造部材はフリー部材のままと
なります。

スチフナー

オプション 説明

スチフナー スチフナーをスチフナーとプレートのどちらと
して作成するかを選択します。

• スチフナー

[スチフナー] タブで、スチフナー寸法を定義
します。
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オプション 説明

• プレート スチフナー

[スチフナー プレート] ボックスを使用して
寸法を定義します。

スチフナー プレート スチフナー プレートの厚さと幅を指定します。

注 プレートの高さを指定することはできま
せん。高さは、[ピクチャー] タブで指定し
た高圧鋳造部材の高さと同じになります。

チューブ プロファイルの中心線の上下のスチ
フナー プレートの高さを指定します。これら
の値は、[スチフナー] オプションを [プレート
スチフナー] に設定している場合にのみ有効と
なります。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1664 チューブ



オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナーのプロパティを制御します。

スチフナー 1、スチフナー 2

注 このタブのオプションは、[部材] タブで [スチフナー] オプションを [ガセット
スチフナー] に設定している場合にのみ機能します。

[スチフナー 1] は、高圧鋳造管側にあるスチフナーです。[スチフナー 2] は、ウェ
ブのもう一方の側にあるスチフナーです。

スチフナーの厚さ、幅、および高さを指定します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
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オプション 説明 デフォルト

ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

スチフナーのギャップ

梁フランジとスチフナーの間のギャップ サイズを指定します。

角処理寸法

 説明

1 角処理の垂直寸法。

2 角処理の水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

ライン カット角処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理なし
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オプション 説明

ライン カット角処理

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理

スチフナーを取り付ける側

スチフナーを取り付ける側を指定します。

高圧鋳造部材の左側:

高圧鋳造部材の右側:
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[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明 デフォルト

1 中心線からのボルトの垂直オフセット。 0 mm
2 垂直方向のボルトの数。 2
3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。ボルト個々の間隔を示す値を入力しま
す。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

 

4 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部ま
での距離です。

55 mm

5 水平方向のボルトの数。 1
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

高圧鋳造管 (103)
[高圧鋳造管 (103)] では、2 つのチューブ プロファイルの間に高圧鋳造部材を作成
します。高圧鋳造部材は、一方の端で高圧鋳造されプレートに溶接されるチューブ
か、ポリゴン プレートになります。高圧鋳造管またはポリゴン プレートが作成さ
れないジョイントを定義することもできますが、プロファイルはカット、フィッテ
ィング、溶接で接続されます。

作成されるオブジェクト

• 高圧鋳造管またはポリゴン プレート

適用

状況 説明

一方の端で高圧鋳造されプレー
トに溶接されるチューブ。

一方の端で高圧鋳造されプレー
トに溶接されるチューブ。
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状況 説明

ポリゴン プレート。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

高圧鋳造部材が作成されます。

[画像] タブ
高圧鋳造部材の形状と寸法、およびプロファイルが高圧鋳造部材で接続されるか、
カット、フィッティング、溶接で接続されるかを定義するには、[ピクチャー] タブ
を使用します。

高圧鋳造部材

初の 5 つのオプションでは、高圧鋳造管およびポリゴン プレートを作成します。

残りの 6 つのオプションでは新しい部材は作成しませんが、ライン カット、フィ
ッティング、および溶接を行います。

オプション 説明 例

デフォルト

メイン部材と副部材はチューブ プロ
ファイルです。

接合プロファイルとして、1 つの幅広
の端部および 1 つの平行する端部を
持つプレートが使用されます。

高圧鋳造部材とポリゴン プレートが
作成されます。

チューブ プロファイルはポリゴン
プレートに合わせて縮小されます。
高圧鋳造部材の長さは、寸法 b を使
用して定義できます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。
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オプション 説明 例

[デフォルト] オプションと同じ。

寸法 a と b を使用して、プレートの
幅広部材と平行部材の長さを定義し
ます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

寸法 a と b を使用して、プレートの
長さを定義します。プレートの幅は
長さに合わせて広がります。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

寸法 a と b を使用して、プレートの
長さを定義します。拡張は高圧鋳造
部材の側から開始され、ポリゴン プ
レートの側まで行われます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

新しい部材は作成されません。

副部材は、フィッティングとライン
カットを使用してメイン部材に適合
されます。

寸法 c を使用して、メイン部材の中
心線からのオフセットを定義します
(デフォルト値 = 15 mm)。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

新しい部材は作成されません。

副部材は、フィッティングと 2 つの
ラインカットを使用してメイン部材
に適合されます。

寸法 d を使用して、メイン部材の中
心までの距離を定義します。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。
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オプション 説明 例

新しい部材は作成されません。

副部材はフィッティングを使用して
短縮されます。

副部材をメイン部材に溶接すること
もできます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

新しい部材は作成されません。

副部材はライン カットを使用して短
縮されます。

副部材をメイン部材に溶接すること
もできます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

新しい部材は作成されません。

副部材はライン カットを使用して短
縮されます。

副部材をメイン部材に溶接すること
もできます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

新しい部材は作成されません。

副部材はライン カットを使用して短
縮されます。

副部材をメイン部材に溶接すること
もできます。

寸法 t を使用して、プレートとメイ
ン部材の間のギャップを定義しま
す。

[部材] タブ
高圧鋳造部材の終端の厚さと幅を定義するには、[部材] タブを使用します。
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オプション 説明

高圧鋳造部材 高圧鋳造部材の終端の厚さと幅。

高圧鋳造部材の前端のプロファイルは、
副部材のプロファイルと同じです。

高圧鋳造部材の終端およびポリゴン プ
レートは同じサイズです。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

[パラメータ] タブ
副部材がメイン部材に溶接されるかどうか、副部材、高圧鋳造部材、およびポリゴ
ン プレートが単一部材として処理されるかどうか、および高圧鋳造部材が平板化
される方法を定義するには、[パラメータ] タブを使用します。

オプション 説明

B 高圧鋳造部材 高圧鋳造部材が平板化される方法を定
義します。

次のオプションがあります。
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オプション 説明

• ((De – t) * pi + t ) / 2 (デフォルト)

• (De * pi) / 2
De = 副部材のチューブ プロファイル

溶接

副部材をメイン部材に溶接するかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材がメイン部材に溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

副部材がメイン部材に溶接されます。

副部材はメイン部材に溶接されません。

部材追加

副部材、高圧鋳造部材、およびポリゴン プレートが単一部材として処理されるか
どうかを定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副部材、高圧鋳造部材、およびポリゴン
プレートは、単一部材として処理されま
せん。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

副部材、高圧鋳造部材、およびポリゴン
プレートは、単一部材として処理されま
せん。

副部材、高圧鋳造部材、およびポリゴン
プレートは、単一部材として処理されま
す。

高圧鋳造部材のプロファイル プロパテ
ィは、副部材から取得されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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チューブ-コーナー
[チューブ-コーナー]では、丸チューブをプレートまたは丸チューブに接続します。
メイン部材がチューブの場合、副チューブのサイズはメイン部材と等しくする必要
があります。チューブは角処理されます。

作成されるオブジェクト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

チューブとチューブの接続。

チューブとプレートの接続。

制限事項

• ポリビームまたはポリゴン プレートはサポートされません。

• メイン部材のプレート以外のプロファイル (H/I 梁や角チューブなど) はサポー
トされません。

選択順序

1. メイン部材 (丸チューブまたはプレート) を選択します。

2. 副部材 (寸法の等しい丸チューブ) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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[パラメータ] タブ
角処理を制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

接続オプション

オプション 説明

角処理

副チューブを、中央のアングル平面に
沿って、プレート、またはメイン チュー
ブおよび副チューブにフィッティング
します。

オフショア角処理

チューブの NC ファイルを作成すると
きに後部切り落としを作成します。モ
デルで実際の後部切り落としは作成さ
れません。

注 [オフショア角処理] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の後部切
り落としはモデルに作成されません。

丸鋼管 NC パラメーター

オプション 説明

梁切落とし角度 チューブの NC 処理中に作成される溶
接開先角度。

チューブとチューブの角処理でこのオ
プションを使用すると、両方のチューブ
に傾斜が作成され、定義された角度にな
ります。

ルート ギャップ (上): 部材間のギャップです。ギャップはモ
デルに作成されます。

収縮 チューブの NC 処理中に発生すること
が考えられる収縮。収縮の値はモデル
に影響を与えません。

大トーチ角度 大トーチ角度。

デフォルト値は 70.0 です。

小トーチ角度 小トーチ角度。

デフォルト値は -70.0 です。
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注 [梁切落とし角度] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の溶接開先
はモデルに作成されません。

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

チューブ-クロス サドル
[チューブ-クロス サドル] では、丸チューブを丸チューブに接続します。この接続
により、副チューブにサドル カットが作成されます。

作成されるオブジェクト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

クロス サドル接続。
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制限事項

• ポリビームまたはポリゴン プレートはサポートされません。

選択順序

1. メイン部材 (丸チューブ) を選択します。

2. 副部材 (丸チューブ) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[パラメータ] タブ
サドル カットを制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

接続オプション

オプション 説明

クロス サドル

副部材にクロス サドルを作成します。

丸鋼管 NC パラメーター

オプション 説明

梁切落とし角度 チューブの NC 処理中に作成される溶
接開先角度。

副部材に切り落としが作成されます。

ルート ギャップ (上): 部材間のギャップです。ギャップはモ
デルに作成されます。

収縮 チューブの NC 処理中に発生すること
が考えられる収縮。収縮の値はモデル
に影響を与えません。

大トーチ角度 大トーチ角度。

デフォルト値は 70.0 です。

小トーチ角度 小トーチ角度。

デフォルト値は -70.0 です。

注 [梁切落とし角度] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の溶接開先
はモデルに作成されません。
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[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

チューブ-留めサドル+孔
[チューブ-留めサドル+孔] では、丸チューブを、同じ寸法の丸チューブに接続しま
す。この接続により、留め孔がメイン部材に作成され、留めカットが副部材に作成
されます。

作成されるオブジェクト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

留めサドルと孔の接続。
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状況 説明

制限事項

• ポリビームはサポートされません。

• 部材はカットされるのみで、フィッティングされません。小部材または傾斜の
急な部材では正しい結果が表示されない場合があります。

選択順序

1. メイン部材 (丸チューブ) を選択します。

2. 副部材 (寸法の等しい丸チューブ) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[パラメータ] タブ
留め孔とカットを制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

接続オプション

オプション 説明

サドル + 孔
留めカット (二重留め) を副部材に作成
し、留め孔をメイン部材に作成します。

サドルのみ

留めカットを副部材に作成します。留
め孔はメイン部材に作成されません。
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オプション 説明

孔のみ

留め孔をメイン部材に作成します。留
めサドルは副部材に作成されません。

丸鋼管 NC パラメーター

オプション 説明

梁切落とし角度 チューブの NC 処理中に作成される溶
接開先角度。

ルート ギャップ (上): 部材間のギャップです。ギャップはモ
デルに作成されます。

収縮 チューブの NC 処理中に発生すること
が考えられる収縮。収縮の値はモデル
に影響を与えません。

大トーチ角度 大トーチ角度。

デフォルト値は 70.0 です。

小トーチ角度 小トーチ角度。

デフォルト値は -70.0 です。

注 [梁切落とし角度] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の溶接開先
はモデルに作成されません。

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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チューブ-サドル+孔
[チューブ-サドル+孔] では、丸チューブを、同じ寸法またはそれより小さい寸法の
丸チューブに接続します。この接続により、孔がメイン部材に作成され、サドルが
副部材に作成されます。

作成されるオブジェクト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

サドル接続。

制限事項

• ポリビームはサポートされません。

• 部材はカットされるのみで、フィッティングされません。

選択順序

1. メイン部材 (丸チューブ) を選択します。

2. 副部材 (寸法が等しいかまたは小さい丸チューブ) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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[パラメータ] タブ
サドルと孔を制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

接続オプション

オプション 説明

サドル

標準のサドルを副部材に作成してメイ
ン部材にフィッティングします。

NC 処理中に溶接開先が副部材に作成さ
れます。

[セットオン サドル+孔]
標準のサドルを副部材に作成してメイ
ン部材にフィッティングします。メイ
ン部材に、副部材の内径に一致する孔も
作成します。

NC 処理中に溶接開先が副部材に作成さ
れます。

[セットイン サドル+孔]
サドルを副部材に作成してメイン部材
の内面にフィッティングします。メイ
ン部材に、副部材の外径に一致する孔も
作成します。

NC 処理中に溶接開先がメイン部材の孔
に作成されます。

セットオン孔のみ

メイン部材に、副チューブの内径に一致
する孔を作成します。副部材に変更は
ありません。

NC 処理中に溶接開先は作成されませ
ん。

セットイン孔のみ

メイン部材に、副部材の外径に一致する
孔を作成します。副部材に変更はあり
ません。

NC 処理中に溶接開先がメイン部材の孔
に作成されます。
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オプション 説明

エッジ サドル

部分的なサドルを副部材に作成してメ
イン部材にフィッティングします。メ
イン部材は副部材と部分的に重なるの
みです。

NC 処理中に溶接開先が副部材に作成さ
れます。

オフショア サドル

チューブの NC ファイルを作成すると
きに後部切り落としを作成します。モ
デルで実際の後部切り落としは作成さ
れません。

注 [オフショア サドル] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の後部切
り落としはモデルに作成されません。

丸鋼管 NC パラメーター

オプション 説明

梁切落とし角度 チューブの NC 処理中に作成される溶
接開先角度。

ルート ギャップ (上): 部材間のギャップです。ギャップはモ
デルに作成されます。

収縮 チューブの NC 処理中に発生すること
が考えられる収縮。収縮の値はモデル
に影響を与えません。

大トーチ角度 大トーチ角度。

デフォルト値は 70.0 です。

小トーチ角度 小トーチ角度。

デフォルト値は -70.0 です。

注 [梁切落とし角度] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の溶接開先
はモデルに作成されません。

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

チューブ-長孔
[チューブ-長孔] では、プレートを丸チューブに接続します。この接続により、長
孔がメイン部材に作成されます。

作成されるオブジェクト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

長孔とプレート。

制限事項

• ポリビームまたはポリゴン プレートはサポートされません。

• 孔はメイン部材の片側にのみ作成されます。[チューブ-長孔] を使用して、貫通
する長孔は作成できません。

• チューブの主軸と平行になってないプレートで、ジョイントは作成されません。

選択順序

1. メイン部材 (丸チューブ) を選択します。
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2. 副部材 (プレート) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[パラメータ] タブ
長孔を制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

接続オプション

オプション 説明

長孔

長孔をメイン部材に作成します。

丸鋼管 NC パラメーター

オプション 説明

梁切落とし角度 チューブの NC 処理中に作成される溶
接開先角度。

長孔に切り落としが作成されます。

ルート ギャップ (上): プレートとチューブの間のギャップ。
ギャップはモデルに作成されます。

大トーチ角度 大トーチ角度。

デフォルト値は 70.0 です。

小トーチ角度 小トーチ角度。

デフォルト値は -70.0 です。

注 [梁切落とし角度] 情報は NC データ内でのみ使用されます。実際の溶接開先
はモデルに作成されません。

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

5.10 板・フラットバー

ここでは、鋼材の板・フラットバーで使用できるコンポーネントについて説明しま
す。

詳細情報のリンク:

• 長方形から円 (17) (1690 ページ)

• 三角材 (19) (1697 ページ)

• 折梁展開面 (21) (1706 ページ)

長方形から円 (17)
[長方形から円 (17)] では、長方形プロファイルと円または楕円プロファイル間を断
面変化する部材を作成します。断面変化部は、複数の三角プレートで構成されてい
ます。

作成されるオブジェクト

• 断面変化部

適用

状況 説明

長方形プロファイルと円プロファイル
間を断面変化する部材。
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選択順序

1. メイン部材 (長方形プロファイル) を選択します。

2. 副部材 (円プロファイルまたは楕円プロファイル) を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックすると、断面変化部が作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 円プロファイル

2 断面変化部

3 長方形プロファイル

[ピクチャー] タブ
断面変化部を構成する部材数と四角形と円形の終端に対するオフセットを定義す
るには、[ピクチャー] タブを使用します。

オプション 説明

長方形と円のプロファイル端部に対す
るオフセットを定義します。

次のオプションがあります。

• オフセット

固定の距離。

• [% x t]
プレートの厚さの比率。
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オプション 説明

カット数

断面変化部を構成する部材数を定義します。

デフォルトでは、断面変化部にカットが 1 つ含まれています。

オプション 説明

デフォルト

1 カット

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カットなし

1 カット

2 カット

鉄骨コンポーネント リファレンス 1692 板・フラットバー



オプション 説明

4 カット

断面変化部の手動作成

断面変化部の各終端で 3 点をピックすることで、既存のプロファイルがなくても部
材を作成できます。ピックされた点によって、断面変化部のサイズが定義されま
す。[パラメーター] タブで、手動で作成した断面変化部の形状を定義できます。

オプション 説明

点のピック順:

• 中心点

• 水平距離

• 垂直距離

[部材] タブ
断面変化部の三角プレートの厚さと断面変化部の位置を定義するには、[部材] タブ
を使用します。

三角形

オプション 説明

三角形 三角プレートの厚さ。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

デプス内位置

プレート セグメントの位置を選択します。デフォルト値は 中 です。

[パラメーター] タブ
断面変化部の終端の形状の定義、三角プレート数の増減、三角プレートが溶接され
るかどうかの定義を行うには、[パラメーター] タブを使用します。

副セグメント

断面変化部内の三角プレート数を定義します。

作成する三角プレートの数が多いほど、断面変化部の形状の精度が向上します。
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3 x 4 プレート

6 x 4 プレート

第一形状/第二形状

[ピクチャー] タブに示された順序で点をピックして断面変化部を手動で作成した
場合、断面変化部の終端の形状を定義します。

デフォルトでは、断面変化部の終端の形状は円になります。

第一形状 第二形状 説明

デフォルト

円

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。
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第一形状 第二形状 説明

円

楕円

このオプションは、メイン
部材または副部材が長方
形プロファイルを持つ場
合にのみ機能します。

長方形

プレートの溶接

三角プレートを溶接するかどうかを定義します。

展開された三角プレートの製品を後で製品図に表示する必要がある場合、[溶接] オ
プションを選択します。

オプション 説明

プレートは溶接されません。
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オプション 説明

プレートは溶接されます。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

三角材 (19)
[三角材 (19)] では、螺旋階段側桁など、二重曲面を形成する三角プレートまたはプ
ロファイルを作成します。二重曲面は複数の平板の三角プレートを横に並べて作
成します。三角プレートの折梁展開を可能にするには、三角プレートを溶接しま
す。必要に応じて、[折梁展開面 (21)] を使用して三角プレートを展開できます。

作成されるオブジェクト

• 三角プレート

使用方法

状況 説明

曲面は、三角プレートで構成されていま
す。
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状況 説明

実際の作業を始める前に

曲面の形状を定義するモデル内に点を作成します。少なくとも 8 つの点が必要で
す。

または、ASCII ファイルに点の座標を定義し、そのファイルを使用して三角プレー
トを作成することもできます。ASCII ファイルでは、値はスペースで区切り、値の
小数点にはピリオドを使用します。例:
0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 -0.0
1620.7 -2010.1 500.0 6995.1 -3159.4 500.0

ASCII ファイルの例

点の座標を設定する ASCII ファイルは、固有の構造になっています。各行に X、
Y、Z 値を指定して座標のペアが定義されています。

座標は等間隔で指定する必要があります。そのため、 初の行には、等間隔で座標
を配置するために役立つ数値の範囲が含まれています。

座標ペアは以降の行に定義されています。 初の 3 つの値は 1 番目の点からのロ
ーカル オフセット (x-、y-、 z-) を定義し、残りの 3 つの値は 2 番目の点からのオフ
セットを定義します。
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選択順序

1. [ピクチャー] タブに示されている順序で点をピックします。

2. マウスの中ボタンをクリックして曲面を作成します。

部材の識別キー

 部材

1 三角プレート

[ピクチャー] タブ
プレートの作成基準をモデル内でピックした点にするか ASCII ファイルに定義し
た座標にするかを定義し、全体オフセットを設定するには、[ピクチャー] タブを使
用します。

プレート定義

オプション 説明

複数点を指示 事前に作成した点のピックによる三角プレートの形
状。
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オプション 説明

ASCII ファイルから点を
読む

ASCII ファイルでの座標の指定による三角プレート
の形状。

オフセット

[全体オフセット] を使用して、作成されたプレートまたはプロファイルの X、Y、
および Z 方向のオフセットを定義します。

[パラメータ] タブ
ASCII ファイルの定義、プレートを作成するかプロファイルを作成するかの定義、
特殊点を処理する方法の定義を行うには、[パラメータ] タブを使用します。

オプション 説明

ファイル名 点の座標を定義した ASCII ファイルの名前を入力しま
す。

ファイルの検索はモデル フォルダーを対象に行われま
す。

板材プロファイルを生成 プレートを作成するかプロファイルを作成するかを定
義します。

デフォルトでは、プレートが作成されます。

プレート プロパティは [プレート] タブ、プロファイル
プロパティは [プロファイル] タブで、それぞれ定義で
きます。

プレートが作成されています。
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オプション 説明

 プロファイルが作成されています。

プレートとプロファイルが作成されています。

特殊点の数 プレートを平滑化するために、ピックした点の間に特殊
点を自動作成するか、座標を設定するかを定義します。
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オプション 説明

特殊点の数: 0

特殊点の数: 3

追加点の計算方法 曲がったプレートが円弧を形成している場合、特殊点の
計算で円弧を考慮するかどうかを定義します。
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オプション 説明

[1 次解析] オプションでは、特殊点の計算で円弧を考慮
しません。

[3 次解析] オプションでは円弧が考慮され、特殊点が元
の点と同じ円弧に配置されます。

[カーディナル スプライン全長] オプションでは、すべ
ての点においてカーディナル スプライン補間が使用さ
れます。

[カーディナルスプライン (中間)] オプションでは、中間
ポイントにのみカーディナル スプライン補間が使用さ
れます。

スムーススプライン 0-1 平滑スプラインを定義します。

補助平面距離 補助平面距離を定義します。

点を作成 点をすべての座標に配置するかどうかを定義します。
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オプション 説明

点をすべての座標に配置しています。

点なしの状態です。

閉じた曲線 ポリゴンを閉じるかどうかを定義します。

ポリゴンは閉じられています。

ポリゴンは閉じられていません。

[プレート] タブ
プレートのプロパティと位置を定義するには、[プレート] タブを使用します。

オプション 説明

プレート 三角プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

オフセット

ピックした点または座標を基準とする三角プレートの相対的な位置を定義します。

プレートを接続

三角プレートを互いに接続するかどうかを定義します。

後で三角プレートを展開する必要がある場合は、[溶接] オプションを選択します。
三角プレートは、[折梁展開面 (21)] を使用して平板化できる製品を形成します。

[プロファイル] タブ
プロファイルのプロパティと位置を定義するには、[プロファイル] タブを使用しま
す。

プロファイル

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログからプロファイルを選択して
定義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

プロファイルの回転方向

プロファイルの向きを定義するには、[平面上の位置]、[回転]、[デプス内位置] の
各オプションを使用します。
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[角] タブ
作成した三角プレートの角処理を定義するには、[角] タブを使用します。

  
角形状を選択します。

X、Y x 方向および y 方向の座標を入力しま
す。

位置 各頂点の相対位置を選択します。

ピックした点がコンポーネントの入力
点になります。

特殊点はコンポーネントで作成される
ポイントです。 終的な表面の断片状
態を定義するには、[パラメータ] タブで
特殊点の数を入力します。

角度条件 各頂点の角度距離を設定します。

たとえば、「> 0」および「< 90」を設定
すると、すべての角度を 0 ～ 90 度の範
囲で指定できます。

折梁展開面 (21)
[折梁展開面 (21)] では、溶接されたプレートを展開します。指定した場所に、展開
されたプレートが作成されます。[折梁展開面 (21)] を使用して、たとえば [三角材
(19)] を使用して作成された三角プレートを展開します。展開されたプレートから
製品図を作成することもできます。

作成されるオブジェクト

• 展開されたプレート
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適用

状況 説明

展開された三角プレート

制限事項

• [折梁展開面 (21)] は、ポリゴン プレートでのみ機能します。[折梁展開面 (21)]
を使用して、梁または折れ梁を展開しないでください。

• すべてのプレートに同じデプス内位置を使用することをお勧めします。

• 孔が含まれる複雑な面を展開するときに、エラーが発生することがあります。
[大きいプレート] タブの [縁端を調整しない] オプションを使用することで、こ
れを防ぐことができます。

• [折梁展開面 (21)] では、カット部材のカット、ライン カット、およびボルトが
維持されます。角処理 (面取り) は維持されません。

• プレート間にギャップがないようにプレートが隣り合う必要があります。

• プレートは、隣接するプレートとして溶接する必要があります。溶接サイズを
ゼロにしないでください。

注 三角プレート間の溶接サイズが 0.0 に設定されている場合、[折梁展開面 (21)]
では、溶接されたすべての三角プレートではなく、1 つの三角プレートのみを
展開します。

必要に応じて、溶接サイズを使用して、展開された形状に切れ目を作成できます。
たとえば、デフォルトの溶接サイズが 5.0 である場合に、ある溶接のサイズを 0.0
にすると、展開されたプレートに切れ目が 1 つ作成されます。

オプション 説明

1 展開された形状
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オプション 説明

2 展開された形状

選択順序

1. 展開されたプレート用の場所を選択します。

2. 三角プレートを選択します。

指定した場所に、展開されたプレートが作成されます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、展開されたプレートの厚さと、展開されたプレートに
三角プレートのプロパティを使用するかどうかを指定します。

オプション 説明

置換え 展開されたプレートの厚さ。

値を指定しない場合は、三角プレートの
厚さが使用されます。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

オプション 説明

ゼロ溶接 ゼロ溶接で接続されたプレートを無視するかどうかを選
択します。

折梁展開法 プレートの展開方法を選択します。

• 形状 - 元のプレートが作成された順序で展開されま
す。

• 溶接 - 元のプレートの各部が溶接されたように展開
されます。
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オプション 説明

プロファイル 展開されたプレートに三角プレートのプロパティを使用
する場合は、チェック ボックスの 2 番目の列を選択しま
す。

[長方形から円 (17)] で作成したプレートを展開するとき
に、[長方形から円 (17)] で指定した製品位置番号を保持
する場合は、[プロファイル] オプションの横の 2 番目の
チェックボックスをオフにします。

名前

材質

クラス

[大きいプレート] タブ
[大きいプレート] タブを使用して、展開されたプレートのタイプおよび精度を指定
します。

オプション 説明

点の結合 点を追加または削除して、展開されたプレートの精度
を指定します。

結果として得られる展開されたプレートの点を結合
するかどうかを選択します。

範囲の結合 点を結合する場合に、結合の範囲を指定します。設定
された値よりも相互に近接している点どうしが結合
されます。

• 点は結合されていません。

• 点が結合されています。結合の範囲は 15.00 で
す。

定着先 終プレートの接続方法を選択します。
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展開されたプレートのタイプとオフセット

オプション 説明

タイプ 1 つのプレート

1 つのプレートが作成されます。

プレート

プレートが溶接されます。

両方

1 つのプレートと、溶接されたプレート
の両方が作成されます。
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オプション 説明

[両方] を選択する場合は、[オフセット]
オプションを使用してプレート間の距
離を指定できます。

オフセット

展開されたプレート間の距離を指定します。

縁端を調整しない

このオプションを選択すると、孔が含まれる複雑な面を展開するときに発生するこ
とがあるエラーを防ぐことができます。

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、製品図の溶接の特別指示を定義します。

図面内のテキスト

オプション 説明

頭マーク 製品図に表示するテキストの 初の部
分。たとえば、角度= のように指定しま

す。

表示形式 折梁展開のサイズを表示する形式。

接尾辞 製品図に表示するテキストの 後の部
分。たとえば、度のように指定します。

[ユーザー定義情報] タブ
[ユーザー定義情報] タブを使用して、元のプレートから展開されたプレートに元の
ナンバリングおよびユーザー定義情報 (UDA) をコピーします。
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オプション 説明

次のパラメーターを設
定

元のプレートのプロパティを展開されたプレートのユー
ザー定義情報にコピーします。コピーするそれぞれのプ
ロパティについてユーザー定義情報の名前を入力しま
す。

次の UDA をコピー 常に元のプレートから展開されたプレートにコピーする
ユーザー定義情報を指定します。

[周囲長方形] タブ
[周囲長方形] タブを使用して、展開後の領域または大きいプレートを囲む も小さ
い長方形の長さと幅を計算します。

以下の例の図では、緑色の矢印で寸法を示しています。

オプション 説明

周囲長方形を計算 次のいずれかを選択します。

• いいえ (デフォルト)

周囲長方形は作成されません。ユーザー定義情報
(UDA) 値またはプレートのプロパティを入力するこ
とはできません。

• はい
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オプション 説明

長さと幅のユーザー定義情報を入力します。

ユーザー定義情報で指定された寸法に従って長方形
が作成されます。

• はい + 補助線を作成

長さと幅のユーザー定義情報を入力します。

周囲長方形の形状が補助線で表示されます。

元の小さいプレート (ほとんどの場合、三角形) を維
持しながら、1 つの大きいプレートにより、プレー
トが展開されます。2 つの長方形 (元のプレートを
囲む長方形と大きいプレートを囲む長方形) が作成
されます。

• はい + プレートを作成

長さおよび幅のユーザー定義情報、プレート プロパ
ティ、オフセットを入力します。

長方形がプレートとして作成されます。長方形のプ
レートは、([プレート] タブで指定された) 展開され
たプレートと同じ厚さになります。

[ユーザー定義情報] タブを確認し、長方形のプレー
トに必要なユーザー定義情報が入力されていること
を確認してください。
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オプション 説明

長さの配置 UDA
幅の配置 UDA

周囲長方形に使用する長さと幅のユーザー定義情報
(UDA) を入力します。

ユーザー定義情報を入力しないと、計算された長さと幅
を保存することはできません。計算された寸法を保存
するには、両方のユーザー定義情報を入力する必要があ
ることに注意してください。

長方形プレート 長方形のプレートは、展開されたプレートと同じ厚さ、
部材位置番号、材質、名前、およびクラスになります。

[ユーザー定義情報] タブでプレートのユーザー定義情
報を指定します。

オフセット 展開されたプレートへの垂直オフセットを指定します。
デフォルトでは、オフセットはゼロです。

長方形プレートのプロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。
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オプション 説明 デフォルト

[クラス] 部材クラス番号。  

5.11 フレーム

ここでは、鉄骨フレームで使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• トラス (S78) (1715 ページ)

• 開口枠 (1724 ページ)

トラス (S78)
[トラス (S78)] では、選択した点の間にトラスを作成します。[トラス (S78)] では、
既存の部材へのジョイントは作成されません。

作成されるオブジェクト

• 上弦プロファイル

• 下弦プロファイル

• 斜材

• 斜材の間の垂直材

• キャッププレート

適用

状況 説明

上弦プロファイル、傾斜した下弦プロフ
ァイル、キャッププレート、斜材、およ
び垂直材を備えるトラス。
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状況 説明

上弦プロファイル、下弦プロファイル、
キャッププレート、斜材、および垂直材
を備えるトラス。

上弦プロファイル、下弦プロファイル、
キャッププレート、斜材、および垂直材
を備えるトラス。

選択順序

1. トラスの始点をピックします。

2. トラスの終点をピックします。

終点をピックすると、トラスが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 上弦プロファイル

2 下弦プロファイル

3 垂直

4 斜材

[ピクチャー] タブ
斜材間に作成されるギャップ、斜材の偏心量、および作成される部材の寸法を制御
するには、[ピクチャー] タブを使用します。

ギャップ寸法

 説明 デフォルト

1 上弦プロファイルでの斜材間のギャップ。 20 mm
2 下弦プロファイルでの斜材間のギャップ。 20 mm

偏心寸法

 説明 デフォルト

1 上弦プロファイルでの斜材交点の偏心量。 20 mm
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 説明 デフォルト

2 下弦プロファイルでの斜材交点の偏心量。 20 mm

部材寸法

 説明 デフォルト

1 上弦プロファイルと下弦プロファイルの接続
方法を定義します。

• 頂点ハンチ (106)
上弦および下弦の I プロファイルと共に使
用します。

• 結合プレート (14)
• 溶接接合

• 連続

連続する上弦プロファイルまたは下弦プロ
ファイルを作成します。

溶接接合

2 ジョイントのプロパティ ファイルを選択しま
す。

標準

3 トラスの始点/終点から 初/ 後の斜材までの
水平距離。

200 mm

4 トラスの始点/終点から下弦プロファイルの
下部レベルまでの垂直距離。

1000 mm
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 説明 デフォルト

5 トラスの始点/終点からの上弦プロファイルの
延長。

0 mm

6 初と 後の斜材/垂直材から弦の端部までの
下弦プロファイルの延長。

240 mm

7 弦、斜材、垂直材の接続方法を定義します。

• ガセット (11)
• 丸チューブ (23)

丸チューブ部材と共に使用します。

• 溶接接合

溶接接合

8 トラスの頂点から下弦プロファイルの 下部
レベルまでの垂直距離。

2000 mm

9 上弦プロファイルの延長からトラスの頂点ま
での水平距離。

トラスの全長/2

[部材] タブ
弦、斜材、垂直材のプロファイルを制御するには、[部材] タブを使用します。

プロファイル

上弦プロファイルと下弦プロファイルを定義できます。また、斜材と垂直材のプロ
ファイル タイプを 7 個まで定義できます。

各種プロファイルの作成方法を定義するには、[斜材] フィールドと[垂直材] フィー
ルドを使用します。

オプション 説明 デフォルト

上弦プロファイル プロファイル カタログか
ら上弦プロファイルを選
択して定義します。

CFRHS100*4

下弦プロファイル プロファイル カタログか
ら下弦プロファイルを選
択して定義します。

CFRHS100*4

[プロファイル 1] -
[プロファイル 7]

プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

CFRHS80*4

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  

左側 (1) と右側 (2) の斜材と垂直材の作成

オプ
ショ
ン

説明

斜材 上記プロファイルを使用して斜材を作成する方法を定義します。

• 斜材は、斜材の数とプロファイルタイプの掛け算 (数*プロファイル) を
使用して作成されます。

たとえば、「2*3」では、タイプ [プロファイル 3]の 2 つの斜材が作成

されます。

たとえば、「1*2」は「2」と同じです。この場合、タイプ [プロファイ

ル 2] の 1 つの斜材が作成されます。

• 斜材の数はパターンによって決まります。たとえば、「2 2*3 1」で

は、4 つの斜材が作成されます。

• 斜材は、始点/終点からトラスの中心に向かって作成されます。

[パラメーター] タブの [トラス タイプ] を [単一ピッチ トラス] に設定
した場合、2 番目の [斜材] 行は無視されます。斜材は、始点からトラ
スの終点に向かって作成されます。

垂直
材

上記プロファイルを使用して垂直材を作成する方法を定義します。

垂直材は斜材の間に配置されます。垂直材の 大数は斜材の数によって
決まります。

ツイン プロファイル

ツイン部材を使用して上弦プロファイルまたは下弦プロファイルを作成するかど
うかを定義します。
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上弦プロファイルと下弦プロファイルのタイプ

オプション 説明

短い脚を上向きに配置

デフォルト

短い脚を下向きに配置

長い脚を上向きに配置

長い脚を下向きに配置

斜材および垂直材のタイプ

オプション 説明

短い脚を上向きに配置

デフォルト

短い脚を下向きに配置

長い脚を上向きに配置

長い脚を下向きに配置

許容精度

ツイン部材間のギャップを定義します。

[パラメーター] タブ
トラス製品を制御し、また斜材および垂直材の作成を制御するには、[パラメータ
ー] タブを使用します。

製品メイン部材

トラス製品内のメイン部材を定義します。

• 左上弦材

トラスと左上弦プロファイルとの間に追加の溶接が作成されます。

• 右上弦材

トラスと右上弦プロファイルとの間に追加の溶接が作成されます。

• 左下弦材

トラスと左下弦プロファイルとの間に追加の溶接が作成されます。

• 右下弦材

トラスと右下弦プロファイルとの間に追加の溶接が作成されます。

• なし

製品のメイン部材は、[トラス (S78)] によって作成されるボルト/溶接、および
部材間で使用されるジョイントによって制御されます。すべてのボルト/溶接
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が [現場] に設定されている場合、各部材(上弦/下弦プロファイル、垂直材、斜
材)によって個々の製品が形成されます。

トラス端部での垂直材

トラスの端部に垂直材を作成するかどうかを定義します。

始点のオプション 終点のオプション 説明

デフォルト

端部に垂直材は作成され
ません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

端部に垂直材は作成され
ません。

端部に垂直材が作成され
ます。

中間垂直材

斜材の間に垂直材を作成するかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

中間垂直材は作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

中間垂直材は作成されません。

斜材の間に垂直材が作成されます。

斜材の間に垂直材が作成されます。垂
直材と斜材によって N タイプのトラス
が作成されます。
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垂直材と斜材の延長

 説明 デフォルト

1 上弦プロファイル内における斜材と垂直材
の延長。

0 mm

2 下弦プロファイル内における斜材と垂直材
の延長。

0 mm

トラス タイプ

オプション 説明

デフォルト

単一ピッチ トラス

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

単一ピッチ トラス

上弦プロファイルは水平に配置されま
す。下弦プロファイルは斜めに配置で
きます。

リッジ トラス

トラスの頂点と始点/終点の高さが同じ
場合、弦は水平になります。

上下逆のリッジ トラス

トラスの頂点と始点/終点の高さが同じ
場合、弦は水平になります。

トラスのスタイル

オプション 説明

デフォルト

WWW

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

WWW

初の斜材が上弦プロファイルから開
始します。

AAA

初の斜材が下弦プロファイルから開
始します。

[キャップ プレート] タブ
キャップ プレートの作成を制御するには、[キャップ プレート] タブを使用します。

キャップ プレートのコンポーネント 1002 のプロパティ

キャップ プレートは、特定のプロパティ セットを持つ [エンド プレート ディテー
ル (1002)] コンポーネントを使用して作成されます。プロパティ セットに名前を
付けることができます。

上弦プロファイルと下弦プロファイルのキャップ プレート

キャップ プレートを作成するかどうかを定義します。

左側キャップ プレートの
オプション

右側キャップ プレートの
オプション

説明

デフォルト

キャップ プレートは作成
されません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

キャップ プレートは作成
されません。

キャップ プレートが作成
されます。

開口枠
[開口枠] では、壁、屋根、または床の開口部の開口枠を作成します。枠は、梁また
は柱の間に作成されます。

作成されるオブジェクト

• 上枠

• 下枠

• 垂直ポスト
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• 追加コンポーネント (オプション)

適用

状況 説明

上部枠、下部枠、2 組の垂直ポストが付
いている、2 つの支柱間の開口枠。

上部枠、下部枠、2 組の垂直ポストが付
いている、2 つの斜め柱間の開口枠。

実際の作業を始める前に

2 つの柱または梁を作成します。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

3. 開口枠の始点をピックします。

4. 開口枠の終点をピックします。
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部材の識別キー

 部材

1 上枠

2 垂直ポスト

3 下枠

[ピクチャー] タブ
枠の位置、オフセット、および間隔を制御するには、[ピクチャー] タブを使用しま
す。

枠の距離

 説明 デフォルト

1 上部枠と下部枠間の距離。 1200 mm

枠の水平オフセット
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 説明 デフォルト

1 始点/終点からの枠の水平オフセット。 0 mm

枠の垂直オフセット

 説明 デフォルト

1 始点/終点からの枠の垂直オフセット。 0 mm

枠の位置

オプション 説明

デフォルト

上部

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

上部
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オプション 説明

下部

中

枠のミラーリング

始点および終点を基準にして枠のミラーリングを行います。

枠のミラーリングを実行すると、部材の回転および追加の接続もミラーリングに続
いて実行されます。

オプション 説明

デフォルト

枠はミラーリングされません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

枠はミラーリングされません。

枠はミラーリングされます。

作成される部材

オプション 説明 デフォルト

生成するフレーム 上部、下部、またはその両
方の枠を作成するかどう
かを定義します。

両方
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オプション 説明 デフォルト

垂直ポストのペア 作成する垂直ポストのペ
ア数を定義します。

3

間隔ペア (S1、S2、Sn) ペア間の間隔。

間隔は、1 番目のペアの 1
番目の垂直ポスト内側か
ら 2 番目のペアの 1 番目
の垂直ポスト内側までが
測定されます。

• ポスト間の間隔の値が
下部枠の長さを超える
場合、上部枠と下部枠
のみが作成されて、警
告メッセージが表示さ
れます。

• 入力された間隔値の数
よりも間隔数が多い場
合、不足する間隔値に
は 後の間隔値と同じ
値が設定されます。

たとえば、[垂直ポスト
のペア] = 4 で、[ペアの

間隔] = 100 200 の場

合。間隔の値は、100
200 200 になります。

1800 mm

垂直ポストの間隔 (W1、
W2、Wn)

ペア内の垂直ポスト間の
間隔。

間隔は、1 番目の垂直ポス
ト内側から 2 番目の垂直
ポスト内側までが測定さ
れます。

入力された間隔値の数よ
りも間隔数が多い場合、不
足する間隔値には 後の
間隔値と同じ値が設定さ
れます。

500 mm

溶接の作成 溶接を作成するかどうか
を定義します。

次のオプションがありま
す。

ポスト-枠 (5)
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オプション 説明 デフォルト

• ポスト-枠 (5)
枠のポストに対しての
み溶接が作成されま
す。

• 柱-枠 (1-4)
柱の枠に対してのみ溶
接が作成されます。

• すべて

すべての溶接が作成さ
れます。

• いいえ

溶接は作成されませ
ん。

[部材] タブ
部材プロパティを定義するには、[部材] タブを使用します。

寸法

オプション 説明 デフォルト

上枠 上枠のプロファイル。プ
ロファイル カタログから
選択します。

L100*50*5

下枠 下枠のプロファイル。プ
ロファイル カタログから
選択します。

L100*50*5

垂直ポスト 垂直ポストのプロファイ
ル。プロファイル カタロ
グから選択します。

L100*50*5

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  

ツイン プロファイル

オプション 説明 デフォルト

ツイン プロファイル • いいえ

上枠、下枠、または垂
直ポストが、単一部材
を使用して作成されま
す。

• はい

上枠、下枠、または垂
直ポストが、ツイン部
材を使用して作成され
ます。ツイン部材は、
プロファイル カタロ
グから選択されたプロ
ファイルで構成されま
す。

いいえ

タイプ

単一部材またはツイン部材のプロファイル回転を定義します。

単一部材のオプションは次のとおりです。

オプション 説明

タイプ 1
タイプ 2
タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5
タイプ 6
タイプ 7

タイプ 8

ツイン部材のオプションは次のとおりです。
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オプション 説明

タイプ 1
タイプ 2
タイプ 3

タイプ 4

許容精度

オプション 説明 デフォルト

許容精度 ツイン部材間のクリアラ
ンス。

クリアランスは、[ツイン
部材] フィールドが [はい]
に設定されている場合に
のみ定義できます。

0 mm

位置

オプション 説明 デフォルト

平面上 作業平面上における部材
の位置。

中

回転 作業平面上で部材を軸ま
わりにどこまで回転させ
るかを定義します。

回転はツイン部材に対し
てのみ定義できます。単
一部材の回転は、[タイプ]
フィールドに定義します。

正面

デプス 作業平面に対して垂直な
方向における部材マーク
(デプス)。

中

[ジョイント] タブ
部材間に作成するジョイント コンポーネントのプロパティを定義するには、[コネ
クション] タブを使用します。

ジョイント プロパティ

注 ツイン部材の場合、ツイン プロファイルの 1 つの部材の間のみにジョイント
が作成されます。したがって、ジョイントの支持が不十分になります。ジョイ
ントを使用してツイン プロファイルを接続する場合、警告メッセージが表示
されます。
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オプション 説明 デフォルト

ジョイント番号 部材を接続するジョイン
トをコンポーネント カタ
ログから選択して定義し
ます。

このフィールドが空また
は 0 に設定されている場

合、代わりに溶接が作成さ
れます。

 

プロパティ ファイル ジョイントのプロパティ
ファイルを選択します。

標準

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.12 階段

ここでは、鋼製階段で使用できるコンポーネントについて説明します。

• 階段 (S71) (1733 ページ)

• 階段木製板 (S72) (1752 ページ)

• 折れ梁ステップ (S73) (1766 ページ)

• 手摺 1 (74) (1780 ページ)

• 階段 Z 板 (S74) (1785 ページ)

• 支柱 (S76) (1821 ページ)

• 手すり (S77) (1827 ページ)

• 手すり・マルチ梁 (S84) (1858 ページ)

• 側桁チャンネル材固定 (127) (1863 ページ)

• 階段ベース (1038) (1871 ページ)

• 階段ベース (1039) (1877 ページ)

• 階段ベース (1043) (1883 ページ)

• 梯子 (S35) (1893 ページ)

• 船梯子 (1902 ページ)

• 壁レール (1921 ページ)
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階段 (S71)
[階段 (S71)] では、直線型の階段を作成できます (オプションで上部または下部の踊
り場を作成できます)。階段は、側桁、踊り場 (必要な場合)、およびステップで構
成されます。

作成されるオブジェクト

• 桁

• 踏み板

• 踊り場 (オプション)

• 括弧

• プレート (オプション)

• カット (オプション)

• ボルト

• 溶接

使用方法

状況 説明

水平な上部および下部の踊り場がある
階段。

ブラケットのある U 形ステップ プロフ
ァイルのステップ。

ブラケットは側桁に溶接され、ステップ
にボルト付けされます。
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状況 説明

側桁のあるステップは、支持梁に合わせ
てノッチ処理されます。

ステップは、カタログのステップです。

独自のカスタム コンポーネントをステ
ップとして使用することもできます。

実行前の準備

側桁がノッチ処理されている場合は、階段を作成する前に支持梁を作成します。

選択順序

1. 初のステップ先端となる点をピックします。

2. 後のステップ先端となる別の点をピックします。

点をピックする順序を変えても影響ありません。

3. マウスの中ボタンをクリックして階段を作成します。

ﾋﾟｸﾁｬｰ タブで次のノッチ付オプションを選択した場合、支持梁を選択してか
らマウスの中ボタンをクリックします。
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部材の識別キー

 部材

1 桁

2 踏み板

3 踊り場

[ピクチャー] タブ
踊り場のタイプと、階段を作成したときにピックした点を基準とした側桁の形状と
位置を制御するには、ﾋﾟｸﾁｬｰ タブを使用します。

上部の踊り場のタイプ

オプション 説明

デフォルト

水平

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。
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オプション 説明

水平

ノッチ付

側桁の上部は、支持部材の上に設置されます。垂直プ
レートと水平プレートは、側桁の端部に溶接されま
す。

下部の踊り場のタイプ

オプション 説明

デフォルト

水平

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

[垂直]

下部の点が 後のステップの上面にある垂直の踊り
場を作成します。

水平

下部の点が 後のステップの上面にある水平の踊り
場を作成します。

垂直下部の点

下部の点が鋼材の上面または床面レベルにある垂直
の踊り場を作成します。

水平下部の点

下部の点が鋼材の上面または床面レベルにある水平
の踊り場を作成します。
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オプション 説明

ノッチ付

側桁の下部に対してノッチを作成します。垂直プレ
ートは、側桁の端部に溶接されます。

階段の寸法

 説明 デフォルト

1 上部の点と左側の上部踊り場の端部の間の距
離を指定します。

値を 0 mm に設定した場合、左側の上部踊り

場は作成されません。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、側桁のエッジからの水平プレートのカ
ット寸法を指定します。

0 mm
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 説明 デフォルト

2 上部の点と上部踊り場の鉄骨の上部の間の垂
直距離を指定します。

上部踊り場が作成されない場合は、側桁の鉄
骨の上部が使用されます。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、上部の点から側桁の上部の水平カット
までの垂直距離を指定します。

200 mm

3 2 つの連続するステップの間に設定できる
大距離を指定します。

ステップの間隔の計算には、ステップ間隔の
タイプ ([長さ指定] または [両方同じ]) とステ
ップ数が使用されます。

たとえば、蹴上げを 200 mm にする必要があ

る場合、[長さ指定] 設定では、この高さのス
テップを正確に作成することができます (ス
テップ数を整数として入力してください)。
[両方同じ] 設定では、200 mm にできるだけ

近い値の高さが計算され、下面から上面まで
の必要なステップ数が作成されます。

(Z*220)/(Z+220) mm。
Z は、ピックされた 2 つの
点の間の垂直距離です。

4 ステップ先端の寸法の方向を選択します。

• [垂直]

• 水平

• 垂点

ステップ先端の寸法を指定します。この寸法
は、選択した方向によって決まります。

[垂直]
0 mm

5 この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の鉄骨の上部の間
の垂直距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場。

ピックした下部の点から下部の踊り場の
も遠い面までの水平距離を指定します。

• ノッチ付の下部踊り場。

下部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

150 mm
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 説明 デフォルト

6 下部の点から 初のステップまでの垂直寸法
を指定します。

ステップ間隔のタイプが 両方同じ に設定さ
れていて、下部踊り場のタイプが垂直下部の
点または水平下部の点の場合、この寸法を定
義できます。

ステップの垂直方向の間隔
と同じ

7 側桁のエッジからの垂直プレートのカット寸
法を指定します。

下部踊り場のタイプがノッチ付に設定されて
いる場合、この寸法を定義できます。

0 mm

8
11

この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の間の水平方向の
縁端距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の 下部の点の間
の垂直距離を指定します。

600 mm

9 下部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を定義できます。

0 mm

10 下部の支持部材と側桁カットの間の水平方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を定義できます。

0 mm

12 ステップの両側を均等に短縮する寸法を指定
します。

0 mm

13 ステップの幅を指定します。 1000 mm
14 上部の支持部材と側桁カットの間の水平方向

のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を定義できます。

0 mm

15 上部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を定義できます。

0 mm
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 説明 デフォルト

16 この寸法は、選択した上部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平の上部踊り場。

上部の点と側桁の端部の間の距離を指定
します。

• ノッチ付の上部踊り場。

上部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

この寸法を 0 mm に設定した場合、上部踊り

場は作成されません。

0 mm

17 踏み板間隔のタイプを選択します。

• 長さ指定 では、定義した高さで正確にス
テップが作成されます。ステップの数を
整数として入力します。

• 両方同じ では、定義したステップの高さ
にできるだけ近い値の高さが計算され、下
面から上面までの必要なステップ数が作
成されます。

間隔のタイプによって、ステップ間の垂直間
隔の計算方法が制御されます。

[長さ指定] を選択し、下部踊り場のタイプを
水平下部の点または垂直下部の点に設定した
場合、ステップは上部の点から下部の点の間
に配置されます。その他の場合はすべて、ス
テップは下部の点から上部の点の間に配置さ
れます。

両方同じ

18 ステップ数を入力します。

このオプションは、ステップ間隔のタイプお
よびステップ間隔によって決まります。

ステップ間隔のタイプを [長さ指定] に設定
した場合、または [両方同じ ] に設定しても間
隔距離を指定しなかった場合、[階段 (S71)] を
選択すると、指定したステップ数が作成され
ます。

 

[踏み板設定] タブ
[踏み板設定] タブを使用して、部材プロパティ、上部および下部ステップ、水平平
面での階段の位置、側桁およびステップの回転を制御します。
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階段部材のプロパティ

 部材 説明 デフォルト

1 左側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

1 右側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

2 上 水平プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

3 上 鉛直プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。
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 部材 説明 デフォルト

4 下 鉛直プレート 側桁の下部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

5 カタログの踏み
板

ｽﾃｯﾌﾟ部材ﾀｲﾌﾟ が カタロ
グの踏み板 に設定され
ている場合にのみ作成さ
れます。この場合、他の
タブで定義した U 形ステ
ップ、ブラケット、およ
びボルトは無視されま
す。

システム (422 ページ) フォル
ダーの steps.dat テキスト

ファイルで定義されている、
[カタログの踏み板] リストの
初のプロファイル。このリ

ストは、選択した環境によって
異なります。

デフォルトの名前は、STEP で
す。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

踏み板設定の設定

オプション 説明

ｽﾃｯﾌﾟ部材ﾀｲﾌﾟ • 踏み板 U:ステップは、踏み板 U タブで定義されている鋼板
ステップから作成されます。

• カタログの踏み板:ステップは、カタログの踏み板 オプショ
ンで定義されているプロファイルから作成されます。踏み
板 U タブと ﾌﾞﾗｹｯﾄ タブのオプションは使用されません。

工場組とする 製品を形成する階段コンポーネントの部材を選択します。デ
フォルトは側桁です。
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オプション 説明

側桁参照線 • 上:上面の階段の内側に配置される線が参照線として使用さ
れます。

• ステップ先端:ステップ先端の線が参照線として使用されま
す。

参照線は、工場図面に使用されます。

ｽﾃｯﾌﾟ の回転 軸周りのステップの回転。デフォルト値は、[上面] です。

平面上の位置 階段の位置。ステップの中心線が参照線として使用されます。
デフォルト値は、[右] です。

ｵﾌｾｯﾄ 平面上の位置 オプションで設定されている位置からの平面上
の階段のオフセット。

デフォルトのオフセットは、0 mm です。

ボルトタイプ カタログの踏み板のボルト タイプを選択します。

[工場] オプションを選択すると、工場ボルト リストの工場製品
図にボルトが表示されます。

側桁回転

軸周りの側桁の回転。デフォルト値は、上部 
です。

上段踏板作成 階段の 初のステップ ( 上段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 初のステップが作成されます。

下段踏板作成 階段の 後のステップ ( 下段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 後のステップが作成されます。

[踏み板] タブ
U 形ステップの形状およびサイズを制御するには、踏み板 U タブを使用します。U
形ステップの代わりに、カタログ プロファイル、カスタム部材、またはカスタム
コンポーネントを使用してステップを作成することもできます。
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U 形ステップの寸法

 説明 デフォルト

1, 2,
10,
11

ステップの両側の角処理
の値を指定します。

ステップの前面角および
背面角の形状を設定する
には、角処理タイプを選択
します。

15 mm

3 水平線を基準としたステ
ップのアングルを指定し
ます。

アングルは正または負の
値になります。

0 度

4, 12 蹴上げを指定します。 100 mm
5, 13 U 形ステップの水平部分

の長さを指定します。

50 mm
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 説明 デフォルト

6, 7 垂直線を基準としたステ
ップの垂直部分のアング
ルを指定します。

アングルは正または負の
値になります。

0 度

8 U 形ステップの部材の厚
さを指定します。

10 mm

9 ステップの幅を指定しま
す。

ブラケット長 * 1/0.7

ステップ部材タイプ

オプション 説明

デフォルト

脚部が上向きの U 形ステップ

オートデフォルトにより、このオプションを変更できます。

脚部が上向きの U 形ステップ

脚部が下向きの U 形ステップ

カスタム

カスタム プロファイル オプションを定義します。

カスタム プロファイル

オプション 説明 デフォルト

ステッププロ
ファイル

プロファイル カタロ
グからプロファイル
を選択します。

ステッププロファイ
ルは、ｽﾃｯﾌﾟ部材ﾀｲﾌﾟ
がカスタムに設定さ
れていて、部材名/ジ
ョイント番号 オプシ
ョンが設定されてい

PL100*80
デフォルトの名前は、STEP です。
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オプション 説明 デフォルト

ない場合に選択でき
ます。

部材名/ジョイ
ント番号

アプリケーションと
コンポーネント カタ
ログからカスタム部
材またはジョイント
を選択します。

 

プロパティフ
ァイル

プロパティ ファイル
を選択します。

標準

垂直位置 カスタム部材として
作成されたステップ
の垂直位置 (デプス)
を選択します。

カスタム ジョイント
を使用している場
合、このオプション
は使用されません。

中

水平位置 カスタム部材として
作成されたステップ
の水平位置 (平面上)
を選択します。

カスタム ジョイント
を使用している場
合、このオプション
は使用されません。

中

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
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オプション 説明 デフォルト

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[ブラケット] タブ
ブラケットの設定や、ブラケットとステップ、ブラケットと側桁の間のジョイント
の設定を行うには、ﾌﾞﾗｹｯﾄ タブを使用します。ブラケットは、ステップの下のア
ングル ボックスを支えています。

ブラケット

部材 説明 デフォルト

Lﾌﾟﾛﾌｧｲ
ﾙ

山形鋼を作成するに
は、プロファイル カ
タログからプロファ
イルを選択します。

BLL80*80*10
デフォルトの名前は、L_Profile です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。
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ブラケットの寸法

 説明

1 ブラケットの長さを指定します。

デフォルトの長さは、ブラケットからステップ、またはブラケットから側桁
のボルトの寸法にしたがって計算され、どちらか長い方になります。

2 ステップの中心線からのブラケットのオフセット寸法を指定します。

デフォルト値は 0 mm です。

ブラケットとステップの接続

ブラケットをステップに接続するボルトのプロパティを定義します。

 説明

1 基本ボルトの基本プロパティを指定します。

• ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ はボルト径を定義します。使用可能なサイズは、ボルト セット
カタログに定義されています。
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 説明

• ﾎﾞﾙﾄ名 はコンポーネント内で使用するボルトセット名を定義します。使
用可能なボルト セットは、ボルト セット カタログに定義されています。

• 許容精度 はボルトと孔の間のギャップを定義します。

• 部材内ﾈｼﾞ　 は軸ボルトを使用する場合に、ボルト留め部材の内側にねじ
山を収めるかどうかを定義します。頭なしボルトを使用する場合は無視
されます。

2 ブラケットを作成するかどうかを選択します。

3 ボルト グループ寸法を指定します。

4 ステップとブラケットの間のジョイントのタイプを選択します。

• ボルト接合

[ボルト接合] がデフォルトです。

• 溶接接合

• 継手・仕口なし

• プレート ブラケット

ブラケットのアングルの脚は作成されません。

• 孔のみ

5 ボルトの方向を選択します。

6 長孔のプロパティを指定します。

• [長孔数] では、長孔の数を指定できます。

• 孔タイプ では、長孔 や、調整孔 または小さな孔を作成します。

• 長孔の回転 では、孔タイプが長孔の場合にスロットを回転します。

• 長孔部材 では、長孔の作成に使用する部材を定義します。

7 ボルトの正確な長さを指定します。

ｽﾃｯﾌﾟ部材ﾀｲﾌﾟ タブで 踏み板 U が設定されている場合、ボルトの長さを定義
できます。
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 説明

8 長孔の寸法を指定します。

ブラケットと側桁の接続

ブラケットを側桁に接続するボルトのプロパティを定義します。

 説明

1 基本ボルトのプロパティを指定します。

• ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ はボルト径を定義します。使用可能なサイズは、ボルト セ
ット カタログに定義されています。

• ﾎﾞﾙﾄ名 はコンポーネント内で使用するボルトセット名を定義しま
す。使用可能なボルト セットは、ボルト セット カタログに定義され
ています。

• 許容精度 はボルトと孔の間のギャップを定義します。

• 部材内ﾈｼﾞ　 は軸ボルトを使用する場合に、ボルト留め部材の内側に
ねじ山を収めるかどうかを定義します。頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

2 ボルト グループ寸法を指定します。

3 ボルト セットを指定します。

選択したチェック ボックスによって、ボルト セットに使用されるコンポ
ーネント オブジェクト (ボルト、ワッシャー、およびナット) が定義され
ます。孔のみを作成する場合は、チェック ボックスをすべてオフにしま
す。既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、変更の結果
チェック ボックスをオンにし、変更(M) をクリックします。

4 長孔のプロパティを指定します。

• [長孔数] では、長孔の数を指定できます。

• 孔タイプ では、長孔 や、調整孔 または小さな孔を作成します。

• 長孔の回転 では、孔タイプが長孔の場合にスロットを回転します。

• 長孔部材 では、長孔の作成に使用する部材を定義します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1751 階段



 説明

5 長孔の寸法を指定します。

6 側桁とブラケットの間のジョイントのタイプを選択します。

• ボルト接合

[ボルト接合] がデフォルトです。

• 溶接接合

• 継手・仕口なし

7 ボルトの方向を選択します。

8 プレート ブラケットのブラケットの位置を設定します。

• ステップの下

ステップの下がデフォルトです。

• ステップと側桁の間

このオプションは、ステップとブラケットの間のジョイント タイプをプ

レート ブラケット オプション  に設定した場合に使用できます。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

階段木製板 (S72)
[階段木製板 (S72)] では、直線型の階段を作成できます (オプションで上部または下
部の踊り場を作成できます)。階段は、側桁、踊り場 (必要な場合)、およびステッ
プで構成されます。
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作成されるオブジェクト

• 側桁

• ステップ

• 踊り場 (オプション)

• ブラケット

• 側桁端部に接続するプレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

木製ステップの付いた階段。垂直の下
部の踊り場タイプ。

C 形側桁の付いた階段。水平の下部の
踊り場タイプ。木製ステップは鋼材の
ブラケットにボルト付けされます。
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状況 説明

側桁のあるステップは、支持梁に合わ
せてノッチ処理されます。

実際の作業を始める前に

支持梁を支えるように側桁がノッチ処理されている場合は、階段を作成する前に支
持梁を作成します。

選択順序

1. 初のステップ先端となる点をピックします。

2. 後のステップ先端となる別の点をピックします。

点をピックする順序を変えても影響ありません。

3. マウスの中ボタンをクリックして階段を作成します。

ﾋﾟｸﾁｬｰ タブで次のノッチ付オプションを選択した場合、支持梁を選択してか
らマウスの中ボタンをクリックします。
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部材の識別キー

 部材

1 側桁

2 ステップ

3 踊り場

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、側桁の形状およびステップ先端を制御します。

上部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト
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オプション 説明

水平の踊り場

ノッチ付

側桁の上部は、支持部材の上に設置され
ます。垂直プレートと水平プレートは、
側桁の端部に溶接されます。

下部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト

垂直

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある垂直の踊り場を作成しま
す。

水平

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある水平の踊り場を作成しま
す。
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オプション 説明

垂直下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

水平下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

ノッチ付

支持部材を支えるように側桁の下部に
ノッチが作成されます。垂直プレート
は、側桁の端部に溶接されます。

階段の寸法
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説明 デフォルト

1 上部の点と左側の上部踊り場の端部の間の
距離を指定します。

値を 0 mm に設定した場合、左側の上部踊り
場は作成されません。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定し
た場合、側桁のエッジからの水平プレートの
カット寸法を指定します。

0 mm

2 上部の点と上部踊り場の鉄骨の上部の間の
垂直距離を指定します。

上部の踊り場が作成されない場合は、側桁の
鉄骨の上部が使用されます。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定し
た場合、上部の点から側桁の上部の水平カッ
トまでの垂直距離を指定します。

200 mm

3 2 つの連続するステップの間に設定できる
大距離を指定します。

ステップの間隔の計算には、ステップ間隔の
タイプ ([長さ指定] または [両方同じ]) とス
テップ数が使用されます。

たとえば、蹴上げを 200 mm にする必要があ

る場合、[長さ指定] 設定では、この高さのス
テップを正確に作成することができます (ス
テップ数を整数として入力してください)。
[両方同じ] 設定では、200 mm にできるだけ

近い値の高さが計算され、下面から上面まで
の必要なステップ数が作成されます。

(Z*220)/(Z+220) mm
Z は、ピックされた 2 つ
の点の間の垂直距離です。

4 この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点

ピックした下部の点と下部踊り場の鉄骨
の上部の間の垂直距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点

ピックした下部の点と下部の踊り場の
も遠い面の間の水平距離を指定します。

• 下部踊り場が選択されていない

ピックした下部の点から側桁の垂直カッ
トまでの水平距離を指定します。デフォ
ルトでは、支持部材の端でカットされま
す。

150 mm
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説明 デフォルト

5 下部の点から 初のステップまでの垂直寸
法を指定します。

ステップ間隔のタイプが 両方同じ に設定さ
れていて、下部踊り場のタイプが垂直下部の
点または水平下部の点の場合、この寸法を指
定できます。

ステップの垂直方向の間
隔と同じ

6 側桁のエッジからの垂直プレートのカット
寸法を指定します。

下部踊り場のタイプがノッチ付に設定され
ている場合、この寸法を指定できます。

0 mm

7
10

この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の間の水平方向の
縁端距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の 下部の点の間
の垂直距離を指定します。

600 mm

8 下部の支持部材と側桁カットの間の垂直方
向のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、この寸法を指定できます。

0 mm

9 下部の支持部材と側桁カットの間の水平方
向のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、この寸法を指定できます。

0 mm

11 ステップの幅を指定します。 0 mm
12 ステップの両側を均等に短縮する寸法を指

定します。

1000 mm

13 上部の支持部材と側桁カットの間の水平方
向のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、この寸法を指定できます。

0 mm

14 上部の支持部材と側桁カットの間の垂直方
向のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、この寸法を指定できます。

0 mm
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説明 デフォルト

15 この寸法は、選択した上部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平の上部踊り場。

上部の点と側桁の端部の間の距離を指定
します。

• ノッチ付の上部踊り場。

上部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、
支持部材の端でカットされます。

この寸法を 0 mm に設定した場合、上部踊り

場は作成されません。

0 mm

16 ステップ間隔のタイプを選択します。

• [長さ指定] では、指定した高さで正確に
ステップが作成されます。ステップの数
を整数として入力します。

• 両方同じ では、定義したステップの高さ
にできるだけ近い値の高さが計算され、
下面から上面までの必要なステップ数が
作成されます。

間隔のタイプによって、ステップ間の垂直間
隔の計算方法が制御されます。

[長さ指定] を選択し、下部踊り場のタイプを
水平下部の点または垂直下部の点に設定し
た場合、ステップは上部の点から下部の点の
間に配置されます。その他の場合はすべて、
ステップは下部の点から上部の点の間に配
置されます。

均等距離

17 ステップ数を入力します。

このオプションは、ステップ間隔のタイプお
よびステップ間隔によって決まります。

ステップ間隔のタイプを [長さ指定] に設定
した場合、または [両方同じ] に設定しても間
隔距離を指定しなかった場合、[階段木製板
(S72)] を選択すると、指定したステップ数が
作成されます。

ピックされた 2 点の間
の垂直距離、およびステッ
プの間の間隔 (3) から
計算

[踏み板設定] タブ
[踏み板設定] タブを使用して、部材プロパティ、上部および下部ステップ、水平平
面での階段の位置、側桁およびステップの回転を制御します。
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階段部材のプロパティ

 部材 説明 デフォルト

1 左側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

1 右側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

2 上 水平プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

3 上 鉛直プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。
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 部材 説明 デフォルト

4 下 鉛直プレート 側桁の下部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

踏み板設定の設定

オプション 説明

工場組とする 製品を形成する階段コンポーネントの部材を指定します。デ
フォルトは側桁です。

側桁参照線 • 上:上面の階段の内側に配置される線が参照線として使用さ
れます。

• ステップ先端:ステップ先端の線が参照線として使用されま
す。

参照線は、工場図面に使用されます。

ｽﾃｯﾌﾟ の回転 軸周りのステップの回転。デフォルト値は、[上面] です。

平面上の位置 階段の位置。ステップの中心線が参照線として使用されます。
デフォルト値は、[右] です。

ｵﾌｾｯﾄ 平面上の位置 オプションで設定されている位置からの平面上
の階段のオフセット。

デフォルトのオフセットは、0 mm です。

側桁回転

軸周りの側桁の回転。デフォルト値は、上部 
です。

上段踏板作成 階段の 初のステップ ( 上段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 初のステップが作成されます。
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オプション 説明

下段踏板作成 階段の 後のステップ ( 下段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 後のステップが作成されます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、木製ステップをブラケットに接続するボルト グループ
のプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ボルト付けの方向

ボルト付けの方向を変更します。

オプション 説明

デフォルト
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オプション 説明

ブラケットからステップにボルト付け
されます。

ステップからブラケットにボルト付け
されます。

ボルトの基本プロパティ

 説明 デフォルト

ボルト呼び ボルト径。 20 mm
ボルトセット名 コンポーネント内で使用

するボルトセット名です。

7990

許容値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

2 mm

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。 頭なし
ボルトを使用する場合は
無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

[木製ステップ] タブ
[木製ステップ] タブを使用して、ステップ プロファイルおよび折板のブラケット
のプロパティを指定します。
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踏板ブラケットとステップ プロファイル

部材 説明 デフォルト

踏板ブラケ
ット

踏板ブラケットを作
成するには、プロフ
ァイル カタログから
プロファイルを選択
します。

PL10*150

ステップ プ
ロファイル

ステップを作成する
には、プロファイル
カタログからプロフ
ァイルを選択しま
す。

 

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

ブラケットの寸法
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説明 デフォルト

側桁の中心線を基準として折板のブラケットを
移動するオフセットの寸法を指定します。

0 mm

折ブラケットの上に配置するステップの厚さを
指定します。実際のステップは作成されず、ブ
ラケットの高さのみが変更されます。

0 mm

ブラケットの折りのアングル (度単位) を指定
します。

0

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

折れ梁ステップ (S73)
[折れ梁ステップ (S73)] では、直線型の階段を作成できます (オプションで上部また
は下部の踊り場を作成できます)。階段は、側桁、踊り場 (必要な場合)、およびプ
レートで作成されたステップで構成されます。

作成されるオブジェクト

• 側桁

• ステップ

• 踊り場 (オプション)

• 側桁をノッチ処理するカット (オプション)

• プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

折れ梁ステップの階
段。

側桁の上部は、水平の
踊り場として作成さ
れます。

側桁の下部は支持梁
を支えるようにノッ
チ処理されます。

側桁の上部でも同じ
オプションを使用で
きます。

実際の作業を始める前に

支持梁を支えるように側桁がノッチ処理されている場合は、階段を作成する前に支
持梁を作成します。

選択順序

1. 初のステップ先端となる点をピックします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1767 階段



2. 後のステップ先端となる別の点をピックします。

点をピックする順序を変えても影響ありません。

3. マウスの中ボタンをクリックして階段を作成します。

ﾋﾟｸﾁｬｰ タブで次のノッチ付オプションを選択した場合、支持梁を選択してか
らマウスの中ボタンをクリックします。

部材の識別キー

 部材

1 側桁
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 部材

2 ステップ

3 踊り場

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、側桁の形状およびステップ先端を制御します。

上部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト

水平の踊り場

ノッチ付

側桁の上部は、支持部材の上に設置され
ます。垂直プレートと水平プレートは、
側桁の端部に溶接されます。

下部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト
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オプション 説明

垂直

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある垂直の踊り場を作成しま
す。

水平

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある水平の踊り場を作成しま
す。

垂直下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

水平下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

ノッチ付

支持部材を支えるように側桁の下部に
ノッチが作成されます。垂直プレート
は、側桁の端部に溶接されます。
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階段の寸法

 説明 デフォルト

1 上部の点と左側の上部踊り場の端部の間の距
離を指定します。

値を 0 mm に設定した場合、左側の上部踊り

場は作成されません。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、側桁のエッジからの水平プレートのカ
ット寸法を指定します。

0 mm

2 上部の点と上部踊り場の鉄骨の上部の間の垂
直距離を指定します。

上部踊り場が作成されない場合は、側桁の鉄
骨の上部が使用されます。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、上部の点から側桁の上部の水平カット
までの垂直距離を指定します。

200 mm
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 説明 デフォルト

3 2 つの連続するステップの間に設定できる
大距離を指定します。

ステップの間隔の計算には、ステップ間隔の
タイプ ([長さ指定] または [両方同じ]) とステ
ップ数が使用されます。

たとえば、蹴上げを 200 mm にする必要があ

る場合、[長さ指定] 設定では、この高さのス
テップを正確に作成することができます (ス
テップ数を整数として入力してください)。
[両方同じ] 設定では、200 mm にできるだけ

近い値の高さが計算され、下面から上面まで
の必要なステップ数が作成されます。

(Z*220)/(Z+220) mm。
Z は、ピックされた 2 つの
点の間の垂直距離です。

4 ステップ先端の寸法の方向を選択します。

• 垂直

• 水平

• 直角

垂直

5 ステップ先端の寸法を指定します。この寸法
は、選択した方向によって決まります。

0 mm

6 この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場

下部の点と下部踊り場の鉄骨の上部の間
の垂直距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場

ピックした下部の点から下部の踊り場の
も遠い面までの水平距離を指定します。

• ノッチ付の下部踊り場

下部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

150 mm

7 下部の点から 初のステップまでの垂直寸法
を指定します。

ステップ間隔のタイプが 両方同じ に設定さ
れていて、下部踊り場のタイプが垂直下部の
点または水平下部の点の場合、この寸法を指
定できます。

ステップの垂直方向の間隔
と同じ

8 側桁のエッジからの垂直プレートのカット寸
法を指定します。

下部踊り場のタイプがノッチ付に設定されて
いる場合、この寸法を指定できます。

0 mm
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 説明 デフォルト

9
12

この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の間の水平方向の
縁端距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の 下部の点の間
の垂直距離を指定します。

600 mm

10 下部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

11 下部の支持部材と側桁カットの間の水平方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

13 ステップの両側を均等に短縮する寸法を指定
します。

0 mm

14 ステップの幅を指定します。 1000 mm
15 上部の支持部材と側桁カットの間の水平方向

のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

16 上部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

17 この寸法は、選択した上部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平の上部踊り場。

上部の点と側桁の端部の間の距離を指定
します。

• ノッチ付の上部踊り場。

上部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

この寸法を 0 mm に設定した場合、上部踊り

場は作成されません。

0 mm
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 説明 デフォルト

18 ステップ間隔のタイプを選択します。

• [長さ指定] では、指定した高さで正確にス
テップが作成されます。ステップの数を
整数として入力します。

• 両方同じ では、定義したステップの高さ
にできるだけ近い値の高さが計算され、下
面から上面までの必要なステップ数が作
成されます。

間隔のタイプによって、ステップ間の垂直間
隔の計算方法が制御されます。

[長さ指定] を選択し、下部踊り場のタイプを
水平下部の点または垂直下部の点に設定した
場合、ステップは上部の点から下部の点の間
に配置されます。その他の場合はすべて、ス
テップは下部の点から上部の点の間に配置さ
れます。

両方同じ

19 ステップ数を入力します。

このオプションは、ステップ間隔のタイプお
よびステップ間隔によって決まります。

ステップ間隔のタイプを [長さ指定] に設定
した場合、または [両方同じ] に設定しても間
隔距離を指定しなかった場合、[折れ梁ステッ
プ (S73)] を選択すると、指定したステップ数
が作成されます。

ピックされた 2 点の間の垂
直距離、およびステップの
間隔から計算

[踏み板設定] タブ
[踏み板設定] タブを使用して、部材プロパティ、上部および下部ステップ、水平平
面での階段の位置、側桁およびステップの回転を制御します。

階段部材のプロパティ
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 部材 説明 デフォルト

1 左側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

1 右側桁 常に作成されます。

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

2 上 水平プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

3 上 鉛直プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

4 下 鉛直プレート 側桁の下部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
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オプション 説明 デフォルト

ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

踏み板設定の設定

オプション 説明

工場組とする 製品を形成する階段コンポーネントの部材を指定します。デ
フォルトは側桁です。

側桁参照線 • 上:上面の階段の内側に配置される線が参照線として使用さ
れます。

• ステップ先端:ステップ先端の線が参照線として使用されま
す。

参照線は、工場図面に使用されます。

ｽﾃｯﾌﾟ の回転 軸周りのステップの回転。デフォルト値は、[上面] です。

平面上の位置 階段の位置。ステップの中心線が参照線として使用されます。
デフォルト値は、[右] です。

ｵﾌｾｯﾄ 平面上の位置 オプションで設定されている位置からの平面上
の階段のオフセット。

デフォルトのオフセットは、0 mm です。

側桁回転

軸周りの側桁の回転。デフォルト値は、上部 
です。

上段踏板作成 階段の 初のステップ ( 上段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 初のステップが作成されます。

下段踏板作成 階段の 後のステップ ( 下段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 後のステップが作成されます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ステップを側桁に接続するボルト グループのプロパテ
ィを制御します。
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ボルト グループの寸法

[折れ梁ステップ] タブでステップの垂直寸法を指定した場合は、[折れ梁ステップ]
タブで指定した寸法が使用されます。

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ステップからブラケットにボルト付け
されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ステップからブラケットにボルト付け
されます。

ブラケットからステップにボルト付け
されます。
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ボルトの基本プロパティ

 説明 デフォルト

ボルト呼び ボルト径。 20 mm
ボルトセット名 コンポーネント内で使用

するボルトセット名です。

7990

許容値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

2 mm

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。 頭なし
ボルトを使用する場合は
無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

長孔数 長孔の数を定義します。  
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

[折れ梁ステップ] タブ
[折れ梁ステップ] タブを使用して、ステップ プロファイルのプロパティと寸法を
指定します。

プレート

部材 説明 デフォルト

プレート プロフ
ァイル

プレート プロファイル
を作成するには、プロフ
ァイル カタログからプ
ロファイルを選択しま
す。

PL10*150

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  
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ステップ プロファイルの寸法

 説明 デフォルト

1 ステップの垂直部材の高さを指
定します。

[ボルト] タブで指定された垂直寸法値。

2 すべてのステップの背面角に左
右対称の角処理を指定します。

0 mm

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

手摺 1 (74)
[手摺 1(74)] では、カバー プレートとエンド プレートを使用して、柱を梁に接続し
ます。

作成されるオブジェクト

• カバー プレート

• エンド プレート

• ボルト
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• 溶接

• カット

適用

状況 説明

梁・柱継ぎ手。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (柱) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 カバー プレート

2 エンド プレート
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[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、エンド プレートの寸法を制御します。

プレート寸法

 説明

1 カバー プレートの水平寸法。

2 カバー プレートの上端と柱フランジの間の距離。

3 カバー プレートの垂直寸法。

4 ボルト縁端距離。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを制御します。

プレート

オプション 説明

カバー プレート カバー プレートの厚さ。

エンド プレート エンド プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

4 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

階段 Z 板 (S74)
[階段 Z 板 (S74)] では、直線型の階段を作成できます (オプションで上部または下部
の踊り場を作成できます)。階段は、側桁、踊り場 (必要な場合)、およびステップ
で構成されます。ステップは、水平ブラケット、垂直ブラケット、または折れ板ブ
ラケットを使用して、側桁に接続できます。

作成されるオブジェクト

• 側桁

• ステップ

• 踊り場 (オプション)

• ブラケット
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• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

Z-ステップのある階段。水
平な上部と下部の踊り場。

ステップは、ボルト付けさ
れた水平ブラケットを使用
して側桁に接続されます。

折れ板ブラケットを使用し
た階段。

ステップは、折れ板ブラケ
ットを使用して側桁に接続
されます。

側桁のあるステップは、支
持梁に合わせてノッチ処理
されます。

ステップは、垂直および水
平ブラケットを使用して側
桁に接続されます。
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状況 説明

踏板の上部と下部の曲がり
が 90° の階段。

ステップは、垂直および水
平ブラケットを使用して側
桁に接続されます。

ステップの正面エッジに赤
で示す段鼻プロファイルが
取り付けられます。

実際の作業を始める前に

支持梁を支えるように側桁がノッチ処理されている場合は、階段を作成する前に支
持梁を作成します。

選択順序

1. 初のステップ先端となる点をピックします。

2. 後のステップ先端となる別の点をピックします。

点をピックする順序を変えても影響ありません。

3. マウスの中ボタンをクリックして階段を作成します。

ﾋﾟｸﾁｬｰ タブで次のノッチ付オプションを選択した場合、支持梁を選択してか
らマウスの中ボタンをクリックします。
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部材の識別キー

 部材

1 側桁

2 ステップ

3 踊り場

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、側桁の形状およびステップ先端を制御します。

上部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト
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オプション 説明

水平の踊り場

ノッチ付

側桁の上部は、支持部材の上に設置され
ます。垂直プレートと水平プレートは、
側桁の端部に溶接されます。

下部踊り場タイプ

オプション 説明

デフォルト

垂直

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある垂直の踊り場を作成しま
す。

水平

ピックした下部の点が 後のステップ
の上面にある水平の踊り場を作成しま
す。
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オプション 説明

垂直下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

水平下部の点

ピックした点が鉄骨または仕上げ面の
上部に来ます。

ノッチ付

支持部材を支えるように側桁の下部に
ノッチが作成されます。垂直プレート
は、側桁の端部に溶接されます。
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階段の寸法

 説明 デフォルト

1 上部の点と左側の上部踊り場の端部の間の距
離を指定します。

値を 0 mm に設定した場合、左側の上部踊り

場は作成されません。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、側桁のエッジからの水平プレートのカ
ット寸法を指定します。

0 mm

2 上部の点と上部踊り場の鉄骨の上部の間の垂
直距離を指定します。

上部踊り場が作成されない場合は、側桁の鉄
骨の上部が使用されます。

上部の踊り場のタイプをノッチ付に設定した
場合、上部の点から側桁の上部の水平カット
までの垂直距離を指定します。

200 mm
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 説明 デフォルト

3 2 つの連続するステップの間に設定できる
大距離を指定します。

ステップの間隔の計算には、ステップ間隔の
タイプ ([長さ指定] または [両方同じ]) とステ
ップ数が使用されます。

たとえば、蹴上げを 200 mm にする必要があ

る場合、[長さ指定] 設定では、この高さのス
テップを正確に作成することができます (ス
テップ数を整数として入力してください)。
[両方同じ] 設定では、200 mm にできるだけ

近い値の高さが計算され、下面から上面まで
の必要なステップ数が作成されます。

(Z*220)/(Z+220) mm。
Z は、ピックされた 2 つの
点の間の垂直距離です。

4 ステップ先端の寸法の方向を選択します。

• 垂直

• 水平

• 直角

垂直

5 ステップ先端の寸法を指定します。この寸法
は、選択した方向によって決まります。

0 mm

6 この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場

下部の点と下部踊り場の鉄骨の上部の間
の垂直距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場

ピックした下部の点から下部の踊り場の
も遠い面までの水平距離を指定します。

• ノッチ付の下部踊り場

下部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

150 mm

7 下部の点から 初のステップまでの垂直寸法
を指定します。

ステップ間隔のタイプが 両方同じ に設定さ
れていて、下部踊り場のタイプが垂直下部の
点または水平下部の点の場合、この寸法を指
定できます。

ステップの垂直方向の間隔
と同じ

8 側桁のエッジからの垂直プレートのカット寸
法を指定します。

下部踊り場のタイプがノッチ付に設定されて
いる場合、この寸法を指定できます。

0 mm
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 説明 デフォルト

9
12

この寸法は、選択した下部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平または水平下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の間の水平方向の
縁端距離を指定します。

• 垂直または垂直下部の点の下部踊り場。

下部の点と下部踊り場の 下部の点の間
の垂直距離を指定します。

600 mm

10 下部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

11 下部の支持部材と側桁カットの間の水平方向
のギャップを指定します。

下部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

13 ステップの両側を均等に短縮する寸法を指定
します。

0 mm

14 ステップの幅を指定します。 1000 mm
15 上部の支持部材と側桁カットの間の水平方向

のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

16 上部の支持部材と側桁カットの間の垂直方向
のギャップを指定します。

上部踊り場のタイプをノッチ付に設定した場
合、この寸法を指定できます。

0 mm

17 この寸法は、選択した上部踊り場のタイプに
基づいて指定します。

• 水平の上部踊り場。

上部の点と側桁の端部の間の距離を指定
します。

• ノッチ付の上部踊り場。

上部の点から側桁の垂直カットまでの水
平距離を指定します。デフォルトでは、支
持部材の端でカットされます。

この寸法を 0 mm に設定した場合、上部踊り

場は作成されません。

0 mm
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 説明 デフォルト

18 ステップ間隔のタイプを選択します。

• [長さ指定] では、指定した高さで正確にス
テップが作成されます。ステップの数を
整数として入力します。

• 両方同じ では、定義したステップの高さ
にできるだけ近い値の高さが計算され、下
面から上面までの必要なステップ数が作
成されます。

間隔のタイプによって、ステップ間の垂直間
隔の計算方法が制御されます。

[長さ指定] を選択し、下部踊り場のタイプを
水平下部の点または垂直下部の点に設定した
場合、ステップは上部の点から下部の点の間
に配置されます。その他の場合はすべて、ス
テップは下部の点から上部の点の間に配置さ
れます。

両方同じ

19 ステップ数を入力します。

このオプションは、ステップ間隔のタイプお
よびステップ間隔によって決まります。

ステップ間隔のタイプを [長さ指定] に設定
した場合、または [両方同じ] に設定しても間
隔距離を指定しなかった場合、[階段 Z 板
(S74)] を選択すると、指定したステップ数が
作成されます。

ピックされた 2 点の間の垂
直距離、およびステップの
間隔から計算

[踏み板設定] タブ
[踏み板設定] タブを使用して、部材プロパティ、上部および下部ステップ、水平平
面での階段の位置、側桁およびステップの回転を制御します。

階段部材のプロパティ
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 部材 説明 デフォルト

1 左側桁 常に作成されます

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

1 右側桁 常に作成されます。

プロファイル カタログ
からプロファイルを選択
します。

BLU400*2
デフォルトの名前は、
STRINGER です。

2 上 水平プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

3 上 鉛直プレート 側桁の上部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

4 下 鉛直プレート 側桁の下部が支持梁の上
にある場合にのみ作成さ
れます。

6 mm
デフォルトの名前は、PLATE で
す。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
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オプション 説明 デフォルト

ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

踏み板設定の設定

オプション 説明

工場組とする 製品を形成する階段コンポーネントの部材を指定します。デ
フォルトは側桁です。

側桁参照線 • 上:上面の階段の内側に配置される線が参照線として使用さ
れます。

• ステップ先端:ステップ先端の線が参照線として使用されま
す。

参照線は、工場図面に使用されます。

平面上の位置 階段の位置。ステップの中心線が参照線として使用されます。
デフォルト値は、[右] です。

ｵﾌｾｯﾄ 平面上の位置 オプションで設定されている位置からの平面上
の階段のオフセット。

デフォルトのオフセットは、0 mm です。

側桁回転

軸周りの側桁の回転。デフォルト値は、上部 
です。

上段踏板作成 階段の 初のステップ ( 上段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 初のステップが作成されます。

下段踏板作成 階段の 後のステップ ( 下段) を作成するかどうかを指定し
ます。デフォルトでは、 後のステップが作成されます。

ブラケット ステップを側桁に接続する方法を選択します。

• デフォルト

• 水平ブラケット

• 水平鉛直ブラケット

• 折れ板ブラケット

[階段 Z 板] タブ
[階段 Z 板] タブを使用して、Z 形ステップのサイズと形状を制御します。
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プロファイル

プロファイル 説明 デフォルト

ステップ プロフ
ァイル

ステップ プロファイルは、
Z 形ステップの寸法を指定
するときに Z 形ステップ
プレートに入力した厚さか
ら計算されます。

ステップ プロファイルに適
切な材質を選択します。米
国フィート・インチ環境で
は、Tekla Structures により、
ステップ プロファイルの
[ゲージの材質] ユーザー定
義情報に保存されている材
質が保存されます。この情
報は、レポートおよび図面
の部品表で使用できます。

 

段鼻プロファイ
ル

[段鼻部分] が [段鼻を作成]
に設定されている場合にの
み作成されます。

段鼻プロファイルを作成す
るには、プロファイル カタ
ログからプロファイルを選
択します。

PL160*10

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  
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Z 形ステップの寸法

 説明 デフォルト

1
2

正面エッジの角処理の寸法を指定
します。

15 mm

3 選択された正面エッジ タイプに基
づいたステップの正面部分の長さ
を指定します。

40 mm

4 段鼻からの垂直線と Z 形ステップ
の後壁 (コンクリート レベルのセ
ットオフ ポイント) の間の後壁の
傾斜の幅を指定します。

100 mm

5 コンクリートが流し込まれるステ
ップ内側の高さを指定します。

100 mm

6
7

下段の幅と高さを指定します。 高さ = 200 mm
幅 = 0 mm

8 正面エッジが傾斜した Z 形ステッ
プの水平寸法を指定します。

60 mm
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 説明 デフォルト

9 Z 形ステップ プレートの厚さを指
定します。

10 mm

10
11

ステップ後壁の縁の寸法を指定し
ます。

これらの寸法は、[後壁のタイプ]
を [縁] に設定している場合にのみ
指定できます。

15 mm

12 上段の水平方向の長さを指定し
ます。

上部の段鼻から、 上段のステ
ップの水平部分の終端までの水平
方向の距離。

300 mm

13 上段の蹴上げを指定します。

上部の段鼻から、 上段のステ
ップの水平部分の終端までの垂直
方向の距離。

100 mm

14 Z 形ステップの 下部が側桁の下
部端と重なることを防ぐための、
ステップ下部のラインとのクリア
ランスを指定します。

20 mm

角処理タイプ

ステップの正面エッジの形状を選択します。

オプション 説明

なし

ライン

凸円

円弧

後壁のタイプ

Z 形ステップの後壁のタイプを選択します。
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オプション 説明

デフォルト

縁

直線

正面エッジ タイプ

ステップを下のステップと接続する方法を選択します。

オプション 説明 例

デフォルト

長方形の正面エッジ。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

斜めの正面エッジ。

ステップが下側のステッ
プと重なり、後壁と同じア
ングルを維持します。

長方形の正面エッジ。

ステップは互いに重なり
ません。
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オプション 説明 例

長方形の正面エッジ。

ステップが下側のステッ
プと重なり、後壁と同じア
ングルを維持します。

長方形の正面エッジ。

ステップが下側のステッ
プと重なり、30° のアング
ルを維持します。

段鼻部分

ステップの 上部に段鼻部分を作成するかどうかを選択します。

オプション 説明

デフォルト

段鼻を作成しません。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

段鼻を作成しません。

段鼻を作成します。

水平部材

下段のステップに水平部材を付けるかどうかを選択します。Z 形ステップの寸
法に、ステップの 下部から Z 形ステップの 上レベル (コンクリート スラブ厚)
までの垂直方向の距離を入力します。

オプション 説明

デフォルト

水平部材を作成します。

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

水平部材を作成します。
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オプション 説明

水平部材を作成しません。

[水平ブラケット] タブ
[水平ブラケット] タブを使用して、水平ブラケットのプロパティと接合方法を制御
します。水平ブラケットとは、踏板の下にあるアングル ボックスのことです。

前提条件

水平ブラケットのプロパティを設定する前に、以下のオプションを設定する必要が
あります。

• [踏み板設定] タブで、[ブラケット] を [水平ブラケット] または [水平鉛直ブラケ
ット] に設定します。

L プロファイル

部材 説明 デフォルト

L プロファイル ブラケットが作成されている場
合にのみ作成されます。

プロファイル カタログからプロ
ファイルを選択します。

BLL80*80*10

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
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オプション 説明 デフォルト

定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

ブラケットの寸法

  
1 ブラケットの長さを指定します。

デフォルトの長さは、ブラケットからステップ、またはブラケットか
ら側桁のボルトの寸法にしたがって計算され、どちらか長い方になり
ます。

2 ねじの中心線からブラケットへのオフセット寸法を指定します。

デフォルト値は 0 mm です。

ブラケットとステップの接続

ブラケットをステップに接続するボルトのプロパティを指定します。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

長孔数 長孔の数を定義します。  
孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま

す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト グループの寸法

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ブラケットとステップのジョイント タイプ

オプション 説明

デフォルト
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オプション 説明

ボルト接合。

溶接接合。

ジョイントなし。

ブラケットのアングルの脚なし。

ブラケットはアングルではなくプレー
トです。

孔のみ。

ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ブラケットからステップにボルト付け
されます。

ステップからブラケットにボルト付け
されます。

ブラケットと側桁の接続

ブラケットを側桁に接続するボルトのプロパティを定義します。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

長孔数 長孔の数を定義します。  
孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま

す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト グループの寸法

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ブラケットと側桁のジョイント タイプ

オプション 説明

デフォルト

ボルト接合。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルト接合。

溶接接合。

ジョイントなし。

ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ブラケットから側桁にボルト付けされ
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブラケットから側桁にボルト付けされ
ます。
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オプション 説明

側桁からブラケットにボルト付けされ
ます。

ブラケットの位置

プレート タイプのブラケットの位置を指定します。ブラケットは、ステップの下、
またはステップと側桁の間に配置することができます。

ブラケットの位置は、ブラケットがアングルではなくプレートとして作成されてい
る場合に指定できます。

オプション 説明

デフォルト

ステップの下。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ステップの下。

ステップと側桁の間。

[垂直ブラケット] タブ
[垂直ブラケット] タブを使用して、垂直ブラケットのプロパティと接合方法を制御
します。垂直ブラケットとは、踏板の下にあるアングル ボックスのことで、階段
の踏板の垂直部分を支えます。

前提条件

垂直ブラケットのプロパティを設定する前に、以下のオプションを設定する必要が
あります。

• [階段の設定] タブで、[ブラケット] を [水平鉛直ブラケット] に設定します。
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• [Z 形ステップ] タブで、[後壁のタイプ] を [直線] に設定します。

L プロファイル

部材 説明 デフォルト

L プロファイル ブラケットが作成されている場
合にのみ作成されます。

プロファイル カタログからプロ
ファイルを選択します。

BLL80*80*10

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

鉄骨コンポーネント リファレンス 1811 階段



ブラケットの寸法

 説明 デフォルト

1 ブラケットの高さを指定
します。

デフォルトの高さは、ブラケットからス
テップ、またはブラケットから側桁まで
のボルトの寸法に従って計算され、どち
らか大きい方になります。

2 Z 形ステップの縁からブラ
ケットへのオフセット寸
法を指定します。

25 mm

ブラケットとステップの接続

ブラケットをステップに接続するボルトのプロパティを指定します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1812 階段



ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

長孔数 長孔の数を定義します。  
孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま

す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルト グループの寸法

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ブラケットとステップのジョイント タイプ

オプション 説明

デフォルト

ボルト接合。

溶接接合。

ジョイントなし。

ブラケットのアングルの脚なし。

ブラケットはアングルではなくプレー
トです。
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オプション 説明

孔のみ。

ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ブラケットからステップにボルト付け
されます。

ステップからブラケットにボルト付け
されます。

ブラケットと側桁の接続

ブラケットを側桁に接続するボルトのプロパティを定義します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

長孔数 長孔の数を定義します。  
孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま

す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルト グループの寸法

説明 デフォルト

1 ボルト縁端距離。 ボルト径 * 1.5
2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。 ボルト間隔

の値はスペースを使用し
て区切ります。 ボルト個
々の間隔を示す値を入力
します。 たとえば、3 つの
ボルトがある場合は、2 つ
の間隔値を入力します。

100 mm

ブラケットと側桁のジョイント タイプ

オプション 説明

デフォルト

ボルト接合。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルト接合。

溶接接合。

ジョイントなし。
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ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ブラケットから側桁にボルト付けされ
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブラケットから側桁にボルト付けされ
ます。

側桁からブラケットにボルト付けされ
ます。

ブラケットの位置

プレート タイプのブラケットの位置を指定します。ブラケットは、ステップの下、
またはステップと側桁の間に配置することができます。

ブラケットの位置は、ブラケットがアングルではなくプレートとして作成されてい
る場合に指定できます。

オプション 説明

デフォルト

ステップの下。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ステップの下。

ステップと側桁の間。

[折れ板ブラケット] タブ
[折れ板ブラケット] タブを使用して、折れ板ブラケットの寸法およびその他のプロ
パティを制御します。Z 形ステップの側桁への接続には、鉛直または垂直ブラケッ
ト以外に、折れ板ブラケットも使用できます。
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前提条件

折れ板ブラケットを作成するには、以下のオプションを設定します。

• [踏み板設定] タブで、[ブラケット] を [折れ板ブラケット] に設定します。

• [Z 形ステップ] タブの [正面エッジ タイプ] で、次のオプションを設定します。

折れ板プロファイル

部材 説明 デフォルト

折れ板プロファイ
ル

[踏み板設定] タブの [ブラケッ
ト] が [折れ板ブラケット] に設
定されている場合に作成され
ます。

BPL80*10

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

上段折れ板ブラケット作成

上段に折れ板ブラケットを作成するかどうかを選択します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1819 階段



オプション 説明

デフォルト

折れ板ブラケットは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

折れ板ブラケットは作成されません。

折れ板ブラケットが作成されます。

下段折れ板ブラケット作成

下段に折れ板ブラケットを作成するかどうかを選択します。

オプション 説明

デフォルト

折れ板ブラケットは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

折れ板ブラケットは作成されません。

折れ板ブラケットが作成されます。

折れ板ブラケットの寸法
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 説明 デフォルト

1 ステップの角から折れ板の端ま
での水平距離を指定します。

200 mm

2 ステップの角から折れ板の端ま
での垂直距離を指定します。

100 mm

3 曲げ半径を指定します。 1/3 * 垂直寸法

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

支柱 (S76)
支柱 (S76) では、水平または斜めになっている 1 つ以上の階段側桁に支柱を作成し
ます。支柱はコンクリート スラブでも使用できます。

作成されるオブジェクト

• 初支柱

• 中間支柱

• 後の支柱

適用

状況 説明

側桁にボルト留めされた支柱。
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制限事項

注 支柱 (S76) を変更すると、接続されたすべてのコンポーネントが削除されま
す。たとえば、支柱を変更すると、階段や手摺など、支柱に接続されているコ
ンポーネントが削除されます。

実際の作業を始める前に

側桁、梁、スラブなど、支柱に接続する部材を作成します。

選択順序

1. 始点をピックします。

2. 終点をピックします。

3. 下部の踊り場を選択します (オプション)。

4. 側桁を選択します。

5. 上部の踊り場を選択します (オプション)。

マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 初支柱

2 中間支柱

3 後の支柱

[ピクチャー] タブ
支柱の作成を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用します。
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階段部材の指定

デフォルトでは、すべてに適用 オプションが使用されます。

• 選択した支柱:支柱は、選択した部材にのみ作成されます。

• すべてに適用:階段コンポーネントを使用する 1 つ以上の側桁を作成した場合、
このオプションを選択します。

階段コンポーネントの一部であり、方向が同じすべての側桁が選択されます。

パーツ位置

 説明 デフォルト

1 支柱への追加の高さ。  
2 床面レベルの高さ。 1300 mm
3 支柱の下部の点の垂直オフセット。 0 mm
4 支柱の下部の点の水平オフセット。 0 mm
5 2 番目の選択点から 後支柱までの距離。 300 mm
6 後の 2 つの支柱間の距離。 0 mm
7 支柱間の間隔。

間隔タイプを定義するには、値 8 を使用しま
す。

1000 mm

8 支柱の間隔タイプ。

• 大間隔

ボックス 7 の間隔値では、支柱間の 大間
隔が定義されます。中間支柱が等間隔で
必要な数だけ作成されます。支柱間の間
隔は 大距離以下に設定されます。

大間隔
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 説明 デフォルト

• 固定間隔

中間支柱間の間隔は、ボックス 7 に指定し
た間隔値になります。間隔の値は次の形
式で入力します。6*950 または 1000
800 800 1000 800。

9 初の 2 つの支柱間の距離。 0 mm
10 1 番目の選択点から 初支柱までの距離。 300 mm
11 ステップ先端の寸法。  
12 床面からの支柱の高さ。 1300 mm

ステップ先端の方向

ステップ先端の方向を定義します。

オプション 説明

デフォルト

[垂直]

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

[垂直]

水平

垂点

[部材] タブ
支柱プロファイルを制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用します。
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支柱プロファイル

オプション 説明

初支柱 プロファイル カタログから 初の支柱
プロファイルを選択して定義します。

初の支柱は必ず作成されます。

デフォルトの名前は、STANCHION です。

中間支柱 プロファイル カタログから中間支柱プ
ロファイルを選択して定義します。

中間支柱は必ず作成されます。

デフォルトの名前は、STANCHION です。

後支柱 プロファイル カタログから 後の支柱
プロファイルを選択して定義します。

後の支柱は必ず作成されます。

デフォルトの名前は、STANCHION です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

支柱プロファイルの回転

支柱プロファイルの回転と位置を定義します。
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オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ回転 支柱プロファイルの回転
と位置。

回転 = 前方

位置 = 中

回転角 支柱プロファイルの回転
角度 (度単位) と平面のオ
フセット。

回転角度 = 0
オフセット = 0 mm

支柱プロファイルの回転タイプ

連続する支柱の回転組み合わせを定義します。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

[パラメーター] タブ
支柱を階段に接続する方向を制御するには、[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブを使用します。

ジョイント プロパティ

オプション 説明

ｺﾈｸｼｮﾝﾀｲﾌﾟ 既定の設定またはカスタム設定を使用
して支柱を階段に接続するかどうかを
定義します。

デフォルトでは、既定の設定が使用され
ます。

支柱結合ﾀｲﾌﾟ 支柱のジョイント タイプ。

デフォルトでは、溶接結合タイプが使用
されます。

ｺﾈｸｼｮﾝﾀｲﾌﾟ が 既定の設定 に設定されて
いる場合のみ、このフィールドはアクテ
ィブになります。
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オプション 説明

ｼﾞｮｲﾝﾄ番号 支柱を階段に接続するコネクションを
コンポーネント カタログから選択して
定義します。

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ジョイントのプロパティ ファイルを選
択します。

方向 接合の方向。

支柱製品名 製品名を入力してください。

手すり (S77)
手すり (S77) では、2 つ以上の支柱に接続する手摺を作成します。手摺には、階段
の手摺、または水平方向の梁またはスラブの保護柵があります。

作成されるオブジェクト

• 上段手摺

• 中段手摺 (水平レールまたは桟材)

• 下段手摺

• パネル

• エルボー

適用

状況 説明

水平レール

鉄骨コンポーネント リファレンス 1827 階段



状況 説明

4 本の支柱に接続された水平レール

4 本の支柱に接続された桟材

桟材付きの保護柵

実際の作業を始める前に

支柱を [支柱 (S76)] モデリング ツールなどを使用して、作成します。

選択順序

1. 初の支柱を選択します。

2. 支柱が [ 支柱 (S76)] で作成されており、[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブで、[支柱の選択 ] が [す
べてに適用 ] または [ﾃﾞﾌｫﾙﾄ] に設定されている場合、マウスの中ボタンをクリ
ックすると、手摺が作成されます。

または

1. 初の支柱を選択します。
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2. 支柱を個別に作成するときに、ﾋﾟｸﾁｬｰ タブの 支柱の選択 が 選択した支柱 に
設定されている場合は、2 番目、3 番目と順番に支柱を選択します。

支柱の選択順によって、手摺の位置が定義されます。 初に選択する 2 つの支
柱によって、手摺の右および左の方向が定義されます。

3. マウスの中ボタンをクリックして手摺を作成します。

部材の識別キー

 部材

1 上段手摺

2 桟材

3 中段手摺

4 下段手摺

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、手摺とクロージャを制御します。

支柱の選択

デフォルトでは、すべてに適用 オプションが使用されます。

• 選択した支柱:手摺は、選択した支柱にのみ作成されます。

• すべてに適用:このオプションは、支柱 (S76) を使用して支柱を作成する場合に
選択します。
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パーツ位置

 説明 デフォルト

1 上段手摺の端部手摺の水平方向の長さ、および
端部手摺内で曲がりを作成する場所。

端部手摺タイプ 4 を使用し、負の値をこのボッ
クスに入力した場合、上段と下段の手摺が短く
なります。

150 mm

2 下段手摺の端部手摺の水平方向の長さ。

端部手摺タイプ 4 を使用し、1 ボックスの値が 0
の場合、このボックスに正の値を入力すること
で下段手摺を短くできます。

150 mm

3 端部手摺の垂直方向の長さ。

端部手摺タイプ 2 および 3 で使用できます。

値 5 の半分

4 初支柱または 後支柱からの端部手摺の水平
方向の全長。

300 mm

5 上段と下段の手摺材の距離。

中段手摺が上段手摺と下段手摺の間に均等に配
置されている場合、上段手摺と下段手摺間の距
離が変更されると、中間手摺の間隔は調整され
ます。

800 mm

6 床面からの手摺の高さ。

床面を変更すると、手摺の高さも変更されます。

支柱の高さによって定義
されます
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 説明 デフォルト

7 手摺の上の支柱の延長部分の長さ。

このオプションは、上段レールと支柱間の処理
タブの 支柱側部材カット が ﾊﾟﾗﾒｰﾀ に設定され
ている場合に使用します。

0 mm

8 支柱下部からの床面。

床面を変更すると、手摺の高さも変更されます。

0 mm

手摺のオフセット

 説明

1 中間手摺から支柱の中心までの垂直方向の距離。

2 上段手摺または下段手摺から支柱の中心までの垂直方向の距離。

左と右の端部手摺

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

タイプ 1

タイプ 2

鉄骨コンポーネント リファレンス 1831 階段



オプション 説明

タイプ 3

タイプ 4

[パラメーター] タブ
[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ] タブを使用して、カット、フィッティング、および手摺部材間のギャッ
プを制御します。

手摺ソケット材

オプション 説明

上面 手摺ソケット材 プロファイル カタログから手摺ソケッ
ト材を選択して定義します。

上段手摺ソケット材は、連続するプロフ
ァイルの長さが 0 より大きく、さらに

上段レール間隙間 が はい に設定されて
いる場合に作成されます。

デフォルトの名前は、RAIL です。

中 手摺ソケット材 プロファイル カタログから手摺ソケッ
ト材を選択して定義します。

中段手摺ソケット材は、連続するプロフ
ァイルの長さが 0 より大きく、さらに

中段レール間隙間 が はい に設定されて
いる場合に作成されます。

デフォルトの名前は、RAIL です。

下部 手摺ソケット材 プロファイル カタログから手摺ソケッ
ト材を選択して定義します。

下段手摺ソケット材は、連続するプロフ
ァイルの長さが 0 より大きく、さらに
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オプション 説明

下段レール間隙間 が はい に設定されて
いる場合に作成されます。

デフォルトの名前は、RAIL です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

手摺の長さ

オプション 説明 デフォルト

上段レール部材長( 大
値)

上段手摺部の 大長。 3000 mm

中段レール部材長( 大
値)

上段手摺部の 大長。 3000 mm

下段レール部材長( 大
値)

下段手摺部の 大長。 3000 mm

手摺のフィッティング

オプション 説明

上段レールと支柱間の処理 上段手摺と支柱間のフィッティング タ
イプ。

デフォルトでは、フィッティングは作成
されません。
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オプション 説明

•

フィッティングは作成されません。

•

上段レールと支柱フィッティングと
の距離 に定義されたフィッティン
グ距離を使用して、支柱が手摺にフ
ィッティングされます。

•

上段レールと支柱フィッティングと
の距離 に定義されたフィッティン
グ距離を使用して、支柱が水平面で
カットされます。

•

手摺上段部の支柱カット隙間 に定
義された隙間を使用して、支柱が手
摺でカットされます。

•

手摺上段部の支柱カット隙間 に定
義された隙間を使用して、手摺が支
柱でカットされます。

上段レールと支柱フィッティングとの
距離

上段手摺の中心線から支柱までのフィ
ッティング距離。

手摺上段部の支柱カット隙間 上段手摺と支柱間のカット隙間。
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オプション 説明

他レールと支柱間の処理 中段または下段手摺と支柱間のフィッ
ティング タイプ。

デフォルトでは、カットは作成されませ
ん。

•

カットは作成されません。

•

他手摺部の支柱カット隙間 の隙間
を使用して、支柱が手摺でカットさ
れます。

•

他手摺部の支柱カット隙間 の隙間
を使用して、手摺が支柱でカットさ
れます。

•

他手摺部の支柱カット隙間 の隙間
を使用して、支柱が、長孔を貫通す
る手摺でカットされます。

•

他手摺部の支柱カット隙間 の隙間
を使用して、手摺が支柱にフィッテ
ィングされます。

他手摺部の支柱カット隙間 中段または下段手摺と支柱間の部材カ
ット隙間。
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ハンドレール カット

オプション 説明

上段レールの切断 上段手摺のカット方法を定義します。

デフォルトでは、 大支柱で オプション
が使用されます。

• 大支柱で

初支柱から開始して、端部手摺を
含めずに、手摺に沿って 上段レール
部材長( 大値) が測定されます。そ
の測定された距離に含まれる 後の
支柱でカットが行われます。

• 長時

手摺の 初の点から開始して、端部
手摺を含めて、手摺に沿って 上段レ
ール部材長( 大値) が測定されま
す。その 大長の位置でカットが行
われます。

• 各支柱

各支柱で手摺へのカットが行われま
す。

• 長時(端部手摺無し)
初支柱から開始して、端部手摺を

含めずに、手摺に沿って 上段レール
部材長( 大値) が測定されます。そ
の 大長の位置でカットが行われま
す。

中段レールの切断 中断手摺のカット方法を定義します。

デフォルトでは、 大支柱で オプション
が使用されます。

下段レールの切断 下段手摺のカット方法を定義します。

デフォルトでは、 大支柱で オプション
が使用されます。
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角処理寸法

 説明

1 支柱の角処理の水平寸法。

2 支柱の角処理の垂直寸法。

ギャップ

オプション 説明

上段レール間隙間

中段レール間隙間

下段レール間隙間

手摺部材間にギャップを作成するかど
うかを選択します。

デフォルトでは、ギャップは作成されま
せん。

部材間のギャップ

 説明

1 2 つの連続する手摺部材間のギャップ サイズ。

2 連続するプロファイルの長さ。
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製品

オプション 説明

工場組とする どの手摺部材が製品のメイン部材であ
るかを選択します。

デフォルトでは、製品は作成されませ
ん。

•

製品は作成されません。これもデフ
ォルトのオプションです。

•

初支柱が製品のメイン部材です。

•

後支柱が製品のメイン部材になり
ます。

•

初支柱の後の 初の手摺が製品の
メイン部材になります。

すべての手摺に対して連続するプロ
ファイルを作成した場合、複数の製
品が作成されます。

[レール] タブ
[レール ] タブを使用して、プロファイル、曲げカット、上段手摺と下段手摺のジ
ョイントを制御します。
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手摺材と端部手摺材

オプション 説明

上段レールプロファイル プロファイル カタログから上段手摺材
を選択して定義します。

上段手摺は必ず作成されます。

下段ﾚｰﾙﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログから下段手摺材
を選択して定義します。

下段手摺は必ず作成されます。

始点端部手摺材 プロファイル カタログから始点端部手
摺材を選択して定義します。

デフォルトでは、始点端部手摺材 プロフ
ァイルは 上段レールプロファイル と同
じです。

終点端部手摺材 プロファイル カタログから終点端部手
摺材を選択して定義します。

デフォルトでは、終点端部手摺材 プロフ
ァイルは 上段レールプロファイル と同
じです。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。
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端部手摺の曲げカット

オプション 説明

デフォルト

カットなし

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カットなし

角の近くでカットは作成されません。

両側カット

手摺の角の左側と右側でカットされま
す。

カット寸法は、ｴﾙﾎﾞｰ タブで定義されま
す。

角の中央カット

手摺の角の中央でカットされます。

角の留めカット

手摺の角の二等分線上を平面でカット
されます。

左側カット

手摺の角の左側でカットされます。

カット寸法は、ｴﾙﾎﾞｰ タブで定義されま
す。

右側カット

手摺の角の右側でカットされます。

カット寸法は、ｴﾙﾎﾞｰ タブで定義されま
す。

手摺のカット位置

上段手摺と下段手摺および端部手摺タイプ 1 と 4 のカット位置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

端部手摺の手前側カット

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

端部手摺の手前側カット

手摺は 初支柱または 後支柱を通過
し、その支柱の表面でカットされます。

端部手摺は、支柱と交差せずに支柱の手
前側の表面でカットされます。

支柱の中央カット

手摺は 初支柱または 後支柱を通過
し、その支柱の中央線でカットされま
す。

端部手摺は、支柱と交差して支柱の中央
線でカットされます。

端部手摺の向う側カット

手摺は、支柱と交差せずに支柱の表面で
カットされます。

端部手摺は、支柱と交差して、支柱のも
う一方の向う側の表面でカットされま
す。

その他の曲がりのカット位置

端部手摺の角以外の曲がりのカット位置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

カットは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カットは作成されません。

両側カット

手摺の曲がりの左側と右側でカットさ
れます。

カット寸法は、ｴﾙﾎﾞｰ タブで定義されま
す。

角の中央カット

手摺の曲がりの中央でカットされます。

角の留めカット

手摺の曲がりの二等分線上を平面でカ
ットされます。
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ジョイント プロパティ

オプション 説明

ｼﾞｮｲﾝﾄ番号 上段と下段の手摺を支柱に接続するコ
ンポーネントの番号をコンポーネント
カタログから選択して定義します。

カスタム コンポーネントは使用できま
せん。

プロパティファイル コンポーネントのプロパティ ファイル
を選択します。

シーム方向 カスタム シーム用のコンポーネントの
方向を定義します。

上段手摺の位置/下段手摺の位置

水平レールの位置を定義します。

デフォルトでは、中 オプションが使用されます。

上段手摺の回転/下段手摺の回転

すべての水平レールに対するプロファイル回転を定義します。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

タイプ 7
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オプション 説明

タイプ 8

[中段手摺] タブ
[中段レール ] タブで、水平方向の中段手摺を制御します。

手摺材

オプション 説明

1
2
3
4

プロファイル カタログから中段手摺材
を選択して定義します。

デフォルトでは、中段手摺材のサイズは
上段手摺材のサイズと同じです。

デフォルトの名前は、MIDDLE RAIL で
す。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

中段手摺のタイプ

オプション 説明

中段レール桟材のプロファイル 中段手摺で使用する手摺の数と手摺材。

たとえば、「3*2」と入力すると、プロ

ファイル [2] に定義されたプロファイル
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オプション 説明

を使用して 3 本の水平方向の中段手摺
が作成されます。

たとえば、「2*2 1」と入力すると、プ

ロファイル [2 ] に定義されたプロファ
イルを使用して 2 本の水平方向の中段
手摺を作成し、プロファイル [1] に定義
されたプロファイルで 1 つまたは複数
のレール (必要なレールの数に応じて)
を作成します。

たとえば、「3」と入力すると、プロファ

イル [3] に定義されたプロファイルを使
用して水平方向の中段手摺が作成され
ます。手摺数は、水平または垂直方向の
中段手摺に設定された数字で定義され
ます。

デフォルトでは、プロファイル [1 ] から
プロファイルが付けられたレールのみ
が作成されます。

オプション 説明

デフォルト

水平方向の中段手摺を作成します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

水平方向の中段手摺を作成します。

垂直レール タブに定義された垂直中段
手摺 (柵) を作成します。

パネルが作成されます。
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中段手摺の位置

水平レールの位置を定義します。

デフォルトでは、中 オプションが使用されます。

中段手摺の回転

すべての水平レールに対するプロファイル回転を定義します。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

タイプ 7

タイプ 8

曲げカット位置

オプション 説明

デフォルト

カットなし

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カットなし

カットは作成されません。
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オプション 説明

両側カット

手摺の曲がりの左側と右側でカットさ
れます。

カット寸法は、ｴﾙﾎﾞｰ タブで定義されま
す。

角の中央カット

手摺の曲がりの中央でカットされます。

角の留めカット

手摺の曲がりの二等分線上を平面でカ
ットされます。

水平方向の中段手摺の延長

オプション 説明

デフォルト

引出し線なし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

引出し線なし

中段手摺の端が支柱の内
面で終結します。支柱と
交差しません。

支柱を通過

中段手摺の端が支柱の外
面で終結します。支柱と
交差します。

[水平方向の延長]

中段手摺が、水平値の分だ
け端部手摺の内側に延長
します。手摺が傾斜して
いる場合、端部手摺の寸法
に従って延長部は曲げら
れます。

手摺は、ボックス 3 に負の
値を入力することで、短く
することができます。

水平および傾斜の延長

中段手摺は 2 つの水平寸
法で延長します。3 は水
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オプション 説明

平レールの長さで、4 は傾
斜レールの長さです。

端部手摺の曲げカット

中段手摺のタイプが垂直中段手摺に設定されている場合、このセクションは無効に
なります。

 説明

1 水平方向の中段手摺の数。

2 水平方向の中段手摺間の間隔。

3 端部手摺内部への中段手摺の水平延長部の長さ。

手摺は、負の値を入力することで、短くすることができます。

このボックスは、水平方向の中段手摺の延長が水平方向の延長に設定さ
れている場合に使用します。

4 中段手摺の水平および傾斜の延長部の長さ。

中段手摺は 2 つの水平寸法で延長します。3 は水平レールの長さで、4 は
傾斜レールの長さです。

このボックスは、水平方向の中段手摺の延長が水平および傾斜の延長に
設定されている場合に使用します。
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ジョイント プロパティ

オプション 説明

ｼﾞｮｲﾝﾄ番号 中段手摺を支柱に接続するコンポーネ
ントの番号をコンポーネント カタログ
から選択して定義します。

カスタム コンポーネントも使用できま
す。

プロパティファイル コンポーネントのプロパティ ファイル
を選択します。

シーム方向 カスタム シーム用のコンポーネントの
方向を定義します。

取っ手レール

取っ手レールには、上段手摺から垂直および水平方向にオフセットされた 1 本の中
段手摺を使用できます。システムまたはカスタム コンポーネントを使用して、手
摺を支柱に接続できます。取っ手レールの端部を選択することもできます。取っ
手レールが、傾斜した側桁を基にしている場合、傾斜寸法および水平寸法を使用し
て取っ手レールを延長できます。

取っ手レールを作成するには、次のようにします。

1. ﾋﾟｸﾁｬｰ タブで、中段手摺を支柱からオフセットします。
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2. レール タブで、上段と下段の手摺材を 0 に設定し、それらの手摺が作成され

ないようにします。

3. 中段レール タブで、水平レールの数を 1 に設定し、ハンドレールの間隔を調

整します。

4. 取っ手レールの端部を延長し、水平部材を付ける場合、[中段レール ] タブの
水平および傾斜の延長オプションを選択し、傾斜寸法と水平寸法を入力しま
す。

5. カスタム シームを作成します。

メイン部材と副部材の外側の延長で点をピックします。
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 説明

1 メイン部材

2 [副部材]
3 初にピックした点

4 2 番目にピックした点

6. カスタム シームの [標準] プロパティを保存します。

7. 中段レール タブで、カスタム シームの名前とプロパティを使用して、コンポ
ーネントの方向を設定します。

[桟材] タブ
[ 垂直レール ] タブを使用して、桟材 (柵) を制御します。[垂直レール ] タブのオプ
ションは、[中段レール ] タブで中段手摺のタイプが垂直中段手摺に設定されてい
る場合にのみ有効になります。

柵

オプション 説明

デフォルト

柵は端部手摺の内側に作
成されません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。
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オプション 説明

柵は端部手摺の内側に作
成されません。

端部手摺タイプ 1 または
4 を使用する場合、柵が端
部手摺の内側に作成され
ます。

柵と上段および下段手摺間のコネクション タイプ

オプション 説明

デフォルト

[なし]

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

[なし]

柵は上段手摺の中央から下段手摺の中
央の間に作成されます。

フィッティングあり

柵は、水平レールの傾斜に続く平面によ
って、作成点でフィッティングされま
す。

部材カット

柵の両端が水平レールのプロファイル
によってカットされます。

ジョイント

柵は、システム ジョイントを使用して、
上段および下段手摺に接続されます。
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柵の間隔

オプシ
ョン

説明

1 2 つの連続する支柱間の柵間隔。

2 間隔タイプ。

デフォルトでは、均等間隔オプションが使用されます。

• 固定間隔

2 つの連続する柵間の間隔は、1 に指定した間隔値になります。2 つ
の連続する支柱間に、可能な数の柵が配置されます。 初支柱と
初の柵および 2 番目の支柱と 後の柵の間隔が同じになるように、
柵が支柱間の中心に配置されます。

• [均等間隔]

1 には間隔の 大値を定義します。柵は支柱間を等間隔に配置され
ます。

角処理寸法

 説明

1 柵の角処理の水平寸法。

2 柵の角処理の垂直寸法。
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プロファイル回転

すべての桟材に対するプロファイル回転を定義します。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

タイプ 7

タイプ 8

ジョイント プロパティ

オプション 説明

[桟材上部ジョイント] 柵を上段手摺に接続するコンポーネン
トの番号をコンポーネント カタログか
ら選択して定義します。

カスタム コンポーネントは使用できま
せん。

コンポーネントのプロパティ ファイル
も選択します。
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オプション 説明

[桟材下部ジョイント] 柵を下段手摺に接続するジョイントの
番号をコンポーネント カタログから選
択して定義します。

カスタム コンポーネントは使用できま
せん。

コンポーネントのプロパティ ファイル
も選択します。

[パネル] タブ
[パネル ] タブを使用して、支柱間にパネルを作成します。パネルを作成する場合、
他の桟材および水平レールは作成されません。[パネル ] タブのオプションは、[中
段レール ] タブで中段手摺タイプがパネルに設定されている場合にのみ有効にな
ります。中間パネルはカスタム シームを使用して作成できます。端部手摺パネル
はカスタム ディテールを使用して作成できます。

パネル プロパティ

オプション 説明

部材名/ジョイント番号 パネルの作成で使用するカスタム コン
ポーネントの番号をコンポーネント カ
タログから選択して定義します。

プロパティファイル カスタム コンポーネントのプロパティ
ファイルを選択します。

シーム方向 シームの方向を定義します。

パネル タイプ

カスタム ディテールの場合、図内の番号は次の部材に対応します。

番号 部材

1 初支柱。これがディテールのメイン
部材になります。

2 初支柱の上部の点。これがディテー
ルの 初の入力点になります。

3 初支柱の下部の点。これがディテー
ルの 2 番目の入力点になります。

カスタム シームの場合、図内の番号は次の部材に対応します。

番号 部材

1 初支柱。これがシームのメイン部材
になります。

2 2 番目の支柱。これがシームの副部材に
なります。
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番号 部材

3 初支柱の上部の点。これがシームの
初の入力点になります。

4 初支柱の下部の点。これがシームの 2
番目の入力点になります。

オプション 説明

左の端部手摺パネル

パネルを作成するには、カスタム ディテ
ールを使用します。

パネルは、1 つに支柱にのみ接続されま
す。

初のパネル

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。

このパネルは残りのパネルとは異なる
サイズにできます。

後のパネル

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。

このパネルは残りのパネルとは異なる
サイズにできます。

右の端部手摺パネル

パネルを作成するには、カスタム ディテ
ールを使用します。

パネルは、1 つに支柱にのみ接続されま
す。

通常の水平パネル

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。
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オプション 説明

通常の傾斜パネル

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。

水平パネル、傾斜連結 (下部)

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。

水平パネル、傾斜連結 (上部)

パネルを作成するには、カスタム シーム
を使用します。

[曲げ] タブ
[ｴﾙﾎﾞｰ ] タブを使用して、手摺の曲げカット位置、および曲がり手摺部材のプロフ
ァイルを制御します。

曲げプロファイル

オプション 説明

ベンド管 プロファイル カタログから曲げ手摺材
を選択して定義します。

[レール ] タブの端部手摺の曲げカット
が、両側カット、左側カット、または右
側カットに設定されている場合にのみ
作成されます。

90 度 プロファイル カタログから手摺材を選
択して定義します。

[ レール ] または [中段レール ] タブの
曲げカット位置が両側カットに設定さ
れている場合にのみ作成されます。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

曲げ寸法

オプショ
ン

説明 デフォルト

1 手摺部材の曲げ半径。 50 mm
2 曲げの右側を手摺に沿って測定したカット

距離。

75 mm
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オプショ
ン

説明 デフォルト

3 曲げの左側を手摺に沿って測定したカット
距離。

75 mm

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

手すり・マルチ梁 (S84)
[手すり・マルチ梁 (S84)] は、1 つまたは複数の梁に接続された支柱と手摺を作成し
ます。

作成されるオブジェクト

• 手摺 (上段レール)

• 中段ハンド レール (下段レール)

• 支柱

• トウ プレート

• 溶接

適用

状況 説明

複数の梁に作成された手摺。

選択順序

1. 手摺の 初の位置をピックします。

2. 手摺の 2 番目の位置をピックします。

3. 初の梁を選択します。

4. 必要に応じて、2 番目の梁と後続の梁を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックして手摺を作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 手摺

上段レールと下段レールが作成されます。

2 トウ プレート

3 支柱

[画像] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、手摺の寸法を定義します。
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手摺の寸法

 説明

1 初支柱または 後支柱からの端部手摺の水平方向の全長。

2 上段手摺の端部手摺の水平方向の長さ、および端部手摺内で
曲がりを作成する場所。

3 支柱間の水平距離。

4 上段レールと梁の距離。

5 初支柱または 後支柱からの端部手摺の水平方向の全長。

6 曲げ角度

7 手摺の始点/終点からトウ プレートの始点/終点距離。

8 下段レールの端部手摺の水平方向の長さ、および端部手摺内
で曲げを作成する場所。

9 指示点 (始点) から 初の支柱までの水平距離。

これは、指示点 (始点) からの 初の支柱の位置です。

10 梁と下段レールの距離。

11 梁の中心と支柱の中心の垂直距離。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、手摺部材のプロパティを制御します。
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部材

オプション 説明

支柱プロファイル プロファイル カタログから支柱プロファイルを選択
します。

ハンド レール プロファイ
ル

プロファイル カタログからハンド レール プロファ
イルを選択します。

中段ハンド レール プロフ
ァイル

プロファイル カタログから中段ハンド レール プロ
ファイルを選択します。

トウ プレート トウ プレートの厚さと高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、支点とトウ プレートを作成するかどうか、およ
び支柱、手摺、手摺のカットの位置を定義します。

オプション 説明

支柱製品名 支柱の名前を入力します。

ベンド材名 ベンド名を入力します。

上部プレート 大長さ トウ プレートの 大長を定義します。

製品の作成 部材の製品を作成するかどうかを選択
します。
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支柱作成

オプション 説明

支柱は作成されません。

支柱が作成されます。

手摺カット位置

手摺カット位置を選択し、カット寸法を定義します。

オプション 説明

手摺は 2 番目の支柱でカットされます。

手摺は 初の支柱でカットされます。

手摺は各支柱でカットされます。

支柱と手摺の位置

オプション 説明

支柱と手摺は、梁の左側に作成されま
す。

支柱と手摺は、梁の右側に作成されま
す。
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トウ プレートの作成

オプション 説明

トウ プレートは作成されません。

トウ プレートが作成されます。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

側桁チャンネル材固定 (127)
[ささら桁チャンネル材固定 (127)]では、アングル プロファイルを使用して、ささ
ら桁をチャンネルに接続します。アングル プロファイルは桁に溶接され、チャン
ネルにボルト付けされます。垂直プレートは、桁の端部に溶接されます。

作成されるオブジェクト

• アングル プレート

• 垂直プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• 桁の端部を形成するカット

適用

状況 説明

アングル プロファイルはチャンネルに
ボルト付けされ、桁に溶接されます。桁
は、チャンネルの上部レベルに対して水
平にカットされます。
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状況 説明

水平カットが側桁にありません。

垂直プレートは、桁の端部に作成されま
す。

制限事項

[チャンネルに側桁 (127)] は、接続プロファイルが角度の場合にのみ機能します。

実際の作業を始める前に

桁とチャンネルを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (チャンネル) を選択します。

2. 副部材 (側桁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 アングル プロファイル

2 垂直プレート

[ピクチャー] タブ
アングルプロファイルと垂直プレートの位置、および桁がカットされるかどうかを
定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

側桁切断

オプション 説明

オプション 1

デフォルト
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オプション 説明

オプション 2

桁は、チャンネルの上部レベルに対して
水平にカットされます。

オプション 3

水平カットが側桁にありません。

 説明 デフォルト

1 垂直プレートの位置。

桁の上端から垂直プレートの上部までの垂直
距離を定義します。

0

2 アングル プロファイルの位置。

チャンネルの上部からアングル プロファイ
ルの上部までの垂直距離を定義します。

オプション 1 または 2:

• メートル: 65 mm
• フィート・インチ: 2

1/2 インチ

オプション 3:

• 0
3 側桁切断の位置。

チャネル上端から、桁が水平にカットされ垂
直プレートの下面が配置される平面までの垂
直距離を定義します。

• メートル: 12 mm
• フィート・インチ: 1/2

インチ
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 説明 デフォルト

4 側桁切断の位置。

チャンネルウェブから桁までの水平距離を定
義します。

• メートル: 12 mm
• フィート・インチ: 1/2

インチ

[部材] タブ
垂直プレートとアングル プロファイルのプロパティを制御するには、[部材] タブ
を使用します。

垂直プレートとアングル プロファイル

オプション 説明 デフォルト

垂直プレート 垂直プレート厚。

値を 0 に設定した場合、垂
直プレートは作成されま
せん。

メートル: 10 mm
フィート・インチ: 3/8 イ
ンチ

デフォルトの名前は、
PROFILE です。

角度 プロファイル カタログか
らアングルのプロファイ
ルを選択して定義します。

L プロファイルを選択し
ない場合、継手・仕口は作
成されません。

メートル: L75*6
フィート・インチ:
L3X3X1/4
デフォルトの名前は、
ANGLE です。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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[パラメーター] タブ
脚位置とアングル プロファイルの位置を制御するには、[パラメーター] タブを使
用します。

アングル プロファイルの脚部の方向

アングル プロファイルの脚の長さが不均等になっている場合は、位置を切り替え
ることができます。

オプション 説明

デフォルト

アングル プロファイルの長脚はチャン
ネルに接続されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

アングル プロファイルの長脚はチャン
ネルに接続されます。

アングル プロファイルの長脚は側桁に
接続されます。

アングル プロファイル位置

オプション 説明

デフォルト

アングル プロファイルは、チャンネルの
外面にあります。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

アングル プロファイルは、チャンネルの
外面にあります。

アングル プロファイルは、チャンネルの
内面にあります。
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[ボルト] タブ
アングル プロファイルをチャンネルに接続するボルトを制御するには、[ボルト]
タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明 デフォルト

1 チャンネルの上面から一番上のボルトの中心
までの垂直距離。

メートル: 75 mm
フィート・インチ: 3 イン
チ

2 ボルト数。 2
3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。ボルト個々の間隔を示す値を入力しま
す。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

メートル: 75 mm
フィート・インチ: 3 イン
チ

4 アングル プロファイルの下面から下部のボ
ルトの中心までの垂直距離。

メートル: 40 mm
フィート・インチ: 1 1/2
インチ

5 側桁のエッジからボルトの中心線までの水平
距離。

メートル: 40 mm
フィート・インチ: 1 1/2
インチ

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1869 階段



オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

階段ベース (1038)
[階段ベース (1038)] では、桁のピックした点にボルト付けされた水平プレートとオ
プションの垂直プレートを作成します。プレートは桁に溶接されます。

作成されるオブジェクト

• 水平プレート

• 垂直プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• 桁の端部を形成するカット
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適用

状況 説明

水平プレートおよび垂直プレートを持つ階段ベ
ースです。

水平プレートおよび垂直プレートを持つ階段ベ
ースです。

水平プレートを持つ階段ベースです。

制限事項

[階段ベース ディテール (1038)] は、[一般] タブで [上方向] が [+z] に設定されてい
る場合にのみ機能します。[上部方向] が [自動] に設定されている場合は機能しま
せん。

実際の作業を始める前に

側桁を作成します。

選択順序

1. 側桁を選択します。
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2. 桁上の点をピックします。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 水平プレート

2 垂直プレート

[ピクチャー] タブ
水平および垂直プレートのプロパティを制御するには、[ピクチャー] タブを使用し
ます。

プレート位置

 説明 デフォルト

1 プレートの位置。

ピックした点から垂直プレートの内面までの
水平距離を定義します。

メートル: 31 mm
フィート・インチ: 1 1/4
インチ
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 説明 デフォルト

2 プレートの位置。

ピックした点から水平プレートの上面までの
垂直距離を定義します。

0 mm

3 コンポーネントの上方向を基準とする水平テ
ンプレートのオフセット。

0 mm

垂直プレートの作成

オプション 説明

デフォルト

垂直プレートが作成されます。

垂直プレートが作成されます。

垂直プレートは作成されません。

[部材] タブ
水平および垂直プレートのプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

水平プレート/垂直プレート

オプション 説明

水平プレート

垂直プレート

プレートの厚さ、幅、および高さ。

デフォルトの名前は、PLATE です。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[ボルト] タブ
水平プレートでボルトのプロパティを制御するには、[ボルト] タブを使用します。
ボルトまたはスタッドの作成を選択できます。デフォルトでは、ボルトが作成され
ます。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1875 階段



ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

階段ベース (1039)
[階段ベース (1039)]では、側桁のピックした点にボルト付けされた水平プレートを
作成します。プレートは桁に溶接されます。

作成されるオブジェクト

• 水平プレート
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• ボルト

• 溶接

• 桁の端部を形成するカット

適用

状況 説明

水平プレートを持つ階段ベースです。

水平プレートを持つ階段ベースです。

実際の作業を始める前に

側桁を作成します。

選択順序

1. 側桁を選択します。

2. 桁上の点をピックします。

ディテールは自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 水平プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、水平プレートの位置を制御します。

水平プレートの位置

 説明

1 プレートの位置。

ピックした点から水平プレートの上面までの垂直距離を定義します。
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 説明

2 コンポーネントの上方向を基準とする水平テンプレートのオフセット (Z
方向)。

3 コンポーネントの上方向を基準とする水平テンプレートのオフセット (Y
方向)。

[部材] タブ
水平プロパティのプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

水平プレート

オプション 説明

水平プレート プレートの厚さ、幅、および高さ。

デフォルトの名前は、PLATE です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[ボルト] タブ
水平プレートでボルトのプロパティを制御するには、[ボルト] タブを使用します。
ボルトまたはスタッドの作成を選択できます。デフォルトでは、ボルトが作成され
ます。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

階段ベース (1043)
[階段ベース (1043)] では、桁のピックした点にボルト付けされたクリップ アングル
およびオプションで垂直プレート (ノーズ プレート) を作成します。クリップ ア
ングルはボルト付けされ、垂直プレートは桁に溶接されます。

作成されるオブジェクト

• クリップ アングル

• 垂直プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• 桁の端部を形成するカット

適用

状況 説明

クリップ アングルと垂直プレートを使用した階
段ベース ディテール。
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状況 説明

クリップ アングルと垂直プレートを使用した階
段ベース ディテール。

クリップ アングルを使用した階段ベース ディテ
ール。

制限事項

[階段ベース ディテール (1043)] は、[一般] タブで [上方向] が [+z] に設定されてい
る場合にのみ機能します。[上部方向] が [自動] に設定されている場合は機能しま
せん。

実際の作業を始める前に

側桁を作成します。

選択順序

1. 側桁を選択します。

2. 桁上の点をピックします。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 クリップ アングル

2 垂直プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、クリップ アングルと垂直プレートの位置を制御し
ます。

クリップ アングルの位置

 説明 デフォルト

1 プレートの位置。

ピックした点から垂直プレートの内面までの
水平距離を定義します。

メートル: 31 mm
フィート・インチ: 1 1/4
インチ

2 クリップ アングルの垂直位置。

ピックした点からクリップ アングルの下面ま
での垂直距離を定義します。

メートル: 170 mm
フィート・インチ: 6
11/16 インチ

3 側桁切断の高さ。 メートル: 12 mm
フィート・インチ: 1/2 イ
ンチ

4 クリップ アングルの水平位置。

クリップ アングルの中心線から垂直プレート
の内面までの水平距離を定義します。

メートル: 73 mm
フィート・インチ: 2 7/8
インチ
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垂直プレートの作成

オプション 説明

デフォルト

垂直プレートが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

垂直プレートが作成されます。

垂直プレートは作成されません。

[部材] タブ
垂直プレートとクリップ アングルのプロパティを制御するには、[部材] タブを使
用します。

垂直プレートとアングル クリート プロファイル

オプション 説明

垂直プレート プレートの厚さ、幅、および高さ。

デフォルトの名前は、PLATE です。

アングル クリート プロファイル プロファイル カタログからクリップ ア
ングルのプロファイル。

デフォルトの名前は、CLEAT です。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメーター] タブ
[パラメーター] タブを使用して、垂直プレートとクリップ アングルの位置を制御
します。

垂直プレートの位置

 説明

1 垂直プレートの上部から桁の正面エッジまでの寸法。

2 垂直プレートのエッジから側桁のエッジまでの寸法。

クリップ アングル位置

クリップ アングルを側桁のどちら側に作成するかを選択します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、側桁の左側に作成
されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

クリップ アングルは、側桁の右側に作成
されます。

クリップ アングルは、側桁の左側に作成
されます。

クリップ アングルの位置

クリップ アングルの脚の長さが不均等になっている場合は、位置を切り替えるこ
とができます。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルの短脚は桁に接続さ
れます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルの短脚は桁に接続さ
れます。

クリップ アングルの長脚は桁に接続さ
れます。

[P ボルト] タブ
[P ボルト] タブを使用して、クリップ アングルをベースに接続する方法を制御しま
す。

ボルト グループの寸法

鉄骨コンポーネント リファレンス 1888 階段



 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

クリップ アングルの取り付け

クリップ アングルをベースに関連付ける方法を選択します。

オプション 説明

デフォルト

孔が作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔が作成されます。

ボルトと孔を作成します。

孔もボルトも作成しません。

名前を付けて作成

孔とカスタム コンポーネントを切り替えるには、このオプションを使用します。
ボルトと孔の両方を作成することを選択した場合、または孔やボルトが作成されな
い場合は、このオプションを使用できないことに注意してください。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログからカスタム コンポーネントを選
択し、カスタム設定、上方向、回転、およびアンカーの長さを定義します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[S ボルト] タブ
[S ボルト] タブを使用して、クリップ アングルを側桁に接続する方法を制御しま
す。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。
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 説明

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

クリップ アングルの取り付け

クリップ アングルを側桁に関連付ける方法を選択します。

オプション 説明

デフォルト

ボルトは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトは作成されません。

ボルトが作成されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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梯子 (S35)
[梯子 (S35)] は、安全ケージのためのオプションを備えた、梯子を通る垂直ステッ
プを作成します。

作成されるオブジェクト

• 側桁

• フープ

• ステップ

• 垂直鉄筋

適用

状況 説明

安全ケージおよび垂直ステップが付い
ている梯子。

選択順序

1. 梯子の 上部の点を示す点をピックします。

2. 梯子の高さを示す点をピックします。

第 2 点をピックすると梯子が自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 説明

1 側桁

2 ステップ

3 ケージ

[画像] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、梯子の形状と寸法を定義します。

梯子の寸法

 説明 デフォルト

1 梯子へのアクセス方向。

次のオプションがあります。左、右、また
は標準 (デフォルト) です。

 

2 フープ円は、側桁の中心線からオフセット
されます。

760 mm

3 ケージの形状と、ケージが梯子に接続する
方法。

次のオプションがあります。U 型タイプ 1
(デフォルト)、U 型タイプ 2、および O 型タ
イプ。
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 説明 デフォルト

4 ケージ接続オプション

初のオプションは、U 型タイプ 1 にのみ
使用されます。どちらのオプションも U
型タイプ 2 に使用されます。

初のオプション:
75
2 番目のオプション:
40

5 フープの 大間隔。

フープは、側桁フレアの下に均等に配置さ
れます。フレア側桁には 1 つのフープだけ
が配置されます。

900 mm

6 フープの下端の位置 (Z 座標)。

値が床から床までの寸法より大きい場合、
フープ上段だけが鉄筋なしで配置されま
す。値が床から床までの寸法に側桁投影を
加えた値より大きい場合、フープは配置さ
れません。

2500 mm

7 フープの 小追加直径寸法。  
8 フープの内径。

側桁フレアは、フープの直径から取得され
ます。

750 mm

9 側桁投影

鋼材の上頂からフレア側桁の上端までの高
さ。

1100

10 梯子側桁がフレアする鋼材の上頂の上のキ
ッカーの高さ。

200

11 鋼材上部の 上階の厚さ。

上部ステップは、床の厚さの上部のレベル
に配置されます。

0

12 ステップの 大間隔。

ステップは、 上階と 下階の間に均等に
配置されます。

300 mm

13 ステップの間隔。等しい距離または正確な
距離を選択します。

均等距離

14 鋼材の下頂の上の下部床の厚さ。下部ステ
ップ間隔は、鋼材の下頂に下部床を加えた
値から取得されます。

0

15 梯子の幅。 450 mm

[部材] タブ
部材プロパティを定義するには、[部材] タブを使用します。
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部材

オプション 説明 デフォルト

側桁 プロファイル カタログから側桁プロ
ファイルを選択します。

デフォルト値は、平
坦 10*65
(“PLT10*65”) で
す。

ステップ プロファイル カタログからステップ
プロファイルを選択します。

デフォルト値は、棒
鋼 20 (“D20”) で
す。

フープ上段 プロファイル カタログからフープ上
段プロファイルを選択します。

デフォルト値は、平
坦 10*50
(“PLT10*50”) で
す。

フープ中段 プロファイル カタログからフープ中
段プロファイルを選択します。

デフォルト値は、平
坦 10*50
(“PLT10*50”) で
す。

フープ下段 プロファイル カタログからフープ下
段プロファイルを選択します。

デフォルト値は、平
坦 10*50
(“PLT10*50”) で
す。

ケージ鉛直材 プロファイル カタログから垂直鉄筋
プロファイルを選択します。

デフォルト値は、平
坦 10*50
(“PLT10*50”) で
す。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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[パラメータ] タブ
梯子のプロパティと位置を定義するには、[パラメーター] タブを使用します。

梯子の位置

オプション 説明 デフォルト

垂直位置 梯子の垂直位置 (595 ページ) 中

垂直オフセット 梯子の垂直オフセット。 0.0
水平位置 梯子の水平位置 (597 ページ) 中

水平オフセット 梯子の水平オフセット 0.0
[クラス] 梯子のクラス 1
製品の作成 製品を作成するかどうかを選択しま

す。
製品は作成されませ
ん。

梯子の回転

梯子の回転方法を定義します。デフォルト値は、正面です。

側桁回転

側桁を回転する方法を定義します。デフォルト値は上です。
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ステップ回転

オプション 説明

ステップは、45 度回転します。

これはデフォルトのオプションです。

ステップを回転しません。
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ケージ作成

オプション 説明

ケージが作成されます。

これはデフォルトのオプションです。

ケージは作成されません。

フープの角度

  
1 フープの角度を定義します。

垂直鉄筋の間隔角度

 説明 デフォルト

1 フープの丸い断面の垂直鉄筋間の角度を
定義します。

30 度
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側桁のステップ部材カット

干渉を避けるために、側桁をカットするかどうかを選択します。

オプション 説明

側桁はカットされません。

これはデフォルトのオプションです。

側桁がカットされます。

カットの許容精度値を定義します。

側桁がカットされます。

ステップは側桁にボルト付けされます。

カットの許容精度値を定義します。
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オプション 説明

側桁にカットするデプスを定義します。

ステップ オフセット

 説明

1 側桁の中心線からステップの水平オフセットを定義します。

船梯子
[船梯子] では、船舶および石油プラットフォーム用の階段を作成します。

作成されるオブジェクト

• 支柱

• 側桁

• 踏み板

• 手摺とエルボー

• 中段手摺

• プラットフォーム

• プラットフォーム サポート

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

鉄骨コンポーネント リファレンス 1902 階段



適用

状況 説明

タイプ 1

側桁、踏み板、支柱、ハンドレールの付
いた船梯子。
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状況 説明

タイプ 2

側桁、踏み板、支柱、プラットフォー
ム、中段手摺付きハンドレールの付いた
船梯子。
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状況 説明

タイプ 3

側桁、踏み板、支柱、プラットフォー
ム、中段手摺付きハンドレールの付いた
船梯子。

タイプ 4

側桁、踏み板、支柱、ハンドレールの付
いた船梯子。
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制限事項

[船梯子] では、[部材] タブで、カタログの踏み板部材を使用して、踏み板部材のタ
イプを定義します。

[部材] タブに 新の踏み板部材リストを表示するには、[船梯子] モデリング ツール
を環境で 初に使用するときや、Tekla Structures 環境を変更するときに、
Steps.exe プログラムを実行する必要があります。

警
告

標準設定では、Tekla Structures を起動するたびに、Tekla Structures により踏み
板部材設定は上書きされてデフォルト値で置き換えられます。Tekla
Structures により踏み板部材設定が上書きされないようにするには、
teklastructures.ini ファイルで

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE を設定します。

カタログの踏み板部材を使用していて、
XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE に設定している状

態で Tekla Structures を更新する場合は、次のようにします。

1. teklastructures.ini ファイルで

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = FALSE を設定しま

す。

2. Tekla Structures を更新します。

3. Tekla Structures を起動します。

4. teklastructures.ini ファイルで

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE を設定します。

5. Steps.exe を実行します。

6. Tekla Structures を再起動します。

選択順序

1. 階段の 下部レベルを示す点をピックします。

2. 階段の 上部レベルを示す点をピックします。

3. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

下部レベルと 上部レベルを示す点は、通常、段鼻線の始点/終点になりま
す。
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部材の識別キー

 部材

1 エルボ管

2 手摺

3 プラットフォーム サポート

4 プレート

5 側桁

6 支柱

7 ステップ

8 プラットフォーム

9 中段レール

[ピクチャー] タブ
階段タイプ、作成する部材の寸法、水平オフセット、側桁間の水平距離を制御する
には、[ピクチャー] タブを使用します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 上方側桁の 下部からハンドレールの 下部
までの垂直距離。

1000 mm

2 ハンドレールの 下部からハンドレールに沿
って測定した、 初支柱のオフセット。

200 mm

3 中間支柱間の 大距離。 1000 mm
4 側桁と手摺の距離。 800 mm
5 側桁の 上部からハンドレールに沿って測定

した、 後支柱のオフセット。

200 mm

6 • [タイプ 1]、[タイプ 2]、[タイプ 4] の場合:

上方段鼻線の 上部の点から水平側桁の
端部までの距離を定義します。

• [タイプ 3] の場合:

上方段鼻線の 上部の点間の距離を定義
します。

1000 mm

7 水平側桁の先頭から測定した、 初支柱の水
平オフセット。

[タイプ 4] では、このオプションは無効です。

200 mm
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 説明 デフォルト

8 初と 後の水平支柱間の距離。

[タイプ 1] または [タイプ 4] では、このオプシ
ョンは無効です。

600 mm

9 中段手摺の数。

[タイプ 1] または [タイプ 4] では、このオプシ
ョンは無効です。

3

10 中段手摺の間隔。

中段手摺の間隔の値はスペースを使用して区
切ります。中段手摺間の各間隔を示す値を入
力します。たとえば、3 つの中段手摺がある
場合は、2 つの間隔値を入力します。

[タイプ 1] または [タイプ 4] では、このオプシ
ョンは無効です。

オプションの値 3 を間隔
数で割った値。

11 ハンドレール 上部からプラットフォーム
上部までの垂直距離。

[タイプ 4] の場合、このオプションは無効で
す。

1000 mm

12 プラットフォームの 上部から下方側桁の
下部までの垂直距離。

このオプションは、[タイプ 3] でのみ有効で
す。

2000 mm

13 ハンドレールの 下部から下方側桁の 下部
までの垂直距離。

このオプションは、[タイプ 3] でのみ有効で
す。

1000 mm

14 上方段鼻線の端部から下方段鼻線の端部まで
の水平距離。

このオプションは、[タイプ 3] でのみ有効で
す。

上方側桁と下方側桁の傾
斜は同じです。

踏み板と製品の作成

オプション 説明

上段踏板作成 上段の踏み板を作成するかどうかを
定義します。

製品の作成 製品を形成する部材を定義します。

次のオプションがあります。

• いいえ

製品は作成されません。
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オプション 説明

• すべて

すべての部材が製品に含まれます。

• [側桁/手摺]
部材を組み合わせて各製品が形成さ
れます。

• 各側桁製品には、上方、水平、お
よび下方の側桁が含まれます。

• 各手摺製品には、上方、水平、お
よび下方のハンドレール、中段手
摺、支柱、およびプレートが含ま
れます。

• プラットフォーム、個々のプラッ
トフォーム サポート、および個
々の踏み板を組み合わせて独自
の製品が形成されます。

ディテール A とディテール C
上方側桁の端部を端部ディテールに接続するには、[ディテール A] を使用します。

下方側桁の端部を端部ディテールに接続するには、[ディテール C] を使用します。

 説明 デフォルト

1 側桁を端部ディテールに接続するかどうかを定
義します。

なし

2 コンポーネント カタログからディテールを選
択して定義します。

 

3 ディテールのプロパティ ファイルを選択しま
す。

標準
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船梯子のオプション

 説明 デフォルト

1 ハンドレールのエルボーの半径。

[タイプ 4] では、このオプションは無効です。

100 mm

2 船梯子の水平オフセットの寸法を測定する方
法を定義します。

次のオプションがあります。

• 左

ピックした点により定義された線から左
方向。

• 中

ピックした点により定義された線が中心
線になる。

• 右

ピックした点により定義された線から右
方向。

中
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 説明 デフォルト

3 水平オフセット。

[デフォルト] または [中] では、このオプショ
ンは無効です。

0 mm

4 側桁間の水平距離。 1000 mm

ハンドレールのエルボーの曲げカット

[タイプ 4] では、このオプションは無効です。

オプション 説明

デフォルト

曲げエルボー

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

曲げエルボー

手摺間に独立したエルボー部材が含ま
れます。

フィッティング

手摺がフィッティングされます。

曲げ手摺

手摺が曲げられます。

個別の手摺

手摺はフィッティングされません。

[部材] タブ
作成された部材のプロパティを制御するには、[部材] タブを使用します。

部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

エルボ管

手摺

中段レール

支柱

プロファイル カタログか
らエルボーのプロファイ
ルを選択して定義します。

PD40*2

ディテール B 内のプレー
ト

プレートの厚さ。 5 mm

サポート プラットフォーム サポー
トの厚さ。

5 mm
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オプション 説明 デフォルト

ステップ カタログの踏み板または
プロファイルを使用する
か、ステップを作成するか
を選択します。

カタログの踏み板のリス
トまたはプロファイル カ
タログからステップを選
択します。

Tekla Structures 環境を変
更する場合は、踏み板リス
トを更新します。

側桁 プロファイル カタログか
ら側桁のプロファイルを
選択して定義します。

C200*100*5

プラットフォーム プラットフォームの厚さ。 50 mm
ブラケット プロファイル カタログか

らブラケットのプロファ
イルを選択して定義しま
す。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  

[プラットフォーム] タブ
プラットフォームのオフセットとサポートを制御するには、[プラットフォーム] タ
ブを使用します。
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プラットフォームのオフセット

 説明 デフォルト

1 上段踏み板からのプラットフォームの水平
オフセット。

上段踏み板が作成されない場合、プラットフ
ォームの水平オフセットは上方段鼻線の 上
部の点からの値で定義されます。

0 mm
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プラットフォームのオフセットとサポート

 説明 デフォルト

1 プラットフォーム 下部からのプラットフォ
ーム サポートの垂直オフセット。

0 mm

2 側桁からのプラットフォームの水平オフセッ
ト。

0 mm

3 プラットフォーム サポートの幅。 50 mm

プラットフォーム サポートの作成

注 プラットフォームの 上部は、側桁の 上部と常に同じレベルです。

オプション 説明

デフォルト

プラットフォーム サポートが作成され
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

プラットフォーム サポートが作成され
ます。

プラットフォーム サポートは作成され
ません。

[踏み板] タブ
踏み板間隔とオフセットを制御するには、[踏み板] タブを使用します。

踏み板間隔
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 説明 デフォルト

1 踏み板間の垂直間隔。

間隔は踏み板間隔のタイプによって決まりま
す。

300 mm

1 踏み板間隔のタイプ。

2 番目にピックした点から 初にピックした
点までの間隔で踏み板間隔が配置されます。

[等分割] は、踏み板間の 大距離を表します。

[固定間隔] は、踏み板間の正確な距離を表しま
す。

均等距離

踏み板のオフセット

 説明 デフォルト

1 側桁からの踏み板のオフセット。 0 mm
2 踏み板オフセットのタイプ。 水平方向 (H)

[レール] タブ
ハンドレールと中段手摺のプロパティを制御するには、[手摺] タブを使用します。

中段手摺とハンドレール

オプション 説明 デフォルト

支柱への中段レール

支柱への手摺

中段手摺またはハンドレ
ールを支柱に接続する方
法を定義します。

中段手摺 = ジョイント

ハンドレール = 溶接

ジョイント番号 手摺を支柱に接続するコ
ネクションをコンポーネ
ント カタログから選択し
て定義します。

丸チューブ (23)

ジョイント プロパティ ジョイントのプロパティ
ファイルを選択します。

標準
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ハンドレールのオプション

オプション 説明 デフォルト

手摺 大長さ ハンドレールの 大長。 3000 mm
手摺カット ハンドレールのカット方

法を定義します。

• 大支柱で

ハンドレールの端部か
らハンドレールに沿っ
て [手摺 大長さ] が
測定されます。その測
定された距離に含まれ
る 後の支柱でカット
が行われます。

• 長時

ハンドレールの端部か
ら手摺に沿って [手摺
大長さ] が測定され

ます。 大長さの位置
でカットが行われま
す。

• 各支柱

各支柱でハンドレール
のカットが行われま
す。

大支柱で

[ディテール B] タブ
支柱を側桁に接続するプレート上のボルトのプロパティを制御するには、[ディテ
ール B] タブを使用します。

垂直オフセット
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 説明

1 プレートの垂直オフセット。

2 プレートの垂直オフセットの寸法を測定する方法を定義します。

• 上部

プレートの 上部から支柱の中心まで。

• 中

プレートの水平方向の中心線から支柱の中心まで。

• 下

プレートの 下部から支柱の中心まで。

3 プレートの幅。

4 上部のボルトとプレートの 上部の間の距離。

5 ボルトの間隔。

6 下部のボルトとプレートの 下部の間の距離。

水平オフセット

 説明

1 水平プレートのオフセットの寸法を測定する方法を定義します。

• 左

• プレートの左から支柱の中心まで。

• 中

プレートの水平方向の中心線から支柱の中心まで。

• 右

• プレートの右から支柱の中心まで。

2 水平プレートのオフセット。
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ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

プレートから側桁。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

側桁からプレート。

プレートから側桁。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1920 階段



オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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壁レール
[壁手摺] では、水平または傾斜した手摺と支持要素を作成します。手摺は、壁に接
続されます。

作成されるオブジェクト

• 手すり

• エルボー

• 端部

• ブラケット アーム

• ブラケット ベース

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

エルボー、端部、ブラケットを備えた手
摺。

階段の片側にある、エルボー、端部、ブ
ラケットを備えた手摺。
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状況 説明

ブラケット付きの直線手摺。

選択順序

1. 始点をピックします。

2. 終点をピックします。

手摺が自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 手すり

2 右エルボー

3 左エルボー

4 右端部

5 左端部

6 ブラケット アーム

7 ブラケット ベース

[一般] タブ
製品の作成、手摺の寸法、および手摺のオフセットを制御するには、[一般] タブを
使用します。
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製品の作成

オプション 説明 デフォルト

製品の作成 製品を形成する部材を定
義します。

次のオプションがありま
す。

• すべて

ブラケットを含むすべ
ての部材が製品に組み
込まれます。

手摺が製品メイン部材
になります。

• 手すり

手摺とエルボーによっ
て製品が形成されま
す。

傾斜した手摺部材が製
品メイン部材になりま
す。

• いいえ

製品は作成されませ
ん。

すべて

手摺の寸法

 説明 デフォルト

1 手摺から始点/終点までの垂直距離。 0 mm
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 説明 デフォルト

2 手摺の一番右/一番左の端から始点/終点までの
水平距離。

端部を作成した場合、これは端部の一番外側の
端からの距離です。

0 mm

3 手摺から段鼻線までの垂直距離。 0 mm

手摺端部の寸法

始点/終点から手摺までの垂直距離を、手摺の上端からの寸法とするか、手摺の中
心からの寸法とするかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

上端から

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

上端から

中心から

手摺のオフセット

 説明 デフォルト

1 始点/終点からの手摺の水平オフセット。 0 mm

[端部] タブ
手摺端部のタイプおよび寸法を制御するには、[端部] タブを使用します。
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端部タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

端部なし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

端部なし

手摺間の独立した曲げエ
ルボー部材。

手摺が曲げられます。

手摺と端部がフィッティ
ングされます。

端部ディテール

オプション 説明 デフォルト

端部ディテール 端部に作成されるディテ
ールをコンポーネント カ
タログから選択して定義
します。

なし

属性 端部ディテールのプロパ
ティ ファイルを選択しま
す。

標準

注 曲げ手摺では正しく機能しないディテールもあります。この場合は、次のよう
に操作する必要があります。

• 別のタイプのディテールを選択します。

• 曲げ手摺以外のエルボーまたは端部タイプを使用します。

• [内部] ブラケット タイプを選択します。
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端部の寸法

 説明 デフォルト

1 端部の直線部分の長さ。 100 mm
2 曲げ端部の内側の半径。 30 mm
3 曲げ角度。+90 ～ +180 度または –90 ～ -180 度

の値を入力します。

90 度

4 曲げの長さ。

レールの向き

ハンドレールの向きを指定します。
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曲げ角度の例
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[エルボー] タブ
エルボーのタイプおよび寸法を制御するには、[エルボー] タブを使用します。

エルボー タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

エルボーなし

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

エルボーなし

手摺間の独立した曲げエ
ルボー部材。

手摺が曲げられます。

手摺がフィッティングさ
れます。

手摺はフィッティングさ
れません。

注 [エルボーなし] 以外のオプションを選択する場合は、[一般] タブに手摺の一番
右/一番左の端から始点/終点までの水平距離の値を入力する必要があります。
入力しない場合は、手摺が正しく作成されません。

曲げの半径と長さ
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 説明 デフォルト

1 曲げエルボーの内側の半径。 30 mm
2 曲げの長さ。

[ブラケット] タブ
ブラケットのタイプと寸法を制御するには、[ブラケット] タブを使用します。

ブラケット オプション

オプション 説明 デフォルト

ブラケット タイプ ブラケットの作成方法を
定義します。

次のオプションがありま
す。

• 内側

ブラケットは、[部材]
タブで選択されたプロ
ファイルに従って作成
されます。

• ディテール

ブラケットは、選択さ
れたブラケット ディ
テールに従って作成さ
れます。

• いいえ

ブラケットは作成され
ません。

内側

ブラケット ベース ブラケット ベースを作成
するかどうかを定義しま
す。

はい
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オプション 説明 デフォルト

ブラケット詳細 ブラケットとして使用す
るシステム ディテールま
たはカスタム ディテール
をコンポーネント カタロ
グから選択して定義しま
す。

[ブラケット タイプ] が
[ディテール] に設定され
ている場合のみ、このフィ
ールドはアクティブにな
ります。

 

属性 ディテールのプロパティ
ファイルを選択します。

標準

ブラケット ディテールの
接続先:

ブラケット ディテールの
接続先の部材を指定しま
す。

ブラケット アーム

ブラケットの方向

オプション 説明

デフォルト

左側にブラケット

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

左側にブラケット

右側にブラケット

ブラケットの位置
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 説明 デフォルト

1 手摺とブラケットの始点から終点までの距
離。

100 mm

2 ブラケットの数。 0
3 ブラケットの間隔。

ブラケットの間隔の値はスペースを使用して
区切ります。

0 mm

4 手摺とブラケットの始点から終点までの距
離。

100 mm

5 ブラケットの数。 0
6 ブラケットの間隔。

間隔は、選択されたブラケット間隔タイプに
よって決まります。

0 mm

7 間隔タイプ。

[ 大間隔] を選択した場合、入力された間隔
値を上回ることなく、必要な も少ない数の
ブラケットがコンポーネントによって作成さ
れます。その数のブラケットが、手摺に沿っ
て等間隔に配置されます。

固定間隔

ブラケットの寸法

 説明 デフォルト

1 ブラケット アームの幅。

これはブラケット ベースからの寸法です。

120 mm

2 ブラケットの基礎厚さ。 50 mm
3 ブラケット アームの内側の曲げ半径。 10 mm
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 説明 デフォルト

4 ブラケット アームの垂直方向の長さ。

これは曲げ半径からの寸法です。

5 mm

ブラケット ベースの孔の配置

 説明 デフォルト

1 ブラケットの孔を配置する円の半径。 17 mm

[ボルト] タブ
ブラケット ベースを壁に接続するボルトを制御するには、[ボルト] タブを使用し
ます。

ボルト付けの方向

オプション 説明

デフォルト

ブラケットから壁へ

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

ブラケットから壁へ

壁からブラケットへ

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。
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[部材] タブ
作成された部材の寸法を制御するには、[部材] タブを使用します。

部材ガイド

リストから部材を選択します。選択した部材が表示されます。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

手すり プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

CHS40*3

右エルボー プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

作成されない

左エルボー プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

作成されない

右端部 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

作成されない

左端部 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

作成されない

ブラケット アーム プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

D12

ブラケット ベース プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て定義します。

D60

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.13 スチフナーとガセット

ここでは、鋼材のスチフナーとガセットで使用できるコンポーネントについて説明
します。

• スチフナー コネクション梁 (129) (1938 ページ)

• ガセットスチフナー (171) (1962 ページ)

• スチフナー コネクション柱 4 (182) (1966 ページ)

• スチフナー付 (186) (1997 ページ)

• スチフナー コネクション柱 3 (187) (2025 ページ)

• スチフナーコネクション 柱 2 (188) (2052 ページ)

• Stiffeners (1003) (2083 ページ)

• 標準ガセット (1065) (2087 ページ)

スチフナー コネクション梁 (129)
[スチフナー コネクション 梁 (129)] では、ガセット プレートとボルトを使用して 2
つの梁を接続します。接続は U 形鋼の背面で使用できます。副梁は、水平にする
ことも傾斜を付けることもできます。また、斜めに接続することもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接

• ボルト

• カット
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適用

状況 説明

フル デプス ガセット プレート。

フル デプス ガセット プレート。副部材が勾配し
ている場合や斜めの場合でも、接続することがで
きます。

梁スチフナー付きガセット プレート。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。
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2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ガセット プレートの位置、梁フランジおよびウェ
ブのカットを制御します。

寸法
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 説明 デフォルト

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

10 mm

2 メイン部材フランジの端部からガセットプレー
トの端部までの距離。

0

3 ガセットプレートの角からメイン部材フランジ
の縁端までの距離。

4 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm
5 メイン部材の縁端からガセットプレートの角ま

での距離。

20 mm

6 メイン部材の下端からガセットプレートの下端
までの距離。

10 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

直角にカットしてメイン部材ウェブの
近くに配置

梁の端部を直角にカットし、梁をメイン
部材ウェブの近くに配置します。
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オプション 説明

クリッピングされたフランジ

梁の端部でフランジの角をカットしま
す。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

梁ウェブのカット

梁ウェブの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合に、ウェブの端部に斜め
のカットを作成します。

直

副部材の梁端部に斜めのカットが作成
されている場合でも、ウェブの端部に直
角のカットを作成します。
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梁の下フランジカット

オプション 説明

標準

ノッチ

ノッチの寸法を定義します。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ノッチ

ノッチの寸法を定義します。

ガセットプレートがフランジと干渉す
る場合に、副部材の梁の下部がノッチ処
理されます。

フランジカット

ガセットプレートが副部材の梁フラン
ジと干渉する場合に、その副部材の梁フ
ランジのガセットプレートと同じ側が
カットされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、および形
状を制御します。

ガセット プレート

オプション 説明

タブ プレート せん断プレート タブの厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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プレートの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。

4 ガセットプレートの下端から下の接続板の角までの垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

プレートの内側の角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの内側の角処理の半径と垂直寸法。

角処理タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション オプション 説明

凹円弧のスカラップ

内側の角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

凹円弧のスカラップ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

鉄骨コンポーネント リファレンス 1946 スチフナーとガセット



オプション 説明

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ
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[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、および
タイプを制御します。

ウェブスチフナープレートの寸法

オプション 説明

[ウェブスチフナー] ウェブスチフナープレートの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナー作成

オプション 説明

[デフォルト]

スチフナーは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

[完全]

メイン部材のウェブと同じ高さのスチ
フナーを作成します。

[ガセットプレートによって決定]

Tekla Structures では、ガセット プレート
のサイズに基づいてスチフナーのサイ
ズが決定されます。スチフナー プレー
トとせん断タブの下端は、可能であれば
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オプション 説明

Tekla Structures により同じ高さに維持さ
れます。

[部分的]

スチフナープレートとメイン部材の下
フランジの間にギャップを残します。

スチフナーは作成されません。

スチフナーギャップ

 説明

1 メイン部材フランジとスチフナーの間のギャップサイズ。

2 メイン部材フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーはメイン部材に対して直交
方向に作成されます。

スチフナーは副部材の角度にあわせて
作成されます。
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角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。
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ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1951 スチフナーとガセット



 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1
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オプション 説明

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1955 スチフナーとガセット



ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。
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手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。
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オプション 説明

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法
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 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。
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オプション 説明

ハンチプレートは作成されません。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ガセットスチフナー (171)
[ガセット スチフナー (171)] は、2 つまたは 3 つ (デフォルト) のスチフナー プレー
トを作成し、既存のガセット プレートと梁または柱に溶接します。ガセット プレ
ートとスチフナーに角を作成することもできます。

作成されるオブジェクト

• スチフナー プレート

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

柱フランジとガセット プレートに溶接された 3 つ
のスチフナー。

I 梁に対して垂直でないガセット スチフナー。

パイプまたは鉄筋のガセット スチフナー。スチフ
ナーは、パイプまたは鉄筋の中心線に配置する必要
はありません。

角処理ガセット スチフナー。

実行前の準備

ガセット プレートと、梁または柱を作成します。I、C、チューブ、または RHS プ
ロファイルを使用します。

ヒン
ト

ガセット プレートを作成するには、[標準ガセット (1065)] コンポーネント、
またはポリゴン プレートを作成するプレート コマンドを使用します。

選択順序

1. メイン部材 (ガセット プレート) を選択します。

2. 副部材 (梁または柱) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 説明

1 上部スチフナー

2 中スチフナー

3 下部スチフナー

[ピクチャー] タブ
スチフナー プレートの位置、形状、および寸法を定義するには、[ピクチャー] タ
ブを使用します。

オプション 説明

スチフナー プレートの水平寸法と垂直
寸法を定義します。

ガセットの中心線からの中間スチフナ
ー オフセットを定義します。

スチフナー形 スチフナー形を選択します。

スチフナー方向の反転 スチフナー方向を反転するには、[はい]
を選択します。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、スチフナーのプロパティを定義します。
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 説明

[上部スチフナー]、[下部スチ
フナー]、[中スチフナー]

スチフナーの厚さ、幅、および高さを指定します。

デフォルトでは、3 つのスチフナーが作成されます。
スチフナーを削除するには、そのスチフナーの厚さ
として「0」と入力します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[角処理] タブ
スチフナーおよびガセット プレートの角処理の形状と寸法を定義するには、[角処
理] タブを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

スチフナー コネクション柱 4 (182)
[スチフナーコネクション柱 4 (182)] では、ガセット プレートを使用して柱を梁に
接続します。ガセット プレートはメイン部材に溶接され、副部材ウェブにボルト
接合されます。梁は、水平にすることも勾配を付けることもできます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。
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状況 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。

副部材が傾斜しています。

柱スチフナー付きガセット プレート。

ボルトは副部材に揃えられます。

柱スチフナー付きガセット プレート。

ボルトは削除することができます。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

3 スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ガセット プレートの角の位置を制御し、梁端部のカット
方法を定義します。

寸法
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 説明 標準

1 メイン部材フランジの端部からガセットプレ
ートの端部までの距離。

2 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

20 mm

3 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。
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オプション 説明

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

鉄骨コンポーネント リファレンス 1975 スチフナーとガセット



スチフナーのギャップと角処理のサイズ

 説明

1 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

2 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

3 スチフナーの角処理のラインの垂直寸法。

4 スチフナーの角処理の水平寸法、または円弧タイプ角処理の半径。

角処理形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ
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スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

ハンチ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1978 スチフナーとガセット



オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。
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オプション 説明

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。
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ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。
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手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。
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オプション 説明

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法
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 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を
示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔
値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。
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オプション 説明

上フランジと下フランジが処理されま
す。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。
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オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

補強プレート
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
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オプション 説明 デフォルト

--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。
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補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。
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全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。
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溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

スチフナー付 (186)
[スチフナー付 (186)] では、四角形のガセット プレートを使用して、梁を柱に接続
します。 ガセット プレートはメイン部材ウェブとスチフナーに溶接され、副部材
ウェブとボルト接合されます。 梁は、水平にすることも勾配を付けることもでき
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1997 スチフナーとガセット



作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。

柱スチフナー付きガセット プレート。

副部材が傾斜しています。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1998 スチフナーとガセット



状況 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。

副部材が斜めに接続されています。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

3 スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

鉄骨コンポーネント リファレンス 1999 スチフナーとガセット



例: スチフナー コネクション柱 (186) ジョイントを使用して、梁・柱ジョイ
ントを追加する
この例では、梁・柱ジョイントを使用して梁を柱に接合します。

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

2. 検索ボックスに「186」と入力します。

3. [スチフナー付 (186)] を選択します。

4. メイン部材 (柱) を選択します。

5. 副部材 (梁) を選択します。 

梁を選択すると、Tekla Structures により、ジョイントが自動的に追加されま
す。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、副部材端部のカット方法を制御します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2000 スチフナーとガセット



寸法

説明 標準

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

20

2 副部材フランジに対して行われるストリップの
サイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2001 スチフナーとガセット



オプション 説明

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

[プレート] タブ
[ﾌﾟﾚｰﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、および
形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン

鉄骨コンポーネント リファレンス 2002 スチフナーとガセット



オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

スカラップなし

鉄骨コンポーネント リファレンス 2003 スチフナーとガセット



オプション オプション 説明

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

鉄骨コンポーネント リファレンス 2004 スチフナーとガセット



オプション 説明

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

ガセット プレートの端部カット

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

直角せん断タブ

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

斜

ガセット プレートの端部はメイン部材
ウェブと平行にカットされます。

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

傾斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2005 スチフナーとガセット



オプション 説明

自動

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 せん断タブの両
側の垂直縁端が副部材の端部に対して
平行に切断されます。

傾斜

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 両側の垂直縁端
が副部材の端部に対して平行に切断さ
れます。

直角せん断タブ

変更された傾斜

[傾斜]オプションと同じですが、副部材
の梁に取り付けられるせんガセットプ
レートの垂直縁端が、副部材の梁のフラ
ンジに対して垂直に切断されます。

[スチフナー] タブ
[ｽﾁﾌﾅｰ ] タブを使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイプ
を制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2006 スチフナーとガセット



オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2007 スチフナーとガセット



オプション 説明

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

鉄骨コンポーネント リファレンス 2008 スチフナーとガセット



スチフナーギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2009 スチフナーとガセット



角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ﾊﾝﾁ ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角処理
を制御します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2010 スチフナーとガセット



ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2011 スチフナーとガセット



ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ﾉｯﾁ ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを制
御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパテ
ィ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ プ
ロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2012 スチフナーとガセット



オプション 説明

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。
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ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパテ
ィを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[補強プレート] タブ
[補強ﾌﾟﾚｰﾄ ] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補強
します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。
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オプション 説明

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。

補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。
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オプション 説明

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。

全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。
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溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

スチフナー コネクション柱 3 (187)
[スチフナー コネクション柱 3 (187)] では、成形されたガセット プレートを使用し
て柱を梁に接続します。ガセット プレートはメイン部材ウェブとスチフナーに溶
接され、副部材ウェブにボルト接合されます。副梁は、水平にすることも傾斜を付
けることもできます。
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作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

柱ウェブに接続された梁。

下部ハンチ プレートと 4 つのスチフナー付きのガセ
ット プレート。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート
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 部材

2 ハンチ プレート

3 スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[ピクチャー] タブ
[画像] タブを使用して、ガセット プレートの角の位置を制御し、梁端部のカット
方法を定義します。

寸法

 説明 標準

1 メイン部材フランジの端部からガセットプレ
ートの端部までの距離。

0

2 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材
の間にギャップが作成されます。

20 mm

3 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端
部を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。
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オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

梁フランジカット

梁フランジの端部をカットする方法を定義します。梁は、上から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

斜

フランジの端部は斜めにカットされま
す。

直

フランジの一部は直角にカットされ、一
部は斜めのままです。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

3 ガセットプレートの角処理の垂直寸法と水平寸法。
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角処理タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

角処理タイプの寸法

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし
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オプション 説明

スニップカット

凹円弧のスカラップ

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

直角せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

直角せん断タブ

傾斜

副部材の梁の方向に沿ってせん断タブ
に傾斜が付けられます。せん断タブの
両側の垂直縁端が副部材の梁の端部に
対して平行に切断されます。

直角せん断タブ

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
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オプション 説明

部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。
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オプション 説明

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。
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スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。

スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト
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オプション 説明

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーのギャップと角処理のサイズ

 説明

1 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。

2 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

3 スチフナーの角処理のラインの垂直寸法。

4 スチフナーの角処理の水平寸法、または円弧タイプ角処理の半径。

角処理形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

スカラップなし

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション 説明

凹円弧のスカラップ

スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm
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角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。
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オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。
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オプション 説明

自動ノッチをオフにします。

ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。
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オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。
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オプション 説明

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。

手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。
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カット寸法

 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔
を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの
間隔値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場
合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に
番号が付与されています。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。
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オプション 説明

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。

補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。
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オプション 説明

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。

全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。
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溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

スチフナーコネクション 柱 2 (188)
[スチフナー コネクション柱 2 (188)] では、四角形のガセット プレートを使用して
柱を梁に接続します。ガセット プレートはメイン部材ウェブとスチフナーに溶接
され、副部材ウェブにボルト接合されます。副梁は、水平にすることも傾斜を付け
ることもできます。
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作成されるオブジェクト

• ガセット プレート (1 面または 2 面)

• スチフナー (オプション)

• ハンチ プレート (オプション)

• 溶接裏当材 (オプション)

• ウェブ補強プレート (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

ガセット プレートを柱フランジへ柱スチフナーで
接合。

ガセット プレートを柱フランジへ柱スチフナーで
接合。

モーメント コネクション用の溶接開先およびスカ
ラップ。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ガセット プレート

2 ハンチ プレート

3 スチフナー

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ
梁端部のカット方法を制御するには、[画像] タブを使用します。

寸法
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 説明 標準

1 副部材のカット。

副部材をカットすると、メイン部材と副部材の
間にギャップが作成されます。

カットは、メイン部材ウェブまたはメイン部材
フランジを始点として定義されます。

20 mm

2 副部材フランジに対して行われるストリップ
のサイズ。

フランジのカットは、ガセットプレートの端部
を始点として定義されます。

せん断タブがフランジと
交差する場合、そのフラン
ジは自動的に切り取られ
ます。

20 mm

副部材のカット

副部材のカットを、メイン部材ウェブまたはメイン部材フランジのどちらを始点と
して計算するかを定義します。

オプション 説明

標準

メイン部材ウェブを始点とする

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

メイン部材フランジを始点とする

梁端部カット

梁の端部をカットする方法を定義します。梁は、側面から見たものです。

オプション 説明

標準

斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材に 10°未満の傾斜がある場合は、
梁の端部が直角にカットされます。そ
れ以外の場合、梁の端部は斜めにカット
されます。
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オプション 説明

直

梁の端部を直角にカットします。

斜

梁の端部がメイン部材にあわせてカッ
トされます。

[プレート] タブ
[プレート] タブを使用して、ガセット プレートのサイズ、位置、番号、方向、お
よび形状を制御します。

せん断タブプレート

オプション 説明

[タブプレート] ガセットプレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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せん断タブの角処理

 説明

1 ガセットプレートの角処理の水平寸法。

2 ガセットプレートの角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ
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オプション オプション 説明

凹円弧のスカラップ

せん断タブの方向

オプション 説明

デフォルト

傾斜

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 せん断タブの両
側の垂直縁端が副部材の端部に対して
平行に切断されます。

傾斜

副部材の方向に沿って傾斜したせん断
タブが作成されます。 両側の垂直縁端
が副部材の端部に対して平行に切断さ
れます。

直角せん断タブ

変更された傾斜

[傾斜]オプションと同じですが、副部材
の梁に取り付けられるせんガセットプ
レートの垂直縁端が、副部材の梁のフラ
ンジに対して垂直に切断されます。

せん断タブの位置

1 つのせん断タブジョイントに含まれるせん断タブの数とせん断タブの位置を定
義します。 

オプション 説明

デフォルト

向う側せん断タブ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

自動

手前側ガセット プレートまたは向う側
ガセット プレートがコンポーネントに
よって自動的に選択されます。メイン
部材と副部材の間の角度が 90° 未満の
ときは、副部材側にタブが作成されま
す。

向う側せん断タブ

手前側と向う側のせん断タブ

手前側せん断タブ

せん断タブのギャップ

 説明 デフォルト

1 副部材ウェブとガセットプレートの間のギ
ャップ。

これは、2 つのせん断タブとのジョイント
にのみ影響します。

0

ガセット プレートの端部カット

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

直角せん断タブ

ガセット プレートの端部はカットされ
ません。

斜

ガセット プレートの端部はメイン部材
ウェブと平行にカットされます。

[スチフナー] タブ
[スチフナー] を使用して、スチフナー プレートの寸法、方向、位置、およびタイ
プを制御します。

スチフナープレートの寸法

オプション 説明

[上部 NS] 上部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[上部 FS] 上部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 NS] 下部手前側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

[下部 FS] 下部向う側のスチフナーの厚さ、幅、お
よび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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スチフナーの方向

オプション 説明

デフォルト

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

スチフナーは副部材に対して平行にな
ります。

スチフナーはメイン部材に対して垂直
になります。

スチフナー作成

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

必要に応じてスチフナーが作成されま
す。

スチフナーは作成されません。

スチフナーが作成されます。
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スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

直角スチフナープレート

メイン部材ウェブのスカラップ丸め用
のギャップを残したスチフナープレー
ト

ラインカット角処理されたスチフナー
プレート

スチフナーギャップ

説明

1 フランジの縁端からスチフナーの縁端までの距離。

2 フランジとスチフナーと間のギャップサイズ。
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スチフナーの位置

 説明

1 スチフナーと梁のウェブ縁端の間のギャップサイズ。

2 上部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

3 下部手前側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

4 下部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

5 上部向う側のスチフナーと梁のフランジ縁端の間のギャップサイズ。

角処理寸法

説明 デフォルト

1 角処理の垂直寸法。 10 mm
2 角処理の水平寸法。 10 mm

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト。

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[ハンチ] タブ
[ハンチ] タブを使用して、副梁のフランジに使用するハンチ プレートの作成と角
処理を制御します。

ハンチプレート

オプション 説明

[上部プレート] 上部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

[下部プレート] 下部ハンチプレートの厚さ、幅、および
高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、[ファイル]メニュー
--> [設定] --> [オプション]の[コ
ンポーネント]設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、[ファイル]メニュー --> [設定]
--> [オプション]で[コンポーネン
ト]設定を開き、[材質]フィールド
で設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

ハンチプレートの角処理

説明

1 上部ハンチプレートの角処理の幅。

2 上部ハンチプレートの角処理の高さ。

3 下部ハンチプレートの角処理の高さ。

4 下部ハンチプレートの角処理の幅。

ハンチプレートの作成

オプション 説明

デフォルト

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが必要に応じて作成されます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上部ハンチプレートまたは下部ハンチ
プレート、あるいはその両方が必要に応
じて作成されます。
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オプション 説明

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートが作成されます。

上部ハンチプレートと下部ハンチプレ
ートのうち、どちらか一方のプレートだ
けを作成するには、不要な方のプレート
の厚さ(t)フィールドに 0を入力します。

ハンチプレートは作成されません。

[ノッチ] タブ
[ノッチ] タブを使用して、副梁のノッチを自動的に作成し、ノッチのプロパティを
制御します。[ノッチ] タブには、2 つのセクションがあります。それは自動プロパ
ティ (上部) と手動プロパティ (下部) です。自動ノッチ プロパティと手動ノッチ
プロパティは、互いに独立して機能します。

自動ノッチ

自動ノッチオプションは、上下両方のフランジに影響します。

ノッチ形状

自動ノッチは、ノッチ形状の選択時にオンになります。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁に対してノッチを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットはメ
イン梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 カットは副
部材の梁ウェブに対して直角になります。

副部材の梁に対してノッチを作成します。 垂直方向の
カットはメイン梁に対して直角になり、水平方向のカッ
トは副部材の梁に対して直角になります。

自動ノッチをオフにします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2066 スチフナーとガセット



ノッチサイズ

オプション 説明

デフォルト

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチサイズは、メイン梁フランジの縁端とメイン梁の
上部フランジの真下から測定されます。

ノッチサイズは、メイン梁の中心線とメイン梁の上部フ
ランジから測定されます。

カットの水平値と垂直値を入力します。

フランジカット形状

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

副部材の梁フランジがメイン梁に対して平行にカット
されます。

副部材の梁フランジが直角にカットされます。

ノッチ寸法の切り上げ

ノッチ寸法を切り上げるかどうかを定義するには、ノッチ寸法の切り上げオプショ
ンを使用します。 寸法の切り上げが有効に設定されていても、寸法の切り上げは
必要時にしか行われません。

オプション 説明

デフォルト

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。
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オプション 説明

ノッチ寸法の切り上げは行われません。

ノッチ寸法の切り上げが行われます。

切り上げの水平値と垂直値を入力します。

寸法は、入力した値の 近似倍数に切り上げられます。 たとえば、実際の寸法が
51 で、切り上げ値に 10 を入力した場合、寸法は 60 に切り上げられます。

ノッチ位置

オプション 説明

デフォルト

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

メイン梁フランジの下にカットを作成します。

メイン梁フランジの上にカットを作成します。

ノッチの角処理

オプション 説明

デフォルト

ノッチは角処理されません。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ノッチは角処理されません。

ラインカット角処理でノッチを作成します。

入力した半径に従って、ノッチが角処理されます。

角処理の半径を入力します。
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手動ノッチ

ジョイントに属していない部材が副梁に干渉する場合は、手動ノッチを使用しま
す。 手動ノッチを使用すると、ジョイントによって、[ノッチ]タブのフィールドに
入力した値でカットが作成されます。 上フランジと下フランジのそれぞれに異な
る値を使用できます。

フランジのノッチ面

フランジのノッチ面は、梁のどちら側にノッチが作成されるかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

フランジの両側にノッチが作成されます。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの両側にノッチが作成されます。

フランジの手前側にノッチが作成されます。

フランジの向う側にノッチが作成されます。

フランジノッチ形状

フランジノッチ形状は、梁フランジのノッチ形状を定義します。

オプション 説明

デフォルト

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

自動

副部材の梁フランジ全体が、定義した寸法でカットされま
す。 ノッチのデフォルトデプスは、副部材フランジの厚さ
の 2 倍です。 カットは、常に副部材フランジの幅全体にわ
たって行われます。
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オプション 説明

フランジに角処理を作成します。

水平方向の寸法を入力しない場合は、45 度で角処理が施さ
れます。

フィールド 1 および 2 に値を入力しない限り、デフォルト
値を使用してフランジにカットが作成されます。

フランジはカットされません。

1 フィールドの値に従ってフランジにカットを作成し、ウ
ェブと水平にします。

フィールド 1 および 2 の値に従って、フランジにカットを
作成します。

フランジノッチデプス

オプション 説明

デフォルト

フランジノッチデプス。

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

フランジノッチデプス。

副梁のウェブの中心線からノッチの縁端までの寸法で、フラ
ンジノッチデプス。

フランジノッチデプスの値を入力します。

カット寸法
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 説明 デフォルト

1 水平方向のフランジカットの寸法。 10 mm
2 垂直方向のフランジカットの寸法。 ノッチ縁端と梁フランジの間の

ギャップは、メイン部材ウェブ
のスカラップ丸めに等しくなり
ます。ノッチの高さは、5 mm刻

みで切り上げられます。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ガセット プレートを副部材に接続するボルトのプロパ
ティを制御します。

ボルト グループの寸法

ボルト グループの寸法は、ガセット プレートのサイズや形状に影響します。

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔
を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの
間隔値を入力します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場
合は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順
に番号が付与されています。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトグループの方向

オプション 説明

標準

直

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

自動

直

千鳥

ボルトは、副部材の向きと平行に千鳥状に接合されま
す。

直

四角形のボルトグループが水平に配置されます。

傾斜

四角形のボルトグループは、副部材の方向に沿って傾斜
して配置されます。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[梁カット部] タブ
[梁カット部] タブを使用して、溶接裏当材、溶接アクセス孔、梁端部開先、および
フランジ カットを制御します。

溶接裏当材

オプション 説明

[溶接裏当材] 溶接裏当材の厚さおよび幅。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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溶接アクセス孔の寸法

 説明

1 副部材の上フランジとメイン部材の間のギャップ。

2 上部および下部のスカラップの垂直寸法。

3 上部および下部のスカラップの水平寸法。

4 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

5 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

ここで入力した値は、[ピクチャー]タブで入力したギャップに加算されま
す。

溶接アクセス孔

オプション 説明 デフォルト

デフォルト

円形のスカラップ

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

 

円形のスカラップ  

四角形のスカラップ  

斜めのスカラップ  
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オプション 説明 デフォルト

特定の半径を持つ円形の
スカラップ。半径は、

で定義でき
ます。

 

特定の半径と寸法を持つ
拡張円錐形のスカラップ。
半径と寸法は、

と

で定義
できます。

 

特定の複数の半径を持つ
円錐形のスカラップ。半

径は、 と

で定義でき
ます。

大文字の R は大きい半径
(高さ)を定義します。

小文字の r は小さい半径
を定義します。

R = 35
r = 10

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。
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オプション 説明

上フランジと下フランジが処理されま
す。

フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

溶接裏当材

上部裏当材のオプション 下部裏当材のオプション 説明

デフォルト

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

裏当材は作成されません。

裏当材はフランジの内側
に作成されます。

裏当材はフランジの外側
に作成されます。

溶接裏当材の長さ

溶接裏当材の長さは、オプションの下のフィールドに入力します。
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オプション 説明

デフォルト

裏当材の絶対長さ

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

裏当材の絶対長さ

フランジの幅を超える長さ

溶接裏当材の位置

オプション 説明

フランジの終端を基準として裏当材の
前端を移動量を正または負の値の寸法
値で入力します。

施工場所

溶接裏当材が溶接される場所を定義します。 [工場]オプションを選択すると、製品
内に裏当材が含まれます。

[補強プレート] タブ
[補強プレート] タブを使用して、補強プレートを作成し、メイン部材のウェブを補
強します。

ウェブプレート

オプション 説明

[ウェブプレート] ウェブプレートの厚さおよび高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
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オプション 説明 デフォルト

--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

補強プレート

オプション 説明

デフォルト

補強プレートは作成されません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートは作成されません。

補強プレートが向う側に作成されます。

補強プレートが手前側に作成されます。

補強プレートが両側に作成されます。
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補強プレートの縁端形状

オプション 説明

デフォルト

面取り補強プレート

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

面取り補強プレート

角度を、 に入力します。

角切り補強プレート

補強プレート カット

オプション 説明

デフォルト

補強プレートはカットされません。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

補強プレートはカットされません。

補強プレートは、メイン部材ウェブとフ
ランジに接続する部分でカットされま
す。
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全般的な設定

説明

1 柱フランジからの縁端距離。

2 補強プレートの縁端距離。

縁端距離とは、孔の中心から部材の端部までの距離です。

3 副部材の下部を基準とする補強プレートの縁端距離。

4 孔数。

5 孔の間隔。

孔の間隔の値はスペースを使用して区切ります。 孔個々の間隔を示す値
を入力します。 たとえば、3 つの孔がある場合は、2 つの間隔値を入力し
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2082 スチフナーとガセット



溶接孔のサイズ

 説明

1 孔径。

2 スロット長さ。

3 スロット幅。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

スチフナー (1003)
スチフナー (1003) では、I 形鋼にスチフナーを作成します。

作成されるオブジェクト

• スチフナー
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使用方法

状況 説明

梁端部のスチフナー。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 位置を指示します。

位置をピックするとディテールが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ ] タブを使用して、スチフナー プレートの位置を制御します。

 説明

1 スチフナー プレートと梁フランジの間のギャップを指定し
ます。

スチフナー プレートと梁のフランジの間のギャップのデフ
ォルト サイズは 0 mm です。
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 説明

2 梁フランジからスチフナー プレートまでの距離を指定しま
す。

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ ] タブを使用して、スチフナーのプロパティを制御します。

オプション 説明

左スチフナー

右スチフナー

スチフナーの厚さ、幅、および高さを定
義します。

1.5* 梁ウェブ厚を次の板厚まで切り

上げたものがデフォルトの厚さです。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメーター] タブ
[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ] タブを使用して、スチフナーの角度と角処理を制御します。
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オプション 説明

スチフナーの位置。

右側と左側のスチフナーの水平方向の
角度 (度単位) を入力できます。

角処理のタイプと寸法。

面取り無し  オプションを選択し
た場合、スチフナーと I 形鋼の輪郭の間
に干渉が発生します。

さらに、角処理の垂直方向の寸法と水平
方向の寸法を定義できます。円弧の角
処理を選択した場合、水平寸法は半径と
なり、垂直寸法は無視されます。

右および左スチフナーのスチフナー ポ
リゴンの回転を設定します。

入力した値によって、ポリゴンの始点が
矢印で示された方向に移動する点の数
が決まります。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

スニップカット

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。
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オプション 説明

スカラップなし

スニップカット

凸円弧のスカラップ

凹円弧のスカラップ

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

標準ガセット (1065)
[標準ガセット (1065)] では、ガセット プレートを作成し、梁または柱ウェブに溶接
します。ガセット プレートの各端部にスチフナーが自動的に作成されます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート
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• スチフナー プレート (2)

• ボルト

ブレースを作成してガセット プレートに接続するには、[点間ガセット付きパイプ
(S47)]、[ボルト間エンドクローズパイプ (S48)]、または [ボルト間ガセット付きパ
イプ (S49)] を使用します。

適用

状況 説明

梁ウェブに溶接されたガセット プレー
ト

実行前の準備

梁または柱 (H、W、または C プロファイル) を作成します。

[部材] タブで定義したプロパティを使用してガセット プレートが作成されること
に注意してください。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. メイン部材上の点をピックして、ジョイントの位置を指定します。

点をピックするとジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

  
1 ガセット プレート

2 スチフナー
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[ピクチャー] タブ
ガセット プレートおよびスチフナーの寸法を定義するには、[ピクチャー] タブを
使用します。

部材寸法

 説明

1 ガセット プレートのコーナー カット サイズを定義します。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

5 梁または柱ウェブからのガセット プレートのオフセットを定義
します。

6 スチフナーのコーナー カット サイズを定義します。

7 梁または柱ウェブからのスチフナーのオフセットを定義します。
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[部材] タブ
[部材] タブを使用して、ガセット プレートとスチフナーのプロパティを定義しま
す。

部材 説明

[ガセット プレート]、
[表側スチフナー]、[裏側
スチフナー]

ガセット プレートとスチフナーの厚さ、幅、および高さ
を定義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメーター] タブ
[部材] タブを使用して、ガセットの位置を定義します。

オプション 説明

参照点を使用して水平ガセット位置を
定義します。

参照点を使用して垂直ガセット位置を
定義します。
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オプション 説明

ガセット位置を選択します。

[ボルト] タブ
[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティを定義します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルト グループ

複数のまたは単一のボルト グループを作成するかどうかを選択します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

5.14 ベース プレート

ここでは、Tekla Structures で使用可能なベース プレート コンポーネントについて
説明します。

詳細情報のリンク:

• US ベースプレートジョイント (71) (2093 ページ)

• パイプ継ぎ手 (124) (2114 ページ)

• ベース プレート (1004) (2121 ページ)

• 補剛ベース プレート (1014) (2145 ページ)

• 補剛ウェブ ベース プレート (1016) (2173 ページ)

• 単純ベース プレート 2 (1031) (2196 ページ)
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• ベースプレート (1042) (2210 ページ)

• US ベース プレート (1047) (2234 ページ)

• 円形ベース プレート (1052) (2263 ページ)

• ベース プレート (1053) (2282 ページ)

• ボックス柱ベース プレート (1066) (2290 ページ)

US ベースプレートジョイント (71)
US ベースプレートジョイント (71) では、柱を梁に接続するベース プレートを作成
します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• スチフナー (柱に W、I または TS プロファイルがある場合にのみ追加可能)

• 梁スチフナー

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ベース プレートが梁に接続されます。

梁スチフナーと柱スチフナーが使用さ
れます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2093 ベース プレート



状況 説明

ベース プレートを使用して、片持ち梁が
柱に接続されます。

ベース プレートを使用して、片持ち梁が
勾配のある柱に接続されます。

ベース プレートを使用して、片持ち梁が
柱に接続されます。

梁スチフナーが使用されます。
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状況 説明

ベース プレートを使用して、片持ち梁が
柱に接続されます。

梁と柱スチフナーが使用されます。

実際の作業を始める前に

1 つの梁と 1 つの柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 副部材 (柱) を選択します。

ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 梁スチフナー

2 スチフナー 1、2、4、5
3 ベース プレート

4 スチフナー 3、6、7、8
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[ピクチャー] タブ
スチフナーの角処理とベース プレートの角処理を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを
使用します。

スチフナーの角処理

 説明

1 スチフナー 1、2、4、5 の上部の角処理幅。

2 スチフナー 1、2、4、5 の上部の角処理高さ。

3 スチフナー 1、2、4、5 の下部の角処理高さ。

4 スチフナー 1、2、4、5 の下部の角処理幅。

5 スチフナー 3、6、7、8 の上部の角処理幅。

6 スチフナー 3、6、7、8 の上部の角処理高さ。

7 スチフナー 3、6、7、8 の下部の角処理高さ。

8 スチフナー 3、6、7、8 の下部の角処理幅。

9 溶接のギャップ。

ベース プレートの角処理
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 説明

1 ベース プレートの角処理 1 の幅。

2 ベース プレートの角処理 1 の高さ。

3 ベース プレートの角処理 2 の高さ。

4 ベース プレートの角処理 2 の幅。

5 ベース プレートの角処理 3 の幅。

6 ベース プレートの角処理 3 の高さ。

7 ベース プレートの角処理 4 の高さ。

8 ベース プレートの角処理 4 の幅。

[部材] タブ
ベース プレート、スチフナー、梁スチフナーの寸法を制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブ
を使用します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾚｰﾄ ベース プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 20 mm
幅は柱のプロファイルに
よって決まります。

高さは柱のプロファイル
によって決まります。

デフォルトの名前は、
BASEPLATE です。

ｽﾁﾌﾅｰ1,2,4,5 スチフナー 1、2、4、5 の
厚さ、幅、および高さ。

ｽﾁﾌﾅｰ3,6,7,8 スチフナー 3、6、7、8 の
厚さ、幅、および高さ。

梁ｽﾁﾌﾅｰ 梁スチフナーの厚さ、幅、
および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
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オプション 説明 デフォルト

ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメーター] タブ
角切りのコーナー、プレート オフセット、およびボルトのプロパティを制御する
には、[パラメーター] タブを使用します。

板プロパティ

オプション 説明

ベース プレート コーナー カットを長方
形にする (1-4)

ベース プレートのコーナーに作成され
るカット。

ベース プレートのコーナーのいずれか
に対応する数値を入力すると、そのコー
ナーには斜め角処理ではなく角切りが
設定されます。1 つまたはすべてのコー
ナーに数値を入力できます。

ﾌﾟﾚｰﾄ配置基準 梁を柱とジョイント シンボルのどちら
に合わせて配置するかを定義します。

ベース プレートのオフセット
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 説明

1 柱の中心からのベース プレートの水平オフセット。

2 柱の中心からのベース プレートの垂直オフセット。

孔またはボルトのあるベース プレート

オプション 説明

デフォルト

ボルトが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトが作成されます。

孔が作成されます。
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ボルト グループの回転

ボルト グループの中心回りの回転を定義できます。ボルト グループを回転させる
には、回転角度 (度単位) を入力します。

正の角度を入力するとボルトが左回りに回転し、負の角度を入力すると右回りに回
転します。

 説明

1 ボルト グループの回転角度。

ボルト プロパティ

オプション 説明

削除するﾎﾞﾙﾄ番号 ボルト グループから削除するボルトを
定義します。

削除するボルトの番号を入力します。
複数のボルト番号を入力する場合は、ス
ペースで区切ります。ボルトには、左か
ら右、上から下の順に番号が付与されて
います。

外側ﾎﾞﾙﾄを削除 外側ボルトを削除するかどうかを定義
します。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。
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オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して定義します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート は、柱をメイン
部材、ベース プレートを副部材とし
て設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[スチフナー] タブ
スチフナーの位置とオフセットを制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

スチフナー位置 (1-8)

オプション 説明

ｽﾁﾌﾅｰ位置 (1-8) スチフナーの位置。

フィールドに番号が入力されているス
チフナーのみが柱に取り付けられます。

スチフナー オフセット

スチフナー オフセットを使用すると、スチフナーを移動できます。負の値を入力
すると、スチフナーを反対方向に移動できます。
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 説明

1 スチフナー 1 オフセット。

2 スチフナー 2 オフセット。

3 スチフナー 3 オフセット。

4 スチフナー 4 オフセット。

5 スチフナー 5 オフセット。

6 スチフナー 6 オフセット。

7 スチフナー 7 オフセット。

8 スチフナー 8 オフセット。

[梁スチフナー] タブ
梁スチフナーの配置、スチフナーの側、角処理の寸法およびタイプを制御するに
は、[梁ｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。
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左スチフナー

オプション 説明

デフォルト

左スチフナーが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

左スチフナーが作成されます。

左スチフナーは作成されません。

中央スチフナー

オプション 説明

デフォルト

中央スチフナーが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

中央スチフナーが作成されます。

中央スチフナーは作成されません。

右スチフナー

オプション 説明

デフォルト

右スチフナーが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

右スチフナーが作成されます。
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オプション 説明

右スチフナーは作成されません。

スチフナー配列

[オプション] 説明

デフォルト

梁に合わせてスチフナーが配置されま
す。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

梁に合わせてスチフナーが配置されま
す。

柱に合わせてスチフナーが配置されま
す。
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スチフナーの作成

オプション 説明

デフォルト

両側にスチフナーが作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

両側にスチフナーが作成されます。

向う側にスチフナーが作成されます。

手前側にスチフナーが作成されます。
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オプション 説明

スチフナーは作成されません。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

上部と下部の角処理タイプ

上部の角処理のオプショ
ン

下部の角処理のオプショ
ン

説明

デフォルト

面取り無し

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

面取り無し
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上部の角処理のオプショ
ン

下部の角処理のオプショ
ン

説明

ライン カット コーナー処
理

凸円弧の角処理

凹円弧のスカラップ

スチフナー オフセット

スチフナーを梁の中心から水平または垂直に移動できます。負の値を入力すると、
スチフナーを反対方向に移動できます。

 説明

1 左スチフナーの垂直オフセット。

2 中央スチフナーの垂直オフセット。

3 右スチフナーの垂直オフセット。

4 左スチフナーの水平オフセット。

5 中央スチフナーの水平オフセット。

6 右スチフナーの水平オフセット。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい
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オプション 説明 標準

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。
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ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ
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溶接

詳細情報のリンク:

パイプ継ぎ手 (124)
[パイプ継ぎ手 (124)] は、ボルト付けされたベース プレートを使用して 2 つの梁ま
たは 2 つの柱を接合します。スチフナーも作成できます。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

2 つの梁を接合する円形のエンド プレ
ート。スチフナーが作成されます。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 説明

1 ベース プレート

2 パイプ スチフナー

[画像] タブ

結合プレート

[部材] タブ
ベース プレートおよびスチフナーのプロパティを制御するには、[部材] タブを使
用します。

部材

オプション 説明

ベース プレート ベース プレートの厚さおよび幅。

[チューブ スチフナー 1]、[チューブ スチ
フナー 2]

パイプ スチフナーの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメータ] タブ
ベース プレートの形状および位置、スチフナーの数、および角処理の寸法を制御
するには、[パラメーター] タブを使用します。

ｽﾁﾌﾅｰ

オプション 説明

スチフナー数 作成するスチフナーの数を定義します。

スチフナー角処理寸法を定義します。

1. 柱とのみ接触するスチフナー コー
ナーを角処理します。

2. ベース プレートの外縁端にあるス
チフナー コーナーを角処理しま
す。

3. 柱とベース プレートの交点にある
スチフナー コーナーを角処理しま
す。

部材とベース プレートの間のルート ギ
ャップを定義します。
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ペース プレート形状

オプション 説明

ラウンド ベース プレート

四角形ベース プレート

プレート タイプ

プレート タイプを選択します。

ベース プレート方向

オプション 説明

メイン部材に対して垂直なベース プレ
ートを作成します。

副部材に対して垂直なベース プレート
を作成します。
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オプション 説明

メイン部材と副部材の角度を二等分す
る角度でベース プレートを作成します。

ジョイント・シンボルと平行なベース プ
レートを作成します。

重なりの長さ

 説明

1 部材フランジからプレート フランジまでの距離。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます。たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、
溶接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。
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オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して指定します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• [ﾃﾞﾌｫﾙﾄ] は [ベースプレート＋柱] と
同じです。

• [柱] では、メイン部材として柱を設
定します。ディテールの場合はこの
オプションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
ボルト プロパティ、内側プレートの直径、ボルト角度を制御するには、[ボルト] タ
ブを使用します。

 説明 デフォルト

1 ボルト円の直径  
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 説明 デフォルト

2 ベース プレート 1 内径

ベース プレート 1 での中心の孔の作成

メイン部材直径
+ 許容値

3 ベース プレート 2 内径

ベース プレート 2 での中心の孔の作成

副部材直径 + 許
容値

4 ボルトの角度 (度単位)  

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ベース プレート (1004)
ベースプレート (1004) では、柱の端部に接続されるベース プレートを作成します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• シム プレート (オプション)

• レベリング プレート (オプション)

• グラウト (オプション)

• シアー キー (オプション)

• アンカー バーに接続される追加プレート

• アンカー バー

• ボルト

• 追加コンポーネント (オプション)

• 溶接
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適用

状況 説明

シンプルなベース プレートのディテー
ルです。

シアー キー付きベース プレートのディ
テールです。

次のものが付いたベース プレートのデ
ィテールです。

• 直線アンカー バー

• アンカーを接続する追加プレート

次のものが付いたベース プレートのデ
ィテールです。

• フック付きのアンカー バー

• ベース プレートの下にあるレベリ
ング プレート

• グラウトおよびグラウト用の孔

• キャスト プレート

実際の作業を始める前に

柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。
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2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ベース プレート

2 シム プレート

3 レベリング プレート

4 グラウト

5 キャスト プレート

6 シアー キー

7 アンカー バー

8 追加プレート 1
9 追加プレート 2

例: ベース プレート (1004) を使用してベース プレートとアンカー バーを追
加する
この例では、ベース プレートの詳細とアンカー バーを柱に追加します。

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

2. 検索ボックスに「ベース プレート」と入力します。 

検索結果内のコンポーネントのサムネイル画像を表示するには、  をクリ
ックします。
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3. [ベースプレート (1004)] を選択します。

4. 柱を選択します。

5. 柱のベースの位置をピックします。 

位置をピックすると、Tekla Structures によりベースプレートが自動的に追加さ
れます。

6. 次に、アンカー バーの寸法を変更します。

a. コンポーネントを簡単に選択できるようにするには、[コンポーネントの

選択] スイッチ  をオンに切り替えます。

b. モデル内でコンポーネント シンボルをダブルクリックし、[ベースプレー
ト (1004)] コンポーネント ダイアログ ボックスを開きます。

c. [アンカー バー] タブに移動します。

d. アンカー バーの寸法を変更します。

e. このベース プレートのみを変更するには、ダイアログ ボックスの上部の
リストから [他タイプは無視] を選択します。 

f. [変更] をクリックします。 

[ピクチャー] タブ
ベース プレートの位置、およびシアー キーの長さと位置を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬ
ｰ] タブを使用します。
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寸法

 説明

1 フランジからベース プレートの縁端までの距離。

負の値を入力すると、ベース プレートのサイズを大きくすることができ
ます。

2 溶接のギャップ。

3 シアー キーの高さ。

シアー キーのオフセット

 説明

1 柱の中心からのシアー キーの垂直オフセット。

2 柱の中心からのシアー キーの水平オフセット。
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[部材] タブ
ベース プレート、シアー キー、レベリング プレート、およびシム プレートの寸法
を制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾚｰﾄ ベース プレートの厚さで
す。

厚さ = 次のプレート厚ま
で切り上げられたボルト
径の 0.5 倍
デフォルトの名前は、
BASEPLATE です。

ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ レベリング プレートの厚
さ、幅、および高さ。

厚さ = 1/4

受け板孔径 受け板孔径。

受け板孔隙間 受け板孔隙間。

フィッティング プレート シム プレートの厚さ、幅、
および高さ。

各種のシム プレートを 3
つまで定義します。

 

フィッティング プレート
枚数

各厚さのシム プレートの
枚数。

1

追加の梁 シアー キーのプロファイ
ル。プロファイル カタロ
グから選択します。

HEA 300 (デフォルトの

環境)

追加の梁の回転 シアー キー回転タイプを
選択し、回転角度を定義し
ます。

 

追加の梁の溶接先 シアー キーを溶接するプ
レートを定義します。

 

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはベース プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距
離。

30 mm

2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距
離。

30 mm

シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの右側また
は左側から取り付けることができます。
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オプション 説明

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの上側から
取り付けることができます。

[呼びに加える値]
フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。

[パラメーター] タブ
コンポーネントおよびグラウト ホールを制御するには、[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブを使用しま
す。

グラウト ホール

ベース プレートにグラウト ホールを作成するかどうかを定義します。孔はレベリ
ング プレートおよびシム プレートにも作成されます (ディテールに存在する場
合)。

オプション 説明

デフォルト

グラウト ホールは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

グラウト ホールは作成されません。

グラウト ホールが作成されます。
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オプション 説明

2 つのグラウト孔が作成されます。

グラウト ホールの寸法

ベース プレートに 2 つのグラウト孔がある場合は、両方の孔の寸法を定義します。

 説明

1 ウェブ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

2 グラウト ホール径。

3 フランジ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

ギャップ サイズ

ベース プレートと柱の間のギャップの上限値を定義します。これは、柱が若干傾
斜している場合に使用します。

実際のギャップがこの値より小さい場合には、柱の端部は直線になります。

実際のギャップがこの値よりも大きい場合、柱の端部はベース プレートに合わせ
て調整されます。
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追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。

オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して定義します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート は、柱をメイン
部材、ベース プレートを副部材とし
て設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

8 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[アンカー バー] タブ
異なるタイプのアンカー バーの作成を制御するには、[ｱﾝｶｰﾊﾞｰ] タブを使用しま
す。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バーのプロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナットのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) ワッシャー (板) の厚さ、幅、および高
さ。

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高
さ。

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。
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アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。

アンカー バー寸法

 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径
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 説明 デフォルト

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バーの長

さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間の距
離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

タイプ 1

a
フックの半径

b
フックの幅

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み
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オプション 説明

a
U 形アンカー バー

フックの半径

 

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプションを変更
できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

ボルト付けの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1
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オプション 説明

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

キャスト プレート孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

作成

 説明

1 ナットを作成します。

2 ワッシャーを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるかアンカー バー部材を定義します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。
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[追加プレート] タブ
各アンカー バーの下部で作成されるプロファイル (プロファイル 1) と、アンカー
バーの行を接続するプロファイル (プロファイル 2) の配置、回転、およびタイプを
制御するには、[追加ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 プロファイル カタログか
ら 初のプロファイルを
選択して定義します。

PL10*100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 プロファイル カタログか
ら 2 番目のプロファイル
を選択して定義します。

部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。
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プロファイル 1 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 プロファイル 1 の縁端距離です。 50 mm

プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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オプション 説明

タイプ 3

プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の距
離です。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分

プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1
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オプション 説明

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6
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プロファイル 2 の長さ

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル 2
の長さ。

50 mm

プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

孔の隙間 プロファイル 1 の孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 円形の追加プロファイル
1 の高さを入力します。

 

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ回転 プロファイル 1 のプロフ
ァイル回転。

正面

プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 回転 プロファイル 2 のプロフ
ァイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

補剛ベース プレート (1014)
[補剛ベースプレート (1014)] では、柱の端部に接続されるベース プレートを作成し
ます。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• スチフナー

• シム プレート (オプション)

• レベリング プレート (オプション)

• シアー キー (オプション)

• アンカー バーに接続される追加プレート
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• アンカー バー

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

適用

状況 説明

スチフナー付きベース プレート

フランジにスチフナーの付いたベース
プレート

フランジにスチフナーの付いたベース
プレート

フランジにスチフナーの付いたベース
プレート

フランジにスチフナーの付いたベース
プレート
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状況 説明

ウェブにスチフナーの付いたベース プ
レート

実際の作業を始める前に

柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ベース プレート

2 シム プレート

3 レベリング プレート

4 シアー キー

5 スチフナー

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、ベース プレートの位置およびシアー キーの長さと
位置を制御します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 フランジからベース プレートの縁端までの距
離。

負の値を入力すると、ベース プレートのサイ
ズを大きくすることができます。

2 ルート ギャップ。

3 シアー キーの高さ。 柱の幅と同じ

シアー キーのオフセット

 説明

1 柱フランジの端部からのスチフナーの距離。

2 柱の中心からのシアー キーの垂直オフセット。

3 柱の中心からのシアー キーの水平オフセット。
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[部材] タブ
[部材] タブを使用して、ベース プレート、ウェブ プレート、フランジ プレート、
シアー キー、レベリング プレート、およびシム プレートの寸法を制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

プレート ベース プレートの厚さ。 BASEPLATE
ウェブ ウェブ プレートの厚さ。 10 mm
フランジ プレート 4 フランジ プレートの厚

さ。

10 mm

レベリング プレート レベリング プレートの厚
さ、幅、および高さ。

受け板孔径 受け板孔径。

フィッティング プレート シム プレートの厚さ、幅、
および高さ。

各種のシム プレートを 3
つまで定義します。

フィッティング プレート
数

各厚さのシム プレートの
枚数。

1

追加の梁 シアー キーのプロファイ
ル。プロファイル カタロ
グから選択します。

HEA 300 (デフォルトの

環境)

追加の梁の回転 シアー キー回転タイプを
選択し、回転角度を定義し
ます。

 

水平プレート 水平プレートの厚さ。

L プロファイル、フランジ L プロファイル、フランジ
のプロファイル。プロフ
ァイル カタログから選択
します。

L プロファイル、ウェブ L プロファイル、ウェブの
プロファイル。プロファ
イル カタログから選択し
ます。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはベース プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距
離。

30 mm

2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距
離。

30 mm

シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2150 ベース プレート



オプション 説明

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの右側また
は左側から取り付けることができます。

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの上側から
取り付けることができます。

長孔の隙間

フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。

ベース プレート取り付け溝

オプション 説明

デフォルト

取り付け溝は作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

取り付け溝は作成されません。

取り付け溝は水平方向に作成されます。

取り付け溝は、ボルトの 初と 後の行
に垂直に作成されます。ボルトの他の
行には、取り付け溝が水平方向に作成さ
れます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2151 ベース プレート



取り付け溝の呼びに加える値

ベース プレートの取り付け溝の呼びに加える値を定義します。溝の幅は、ボルト
の直径と呼びに加える値を足したものになります。値を入力しない場合は、ボルト
許容精度が使用されます。

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、コンポーネントおよびグラウト ホールを制御しま
す。

グラウト ホール

ベース プレートにグラウト ホールを作成するかどうかを指定します。孔はレベリ
ング プレートおよびシム プレートにも作成されます (ディテールに存在する場
合)。

オプション 説明

デフォルト

グラウト ホールは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

グラウト ホールは作成されません。

グラウト ホールが作成されます。

2 つのグラウト孔が作成されます。
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グラウト ホールの寸法

 説明

1 ウェブ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

2 グラウト ホール径。

3 フランジ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。
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オプション 説明

コンポーネント アプリケーションとコンポーネント カ
タログからシステムまたはカスタム コ
ンポーネントを選択して指定します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

ボルト
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

8 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号
が付与されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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スチフナー
[スチフナー] タブを使用して、ウェブ プレート スチフナーおよびフランジ プレー
ト スチフナーを制御します。

ウェブ プレート スチフナーの寸法

 説明 デフォルト

1 ウェブ プレート スチフナーの高さ。 200 mm
2 ウェブ プレート スチフナーの下部の幅。 100 mm

ウェブ プレート スチフナーの角処理の寸法

 説明

1 上部の水平方向の角処理寸法。

2 上部の垂直方向の角処理寸法。

3 下部の水平方向の角処理寸法。

4 下部の垂直方向の角処理寸法。

ウェブ プレート スチフナーの位置

ウェブ プレート スチフナーの位置オプションを使用して、さまざまな位置に合わ
せてスチフナーを作成できます。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 2

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1
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オプション 説明

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

タイプ 7

フランジ プレート スチフナーの寸法

 説明 デフォルト

1 フランジ プレート スチフナーの高さ。 200 mm
2 フランジ プレート スチフナーの下部の幅。 100 mm

フランジ プレート スチフナーの角処理の寸法
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 説明

1 上部の水平方向の角処理寸法。

2 上部の垂直方向の角処理寸法。

3 下部の水平方向の角処理寸法。

4 下部の垂直方向の角処理寸法。

フランジ プレート スチフナーの位置

フランジ プレート スチフナーの位置オプションを使用して、さまざまな位置に合
わせてスチフナーを作成できます。

オプション 説明

デフォルト

タイプ 2

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

スチフナー寸法

デフォルトのスチフナーの位置オプション以外を使用してスチフナーを作成した
場合は、さまざまな位置でのプレート寸法を個別に定義できます。

 説明

1 スチフナーの幅。

2 スチフナーの高さ。

3 スチフナーの幅。
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スチフナー プレートの幅

ウェブ プレート スチフナーの位置としてタイプ 5 を選択するか、フランジ プレー
ト スチフナーとしてタイプ 4 を選択した場合は、スチフナーの幅を指定できます。

 説明 デフォルト

1 スチフナーの幅。 200 mm

スチフナー角処理寸法

 説明

1 水平方向の角処理寸法。

2 垂直方向の角処理寸法。

[アンカー バー] タブ
[アンカー バー] タブを使用して、異なるタイプのアンカー バーの作成を制御しま
す。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バーのプロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナットのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) プレート ワッシャーの厚さ、幅、および
高さ。
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オプション 説明

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高
さ。

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。

アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。
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アンカー バー寸法

 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バー

の長さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間
の距離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明  
デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトによ
り、このオプションを変
更できます。

 

タイプ 1  

a
フックの半径

a = アンカー バーの径の 2
倍

b = アンカー バーの長さの
1/5
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オプション 説明  
b
フックの幅

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下の
アンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2 倍
e = ナットのサイズの 4 倍
+ 追加プレートの厚み

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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ボルト付けの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

キャスト プレート孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

全てのアンカーの製品化

アンカーをアンカー バー製品に含めるかどうかを指定します。製品にレベリング
プレートを含めることもできます。
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作成

 説明

1 ナットを作成します。

アンカー バーの上部に 2 つのナットを作成するように選択で
きます。

2 ワッシャーを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるアンカー バー部材を指定します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。

[追加プレート] タブ
[追加プレート] タブを使用して、各アンカー バーの下部で作成されるプロファイ
ル (プロファイル 1) と、アンカー バーの行を接続するプロファイル (プロファイル
2) の配置、回転、およびタイプを制御します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 初の追加プロファイル。
プロファイル カタログか
ら選択します。

PL10*100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 2 番目の追加プロファイ
ル。プロファイル カタロ
グから選択します。
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部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

追加プロファイル 1 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 プロファイル 1 の縁端距離です。 50 mm

プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の
距離です。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分
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プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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オプション 説明

タイプ 5

タイプ 6

プロファイル 2 の長さ

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の
長さ。

50 mm

プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

鉄筋径に加える値 追加プロファイル 1 の鉄
筋径に加える値。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 追加の円プロファイル 1
の高さ。

 

プロファイル回転 追加プロファイル 1 のプ
ロファイル回転。

正面

追加プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加プロファイル 2 回転 追加プロファイル 2 のプ
ロファイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

補剛ウェブ ベース プレート (1016)
[補剛ウェブ ベース プレート (1016)]では、垂直、水平、および傾斜のあるウェブ
スチフナー付きのベース プレートを作成します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• スチフナー

• シム プレート (オプション)

• レベリング プレート (オプション)

• シアー キー (オプション)

• アンカー バーに接続される追加プレート

• アンカー バー

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

適用

状況 説明

補剛ウェブ
ベース プレ
ート
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状況 説明

レベリング
プレート、シ
ム プレート、
水平スチフ
ナー、シアー
キーの付い
た補剛ウェ
ブ ベース プ
レート

実際の作業を始める前に

1 つの柱または 1 つの梁を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 ベース プレート

2 シム プレート

3 レベリング プレート

4 シアー キー

5 上部水平スチフナー

6 上部フランジ スチフナー

7 下部フランジ スチフナー

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ベース プレートの位置およびシアー キーのオフセットを
制御します。

寸法

 説明

1 フランジからベース プレートの縁端までの距離。

2 ルート ギャップ。

3 シアー キーの高さ。
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シアー キーのオフセット

 説明

1 メイン部材の中心からのシアー キーの垂直オフセット。

2 メイン部材の中心からのシアー キーの水平オフセット。

[部材] タブ
ベース プレート、上部および下部フランジ スチフナー、シアー キー、レベリング
プレート、上部水平スチフナー、シム プレートの寸法を制御するには、[部材] タ
ブを使用します。

プレート

 説明 デフォルト

プレート ベース プレートの厚さ。

[画像] タブと [ボルト] タ
ブの寸法によって、ベース
プレートの幅と長さが決
まります。

 

上ﾌﾗﾝｼﾞｽﾁﾌﾅｰ 上部フランジスチフナー
の厚さ、幅、および高さ。

厚さ = メイン部材のフラ
ンジの厚さ

高さ = メイン部材のサイ
ズにより決定

幅 = 内側のフランジの距
離
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 説明 デフォルト

下ﾌﾗﾝｼﾞｽﾁﾌﾅｰ 下部フランジ スチフナー
の厚さ、幅、および高さ。

厚さ = メイン部材のフラ
ンジの厚さ

高さ = メイン部材のサイ
ズにより決定

幅 = 内側のフランジの距
離

追加の梁 プロファイル カタログか
らシアー キー プロファイ
ルを選択します。

 

追加の梁の回転 シアー キー回転タイプを
選択し、回転角度を定義し
ます。

 

追加の梁の溶接先 シアー キーを溶接するプ
レートを定義します。

 

レベリング プレート レベリング プレートの厚
さ、幅、および高さ。

 

受け板孔径 受け板孔径。  
上部水平スチフナー 上部水平スチフナーの厚

さ、幅、および高さ。
厚さ = 0 mm

フィッティング プレート シム プレートの厚さ、幅、
および高さ。

各種のシム プレートを 3
つまで定義します。

 

フィッティング プレート
数

各厚さのシム プレートの
枚数。

1

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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[パラメータ] タブ
[補剛ウェブ ベース プレート (1016)]の内側に使用されるコンポーネントを制御す
るには、[パラメータ] タブを使用します。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます。たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、
溶接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。

部材 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して指定します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

8 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合は、
スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番号が付与
されています。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナーの角度、位置、選択を制御します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2183 ベース プレート



スチフナーの角度および位置

 説明 デフォルト

1 スチフナーの角度。 60 度
2 スチフナーの高さ。  
3 柱の端部からのスチフナーの距離。  
4 上部水平スチフナーとメイン部材フランジの

間のギャップ。

スチフナー プレートの寸法

 説明

1 角処理のサイズ。
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スチフナー選択 1

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが斜めに配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

スチフナーが斜めに配置されます。

スチフナーが垂直に配置されます。

スチフナー選択 2

オプション 説明

デフォルト

スチフナーが斜めに配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

スチフナーが斜めに配置されます。

フランジがカットされ、スチフナーが作
成されます。

垂直スチフナーを選択した場合は、斜め
になったスチフナーやカットされたフ
ランジは作成できません。

[アンカー バー] タブ
[アンカー バー] タブを使用して、さまざまなタイプのアンカー バーの作成を制御
します。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バー プロファイル。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナット プロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) プレート ワッシャーの厚さ、幅、および高さ。

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高さ。
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オプション 説明

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上面に柱を
モデリングして、ベース プレートを正しく配置す
ることができます。また、一般図内での寸法設定
が簡単になります。

デフォルトでは、グラウトは作成されません。

グラウトをディテール作成点の上に作成するか下
に作成するかを選択します。これはシム プレー
トにも影響します。

アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。
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アンカー バー寸法

 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バーの長

さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間の距
離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

タイプ 1

a
フックの半径

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5
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オプション 説明

b
フックの幅

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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ボルトの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

キャスト プレート孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

全てのアンカーの製品化

アンカーをアンカー バー製品に含めるかどうかを指定します。製品にレベリング
プレートを含めることもできます。
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作成

 説明

1 ナット プロファイルを作成します。

2 ワッシャー プロファイルを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるアンカー バー部材を指定します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。

[追加プレート] タブ
[追加プレート] タブを使用して、各アンカー バーの下部で作成されるプロファイ
ル (プロファイル 1) と、アンカー バーの行を接続するプロファイル (プロファイル
2) の配置、回転、およびタイプを制御します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 初の追加プロファイル。
プロファイル カタログか
ら選択します。

PL10*100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 2 番目の追加プロファイ
ル。プロファイル カタロ
グから選択します。
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部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

プロファイル 1 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 追加プロファイル 1 の縁端距離。 50 mm

追加プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

追加プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル 2
の距離。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分

鉄骨コンポーネント リファレンス 2192 ベース プレート



追加プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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オプション 説明

タイプ 5

タイプ 6

追加プロファイル 2 の長さ

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル
2 の長さ。

50 mm

追加プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

追加プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

鉄筋径に加える値 追加プロファイル 1 の鉄
筋径に加える値。

ボルト許容精度と同じ

プロファイル回転 追加プロファイル 1 のプ
ロファイル回転。

正面

追加プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加プロファイル 2 回転 追加プロファイル 2 のプ
ロファイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

単純ベース プレート 2 (1031)
[単純ベース プレート 2 (1031)] では、柱または梁に接続するベース プレートを作成
します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• スチフナー (W プロファイル専用)

• シアー キー

• レベリング プレート

• 溶接

適用

状況 説明

• 柱の端部に作成されたベース プレ
ート

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 説明

1 ベース プレート

2 ｽﾁﾌﾅｰ

3 シアー キー

[画像] タブ
プレートの位置とコーナー カットを定義するには、[画像] タブを使用します。

寸法

 説明

1 柱の下端からのベース プレートのオフセット。

2 コンポーネント入力点からベース プレート下部までの距離。

コンポーネントを作成するためにピックした点からベース プレー
トをオフセットできます。

3 シアー キーの高さ
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ベース プレートのコーナー カット

 説明

1 コーナー カットの水平寸法。

2 コーナー カットの垂直寸法。

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

部材

オプション 説明

ベース プレート ベース プレートの厚さ、幅、および高
さ。

スチフナー スチフナーの厚さ、幅、および高さ。

キー プロファイル プロファイル カタログからシアー キー
プロファイルを選択します。

レベリング プレート レベリング プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメーター] タブを使用して、ベース プレートの角の形状、開口部、シアー キ
ー作成、およびレベリング プレートの余長を定義します。

オプション 説明

プレートの巻きつけ ベース プレートを、柱およびボルト、ボ
ルト、または柱に自動的に巻きつけるか
どうかを定義します。

• ボルトおよび柱の周囲

• ボルトの周囲

• 柱の周囲

開口部作成面 1-4 角の番号を入力して、開口部を配置する
場所を定義します。

半円孔は、柱の下部といくつかの円プロ
ファイルの下部に配置されます。

開口部径 開口部径を定義します。
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ペース プレートの角の形状

 説明

1 どのプレートの角の形状を再作成するかを定義します。

角の番号は任意の順序で入力できます。番号を入力しない場合、角
は再作成されません。

2 ボルトの中心線からのプレートの水平オフセットを定義します。

このオフセットは、[プレートの巻きつけ] が [自動] に設定されてい
る場合に機能します。

3 ボルトの中心線からのプレートの垂直オフセットを定義します。

このオフセットは、[プレートの巻きつけ] が [自動] に設定されてい
る場合に機能します。

シアー キーのオフセットおよび回転

 説明

1 シアー キーの水平オフセットを定義します。

2 シアー キーの垂直オフセットを定義します。

3 柱の中心線まわりのシアー キーの回転を定義します。
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シアー キーの作成

オプション 説明

デフォルト

シアー キーは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

シアー キーが作成されます。

シアー キーは作成されません。

レベリング プレートのサイズ

 説明

1 レベリング プレートの余長を定義します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

2 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

5 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト グループの回転

 説明

1 柱の中心線まわりのボルト グループの回転を定義します (柱ウェ
ブから測定)。
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ボルトの削除

オプション 説明

ボルト削除時の端部許容値 ボルトを削除する際の 低ボルト縁端
距離を定義します。ボルトの中心から
プレートの縁端までの距離が測定され
ます。

ボルトを削除 削除するボルトを定義します。

初の行の 初のボルトから 後の行
の 後のボルトまでのボルト番号を入
力します (例: 1 3 10)。すべてのボル

トを削除するには、A または a と入力し

ます。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[スチフナー] タブ
[スチフナー] タブを使用して、スチフナーの寸法と角処理を定義します。
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スチフナー オフセット

  
1 ベース プレートからのスチフナーのオフセット。

2 柱からのオフセットのスチフナー。

スチフナーの位置

 説明

1 ベース プレート縁端のスチフナー位置。

2 スチフナーをどちら側に作成するかを定義します。
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角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法。

2 角処理の垂直寸法。

角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

角処理なし

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

ライン カット角処理

凸状の角処理
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オプション 説明

凹面の角処理

角処理なし

[グラウト ホール] タブ
[グラウト ホール] タブを使用して、モルタル孔の寸法を定義します。

モルタル孔

[孔削除] で、モルタル孔の一部を削除するかすべてを削除するかを定義できます。

グラウト ホールの寸法

 説明

1 ウェブ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

2 グラウト ホール径。

3 フランジ方向の柱の中央からのグラウト ホールの位置。

4 モルタル孔の数

5 モルタル孔の間隔

間隔の値はスペースを使用して区切ります。孔個々の間隔を示す値
を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値
を入力します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ベースプレート (1042)
ベースプレート (1042) では、柱の端部に接続されるベース プレートを作成します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• ボルト

• アンカー バーに接続される追加プレート

• アンカー バー

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

適用

状況 説明

柱脚ディテール
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状況 説明

柱ベース プレート

実際の作業を始める前に

柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ベース プレート
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[ピクチャー] タブ
[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用して、ベース プレートの位置を制御します。

寸法

 説明

1 メイン部材のフランジからベース プレートの縁端までの距離。

2 溶接のギャップ。

[部材] タブ
[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用して、ベース プレートの寸法を制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾚｰﾄ ベース プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 30 mm
幅 = 500 mm
高さ = 500 mm

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。
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オプション 説明 デフォルト

そこに製品マークを入力で
きます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

[パラメーター] タブ
溶接寸法、グラウト ホールの直径と位置、プレート タイプ、設計チェック、およ
びせん断力値を制御するには、[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] タブを使用します。

設計チェック

オプション 説明

設計 設計チェックをオンにするかオフにす
るかを定義します。

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ディテールとそのコンポーネントが、入
力したせん断力に耐えるかどうかを定
義します。

軸方向死荷重 (kN) 設計チェックをオンにした場合に、軸方
向死荷重を定義します。

小 Fcu (N/mm^2) 設計チェックをオンにした場合に、 小
Fcu を定義します。

せん断力
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 説明

1 せん断力値。

設計チェックをオンにした場合は、正の値を入力します。せん断力がない
場合は、0 を入力します。

溶接寸法

 説明

1 柱フランジの溶接寸法。

2 柱ウェブの溶接寸法。

溶接タイプ

オプション 説明

デフォルト

完全溶接

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

完全溶接

部分溶接

グラウト ホールの直径とオフセット

 説明

1 柱の中心からのグラウト ホールの水平オフセット。

2 グラウト ホール径。

3 柱の中心からのグラウト ホールの垂直オフセット。
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グラウト ホール付きベース プレート

オプション 説明

デフォルト

グラウト ホールは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

グラウト ホールは作成されません。

グラウト ホールが作成されます。

ベース プレート取り付け溝

オプション 説明

デフォルト

取り付け溝は作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

取り付け溝は作成されません。

取り付け溝は水平方向に作成されます。

取り付け溝は、ボルトの 初と 後の行
に垂直に作成されます。ボルトの他の
行には、取り付け溝が水平方向に作成さ
れます。

取り付け溝の呼びに加える値

ベース プレートの取り付け溝の呼びに加える値を定義します。溝の幅は、ボルト
の直径と呼びに加える値を足したものになります。値を入力しない場合は、ボルト
許容精度が使用されます。

孔またはボルトのあるベース プレート

オプション 説明

デフォルト

孔が作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

孔が作成されます。

ボルトが作成されます。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。

オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して定義します。
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オプション 説明

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート は、柱をメイン
部材、ベース プレートを副部材とし
て設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[アンカー バー] タブ
異なるタイプのアンカー バーの作成を制御するには、[ｱﾝｶｰﾊﾞｰ] タブを使用しま
す。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バーのプロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナットのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) ワッシャー (板) の厚さ、幅、および高
さ。

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高
さ。

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。
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オプション 説明

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。

アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。

アンカー バー寸法
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 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バーの長

さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間の距
離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明  
デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

 

タイプ 1  

a
フックの半径

b
フックの幅

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み

鉄骨コンポーネント リファレンス 2221 ベース プレート



フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

ボルト付けの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2
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キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間を定義します。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

全てのアンカーの製品化

アンカーをアンカー バー製品に含めるかどうかを定義します。製品にレベリング
プレートを含めることもできます。

作成

 説明

1 ナットを作成します。

アンカー バーの上部に 2 つのナットを作成するように選択できます。

2 ワッシャーを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるかアンカー バー部材を定義します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。
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[追加プレート] タブ
各アンカー バーの下部で作成されるプロファイル (プロファイル 1) と、アンカー
バーの行を接続するプロファイル (プロファイル 2) の配置、回転、およびタイプを
制御するには、[追加ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 初のプロファイル。プ
ロファイル カタログから
選択します。

PL10 x 100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 2 番目のプロファイル。
プロファイル カタログか
ら選択します。

部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

プロファイル 1 の縁端距離
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 説明 デフォルト

1 プロファイル 1 の縁端距離です。 50 mm

プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

鉄骨コンポーネント リファレンス 2225 ベース プレート



プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の距
離です。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分

プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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オプション 説明

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

プロファイル 2 の長さ
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 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の
長さ。

50 mm

プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

孔の隙間 プロファイル 1 の孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 円形の追加プロファイル
1 の高さを入力します。

 

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ回転 プロファイル 1 のプロフ
ァイル回転。

正面
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プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 回転 プロファイル 2 のプロフ
ァイル回転。

正面

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。
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 説明

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。
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オプション 説明 標準

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2
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オプション 説明

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

溶接

詳細情報のリンク:

US ベース プレート (1047)
US ベースプレート (1047) では、柱上の選択した位置にベース プレートを作成しま
す。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• スチフナー (柱に W、I または TS プロファイルがある場合にのみ追加可能)

• シム プレート (オプション)

• レベリング プレート (オプション)

• シアー キー (オプション)

• アンカー バーに接続される追加プレート

• アンカー バー

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

鉄骨コンポーネント リファレンス 2234 ベース プレート



適用

状況 説明

グラウト
ホール付
きの柱ベ
ース プレ
ート。

グラウト
ホールお
よびシア
ー キー付
きの柱ベ
ース プレ
ート。
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状況 説明

グラウト
ホール、シ
アー キ
ー、および
スチフナ
ー付きの
柱ベース
プレート。

シアー キ
ーおよび
グラウト
ホール付
きのオフ
セット柱
ベース プ
レート

孔および
角処理付
きの柱ベ
ース プレ
ート。
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実際の作業を始める前に

柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 ベース プレート

2 スチフナー 1、2、4、5
3 スチフナー 3、6、7、8

[ピクチャー] タブ
スチフナーの角処理、ベース プレートの角処理、およびグラウト ホールの位置と
サイズを制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用します。

スチフナーの角処理

 説明

1 スチフナー 1、2、4、5 の上部の角処理幅。

2 スチフナー 1、2、4、5 の上部の角処理高さ。

3 スチフナー 1、2、4、5 の下部の角処理高さ

4 スチフナー 1、2、4、5 の下部の角処理幅。
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 説明

5 スチフナー 3、6、7、8 の上部の角処理幅。

6 スチフナー 3、6、7、8 の上部の角処理高さ。

7 スチフナー 3、6、7、8 の下部の角処理高さ。

8 スチフナー 3、6、7、8 の下部の角処理幅

9 溶接のギャップ。

10 角処理タイプを選択します。

ベース プレートの角処理

 説明

1 ベース プレートの角処理 1 の幅。

2 ベース プレートの角処理 1 の高さ。

3 ベース プレートの角処理 2 の高さ。

4 ベース プレートの角処理 2 の幅。

5 ベース プレートの角処理 3 の幅。

6 ベース プレートの角処理 3 の高さ。

7 ベース プレートの角処理 4 の高さ。

8 ベース プレートの角処理 4 の幅。

9 柱の中心からのグラウト ホールの水平距離。

10 柱の中心からのグラウト ホールの垂直距離。

11 グラウト ホールの径。

[部材] タブ
ベース プレート、スチフナー、レベリング プレート、およびシム プレートの寸法
を制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用します。
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プレート

オプション 説明 デフォルト

ﾌﾟﾚｰﾄ ベース プレートの厚さ、
幅、および高さ。

部材に関するコメントを
追加できます。

厚さ = 20 mm
幅は柱の 大断面寸法に
よって決まります。

高さは柱の 大断面寸法
によって決まります。

ｽﾁﾌﾅｰ1,2,4,5 スチフナー 1、2、4、5 の
厚さ、幅、および高さ。

厚さは柱フランジの厚さ
によって決まります。

幅はプレート縁端から柱
縁端までの距離によって
決まります。

高さ = 幅の 1.75 倍
ｽﾁﾌﾅｰ3,6,7,8 スチフナー 3、6、7、8 の

厚さ、幅、および高さ。
厚さは柱フランジの厚さ
によって決まります。

幅はプレート縁端から柱
縁端までの距離によって
決まります。

高さ = 幅の 1.75 倍
キープロファイル シアー キーのプロファイ

ル。プロファイル カタロ
グから選択します。

 

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ レベリング プレートの厚
さ、幅、および高さ。

部材に関するコメントを
追加できます。

 

フィッティング プレート シム プレートの厚さ、幅、
および高さ。

各種のシム プレートを 3
つまで定義します。

 

フィッティング プレート
枚数

各厚さのシム プレートの
枚数。

1

受け板孔径 受け板孔径。  
キープロファイルの溶接
先

シアー キーを溶接するプ
レートを定義します。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

シム プレートのボルト縁端距離

シム プレートのボルト縁端の距離を定義します。これらのフィールドに数値を入
力しない場合、シム プレートはベース プレートと同じ大きさになります。

 説明 デフォルト

1 シム プレートの水平方向のボルト縁端距離。 30 mm
2 シム プレートの垂直方向のボルト縁端距離。 30 mm

シム プレート形状

オプション 説明

デフォルト

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

孔はディテールのボルト グループを基
準とします。

水平方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの右側また
は左側から取り付けることができます。

垂直方向の長孔が付いたフィンガー シ
ム プレートです。

このプレートは、ディテールの上側から
取り付けることができます。

[呼びに加える値]
フィンガー シム プレートの長孔の隙間を定義します。長孔の幅は、ボルトの直径
と隙間の値を足したものになります。

ベース プレート取り付け溝

オプション 説明

デフォルト

取り付け溝は作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

取り付け溝は作成されません。

取り付け溝は水平方向に作成されます。
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オプション 説明

取り付け溝は、ボルトの 初と 後の行
に垂直に作成されます。ボルトの他の
行には、取り付け溝が水平方向に作成さ
れます。

取り付け溝の呼びに加える値

ベース プレートの取り付け溝の呼びに加える値を定義します。溝の幅は、ボルト
の直径と呼びに加える値を足したものになります。値を入力しない場合は、ボルト
許容精度が使用されます。

[パラメーター] タブ
ベース プレートの、板プロパティとオプション、シアー キーのオフセット、回転
と長さ、ボルト プロパティと回転を制御するには、[パラメーター] タブを使用し
ます。

板プロパティ

オプション 説明

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄｺｰﾅｰｶｯﾄを長方形にする(1-4) ベース プレートのコーナーに作成され
るカット。

ベース プレートのコーナーのいずれか
に対応する数値を入力すると、そのコー
ナーには斜め角処理ではなく角切りが
設定されます。1 つまたはすべてのコー
ナーに数値を入力できます。

キャストプレートのカット ベース プレートのコーナー カットがキ
ャスト プレートに適用されるかどうか
を定義します。

カットを適用するには、はい を選択しま
す。
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ボルト プロパティ

オプション 説明

削除するﾎﾞﾙﾄ番号 ボルト グループから削除するボルトを
定義します。

削除するボルトの番号を入力します。
複数のボルト番号を入力する場合は、ス
ペースで区切ります。ボルトには、左か
ら右、上から下の順に番号が付与されて
います。10 個を超えるボルトがある場
合は、ボルト番号を引用符で囲みます
(たとえば、ボルト番号 13 と 15 を削除
するには、"13" "15" と入力します)。

外側ﾎﾞﾙﾄを削除 外側ボルトを削除するかどうかを定義
します。

孔またはボルトのあるベース プレート

オプション 説明

デフォルト

孔が作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

孔が作成されます。

ボルトが作成されます。

ベース プレートのオフセット

鉄骨コンポーネント リファレンス 2243 ベース プレート



 説明

1 柱の中心からのベース プレートの水平オフセット。

負の値を入力すると、ベース プレートを反対方向に移動できます。

2 柱の中心からのベース プレートの垂直オフセット。

負の値を入力すると、ベース プレートを反対方向に移動できます。

シアー キーのオフセットおよび回転

 説明

1 シアー キーの垂直オフセット。

負の値を入力すると、シアー キーを反対方向に移動できます。

2 シアー キーの回転角度 (度単位)。

正の角度を入力するとシアー キーが左回りに回転し、負の角度を入力する
と右回りに回転します。

3 シアー キーの水平オフセット。

負の値を入力すると、シアー キーを反対方向に移動できます。

シアー キーの長さ
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 説明

1 シアー キーをベース プレートに取り付けるためのシアー キーの長さ。

シアー キーをベース プレートに取り付けるには、[部材] タブでシアー キ
ーの長さとキーのプロファイルを指定します。

ボルト グループの回転

ボルト グループの中心回りの回転を定義できます。ボルト グループを回転させる
には、回転角度 (度単位) を入力します。

正の角度を入力するとボルトが左回りに回転し、負の角度を入力すると右回りに回
転します。

 説明

1 ボルト グループの回転角度。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。

オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して定義します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。
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オプション 説明

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート は、柱をメイン
部材、ベース プレートを副部材とし
て設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
[ﾎﾞﾙﾄ ] タブを使用して、ボルトのプロパティを制御します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

2 水平方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

6 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択します。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

7 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[スチフナー] タブ
スチフナーの位置とオフセットを制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

スチフナー位置 (1-8)

オプション 説明

ｽﾁﾌﾅｰ位置 (1-8) スチフナーの位置。

フィールドに番号が入力されているス
チフナーのみが柱に取り付けられます。

スチフナー オフセット

スチフナー オフセットを使用すると、スチフナーを移動できます。負の値を入力
すると、スチフナーを反対方向に移動できます。
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 説明

1 スチフナー 1 オフセット。

2 スチフナー 2 オフセット。

3 スチフナー 3 オフセット。

4 スチフナー 4 オフセット。

5 スチフナー 5 オフセット。

6 スチフナー 6 オフセット。

7 スチフナー 7 オフセット。

8 スチフナー 8 オフセット。

[アンカー バー] タブ
異なるタイプのアンカー バーの作成を制御するには、[ｱﾝｶｰﾊﾞｰ] タブを使用しま
す。

アンカー バー寸法

Option Description
ロッドプロファイル アンカー バーのプロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナットのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) ワッシャー (板) の厚さ、幅、および高
さ。
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Option Description
ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高

さ。

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。

アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。
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アンカー バー寸法

 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バーの長

さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間の距
離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明  
デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

 

タイプ 1  

a
フックの半径

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5
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オプション 説明  
b
フックの幅

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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ボルト付けの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

フィールド 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

全てのアンカーの製品化

アンカーをアンカー バー製品に含めるかどうかを定義します。製品にレベリング
プレートを含めることもできます。
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作成

 説明

1 ナット プロファイルを作成します。

アンカー バーの上部に 2 つのナットを作成するように選択できます。

2 ワッシャーを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるアンカー バー部材を指定します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。

[追加プレート] タブ
各アンカー バーの下部で作成されるプロファイル (プロファイル 1) と、アンカー
バーの行を接続するプロファイル (プロファイル 2) の配置、回転、およびタイプを
制御するには、[追加ﾌﾟﾚｰﾄ] タブを使用します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 プロファイル カタログか
ら 初のプロファイルを
選択して定義します。

PL10*100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 プロファイル カタログか
ら 2 番目のプロファイル
を選択して定義します。
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部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

プロファイル 1 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 プロファイル 1 の縁端距離です。 50 mm

プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の
距離です。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分
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プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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オプション 説明

タイプ 5

タイプ 6

プロファイル 2 の長さ

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からのプロファイル 2 の
長さ。

50 mm

プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

孔の隙間 プロファイル 1 の孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 円形の追加プロファイル
1 の高さを入力します。

 

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ回転 プロファイル 1 のプロフ
ァイル回転。

正面

プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 回転 プロファイル 2 のプロフ
ァイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ
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溶接

詳細情報のリンク:

溶接の作成

円形ベース プレート (1052)
[円形ベースプレート (1052)] では、円柱に接続されるベース プレートを作成しま
す。

作成されるオブジェクト

• 円形ベース プレート

• パイプ スチフナー

• アンカー バーに接続される追加プレート

• アンカー バー

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)

適用

状況 説明

円形ベー
ス プレー
ト
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状況 説明

円形ベー
ス プレー
ト

四角形ベ
ース プレ
ート

実際の作業を始める前に

円柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2264 ベース プレート



部材の識別キー

 部材

1 スチフナー

2 ベース プレート

[ピクチャー] タブ
[ピクチャー] タブを使用して、[円形ベースプレート (1052)] の形状を制御します。

寸法

 説明 デフォルト

1 パイプ スチフナーの上部の幅。 20 mm
2 ルート ギャップ。 0 mm
3 パイプ スチフナーの端部の高さ。 30 mm
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[部材] タブ
[部材] タブを使用して、円形ベース プレートおよびパイプ スチフナーの寸法を制
御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

円形ベース プレート 円形ベース プレートの厚
さおよび幅。

厚さ = 30 mm
幅は、パイプ径によって決
まります。

パイプ スチフナー パイプ スチフナーの厚
さ、幅、および高さ。

厚さ = 10 mm
高さ = 200 mm

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、ベースプレートの形状、内側プレートの径、ボルト
の角度、重なり、および角処理の寸法を制御します。
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ペース プレート形状

オプション 説明

デフォルト

ラウンド ベース プレート

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ラウンド ベース プレート

四角形ベース プレート
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内側プレートの径およびボルトの角度

 説明

1 ベース プレート内孔径。

2 ボルトの角度 (度単位)。

キャスト プレートの形状

オプション 説明

デフォルト

四角形キャスト プレート

オートデフォルトにより、このオプション
を変更できます。

四角形キャスト プレート
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オプション 説明

円形キャスト プレート

ベース プレート位置

オプション 説明

デフォルト

ベース プレートは柱に対して垂直にな
ります。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ベース プレートは柱に対して垂直にな
ります。

ベース プレートは柱に対して垂直にな
りません。
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重なりの長さ

 説明 デフォルト

1 柱フランジからプレート フランジまでの距
離。

0 mm

角処理寸法

 説明 デフォルト

1 角処理寸法。 10 mm

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます｡たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、溶
接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。
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オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して指定します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。

ボルト位置

 説明

1 ボルト本数。

2 ボルトの間隔。

3 ボルト グループから削除するボルトを指定します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を入力する場合
は、スペースで区切ります。ボルトには、左から右、上から下の順に番
号が付与されています。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。
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オプション 説明 標準

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[アンカー バー] タブ
[アンカー バー] タブを使用して、異なるタイプのアンカー バーの作成を制御しま
す。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バーのプロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナットのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャーのプロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) プレート ワッシャーの厚さ、幅、および
高さ。

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。

アンカー バー部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。
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アンカー バー寸法

 説明 デフォルト

1 ナットのサイズまたは長さ。 アンカー バーの径

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。 ナットのサイズの半分

3 アンカー バーの長さ。 500 mm
4 ベース プレートより上のアンカー バー

の長さ。

50 mm

5 キャスト プレートとベース プレート間
の距離。

60 mm

6 上部ねじ切りの長さ。 0 mm

アンカー バーのタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

タイプ 1

a
フックの半径

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5
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オプション 説明

b
フックの幅

a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4
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ボルト付けの方向

注 ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できま
す。

オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

キャスト プレート孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

プレート ワッシャーの配置

オプション 説明

プレート ワッシャーを円に沿って配
置

プレート ワッシャーを円に沿って配置す
るかどうかを選択します。

ワッシャーを円に沿って配置すると、負
荷が均等に配分されます。
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作成

 説明

1 ナットを作成します。

2 ワッシャーを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるアンカー バー部材を指定します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。

[追加プレート] タブ
[追加プレート] タブを使用して、各アンカー バーの下部で作成されるプロファイ
ル (プロファイル 1) と、アンカー バーの行を接続するプロファイル (プロファイル
2) の配置、回転、およびタイプを制御します。

部材寸法

オプション 説明 デフォルト

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 プロファイル カタログか
ら 初の追加プロファイ
ルを選択します。

PL10*100

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 プロファイル カタログか
ら 2 番目の追加プロファ
イルを選択します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2278 ベース プレート



部材プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。

 

追加プロファイル 1 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 追加プロファイル 1 の縁端距離。 50 mm
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追加プロファイル 2 の縁端距離

 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル
2 の距離。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分

追加プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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オプション 説明

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6

プロファイル 2 の長さ
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 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル
2 の長さ。

50 mm

追加プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

鉄筋径に加える値 追加プロファイル 1 の鉄
筋径に加える値。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 円形の追加プロファイル
1 の高さを入力します。

 

プロファイル回転 追加プロファイル 1 のプ
ロファイル回転。

正面

追加プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加プロファイル 2 回転 追加プロファイル 2 のプ
ロファイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ベース プレート (1053)
[ベース プレート(1053)] では、鉄塔脚部用のベース プレートを作成します。柱が斜
めに配置される場合でも、ベース プレートは水平になります。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• ボルト

• 溶接

• 追加コンポーネント (オプション)
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適用

状況 説明

傾斜のある鉄塔脚部に接続される水平
ベース プレート

実際の作業を始める前に

1 つの柱または 1 つの梁を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱または梁) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

部材の識別キー

数 部材

1 ベース プレート

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ベース プレートの位置を制御します。
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寸法

 説明 デフォルト

1 参照点からボルトまでの水平距離。 150 mm
2 参照点からベース プレートの上端までの垂直

距離。

300 mm

3 参照点からベース プレートの下端までの垂直
距離。

200 mm

4 参照点からベース プレートの左端までの水平
距離。

200 mm

5 参照点からベース プレートの右端までの水平
距離。

300 mm

6 参照点からボルトまでの垂直距離。 150 mm

[部材] タブ
[部材] タブを使用して、ベース プレートの寸法を制御します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

プレート ベース プレートの厚さ、
幅、および高さ。

厚さ = 10 mm
幅 = 250 mm
高さ = 250 mm
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
参照点の位置およびボルトの位置を制御するには、[パラメータ] タブを使用しま
す。

参照点

参照点を使用して、プレートの寸法およびボルトの位置を定義します。参照点は柱
の終了角度に設定されます。

指示した点は、ベース プレートの上部 (P2) または下部 (P1) に設定されます。

ルート ギャップ

 説明

1 ベース プレートと柱の間のギャップ。
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追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます。たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、
溶接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。

オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して指定します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• ﾃﾞﾌｫﾙﾄ は ベースプレート＋柱 と同
じです。

• 柱 では、メイン部材として柱を設定
します。ディテールの場合はこのオ
プションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 水平寸法のボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

4 垂直寸法のボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間隔を示
す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2 つの間隔値を
入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

名前を付けて作成

ボルトとカスタム コンポーネントを切り替えるには、このオプションを使用しま
す。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログからカスタム コンポーネントを選
択し、カスタム設定、上方向、回転、およびアンカーの長さを定義します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ボックス柱ベース プレート (1066)
[ボックス柱ベース プレート (1066)] では、コンクリートに埋め込まれる直交柱また
は円柱のベース プレートを作成します。

作成されるオブジェクト

• ベース プレート

• リブ

• 開口部

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ベース プレートと直交柱
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状況 説明

ベース プレートと直交柱

ベース プレートと円柱

ベース プレートと円柱

実際の作業を始める前に

柱を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。
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部材の識別キー

数 部材

1 ベース プレート

2 リブ

[画像] タブ
[画像] タブを使用して、ベース プレートの位置を制御します。

寸法

 説明 デフォルト

1 柱の縁端からベースプレートの縁端までの距離。 50 mm
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[部材] タブ
ベース プレート、長いリブ、短いリブの寸法を制御するには、[部材] タブを使用
します。

プレート

オプション 説明 デフォルト

ベース プレート ベース プレートの厚さ。

長いリブ 長いリブの厚さ。 9 mm
短いリブ 短いリブの厚さ。 9 mm

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ
[パラメータ] タブを使用して、ベース プレートとリブの寸法を制御します。
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ベース プレートおよびリブの寸法

 説明

1 ベース プレートの幅。

2 長いリブの長さ。

3 短いリブの長さ。

4 ベース プレートの高さ。

リブの作成

オプション 説明

デフォルト

リブは作成されません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

リブは作成されません。

リブが作成されます。

ベース プレートの作成

オプション 説明

デフォルト

長方形ベース プレート

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動
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オプション 説明

ラウンド ベース プレート

長方形ベース プレート

[開口部] タブ
[開口部] タブを使用して、ベース プレートと柱の間の距離を制御します。

開口部のプロパティ

 説明

1 柱の開口部の丸め。

2 ルート ギャップ。

3 柱の開口部の幅。
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 説明

4 柱の開口部の高さ。

開口部の作成

オプション 説明

デフォルト

開口部が作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

開口部は作成されません。

開口部が作成されます。

[ボルト] タブ
ボルトのプロパティを制御するには [ボルト] タブを使用します。
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ボルト位置

 説明

1 ボルト間隔の垂直寸法。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト間隔の水平寸法。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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名前を付けて作成

ボルトとカスタム コンポーネントを切り替えるには、このオプションを使用しま
す。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログからカスタム コンポーネントを選
択し、カスタム設定、上方向、回転、およびアンカーの長さを定義します。

[リブ高さ] タブ
[リブ高さ] タブを使用して、短いリブと長いリブの高さを制御します。

リブ高さ

 説明 デフォルト

1 長いリブの高さ。 200 mm
2 短いリブの高さ。 200 mm

短いリブのスカラップ

オプション 説明

デフォルト

ラインカット角処理が作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

角処理は作成されません。

ラインカット角処理が作成されます。

円弧の角処理が作成されます。

角処理寸法

 説明 デフォルト

1 角処理の高さ。 15 mm
2 角処理の幅。 15 mm
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

[溶接] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

5.15 ビルドアップコンポーネント

ここでは、Tekla Structures で使用可能なビルドアップコンポーネントについて説明
します。

詳細情報のリンク:

• 梁 (2302 ページ)

• 柱 (2318 ページ)

• 図面枠 (2324 ページ)

• ジョイントとディテール (2330 ページ)

• テーパーコンポーネントのプロパティ (2358 ページ)

梁

以下のコンポーネントを使用して、ビルドアップ梁を自動作成することができま
す。

コンポーネント イメージ 説明

ビルド ボックス
(S13) (2303 ペー
ジ)

4 個の溶接されたプレート
を使用してビルドアップ
梁を作成します。
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コンポーネント イメージ 説明

十字プロファイ
ル (S32) (2305 ペ
ージ)

1 個の I 型鋼と、I 型鋼ウェ
ブに溶接された 2 個の T
型鋼を使用してビルドア
ップ梁を作成します。

十字プレート プ
ロファイル (S33)
(2307 ページ)

7 個の溶接されたプレート
を使用してビルドアップ
梁を作成します。

テーパー梁 (S98)
(2309 ページ)

I 字型の、テーパーまたは
直線状のビルドアップ梁
を作成します。

テーパー梁 2
(S45) (2312 ペー
ジ)

I 字型の、テーパーまたは
直線状のビルドアップ梁
を作成します。フランジ
とウェブプレートは接合
することができます。

PEB テーパー材
(S94) (2316 ペー
ジ)

ピックした 2 点の間にシ
ンプルなビルドアップ梁
または柱を作成します。
直線またはテーパー状に
することができます。

ビルド ボックス (S13)
[ビルド ボックス (S13)] では、ボックス断面があるビルド梁が作成されます。
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使用方法

直線ビルド梁。

使用しない場合

テーパー ビルド梁

実行前の準備

ピックする 2 点があることを確認してください。

指示順番

1. 梁の始点。

2. 梁の終点。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、プレートの寸法を定義します。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、部材名、クラス、仕上げ材、および梁の位置と長
さを定義します。

次のフィールドを使用して、部材プロパティと、梁の長さおよび位置を変更しま
す。

フィールド 説明

名前  
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フィールド 説明

クラス

仕上げ

終端 1 の移動 初にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

終端 2 の移動 2 番目にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

平面上の位置 「部材の水平位置 (597 ページ)」を参照し
てください。平面上の位置オフセット

回転 「部材の回転 (593 ページ)」を参照してく
ださい。回転角度

デプス内位置 「部材の位置デプス (594 ページ)」を参照
してください。デプス内位置オフセット

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

十字プロファイル (S32)
[クロス プロファイル (S32)] では、I プロファイルと、I プロファイル ウェブに溶接
された T プロファイルを使用してビルド梁を作成します。

使用方法

直線ビルド梁。

使用しない場合

テーパー ビルド梁
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実行前の準備

ピックする 2 点があることを確認してください。

選択順序

1. 梁の始点。

2. 梁の終点。

[ピクチャー] タブ

プロファイルの寸法を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

偏心重を使用して、垂直部材を基準に水平方向の部材の位置を調整します。

デフォルトでは、偏心重はゼロです。したがって、T プロファイルまたはプレート
は、I プロファイル ウェブまたは垂直プレートの中央に接続されます。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、部材名、クラス、仕上げ材、および梁の位置と長
さを定義します。
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次のフィールドを使用して、部材プロパティと、梁の長さおよび位置を変更しま
す。

フィールド 説明

名前  
クラス

仕上げ

終端 1 の移動 初にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

終端 2 の移動 2 番目にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

平面上の位置 「部材の水平位置 (597 ページ)」を参照し
てください。平面上の位置オフセット

回転 「部材の回転 (593 ページ)」を参照してく
ださい。回転角度

デプス内位置 「部材の位置デプス (594 ページ)」を参照
してください。デプス内位置オフセット

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

十字プレート プロファイル (S33)
[十字プレート プロファイル (S33)] は、溶接された 7 つのプレートを使用してビル
ド梁を作成します。

使用方法

直線ビルド梁。
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使用しない場合

テーパー ビルド梁

実行前の準備

ピックする 2 点があることを確認してください。

指示順番

1. 梁の始点。

2. 梁の終点。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、プレートの寸法を定義します。

偏心重を使用して、垂直部材を基準に水平方向の部材の位置を調整します。

デフォルトでは、偏心重はゼロです。したがって、T プロファイルまたはプレート
は、I プロファイル ウェブまたは垂直プレートの中央に接続されます。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、部材名、クラス、仕上げ材、および梁の位置と長
さを定義します。
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次のフィールドを使用して、部材プロパティと、梁の長さおよび位置を変更しま
す。

フィールド 説明

名前  
クラス

仕上げ

終端 1 の移動 初にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

終端 2 の移動 2 番目にピックした梁の端部を移動しま
す。負の値を指定すると梁が短くなり、
正の値を指定すると長くなります。

平面上の位置 「部材の水平位置 (597 ページ)」を参照し
てください。平面上の位置オフセット

回転 「部材の回転 (593 ページ)」を参照してく
ださい。回転角度

デプス内位置 「部材の位置デプス (594 ページ)」を参照
してください。デプス内位置オフセット

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー梁 (S98)
[テーパー梁 (S98)] は、I 形のテーパーまたは直線ビルド梁を作成します。

作成される部材

• ウェブ板

• 上フランジ プレート

• 下フランジ プレート

鉄骨コンポーネント リファレンス 2309 ビルドアップコンポーネント



使用方法

状況 詳細

ピックした 2 点の間
に単純なビルド梁を
作成します。

実行前の準備

ピックする 2 点があることを確認してください。

選択順序

1. 始点と終点をピックして、梁の長さを指定します。

[ピクチャー] タブ

ウェブまたは梁全体の高さ、傾斜の高さ、および実行値を定義するには、[ピクチ
ャー] タブを使用します。

ウェブまたは梁全体の高さ。[パラメーター] タブの [高さタイプ] フィールドのオ
プションによって異なります。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、高さのタイプ、参照点のタイプ、カットのタイ
プ、エンド プレートの厚さ、ウェブ プレートの位置を定義します。

プロパティ 説明

高さタイプ [ピクチャー] タブで入力した高さの値に影
響します。

参照点のタイプ ピックした点を基準とする梁の端部の位
置。

トップ プロファイルとエンド プレート

トップ プロファイルとウェブ端

ウェブ トップとエンド プレート

ウェブ トップとウェブ端

カットのタイプ 梁端部の形状:

• 全体座標系で鉛直
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プロパティ 説明

• 上フランジに垂直

• [現在の平面の Z 方向]: 作業平面の位置
によって異なります。

ウェブの配置 ウェブ プレートの位置を調節します。「部
材の位置デプス (594 ページ)」も参照して
ください。

エンド プレートの
厚さ

梁端部の距離の設定を戻します。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー梁 2 (S45)
[テーパー梁 2 (S45)] は、I 形のビルド梁を作成します。梁は、テーパーまたは直線
にできます。接合された材質のサイズを制御できます。

作成される部材

• ウェブ板

• 上フランジ プレート

• 下フランジ プレート

鉄骨コンポーネント リファレンス 2312 ビルドアップコンポーネント



使用方法

状況 詳細

2 つのフランジ プレートと
ウェブ プレートから構築さ
れた単純な直線梁。

複数の接合部材から作成さ
れたテーパー梁。

ピックした点によって梁の
長さが決まります。[ピクチ
ャー] タブで長さを調節でき
ます。

実行前の準備

ピックする 2 点があることを確認してください。

指示順番

1. 始点と終点をピックして、梁の長さを指定します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、ピックした点を基準とする梁の寸法と位置を定義し
ます。
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フィー
ルド

説明 詳細

1 ピックした 初の点から梁の端
部までの距離。負の値を指定す
ると梁が長くなり、正の値を指定
すると短くなります。

 

2 参照点 1 の梁デプス。 ウェブまたは梁全
体の高さ。[デプス
の寸法 (2360 ペー
ジ)] オプションによ
って異なります。

3 上フランジ プレートの長さ。 たとえば、4 つの 1
メートル断面を使
用するには、
「4*1000」と入力し
ます。

1 つのプレートから
フランジまたはウ
ェブを作成するに
は、空白のままにし
ます。

4 ウェブ プレートの長さ。

5 下フランジの長さ。

6 上フランジ プレート間のギャッ
プ。

 

7 梁の水平方向からの傾斜距離。 割合を入力します。

8 下フランジ プレート間のギャッ
プ。

 

9 ピックした 後の点から梁の端
部までの距離。負の値を指定す
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フィー
ルド

説明 詳細

ると梁が長くなり、正の値を指定
すると短くなります。

10 参照点 2 における梁デプス。 ウェブまたは梁全
体の高さ。[デプス
の寸法 (2360 ペー
ジ)] オプションによ
って異なります。

参照項目

梁の位置と寸法を定義するには、次のオプションを使用します。

オプション 参照項目

ピックされた点に対する梁の位置
(2359 ページ)

ウェブプレートの方向 (2359 ページ)

梁端部の配置 (2360 ページ)

デプスの寸法 (2360 ページ)

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

PEB テーパー材 (S94)
[PEB テーパー材 (S94)] では、ピックした 2 点の間に単純なビルド梁または柱を作
成します。形状は、直線またはテーパーにできます。

作成されるオブジェクト

• ウェブ板

• フランジ プレート (2)

• 溶接

適用

状況 説明

テーパー ビルド柱。
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状況 説明

直線ビルド梁。

選択順序

1. 梁/柱の始点をピックします。

2. 梁/柱の終点をピックします。

ピックした点の間の距離は、梁または柱の長さです。その他の寸法は、[コンポー
ネント] ダイアログ ボックスで変更できます。

[ピクチャー] タブ

回転と寸法を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

[部材] タブ

部材プロパティを定義するには、[部材] タブを使用します。

オプション 説明  
t、b、h 部材の厚さ、幅、および高

さを指定します。
 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

クラス コンポーネントで作成す
る部材をグループ化する
ための番号を入力しま

 

鉄骨コンポーネント リファレンス 2317 ビルドアップコンポーネント



オプション 説明  
す。 デフォルトでは、部
材はモデルビューでクラ
ス番号ごとに色分けして
表示されます。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

柱

以下のコンポーネントを使用して、ビルドアップ柱を自動作成することができま
す。

コンポーネント イメージ 説明

テーパー柱 (S99)
(2318 ページ)

直線またはテーパー状の、
単一のビルドアップ柱を
作成します。

テーパー柱 2
(S44) (2321 ペー
ジ)

直線またはテーパー状の
ビルドアップ柱を作成し
ます。フランジとウェブ
プレートは接合すること
ができます。

PEB テーパー材
(S94) (2316 ペー
ジ)

ピックした 2 点の間にシ
ンプルなビルドアップ梁
または柱を作成します。
直線またはテーパー状に
することができます。

テーパー柱 (S99)
[テーパー柱 (S99)] は、1 つのビルド柱を作成します。この柱は、直線またはテーパ
ーにすることができます。

作成される部材

• 垂直ウェブ プレート

• 垂直外部フランジ プレート

• 傾斜内部フランジ プレート
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• 上プレート

• フランス スチフナー (2)

• 水平スチフナー (2)

使用方法

状況 詳細

補剛の角を持つテーパー ビルド柱。

フランジ スチフナー:

直線のビルド柱。

実行前の準備

ピックする点があることを確認します。

指示順番

1. 柱の位置を示す点をピックします。
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[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、柱の寸法を定義します。

フィー
ルド

説明

1 上プレートの余長。

2 外側フランジの余長。

3 水平スチフナーの長さ。

4 水平スチフナーの上部レベル。

5 柱の下部レベル。

6 たとえば「10」のように、屋根の勾配をパーセント
で指定します。

7 上の角からスチフナーの上部までの距離。

8 スチフナーの上部からウェブ プレートの内角まで
の距離。

9 ウェブ プレートの下部幅。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t b h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[パラメーター] タブ

プレートのサイズ、距離、その他のプロパティを定義するには、[パラメーター] タ
ブを使用します。

フィールド 説明

外フランジ プ
ロファイル

プレートのプロファイル サイズ。
std_flange_plates.dat ファイルで使用

可能なプレート プロファイルを定義します。内フランジ プ
ロファイル

上プレート プ
ロファイル

水平スチフナー
プロファイル

外フランジ ス
プライス距離

プレートが std_flange_plates.dat で
定義された 大プレート長よりも長い場合
は、Tekla Structures によりスプライスが作成
されます。

内フランジ ス
プライス距離

水平スチフナー
コーナー処理

水平スチフナーの内部の角の寸法 (デフォル
ト値は、15 です)。

配置 作業平面を基準として柱ウェブを回転させま
す。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー柱 2 (S44)
[テーパー柱 2 (S44)] は、溶接ビルド柱を作成します。この柱は、テーパーまたは直
線にすることができます。接合された部材のテーパーとサイズを制御できます。

作成される部材

• ウェブ板

• 上フランジ プレート

• 下フランジ プレート
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使用方法

状況 例

2 つのフランジ プレートとウェブ プレ
ートから構築された単純な直線柱。

ウェブ、上部、および下部のフランジを
形成するいくつかのプレートを持つ、よ
り複雑なテーパー柱。

実行前の準備

ピックする点があることを確認します。

指示順番

1. 柱の位置をピックします。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、ピックした点を基準とする柱の寸法と位置を定義し
ます。
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フィー
ルド

説明 詳細

1 ピックした 初の点から梁の端
部までの距離。負の値を指定す
ると梁が長くなり、正の値を指定
すると短くなります。

 

2 参照点 1 の梁デプス。 ウェブまたは梁全
体の高さ。[デプス
の寸法 (2360 ペー
ジ)] オプションによ
って異なります。

3 上フランジ プレートの長さ。 たとえば、4 つの 1
メートル断面を使
用するには、
「4*1000」と入力し
ます。

1 つのプレートから
フランジまたはウ
ェブを作成するに
は、空白のままにし
ます。

4 ウェブ プレートの長さ。

5 下フランジの長さ。

6 上フランジ プレート間のギャッ
プ。

 

7 梁の水平方向からの傾斜距離。 割合を入力します。

8 下フランジ プレート間のギャッ
プ。

 

9 ピックした 後の点から梁の端
部までの距離。負の値を指定す
ると梁が長くなり、正の値を指定
すると短くなります。

 

10 参照点 2 における梁デプス。 ウェブまたは梁全
体の高さ。[デプス
の寸法 (2360 ペー
ジ)] オプションによ
って異なります。

参照項目

梁の位置と寸法を定義するには、次のオプションを使用します。
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オプション 参照項目

ピックされた点に対する梁の位置
(2359 ページ)

ウェブプレートの方向 (2359 ページ)

梁端部の配置 (2360 ページ)

デプスの寸法 (2360 ページ)

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2324 ビルドアップコンポーネント



図面枠

次のコンポーネントを使用して、ビルドアップ枠、梁、および柱を自動生成できま
す。

コンポーネント イメージ 説明

テーパー フレー
ム (S53) (2325 ペ
ージ)

ビルドアップ枠またはそ
の一部を作成します。接
合された素材のテーパー
とサイズを制御できます。

PEB ラーメン フ
レーム (S92)
(2328 ページ)

システム建築構造のフレ
ームを、選択された点に対
して作成します。このコ
ンポーネントは既存のコ
ンポーネントを使用して
ビルドアップ柱と垂木、ベ
ースプレート、中段ジョイ
ント、スプライスジョイン
ト、および垂木頂点継ぎ手
を作成します。

テーパー フレーム (S53)
[テーパー フレーム (S53)] は、ビルド枠またはその部材を作成します。接合された
部材のテーパーとサイズを制御できます。

作成される部材

• ベース プレートとエンド プレートのビルド柱 (2)

• エンド プレートを使用したビルド梁 (2)

• エンド プレートを使用したビルド梁 (2)

使用方法

状況 詳細

ビルド枠。

1 梁 1

2 梁 2

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [柱と梁] に設定。

• [対象] を [はい] に設定。
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状況 詳細

傾斜ビルド枠。

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [柱と梁] に設定。

• [対象] を [はい] に設定。

枠の半分のみ。

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [柱と第 1 梁] に設定。

• [対象] を [いいえ] に設定。

ベース プレートとエンド プレートのビルド柱。

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [柱] に設定。

• [対象] を [いいえ] に設定。

エンド プレートを使用したビルド梁 (1)。

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [梁 1] に設定。

• [対象] を [いいえ] に設定。

エンド プレートを使用したビルド梁 (2)。

以下のオプションを使用します。

• [フレーム オプション] を [梁 2] に設定。

• [対象] を [いいえ] に設定。

制限事項

全体座標の x 方向にのみフレームを作成します。y 方向には作成できません。

実行前の準備

ピックする点があることを確認します。

指示順番

1. 柱の位置をピックします。
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2. Tekla Structures によりフレームが作成されます。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、ピックした点を基準とする柱の寸法と位置を定義し
ます。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[柱] タブ

[柱] タブを使用して、柱の寸法を定義します。

[柱 2] タブ

[柱 2] タブを使用して、ベース プレート ボルトを定義します。

[柱 3] タブ

[柱 3] タブを使用して、柱と梁 1 の間のエンド プレート ボルトを定義します。

[梁 1] タブ

梁 1 の寸法を定義するには、[梁 1] タブを使用します。

[梁 1_2] タブ

[梁 1_2] タブを使用して、梁 1 と梁 2 の間のエンド プレート ボルトを定義します。

[梁 2] タブ

梁 2 の寸法を定義するには、[梁 2] タブを使用します。
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[梁 2_2] タブ

[梁 2_2] タブを使用して、梁 2 と梁 2 の間の隅棟におけるエンド プレート ボルト
を定義します。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

PEB ラーメン フレーム (S92)
[PEB ラーメン フレーム (S92)] では、事前に設計されたビルド枠を選択した点に作
成します。このコンポーネントでは、既存のコンポーネントを使用して、ビルド柱
と垂木、ベース プレート、剛ジョイント、スプライス ジョイント、および垂木頂
点継ぎ手を作成します。

作成されるオブジェクト

• ビルド垂木 (1 ～ 4 セグメント)

• 垂木頂点継ぎ手

• スプライス ジョイント

• 剛ジョイント (2)

• ビルド柱 (1 ～ 4 セグメント)

• ベース プレート ディテール (2)

適用

状況 説明

接合した柱と接合した垂木で構成され
るフレーム。

ポータル フレームの頂点にある 2 つの
垂木の間にある垂木頂点継ぎ手。
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状況 説明

垂木の 初のセグメントと 2 番目のセ
グメントの間の 1 つ目のスプライス。

2 番目と 3 番目の垂木セグメント間の
2 番目のスプライス。

柱の 2 番目のセグメントと垂木の 初
のセグメントの間の剛ジョイント。

柱の 1 番目と 2 番目のセグメントの間
にある柱スプライス。

柱ベース プレート ディテール。
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選択順序

1. フレームを挿入する点をピックします。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、フレームの寸法を定義します。

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、プロパティを定義します。

ジョイントとディテール

次のコンポーネントを使用してビルドアップ梁および柱のジョイントおよびディ
テールを自動作成できます。

コンポーネント イメージ 説明

テーパー梁･テー
パー柱の継手
(197) (2331 ペー
ジ)

テーパー梁とテーパーコ
ラムの間にジョイントが
作成されます。

テーパー柱･テー
パー梁の継手
(199) (2333 ペー
ジ)

テーパー梁とテーパーコ
ラムの間にジョイントが
作成されます。

テーパー梁同士
の継手 (200)
(2336 ページ)

テーパー梁同士の間にジ
ョイントが作成されます。
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コンポーネント イメージ 説明

テーパー柱ベー
スプレート
(1068) (2338 ペー
ジ)

ビルド柱にベースプレー
トディテールを作成しま
す。

PEB 角剛接合
(S93) (2356 ペー
ジ)

垂木と柱の間に中段ジョ
イントを作成します。エ
ンドプレートジョイント
は垂木に対して水平、垂
直、または直交に位置する
ことができます。

テーパー梁･テーパー柱の継手 (197)
[テーパー梁･テーパー柱の継手 (197)] では、テーパー梁とテーパー柱の間にジョイ
ントが作成されます。

作成される部材

• 柱の上部へのプレート

• スチフナー (2 または 4)

• 梁フランジへのプレート (オプション)

使用方法

状況 例

2 つのスチフナーおよびフランジと柱プレートを使用
して作成されたジョイント。プレートは、4 つのボルト
で接続されていますが、任意の番号を使用できます。
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状況 例

4 つのスチフナーと柱エンド プレートを使用して作成
されたジョイント。梁フランジの個別のプレートは作
成されません。

実行前の準備

• テーパー梁を作成します。

• テーパー柱を作成します。

選択順序

1. 梁のフランジを選択します。

2. 柱のウェブを選択します。

[ピクチャー] タブ

エンド プレートとスチフナーの寸法、およびスチフナーの位置を定義するには、
[ピクチャー] タブを使用します。

[部材] タブ

柱プレート、梁プレート、およびスチフナーのプロパティを定義するには、[部材]
タブを使用します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[パラメーター] タブ

柱フランジを調整するかどうかを定義するには、[パラメーター] タブを使用しま
す。

オプション 説明

柱フランジは、エンド プレートと同じ高さ
になるように調整されます。

柱の軸に対して垂直な柱フランジ。

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティを定義します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー柱･テーパー梁の継手 (199)
[テーパー柱･テーパー梁の継手 (199)] では、テーパー梁とテーパー柱の間にジョイ
ントが作成されます。すべての部材はオプションです。

部材を省略するには、[部材] タブで厚さを 0 に設定します。

作成される部材

• エンド プレート: 柱および梁フランジの上部へ (オプション)
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• ウェブ スチフナー (8) (オプション)

• 三角梁フランジ スチフナー (オプション)

• 三角フランジ スチフナー (2) (オプション)

• 梁ウェブ スチフナー (2) (オプション)

使用方法

状況 例

使用可能なすべての部材を使用して作成されたジョ
イント。

プレートは、4 つのボルトを使用して接続されていま
すが、任意の番号を使用できます。

1 梁フランジ スチフナー

2 梁ウェブ スチフナー

3 ウェブ スチフナー

4 エンド プレート

5 フランジ スチフナー

実行前の準備

• テーパー梁を作成します。

• テーパー柱を作成します。

選択順序

1. 梁のウェブを選択します。

2. 柱のウェブを選択します。

[ピクチャー] タブ

エンド プレートとスチフナーの寸法、およびスチフナーの位置を定義するには、
[ピクチャー] タブを使用します。

[部材] タブ

柱プレート、梁プレート、およびスチフナーのプロパティを定義するには、[部材]
タブを使用します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
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オプション 説明 デフォルト

ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[パラメーター] タブ

柱フランジと角の調整を定義するには、[パラメーター] タブを使用します。

柱フランジ

オプション 説明

柱フランジは、エンド プレートと同じ高さ
になるように調整されます。

柱の軸に対して垂直な柱フランジ。

角

オプション 説明

角が調整されます。

角は調整されません。

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティ、ボルト数、間隔を定義します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー梁同士の継手 (200)
[テーパー梁同士の継手 (200)] は、テーパー梁間にジョイントを作成します。

部材を省略するには、[部材] タブで厚さを 0 に設定します。

作成される部材

• エンド プレート (2)

• フランジ スチフナー (4) (オプション)

• ウェブ スチフナー (8) (オプション)

使用方法

状況 詳細

この例は、すべてのスチフナー
とエンド プレートで作成され
ています。

プレートは、8 つのボルトで接
続されていますが、任意の番号
を使用できます。

実行前の準備

次の部材を作成します。

• テーパー梁

• 別のテーパー梁

選択順序

1. 梁 1 のウェブを選択します。

2. 梁 2 のウェブを選択します。
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[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、エンド プレートとスチフナーの寸法、スチフナー
の位置、梁フランジを調整するかどうかを定義します。

梁フランジ

オプション 説明

梁フランジは、エンド プレートと同じ高さ
に調整されます。

梁の軸に対して垂直な梁フランジ。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、エンド プレート、ウェブ スチフナー、フランジ スチフナ
ーのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。

 

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[角処理] タブ

フランジ スチフナーとウェブ スチフナーを定義するには、[角処理] タブを使用し
ます。
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[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティ、ボルト数、間隔を定義します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパー柱ベースプレート (1068)
[テーパー柱ベース プレート (1068)] では、テーパー柱にベース プレート ディテー
ルが作成されます。

作成される部材

• エンド プレート

• ウェブ孔スチフナー (4)

• フランジ スチフナー (2) (オプション)

• アンカー バー

• アンカー バーに接続される追加プレート

• ボルト

• 溶接

使用方法

状況 例

ディテールは、4 つの
ウェブ孔スチフナー
を使用します。フラ
ンジ スチフナーは作
成されません。

エンド プレートは 4
つのボルトで接続さ
れていますが、任意の
番号を使用できます。
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状況 例

ディテールは、4 つの
ウェブ孔スチフナー
を使用し、2 つのフラ
ンジ スチフナーがあ
ります。

実行前の準備

テーパー柱を作成します。

選択順序

1. テーパー柱を選択します。

2. ベース プレートの位置を示す点をピックします。

部材の識別キー

 説明

1 エンド プレート

2 ウェブ スチフナー

3 フランジ スチフナー

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、ベース プレートとスチフナーの寸法、ウェブ孔ス
チフナーの位置、柱フランジを調整するかどうかを定義します。
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寸法

 説明

1 エンド プレートの縁端から柱フランジまでの距離。

2 ウェブ スチフナーの縁端距離。

3 フランジ スチフナーの高さ。

4 フランジ スチフナーの幅。

5 ウェブ スチフナーの高さ。

フランジ スチフナーの形状

オプション 説明

デフォルト

線の形状

オートデフォルトにより、このオプションを変更
できます。

線の形状

四角形の形状

スチフナーを作成しない
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フランジ カット

 説明 デフォルト

1 ベース プレート縁端からのフランジ カット
を定義します。

2 mm

フランジ スチフナーの角処理の寸法

 説明

1 水平方向の角処理寸法。

2 垂直方向の角処理寸法。

フランジ スチフナーの角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

面取り無し

オートデフォルトにより、このオプションを変更でき
ます。

面取り無し

ライン カット角処理
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オプション 説明

凸円弧の角処理

凹円弧の角処理

柱フランジ

オプション 説明

柱フランジは、ベース プレートと同じ高さ
になるように調整されます。

柱フランジは柱の軸に対して垂直です。

エンド プレート オフセット

 説明

1 メイン部材の下端からエンド プレートまでのオフセット。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、エンド プレート、ウェブ スチフナー、フランジ スチフナ
ーのプロパティを定義します。

部材

オプション 説明

エンド プレート エンド プレートの厚さおよび幅。

ウェブ スチフナー ウェブ スチフナーの厚さと幅。

フランジ スチフナー フランジ スチフナーの厚さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティ、ボルト数、間隔を定義します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがあ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

カット長さ

Tekla Structures によってボルト部材の断面を検索する場所のデプスを定義します。
ボルトに 1 つまたは 2 つのフランジを貫通させるかどうかを決定できます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。
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オプション 説明 標準

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[パラメーター] タブ

[パラメーター] タブを使用して、コンポーネントを定義します。

追加コンポーネントの使用

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用して、柱の端部またはベー
ス プレートを変更することができます。たとえば、柱の端部に特別な裏当て材、
溶接開先、溶接アクセス孔を作成できます。

追加のシステムまたはカスタム コンポーネントを使用する場合は、該当する追加
コンポーネントで柱の端部またはベース プレートのプロパティを管理する必要が
あります。複数のコンポーネントを使用する場合は、溶接やカットが複数回行われ
ることがあります。
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オプション 説明

コンポーネント コンポーネント カタログからシステム
またはカスタム コンポーネントを選択
して定義します。

属性 選択したコンポーネントの属性ファイ
ル名を入力します。

入力 選択したコンポーネントが適用される
部材を定義します。

• [ﾃﾞﾌｫﾙﾄ] は [ベースプレート＋柱] と
同じです。

• [柱] では、メイン部材として柱を設
定します。ディテールの場合はこの
オプションを使用します。

• 柱＋ベースプレート では、柱をメイ
ン部材、ベース プレートを副部材と
して設定します。

• ベースプレート＋柱 では、ベース プ
レートをメイン部材、柱を副部材と
して設定します。

• [ベース] は、ベース プレートをメイ
ン部材として設定します。

[アンカー バー] タブ

[アンカー バー] タブを使用して、ロッド、ナット、ワッシャー、キャスト プレー
トのプロパティを定義します。

アンカー バー寸法

オプション 説明

ロッドプロファイル アンカー バー プロファイル。

部材に関するコメントを追加できます。

ﾅｯﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ナット プロファイル。

ﾜｯｼｬｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ワッシャー プロファイル。

ﾜｯｼｬｰ(板) プレート ワッシャーの厚さ、幅、および
高さ。
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オプション 説明

ｷｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ キャスト プレートの厚さ、幅、および高
さ。

グラウト グラウト厚。

グラウトにより、コンクリート部材の上
面に柱をモデリングして、ベース プレー
トを正しく配置することができます。
また、一般図内での寸法設定が簡単にな
ります。

デフォルトでは、グラウトは作成されま
せん。

グラウトをディテール作成点の上に作
成するか下に作成するかを選択します。
これはシム プレートにも影響します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

ベース プレートのボルトタイプ

ボルト、アンカー バー、またはカスタム コンポーネント付きのいずれのベース プ
レートを作成するか選択します。

デフォルトでは、[ボルト] でベース プレートが作成されます。
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アンカー バー寸法

 説明

1 ナットのサイズまたは長さ。

2 ワッシャーのサイズまたは厚さ。

3 アンカー バーの長さ。

4 ベース プレートより上のアンカー バーの長さ。

5 キャスト プレートとベース プレート間の距離。

6 上部ねじ切りの長さ。

アンカー バーのタイプ

オプション 説明  
デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

タイプ 1

a
フックの半径

b
フックの幅

a = アンカー バーの径の
2 倍
b = アンカー バーの長さ
の 1/5
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オプション 説明  
a
フックの半径

b
フックの幅

c
フックの高さ

c = フックの幅と同じ

d
追加プレートより下のア
ンカー バーの長さ

e
下部ねじ切りの長さ

d = ナットのサイズの 2
倍

e = ナットのサイズの 4
倍 + 追加プレートの厚
み

フックの方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

ボルトの方向

ボルト付きベース プレートを作成した場合、ボルト付けの方向を指定できます。
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オプション 説明

デフォルト

ボルトの方向 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

キャスト プレート孔隙間

オプション 説明 デフォルト

キャスト プレート孔隙間 キャスト プレート孔の隙
間。

ボルト許容差と同じ

ワッシャー孔隙間

オプション 説明

ワッシャーに孔を作成 デフォルトでは、ワッシャーに孔は作成
されません。

ワッシャー孔の隙間。

全てのアンカーの製品化

アンカーをアンカー バー製品に含めるかどうかを指定します。製品にレベリング
プレートを含めることもできます。

作成
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1 ナット プロファイルを作成します。

2 ワッシャー プロファイルを作成します。

3 ワッシャー プレートを作成します。

アンカー バー製品

アンカー バー製品に含めるアンカー バー部材を指定します。

ベース プレートの上下にワッシャー プレートを溶接することができます。

[追加プレート] タブ

[追加プレート] タブを使用して、各アンカー バーの下部で作成されるプロファイ
ル (プロファイル 1) と、アンカー バーの行を接続するプロファイル (プロファイル
2) の配置、回転、およびタイプを制御します。

部材寸法

オプション 説明

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 初の追加プロファイル。プロファイ
ル カタログから選択します。

追加ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2 2 番目の追加プロファイル。プロファイ
ル カタログから選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
仕上げ 部材の表面がどのように

処理されているかを示し
ます。
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追加プロファイル 1 の縁端距離

 説明

1 追加プロファイル 1 の縁端距離。

追加プロファイル 1 のタイプと方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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オプション 説明

タイプ 3

追加プロファイル 2 の縁端距離

オプション 説明 デフォルト

1 アンカー バーの軸からの
追加プロファイル 2 の距
離。

ナットのサイズまたはア
ンカー バーの径の半分

プロファイル 2 のタイプ

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1
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オプション 説明

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

タイプ 6
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追加プロファイル 2 の長さ

 説明

1 アンカー バーの軸からの追加プロファイル 2 の長さ。

追加プロファイル 2 の方向

オプション 説明

デフォルト

タイプ 1

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

タイプ 1

タイプ 2
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追加プロファイル 1 のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

鉄筋径に加える値 追加プロファイル 1 の鉄
筋径に加える値。

ボルト許容差と同じ

円プロファイルの高さ 追加の円プロファイル 1
の高さ。

プロファイル回転 追加プロファイル 1 のプ
ロファイル回転。

正面

追加プロファイル 2 回転

オプション 説明 デフォルト

追加プロファイル 2 回転 追加プロファイル 2 のプ
ロファイル回転。

正面

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

PEB 角剛接合 (S93)
[PEB 角剛接合 (S93)] は、垂木と柱の間に剛ジョイントを作成します。エンド プレ
ート ジョイントは、垂木に水平、垂直、または直交して配置することができます。

作成されるオブジェクト

• エンド プレート

• ウェブ スチフナー

• フランス スチフナー (2)

• 内側スチフナー (4)

• 外側スチフナー (4)

• 対角スチフナーまたはウェブ プレート

• 溶接
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適用

状況 説明

三角フランジ スチフナーと内側
および外側スチフナーを使用し
た垂直剛ジョイント。斜めスチ
フナーで補強したウェブ。

内側および外側スチフナーを使
用した水平剛ジョイント。斜め
スチフナーで補強したウェブ。

選択順序

1. 柱を選択します。

2. 垂木を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、ジョイント寸法とジョイント タイプを定義します。

ジョイント タイプ

[ジョイント タイプ] からジョイントを作成する方法を選択します。

• 水平

• 垂点

• 垂直

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートとスチフナーのプロパティを定義します。

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高
さを指定します。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号を定義します。

2 行目に製品位置番号を
入力します。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質を定義します。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前を定義しま
す。

 

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト プロパティ、ボルト数、間隔を定義します。

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

テーパーコンポーネントのプロパティ

ここでは、テーパーコンポーネントの多くのダイアログボックスに含まれているオ
プションについて説明します。次の表では、「オプション」列にデフォルトのオプ
ションが示されています。使用可能なすべてのオプションを確認するには、「詳細」
列のリンクをクリックしてください。

オプション 説明 詳細

ピックされた点を基
準とした梁の位置。

ピックされた点に対
する梁の位置
(2359 ページ)

ウェブプレートの方
向。

ウェブプレートの方
向 (2359 ページ)

梁端カットの整列位
置。

梁端部の配置
(2360 ページ)

梁のデプスの測定方
法。

デプスの寸法
(2360 ページ)
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オプション 説明 詳細

テーパーコラム
（1068）のフランジを
フィッティングする
オプション。

柱フィッティングオ
プション（1068）
(2360 ページ)

テーパーコラム（197）
のフランジをフィッ
ティングするオプシ
ョン。

柱フィッティングオ
プション（197）
(2361 ページ)

テーパーコラム（199）
のフランジをフィッ
ティングするオプシ
ョン。

柱フィッティングオ
プション（199）
(2361 ページ)

テーパービームの隅
をフィッティングす
るオプション。

角フィッティングオ
プション（199）
(2361 ページ)

テーパービーム（200）
にフランジをフィッ
ティングするオプシ
ョン。

柱フィッティングオ
プション（200）
(2362 ページ)

ピックされた点に対する梁の位置

梁の位置をピックされた点を基準として移動するには、次のいずれかのオプション
を使用します。それぞれの梁端について、異なるオプションを使用できる場合もあ
ります。

オプション 説明

ピックした点が上フランジの上部に位置
するように梁を移動します。

ピックした点が上フランジの下部に位置
するように梁を移動します。

ピックした点が梁断面の中央に位置する
ように梁を移動します。
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ウェブプレートの方向

次のいずれかのオプションを使用してビルドアップセクション用のウェブプレー
トの方向を設定します。

オプション 説明

ウェブプレートのカットが上部フランジ
対して直交しています。

ウェブプレートが垂直にカットされてい
ます。

梁端部の配置

梁端部をカットするには、次のいずれかのオプションを使用します。

オプション 説明

垂直または水平方向にカットします。

カットは上フランジに対して垂直にカッ
トします。

カットは、現在の作業平面の位置を基準に
設定します。

デプスの寸法

梁のデプスを定義するには、次のいずれかのオプションを使用します。

オプション 説明

上下のフランジの外面からデプスを計測。

デプスはウェブの高さとなります。
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柱フィッティングオプション（1068）
[テーパー柱ベースプレート (1068) (2338 ページ)] ディテールで柱フランジのカッ
ト方法を定義するには、次のオプションのいずれかを使用します。

オプション 説明

柱フランジがベースプレートと平行にな
るようにフィッティングします。

柱フランジは柱軸に垂直なままになりま
す。

柱フィッティングオプション（197）
このオプションでは、[テーパー梁 (S98) (2309 ページ)] ジョイントでの柱フランジ
のカット方法を定義します。

オプション 説明

柱フランジがエンドプレートと平行にな
るようにフィッティングします。

柱フランジは柱軸に垂直なままです。

柱フィッティングオプション（199）
このオプションでは、[テーパー柱･テーパー梁の継手 (199) (2333 ページ)] ジョイン
トでの柱フランジのカット方法を定義します。

オプション 説明

柱フランジがエンドプレートと平行にな
るようにフィッティングします。

柱フランジは柱軸に垂直なままです。
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角フィッティングオプション（199）
このオプションでは、[テーパー柱･テーパー梁の継手 (199) (2333 ページ)] ジョイン
トでの角のカット方法を定義します。

オプション 説明

角をフィッティングします。

角をフィッティングしません。

柱フィッティングオプション（200）
このオプションでは、[テーパー梁同士の継手 (200) (2336 ページ)] ジョイントでの
柱フランジのカット方法を定義します。

オプション 説明

梁フランジがエンドプレートと平行にな
るようにフィッティングします。

梁フランジは梁軸に垂直なままです。

5.16 ブレースコンポーネント

ブレースコンポーネントを使用して、完全なブレースジョイントを自動的に作成で
きます。また、ガセットプレートやスチフナーなどのブレース要素を使用すること
もできます。これらを他のコンポーネントと組み合わせることにより独自のブレ
ース継ぎ手を作成できます。

参照項目

シンプル ガセット プレート ジョイント (2365 ページ)

コーナー ブレース継ぎ手 (2486 ページ)

ブレーシングジョイント (2609 ページ)

ブレーシングジョイント要素 (2614 ページ)
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部材用語

ブレーシングコンポーネントでは、以下の部材の一部またはすべてが作成されま
す。

部材 イメージ

ガセットプレート

接合プレート

カバープレート

タングプレート

割込プレートは、
中空の部材ブレー
スに差し込まれま
す。

クリップアングル
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部材 イメージ

せん断タブ

シールプレート

カバープレート
は、中空ブレース
の端部を密閉しま
す。この例では、
角処理されたコネ
クションプレート
と共にカバープレ
ートを使用してい
ます。

T

Tは、T 形鋼、カッ
トされた I 形鋼、ま
たは 2 つのプレー
トから形成されま
す。T は、中空ブレ
ースを密閉し、別
の部材(ガセットプ
レートなど)に接合
します。

スチフナー
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シンプル ガセット プレート ジョイント

シンプル ガセット プレート ジョイントでは、ガセット プレートによりブレースが
単一のメイン部材に自動的に接続されます。ブレースは、ガセット プレートに直
接接続するか、ジョイント材を使用して接続します。Tekla Structures には、以下の
シンプル ガセット プレート ジョイントが用意されています。

コンポーネント イメージ 説明

溶接ガセット (10)
(2366 ページ)

ブレースをガセット プレ
ートに溶接します。

ボルト ガセット (11)
(2374 ページ)

ブレースをガセット プレ
ートにボルト付けします。
オプションのクリップ ア
ングルまたはガセット プ
レート。

ブレーシング交差 (19)
(2398 ページ)

ツイン プロファイル ブレ
ースを既存のガセット プ
レートにボルト付けしま
す。

[チューブ ガセット (20)]
(1631 ページ)

コネクション プレートと
オプションの割込プレー
トを使用してブレースを
ガセット プレートにボル
ト付けします。ブレース
をシール処理します。

チューブ クロス (22)
(2406 ページ)

コネクション プレートと
オプションの割込プレー
トを使用してブレースを
既存のガセット プレート
にボルト付けします。ブ
レースをシール処理しま
す。

ブレーシング カット (67)
(2417 ページ)

コネクション プレートを
使用して 1 または 2 つの
ブレースをガセット プレ
ートにボルト付けします。
中空ブレースをシール処
理します。
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コンポーネント イメージ 説明

コネクション ラップ付
(61) (2424 ページ)

コネクション プレートと
クリップ アングルを使用
して、ブレースを既存のガ
セット プレートにボルト
付けします。

ガセット クロス (62)
(2437 ページ)

クリップ アングルとコネ
クション プレートを使用
して、ブレースをガセット
プレートにボルト付けし
ます。ガセット プレート
を梁または柱に溶接また
はボルト付けします。

ポータル ブレーシング
(105) (2458 ページ)

ガセット プレートと T を
使用して、 大 3 つの中空
ブレースを梁に接続しま
す。

ボルト ガセット (196)
(2468 ページ)

ブレースをガセット プレ
ートにボルト付けします。
オプションのクリップ ア
ングルまたはガセット プ
レート。

溶接ガセット (10)
溶接ガセット (10) は、梁または柱のウェブまたはフランジに溶接されたガセット
プレートを使用して、1 ～ 10 のブレースを梁または柱に接続します。ブレースは
ガセット プレートに溶接されます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• カバー プレート (中空ブレース)

• スチフナー

• 溶接

• カット
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適用

状況 説明

ブレース プロファイル: T

ガセット プレートが柱フランジに溶接
されています。ブレースはガセット プ
レートに溶接されます。

ブレース プロファイル:T

ガセット プレートが柱ウェブに溶接さ
れています。ブレースはガセット プレ
ートに溶接されます。

実行前の準備

梁または柱、および 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

ガセット プレートの位置および形状を制御する寸法を定義するには、[画像] タブ
を使用します。

ガセット プレートの寸法
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 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距
離を定義します。

2 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

3 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

4 ガセット プレート上のブレースの長さを定義します。

5 ブレース間の距離を定義します。

6 メイン部材からブレースまでの距離を定義します。

[ガセット] タブ

[ガセット] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティ定義します。

ガセット プレート

部材 説明

ガセット ガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。
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オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2370 ブレースコンポーネント



ガセット プレートのコーナー処理

ガセット プレートのコーナー処理のタイプと寸法を定義します。

 説明

1 ガセット プレートからメイン部材の内側フランジまでの距
離。

2 ガセット プレートの縁端からメイン部材のフランジまでの
水平距離。

3 角処理の水平寸法。

4 角処理の垂直寸法。

カット サイズ

ガセット プレートがメイン部材を貫通する場合、ガセット プレートに対して作成
されるカット サイズを定義します。

 説明

1 カットの水平サイズを定義します。

2 カットの垂直サイズを定義します。

[ブレース接合] タブ

[ブレース接合] タブを使用して、カバー プレート、ブレースのノッチ、スロット
の各プロパティを定義します。

カバー プレート

部材 説明

カバー プレート カバー プレートの厚さ。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2371 ブレースコンポーネント



オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ブレースのノッチ

オプション 説明

ブレースをノッチ処理するかどうかを選択し
ます。

1. ノッチの垂直寸法。

2. ノッチの水平寸法。

3. ノッチ角度。

ブレースの外縁端からプレートまでの距離を
定義します。

[スチフナー] タブ

[スチフナー] タブを使用して、スチフナーのプロパティと寸法を定義します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2372 ブレースコンポーネント



スチフナー

部材 説明

スチフナー 1、スチフナ
ー 2

スチフナーの厚さを定義します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

スチフナーの長さ

  
1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距

離。

2 スチフナーの長さ。
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スチフナー寸法

  
1 スチフナーの幅。

2 スチフナー ベースの長さ。

3 スチフナーの斜め部分の長さ。

4 スチフナーの中心線からの距離。

5 スチフナー ベースからスチフナーの斜め部分までの垂直距離。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ボルト ガセット (11)
ボルト ガセット (11) は、梁または柱にボルト留めまたは溶接されたガセット プレ
ートを使用することで、1 ～ 10 のブレースを梁または柱に接続します。ブレース
はガセット プレートにボルト留めされます。ブレースの端部または各側に、クリ
ップ アングルを作成できます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート
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• ガセット プレートを梁または柱に接続する、クリップ アングルまたはガセット
プレート (オプション)

• ブレースをガセット プレートに接続するクリップ アングル (オプション)

• コネクション プレート

• カバー プレート (中空ブレース)

• スチフナー (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:RHS

ガセット プレートは、クリップ アングルを使用
して梁フランジにボルト留めされます。ブレー
スは、ガセット プレートの周りに差し込まれ、
ボルトとクリップ アングルを使用してガセット
プレートに取り付けられます。

ブレース プロファイル:チューブ

ガセット プレートは梁ウェブに溶接されます。
ブレースは、ガセット プレート周辺をノッチ処
理し、ピンでガセット プレートに固定します。

ブレース プロファイル:T

ガセット プレートは梁フランジに溶接されま
す。ブレースは、ガセット プレートにボルト留
めされます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2375 ブレースコンポーネント



状況 説明

ブレース プロファイル:L

ガセット プレートが柱フランジに溶接されてい
ます。ブレースは、ガセット プレートにボルト
留めされます。

実行前の準備

梁または柱、および 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 クリップ アングル
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注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

ガセット プレートの位置および形状を制御する寸法を定義するには、[画像] タブ
を使用します。

寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を
定義します。

2 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

3 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

4 ブレース間の距離を定義します。

5 メイン部材からブレースまでの距離を定義します。

6 クリップ アングルまたはコネクション プレートの端から、ガセ
ット プレートの端までの距離を定義します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ﾋﾟｸﾁｬｰ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレートの配置

ベース プレートを使用する場合のガセット プレートの配置を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に平行
に配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースに平行に
配置されます。

ガセット プレートの寸法

オプション 説明

標準

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

ガセット プレートはメイン部材を貫通
します。

ガセット プレート延長寸法を定義しま
す。

[ガセット] タブ

ガセット プレートのプロパティ、形状と位置、およびクリップ アングルのプロパ
ティと方向を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用します。

プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さおよび幅。
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オプション 説明

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ アングル プロファイ
ルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に直接
溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。
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オプション 説明

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。
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柱または梁のガセット プレート位置

オプション 説明

ガセット位置を選択します。

デフォルト オプションでは、ブレースに
平行に配置されます。

ガセット プレートのコーナー処理

ガセット プレートのコーナー処理のタイプと寸法、および平行ブレースの角度制
限を定義します。

 説明

1 コネクション プレートからメイン部材の内側フランジまで
の距離。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2382 ブレースコンポーネント



 説明

2 ガセット プレートの縁端からメイン部材のフランジまでの
水平距離。

3 角処理の水平寸法。

4 角処理の垂直寸法。

カット サイズ

ガセット プレートがメイン部材を貫通する場合、ガセット プレートに対して作成
されるカット サイズを定義します。

 説明

1 カットの水平サイズを定義します。

2 カットの垂直サイズを定義します。

ブレース接合

[ブレース接合] タブを使用して、カバー プレート、ブレースのノッチ、スロット
の各プロパティを定義します。

カバー プレート

部材 説明

カバー プレート カバー プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ブレースのノッチ

オプション 説明

ブレースをノッチ処理するかどうかを
選択します。

1. ノッチの垂直寸法。

2. ノッチの水平寸法。

3. ノッチ角度。

ブレースのノッチの形状を選択します。

丸い形状の半径を定義します。

ブレースの外縁端からプレートまでの
距離を定義します。
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オプション 説明

ブレースの端点に斜めカットを作成す
るか、方形のブレース端を作成するかを
選択します。

[スチフナー] タブ

[スチフナー] タブを使用して、スチフナーのプロパティと寸法を定義します。

部材

部材 説明

スチフナー 1、スチフナー 2 スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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スチフナーの長さ

  
1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離

を定義します。

2 スチフナーの長さを定義します。

スチフナー寸法

  
1 スチフナーの幅を定義します。

2 スチフナー ベースの長さを定義します。

3 スチフナーの斜め部分の長さを定義します。

4 スチフナーの中心線からの距離を定義します。

5 スチフナー ベースからのスチフナーの斜め部分の垂直距離
を定義します。

[ガセット ボルト] タブ

ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのボルト グループ プロパティ
と、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット ボルト] タブを使用
します。
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ガセット プレート上のボルト グループの寸法

  
1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離で
す。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト
個々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボル
トがある場合は、2 つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選
択します。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選
択します。

 説明

1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。
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 説明

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある
場合は、2 つの間隔値を入力します。

ボルト グループの位置

ガセットの水平位置とオフセットのオプションは、ガセットが柱フランジに接続さ
れる次の場合のみ影響します。たとえば、位置が中央の場合、ボルト グループの
オフセットは、柱の中心線を基準にして計算されます。

ガセットの垂直位置とオフセットのオプションは、ガセットをフランジに直接接続
するボルト グループと、ガセットをクリップ アングルまたはコネクション プレー
トに接続するボルト グループに影響します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。[ガセット ボル
ト] タブには、これら以外のオプションも用意されています。

クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

デフォルト

両方の部材がボルト留めされます。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの場合、クリップ ア
ングルはメイン部材に溶接され、副部材にボルト留めされ
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オプション 説明

ます。それ以外の場合は、クリップ アングルは両方の部
材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト留めされ、副部材が溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト留めされます。

両方の部材がボルト留めされます。

両方の部材が溶接されます。

ガセット プレート上のボルト

クリップ アングルを使用しない場合、ガセット プレートをメイン部材にボルト留
めするかどうかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートにボルトを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できます。

ガセット プレートにボルトを作成します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3
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オプション 説明

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。
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オプション 説明 標準

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ

初のブレース、2 番目のブレース、および 3 番目以降のブレースをガセット プレ
ートに接続するボルトを制御するには、[ﾎﾞﾙﾄ1]、[ﾎﾞﾙﾄ2]、[ﾎﾞﾙﾄ3] の各タブを使用
します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト
個々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルト
がある場合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離で
す。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選
択します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 説明

6 ボルトグループから削除するボルトを定義します。

削除するボルトの番号を入力します。複数のボルト番号を
入力する場合は、スペースで区切ります。ボルトには、左か
ら右、上から下の順に番号が付与されています。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション オプション

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[アングル ボルト] タブ

クリップ アングルを接続するボルトを制御するには、[アングル ボルト] タブを使
用します。

部材

オプション 説明

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ アングル プロファ
イルを選択します。
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 クリップ アングルとブレースの間の縁端距離を定義します。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

クリップ アングルの位置

オプション 説明

クリップ アングルの位置を選択します。
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ボルト付けの方向

オプション 説明

標準

ボルトの方向 1

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能
です。

ボルトの方向 1

ボルトの方向 2

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ブレーシング交差 (19)
ブレーシング交差 (19) は、1 個以上のツイン プロファイル ブレースを既存のガセ
ット プレートにボルト留めします。

ヒン
ト

ガセット プレートを作成するには、標準ガセット (1065) (2087 ページ) コ
ンポーネントを使用するか、またはポリゴン プレートを作成します。

作成されるオブジェクト

• ボルト
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• カット

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:L

ブレースはガセット プレートに直接ボ
ルト留めされます。

ブレース プロファイル:W

ブレースは、ガセット プレート周辺をノ
ッチ処理し、ボルトでガセット プレート
に固定します。

実行前の準備

ガセット プレートと 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (ガセット プレート) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、フランジ カットの寸法を定義します。
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 説明

1 フランジ カットの長さを定義します。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、ブレース フランジをカットします。

オプション 説明

副部材をフィッティングする 副部材をフィティングするかどうかを選
択します。

[はい] を選択すると、ボルトの距離に応
じて副部材をフィッティングします。

副部材のﾌﾗﾝｼﾞ をｶｯﾄする フランジの反対側に三角形のカットを作
成するかどうかを選択します。

1. 垂直カット寸法。

2. カット角度。

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルト グループ寸法とボルト プロパティを定義します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

2 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

• [左] : 副部材の左端から一番左のボルトまで。

• [中] : 副部材の中心線からボルトの中心線まで。
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 説明

• [右] : 副部材の右端から一番右のボルトまで。

3 ボルト縁端距離。

4 ボルト数。

5 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

7 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

鉄骨コンポーネント リファレンス 2403 ブレースコンポーネント



長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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チューブ クロス (22)
チューブ クロス (22) は、直接またはコネクション プレートを使用して、1 つ以上
のブレースを既存のガセット プレートにボルト留めします。ブレースをシール処
理します。

ガセット プレートを作成するには、標準ガセット (1065) (2087 ページ) コンポーネ
ントを使うか、またはポリゴン プレート コマンドを使います。

作成されるオブジェクト

• コネクション プレート

• エンド プレート

• 割込プレート

• カバー プレート

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:RHS、W

割込プレートを使用して、RHS ブレース
をガセット プレートにボルト留めしま
す。W プロファイル ブレースは、ガセ
ット プレートに直接ボルト留めされま
す。

実際の作業を始める前に

ガセット プレートと 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (ガセット プレート) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。
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部材の識別キー

 説明

1 コネクション プレート

2 エンド プレート

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、プレートおよびブレースの寸法を定義します。

寸法

 説明

1 コネクション プレートの縁端の長さを定義します。

2 コネクション プレート上のブレースの長さを定義します。
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 説明

3 ガセット プレートからエンド プレートの縁端までの距離を定義し
ます。

[ブレース接合] タブ

コネクション プレート、エンド プレート、割込プレート、カバー プレートのプロ
パティを制御するには、[ブレース接合] タブを使用します。

ブレース ジョイント

オプション 説明

コネクション プレート コネクション プレートの厚さ、幅、および高
さ。

エンド プレート エンド プレートの厚さ、幅、および高さ。

割込プレート 割込プレートの厚さ。

カバー プレート カバー プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ブレース ジョイントのタイプ

ブレースをコネクション プレートに接続する方法を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

ブレースは溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブレースは溶接されます。

ブレースはボルト留めされます。

ブレースは溶接され、ナットの周囲をノ
ッチ処理されます。

割込プレートとカバー プレートが作成
されます。

ブレースでのカット

必要に応じて、ブレースにカットを作成できます。

ブレースのカット幅を定義します。ここで、t はコネクション プレートの厚さを意
味します。

ブレースの、コネクション プレート縁端からのカット長さを定義します。

ガセットとコネクション プレートの距離

ガセット プレートとコネクション プレートの間の距離を定義します。

ブレースでの丸いカット

必要に応じて、ブレースに丸いカットを作成できます。半径の値を入力します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。[ブレース接合]
タブには、これら以外のオプションも用意されています。
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コネクション プレート

コネクション プレートをブレースに接続する際に、ブレースをノッチ処理するか、
またはコネクション プレートをカット処理するかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースはノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コネクション プレートはカット処理さ
れます。

コネクション プレートはカット処理さ
れますが、ブレースの内側に作成された
コネクション プレートの部材は削除さ
れません。

コネクション プレートをカット処理す
る場合、ブレースとコネクション プレー
トの間のギャップのサイズを定義でき
ます。

コネクション プレートの数

ブレースをガセット プレートに接続する際に使用するコネクション プレートの数
(1 枚または 2 枚) を定義します。

オプション 説明

デフォルト

コネクション プレートを 1 枚使用しま
す。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コネクション プレートを 2 枚と、コネク
ション プレートの端部に中間エンド プ
レートを 1 枚使用します。

中間エンド プレートを作成する場合、エ
ンド プレートの幅を定義できます。

中間エンド プレート位置を選択します。

コネクション プレートのコーナー処理

コネクション プレートをコーナー処理するかどうかを定義します。
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オプション 説明

デフォルト

コーナーを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コーナーを作成します。

コーナーを作成する場合、コーナーの垂
直寸法と水平寸法を定義します。

エンド プレート

エンド プレートを使用してブレースをシール処理する場合、エンド プレートの形
状と寸法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

四角形のエンド プレート。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

円形のエンド プレート

ブレースの外縁端からエンド プレート
の縁端までの距離。

エンド プレートのコーナー処理

エンド プレートのコーナー処理のタイプ、および水平寸法と垂直寸法を定義しま
す。
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[ブレース ボルト 1] タブ

ブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御するには、[ブレース ボルト
1] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトが
ある場合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択
します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[十字プレート] タブ

十字プレートおよびカバー プレートのプロパティと位置を制御するには、[十字プ
レート] タブを使用します。
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プレート

オプション 説明

十字プレート 十字プレートの厚さ、幅、および高さ。

カバー プレート カバー プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ボルト グループの寸法

  
1 ボルト数。
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2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 水平方向のボルト グループの位置の寸法。

5 角処理の垂直寸法。

6 角処理の水平寸法。

十字プレートおよびカバー プレートの位置

オプション 説明

デフォルト

カバー プレートは十字プレートの両側
に作成されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

カバー プレートは十字プレートの両側
に作成されます。

カバー プレートは十字プレートの下部
に作成されます。

カバー プレートは十字プレートの上部
に作成されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ブレーシング カット (67)
ブレーシング カット (67)は、ガセット プレートとコネクション プレートを使用し
て、1 つまたは 2 つのブレースを梁または柱に接続します。中空ブレースとチュー
ブ プロファイル ブレースをシール処理します。上下のブレース接続を異なるプロ
パティに定義できます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• コネクション プレート

• カバー プレート

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:RHS

ガセット プレートが柱ウェブに溶接さ
れています。ブレースは、角処理された
コネクション プレートを使用して、ガセ
ット プレートにボルト留めされます。

実行前の準備

梁または柱、および 1 ～ 2 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 カバー プレート

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、ボルト グループにメイン部材の縁端寸法を定義します。

寸法

 説明

1 ボルト グループにメイン部材の縁端寸法を定義します。
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[部材] タブ

[部材] タブを使用して、プレートのプロパティを定義します。両方のブレースのプ
レート プロパティを定義できます。

プレート

オプション 説明

コネクション プレート コネクション プレートの厚さ、幅、およ
び高さ。

カバー プレート カバー プレートの厚さ、幅、および高
さ。

カバー プレート プロファイル プロファイル カタログからカバー プレ
ート プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、ガセット プレート角処理寸法を定義します。
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角処理寸法

 説明

1 水平方向の角処理寸法。

2 垂直方向の角処理寸法。

[ブレース ボルト 1] タブ

[ブレース ボルト 1] タブを使用して、 初のブレースのボルト プロパティを定義
します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。
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 説明

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[ブレース ボルト 2] タブ

[ブレース ボルト 2] タブを使用して、2 番目のブレースのボルト プロパティを定義
します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい
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オプション 説明 標準

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

[ガセット] タブ

ガセット プレートの寸法およびプロパティを定義するには、[ガセット] タブを使
用します。

プレート

部材 説明

ガセット ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ガセット寸法
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 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがあ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

3 水平方向の角処理寸法。

4 垂直方向の角処理寸法。

5 ガセット プレートに作成された長穴の上アングル。

6 ガセット プレートに作成された長穴の下アングル。

ガセット プレートの位置

ガセットプレートの位置を選択します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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コネクション ラップ付 (61)
コネクション ラップ付 (61) は、コネクション プレートとクリップ アングルを使用
して、既存のガセット プレートに 1 つ以上のブレースをボルトで固定します。

作成されるオブジェクト

• コネクション プレート

• クリップ アングル

• ガセット プレート

• シム プレート

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:W

ブレースは、クリップ アングルとコネク
ション プレートを使用して、ガセット
プレートにボルトで固定されます。

実行前の準備

ガセット プレートと 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (ガセット) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. それ以降の副部材 (3 番目のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 コネクション プレート

2 クリップ アングル

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、ガセット プレートとブレースの間のギャップ寸法を定義
します。
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 説明

1 ガセット プレートとブレースの間の寸法を定義します。

[ブレース接合] タブ

[ブレース接合] タブを使用して、コネクション プレート、クリップ アングル、フ
ィラー プレートのプロパティを定義します。アングル ジョイントにツイン プロ
ファイルを使用するかどうかを選択します。

部材

 説明

コネクション プレート コネクション プレートの厚さおよび幅。

接続プレート プロファイ
ル

プロファイル カタログからコネクション プレート プ
ロファイルを選択します。

上のアングル プロファイル カタログからクリップ アングル プロフ
ァイルを選択します。

下のアングル プロファイル カタログからクリップ アングル プロフ
ァイルを選択します。

フィラー プレート フィラー プレートの厚さ。

上のガセット プレート 上のガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

下のガセットプレート 下ガセット プレートの高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレート作成

オプション 説明

1 つまたは 2 つのコネクション プレー
トを作成するかどうかを選択します。

コネクション プレートとブレース ウェ
ブの間にフィラー プレートを作成する
かどうかを選択します。

デフォルトでは、フィラー プレートは作
成されません。

クリップ アングルの作成

クリップ アングルまたはガセット プレートを使用して、ブレースをガセット プレ
ートに接続するかどうかを定義し、作成するクリップ アングルの数を指定します。
デフォルト オプションでは、ブレース ウェブの下側に 2 つのクリップ アングルが
作成されます。
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クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ジョイント タイプ

オプション 説明

ガセット プレートとコネクション プレ
ートの間のジョイント タイプ (溶接ま
たはボルト) を選択します。
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オプション 説明

ガセット プレートと L プロファイルの
間のジョイント タイプ (溶接またはボ
ルト) を選択します。

コネクション プレートのギャップ寸法

 説明

1 水平ギャップ寸法

2 垂直ギャップ寸法

[シム プレート] タブ

[シム プレート] タブを使用して、シム プレートのプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明

シム プレート 1、シム プレー
ト 2、シム プレート 3

シム プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

シム プレートの位置と番号

クリップ アングルを使用して、ブレースをガセット プレートに接続するときにシ
ム プレートを作成することができます。

 De
1 ブレースとコネクション プレートの間のギャップを定義しま

す。

2 上部と下部のフランジにシム プレートをいくつ作成するかを定
義します。

シム プレート プロファイル番号を入力します:1、2 または 3。こ
れらは、[シム プレート] タブの上部にある数字です。

たとえば、上部フランジに 3 つのシム プレートを作成し、シム
プレート 1 を 2 回、シム プレート 2 を 1 回使用する場合は、「1 1
2」と入力します。 初に入力する数値は、ブレース フランジに
も近いシム プレートです。

[ブレース ボルト] タブ

ブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御するには、[ブレース ボル
ト] タブを使用します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。
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 説明

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

6 ボルト タイプを選択します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[アングル ボルト] タブ

クリップ アングルを接続するボルトを制御するには、[アングル ボルト] タブを使
用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある
場合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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垂直ボルト位置

オプション 説明

L プロファイルの縁端からのボルト位
置。

副部材中心線からのボルト位置。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ
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溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接の作成

ガセット クロス (62)
ガセット クロスは、ガセット プレートを使用して 1 ～ 10 個のブレースを梁または
柱にボルト固定します。ガセット プレートは、梁または柱に溶接またはボルトで
固定されます。ブレースは、クリップ アングルとコネクション プレートを使用し
て、ガセット プレートにボルトで固定されます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• クリップ アングル

• コネクション プレート

• フィラー プレート

• シム プレート

• スチフナー

• ボルト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:W

ガセット プレートは梁に溶接されます。
各ブレースには、異なるジョイント材が
使用されます。
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状況 説明

ブレース プロファイル:W

ガセット プレートは梁に溶接されます。
ブレースは、コネクション プレートとク
リップ アングルを使用して、ガセット
プレートにボルト固定されます。

ブレース プロファイル:W

ガセット プレートは梁に溶接されます。
各ブレースには、異なるジョイント材が
使用されます。

実行前の準備

梁または柱、および 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 クリップ アングル

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

ガセット プレートの位置および形状を制御する寸法を定義するには、[画像] タブ
を使用します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離
を定義します。

2 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

3 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

4 ブレース間の距離を定義します。

5 メイン部材からブレースまでの距離を定義します。

6 クリップ アングルまたはコネクション プレートの端から、ガセ
ット プレートの端までの距離を定義します。

7 ガセット プレートの縁端のブレースの間のギャップ距離を定
義します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ﾋﾟｸﾁｬｰ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレートの配置

ベース プレートを使用する場合のガセット プレートの配置を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に平行に配置さ
れます。

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

ガセット プレートはブレースに平行に配置され
ます。

ガセット プレートは、ベース プレートなしでブ
レースに平行になります。

ガセット プレートの寸法

オプション 説明

標準

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

ガセット プレートはメイン部材を貫通
しません。

ガセット プレートのカット寸法を定義
します。

ガセット プレートはメイン部材を貫通
します。

ガセット プレート延長寸法を定義しま
す。

[ガセット] タブ

ガセット プレートのプロパティ、形状および位置、コネクション プレート、クリ
ップ アングルのプロパティと方向を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用します。

プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2441 ブレースコンポーネント



オプション 説明

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さおよび幅。

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ アングル プロファイ
ルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に直接
溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。
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クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。
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ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートのコーナー処理

ガセット プレートのコーナー処理のタイプと寸法、および平行ブレースの角度制
限を定義します。

  
1 コネクション プレートからメイン部材の内側フランジまでの距

離。

2 ガセット プレートの縁端からメイン部材のフランジまでの水平距
離。

3 角処理の水平寸法。

4 角処理の垂直寸法。
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カット サイズ

ガセット プレートがメイン部材を貫通する場合、ガセット プレートに対して作成
されるカット サイズを定義します。

 説明

1 カットの水平サイズを定義します。

2 カットの垂直サイズを定義します。

[ブレース接合] タブ

[ブレース接合] タブを使用して、コネクション プレート、クリップ アングル、フ
ィラー プレートのプロパティを定義します。アングル ジョイントにツイン プロ
ファイルを使用するかどうかを選択します。

部材

部材 説明

コネクション プレート コネクション プレートの厚さおよび幅。

コネクション プロファイル プロファイル カタログからプロファイ
ルを選択します。

アングル 1 アングル 2 プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

フィラー プレート フィラー プレートの厚さおよび高さ。

プレート 1 (FLG ガセット) プレートの厚さ、幅、および高さ。

プレート 2 (FLG ガセット) プレートの高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレート作成

オプション 説明

1 つまたは 2 つのコネクション プレートを
作成するかどうかを選択します。

コネクション プレートとブレース ウェブの
間にフィラー プレートを作成するかどうか
を選択します。

デフォルトでは、フィラー プレートは作成さ
れません。

フィラー プレート作成側を選択します。

このオプションは、2 つのコネクション プレ
ートを作成するように選択した場合に使用
できます。

クリップ アングルの作成

クリップ アングルまたはガセット プレートを使用して、ブレースをガセット プレ
ートに接続するかどうかを定義し、作成するクリップ アングルの数を指定します。
デフォルト オプションでは、ブレース ウェブの下側に 2 つのクリップ アングルが
作成されます。
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クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ジョイント タイプ

オプション 説明

ガセット プレートとコネクション プレ
ートの間のジョイント タイプ (溶接ま
たはボルト) を選択します。
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オプション 説明

ガセット プレートと L プロファイルの
間のジョイント タイプ (溶接またはボ
ルト) を選択します。

コネクション プレートのギャップ寸法

 説明

1 水平ギャップ寸法

2 垂直ギャップ寸法

[シム プレート] タブ

[シム プレート] タブを使用して、シム プレートのプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明

シム プレート 1、シム プレート 2、シム
プレート 3

シム プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

シム プレートの位置と番号

クリップ アングルを使用して、ブレースをガセット プレートに接続するときにシ
ム プレートを作成することができます。

 説明

1 ブレースとコネクション プレートの間のギャップを定義します。

2 上部と下部のフランジにシム プレートをいくつ作成するかを定
義します。

シム プレート プロファイル番号を入力します:1、2 または 3。こ
れらは、[シム プレート] タブの上部にある数字です。

たとえば、上部フランジに 3 つのシム プレートを作成し、シム
プレート 1 を 2 回、シム プレート 2 を 1 回使用する場合は、「1 1
2」と入力します。 初に入力する数値は、ブレース フランジに
も近いシム プレートです。

[ガセット取付け] タブ

ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのボルト グループ プロパティ
と、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット取付け] タブを使用
します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

 説明

1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。
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 説明

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個
々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがあ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

デフォルト

メイン部材がボルト留めされ、副部材が溶接され
ます。

オートデフォルトにより、このオプションを変更
できます。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの場合、クリ
ップ アングルはメイン部材に溶接され、副部材に
ボルト留めされます。それ以外の場合は、クリッ
プ アングルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト留めされ、副部材が溶接され
ます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト留めされ
ます。

両方の部材がボルト留めされます。

両方の部材が溶接されます。

ガセット プレート上のボルト

クリップ アングルを使用しない場合、ガセット プレートをメイン部材にボルト留
めするかどうかを定義します。

 説明

デフォルト

ガセット プレートにボルトを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できます。
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 説明

ガセット プレートにボルトを作成します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[スチフナー] タブ

[スチフナー] タブを使用して、スチフナーのプロパティと寸法を定義します。

部材

部材 説明

スチフナー 1、スチフナー 2 スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

スチフナーの長さ

  
1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離

を定義します。

2 スチフナーの長さを定義します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2454 ブレースコンポーネント



スチフナー寸法

 説明

1 スチフナーの幅を定義します。

2 スチフナー ベースの長さを定義します。

3 スチフナーの斜め部分の長さを定義します。

4 スチフナーの中心線からの距離を定義します。

5 スチフナー ベースからのスチフナーの斜め部分の垂直距離を定
義します。

[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ

初のブレース、2 番目のブレース、および 3 番目以降のブレースをガセット プレ
ートに接続するボルトを制御するには、[ﾎﾞﾙﾄ1]、[ﾎﾞﾙﾄ2]、[ﾎﾞﾙﾄ3] の各タブを使用
します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。
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 説明

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

6 ボルト タイプを選択します。

垂直ボルト位置

オプション 説明

L プロファイルの縁端からのボルト位
置。

副部材中心線からのボルト位置。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション オプション

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ポータル ブレーシング (105)
ポータル ブレーシング (105) は、ガセット プレートと T を使用して、 大 3 個の
中空ブレースを梁または柱に接続できます。
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作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• T

• ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:チューブ

ガセット プレートは梁に溶接されます。
ブレースは T を使用してガセット プレ
ートにボルト留めされます。

ブレース プロファイル:RHS

ガセット プレートが柱に溶接されます。
ブレースは T を使用してガセット プレ
ートにボルト留めされます。

制限事項

ブレースが同じ平面上にあることが条件です。

実行前の準備

同じ平面に、梁と 大 3 個のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. それ以降の副部材 (3 番目のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 T

[画像] タブ

ガセット プレートの縁端からの T の寸法を定義するには、[画像] タブを使用しま
す。

 説明

1 T の縁端寸法を定義します。
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[部材] タブ

[部材] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティと、ブレース縁端の T の
プロパティを定義します。T は、ブレースごとに個別に定義できます。

部材

オプション 説明

ガセット ガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

T フランジ Tekla Structures で 2 つのプレートを使用して T を作
成するには、[部材] タブの T プロファイルを空白にし
ておきます。代わりに、T フランジとウェブの厚さ、
幅、および高さを入力する必要があります。

T フランジの厚さ、幅、および高さを定義します。

T ウェブ Tekla Structures で 2 つのプレートを使用して T を作
成するには、[部材] タブの T プロファイルを空白にし
ておきます。代わりに、T フランジとウェブの厚さ、
幅、および高さを入力する必要があります。

T ウェブの厚さ、幅、および高さを定義します。

T プロファイル プロファイル カタログから T プロファイルを選択し
ます。

T プロファイルまたは I プロファイルを使用できま
す。

I プロファイルを使用すると、コンポーネントは I プ
ロファイルをカットして T を作成します。[パラメー
タ] タブの T デプス オプションを使用して、I プロフ
ァイルをカットする位置を指定する必要があります。

[パラメータ] タブ

T の寸法、クリアランス、ガセット プレートの位置および角処理を定義するには、
[パラメータ] タブを使用します。

オプション 説明

小ｶｯﾄ角度 (0-90 度) 小カット角度を定義します。

個別に溶接を指定 個別に溶接を使用するかどうかを選択
します。

個別にボルトを指定 個別にボルトを使用するかどうかを選
択します。

ガセットの位置

ブレース上のガセットの位置を選択します。
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T の位置

ガセット上の T の位置を選択します。

ガセット角処理

オプション 説明

デフォルト

角処理なし

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

角処理なし

コーナーを作成します。

T の寸法

各ブレースの T の寸法を定義します。

 説明

1 T 長さ

2 T デプス

ボルト グループの配置

ボルト グループを配置するかどうかを選択します。
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メイン部材上のガセットの位置

オプション 説明

デフォルト

ガセットは、定義された距離に従って配
置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセットは、定義された距離に従って配
置されます。

ガセットはボルト グループの中心に配
置されます。

ガセットは、ジョイント原点の中心を中
心に配置されます。

[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ

[ボルト 1]、[ボルト 2]、[ボルト 3] のタブを使用して、 初のブレース、2 番目の
ブレース、および 3 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
します。
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ボルト グループの寸法

 説明

1 メイン部材ウェブからのプレート縁端の距離。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある
場合は、2 つの間隔値を入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
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ボルト ガセット (196)
ボルト ガセット (196) は、梁または柱にボルト留めまたは溶接されたガセット プ
レートを使用することで、1 ～ 10 のブレースを梁または柱に接続します。ブレー
スはガセット プレートにボルト留めされます。ブレースの端部または各側に、ク
リップ アングルを作成できます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• ガセット プレートを梁または柱に接続する、クリップ アングルまたはガセット
プレート (オプション)

• ブレースをガセット プレートに接続するクリップ アングル (オプション)

• コネクション プレート

• カバー プレート (中空ブレース)

• スチフナー (オプション)

• ボルト

• 溶接

• カット

適用

状況 説明

ブレース プロファイル:RHS

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して梁フランジにボルト留め
されます。ブレースは、ガセット プレー
トの周りに差し込まれ、ボルトとクリッ
プ アングルを使用してガセット プレー
トに取り付けられます。

ブレース プロファイル:チューブ

ガセット プレートは梁ウェブに溶接さ
れます。ブレースは、ガセット プレート
周辺をノッチ処理し、ピンでガセット プ
レートに固定します。
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状況 説明

ブレース プロファイル:T

ガセット プレートは梁フランジに溶接
されます。ブレースは、ガセット プレー
トにボルト留めされます。

ブレース プロファイル:L

ガセット プレートが柱フランジに溶接
されています。ブレースは、ガセット プ
レートにボルト留めされます。

実行前の準備

梁または柱、および 1 ～ 10 のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (梁または柱) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー
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1 ガセット プレート

2 クリップ アングル

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

[画像] タブ

ガセット プレートの位置および形状を制御する寸法を定義するには、[画像] タブ
を使用します。

寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を定
義します。

2 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

3 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

4 ブレース間の距離を定義します。

5 メイン部材からブレースまでの距離を定義します。

6 クリップ アングルまたはコネクション プレートの端から、ガセッ
ト プレートの端までの距離を定義します。

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ﾋﾟｸﾁｬｰ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。
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ガセット プレートの配置

ベース プレートを使用する場合のガセット プレートの配置を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に平行
に配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースに平行に
配置されます。

ガセット プレートのコーナー処理

ガセット プレートのコーナー処理のタイプと寸法、および平行ブレースの角度制
限を定義します。

 説明

1 コネクション プレートからメイン部材の内側フランジまでの距
離。

2 ガセット プレートの縁端からメイン部材のフランジまでの水平
距離。

3 角処理の水平寸法。

4 角処理の垂直寸法。

カット サイズ

ガセット プレートがメイン部材を貫通する場合、ガセット プレートに対して作成
されるカット サイズを定義します。
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 説明

1 カットの水平サイズを定義します。

2 カットの垂直サイズを定義します。

[ガセット] タブ

ガセット プレートのプロパティ、形状、位置、クリップ アングルのプロパティと
方向、並行ブレーシングの角度限界を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用します。

プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さおよび幅。

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。
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ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に直接
溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。
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柱または梁のガセット プレート位置

オプション 説明

ガセット位置を選択します。

デフォルト オプションでは、ブレースに
平行に配置されます。

[ブレース接合] タブ

[ブレース接合] タブを使用して、カバー プレート、ブレースのノッチ、スロット
の各プロパティを定義します。

カバー プレート

オプション 説明

カバー プレート カバー プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン

鉄骨コンポーネント リファレンス 2475 ブレースコンポーネント



オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ブレースのノッチ

オプション 説明

ブレースをノッチ処理するかどうかを
選択します。

1. ノッチの垂直寸法。

2. ノッチの水平寸法。

3. ノッチ角度。

ブレースの外縁端からプレートまでの
距離を定義します。

ブレースの端点に斜めカットを作成す
るか、方形のブレース端を作成するかを
選択します。

[ガセット ボルト] タブ

ガセット プレートをメイン部材に接続するボルトのボルト グループ プロパティ
と、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット ボルト] タブを使用
します。
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ボルト グループの寸法

  
1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離で
す。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボル
ト個々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボ
ルトがある場合は、2 つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を
選択します。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

7 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を
選択します。

  
1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2477 ブレースコンポーネント



  
2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある
場合は、2 つの間隔値を入力します。

クリップ アングルの取り付け方法

オプション 説明

デフォルト

両方の部材がボルト留めされます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト留めされ、副部材が
溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト
留めされます。

両方の部材がボルト留めされます。

両方の部材が溶接されます。

ガセット プレート上のボルト

クリップ アングルを使用しない場合、ガセット プレートをメイン部材にボルト留
めするかどうかを定義します。
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オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートにボルトを作成しま
せん。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートにボルトを作成しま
す。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。
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ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ

初のブレース、2 番目のブレース、および 3 番目以降のブレースをガセット プレ
ートに接続するボルトを制御するには、[ﾎﾞﾙﾄ1]、[ﾎﾞﾙﾄ2]、[ﾎﾞﾙﾄ3] の各タブを使用
します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト
個々の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルト
がある場合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離で
す。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選
択します。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

チューブ クロス (22) の属性

鋼管副部材を使用すると、[ボルト ガセット (196)] で、ガセット プレートと鋼管副
部材の間に作成されたコンポーネント オブジェクトが自動的に削除され、ガセッ
ト プレートと鋼管副部材の間の [チューブ クロス (22)] ジョイントが使用されま
す。

[チューブ クロス (22)] で使用するプロパティ ファイルを定義するには、[ブレース
ボルト 2] タブに移動し、[チューブ クロス (22) の属性] ボックスにプロパティ ファ
イル名を入力します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

[アングル ボルト] タブ

クリップ アングルを接続するボルトを制御するには、[アングル ボルト] タブを使
用します。

部材

オプション 説明

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ アングル プロファ
イルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 クリップ アングルとブレースの間の縁端距離を定義します。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。
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 説明

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

クリップ アングルの位置

オプション 説明

クリップ アングルの位置を選択します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接の作成

コーナー ブレース継ぎ手

コーナー ブレース継ぎ手を使用して、2 つの部材が接触するブレースを自動的に接
続し、たとえばコーナーを形成します。

• 梁と柱
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• 柱とベース プレート

• 梁と延長エンド プレート

• 2 つの梁と柱

Tekla Structures には、以下のコーナー ブレース継ぎ手が用意されています。

コンポーネント イメージ 説明

コーナー チュー
ブ ガセット (56)
(2488 ページ)

コネクション プレートとオ
プションの割込プレートを使
用してブレースをガセット
プレートにボルト付けしま
す。中空ブレースをシール処
理します。

コーナー ボルト
付けガセット
(57) (2504 ペー
ジ)

ブレースをガセット プレー
トにボルト付けします。ガセ
ット プレートを、コーナーを
形成する部材の一方または両
方に溶接します。中空ブレー
スをシール処理します。

ガセット ラップ
付 (58) (2518 ペ
ージ)

ブレースをガセット プレー
トにボルト付けまたは溶接し
ます。3 番目の部材 (通常は
柱) の周りにガセット プレー
トをラップするオプション。
ガセット プレートをメイン
部材に接続するためにジョイ
ント材質を使用するオプショ
ン。

チューブ ガセッ
ト ラップ付 (59)
(2544 ページ)

中空ブレースをガセット プ
レートにボルト付けまたは溶
接します。3 番目の部材 (通
常は柱) の周りにガセット プ
レートをラップするオプショ
ン。ガセット プレートをメ
イン部材に接続するためにジ
ョイント材質を使用するオプ
ション。

ガセット クロス
ラップ付 (60)
(2565 ページ)

ブレースをガセット プレー
トにボルト付けまたは溶接し
ます。クリップ アングルを
使用するオプション。3 番目
の部材 (通常は柱) の周りにガ
セット プレートをラップす
るオプション。ガセット プ
レートをメイン部材に接続す
るためにジョイント材質を使
用するオプション。
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コンポーネント イメージ 説明

コーナー ガセッ
ト ラップ付 (63)
(2586 ページ)

クリップ アングルとコネク
ション プレートを使用して、
ブレースをガセット プレー
トにボルト付けします。ガセ
ット プレートをメイン部材
の 1 つに溶接します。

折ガセット（140）
(2605 ページ)

異なる平面のブレースを、異
なる平面にある 1 つまたは複
数の梁または柱に接続しま
す。2 つの異なる曲げ線に沿
って曲がるガセット プレー
トを作成します。中空ブレー
スをシール処理します。

H ブレース（165）
(2607 ページ)

2 つの部材が接触するガセッ
ト プレートに単一ブレース
をボルト付けして、コーナー
を形成します。十字プレート
は、ジョイントを強化します。

コーナー チューブ ガセット (56)
[コーナー チューブ ガセット (56)] は、ガセット プレートを使用して、2 つの部材
が接触するコーナーに 1 〜 10 個の中空ブレースを接続します。ブレースに長孔を
適用するコネクション プレートまたは割込プレートを使用して、ブレースをガセ
ット プレートにボルト付けします。追加コネクション プレートを作成するオプシ
ョン。ブレースをシール処理します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• コネクション プレート

• カバー プレート

• 割込プレート (オプション)

• カバー プレート (オプション)

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

ブレース プロファイル: RHS

部材構成条件: 柱と延長エンド プレー
ト

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。割込プレートを使
用して、ブレースをガセット プレートに
ボルト付けします。

ブレース プロファイル: RHS

部材構成条件: 柱と梁

ガセット プレートが柱フランジに溶接
されています。ブレースは、割込プレー
ト、ジョイント、カバー プレートを使用
して、ガセット プレートにボルト付けさ
れます。

実際の作業を始める前に

コーナーを形成する部材と、1 ～ 10 個のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します (Tekla Structures によりこの部材にガ
セット プレートが接続されます)。

6. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 カバー プレート

[画像] タブ

ガセット プレートの位置と形状を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端とメイン部材 (コーナーを形成する
初の部材) の間のギャップ距離を定義します。

2 コネクション プレートから 後の副部材までの縁端距離を定
義します。

3 コネクション プレート間の距離を指定します。

4 コネクション プレートからメイン部材までの縁端距離を定義
します。

5 ガセット プレートの縁端と副部材 (コーナーを形成する 2 番目
の部材) の間のギャップ距離を定義します。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

8 コネクション プレートの縁端の長さを定義します。

9 コネクション プレート上のブレースの長さを定義します。

10 カバー プレートとガセット プレートの間の縁端距離を定義し
ます。
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[ガセット] タブ

[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティを制御します。

ガセット プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。
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オプション 説明

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。
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オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。

ガセット プレート フィッティング

オプション 説明

後に選択した副部材にガセットをフ
ィッティングするかどうかを選択しま
す。

ガセット溶接

溶接 1 は、ガセット部材をメイン部材に溶接するために使用され、溶接 4 は 後の
副部材にガセットを溶接するために使用されます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に溶接されま
す。

オートデフォルトにより、このオプションを変更
できます。
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オプション 説明

ガセット プレートはメイン部材に溶接されま
す。

ガセット プレートは副部材に溶接されます。

ガセット プレートをメイン部材と副部材に溶接
します。

[ブレース接合] タブ

コネクション プレート、シール プレート、割込プレート、およびカバー プレート
のプロパティを制御するには、[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブを使用します。

プレート

オプション 説明

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さ、幅、およ
び高さ。

カバー プレート カバー プレートの厚さ、幅、および高
さ。

割込ﾌﾟﾚｰﾄ 割込プレートの厚さ。

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ カバー プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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ブレース ジョイントのタイプ

ブレースをコネクション プレートに接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースは溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブレースは溶接されます。

ブレースはボルト留めされます。

ブレースは溶接され、ナットの周囲をノ
ッチ処理されます。

割込プレートとカバー プレートが作成
されます。

ブレースでのカット

ブレースのカット幅を定義します。ここで、t はコネクション プレートの厚さを意
味します。

ブレースの、コネクション プレート縁端からのカット長さを定義します。

ブレースでの丸いカット

オプション 説明

デフォルト

角切り

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

角切り

円弧のカット

半径の値を入力します。
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コネクション プレート

コネクション プレートをブレースに接続する際に、ブレースをノッチ処理するか、
またはコネクション プレートをカット処理するかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースはノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

ブレースはノッチ処理されます。

コネクション プレートはカット処理されま
す。

コネクション プレートはカット処理されま
すが、ブレースの内側に作成されたコネクシ
ョン プレートの部材は削除されません。

コネクション プレートをカット処理する場
合、ブレースとコネクション プレートの間の
ギャップのサイズを定義できます。

コネクション プレートの数

ブレースをガセット プレートに接続する際に使用するコネクション プレートの数
(1 枚または 2 枚) を定義します。

オプション 説明

デフォルト

1 つのコネクション プレート

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

1 つのコネクション プレート

2 つのコネクション プレート
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コネクション プレートのコーナー処理

オプション 説明

デフォルト

コーナーを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

コーナーを作成しません。

コーナーを作成します。

コーナーを作成する場合、コーナーの垂直寸
法と水平寸法を定義します。

エンド プレート

エンド プレートを使用してブレースをシール処理する場合、エンド プレートの形
状と寸法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

四角形のエンド プレート。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

四角形のエンド プレート。

円形のエンド プレート

エンド プレートの縁端距離

オプション 説明

ブレースの外縁端からエンド プレート
の縁端までの距離。
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[スチフナー] タブ

スチフナーのプロパティと寸法を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

ｽﾁﾌﾅｰ

オプション 説明

ｽﾁﾌﾅｰ 1
ｽﾁﾌﾅｰ 2

スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。
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スチフナーの長さ

 説明

1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離。

2 スチフナーの長さ。

スチフナー寸法

 説明

1 スチフナーの幅。

2 スチフナー ベースの長さ。

3 スチフナーの斜め部分の長さ。

4 スチフナーの中心線からの距離。

5 スチフナー ベースからスチフナーの斜め部分までの垂直距離。
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[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

初のブレースと 2 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
するには、[ﾎﾞﾙﾄ1] および [ﾎﾞﾙﾄ2] の各タブを使用します。

コネクション プレート上のボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々
の間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場
合は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択し
ます。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。
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オプション オプション

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側

はい
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オプション 説明 標準

にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

ガセット側およびブレース側ボルト タイプ

ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付けが必要な場所を定義します。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

コーナー ボルト付けガセット (57)
[コーナー ボルト ガセット (57)] では、ガセット プレートを使用して、2 つの部材
が接触する角に 1 〜 10 個のブレースを接続します。コーナーを形成する選択した
1 つ目の部材にガセット プレートを溶接します。ブレースの端部または各側に、オ
プションのクリップ アングルを作成します。RHS またはチューブ ブレースをシ
ール処理します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート
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• クリップ アングル (オプション)

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• アングル ボルト

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル: RHS

部材構成条件: 柱と延長エンド プレー
ト

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。ブレースはガセッ
ト プレートにピンで固定されます。

ブレース プロファイル: T、L

部材構成条件: 柱と延長エンド プレー
ト

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。ブレースはガセッ
ト プレートにボルト留めされます。

実際の作業を始める前に

角を形成する 2 個の部材と、1 ～ 10 個のブレースを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

ガセット プレートはこの部材に平行に接続されます。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。
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4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します。

6. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

[画像] タブ

ガセット プレートの位置と形状を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端とメイン部材 (角を形成する 初の部材)
の間のギャップ距離を定義します。

2 後の副部材から 後のブレースまでの縁端距離を定義します。

3 ブレース間の距離を定義します。

4 初のブレースからメイン部材までの縁端距離を定義します。

5 ガセット プレートの縁端と副部材 (コーナーを形成する 2 番目の部
材) の間のギャップ距離を定義します。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

[ガセット] タブ

[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティを制御します。

ガセット プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。
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オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレースの位置

オプション 説明

デフォルト

ブレースの位置は影響を受けません。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

初に選択したブレースがメイン部材
に も近い位置に配置されます。

ブレースのノッチ

オプション 説明

ブレースをノッチ処理するかどうかを
選択します。

1. ノッチの垂直寸法

2. ノッチの水平寸法。

3. ノッチ角度。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2509 ブレースコンポーネント



ブレースでの丸いカット

オプション 説明

デフォルト

角切り

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

角切り

円弧のカット

半径の値を入力します。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。

オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。
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ガセット プレート フィッティング

オプション 説明

後に選択した副部材にガセットをフ
ィッティングするかどうかを選択しま
す。

ガセット溶接

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートは副部材に溶接され
ます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートは副部材に溶接され
ます。

ガセット プレートはメイン部材に溶接
されます。

[スチフナー] タブ

スチフナーのプロパティと寸法を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

ｽﾁﾌﾅｰ

オプション 説明

ｽﾁﾌﾅｰ 1
ｽﾁﾌﾅｰ 2

スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
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オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

スチフナーの長さ

 説明

1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離。

2 スチフナーの長さ。

スチフナー寸法

 説明

1 スチフナーの幅。

2 スチフナー ベースの長さ。
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 説明

3 スチフナーの斜め部分の長さ。

4 スチフナーの中心線からの距離。

5 スチフナー ベースからスチフナーの斜め部分までの垂直距離。

[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

初のブレースと 2 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
するには、[ﾎﾞﾙﾄ1] タブおよび [ﾎﾞﾙﾄ2] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。
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オプション 説明 標準

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。
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オプション 説明

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[アングル ボルト] タブ

[アングル ボルト] タブを使用して、クリップ アングルの定義と、クリップ アング
ルをガセット プレートに接続するボルトの制御を行います。

部材

部材 説明

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ アングル
プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 クリップ アングルのブレース縁端までの縁端距離。
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 説明

5 水平方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

6 水平方向のボルトグループの位置の寸法。

クリップ アングルの位置

オプション 説明

クリップ アングルの位置を選択します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ガセット ラップ付 (58)
[ガセット ラップ付 (58)] では、ガセット プレートを使用して、2 個または 3 個の部
材 (通常は 2 本の梁と 1 本の柱) が交わる角に 1～10 個のブレースを接続します。
ガセット プレートは、3 番目の部材 (通常は柱) のまわりに巻きつけることができ
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ます。コネクション プレートを使用してブレース ウェブをガセット プレートに
ボルト留めまたは溶接します。または、クリップ アングルを使用してブレース フ
ランジをガセット プレートにボルト留めまたは溶接します。ガセット プレートを
2 本の梁に直接接続するか、クリップ アングル、ガセット プレート、コネクショ
ン プレートのいずれかを使用します。ブレース プロファイルは C または W にす
ることができます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• クリップ アングル

• ガセット プレート

• コネクション プレート

• シム プレート

• ボルト

• カット

• 溶接

適用

状況 説明

ブレース プロファイル: W

部材構成条件: 梁と柱

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して柱フランジにボルト留め
されます。ブレースは、コネクション プ
レートとクリップ アングルを使用して、
ガセット プレートにボルト留めされま
す。

実際の作業を始める前に

角を形成する 2 個または 3 個の部材と、1～10 個のブレースを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。
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4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します。

6. 必要に応じて、柱を選択し、2 本の梁と柱が交わる柱のまわりにガセット プレ
ートを巻きつけます。

7. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 クリップ アングル

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、ガセットプレートの形状、ブレースとクリップ アングル
の位置、および作業点の位置を定義します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を
定義します。

2 後の副部材から 後のブレースまでの縁端距離を定義します。

3 ブレース間の距離を定義します。

4 初のブレースからメイン部材までの縁端距離を定義します。

5 ガセット プレートの縁端と副部材 (コーナーを形成する 2 番目の
部材) の間のギャップ距離を定義します。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

8 ガセット プレートの縁端のブレースの間のギャップ距離を定義
します。

9 作業点を基準にしたガセット プレートの縁端距離を定義します。

10 3 番目の部材のフランジまでのガセット プレートの縁端距離を
定義します。
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 説明

11 作業点を基準とするクリップ アングルの縁端距離を定義します。

12 3 番目の部材のフランジまでのクリップ アングルの縁端距離を
定義します。

作業点の位置

オプション 説明

作業点の位置を選択します。デフォル
トでは 2 つのメイン部材の交点が使用
されます。

Tekla Structures では、コンポーネントの
作業点を使用して、図面のチェック寸法
と部材マーク寸法が計算されます。

[ガセット] タブ

[ガセット] タブを使用して、ガセット プレート、コネクション プレート、クリッ
プ アングルの各プロパティを定義します。

部材

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

コネクション プレート コネクション プレートの厚さおよび高
さ。

上のアングル

下のアングル

プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。
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オプション 説明 デフォルト

り、そこに製品マークを入
力できます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。

ﾒｲﾝ部材～ｸﾘｯﾌﾟ面の隙間

メイン部材と 後の副部材の両方のコネクション プレートのクリアランスまたは
クリップ アングルのクリアランスを定義できます。

ギャップ寸法

オプション 説明

ガセット プレートとコネクション プレ
ート の間のギャップ寸法、またはクリッ
プ アングルを定義します。
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寸法を通じてカットされたコネクション プレート

 説明

1 長さを通じてカットされたコネクション プレート

2 角処理の半径

3 水平方向の角処理寸法

4 垂直方向の角処理寸法

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。
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オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ノッチ角度

オプション 説明

デフォルト

四角形のノッチ

ガセット プレートが柱と干渉する場合
は、柱の周囲に沿ってガセット プレート
がノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

四角形のノッチ

斜めのノッチ

ノッチ角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

斜めの角処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理なし

ノッチ処理された縁端は、ガセット プレ
ートの縁端に平行です。

斜めの角処理

円の 4 分の 1 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の 4 分の 3 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の中心点がノッチの角になります。

ガセット プレートの角が斜めになって
います。

ガセット プレートの角がノッチ処理ま
たは角処理されていません。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法
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 説明

2 角処理の垂直寸法

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。

オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。

[ブレース接合] タブ

[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブを使用して、コネクション プレート、クリップ アングル、フィラ
ー プレート、ガセット プレートの各プロパティ、そしてアングル接続プロファイ
ルを制御します。

プレート

オプション 説明

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さおよび幅。

コネクション プレート プロファイルを
選択します。

上のアングル

下のアングル

クリップ アングル プロファイルを選択
します。
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オプション 説明

フィラー プレート フィラー プレートの厚さ、幅、および高
さ。

上のガセット プレート 上のガセット プレートの厚さ、幅、およ
び高さ。

下のガセットプレート 下ガセット プレートの高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレート作成

オプション 説明

1 つまたは 2 つのコネクション プレー
トを作成するかどうかを選択します。

コネクション プレートとブレース ウェ
ブの間にフィラー プレートを作成する
かどうかを選択します。

デフォルトでは、フィラー プレートは作
成されません。
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クリップ アングルの作成

オプション 説明

クリップ アングルまたはガセット プレ
ートを使用して、ブレースをガセット プ
レートに接続するかどうかを定義し、作
成するクリップ アングルの数を指定し
ます。

デフォルト オプションでは、ブレース
ウェブの下側に 2 つのクリップ アング
ルが作成されます。

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。
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ジョイント タイプ

オプション 説明

ガセット プレートとコネクション プレ
ートの間のジョイント タイプ (溶接ま
たはボルト) を選択します。

ガセット プレートと L プロファイルの
間のジョイント タイプ (溶接またはボ
ルト) を選択します。

コネクション プレートのギャップ寸法

 説明

1 水平ギャップ寸法

2 垂直ギャップ寸法

シム プレート

[シム プレート] タブを使用して、シム プレートのプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明

シム プレート 1
シム プレート 2
シム プレート 3

シム プレートの厚さ、幅、および高さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

シム プレートの位置

クリップ アングルを使用して、ブレースをガセット プレートに接続するときにシ
ム プレートを作成することができます。

 説明

1 ブレースとコネクション プレートの間のギャップを定義します。

2 上部と下部のフランジにシム プレートをいくつ作成するかを定義
します。

シム プレート プロファイル番号を入力します:1、2 または 3。これ
らは、[シム プレート] タブの上部にある数字です。

たとえば、上部フランジに 3 つのシム プレートを作成し、シム プ
レート 1 を 2 回、シム プレート 2 を 1 回使用する場合は、「1 1 2」
と入力します。 初に入力する数値は、ブレース フランジに も近
いシム プレートです。

[ガセット ボルト 1] / [ガセット取付け 2] タブ

ガセット プレートをメイン部材と副部材に接続するボルトのボルト グループ プ
ロパティを制御したり、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット
ボルト 1] および [ガセット取付け 2] タブを使用します。
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ボルト グループの寸法

  
1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルト グループ寸法は、作業点を基準にします。

作業点は、メイン部材の中心線と 後の副部材の中心線の交点で
す。
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 説明

1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい
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長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

標準

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト接合され、副部材が
溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト
接合されます。

両方の部材がボルト接合されます。

両方の部材が溶接されます。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし
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オプション 説明

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

[ブレース ボルト 1] および [ブレース ボルト 2] タブを使用して、ブレースをガセッ
ト プレートに接続するボルトを制御します。

ボルト グループの寸法

 オプション

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。
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 オプション

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

6 ボルト タイプを選択します。
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アングル ボルト グループの寸法

 オプション

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション

垂直ボルト位置

オプション 説明

L プロファイルの縁端からのボルト位置。
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オプション 説明

副部材中心線からのボルト位置。

クリップ アングルの拡張

  
クリップ アングルを延長するかどうか、
および延長面を選択します。

クリップ アングル拡張のボルト グループの寸法を定義します。

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 クリップ アングル拡張でボルトにボルト間隔を指定します。

5 ボルトの取り付け作業を行う場所です。
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ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。
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ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[梁カット部] タブ

[梁カット部] タブを使用して、溶接アクセス孔、梁端部開先、およびフランジ カ
ットを制御します。
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溶接アクセス孔の寸法

 オプション

1 上部および下部の溶接アクセス孔の寸法。

2 副部材ウェブとメイン部材の間のギャップ。

3 副部材の下フランジとメイン部材の間のギャップ。

溶接アクセス孔

オプション オプション 説明

デフォルト

円形の溶接アクセス孔

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

円形の溶接アクセス孔

四角形の溶接アクセス孔

斜めの溶接アクセス孔
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フランジカット

上フランジのオプション 下フランジのオプション 説明

デフォルト

フランジはカットされま
せん。

このオプションは、オート
デフォルトによる変更が
可能です。

フランジはカットされま
せん。

フランジはカットされま
す。

梁端部開先

オプション 説明

デフォルト

上フランジと下フランジが処理されま
す。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

上フランジと下フランジが処理されま
す。

梁端部は処理されません。

上フランジと下フランジが処理されま
す。

上フランジが処理されます。

下フランジが処理されます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接の作成

チューブ ガセット ラップ付 (59)
[チューブ ガセット ラップ付き (59)] は、ガセット プレートを使用して、2 つまた
は 3 つの部材が交わる角に 1～10 個のブレースを接続します。ガセット プレート
は、3 番目の部材 (通常は柱) のまわりに巻きつけることができます。コネクション
プレートを使用してブレース ウェブをガセット プレートにボルト留めまたは溶接
します。または、クリップ アングルを使用してブレース フランジをガセット プレ
ートにボルト留めまたは溶接します。ガセットプレートを既存の部材に直接接続
するか、クリップ アングル、コネクション プレートのいずれかを使用します。ブ
レースをシール処理します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• コネクション プレート (オプション)

• クリップ アングル (オプション)

• カバー プレート

• 割込プレート

• カバー プレート

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

ブレース プロファイル: RHS

部材構成条件: 梁と柱

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して柱フランジにボルト留め
されます。ブレースは、割込プレートを
使用してガセット プレートにボルト留
めされます。

ブレース プロファイル: RHS

部材構成条件: 梁と柱

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して柱フランジにボルト留め
されます。ブレースはコネクション プ
レートに溶接されます。コネクション
プレートとガセット プレートの間のジ
ョイントにボルトが適合するよう、ブレ
ースの端部はノッチ処理されています。

実際の作業を始める前に

角を形成する 2 個または 3 個の部材と、1～10 個のブレースを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します (Tekla Structures によりこの部材にガ
セット プレートが接続されます)。

6. 必要に応じて、柱を選択し、2 本の梁と柱が交わる柱のまわりにガセット プレ
ートを巻きつけます。

7. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。
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部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 クリップ アングル

4 カバー プレート

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、ガセットプレートの形状、ブレースとクリップ アングル
の位置、および作業点の位置を定義します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を定
義します。

2 後の副部材から 後のブレースまでの縁端距離を定義します。

3 ブレース間の距離を定義します。

4 初のブレースからメイン部材までの縁端距離を定義します。

5 ガセット プレートの縁端と副部材 (コーナーを形成する 2 番目の
部材) の間のギャップ距離を定義します。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

8 ガセット プレートの縁端からシール プレートまでのギャップ距離
を定義します。

9 コネクション プレートの縁端の長さを定義します。

10 コネクション プレート上のブレースの寸法を定義します。

11 作業点を基準にしたガセット プレートの縁端距離を定義します。

12 3 番目の部材のフランジまでのガセット プレートの縁端距離を定
義します。

13 作業点を基準とするクリップ アングルの縁端距離を定義します。
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 説明

14 3 番目の部材のフランジまでのクリップ アングルの縁端距離を定
義します。

作業点の位置

オプション 説明

作業点の位置を選択します。デフォル
トでは 2 つのメイン部材の交点が使用
されます。

Tekla Structures では、コンポーネントの
作業点を使用して、図面のチェック寸法
と部材マーク寸法が計算されます。

[ガセット] タブ

[ガセット] タブを使用して、ガセット プレート、コネクション プレート、クリッ
プ アングルの各プロパティを定義します。

部材

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

コネクション プレート コネクション プレートの厚さおよび高
さ。

上のアングル

下のアングル

プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2548 ブレースコンポーネント



オプション 説明 デフォルト

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。
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寸法を通じてカットされたコネクション プレート

 説明

1 長さを通じてカットされたコネクション プレート

2 角処理の半径

3 水平方向の角処理寸法

4 垂直方向の角処理寸法

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ﾒｲﾝ部材～ｸﾘｯﾌﾟ面の隙間

メイン部材と 後の副部材の両方のコネクション プレートのクリアランスまたは
クリップ アングルのクリアランスを定義できます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。
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オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ノッチ角度

オプション 説明

デフォルト

四角形のノッチ

ガセット プレートが柱と干渉する場合
は、柱の周囲に沿ってガセット プレート
がノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。
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オプション 説明

四角形のノッチ

斜めのノッチ

ノッチ角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

斜めの角処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理なし

ノッチ処理された縁端は、ガセット プレ
ートの縁端に平行です。

斜めの角処理

円の 4 分の 1 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の 4 分の 3 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の中心点がノッチの角になります。

ガセット プレートの角が斜めになって
います。

ガセット プレートの角がノッチ処理ま
たは角処理されていません。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法
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 説明

2 角処理の垂直寸法

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。

オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。

[ブレース接合] タブ

コネクション プレート、シール プレート、割込プレート、カバー プレートのプロ
パティを制御するには、[ブレース接合] タブを使用します。

部材

オプション 説明

コネクション プレート コネクション プレートの厚さ、幅、およ
び高さ。

カバー プレート シール プレートの厚さおよび高さ。

割込プレート 割込プレートの厚さおよび高さ。

カバー プレート カバー プレートの厚さ、幅、および高
さ。
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オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ブレース ジョイントのタイプ

ブレースをコネクション プレートに接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースは溶接されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブレースは溶接されます。

ブレースはボルト留めされます。

ブレースは溶接され、ナットの周囲をノ
ッチ処理されます。

割込プレートとカバー プレートが作成
されます。

ブレースでのカット

ブレースのカット幅を定義します。ここで、t はコネクション プレートの厚さを意
味します。

ブレースの、コネクション プレート縁端からのカット長さを定義します。
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ブレースでの丸いカット

オプション 説明

デフォルト

角切り

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。

角切り

円弧のカット

半径の値を入力します。

コネクション プレート

コネクション プレートをブレースに接続する際に、ブレースをノッチ処理するか、
またはコネクション プレートをカット処理するかを定義します。

オプション 説明

デフォルト

ブレースはノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ブレースはノッチ処理されます。

コネクション プレートはカット処理さ
れます。

コネクション プレートをカット処理す
る場合、ブレースとコネクション プレー
トの間のギャップのサイズを定義でき
ます。

コネクション プレートの数

ブレースをガセット プレートに接続する際に使用するコネクション プレートの数
(1 枚または 2 枚) を定義します。
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オプション 説明

デフォルト

コネクション プレートを 1 枚使用しま
す。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

コネクション プレートを 1 枚使用しま
す。

2 つのコネクション プレート

コネクション プレートのコーナー処理

オプション 説明

デフォルト

コーナーを作成しません。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

コーナーを作成しません。

コーナーを作成します。

コーナーを作成する場合、コーナーの垂直寸
法と水平寸法を定義します。

エンド プレート

エンド プレートを使用してブレースをシール処理する場合、エンド プレートの形
状と寸法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

四角形のエンド プレート。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

四角形のエンド プレート。
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オプション 説明

円形のエンド プレート

エンド プレートの縁端距離

オプション 説明

ブレースの外縁端からエンド プレート
の縁端までの距離。

[ガセット取付け 1] / [ガセット取付け 2] タブ

ガセット プレートをメイン部材と副部材に接続するボルトのボルト グループ プ
ロパティを制御したり、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット
取付け 1] および [ガセット取付け 2] タブを使用します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルト グループ寸法は、作業点を基準にします。

  
1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

標準

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト接合され、副部材が
溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト
接合されます。

両方の部材がボルト接合されます。
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オプション 説明

両方の部材が溶接されます。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

初のブレースと 2 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
するには、[ﾎﾞﾙﾄ1] および [ﾎﾞﾙﾄ2] の各タブを使用します。

コネクション プレート上のボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション

鉄骨コンポーネント リファレンス 2562 ブレースコンポーネント



千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

ガセット側およびブレース側ボルト タイプ

ボルト タイプを選択し、ボルトの取り付けが必要な場所を定義します。

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。
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オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

ガセット クロス ラップ付 (60)
[ガセット ラップ付 (60)] では、クリップ アングルとコネクション プレートを使用
して、ガセット プレートに 1～10 個のブレースを接続します。ここで 2 個または
3 個の部材が交わって角が作られます。ガセット プレートは、3 番目の部材 (通常
は柱) のまわりに巻きつけることができます。クリップ アングルまたはコネクシ
ョン プレートを使用してガセット プレートを部材に接続するか、 初に選択した
部材に直接溶接します。ブレースの端部または各側に、クリップ アングルを作成
できます。中空ブレースをシール処理します。ブレースに L、W、WT、RHS、お
よびチューブの各プロファイルを作成することができます。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• コネクション プレート

• クリップ アングル (オプション)

• カバー プレート (中空ブレース)

• 溶接
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適用

状況 説明

ブレース プロファイル: W

部材接続プロファイル:柱と 2 本の梁

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して梁にボルト留めされます。
ブレースは、ノッチ処理され、ガセット
プレートにボルト留めされます。

ブレース プロファイル: RHS

部材接続プロファイル:柱と梁

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して柱にボルト留めされます。
ブレースは、ガセット プレートにピンで
固定されます。

ブレース プロファイル: L

部材接続プロファイル:エレベーション
が異なる 2 本の梁

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して両方の梁にボルト留めさ
れます。ブレースは、ガセット プレート
にボルト留めされます。

ブレース プロファイル: RHS

部材接続プロファイル:柱と柱ベース プ
レート

ガセット プレートは、クリップ アング
ルを使用して柱とベース プレートにボ
ルト留めされます。ブレースは、ガセッ
ト プレートにピンで固定されます。
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実際の作業を始める前に

角を形成する 2 個または 3 個の部材と、1～10 個のブレースを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します。

6. 必要に応じて、柱を選択し、2 本の梁と柱が交わる柱の周囲にガセット プレー
トを巻きつけます。

7. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 クリップ アングル

[画像] タブ

[画像] タブを使用して、ガセットプレートの形状、ブレースとクリップ アングル
の位置、および作業点の位置を定義します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を
定義します。

2 後の副部材から 後のブレースまでの縁端距離を定義します。

3 ブレース間の距離を定義します。

4 初のブレースからメイン部材までの縁端距離を定義します。

5 ガセット プレートの縁端と副部材 (コーナーを形成する 2 番目
の部材) の間のギャップ距離を定義します。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

8 作業点を基準にしたガセット プレートの縁端距離を定義しま
す。

9 3 番目の部材のフランジまでのガセット プレートの縁端距離を
定義します。

10 作業点を基準とするクリップ アングルの縁端距離を定義しま
す。

11 3 番目の部材のフランジまでのクリップ アングルの縁端距離を
定義します。
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作業点の位置

オプション 説明

作業点の位置を選択します。デフォル
トでは 2 つのメイン部材の交点が使用
されます。

Tekla Structures では、コンポーネントの
作業点を使用して、図面のチェック寸法
と部材マーク寸法が計算されます。

[ガセット] タブ

[ガセット] タブを使用して、ガセット プレート、コネクション プレート、クリッ
プ アングルの各プロパティを定義します。

部材

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

コネクション プレート コネクション プレートの厚さおよび幅。

上のアングル

下のアングル

プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

仕上げ 部材の表面がどのように
処理されているかを示し
ます。

 

ガセット プレート ジョイント

ガセット プレートをメイン部材に接続する方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはクリップ アングル
でメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にクリッ
プ アングルを作成するかを選択します。

ガセット プレートはコネクション プレ
ートでメイン部材に接続されます。

ガセット プレートのどちら側にコネク
ション プレートを作成するかを選択し
ます。

寸法を通じてカットされたコネクション プレート
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 説明

1 長さを通じてカットされたコネクション プレート

2 角処理の半径

3 水平方向の角処理寸法

4 垂直方向の角処理寸法

クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ﾒｲﾝ部材～ｸﾘｯﾌﾟ面の隙間

メイン部材と 後の副部材の両方のコネクション プレートのクリアランスまたは
クリップ アングルのクリアランスを定義できます。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。
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オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ノッチ角度

オプション 説明

デフォルト

四角形のノッチ

ガセット プレートが柱と干渉する場合
は、柱の周囲に沿ってガセット プレート
がノッチ処理されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

四角形のノッチ

斜めのノッチ

ノッチ角処理タイプ

オプション 説明

デフォルト

斜めの角処理

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

角処理なし

ノッチ処理された縁端は、ガセット プレ
ートの縁端に平行です。
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オプション 説明

斜めの角処理

円の 4 分の 1 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の 4 分の 3 として計算された丸い角
処理。

角処理の水平寸法として円の直径を入
力します。

円の中心点がノッチの角になります。

ガセット プレートの角が斜めになって
います。

ガセット プレートの角がノッチ処理ま
たは角処理されていません。

角処理寸法

 説明

1 角処理の水平寸法

2 角処理の垂直寸法

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。
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オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。

[ブレース接合] タブ

[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブを使用して、カバー プレート、ブレースのノッチ、スロットの各
プロパティを定義します。

部材

オプション 説明

カバー プレート カバー プレートの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン

鉄骨コンポーネント リファレンス 2574 ブレースコンポーネント



オプション 説明 デフォルト

ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ブレースのノッチ

オプション 説明

ブレースをノッチ処理するかどうかを
選択します。

1. ノッチの垂直寸法。

2. ノッチの水平寸法。

3. ノッチ角度。

副部材 ( 後の副部材を除く) を調整す
るかどうかを選択します。

ブレースの外縁端からシール プレート
の縁端までの距離。

ブレースでの丸いカット

オプション 説明

デフォルト

角切り

オートデフォルトにより、このオプションを変
更できます。
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オプション 説明

角切り

円弧のカット

半径の値を入力します。

[ガセット取付け 1] / [ガセット取付け 2] タブ

ガセット プレートをメイン部材と副部材に接続するボルトのボルト グループ プ
ロパティを制御したり、クリップ アングルの取り付けを制御するには、[ガセット
取付け 1] および [ガセット取付け 2] タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

2 ボルト数。
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 説明

3 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、
2 つの間隔値を入力します。

4 垂直方向のボルト グループ寸法は、作業点を基準にします。

 説明

1 ボルトの取り付け作業を行う場所です。

2 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

3 ボルト数。

4 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、
2 つの間隔値を入力します。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。
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既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

クリップ アングルの取り付け方法

ガセット プレートとメイン部材に対するクリップ アングルの取り付け方法を定義
します。

オプション 説明

標準

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

このオプションは、オートデフォルトに
よる変更が可能です。

自動

メイン部材がチューブ プロファイルの
場合、クリップ アングルはメイン部材に
溶接され、副部材にボルト留めされま
す。それ以外の場合は、クリップ アング
ルは両方の部材にボルト留めされます。

メイン部材がボルト接合され、副部材が
溶接されます。

メイン部材が溶接され、副部材がボルト
接合されます。

両方の部材がボルト接合されます。
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オプション 説明

両方の部材が溶接されます。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

初のブレースと 2 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
するには、[ﾎﾞﾙﾄ1] および [ﾎﾞﾙﾄ2] の各タブを使用します。

ボルト グループの寸法
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 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

5 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。
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オプション 説明 標準

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。
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孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3

千鳥タイプ 4

[アングル ボルト] タブ

クリップ アングルを接続するボルトを制御するには、[アングル ボルト] タブを使
用します。
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部材

オプション 説明

Lﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ プロファイル カタログからクリップ ア
ングル プロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用
するボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャッ
プです。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどう
かを定義します。

頭なしボルトを使用する
場合は無視されます。

はい

現場/工場 ボルトの取り付け作業を
行う場所です。

現場
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ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の
間隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合
は、2 つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 クリップ アングルとブレースの間の縁端距離を定義します。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

6 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

クリップ アングルの位置

オプション 説明

クリップ アングルの位置を選択します。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

コーナー ガセット ラップ付 (63)
[コーナー ガセット ラップ付 (63)] は、クリップ アングルとコネクション プレート
を使用して、2 つの部材がコーナーを形成するガセット プレートに 1 〜 10 個のブ
レースをボルト付けします。ガセット プレートを、コーナーを形成する部材のい
ずれかに溶接します。

作成されるオブジェクト

• ガセット プレート

• ガセット プレートとブレース ウェブの間のコレクション プレート

• ガセット プレートとブレース フランジの間のガセット プレート

• クリップ アングル

• シム プレート

• ｽﾁﾌﾅｰ

• ボルト

• 溶接
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適用

状況 説明

ブレース プロファイル: W

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。ブレースは、フラン
ジ上のクリップ アングルとウェブ上の
コネクション プレートを使用して、ガセ
ット プレートにボルト付けされます。

ブレース プロファイル: W

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。ブレースは、フラン
ジ上のクリップ アングルを使用して、ガ
セット プレートにボルト付けされます。

ブレース プロファイル: W

ガセット プレートは、拡張エンドプレー
トに溶接されます。ブレースは、ウェブ
上のコネクション プレートを使用して、
ガセット プレートにボルト付けされま
す。

実行前の準備

コーナーを形成する部材と、1 ～ 10 個のブレースを作成します。

注 Tekla Structures により、joints.def ファイル内の値を使用してこのコンポー

ネントが作成されます。詳細については、「」を参照してください。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2587 ブレースコンポーネント



選択順序

1. メイン部材 (コーナーを形成する 初の部材) を選択します。

2. 副部材 ( 初のブレース) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (2 番目のブレース) を選択します。

4. 3 番目以降の副部材 (3 番目以降のブレース) を選択します。

5. コーナーを形成する副部材を選択します。

6. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

部材の識別キー

 説明

1 ガセット プレート

2 コネクション プレート

3 クリップ アングル

[画像] タブ

ガセット プレートの位置および形状を制御する寸法を定義するには、[画像] タブ
を使用します。
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寸法

 説明

1 ガセット プレートの縁端からメイン部材までのギャップ距離を定
義します。

2 メイン部材とクリップ アングルの間の縁端距離を定義します。

3 クリップ アングルから 後の副部材までの縁端距離を定義しま
す。

4 クリップ アングル間の縁端距離を定義します。

5 ガセット プレートの縁端から副部材までのギャップ距離を定義し
ます。

6 ガセット プレートのコーナー角度を定義します (度単位)。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

7 ガセット プレートの縁端の長さを定義します。

この値はガセット プレートの形状に影響します。

8 ガセット プレートからブレースまでの距離を定義します。

[ガセット] タブ

[ｶﾞｾｯﾄ] タブを使用して、ガセット プレートのプロパティを制御します。
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ガセット プレート

オプション 説明

ｶﾞｾｯﾄ ガセット プレートの厚さ、幅、および高
さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

注 次の例は、使用可能なオプションの一部のみを示しています。ｶﾞｾｯﾄ タブに
は、これら以外のオプションも用意されています。

ブレース上のガセット プレートの位置

ガセット プレートをブレース上のどこに配置するかを定義します。必要に応じ
て、ガセット プレートを Z 方向または Y 方向に移動し、ガセット プレートの位置
を微調整できます。

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはブレースの中央に
配置されます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ガセット プレートはブレースの上フラ
ンジに配置されます。

ガセット プレートを Z 方向に移動する
距離を定義します。
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オプション 説明

ガセット プレートを Y 方向に移動する
距離を定義します。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの重量を 適化するオプションを選択すると、ブレースの選択
順序に応じてブレースの位置が影響を受けるかどうかを定義できます。

オプション 説明

デフォルト

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

このオプションは、ガセット プレートの
重量を 適化します。

ガセット プレートの形状

ガセット プレートの縁端は、メイン部材または副部材のいずれかに対して垂直に
することができます。

オプション 説明

後の副部材と 2 番目の副部材の間に
あるガセット プレートの縁端形状を選
択します。
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オプション 説明

メイン部材と 初の副部材の間のガセ
ット プレートの縁端形状を選択します。

ガセット プレート フィッティング

オプション 説明

後に選択した副部材にガセットをフ
ィッティングするかどうかを選択しま
す。

ガセット溶接

オプション 説明

デフォルト

ガセット プレートはメイン部材に溶接され
ます。

オートデフォルトにより、このオプションを
変更できます。

ガセット プレートはメイン部材に溶接され
ます。

ガセット プレートは副部材に溶接されま
す。

[ブレース接合] タブ

[ﾌﾞﾚｰｽ接合] タブを使用して、コネクション プレート、クリップ アングル、フィラ
ー プレート、ガセット プレートのプロパティを制御します。
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プレート

オプション 説明

ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ コネクション プレートの厚さおよび幅。

コネクション プレート プロファイルを選択しま
す。

上のアングル

下のアングル

クリップ アングル プロファイルを選択します。

フィラー プレート フィラー プレートの厚さ。

上のガセット プレート 上のガセット プレートの厚さ、幅、および高さ。

下のガセットプレート 下ガセット プレートの高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

プレート作成

オプション 説明

1 つまたは 2 つのコネクション プレー
トを作成するかどうかを選択します。
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オプション 説明

コネクション プレートとブレース ウェ
ブの間にフィラー プレートを作成する
かどうかを選択します。

デフォルトでは、フィラー プレートは作
成されません。

フィラー プレート作成側を選択します。

このオプションは、2 つのコネクション
プレートを作成するように選択した場
合に使用できます。

クリップ アングルの作成

クリップ アングルまたはガセット プレートを使用して、ブレースをガセット プレ
ートに接続するかどうかを定義し、作成するクリップ アングルの数を指定します。
デフォルト オプションでは、ブレース ウェブの下側に 2 つのクリップ アングルが
作成されます。
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クリップ アングルの方向

クリップ アングルをジョイントに取り付ける方法を定義します。

オプション 説明

デフォルト

クリップ アングルは、長脚側がガセット
プレート側に来るようにジョイントに
取り付けられます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

クリップ アングルは、長脚側がメイン部
材側に来るようにジョイントに取り付
けられます。

ジョイント タイプ

オプション 説明

ガセット プレートとコネクション プレ
ートの間のジョイント タイプ (溶接ま
たはボルト) を選択します。

ガセット プレートとクリップ アングル
の間のジョイント タイプ (溶接または
ボルト) を選択します。

コネクション プレートのギャップ寸法
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 説明

1 水平ギャップ寸法

2 垂直ギャップ寸法

[シム プレート] タブ

[シム プレート] タブを使用して、シム プレートのプロパティを定義します。

プレート

オプション 説明

シム プレート 1
シム プレート 2
シム プレート 2

シム プレートの厚さ、幅、および高さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。

 

シム プレートの位置

クリップ アングルを使用して、ブレースをガセット プレートに接続するときにシ
ム プレートを作成することができます。

 説明

1 ブレースとコネクション プレートの間のギャップを定義します。
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 説明

2 上部と下部のフランジにシム プレートをいくつ作成するかを定義
します。

シム プレート プロファイル番号を入力します:1、2 または 3。これ
らは、[シム プレート] タブの上部にある数字です。

たとえば、上部フランジに 3 つのシム プレートを作成し、シム プ
レート 1 を 2 回、シム プレート 2 を 1 回使用する場合は、「1 1 2」
と入力します。 初に入力する数値は、ブレース フランジに も近
いシム プレートです。

[スチフナー] タブ

スチフナーのプロパティと寸法を制御するには、[ｶﾞｾｯﾄｽﾁﾌﾅｰ] タブを使用します。

ｽﾁﾌﾅｰ

オプション 説明

ｽﾁﾌﾅｰ 1
ｽﾁﾌﾅｰ 2

スチフナーの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

[マーク] 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

[材質] 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

[名前] 図面およびレポートに表
示される名前。
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スチフナーの長さ

 説明

1 スチフナーの縁端からガセット プレートの縁端までの距離。

2 スチフナーの長さ。

スチフナー寸法

 説明

1 スチフナーの幅。

2 スチフナー ベースの長さ。

3 スチフナーの斜め部分の長さ。

4 スチフナーの中心線からの距離。

5 スチフナー ベースからスチフナーの斜め部分までの垂直距離。
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[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ

初のブレースと 2 番目のブレースをガセット プレートに接続するボルトを制御
するには、[ﾎﾞﾙﾄ1] および [ﾎﾞﾙﾄ2] の各タブを使用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

5 垂直方向のボルトグループ位置の寸法を測定する方法を選択しま
す。

• [上部] : 副部材の上端から一番上のボルトまで。
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 説明

• [中] : ボルトの中心線から副部材の中心線まで。

• [下] : 副部材の下端から一番下のボルトまで。

6 ボルト タイプを選択します。

千鳥ボルト

オプション 説明

標準

千鳥なし

このオプションは、オートデフォルトによる変更が可能で
す。

千鳥なし

千鳥タイプ 1

千鳥タイプ 2

千鳥タイプ 3
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オプション 説明

千鳥タイプ 4

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。
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オプション 説明 標準

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

ボルトセット

選択したチェックボックスによって、ボルトセットに使用されるコンポーネントオ
ブジェクト(ボルト、ワッシャー、およびナット)が定義されます。

孔のみを作成する場合は、チェックボックスをすべてオフにします。

既存のコンポーネントのボルトセットを変更するには、[変更効果]チェックボック
スをオンにし、[変更]をクリックします。

ボルト長を増やす

ボルト長をどれだけ増やすかを定義します。たとえば、塗装でボルト長を増やす必
要がある場合に、このオプションを使用します。

[アングル ボルト 1]/[アングル ボルト 2] タブ

クリップ アングルを接続するボルトを制御するには、[アングル ボルト] タブを使
用します。

ボルト グループの寸法

 説明

1 ボルト数。
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 説明

2 ボルト間隔。

ボルト間隔の値はスペースを使用して区切ります。ボルト個々の間
隔を示す値を入力します。たとえば、3 つのボルトがある場合は、2
つの間隔値を入力します。

3 ボルト縁端距離。

縁端距離とは、ボルトの中心から部材の端部までの距離です。

4 垂直方向のボルトグループの位置の寸法。

ボルト間隔

コネクション プレートのボルトからメイン部材とブレースの中心線の交点までの
小距離を定義します。ブレースがメイン部材に直交している場合、これはメイン

部材の中心線から も近いボルトまでの距離です。

オプション オプション

垂直ボルト位置

オプション 説明

クリップ アングルの縁端からのボルト
位置。

副部材中心線からのボルト位置。

ボルトの基本プロパティ

オプション 説明 標準

ボルト呼び ボルト径です。 使用可能なサイズは、ボル
トセットカタログに定義
されています。

ボルトセット名 コンポーネント内で使用す
るボルトセット名です。

使用可能なボルトセット
は、ボルトセットカタログ
に定義されています。
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オプション 説明 標準

呼びに加える値 ボルトと孔の間のギャップ
です。

 

部材内ねじ山 軸ボルトを使用する場合
に、ボルト留め部材の内側
にねじ山を収めるかどうか
を定義します。

頭なしボルトを使用する場
合は無視されます。

はい

長孔

長孔、調整孔、小さな孔を定義できます。

オプション 説明 標準

1 長孔の垂直寸法です。 0。丸孔になります。

2 長孔の水平寸法、または調整孔
のクリアランスです。

0。丸孔になります。

孔タイプ [長孔]では、長孔が作成されま
す。

[調整孔]では調整孔または小さ
な孔が作成されます。

[孔なし] では孔は作成されませ
ん。

 

長孔の回転 孔のタイプが[長孔]の場合、この
オプションによって長孔の向き
が指定されます。

 

長孔部材 長孔が作成される部材。このオ
プションは、該当するコンポー
ネントによって異なります。

 

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ
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[設計] タブ

詳細情報のリンク:

[設計] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

溶接

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

溶接の作成

折ガセット（140）
異なる平面上のブレースを異なる平面上の 1 つまたは複数の梁または柱に接続し
ます。2 つの曲げ線に沿って曲げられたガセットプレートを作成します。チュー
ブまたは中空プロファイルブレースを密閉します。

プロファイル

ブレース：L

作成される部材

• ガセットプレート

• シールプレート
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適する用途

状況 説明

 

適さない用途

同じ平面上に存在するブレースまたは柱。

実際の作業を始める前に

1 つまたは複数の梁または柱と 1〜10 個のブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] ガセットプレート形状を
定義する寸法、ブレース間
のクリアランス、ブレース
端部のカットオプション。

ガセットプレートの形状
を変更する (2619 ページ)

[ガセット] ガセットプレートのプロ
パティ、ブレースのノッチ
のプロパティ、溶接オプシ
ョン。

ガセットプレートのコー
ナーをカットして単一の
ブレースジョイントにす
るオプション。

ガセットプレートのプロ
パティを定義する
(2618 ページ)

斜めジョイントの曲げ線
を定義する（140） (2622 ペ
ージ)
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タブ 目次 参照項目

[ブレースジョイント] 初にピックした梁また
は柱にガセットプレート
を接続するボルトのボル
トグループプロパティ。

 

[一般] ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

[ボルト 1] 初にピックしたブレー
スをガセットプレートに
接続するボルトのボルト
グループプロパティ。

 

[ボルト 2]
[ボルト 3]

2 番目およびそれ以降に
ピックしたブレースをガ
セットプレートに接続す
るボルトのボルトグルー
ププロパティ。

 

[プレート] フィラープレートを作成
するオプション、2 番目に
ピックした梁または柱と
ガセットプレートの両方
にブレースをボルト付け
するオプション。

 

[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 初の平面上の梁または柱

2. 初のブレース

3. 初の平面上の 2 つ目以降のブレース

4. 平面 2 および 3 上のブレース

5. 2 番目の平面上の梁または柱

6. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

H ブレース（165）
2 つの部材が交わってコーナーを形成する位置でガセットプレートに単一のブレ
ースを作成します。

プロファイル

柱および梁:H、RHS、チューブ

ブレース:W
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作成される部材

• ガセットプレート

• 接合プレート

• リブプレート

• フィラープレート

• スチフナー

適する用途

状況 説明

柱または梁のプロファイル:RHS、チューブ、I
ブレースプロファイル: H

部材構成条件: 柱と梁

接続方法:

• ガセットプレートを柱に溶接。

• 接合プレートを使用してブレースウェブをガ
セットにボルト付け。

1 十字プレート

適さない用途

傾斜した梁や斜めの梁

実際の作業を始める前に

コーナーを形成する 2 つの部材を作成し、1 個のブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

ピクチャー ガセットおよびリブプレ
ートの寸法、プレートとブ
レースの間のクリアラン
ス。

 

部材 スチフナー、ガセット、フ
ランジ、ウェブ、リブ、フ
ランジおよびウェブのフ

marketsizes.dat でプレート
サイズを定義する（165、
日本） (2630 ページ)
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タブ 目次 参照項目

ィラープレートのプロパ
ティ。

ガセット ガセットプレートのポリ
ゴン角処理、ガセットとブ
レースの間のギャップ。

 

一般 ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

リブ リブプレートのサイズと
位置を定義する寸法、同じ
長さのリブを作成するオ
プション。

リブプレートの寸法を定
義する（165） (2631 ペー
ジ)

スチフナー スチフナープレートの寸
法。

 

ウェブボルト ウェブ接合プレートをガ
セットプレートに接続す
るボルトのボルトグルー
ププロパティ。

 

フランジボルト フランジ接合プレートを
ガセットプレートに接続
するボルトのボルトグル
ーププロパティ。

 

解析 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. コーナーを形成する 1 番目の部材

2. 1 番目のブレース

3. 2 つ目以降のブレース

4. コーナーを形成する 2 番目の部材

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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ブレーシングジョイント

以下のコンポーネントを使うと、ブレーシングを自動的に作成できます。

コンポーネント イメージ 説明

ブレーシング（1）
(2610 ページ)

ガセットプレート、円形プレー
ト、ねじ付きロッド、およびナ
ットを使用して単一のブレー
スを梁または柱に接続します。

ボルトガセット
拡張（110）
(2612 ページ)

ガセットプレートにブレース
をボルト留めします。ガセッ
トプレートは、メイン部材に溶
接またはボルト付けします。
ブレースは、以下のように配置
できます。

• 梁または柱と同じ平面上に
配置するか、または傾けて
配置する

• 梁または柱の同じ側か、ま
たは各側に配置する

ブレーシング（1）
ガセットプレート、ねじ付きロッド、およびナットを使用して単一の中空ブレース
を梁または柱に接続します。円形プレートを接合プレートに溶接し、梁または柱に
ボルト付けします。

警
告

Tekla Structures でねじ切ロッドを作成するには、 [ディテール] --> [部材合成] コマン
ドを使用します。このため、[削除]、[移動]、[コピー]などのコマンドを使用したと
きには、ロッドとブレースが 1 つの部材として扱われます。

プロファイル

ブレース:RHS、チューブ

作成される部材

• 接合プレート

• 円形プレート（2）

• フィラープレート

• ねじ付きロッド

• ロッド上のナット（2）
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適する用途

状況 説明

柱または梁のプロファイル:H
ブレースプロファイル: RHS

実際の作業を始める前に

梁または柱と 1 個のブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

ピクチャー 接合プレートおよび円形
プレートのサイズと位置
を定義する寸法。

 

部材 すべてのプレート、ナッ
ト、およびワッシャーのプ
ロパティ。

部材の厚さの定義(1)
(2633 ページ)

ブレースジョイント 梁または柱の孔のプロパ
ティ、接合プレートの長孔
のプロパティ、円形プレー
トの位置、ロッドの寸法。

孔のタイプを定義する（1）
(2633 ページ)

一般 ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

ボルト 接合プレートを梁または
柱に接続するボルトのボ
ルトグループプロパティ。

 

解析 構造解析に使用する情報。
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選択順序

1. 梁または柱

2. ブレース

ボルトガセット拡張（110）
1 個〜10 個のブレースをガセットプレートにボルト付けし、ガセットプレートを梁
または柱に溶接またはボルト付けすることにより、ブレースを梁または柱に接続し
ます。ブレースは以下のように配置できます。

• 梁または柱と同じ平面上に配置するか、または傾けて配置する

• 梁または柱の同じ側か、または各側に配置する

プロファイル

ブレース:L

作成される部材

• 1 つのガセットプレート−梁または柱の同じ側にブレースを配置した場合。

[または（OR）]

• 梁または柱の各側に 1 つずつのガセットプレート−梁または柱の片側にブレー
スを配置した場合。この場合、プレートを工場で溶接することにより、折ガセ
ットプレートが作成されます。

適する用途

状況 説明

2 つのガセットプレート（工場溶接によ
り、折ガセットプレートを作成）

ブレースプロファイル: L

接続方法:

ブレースをガセットプレートに直接ボ
ルト付け。
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状況 説明

柱または梁のプロファイル:L
ブレースプロファイル: L

接続方法:

• ガセットプレートを柱に溶接。

• ブレースウェブをガセットプレート
にボルト付け。スチフナーなし。

実際の作業を始める前に

梁または柱と 1〜10 個のブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

ピクチャー ガセットプレート形状を
定義する寸法、ブレースの
クリアランス、ブレース端
部のカットオプション。

ガセットプレートの形状
を変更する (2619 ページ)

ガセット ガセットプレートのプロ
パティ、ブレースのノッチ
のプロパティ、溶接オプシ
ョン。

ガセットプレートの形状
を変更する (2619 ページ)

ガセットプレートのタイ
プを定義する (2620 ペー
ジ)

ブレースとガセットプレ
ート間の位置を定義する
(2622 ページ)

割込プレートの作成(20、
22、56) (2625 ページ)

ガセットプレートの方向
孔を作成する（110）
(2623 ページ)

図面内で孔の寸法を設定
する（110、140） (2634 ペ
ージ)

ガセット取付け 梁または柱にガセットプ
レートを接続するボルト
のボルトグループプロパ
ティ。

 

一般 ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび

鉄骨コンポーネント リファレンス 2613 ブレースコンポーネント



タブ 目次 参照項目

オートコネクションのル
ールグループ。

ボルト 1 ブレースを上部のガセッ
トプレート（ガセットプレ
ートが 1 つだけの場合は、
そのプレート）に接続する
ボルトのボルトグループ
プロパティ。

 

ボルト 2 ブレースを下部のガセッ
トプレートに接続するボ
ルトのボルトグループプ
ロパティ。

 

ブレースジョイント ブレースとガセットプレ
ートの間にフィラープレ
ートを作成するオプショ
ン。ガセットプレートだ
けでなく梁または柱にも
ブレースをボルト付けす
るオプション。

ブレースを二重にボルト
留めする（110） (2627 ペ
ージ)

解析 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 梁または柱

2. 1 番目のブレース

3. 2 つ目以降のブレース

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

ブレーシングジョイント要素

以下のコンポーネントを使うと、個々のブレーシング要素（スチフナーやガセット
プレートなど）を作成できます。作成した要素は、ブレーシングを 1 つまたは複数
の部材に接続するときやカスタムコンポーネントを作成するときに使用できます。

コンポーネント イメージ 説明

点間エンドクローズパイ
プ（S46） (2615 ページ)

ボルト間でエンドクロー
ズパイプを使用して 2 点
間にチューブブレースを
作成します。
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コンポーネント イメージ 説明

点間ガセットチューブ
（S47） (2616 ページ)

各端部に 2 つの T がある
丸鋼管を使用して、ピック
した 2 点間にチューブブ
レースを作成します。

ボルト間エンドクローズ
パイプ（S48） (2617 ペー
ジ)

既存の 2 つのボルト間で
エンドクローズパイプを
使用してチューブブレー
スを作成します。

ボルト間ガセットチュー
ブ（S49） (2617 ページ)

両端に T のあるチューブ
ブレースを 2 つのボルト
間に作成します。

点間エンドクローズパイプ（S46）
丸鋼管を使用して、ピックした 2 点間にブレースを作成します。ブレースの各端部
にボルトグループを作成します。

警告 このコンポーネントで作成されるオブジェクトは個別には変更できません。

作成される部材

チューブブレース

実際の作業を始める前に

2 点を作成します。

警告 T の回転角度を調整するには、ジョイントを作成する前に作業平面を変更し
ます。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次

[ピクチャー] ボルトの位置を定義する寸法。

[部材] チューブブレースのプロパティ。

[チューブ位置] チューブの位置、平面、クラスを制御す
るオプション。
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タブ 目次

[ボルト] ボルトグループプロパティ。

選択順序

1. チューブの始点

2. チューブの終点

3. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

点間ガセットチューブ（S47）
各端部に 2 つの T がある丸鋼管を使用して、ピックした 2 点間にブレースを作成し
ます。チューブを密閉します。

警告 このコンポーネントで作成されるオブジェクトは個別には変更できません。

作成される部材

• チューブ

• T（4）

• エンドプレート（2）

実際の作業を始める前に

2 つの点を作成します。 「」を参照してください。

警告 T の回転角度を調整するには、ジョイントを作成する前に作業平面を変更し
ます。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次

ピクチャー  
部材 チューブ、エンドプレート、T のプロパ

ティ。

チューブ位置。 チューブの位置、平面、クラスを制御す
るオプション。

ボルト ボルトグループプロパティ。

選択順序

1. チューブの始点

2. チューブの終点
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3. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

ボルト間エンドクローズパイプ（S48）
既存の 2 つのボルト間でエンドクローズパイプを使用してブレースを作成します。

警告 このコンポーネントで作成されるオブジェクトは個別には変更できません。

作成される部材

チューブ

実際の作業を始める前に

手動またはディテールコンポーネント(標準ガセット (1065) (2087 ページ))を使用
して、2 本のボルトを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次

[ピクチャー] チューブのクラッシュ端を定義する寸
法。

[部材] チューブのプロパティ。

[パラメータ] チューブの位置、平面、クラスを制御す
るオプション。

[ボルト]  

選択順序

1. 作業平面

2. 1 番目のボルト

3. 2 番目のボルト

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

ボルト間ガセットチューブ（S49）
両端に組み立て T プロファイルのあるブレースをチューブにより 2 つのボルト間
に作成します。チューブを密閉します。

警告 このコンポーネントで作成されるオブジェクトは個別には変更できません。

作成される部材

• チューブ
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• T（2）

• エンドプレート

実際の作業を始める前に

ブレースを作成する平面上に 2 つのボルトを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、ダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

ピクチャー チューブの端部と T を定
義する寸法。

 

部材 チューブ、エンドプレー
ト、T のプロパティ。

 

パラメータ 一般ジョイントプロパテ
ィ。

ボルト ボルトのプロパティ。  

選択順序

1. 1 番目のボルト

2. 2 番目のボルト

3. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

ガセットプレートのプロパティを定義する

ここでは、さまざまなブレースコンポーネントのガセットプレートのプロパティを
定義する方法について説明します。

詳細情報のリンク:

• ガセットプレートの形状を変更する (2619 ページ)

• ガセットプレートのタイプを定義する (2620 ページ)

• ガセットプレートのジョイント材を選択する（11） (2620 ページ)

• ラップアラウンドガセットプレートを定義する（58、59、60） (2621 ページ)

• ガセットプレートの位置を定義する（67） (2622 ページ)

• ブレースとガセットプレート間の位置を定義する (2622 ページ)

• 梁または柱上のガセットプレートの位置を定義する（11） (2622 ページ)

• 斜めジョイントの曲げ線を定義する（140） (2622 ページ)

• ガセットプレートのジョイント材を指定する（11、20、62） (2623 ページ)
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• ガセットプレートの方向孔を作成する（110） (2623 ページ)

注 各コンポーネントダイアログボックスには、ここで示すプロパティのうち該当するも
のだけが表示されます。

ガセットプレートの形状を変更する

ガセットプレートの形状を変更するには、寸法を変更する必要があります。ブレー
スコンポーネントでは、joints.defファイル内の寸法値に基づいてガセットプ

レートが自動的に作成されます。

• 選択したジョイントのガセットプレートの寸法だけを変更するには、[ピクチャ
ー]タブで新しい寸法を入力します。

• このコンポーネントで作成されるすべてのジョイントのガセット プレートの
寸法を変更するには、joints.def ファイル内で寸法を編集します。Tekla
Structures では、joints.def ファイル内の値に基づいてこのコンポーネントが

作成されます。「joints.def ファイルでのジョイント プロパティの定義」を参照
してください。

ダイアログボックスの使用

イアログボックスを使用してガセットプレートの形状を変更するには次のように
します。

1. [ピクチャー]タブを開き、以下のフィールドに値を入力します(次の図は、[コ
ーナーボルトガセット (57)]の場合です)。

1 ここに角度を入力します。

2 ここに寸法を入力します。
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2. [既定値に設定]ボタンをクリックすると、現在開いているすべてのジョイント
に変更が反映されます。

ガセットプレートのタイプを定義する

使用するガセットプレートのタイプを定義するには、[ガセット]タブを開きます。
デフォルトオプションは次のとおりです。

プレート重量の 適化

プレート重量を 適化するには、このオプションを選択します。

ブレースの位置をピックした順序に依存させる

省略可能。このオプションを選択してプレート重量を 適化する場合は、ブレース
の位置をピック順に依存させるかどうかを選択できます。デフォルトオプション
は[なし]です。

初にピックしたブレースを 初にピックした梁または柱に も近い位置に配置
するには、このオプションを選択します。
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ガセットプレートのジョイント材を選択する（11）
ガセットプレートを梁または柱に接続するために使用するジョイント材を選択す
るには、[ガセット]タブを開きます。デフォルトオプションでは、ガセットプレー
トを梁または柱に直接溶接します。

クリップアングルやせん断タブを使用するオプションもあります。

ラップアラウンドガセットプレートを定義する（58、59、60）
ガセットプレートが柱と干渉する場合は、柱の周囲に沿ってガセットプレートがノ
ッチ処理されます。ノッチの角度を指定するには、[ガセット]タブを開きます。デ
フォルトは次のとおりです。

ノッチのポリゴン角処理タイプ

ノッチに使用するコーナー処理タイプを指定するには、[ガセット]タブを開きま
す。以下のオプションがあります。

オプション 説明

ポリゴン角処理なし。ガセットプレートのエッ
ジに平行なエッジをノッチ処理します。

デフォルト。

円の 4 分の 1 として計算された丸いコーナー処
理を作成します。コーナー処理の水平寸法とし
て円の直径を入力します。「ポリゴン角処理寸法
の定義」を参照してください。

円の 4 分の 3 として計算された丸いコーナー処
理を作成します。コーナー処理の水平寸法とし
て円の直径を入力します。「ポリゴン角処理寸法
の定義」を参照してください。円の中心点がノ
ッチのコーナーになります。

ガセットプレートのコーナーに傾斜を付けま
す。

ガセットプレートのコーナーにノッチ処理もポ
リゴン角処理も行いません。

ポリゴン角処理寸法の定義

ノッチのコーナー処理のサイズまたは丸いコーナーの計算に使用する円の直径を
定義するには、[ガセット]タブを開き、次の寸法を入力します。
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ガセットプレートの位置を定義する（67）
梁または柱のウェブを基準とするガセットプレートの位置を指定するには、[ガセ
ット]タブを開きます。デフォルトの位置は、梁または柱のウェブの上方です。

ブレースとガセットプレート間の位置を定義する

ブレース上でのガセットプレートの位置を指定するには、[ガセット]タブを開きま
す。デフォルトオプションは[中]です。

位置の微調整

ガセットプレートの位置を微調整するには、以下のプロパティの値を入力します。

プロパティ 説明

ガセットプレートを Y 方向に移動します。

ガセットプレートをジョイントに向けて移
動します。

梁または柱上のガセットプレートの位置を定義する（11）
梁または柱上でのガセットプレートの位置を指定するには、[ガセット]タブを開き
ます。デフォルトオプションでは、ブレースに平行に配置されます。
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斜めジョイントの曲げ線を定義する（140）
斜めジョイントの曲げ線を定義するには、[ガセット]タブで次の寸法を入力しま
す。

ガセットプレートのジョイント材を指定する（11、20、62）
ガセットプレートを梁または柱に接続するために使用するジョイント材のタイプ
を指定するには、[ガセット]タブを開きます。デフォルトオプションでは、ガセッ
トプレートを梁または柱のフランジに直接接続します。

クリップアングルやファスナープレートをさまざまな構成で使用することもでき
ます。

ガセットプレートの方向孔を作成する（110）
ガセットプレートに方向孔を作成すると、工場または現場でジョイントを組み立て
るときにプレートの位置を示すことができます。ガセットプレートに方向孔を作
成するには、[ガセット]タブを開きます。

デフォルトオプションでは、方向孔は作成されません。

ガセットプレートの左右どちらかに方向孔を作成するには次のようにします。

• リストボックスからいずれかのオプションを選択します。

• 孔の中心を入力します。
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ブレースジョイントのプロパティを定義する

詳細情報のリンク:

• ブレースジョイントを定義する (2624 ページ)

• 割込プレートの作成(20、22、56) (2625 ページ)

• ブレースフランジをノッチ処理する（11、57） (2625 ページ)

• ブレースフランジをノッチ処理する（60） (2626 ページ)

• ブレースをノッチ処理する（22、59） (2626 ページ)

• ブレースをカットする（60） (2627 ページ)

• ブレースを二重にボルト留めする（110） (2627 ページ)

• クリップアングルを使用してブレースを接続する（11、57） (2628 ページ)

• クリップアングルまたはせん断タブを作成する（58、61、62、63） (2628 ペー
ジ)

ブレースジョイントを定義する

一部のコンポーネントダイアログボックスには、[ブレース接合]タブがあります。
このタブでは、ブレースをガセットプレートに接続する際に使用するオプションを
指定できます。たとえば、以下のオプションがあります。

オプション 説明

使用する接合プレ
ートの数。

1 つまたは 2 つのガセットプレートを使っ
てブレースをガセットプレートに接続でき
ます。デフォルトオプションでは、1 つのプ
レートが使用されます。

2 枚のコネクションプレートがある場合、コ
ネクションプレートの端部にエンドプレー
トが作成されます。

エンドプレート間の幅は指定できます。

ブレースをノッチ
処理するか、コネ
クションプレート
をカットするか。

デフォルトオプションでは、ブレースがノッ
チ処理されます。
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オプション 説明

プレートをカットする場合は、ブレースとプ
レートの間のギャップを指定できます。

ブレースとコネク
ションプレートの
接続方法。

デフォルトオプションでは、ブレースが溶接
されます。

ブレースをボルト付けすることも、また、溶
接すると共にガセットプレートへの接続に
使用するナットの周囲でノッチ処理するこ
ともできます。

割込プレートの作成(20、22、56)
割込プレートとカバープレートを使用してブレースをガセットプレートに接続す
るには、[ブレース接合]タブを開きます。

デフォルトでは割込プレートは作成されません。

割込プレートを作成するには、このオプションを選択します。

ブレースフランジをノッチ処理する（11、57）
一部のコンポーネントには、ブレースフランジをノッチ処理するオプションがあり
ます。以下のような場合に使用できます。

• ガセットプレートがブレースフランジと衝突する場合。

• 中空ブレースに長孔を作成する場合。「中空ブレース（11、57）に長孔を作成す
る」を参照してください。

• クリップアングルを使用して中空ブレースを接続する場合。「クリップアング
ルを使用してブレースを接続する（11、57） (2628 ページ)」を参照してくださ
い。

フランジをノッチ処理する場合や長孔を作成する場合は、[ガセット]タブを開きま
す。デフォルトオプションでは、ノッチ処理は行われません。
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中空ブレース（11、57）に長孔を作成する

中空ブレースに長孔を作成するには、[ガセット]タブを開きます。

1. ガセットプレートの位置を[中]として定義します。これはデフォルトのオプ
ションです。「ブレースとガセットプレート間の位置を定義する (2622 ペー
ジ)」を参照してください。

2. このオプションを選択すると、ブレースに長孔を作成して、ボルトでガセット
プレートを長孔に固定できます。

ブレースフランジをノッチ処理する（60）
一部のコンポーネントには、ブレースフランジをノッチ処理するオプションがあり
ます。以下のような場合に使用できます。

• ガセットプレートがブレースフランジと衝突する場合。

• 中空ブレースに長孔を作成する場合。

フランジをノッチ処理する場合や長孔を作成する場合は、[ブレース接合]タブを開
きます。デフォルトオプションでは、ノッチ処理は行われません。

中空ブレース（60）に長孔を作成する

中空ブレースに長孔を作成するには、[ブレース接合]タブを開きます。

1. ガセットプレートの位置を[中]として定義します。これはデフォルトのオプ
ションです。「ブレースとガセットプレート間の位置を定義する (2622 ペー
ジ)」を参照してください。

2. このオプションを選択すると、ブレースに長孔を作成して、ボルトでガセット
プレートを長孔に固定できます。
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ブレースをノッチ処理する（22、59）
ブレースのノッチのデプスを定義するには、[ピクチャー]タブを開きます。

ブレースのノッチのデプ
ス

ヒント 接合プレートが中空ブレースを貫通しないようにするには、ノッチのデプスとし
て負の値を入力します。

ブレースをカットする（60）
ブレースをカットするかどうかを指定するには、[ブレース接合]タブを開きます。
デフォルトオプションでは、ブレースがカットされます。

ブレースを二重にボルト留めする（110）
デフォルトでは、ブレースはガセットプレートにボルト付けされます。1 番目また
は 2 番目にピックした梁か柱にもブレースをボルト付けするには、[ブレース接合]
タブを開きます。以下のオプションがあります。

オプション 説明

ブレースをガセットプレートにのみボルト
留めします。

初にピックしたブレースをガセットプレ
ートおよび 初にピックした梁または柱の
両方にボルト留めします。

初にピックしたブレースおよびそれ以降
にピックしたブレースをガセットプレート
および 初にピックした梁または柱の両方
にボルト留めします。
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クリップアングルを使用してブレースを接続する（11、57）
クリップアングルを使用してブレースをガセットプレートに接続するには次のよ
うにします。

1. まず 初に、ブレースに長孔を作成します。これを行うには、[ガセット]タブ
を開きます。デフォルトオプションは次のとおりです。

ブレースに長孔を作成するには次のようにします。

• ガセットプレートの位置を[中]として定義します。「ポリゴン角処理寸法の定
義」を参照してください。

• このオプションを選択すると、ブレースに長孔を作成して、ボルトでガセット
プレートをブレースに固定できます。

• [アングルボルト]タブを開きます。デフォルトオプションでは、クリップアン
グルは作成されません。

クリップアングルまたはせん断タブを作成する（58、61、62、63）
クリップアングルまたはせん断タブを使用してブレースをガセットプレートに接
続するには、[ブレース接合]タブを開きます。作成するクリップアングルの数を指
定できます。デフォルトオプションでは、ブレースウェブの下側に 2 つのクリップ
アングルが作成されます。

付属プレートのプロパティを定義する

多くのブレースコンポーネントでは、ガセットプレートのほかに、コネクションプ
レート、フィラープレートなどのマイナープレートが作成されます。ここでは、こ
れらのマイナープレートのプロパティを定義する方法について説明します。

詳細情報のリンク:

• 接合プレートの数を定義する（58、61、62、63） (2629 ページ)

• コネクションプレートの幅を定義する（59） (2629 ページ)

• フィラープレートを作成する（58、61、62、63） (2629 ページ)
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• フィラープレートを作成する（165） (2629 ページ)

• シムプレートの作成(58、61、62、63)。 (2630 ページ)

• marketsizes.dat でプレートサイズを定義する（165、日本） (2630 ページ)

• リブプレートの寸法を定義する（165） (2631 ページ)

• スチフナープレートを省略する（1065） (2632 ページ)

• 十字プレートの作成(22、日本) (2632 ページ)

接合プレートの数を定義する（58、61、62、63）
ブレースウェブとガセットプレートの間に作成するコネクションプレートの位置
と数を定義するには、[ブレース接合]タブを開きます。デフォルトオプションで
は、1 つのプレートが使用されます。

コネクションプレートの幅を定義する（59）
コネクションプレートの幅を定義するには、[ピクチャー]タブを開き、ブレースの
縁端からコネクションプレートの縁端までの距離を指定します。

この寸法により、コネクシ
ョンプレートの幅が定義
されます。

フィラープレートを作成する（58、61、62、63）
コネクションプレートとブレースウェブの間にフィラープレートを作成するには、
[ブレース接合]タブを開きます。デフォルトオプションでは、フィラープレートは
作成されません。

フィラープレートを作成するには、このオプションを選択します。
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フィラープレートを作成する（165）
[H ブレース (165)]では、必要に応じてコネクションプレートと以下の要素の間にフ
ィラープレートが自動的に作成されます。

• ブレースフランジ

• ブレースウェブ

次のように、フィラープレートの厚さは接合プレートとブレースフランジまたはウ
ェブの間のギャップに依存します。

ギャップ
（mm）

フランジフィ
ラープレート

厚

ウェブフィラ
ー

プレート厚

1 プレートなし プレートなし

2 2.3 1.6
3 3.2 1.6
4 4.5 2.3
5 4.5 2.3
6 6.0 3.2
7 6.0 3.2
8 9.0 4.5
9 9.0 4.5
10 9 4.5

シムプレートの作成(58、61、62、63)。
フィラープレートを作成および定義するには、[ブレース接合]タブを開きます。以
下のオプションがあります。

 説明

1 クリアランス。シムプレートを作成するには、1mm 以上の値を入力します。

2 作成するシムプレートの数を入力します。

3 フィラープレートを作成しない場合は、[いいえ]を選択します。
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marketsizes.dat でプレートサイズを定義する（165、日本）

日本環境では、[H ブレース (165)]で複数のプレートに使用するデフォルトの厚さ値
が../profil/フォルダ内の marketsizes.datファイルから取得されます。こ

のファイルには、特定の材質で使用可能な標準プレート厚が示されています。この
ファイルは、メモ帳などの標準のテキストエディタで編集できます。

注 プレートのデフォルト値を上書きするには、[部材]タブの[t]フィールドに値を入力し
ます。

例

この例では、marketsizes.datファイルに、材質 SS400 で使用可能な標準プレ

ート厚が示されています。DEFAULT 行には、他のすべての材質で使用可能な厚さ
が示されています。

# Market size (thickness) table
# Specify the material as given in Tekla

Structures material database
# and after that the market sizes separated by

commas
SS400,1.6,2.3,3.2,4.5,6,9,12,16,19,22,25,28,32

,38
DEFAULT,6,9,12,16,19,22,25,28,32,38

marketsizes.dat
file

リブプレートの寸法を定義する（165）
リブプレートの長さとボルトグループプロパティから、以下の寸法が自動的に計算
されます。

これらの寸法は、リブプレートの長さとボルトグループプロパティから自動計算さ
れます。

その他の寸法を定義するには、[リブ]タブを開きます。
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スチフナープレートを省略する（1065）
このコンポーネントでは、ガセットプレートの各端部にスチフナープレートを自動
的に作成します。一方または両方のスチフナープレートを省略するには、[部材]タ
ブを開き、[表側スチフナー]フィールドまたは[裏側スチフナー]フィールドの値を
削除します。

十字プレートの作成(22、日本)
このタイプのジョイントを作成するには、次のようにします。

 説明

1 十字プレート

2 カバープレート

[リブ]タブを開き、[十字プレート]フィールドおよび[カバープレート]フィールドに
プロパティを入力します。

ボルトおよび孔のプロパティを定義する

詳細情報のリンク:

• ブレースボルトのプロパティ（11、57） (2632 ページ)

• 部材の厚さの定義(1) (2633 ページ)

• 孔のタイプを定義する（1） (2633 ページ)

• 図面内で孔の寸法を設定する（110、140） (2634 ページ)

• ガセットボルトの位置（11） (2634 ページ)
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ブレースボルトのプロパティ（11、57）
コネクションプレートのボルトから柱とブレースの中心線の交点までの 小距離
を定義するには、[ボルト]タブを開きます。

ギャップは、各ブレースに平行に測定されます。ブレースが柱に垂直な場合は、柱
の中心線から至近のボルトへの距離としてギャップが測定されます。

部材の厚さの定義(1)
このコンポーネントで作成されるフィラープレート、ワッシャー、およびナットの
厚さを定義するには、[部材]タブを開き、以下の寸法を入力します。

以下の部材の厚さを入力します。

 説明

1 フィラープレート

2 座金プレート

3 ナット

4 ダブルナット

孔のタイプを定義する（1）
梁または柱に作成するロッド用の孔のタイプを定義するには、[ブレース接合]タブ
を開き、[メイン部材の孔作成方法]フィールドで以下のオプションのいずれかを選
択します。

• [部材カット] - ロッド用の孔をカットします。

• [ボルト] - ボルト孔を作成します。
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• [部材カット+ボルト孔] - ロッド用の孔をカットすると共にボルト孔を作成しま
す。

図面内で孔の寸法を設定する（110、140）
コンポーネントで斜めのガセットプレートを作成するため、ガセット孔がガセット
プレートに垂直にならない場合は、図面内の孔寸法が不正確になることがありま
す。この問題を修正するには、[ガセット]タブを開き、[ガセットに付加ボルト孔を
作成する]フィールドを[はい]に設定します。これにより、ガセットプレートに対し
て垂直な付加ボルト孔が作成されます。

ガセットボルトの位置（11）
ガセットボルトグループの正しい位置を探すには、[ガセットボルト]タブを開きま
す。位置オプションには、水平（1）方向と垂直（2）方向があります。

水平位置

ガセットの水平位置とオフセットのオプション（1）は、ガセットが柱フランジに
接続される場合のみ影響します。たとえば、位置が[中]の場合、ボルトグループの
オフセットは、柱の中心線を基準にして計算されます。
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垂直位置

ガセットの垂直位置とオフセットのオプション（2）は、ガセットをフランジに直
接接続するボルトグループと、ガセットをクリップアングルまたは接合プレートに
接続するボルトグループに影響します。

その他のプロパティを定義する

詳細情報のリンク:

• 作業点の位置を指定する（58、59、60） (2635 ページ)

• T を定義する（105） (2635 ページ)

作業点の位置を指定する（58、59、60）
Tekla Structures では、コンポーネントの作業点を使用して、図面のチェック寸法と
部材位置寸法が計算されます。

作業点の位置を変更するには、[ピクチャー]タブを開きます。デフォルトでは、2
つのメイン部材の交点が使用されます。

T を定義する（105）
ブレース端部に T を作成するには、数通りの方法があります。

• [部材]タブで、使用する T 形鋼を指定します。

• [部材]タブで、使用する I 形鋼を指定します。このコンポーネントでは、I 形鋼
をカットすることにより T が作成されます。[パラメータ]タブの['T' デプス]フ
ィールドを使用して、I 形鋼をカットする位置を指定する必要があります。

• 2 つのプレートを使用して T を作成するには、[部材]タブの[T プロファイル]フ
ィールドを空白にしておきます。T のフランジとウェブに対して、[t]、[b]、[h]
の各寸法を入力する必要があります。
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注 T は、各ブレースに対して個別に定義できます。

5.17 鉄塔コンポーネント

鉄塔コンポーネントを使用して、次のものを自動的に作成できます。

• 完全な鉄塔および鉄塔の要素（脚部やブレーシングなど）

• 鉄塔脚部ジョイントへのブレース

• ブレース間ジョイント

参照項目

鉄塔の要素 (2636 ページ)

鉄塔脚部ジョイントへのブレース (2642 ページ)

ブレース間ジョイント (2649 ページ)

編集ツール (2656 ページ)

鉄塔の要素

Tekla Structures には、完全な鉄塔や構造要素(鉄塔脚部やブレースなど)を自動的に
作成できる以下のコンポーネントが用意されています。

コンポーネント アイコン 説明

鉄塔生成 (S43)
(2637 ページ)

完全な鉄塔を作成します。

鉄塔部材（S63）
(2638 ページ)

鉄塔脚部を作成します。

送電塔クロスア
ーム（S65）
(2640 ページ)

曲がりアングルボックスク
リートを使用してクロスア
ームを作成します。
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コンポーネント アイコン 説明

鉄塔斜材（S66）
(2641 ページ)

ブレーシングパネルを作成
します。

鉄塔生成 (S43)
正方形または長方形の底面を持つ完全な鉄塔を作成します。

プロファイル

鉄塔脚部: L

L ブレース: L、平鋼、U、ツイン

作成される部材

• 鉄塔脚部（4）

• ブレーシングパネル（ユーザーが数量を定義）

適する用途

状況 説明
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実際の作業を始める前に

鉄塔の位置は現在の作業平面の影響を受けるので、作業平面をチェックしておきま
す。詳細については、「鉄塔の位置(S43、S63) (2661 ページ)」を参照してください。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] ブレーシングパネルの数量、
鉄塔脚部上におけるクロス
ブレースの位置を定義する
寸法。

ブレーシングパネルを定
義する（S43、S66） (2667 ペ
ージ)

[部材] 部材のプロパティ、脚部およ
びブレーシングのプロファ
イル。

 

[脚プロパティ] 各脚部のプロファイル数量、
リフト長、プロファイルを並
べるオプション。

鉄塔脚部を定義する（S63）
(2664 ページ)

[鉄塔プロパティ] 作成するブレーシングのタ
イプを定義するオプション、
ブレーシングのクラス番号。

ブレーシングパネルを定
義する（S43、S66） (2667 ペ
ージ)

[ツイン部材] ブレーシングにツイン部材
を使用するオプション。

 

[モデル点]  補助点の作成 (S43、S66)
(2661 ページ)

[ジョイント] ブレースを鉄塔脚部に接続
するコンポーネント。

ブレーシングジョイント
を定義する（S43、S66）
(2667 ページ)

ピック順

鉄塔の底面の左下のコーナーで点をピックして、鉄塔脚部の位置を示します。

鉄塔部材（S63）
アングルボックスを使用して鉄塔の 4 つの脚部を作成します。脚部は、正方形また
は四角形の底面を形成します。

作成される部材

脚部（4）
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適する用途

状況 説明

 

実際の作業を始める前に

鉄塔の位置は現在の作業平面の影響を受けるので、作業平面をチェックしておきま
す。詳細については、「鉄塔の位置(S43、S63) (2661 ページ)」を参照してください。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] アングルボックスのプロパ
ティ、各脚部のプロファイ
ル数量、リフト長、プロフ
ァイルを並べるオプショ
ン。

鉄塔脚部を定義する
（S63） (2664 ページ)

傾斜脚部の作成(S63)
(2665 ページ)

[部材]  
[パラメータ] アングルボックス間のギャ

ップ。
アングルボックスの
パターン（S63）
(2665 ページ)

ピック順

鉄塔の左下のコーナーを示す点をピックします。
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送電塔クロスアーム（S65）
曲がりアングルボックスクリートを使用してクロスアームを作成します。

作成される部材

曲がりアングルボックスクリート

適用先

状況

適さない用途

ツイン部材クロスアーム

実際の作業を始める前に

5 点を作成します。5 番目の点は、パターンの垂直方向中心に位置している必要が
あります。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] 上下のクロスアームの形
状とサイズを定義する寸
法。

 

[部材] クロスアームの部材プロ
パティ。
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タブ 項目 詳細

[パラメータ] プロファイルのレイアウ
ト。

プロファイルのレイアウ
ト（S65） (2666 ページ)

ピック順

ピック順は、5 番目の点の位置によって異なります。

鉄塔斜材（S66）
2 本〜4 本の柱の間にブレーシングパネルを作成します。

プロファイル

ブレーシング：L、平鋼、U、ツイン

作成される部材

• 水平ブレース

• 斜めブレース

適する用途

状況 説明
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実際の作業を始める前に

2 本〜4 本の鉄塔脚部を作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] 斜めブレースの位置を定
義する寸法、ブレーシング
パネルの数量。

ブレーシングパネルを定
義する（S43、S66）
(2667 ページ)

[部材] 水平ブレースおよび斜め
ブレースの部材プロパテ
ィ。

 

[パラメータ] 作成するブレーシングの
タイプを定義するオプシ
ョン。

ブレーシングパネルを定
義する（S43、S66）
(2667 ページ)

[ツイン部材] ツイン部材ブレースを作
成するオプション、ツイン
部材の位置。

 

[モデル点] 参照点を作成するための
オプション、参照点のプロ
パティ。

補助点の作成 (S43、S66)
(2661 ページ)

[ジョイント] ブレースを鉄塔脚部に接
続するためのコンポーネ
ント。

ブレーシングジョイント
を定義する（S43、S66）
(2667 ページ)

ピック順

1. 鉄塔脚部を左上の脚部から順に時計回りにクリックします。

2. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。
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鉄塔脚部ジョイントへのブレース

Tekla Structures には、1 つ以上のブレースを鉄塔脚部に接続する以下のコンポーネ
ントが用意されています。

コンポーネント アイコン 説明

タワー 1 斜材
（87） (2643 ペー
ジ)

1 つの斜めブレースを鉄塔脚
部にボルト付けします。

タワー 2 斜材
（89） (2645 ペー
ジ)

2 つの斜めブレースを鉄塔脚
部にボルト付けします。

斜材 - 2 & 3 (177)
(2646 ページ)

2 つの斜めブレースと 1 つの
水平ブレース（オプション）
を鉄塔脚部にボルト付けし
ます。ガセットプレートは
使用しません。

斜材-1（178）
(2648 ページ)

1 つの斜めブレースを鉄塔脚
部の外面または内面に直接
ボルト付けします。ガセッ
トプレートは使用しません。

タワー 1 斜材（87）
1 つの斜めブレースを鉄塔脚部にボルト付けします。

プロファイル

ブレースと鉄塔脚部: L

作成される部材

-

鉄骨コンポーネント リファレンス 2643 鉄塔コンポーネント



適する用途

状況

実際の作業をはじめる前に

鉄塔脚部とブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] ボルトを作成するオプシ
ョン、ボルトの位置。

ボルトの標準ラインにつ
いて (2673 ページ)

ボルトの作成(89) (2676 ペ
ージ)

[部材] ブレースの垂直脚をカッ
トするオプション、カット
の寸法。

ブレースのカット(87、
89)。 (2668 ページ)

[ボルト] ボルトプロパティ  
[一般] ジョイントのプロパティ、

オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。
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タブ 目次 参照項目

[端部切断] ブレースの水平脚をカッ
トするオプション、カット
の寸法。

 

[チェック]   
[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 鉄塔脚部

2. ブレース

タワー 2 斜材（89）
2 つの斜めブレースを鉄塔脚部にボルト付けします。

作成される部材

-

適する用途

状況 詳細

 

適さない用途

干渉する複数のブレース。

実際の作業をはじめる前に

1 つの鉄塔脚部と 2 つのブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントのプロパティを定義するには、コンポーネントダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。
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タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] すべての部材を接続する
ボルトの位置を定義する
ボルトゲージ。

ボルトの標準ラインにつ
いて (2673 ページ)

ボルトの作成(89) (2676 ペ
ージ)

[ピクチャー 2] 以下の部材を接続するボ
ルトグループ内のボルト
の位置を定義するボルト
ゲージ。

• 1 番目のブレースを鉄
塔脚部に接続

• 2 番目のブレースを鉄
塔脚部に接続

 

[部材] 斜めブレースの垂直脚の
カットを定義する寸法。

ブレースのカット(87、
89)。 (2668 ページ)

[一般] ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

[カット 寸法 1] 初にピックしたブレー
スの水平脚のカットを定
義する寸法。

ブレースのカット(87、
89)。 (2668 ページ)

[カット 寸法 2] 2 番目にピックしたブレ
ースの水平脚のカットを
定義する寸法。

 

[ボルト] ボルトプロパティ。  
[チェック]   
[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 鉄塔脚部

2. 1 番目のブレース

3. 2 番目のブレース

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

斜材 - 2 & 3 (177)
2 つの斜めブレースと 1 つの水平ブレース（オプション）を鉄塔脚部にボルト付け
します。ガセットプレートは作成しません。

プロファイル

鉄塔脚部およびブレース：L
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作成される部材

フィラープレート（オプション）

適する用途

状況

実際の作業を始める前に

以下の部材を作成します。

• 鉄塔脚部

• 鉄塔脚部の外側に接続する 1 つの斜めブレース

• 鉄塔脚部の内側に接続する 1 つの斜めブレース

• 1 つの水平ブレース（オプション）

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] 縁端距離、鉄塔脚部および
水平ブレースの内側に接
続する斜めブレースのカ
ットを定義する寸法。

独自のデフォルト値を作
成する（177） (2670 ペー
ジ)

[パラメータ] ボルトグループの位置を
定義する縁端距離。

独自のデフォルト値を作
成する（177） (2670 ペー
ジ)

[ボルト] ボルトプロパティ、ボルト
の位置を定義する寸法、お
よびボルトグループのボ
ルトパターン。

 

[一般] ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
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タブ 目次 参照項目

オートコネクションのル
ールグループ。

[プレート] フィラープレートを作成
するオプション、フィラー
プレートのプロパティ。

フィラープレートの定義
(177) (2679 ページ)

[設計基準] オートデフォルトと共に
UDL を使用するオプショ
ン、反力。

[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 鉄塔脚部

2. 鉄塔脚部の内側に接続する斜めブレース

3. 鉄塔脚部の外側に接続する斜めブレース

4. 水平ブレース（オプション）

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

斜材-1（178）
1 つの斜めブレースを鉄塔脚部の外面または内面に直接ボルト付けします。

プロファイル

ブレースと鉄塔脚部: L

作成される部材

-

適する用途

状況 詳細

 

実際の作業をはじめる前に

鉄塔脚部と斜めブレースを作成します。
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プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] ブレースのカット方法を
定義する寸法。

 

[パラメータ] ボルトの位置を定義する
ボルトゲージ線。

ボルトの標準ラインにつ
いて (2673 ページ)

ボルト ボルトの数量、ボルトのプ
ロパティ。

 

[一般] ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

設計基準 オートデフォルトと共に
UDL を使用するオプショ
ン、反力。

[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 鉄塔脚部

2. 斜めブレース

ブレース間ジョイント

コンポーネント アイコン 説明

ボルト付ガセッ
トブレース（167）
(2650 ページ)

ガセットプレートを使用し
て 2 つの斜めブレースを 2
つの水平ブレースにボルト
付けします。

ブレースガセッ
ト(169) (2651 ペ
ージ)

2 つの水平ブレースと 1 つの
斜めブレースをブリッジプ
レートまたはアングルボッ
クスにボルト付けします。

ブレースボルト
(181) (2653 ペー
ジ)

1 つの斜めブレースを 1 つま
たは 2 つの水平ブレースに
ボルト付けします。

ブレースガセッ
ト(182) (2654 ペ
ージ)

プレートを使用して 1 つの
斜めブレースを 1 つまたは 2
つの水平ブレースにボルト
付けします。
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ボルト付ガセットブレース（167）
ガセットプレートを使用して 2 つの斜めブレースを 2 つの水平ブレースにボルト
付けします。

作成される部材

ガセットプレート

適する用途

状況 説明

長方形のガセットプレート。

ポリゴン角処理されたガセットプレー
トの各面にブレースを接続します。

実際の作業をはじめる前に

2 つの斜めブレースと 2 つの水平ブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 目次 参照項目

[ピクチャー] ボルトの位置を定義する
寸法。

ボルトの標準ラインにつ
いて (2673 ページ)

[部材] ガセットプレートのプロ
パティ。
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タブ 目次 参照項目

[パラメータ] 水平ブレースのボルトの
プロパティ、ガセットプレ
ートをポリゴン角処理す
るオプション。

 

[一般] ジョイントのプロパティ、
オートデフォルトおよび
オートコネクションのル
ールグループ。

[解析] 構造解析に使用する情報。

選択順序

1. 1 番目の斜めブレース

2. 2 番目の斜めブレース

3. 1 番目の水平ブレース

4. 2 番目の水平ブレース

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

ブレースガセット(169)
2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレースをブリッジプレートまたはアングルボ
ックスにボルト付けします。斜めブレースをカットします。

作成される部材

ブリッジプレートまたはアングルボックス

適する用途

状況 詳細
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状況 詳細

ツイン部材斜めブレース

ブリッジとして使用するアングルボッ
クス

適さない用途

異なる面上のブレースまたは干渉するブレース。

注 [ブレースガセット (69)]では、水平ブレースはカットされません。

実際の作業を始める前に

2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレース（シングルまたはツイン部材）を作成し
ます。

プロパティの定義

このコンポーネントのプロパティを定義するには、コンポーネントダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 項目

[ピクチャー] ボルトの位置を定義する寸法、ブリッジ
と水平ブレースの間のクリアランス。

部材 ブリッジの部材プロパティ。

[パラメータ] 水平ブレースのボルトのプロパティ、ブ
リッジのカットオプション。

ピック順

1. 1 番目の水平ブレース

2. 2 番目の水平ブレース

3. 斜めブレース
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4. 斜めブレースがツイン部材の場合は、2 番目のプロファイルをクリックしま
す。

5. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

 説明

1 1 番目の水平ブレース

2 2 番目の水平ブレース

3 斜めブレース

ブレースボルト(181)
1 つの斜めブレースを 1 つまたは 2 つの水平ブレースにボルト付けします。

作成される部材

-

適する用途

状況
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適さない用途

同じ平面上に存在しないブレース。

実際の作業をはじめる前に

1 つの斜めブレースと 1 つまたは 2 つの水平ブレースを作成します。ブレースは
ビルドアップ梁にできます。

プロパティの定義

このコンポーネントのプロパティを定義するには、コンポーネントダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] ボルトの位置を定義する
寸法。ブレース間のクリ
アランス。

ボルトの標準ラインの定
義(87) (2674 ページ)

ブレースのカット(181、
182)。 (2669 ページ)[パラメータ] 水平ブレースのボルトお

よびカットに関するオプ
ション。

ピック順

1. 1 番目の水平ブレース

2. 斜めブレース

3. 2 番目の水平ブレース（オプション）

 説明

1 1 番目の水平ブレース

2 斜めブレース

3 2 番目の水平ブレース（オプション）
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ブレースガセット(182)
プレートを使用して 1 つの斜めブレースを 1 つまたは 2 つの水平ブレースにボル
ト付けします。水平ブレースの内面または外面に斜めブレースを接続します。

作成される部材

• プレート

• 1 つまたは複数のフィラープレート

適する用途

状況

適さない用途

同じ平面上に存在しないブレース。

実際の作業をはじめる前に

1 つの斜めブレースと 1 つまたは 2 つの水平ブレースを作成します。

プロパティの定義

このコンポーネントで作成する部材のプロパティを定義するには、コンポーネント
ダイアログボックス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー] ボルトの位置を定義する
寸法、水平ブレース間のク
リアランス。

ボルトの標準ラインにつ
いて (2673 ページ)

ブレースのカット(181、
182)。 (2669 ページ)

[部材] プレートのプロパティお
よびオプションのフィラ
ープレートのプロパティ。

 

[パラメータ] ブレースのカット形状、ボ
ルトオプション、プレート
オプション。

フィラープレートの定義
(182) (2680 ページ)

ボルトを作成する（182）
(2677 ページ)
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ピック順

1. 斜めブレースをボルト付けする水平ブレース。

2. 斜めブレース

3. 2 番目の水平ブレース（オプション）

4. マウスの中ボタンをクリックしてコンポーネントを作成します。

 説明

1 斜めブレースをボルト付けする水平ブレース。

2 斜めブレース

3 2 番目の水平ブレース（オプション）

編集ツール

鉄塔ブレーシングを変更するには、以下のコンポーネントを使います。

コンポーネント アイコン 説明

アングル開き-端
部(1050) (2656 ペ
ージ)

アングルボックスの端部の
開閉をシミュレートします。

アングル開き-中
央（1051）
(2658 ページ)

アングルボックスの内部の
開閉をシミュレートします。

自動調整（S67）
(2660 ページ)

鉄塔脚部に接続するブレー
スの位置を調整します。ブ
レースをカットします。
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アングル開き-端部(1050)
プロファイルをカットしたり曲げたりして、アングルのプロファイルの一端の開閉
をシミュレーションします。

注 鉄塔のブレースで使用されるアングルのプロファイルを開閉する場所を示す詳細な図
面を作成するには、このコンポーネントを使用します。工場では、アングルのプロフ
ァイルは機械で加工され、カットされません。

作成される部材

-

使用方法

状況 詳細

 

 

使用しない場合

アングルプロファイルの内部を開閉するには、アングル開き-中央（1051） (2658 ペ
ージ)を使用します。

実行前の準備

• アングルのプロファイルを作成します。

• コンポーネントを配置する点を作成します。

• 曲げるアングルのプロファイルの脚の外面に対して作業平面を平行に設定しま
す。
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プロパティの定義

このコンポーネントのプロパティを定義するには、[アングル開き-端部 (1050)]ダイ
アログボックスの次のタブを使用します。

Tab 項目 詳細

[パラメータ] 開くまたは閉じる脚、カッ
トの位置、曲げ角度。

脚部を開閉する長さ
を調整する（1050、
1051） (2661 ページ)

指示順番

1. アングル

2. アングルのプロファイル上の点

アングル開き-中央（1051）
プロファイルのカットと曲げにより、アングルボックスの内部の開閉をシミュレー
トします。

注 このコンポーネントを使うと、鉄塔ブレーシングに使用するアングルボックスをどこ
で開閉すべきかを示すディテール図面を作成できます。工場では、アングルボックス
をカットするのではなく機械加工します。

作成される部材

-
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適する用途

状況 詳細

 

 

適さない用途

アングルプロファイルの一方の端部を開閉するには、アングル開き-端部(1050)
(2656 ページ)を使用します。

実際の作業を始める前に

• コンポーネントの位置を示す点を作成します。

• 曲げたいアングルボックスの脚部の外面に平行になるように作業平面を設定し
ます。

プロパティの定義

このコンポーネントのプロパティを定義するには、コンポーネントダイアログボッ
クス内の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[パラメータ] 開閉する脚部、カットの位
置、曲げ角度。

脚部を開閉する長さ
を調整する（1050、
1051） (2661 ページ)
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ピック順

1. アングルボックス

2. アングルボックス上の点

自動調整（S67）
鉄塔脚部に接続する 1 つまたは 2 つのブレースの位置を調整します。ブレースを
カットします。

警
告

[斜材自動配置 (S67)]は、モデル上で他の作業をすべて完了した後で使用します。モ
デルを変更すると、このコンポーネントで行った調整が上書きされる場合がありま
す。

作成される部材

-

実際の作業をはじめる前に

1 つまたは 2 つのブレースを作成し、鉄塔脚部に接続します。

プロパティの定義

ブレースを調整してカットを作成するには、コンポーネントダイアログボックス内
の以下のタブを使います。

タブ 項目 詳細

[ピクチャー]  ブレースの移動とカ
ット(S67) (2671 ペー
ジ)

ピック順

1. 鉄塔脚部

2. 1 番目のブレース

3. 2 番目のブレース（オプション）

4. マウスの中ボタンをクリックします。

一般プロパティの定義

詳細情報のリンク:

• 鉄塔の位置(S43、S63) (2661 ページ)

• 補助点の作成 (S43、S66) (2661 ページ)

• 脚部を開閉する長さを調整する（1050、1051） (2661 ページ)
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鉄塔の位置(S43、S63)
Tekla Structures では、鉄塔は、現在の作業平面の z 軸に沿って作成されます。鉄塔
の底面が長方形の場合は、底面の長手側の辺が x 軸と平行になります。

 説明

1 鉄塔の底面

2 鉄塔の上面

補助点の作成 (S43、S66)
補助点とは、コンポーネントを部材に接続するときにピックできる点です。たとえ
ば、ブレースを鉄塔脚部に接続するときは、鉄塔脚部に補助点を作成します。

鉄塔脚部またはブレースに補助点を作成するには、[モデル点]タブを開きます。ブ
レースのタイプごとに、以下の設定作業を行います。

• 点の位置を選択します(1)。たとえば、ブレースの外面に点を作成する場合は、
[前方]を選択します。

• 点の間の距離を入力し、続けて点の数を入力します。たとえば、「400*4」と入
力すると、4 つの点が 400mm 間隔で作成されます。
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脚部を開閉する長さを調整する（1050、1051）
脚部を開閉する長さを調整するには、[パラメータ]タブを開き、以下のいずれかの
寸法を入力します。

フィールド 説明

開きの追加長さ コンポーネントを作成するた
めにピックした点から部材の
参照線の始点までの長さ。

開きの長さ コンポーネントを作成するた
めにピックした点から部材の
参照線の終点までの長さ。

鉄塔脚部のプロパティを定義する

ここでは、鉄塔脚部のプロパティを定義する方法について説明します。

詳細情報のリンク:

• 鉄塔脚部を定義する（S43） (2662 ページ)

• 鉄塔脚部を定義する（S63） (2664 ページ)

• プロファイルのレイアウト（S65） (2666 ページ)

鉄塔脚部を定義する（S43）
鉄塔脚部の構築にはアングルボックスを使用します。

• 傾斜脚部の作成(S43) (2662 ページ)

• アングルボックスのタイプと数量（S43） (2663 ページ)

傾斜脚部の作成(S43)

鉄塔脚部の傾斜を定義するには、[脚プロパティ]タブを開き、鉄塔の底面と上面の
x 寸法および y 寸法を入力します。
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 説明

1 ベース y
2 トップ y
3 トップ x
4 ベース x

アングルボックスのタイプと数量（S43）

鉄塔脚部に使用するアングルボックスを指定するには、次のようにします。

1. [部材]タブを開き、使用するプロファイルを[プロファイル 1]、[プロファイル
2]などのフィールドに入力します。 大 8 つのプロファイルタイプを指定で
きます。
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2. [脚プロパティ]タブを開き、[使用するプロファイル]フィールドに、脚部に使
用する各プロファイルタイプの数量を入力します。次の例では、プロファイル
1 のリフトを 6 つ使用して鉄塔脚部を作成しています。

鉄塔脚部を定義する（S63）
鉄塔脚部の構築にはアングルボックスを使用します。

• アングルボックスのタイプと数量（S63） (2664 ページ)

• 傾斜脚部の作成(S63) (2665 ページ)

• アングルボックスのパターン（S63） (2665 ページ)

• 脚部を接合する（S63） (2666 ページ)

アングルボックスのタイプと数量（S63）

使用するアングルボックスのタイプと数量を定義するには、次のようにします。

1. [ピクチャー]タブを開きます。使用するアングルプロファイルを[1]～[8]の各
フィールドで定義します。

2. [部材のプロファイル]フィールドに、各脚部に使用する各プロファイルタイプ
の数量を入力します。たとえば、「6*1」と入力すると、鉄塔脚部がそれぞれ 6
つのリフトで作成され、[1]フィールドで定義したプロファイルタイプが適用
されます。
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3. ピクチャーで、各脚部を構成するリフトの数量と長さを入力します。「6*6000」
と入力すると、長さ 6000 のリフト 6 つで鉄塔脚部が作成されます。

4. 特定の脚部リフトを並べるには、並べるリフトの番号を脚部の一番下から順に
[ネストする部材]フィールドに入力します。たとえば、「3 5」と入力すると、
リフト 3 と 5 が並べられます。

傾斜脚部の作成(S63)

傾斜の付いた鉄塔脚部を作成するには、[部材]タブのピクチャーに移動し、鉄塔の
底面と上面の x 寸法および y 寸法を入力します。

 説明

1 鉄塔の上面寸法

2 鉄塔の底面寸法
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アングルボックスのパターン（S63）

断面内で各脚部を形成するアングルプロファイルの数量を定義するには、[部材]タ
ブのグラフィックオプションを使用します。デフォルトオプションでは、1 つのア
ングルプロファイルが使用されます。

脚部を接合する（S63）

現場で鉄塔脚部を接合できるようにするには、[パラメータ]タブを開き、アングル
プロファイル間のカットバック距離を設定します。

プロファイルのレイアウト（S65）
次のオプションがあります。

オプション レイアウト

内側

外側
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鉄塔ブレーシングのプロパティを定義する

ここでは、鉄塔ブレーシングのプロパティを定義する方法について説明します。

詳細情報のリンク:

• ブレーシングパネルを定義する（S43、S66） (2667 ページ)

• ブレーシングジョイントを定義する（S43、S66） (2667 ページ)

• ブレースのカット(87、89)。 (2668 ページ)

• ブレースをカットする（177） (2669 ページ)

• ブレースのカット(181、182)。 (2669 ページ)

• 独自のデフォルト値を作成する（177） (2670 ページ)

• ブレースの移動とカット(S67) (2671 ページ)

ブレーシングパネルを定義する（S43、S66）
各対の鉄塔脚部の間に作成するブレーシングパネルの数量を定義するには、[ピク
チャー]タブの[斜材数]フィールドに数量を入力します。

ブレーシングパネルのレイアウトを定義するには、[鉄塔プロパティ]タブを開き、
[斜材形状]ドロップダウンリストでオプションを選択します。デフォルトレイア
ウトでは、クロスブレーシングが使用されます。

さまざまなレイアウトの斜めブレーシングを作成することもできます。

ブレーシングジョイントを定義する（S43、S66）
ブレースを鉄塔脚部に接続するために使用するコンポーネントを指定するには、
[ジョイント]タブを開きます。左右の斜めブレースおよび水平ブレースの接続に
は、それぞれ異なるコンポーネントを使用できます。

警告 鉄塔脚部にブレースを接続するときにカスタムコンポーネントを使用することはで
きません。

各ジョイントを定義するには、[ジョイント]タブで次の操作を行います。

• ドロップダウンリストからコンポーネントを選択します。

または

• ドロップダウンリストに含まれていないコンポーネントを選択するには、[カス
タム]を選択し、目的のコンポーネントの番号を入力します。

コンポーネントに事前定義のプロパティセットを使用することもできます。

1. 使用するコンポーネントの番号を入力します(1)。ここでは、[フィッティング
(13)]を使用しています。
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2. 使用する事前定義プロパティセットを示します（2）。

ブレースのカット(87、89)。
ブレース脚部のカットを定義するには、次のタブを開きます。

• 水平脚: [部材]タブ

• 垂直脚: [端部切断]タブ(87)、[Cuts d.1]タブ、および[Cuts d.2]タブ(89)

これらのタブページには、ブレース脚部をカットするオプションと、カットの寸法
を設定するオプションが用意されています。[部材]タブには、次のように表示され
ます。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2668 鉄塔コンポーネント



 説明

1 カット角度の増分値。2 を入力すると、実際の角度は 2、4、8 のように 2 度ず
つ増えていきます。

2 カット寸法。

3 鉄塔脚部のヒールに対するクリアランス。

4 カットオプション。

5 メインプロファイル脚と斜材 2 との間のクリアランス。

注 ブレースをカットし、鉄塔脚部のヒールに対するクリアランスを作成するには、カッ
トオプションの[常に]を使用します。このオプションは、[ピクチャー]タブで定義した
ボルト縁端距離よりも優先して適用されます。

ブレースをカットする（177）
[斜材 - 2 & 3 (177)]では、[ピクチャー]タブで指定した各ブレースのボルト縁端距離
に従って自動的にブレースをカットします。

ブレースのカット(181、182)。
Tekla Structures では、次の処理が自動的に行われます。

• 水平ブレースまたはブレースの端部を留め継ぎにする。

• 斜めブレースの端部をボルト縁端距離に従ってカットする。

これらの寸法を指定するには、[ピクチャー]タブを開きます。

 説明

1 水平ブレース間のクリアランス。

2 ボルト縁端距離

カットの形状を定義するには、以下のフィールドを使います。

• [パラメータ]タブの[ブレース端の角落し]フィールド(181)。
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• [パラメータ]タブの[ブレース角切り落とし]フィールド(182)。

独自のデフォルト値を作成する（177）
[パラメータ]タブに表示されるプロパティのうち、クリアランスおよび斜材のボル
ト縁端距離以外のすべてのプロパティは、tower_joint_clearance_N.txt(N
はボルト径)という名前のテキストファイル(tower_joint_clearance_16.txt
や tower_joint_clearance_24.txtなど)でデフォルト値を指定できます。

このファイルは、現在のモデル フォルダーまたはシステム フォルダーに作成でき
ます。

特定のボルト径に対応するテキストファイルが見つからなければ、ジョイント用の
デフォルト値が自動的に計算されます。

このテキストファイルでは、以下のいずれかの形式でプロパティを指定します。

形式 1：<L-profile> <C> <D1> <D2> <D3> <D4> <E> | <C> <D1> <D2> <D3> <D4>
<E>

形式 2：<L-profile> <C> <D1> <D2> <D3> <D4> <E>

形式 3：<L-profile> <H> | <B>

形式 4：<L-profile> <H>

ここで

• <L-profile> = 山形鋼の名前（例：L200*20*15、L200/15）。

• <C> = 部材の縁端から至近のボルトまでの距離。

• <D1> = 部材のヒールからの距離。

• <D2> = 部材の外側境界からの距離。

• <D3> = 部材のヒール（部材から離れているヒール）からの距離。

• <D4> = 部材のカット端からの距離（カット端がある場合）。

• <E> = ボルト間距離。

• <H> = 下の形式 3 および 4 の説明を参照してください。

• <B> = 下の形式 3 および 4 の説明を参照してください。

• 形式 1 で 初に指定した値のセットは部材の 初のフランジ（h）に適用され、
2 番目のセットは 2 番目のフランジ（b）に適用されます。

• 形式 2 では、h と b の値が同じになります。

• 形式 3 では、<C> <D1> ... <D4> <E>の各値の 初のセットに<H>の値が代入さ
れ、2 番目のセットに<B>が代入されます。

• 形式 4 では、両方の値セットに<H>の値が代入されます。

以下のことに注意してください。

• ';' または ' ' で始まる行はスキップされます。

• <L-profile>は、行の先頭に置く必要があります。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2670 鉄塔コンポーネント



• <L-profile>と 初の値の間には、少なくとも 1 個のスペースを入れる必要があ
ります。

• 指定した山形鋼のうち、 初に一致したものだけがコンポーネントに使用され
ます。

例

L40*5 20
L50*50*5 25 | 25
L80*10 30 30 30 30 30 30
L200/15 40 45 40 40 40 35
L200/20 40 45 40 40 40 35
RSA45*45*5 20 25 20 20 20 20
RSA100*100*8 30 45 40 40 40 35
RSA75*150*15 30 35 30 30 30 25 | 35 40 35 35 35 30
RSA150*75*15 35 40 35 35 35 30 | 30 35 30 30 30 25
RSA200*200*20 40 45 40 40 40 35

ブレースの移動とカット(S67)
ブレースの端部を移動するには、次のようにします。

 説明

1 ブレースのボルトゲージ線を定義します。

2 鉄塔脚部のボルトゲージ線を定義します。

3 点を削除します。

4 どのブレースを移動するかを指定します。1 つまたは複数のブレースを指定
できます。

5 ゲージ線が交差する点の移動距離を入力します。

ブレースをカットするには、次のようにします。
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 説明

1 ブレースの端部から鉄塔脚部の縁端までの距離を入力します。

2 [はい]を選択すると、ブレースがカットされます。

ボルトグループを移動するには、次のようにします。

 説明

1 グループ内の 初のボルトからブレースの端部までの距離を入力します。

ボルトプロパティを定義する

ここでは、鉄塔コンポーネントのボルトのプロパティを定義する方法について説明
します。

詳細情報のリンク:

• ボルトの標準ラインについて (2673 ページ)

• デフォルトのゲージ線を編集する (2676 ページ)

• ボルトを作成する（87） (2676 ページ)

• ボルトの作成(89) (2676 ページ)

• ボルトを作成する（178） (2677 ページ)

• ボルトを作成する（181） (2677 ページ)

• ボルトを作成する（182） (2677 ページ)

• ボルト位置(87、89) (2678 ページ)
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ボルトの標準ラインについて

一部のコンポーネントでは、以下の用途にボルトゲージ線を使用します。

• ブレース上のボルト位置を定義する

• 個々のボルトの位置を調整する

• ボルトを削除する

たとえば、[斜材 - 1 (178)]では標準ラインが使用されます。

ゲージ線では、複数の寸法を指定します。

 説明

1 ボルト間の水平距離

2 ボルトの中心からブレースの縁端までの距離

3 ボルト間の垂直距離

デフォルトセットのゲージ線を使用するには、次のようにします。

• 現在使用している環境のプロファイルフォルダに、gauge_lines.datファイ

ルがあることを確認します。

• [パラメータ]タブのすべてのフィールドを空白にしておきます。

ヒン
ト

デフォルトの標準ラインを変更する方法については、「デフォルトのゲージ線を編
集する (2676 ページ)」を参照してください。
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gauge_lines.dat を使用するコンポーネント

次のコンポーネントは、gauge_lines.dat ファイルを使用します。

• [鉄塔生成(S43)]
• [鉄塔斜材(S66)]
• [斜材自動配置(S67)]
• [アングル用目板(S85)]
• [ボルトガセット拡張(110)]
• [折れガセット(140)]
• [アングルスプライス(175)]
• [平行アングル(176)]
• [斜材-1(178)]

参照項目

ボルト位置(87、89) (2678 ページ)

ボルトの標準ラインの定義(87)

[タワー 1 斜材 (87)]のボルト標準ラインを定義するには、[ピクチャー]タブを開き、
以下の寸法を入力します。

 説明

1 ゲージ線の位置
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 説明

2 ゲージ線の位置

ボルトの作成方法については、「ボルト位置(87、89) (2678 ページ)」を参照してく
ださい。

ボルトの標準ラインの定義(89)

[タワー 2 斜材 (89)]の各ボルトグループのボルト標準ラインを定義するには、以下
のタブページを使用します。

ボルトグループ タブ

すべての部材を接続します。 [ピクチャー]
1 番目と 2 番目にピックしたブレースを
鉄塔脚部に接続します。

[ピクチャー 2]

たとえば、[ピクチャー]タブで次の寸法を入力します。

 説明

1 ゲージ線の位置

2 ゲージ線 1（2 番目にピックしたブレース）

3 ボルト縁端距離
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 説明

4 ゲージ線 1（ 初にピックしたブレース）

ボルトの作成方法については、「ボルト位置(87、89) (2678 ページ)」を参照してく
ださい。

デフォルトのゲージ線を編集する

デフォルトの標準ラインを使用するすべてのコンポーネントの標準ラインを変更
するには、メモ帳などのテキストエディタで gauge_lines. datファイルを編集

します。このファイルは、システムフォルダに格納されています。

ボルトを作成する（87）
このコンポーネントでは、ブレースを鉄塔脚部に接続する単一のボルトグループを
作成します。ボルトを作成するには、以下の作業が必要です。

• ボルトの標準ラインと縁端距離を定義する。「ボルトの標準ラインについて
(2673 ページ)」を参照してください。

• ボルトを作成し、個々のボルトの位置を指定する。「ボルト位置(87、89) (2678 ペ
ージ)」を参照してください。

警告 このコンポーネントのデフォルト設定では、ボルトが作成されません。このため、
使用するボルトを定義する必要があります。

ボルトの作成(89)
このコンポーネントでは、複数のボルトグループが作成されます。

 説明

1 すべての部材を接続するボルトグループ。
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 説明

2 初にピックしたブレースを鉄塔脚部に接続するボルトグループ。

3 2 番目にピックしたブレースを鉄塔脚部に接続するボルトグループ。（コンポ
ーネント 89 のみ）。

4 鉄塔脚部。

ボルトグループごとに、以下の作業が必要です。

• ボルトの標準ラインと縁端距離を定義します。 「ボルトの標準ラインについて
(2673 ページ)」を参照してください。

• ボルトを作成し、個々のボルトの位置を指定する。 「ボルト位置(87、89)
(2678 ページ)」を参照してください。

警告 このコンポーネントのデフォルト設定では、ボルトが作成されません。このため、
使用するボルトを定義する必要があります。

ボルトを作成する（178）
ボルトを作成するには、[パラメータ]タブを開き、ボルト標準ラインを定義しま
す。「ボルトの標準ラインについて (2673 ページ)」を参照してください。

警告 このコンポーネントのデフォルト設定では、ボルトが作成されません。このため、
使用するボルトを定義する必要があります。

ボルトを作成する（181）
このコンポーネントでは、水平ブレースと斜めブレースのメインボルトゲージの交
点に 1 つのボルトがデフォルトで作成されます。2 番目のボルトを作成するには、
次のようにします。

1. [ピクチャー]タブを開き、ブレースのメインボルトゲージおよび副ボルトゲー
ジを定義します。

2. [パラメータ]タブを開きます。[ボルト]ドロップダウンリストのオプションの
いずれかを選択します。デフォルトオプションは[なし]です。

ボルトを作成する（182）
デフォルトでは、以下のボルトが作成されます。

• ブレースのメインボルトゲージが交差する位置に 1 つのボルトが作成されま
す。このボルトは、すべてのブレースをプレートに接続します。

2 番目のボルトを作成するには、[パラメータ]タブを開きます。[ボルト]ドロッ
プダウンリストのオプションのいずれかを選択します。デフォルトオプション
は[なし]です。
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• 各ブレースのメインボルトゲージ上に 1 つのボルトが作成されます。このボル
トは、各ブレースをプレートに接続します。

ボルト位置(87、89)
[ピクチャー]タブページの一番下にあるフィールドを使用して、各ボルトグループ
内のボルトを作成します。

ボルトグループ タブ

すべての部材を接続します。 [ピクチャー]
1 番目と 2 番目にピックしたブレースを
鉄塔脚部に接続します。

[ピクチャー 2]

• 0 を入力すると、ゲージ線の交点にボルトが 1 つ作成されます。

• 1 以上の数を入力すると、1 番目または 2 番目にピックした斜めブレースのどち
らかの上で、ゲージ線に沿ってブレースの端部から離れる方向にボルトが移動
されます。

 説明

1 初にピックしたブレース。

2 2 番目にピックしたブレース（コンポーネント 89 のみ）。

3 ゲージ線の交点にボルトを作成します。

4 ゲージ線に沿ってブレースの端部から離れる方向にボルトが 30mm 移動し
ます。

ヒント ブレースの端点に向かってボルトを移動するには、負の数（-10 など）を入力しま
す。
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ジョイント材を定義する

ここでは、鉄塔コンポーネントのジョイント材質のプロパティを定義する方法につ
いて説明します。

詳細情報のリンク:

• フィラープレートの定義(177) (2679 ページ)

• フィラープレートの定義(182) (2680 ページ)

フィラープレートの定義(177)
[斜材 - 2 & 3 (177)]では、必要に応じて、ブレースと鉄塔脚部の間のギャップにフ
ィラープレートが自動的に作成されます。

 説明

 [プレート 1]: 初にピックした斜めブレースと水平ブレースの間

 [プレート 2]: 2 番目にピックした斜めブレースと鉄塔脚部の間

 [プレート 3]: 水平ブレースと鉄塔脚部の間

 [プレート 4]: 初にピックした水平ブレースと鉄塔脚部の間

1 水平ブレース

2 初にピックした斜めブレース

3 2 番目にピックした斜めブレース

4 鉄塔脚部

5 変更の指定

各フィラープレートのプロパティを指定するには、[プレート]タブのフィールドを
使用します。

フィラープレートを削除するには、図に移動し、対応するチェックボックスをオフ
にします。
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 説明

1 プレートを削除するには、対応するチェックボックスをオフにします。この
例では、プレート 1 および 2 を削除しています。

フィラープレートの定義(182)
斜めブレースを水平ブレースの内側に接続する場合は、斜めブレースとプレートの
間のギャップを埋めるために 1 つまたは複数のフィラープレートが Tekla
Structures により自動的に作成されます。

 説明

1 斜めブレース

2 フィラープレート

3 プレート

フィラープレートをリングまたは正方形ワッシャーに置き換えるには、[パラメー
タ]タブを開き、[フィラープレート種別]リストボックスのオプションのいずれかを
選択します。
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5.18 ジョイント一覧

ここでは、各種ジョイントを用途別に分けて、図で説明します。

詳細情報のリンク:

• 梁と梁のジョイント (2681 ページ)

• 梁と柱の部材接合 (2699 ページ)

• Splice connections (2721 ページ)

• 梁のジョイント (2728 ページ)

• 垂直部材を梁に接合 (2731 ページ)

• ブレース ジョイント (2735 ページ)

• 溶接接合ジョイント (2743 ページ)

• ディテール (2747 ページ)

梁と梁のジョイント

ガセット プレート

例 説明

フルデプス ガセット プレート - 副部材
はメイン部材に干渉しないようにカッ
ト。

[スチフナーコネクション 梁 (129)] を使
用します。
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例 説明

フル デプス ガセット プレート - 副部材
が勾配を持つ、かつ/または斜め。

[スチフナーコネクション 梁 (129)] を使
用します。

シンプル ガセット プレートで梁に接
合。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

シンプル ガセット プレートで梁に接合
- ボルト削除オプション。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。
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例 説明

シンプル ガセット プレートで梁に接合
- 副部材は斜め。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

シンプル ガセット プレートで梁に接合
- 副部材は勾配を持つ (かつ斜め)。 副部
材に位置を合わせて配置されたボルト
とプレート。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

シンプル ガセット プレートを梁に接続
- 副部材は勾配を持ち、斜め。 谷木条
件。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。
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例 説明

シンプル ガセット プレートを梁に接続
- 副部材は勾配を持ち、斜め。 谷木条
件。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

部分的デプス ガセット プレートを梁の
上フランジに接合 - 直交または斜め、ス
チフナー オプション。

[上部フランジへの溶接 (147)] を使用し
ます。

部分的デプス ガセット プレートを梁の
上フランジに接合。 勾配、直交、または
斜め。

[上部フランジへの溶接 (147)] を使用し
ます。
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例 説明

部分的デプス ガセット プレートを梁の
上フランジに接合、副部材はメイン部材
に干渉しないようにカット。 直交、勾
配、斜め。

[フィンプレート 3 (149)] を使用します。

フル デプス ガセット プレート。 直交、
勾配、斜め。

[フルデプス (184)] を使用します。

フル デプス ガセット プレート。 副部
材はメイン部材に干渉しないようにカ
ット。

[フルデプス拡張 (185)] を使用します。
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例 説明

フル デプス ガセット プレート。 副部
材はメイン部材に干渉しないようにカ
ット。 副部材は勾配を持つ。

[フルデプス拡張 (185)] を使用します。

フル デプス ガセット プレート。 副部
材はメイン部材に干渉しないようにカ
ット。 副部材は勾配を持ち、斜め (隅
棟、谷棟)。

[フルデプス拡張 (185)] を使用します。

フル デプス ガセット プレート。 副部
材はメイン部材に干渉しないようにカ
ット。 副部材オフセット。 ボルト削除
オプション。

[フルデプス拡張 (185)] を使用します。
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クリップ アングル

例 説明

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 副部材は勾配を
持つ。 ノッチ付けオプションが多数あ
ります。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 溶接開先オプシ
ョン。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2687 ジョイント一覧



例 説明

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 副部材は勾配を
持つ。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 2 つの副部材。
ボルト/ボルト、溶接/ボルト、溶接/溶接
オプションがあります。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 梁せいの異なる
2 つの副部材。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。
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例 説明

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 2 つの副部材。
安全コネクション。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル ジョイント - 片面ク
リップ/両面クリップ。 2 つの副部材。
一方に勾配。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。
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エンド プレート

例 説明

エンド プレート ジョイント - 副部材は
水平または勾配、直交または斜め。 ノッ
チ付けオプションが多数あります。

[エンドプレート (144)] を使用します。

エンド プレート ジョイント - ハンチあ
り/なしの拡張プレート。

[エンドプレート (144)] を使用します。

エンド プレート ジョイント - 2 つの副
部材。 ボルトの許容精度を確保する自
動ノッチ付け。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。
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例 説明

エンド プレート ジョイント - 梁せいの
異なる 2 つの副部材。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。

エンド プレート ジョイント - 2 つの副
部材。 直交かつ/または斜め。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。

エンド プレート ジョイント - 2 つの副
部材。 安全コネクション。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。
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例 説明

エンド プレート ジョイント - 2 つの副
部材。 水平かつ/または勾配を持つ。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。

折れ板

例 説明

折れ板ジョイント - 副部材は斜めまた
は直交、プレートの手前側と向う側に接
続。

[折れ板 (190)] を使用します。
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例 説明

折れ板ジョイント - 副部材斜めまたは
直交、プレート片面に接続。

[折れ板 (190)] を使用します。

折れ板ジョイント - 副部材斜めまたは
直交、プレート片面に接続。 プレート配
置オプションが多数あります。

[折れ板 (190)] を使用します。

折れ板ジョイント - 斜めかつ勾配を持
つ (隅棟、谷棟)。

[折れ板 (190)] を使用します。
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ベアリング タイプ

例 説明

梁と梁のベアリング ジョイント。 ボル
トは 1 ～ 4 本使用できます。

[シーティング(30)] を使用します。

梁と梁のベアリング ジョイント。 スペ
ーサー オプション。

[シーティング(30)] を使用します。

梁と梁のベアリング ジョイント。 スペ
ーサー オプション。

[シーティング(30)] を使用します。
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例 説明

スタブ柱を使った梁と梁のベアリング
ジョイント。 直交、勾配、および斜めの
条件で接続。

[十字 (4)] を使用します。

梁を梁にベアリングするためにクラン
プを使うジョイント。

[釘によるシーティング(36)] を使用しま
す。

1 本の母屋に接合する梁と梁の母屋接
合。

[母屋接合 (93)] を使用します。
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例 説明

2 本の母屋に接合する梁と梁の母屋接
合。

[母屋接合 (93)] を使用します。

梁と梁のノッチ済みシーティング ジョ
イント。 直交および斜めの条件で接合。

[ノッチ済みシーティング (9)] を使用し
ます。

チューブ レールをメイン部材に接合す
る梁と梁のベアリング。 凸円またはボ
ルト孔にアクセスするオプションがあ
ります。

[柱･レール (113)] を使用します。
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例 説明

アングルを使って梁を梁にベアリング
するノッチ済みシート。

[レールジョイント (70)] を使用します。

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 ノッチ付けが必要。

[レールジョイント (70)] を使用します。

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 プレートを使用。 ノッ
チ付けが必要。

[レールジョイント (70)] を使用します。
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例 説明

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 勾配を持つ/水平のノッ
チ付けが必要。

[レールジョイント (70)] を使用します。

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 プレートを使用。

[冷間圧延重なり (1)] を使用します。

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 アングルを使用。

[冷間圧延重なり (1)] を使用します。
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例 説明

2 つの副部材を垂木にアングルで接合す
るジョイント。 ニー ブレース オプショ
ン。

[冷間圧延重なり (1)] を使用します。

梁と柱の部材接合

ガセット プレート

例 説明

シンプルガセットプレートに柱フラン
ジを接合。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。
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例 説明

シンプル ガセット プレートを縁端/柱
フランジに接合。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

シート配置角度オプションを使用して、
シンプル ガセット プレートを柱フラン
ジに接合。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

シンプルガセットプレートに柱フラン
ジを接合。 ボルト削除オプション。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。
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例 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。

[スチフナーコネクション 柱 4 (182)] を
使用します。

柱スチフナー付きガセット プレート。
副部材は勾配を持つ。

[スチフナーコネクション 柱 4 (182)] を
使用します。

柱スチフナー付きガセット プレート。
ボルトは副部材の方向に揃っている。

[スチフナーコネクション 柱 4 (182)] を
使用します。
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例 説明

柱スチフナー付きガセット プレート。
ボルト削除オプション。

[スチフナーコネクション 柱 4 (182)] を
使用します。

柱スチフナー付きガセットプレート。

[スチフナー付 (186)] を使用します。

柱スチフナー付きガセットプレート。
副部材は勾配を持つ。

[スチフナー付 (186)] を使用します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2702 ジョイント一覧



例 説明

柱スチフナー付きガセットプレート。
副部材は斜め。

[スチフナー付 (186)] を使用します。

ガセット プレートを柱フランジへ柱ス
チフナーで接合。

[スチフナー付 (188)] を使用します。

ガセット プレートを柱フランジへ柱ス
チフナーで接合。 モーメント コネクシ
ョン オプション用の溶接開先およびス
カラップ。

[スチフナー付 (188)] を使用します。
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例 説明

ボルト モーメント コネクションを柱フ
ランジに柱スチフナーで接合。

[ボルト-モーメントコネクション (134)]
を使用します。

ボルト モーメント コネクションを柱ウ
ェブに接合。

[ボルト-モーメントコネクション (134)]
を使用します。

ボルト モーメント コネクションを柱ウ
ェブに接合。 副部材は勾配を持つ。

[ボルト-モーメントコネクション (134)]
を使用します。
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例 説明

モーメント コネクションを柱フランジ
に溶接。 梁の溶接開先およびスカラッ
プオプション。

[モーメントコネクション (181)] を使用
します。

モーメント コネクションを柱フランジ
に溶接。 勾配を持つ。

[モーメントコネクション (181)] を使用
します。

チューブ柱を貫通するガセット プレー
ト。

[せん断プレートチューブ柱 (189)] を使
用します。
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例 説明

チューブ柱を貫通するガセット プレー
ト。 2 つの副部材。

[せん断プレートチューブ柱 (189)] を使
用します。

チューブ柱を貫通するガセット プレー
ト。 2 つの副部材。 プレートを柱の上
まで延長するオプション。

[せん断プレートチューブ柱 (189)] を使
用します。

チューブ柱を貫通するガセット プレー
ト。 2 つの副部材、水平および/または
勾配を持つ。 ボルト配置オプション。

[せん断プレートチューブ柱 (189)] を使
用します。
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例 説明

チューブ柱を貫通するガセット プレー
ト。 元の 2 つの副部材に後から 3 つ目
の副部材を接合。

[せん断プレートチューブ柱 (189)] を使
用します。

クリップ アングル

例 説明

柱フランジまたはウェブへのクリップ
アングル ジョイント。 片側/両側クリ
ップ。 溶接/ボルト、ボルト/ボルト、溶
接/溶接オプションがあります。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。
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例 説明

柱フランジまたはウェブへのクリップ
アングル ジョイント。 片側/両側クリ
ップ。 副部材は勾配を持つ。 副部材の
カットは直角または斜めのオプション
があります。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

柱フランジまたはウェブへのクリップ
アングル ジョイント。 片側/両側クリ
ップ。 モーメント コネクション用の溶
接開先およびスカラップ。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

クリップ アングル ジョイントを柱ナイ
フ ジョイントに接合。 下フランジは、
架設のためにブロック化または切り取
り。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。
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例 説明

クリップ アングル ジョイントを柱に接
合。 シート アングル オプション。 上
面/下面/両方。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

柱フランジまたはウェブへのクリップ
アングル ジョイント。 片側/両側クリ
ップ。 ハンチ拡張オプション。 上面/
下面/両方。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

柱フランジまたはウェブへのクリップ
アングル ジョイント。 片側/両側クリ
ップ。 回転した副部材。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。
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例 説明

クリップ アングル ジョイント。 片側/
両側クリップ。 2 つの副部材。 ボルト/
ボルト、溶接/ボルト、溶接/溶接オプシ
ョンがあります。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル ジョイント。 片側/
両側クリップ。 2 つの副部材。 ハンチ
拡張オプション。 上面/下面/両方。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル ジョイント。 片側/
両側クリップ。 2 つの副部材。 モーメ
ント コネクション用の溶接開先および
スカラップ。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。
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例 説明

クリップ アングル ジョイント。 ボルト
の許容精度を確保する副部材の自動ノ
ッチ付け。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル ジョイント。 片側/
両側クリップ。 回転した 2 つの副部材。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。
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エンド プレート

例 説明

エンド プレート ジョイントを柱フラン
ジまたはウェブに接合。 副部材は水平
または勾配、直交または斜め。

[エンドプレート (144)] を使用します。

フル デプス エンド プレートジョイント
を柱フランジまたはウェブに接合。 副
部材は水平または勾配、直交または斜
め。

[エンドプレート (144)] を使用します。

エンド プレート ジョイントを柱プレー
トに接合。 ハンチ付き拡張プレートの
オプション。

[エンドプレート (144)] を使用します。
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例 説明

エンド プレート ジョイントを柱フラン
ジに接合。 柱スチフナー オプション。

[エンドプレート (144)] を使用します。

エンド プレート ジョイントを柱に接
合。 回転した副部材。

[エンドプレート (144)] を使用します。

エンド プレートのジョイント。 2 つの
副部材。 ボルトの許容精度を確保する
自動ノッチ付け。 ハンチ オプション。

[両面エンドプレート (142)] を使用しま
す。
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折れ板

例 説明

折れ板ジョイントを柱フランジに接合。
副部材は斜めまたは直交する。 プレー
トの手前側\向う側\両側。

[折れ板 (190)] を使用します。

折れ板ジョイントを柱ウェブに接合。
副部材は斜めまたは直交する。 プレー
トの手前側\向う側\両側。

[折れ板 (190)] を使用します。
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溶接 T

例 説明

柱に T を溶接。

[溶接された T (32)] を使用します。

シート ジョイント

例 説明

スチフナー付き梁シート。

[レールジョイント (170)] を使用しま
す。
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例 説明

梁シートの上下にスチフナーを接合。
ボルト付けオプションが多数あります。

[レールジョイント (170)] を使用しま
す。

梁シート。 複数スチフナー オプショ
ン。

[レールジョイント (170)] を使用しま
す。

梁シート。 副部材をオフセット。

[レールジョイント (170)] を使用しま
す。
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ベアリング タイプ キャップ プレート

例 説明

片持ち梁をキャップ プレートで柱の上
に接合。

[US ベースプレート (71)] を使用しま
す。

片持ち梁をキャップ プレートで柱の上
に接合。 副部材は勾配を持つ。

[US ベースプレート (71)] を使用しま
す。

片持ち梁をキャップ プレートで柱の上
に接合。 梁スチフナー オプション。

[US ベースプレート (71)] を使用しま
す。
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例 説明

片持ち梁をキャップ プレートで柱の上
に接合。 柱スチフナー オプション。

[US ベースプレート (71)] を使用しま
す。

柱キャップ プレートに 2 つの梁を接
合。 梁スチフナー オプション。

[シーティング(39)] を使用します。

梁柱間キャップ プレート。 メイン部材
にチューブ レールを接合。 凸円または
ボルト孔にアクセスするオプションが
あります。

[間柱･レール (100)] を使用します。

鉄骨コンポーネント リファレンス 2718 ジョイント一覧



例 説明

耐風柱を梁に接合するジョイント。

[耐風柱-垂木 (5)] を使用します。

耐風柱を梁に接合するジョイント。 プ
レート オフセット オプション。

[耐風柱-垂木 (5)] を使用します。
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胴縁を柱に接合

例 説明

1 つの胴縁を柱に接合。 アングル ジョ
イント。

[レールジョイント (70)] を使用します。

2 つの胴縁を柱に接合。 アングル ジョ
イント。

[レールジョイント (70)] を使用します。

梁を柱のアウトリガー ジョイントに接
合。 メイン部材および副部材のスチフ
ナー オプション。

[スタブ(28)] を使用します。
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例 説明

2 つの胴縁を柱に接合。 WT ジョイン
ト。

[US シートジョイント 3 (74)] を使用し
ます。

スプライス ジョイント

梁と梁の接合

例 説明

クリップ アングル スプライス ジョイン
ト。 ボルト/ボルト、溶接/ボルト、溶
接/溶接オプションがあります。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。
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例 説明

クリップ アングル スプライス ジョイン
ト。 片面。 ボルト/ボルト、溶接/ボル
ト、溶接/溶接オプションがあります。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

クリップ アングル スプライス ジョイン
ト。 梁は異なる平面上に位置。

[両面クリップアングル (143)] を使用し
ます。

注 クリップ アングル タイプのスプライス ジョイントを作成するには、ダミーのメイン
部材をボルトが貫通するように作成する必要があります。 副部材が接合されます。

図面の作成時にフィルターで除外できるように、特別なプロパティを指定して 1/8 イ
ンチ厚のダミー板を作成します。 [ピクチャー] タブで次の設定を使用します。
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例 説明

梁を梁ウェブ スプライス プレートに、
メイン部材に溶接、副部材にボルトで接
合。

[タブ板 (33)] を使用します。

梁を梁ウェブ スプライス プレートに、
メイン部材に溶接、副部材にボルトで接
合。 梁は異なる平面上に位置。

[タブ板 (33)] を使用します。

梁を梁ウェブ スプライス プレートに、
メイン部材に溶接、副部材にボルトで接
合。 回転した部材。

[タブ板 (33)] を使用します。
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例 説明

梁を梁ウェブ スプライス プレートに、
両部材にボルト接合して接合。 両部材
とも同じ平面に接合。

[柱スプライス (42)] を使用します。

梁を梁のエンド プレート スプライスに
接合。

[結合プレート (14)] を使用します。

梁を梁のエンド プレート スプライスに
接合。 部材のデプスは異なる。

[結合プレート (14)] を使用します。
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例 説明

梁を梁にスプライスを溶接して接合。
階段の側桁から踊り場まで。

[クランク梁 (41)] を使用します。

注意: 傾斜が浅い場合や同一平面上の梁
には使用できません。

梁を梁にエンド プレート スプライスを
ボルト接合して接合。

[クランク梁 (41)] を使用します。

注意: 傾斜が浅い場合や同一平面上の梁
には使用できません。

梁を梁にハンチ付きエンド プレート ス
プライスをボルト接合して接合。

[クランク梁 (41)] を使用します。

注意: 傾斜が浅い場合や同一平面上の梁
には使用できません。
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例 説明

梁を梁に、ハンチ スチフナー プレート
オプションを使用してエンド プレート
スプライスをボルトで接合。

[クランク梁 (41)] を使用します。

注意: 傾斜が浅い場合や同一平面上の梁
には使用できません。

梁を梁に、スプライスを "Z" カットで溶
接。

[オフショア Z (192)] を使用します。

梁を梁に、スプライスを直角の "Z"カッ
トで溶接。

[オフショア Z (192)] を使用します。
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柱スプライス

例 説明

柱スプライス。 両部材にボルト接合。
両部材とも同じ平面に接合。

[柱スプライス (42)] を使用します。

柱スプライス。 両部材にボルト接合。
異なるプロファイルのシム プレートを
使用。

[柱スプライス (42)] を使用します。

柱スプライス。 両部材にボルト接合。
吊上用孔オプション。

[柱スプライス (42)] を使用します。
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例 説明

分割プレートおよびジョイント アング
ル付きの柱スプライス。

[柱スプライス (132)] を使用します。

梁のジョイント

ジョイストを梁に接合

例 説明

ジョイスト ベアリングを梁に接合。

[根太-梁 タイプ 1 (160)] を使用します。
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例 説明

ジョイスト ベアリングを梁に接合。 上
弦プロファイルの延長オプション。

[根太-梁 タイプ 1 (160)] を使用します。

ジョイストを柱に接合

例 説明

ジョイスト ベアリングを柱に接合。 キ
ャップ プレート、スタビライザーバー、
またはアングル オプション。 上弦プロ
ファイルの延長オプションが使用でき
ます。

[根太-柱 1 (161)] を使用します。
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例 説明

2 つのジョイスト ベアリングを柱に接
合。 キャップ プレート、スタビライザ
ーバー、またはアングル オプション。

[両面 根太-柱 (162)] を使用します。

2 つのジョイスト ベアリングを柱に接
合。 キャップ プレートを使用、キャッ
プ プレートは水平またはジョイストの
勾配。

[両面 根太-柱 (162)] を使用します。

ジョイストのフレームを柱の側面に接
合。 スタビライザー バーまたはアング
ル オプション。

[根太-柱 2 (163)] を使用します。
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例 説明

ジョイストのフレームを柱の側面に接
合。 フランジの先にシート アングルを
接合。

[根太-柱 2 (163)] を使用します。

ジョイストのフレームをジョイストの
梁に柱で接合。

[根太-梁,柱 (164)] を使用します。

垂直部材を梁に接合
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支柱およびドアわき柱を梁上に接合

例 説明

支柱ベース プレートを梁上に接合。 メ
インおよび副スチフナー オプション。

[US ベースプレートジョイント (71)] を
使用します。

シンプル ガセット プレートを支柱また
はチャンネルわき柱に接合。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

クリップ アングルをチャンネルわき柱
に接合。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。
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例 説明

クリップ アングルを手摺支柱に接合。

[側桁支柱 L プロファイル(68)] を使用し
ます。

手摺支柱ジョイント プレートを梁スチ
フナーに接合。

[側桁支柱スチフナー (69)] を使用しま
す。

手摺支柱エルボ管をコネクション プレ
ートに接合。

[曲がり支柱 (84)] を使用します。
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例 説明

ガセット プレートを手摺支柱に接合。

[支柱サイドプロファイル(86)] を使用し
ます。

ビルド アッププレート手摺支柱ジョイ
ント。

[支柱ダブルプレート (87)] を使用しま
す。
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梁の下側からのハンガー

例 説明

クリップ アングル ハンガー ジョイン
ト。

[クリップアングル (141)] を使用しま
す。

シンプル ガセット プレート ハンガー
ジョイント。

[シンプルシアープレート (146)] を使用
します。

ブレース ジョイント
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シンプル ガセット プレート ジョイント

例 説明

ガセット プレートを 1 つのブレースに
接合。 水平および垂直ブレース。 ブレ
ース プロファイルが多数あります。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

適な結果を得るには、< Defaults > ジ
ョイント プロパティを読み込み、[ルー
ルグループ] の [デフォルト] を選択しま
す。

ガセット プレートを 1 つのブレースに
接合。 水平および垂直ブレース。 切り
込み円形ブレースをピン ボルトで接合
するオプション。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

適な結果を得るには、< Defaults > ジ
ョイント プロパティを読み込み、[ルー
ルグループ] の [デフォルト] を選択しま
す。

ガセット プレートを 1 つのブレースに
接合。 ブレースとメイン部材は同じ高
さ。

[ボルトガセット (11)] を使用します。
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例 説明

ガセット プレートを柱のベース プレー
トで 1 つのブレースに接合。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

ガセット プレートの切り込み断面 "バ
ード マウス" ジョイントを副部材に接
合。

[チューブガセット (20)] を使用します。

ガセット プレート切り込み断面割込プ
レート ジョイントを副部材に接合。

[チューブガセット (20)] を使用します。
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例 説明

ガセット プレートをツイン プロファイ
ル ブレースに接合。 垂直または水平ブ
レース。 複数のブレース部材を使用。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

ガセット プレートをツイン プロファイ
ル ブレースに接合。 ツイン プロファイ
ル メイン部材。 メイン部材に溶接また
はボルト接合。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

コネクション プレート付きガセット プ
レート。 メイン部材にボルト接合。

[ボルトガセット (11)] を使用します。
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例 説明

コネクション プレート付きガセット プ
レート。 メイン部材にボルト接合。 ガ
セット プレート形状のオプションが多
数あります。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

ガセット プレートを切り込み断面ブレ
ースに接合。 ピン ボルトと張力アング
ル オプション。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

ガセット プレートを切り込み断面ブレ
ースに接合。 ピン ボルトと張力アング
ル オプション。

[ボルトガセット (11)] を使用します。
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例 説明

ガセット プレートを WT 断面ブレース
に接合。 ノッチ付けオプション。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

適な結果を得るには、< Defaults > ジ
ョイント プロパティを読み込み、[ルー
ルグループ] の [デフォルト] を選択しま
す。

ベース プレートでガセット プレートを
切り込み断面柱と切り込み断面ブレー
スに差し込む。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

柱を選択し、次にブレースを 2 つ選択し
ます。

ベース プレートでガセット プレートを
切り込み断面柱と WT ブレースに差し
込む。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

柱を選択し、次にブレースを 2 つ選択し
ます。
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例 説明

ベース プレートでガセット プレートを
切り込み断面柱とアングル ブレースに
差し込む。 シングルまたはツイン プロ
ファイル。

[ボルトガセット (11)] を使用します。

柱を選択し、次にブレースを 2 つ選択し
ます。

ラップ付きガセット プレート W 断面ブ
レース。 ブレース接合オプションが多
数あります。 溶接/ボルト、ボルト/ボル
ト。

[ガセット ラップ付き (62)] を使用しま
す。

ラップ付きガセット プレート W 断面ブ
レース。 ブレース接合オプションが多
数あります。 溶接/ボルト、ボルト/ボル
ト。

[ガセット ラップ付き (62)] を使用しま
す。
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例 説明

ラップ付きガセット プレート W 断面ブ
レース。 各ブレースにブレース接合オ
プションが多数あります。

[ガセット ラップ付き (62)] を使用しま
す。

ラップ付きガセット プレート W 断面ブ
レース。 ガセット プレート接合オプシ
ョンが多数あります。

[ガセット ラップ付き (62)] を使用しま
す。

切り込み断面ブレース割込プレート ジ
ョイントを既存のガセット プレートに
接合。

[チューブ交差 (22)] を使用します。
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例 説明

ラップ付きガセット W 断面ブレース ジ
ョイントを既存のガセット プレートに
接合。

[コネクション ラップ付 (61)] を使用し
ます。

切り込み断面ブレース WT エンド ジョ
イントを既存のガセット プレートに接
合。

[ポータルブレーシング (105)] を使用し
ます。

ボルト接合ブレース ジョイントを既存
のガセット プレートに接合。

[ブレーシング交差 (19)] を使用します。
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溶接接合ジョイント

梁と梁の接合

例 説明

梁を梁に溶接。

[フィッティング(13)] を使用します。

水平スチフナーを使用して梁を梁に溶
接。

[フィッティング(13)] を使用します。
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例 説明

メイン部材で梁を梁に溶接。 垂直スチ
フナー。

[梁-梁溶接 (123)] を使用します。

ハンチを使用して梁を梁に溶接。

[オフショア (194)] を使用します。

ハンチを使用して梁を梁に溶接。 ハン
チ オプションが多数あります。

[オフショア (194)] を使用します。
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例 説明

ハンチを使用して梁を梁に溶接。 ハン
チ オプションが多数あります。

[オフショア (194)] を使用します。

円形プロファイルを円形プロファイル
に溶接。

[丸チューブ (23)] を使用します。

円形プロファイルを円形プロファイル
に溶接。 プロファイル サイズが異な
り、副部材が斜め。

[丸チューブ (23)] を使用します。
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梁柱間

例 説明

溶接開先を使用した柱への溶接。スチ
フナー オプションがあります。

[柱-梁 溶接 スチフナー付 (128)] を使用
します。

柱への溶接。

[溶接された柱(31)] を使用します。

ディテール
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ベース プレート

例 説明

グラウト ホール付きの柱ベース プレー
ト オプション。

[US ベースプレート (1047)] を使用しま
す。

シアーキー付きの柱ベース プレート オ
プション。

[US ベースプレート (1047)] を使用しま
す。

スチフナー付きの柱ベース プレート オ
プション。

[US ベースプレート (1047)] を使用しま
す。
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例 説明

柱ベース プレートのオフセット (シア
ー キーおよびグラウト ホール オプショ
ン)。

[US ベースプレート (1047)] を使用しま
す。

柱ベース プレートのボルト削除および
内側階段角処理オプション。

[US ベースプレート (1047)] を使用しま
す。

スチフナー付きの円柱ベース プレート
オプション。

[ベースプレート (1042)] を使用します。
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例 説明

スチフナー付きの円柱ベースプレート
オプション。

[円形ベースプレート (1052)] を使用し
ます。

水平ベース プレートを傾斜した支柱に
接合。

[ベースプレート (1053)] を使用します。
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スチフナー

例 説明

スチフナープレートのディテールを柱
に接合。

[スチフナー (1003)] を使用します。

スチフナー プレートのディテールを梁
に接合。

[スチフナー (1003)] を使用します。

部分的デプス スチフナー プレートのデ
ィテールを梁に接合。

[スチフナー (1041)] を使用します。
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例 説明

部分的デプス スチフナー プレートのデ
ィテールを柱に接合。

[スチフナー (1041)] を使用します。

平行なスチフナー プレート。

[水平スチフナー (1017)] を使用します。

フランジ スチフナー プレート。

[スチフナー (1030)] を使用します。
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例 説明

補剛ノッチ。

[スチフナー済みノッチ(1006)] を使用し
ます。

補剛ノッチ。 部材へのノッチ カット角
度。

[スチフナー済みノッチ(1006)] を使用し
ます。
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マンロック孔と吊上用突起

例  
マンロック孔をあけた柱。

[マンロック柱 (1032)] を使用します。

マンロック孔をあけた梁。

[マンロック梁 (1033)] を使用します。
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例  
吊上用突起を梁に接合。

[吊・調整ピース (1031)] を使用します。

吊上用突起を梁に接合 (異形プレート)。

[吊・調整ピース (1031)] を使用します。
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シートのディテール

例 説明

スチフナー付きプレート シート。

[スタブプレート (1013)] を使用します。

スチフナー付きアングル シート。

[アングルプロファイルボックス (1040)]
を使用します。

スチフナー付きアングル シート。 メイ
ン部材にシートを通してボルト接合す
るオプション。

[US シートディテール 1 (1048)] を使用
します。
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例 説明

スチフナー付きアングル シート。 ボル
トを指定した距離だけ離してメイン部
材に接合。

[US シートディテール 1 (1048)] を使用
します。

WT シート ディテール。

[US シートディテール 2 (1049)] を使用
します。

回転したアングル シート。 スチフナー
プレート オプションが使用できます。

[US シートディテール 2 (1049)] を使用
します。
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キャップ プレートとベアリング プレート

例 説明

梁の終端にベアリング プレートを接合。

[US ベアリングプレート (1044)] を使用
します。

キャップ プレート。

[エンドプレートディテール (1002)] を
使用します。
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その他

例 説明

ツイン プロファイル間にスペーサー プ
レートを接合。 溶接接合またはボルト
接合。

[ツイン部材コネクション (1046)] を使
用します。

5.19 免責条項

© 2020 Trimble Solutions Corporation and its licensors. All rights reserved.

本ソフトウェア マニュアルは、該当ソフトウェア製品と共に使用する目的で作成
されています。ソフトウェア製品および本ソフトウェア マニュアルの使用は、ラ
イセンス契約に準拠するものとします。ライセンス契約では、ソフトウェア製品お
よび本マニュアルの特定保証の規定、他の保証の放棄、回復可能な損害賠償の限
定、ソフトウェア製品の許可された使用方法の規定、およびソフトウェア製品の認
定ユーザーの定義を行います。本マニュアルに記載されたすべての情報は、ライセ
ンス契約書に定められた保証の下で提供されます。重要な義務、適用される制限事
項、および権利制限については、ライセンス契約書を参照してください。Trimble
は、テキストに技術的な誤りや誤植がないことを保証いたしません。Trimble は、
ソフトウェアまたはその他の点での変更により、本マニュアルに対して変更および
追加を行う権利を有します。

また、本ソフトウェア マニュアルは、著作権法および国際条約により保護されて
います。本マニュアルまたは本マニュアルの一部を無断で複製、展示、改変、また
は配布した場合、民事および刑事上の厳しい処罰の対象となることがあり、法律で
認められた 大限の範囲まで告訴されます。

Tekla Structures、Tekla Model Sharing、Tekla PowerFab、Tekla Structural Designer、
Tekla Tedds、Tekla Civil、Tekla Campus、Tekla Downloads、Tekla User Assistance、
Tekla Discussion Forum、Tekla Warehouse および Tekla Developer Center は、欧州連
合、米国、およびその他の国における Trimble Solutions Corporation の登録商標また
は商標です。Trimble Solutions の商標の詳細については、http://www.tekla.com/tekla-
trademarks を参照してください。Trimble は、欧州連合、米国、およびその他の国に
おける Trimble Inc. の登録商標または商標です。Trimble の商標の詳細については、
http://www.trimble.com/trademarks.aspx を参照してください。本マニュアルで言及さ
れているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性が

鉄骨コンポーネント リファレンス 2759 免責条項

http://www.tekla.com/tekla-trademarks
http://www.tekla.com/tekla-trademarks
http://www.trimble.com/trademarks.aspx
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6 コンクリート コンポーネント リ
ファレンス

ここでは、Tekla Structures に同梱されているコンクリート コンポーネントの使用に
関する情報を紹介します。

必要なコンポーネントがわかっている場合は、コンポーネント ダイアログ ボック
スで F1 キーを押すことで、正しいヘルプ ページにすばやくアクセスすることがで
きます。一部のコンポーネントでは、従来の形式でローカルにインストールされた
ヘルプ ファイルが使用されています。これらのヘルプ ファイルにアクセスするに
は、コンポーネント ダイアログ ボックスで F1 キーを押すしかありません。

Tekla Warehouse では、その他のコンポーネントをダウンロードおよびインストール
することができます。

多くの既存のコンポーネントを変更し、独自のカスタム コンポーネントを作成す
ることもできます。「」を参照してください。

6.1 コンクリートディテール

ここでは、Tekla Structures に用意されているコンクリート詳細ツールについて説明
します。

詳細情報のリンク:

• シーティングジョイント (2762 ページ)

• 梁と柱のジョイント (2789 ページ)

• パネルと壁 (2868 ページ)

• 開口部 (3107 ページ)

• 床 (3110 ページ)

• RC 階段 (3166 ページ)

• 杭基礎 (3217 ページ)
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注 プレキャストコンポーネントは、プレキャストコンクリート部材にのみ適用で
きます。 現場施工のコンクリート部材には適用できません。

シーティングジョイント

Tekla Structures には、コンクリートの柱と梁をアンカー ボルトで接続するときに使
用できるシーティング ジョイントがいくつか用意されています。以下のシーティ
ング ジョイント ツールがあります。

• 位置決めピン付きシーティング (75) (2762 ページ)

• 両面位置決めピン付きシーティング (76) (2769 ページ)

• 位置決めピン付きフランジシーティング (77) (2777 ページ)

• 両面位置決めピン付きフランジ シーティング (78) (2783 ページ)

位置決めピン付きシーティング (75)
[位置決めピン付きシーティング (75)] は、アンカー ボルトを使用して柱と梁を接続
します。

作成される部材

• アンカー ボルト

• ﾅｯﾄ

• ワッシャー プレート

• ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

• 梁と柱のフィッティング

• ボルトの孔

• ハンチ (オプション)

• ナットとワッシャー プレート用の切込み (オプション)

コンクリート コンポーネント リファレンス 2762 コンクリートディテール



使用方法

状況 説明

アンカー ボルトを使用して梁と柱を接続します。ワッシ
ャー プレートとナットは梁から突出します。

アンカー ボルトと傾斜付きハンチを使用して梁と柱を接
続します。ワッシャー プレートとナットは梁に埋め込ま
れます。

実行前の準備

次の部材を作成します。

• コンクリート柱 (円形または長方形プロファイル)

• コンクリート梁 (長方形、HI、I、L、または逆 T プロファイル)

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

第 2 部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、アンカー ボルトとベアリング プレートの位置、ボ
ルト孔の寸法、グラウト タイプ、および梁のクリアランスを定義します。

ボルト孔

次のボルト孔寸法を入力します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2763 コンクリートディテール



 説明

1 梁の方向の孔寸法。

2 梁の中心線から孔の中心およびボルトまでの距離。

3 梁に対して垂直方向の孔寸法。

ボルト孔の形状を選択します。

オプション 説明

長方形

デフォルト

丸孔

梁と柱

次のいずれかのオプションを選択して、Tekla Structures で柱または梁をフィッティ
ングします。

オプション 説明

柱をフィッティングします。

デフォルト

梁をフィッティングします。

梁は勾配が付いている必要があります。

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、ベアリング プレートの位置を定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2764 コンクリートディテール



オプション 説明

正方形 (梁付き)。

デフォルト

正方形 (柱付き)。

正方形 (柱付き)。

柱の縁端からの距離を入力します。

[位置決めピン] タブ

[位置決めピン] タブを使用して、位置決めピンとグラウトのプロパティを定義しま
す。

位置決めピン

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログから位置決めピ
ン プロファイルを選択します。

頭マーク、開始番号 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

デフォルトの材質を定義するには、 [フ
ァイル] メニュー --> [設定] --> [オプシ
ョン] で [コンポーネント] 設定を開き、
[材質] フィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

仕上げ 部材の表面がどのように処理されてい
るかを示します。

[クラス] コンポーネントで作成する部材をグル
ープ化するための番号を入力します。
デフォルトでは、部材はモデルビューで
クラス番号ごとに色分けして表示され
ます。

サイズ 鉄筋の直径。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2765 コンクリートディテール



オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

本数 1 本の鉄筋を作成するには、[1 位置決め
ピン] を選択します。

2 本の鉄筋を作成するには、[2 位置決め
ピン] を選択します。次に、[鉄筋距離]
フィールドで鉄筋間の距離を定義しま
す。

ｸﾞﾗｳﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、グラウトを追加および定義します。

オプション 説明

グラウトなし。

デフォルト

ボルト孔のグラウト。ナットやワッシャー
プレートはなし。

ボルト孔のグラウト。ボルト、ワッシャー プ
レート、アンカー ボルトが突出。

ナットおよびワッシャー プレート

次のいずれかのオプションを選択して、ナットとワッシャー プレートを梁に埋め
込むかどうかを定義します。

オプション 説明

ナットとワッシャー プレートは梁の表面
にあります。

デフォルト

ナットとボルト プレートは梁に埋め込ま
れています。

ナットとワッシャー プレートを梁に埋め込む場合は、次の寸法を入力して切込み
を定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2766 コンクリートディテール



[部材] タブ

[部材] タブを使用して、ベアリング パッド、排水口、グラウト、ボルト プレート、
ナット、およびチューブの各プロパティを定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義します。

マーク 部材位置番号の頭マークおよび開始番号を指定しま
す。

材質 材質を指定します。

名前 部材の名前を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、部材をグループ化します。

キャスト ユニット 部材をキャスト ユニットに追加する場合に選択しま
す。

ナットおよびボルト プレート

フィールド 説明

1 ナットの幅。

2 ボルト プレートの幅。

[ハンチ] タブ

[ハンチ] タブを使用して、ハンチを作成し、そのプロパティを定義します。

[ハンチ作成] リストからハンチを作成する場合に選択します。

ハンチの角処理のオプションは次のとおりです。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2767 コンクリートディテール



オプション 説明

斜

デフォルト

直線

円形

ハンチ鉄筋の配置を定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義しま
す。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定義する
には、 [ファイル] メニュー --> [設定] -->
[オプション] の [コンポーネント] 設定
で設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

[クラス] 部材クラス番号。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2768 コンクリートディテール



[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

両面位置決めピン付きシーティング (76)
[両面位置決めピン付きシーティング (76)] は、アンカー ボルトを使用して柱と 2 本
の梁を接続します。

作成される部材

• アンカー ボルト (2)

• ナット (2)

• ワッシャー プレート (2)

• ベアリング プレート (2)

• 梁と柱のフィッティング (2)

• ボルトの孔 (2)

• ハンチ (オプション) (2)

• ワッシャー プレートとナット用の切込み (オプション) (2)

使用方法

オプション 説明

アンカー ボルトを使用して 2 本の梁を柱に接続し、ハン
チを作成します。ナットとワッシャー プレートは梁の表
面にあります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2769 コンクリートディテール



オプション 説明

アンカー ボルトを使用して、2 本の梁を柱に接続します。
ナットとワッシャー プレートは梁に埋め込まれていま
す。梁 2 は勾配が付けられており、梁と柱の間にギャップ
を作成するためにカットされています。

実行前の準備

次の部材を作成します。

• コンクリート柱 (円形または長方形プロファイル)

• 2 本のコンクリート梁 (長方形、HI、I、L、または逆 T プロファイル)

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、梁とベアリング プレートを基準としたアンカー ボ
ルトの寸法と位置を定義します。

梁と柱

次のいずれかのオプションを選択して、梁端部のカットと形状を定義します。

キー オプション

1 = 柱

2 = 初にピックされた
梁

3 = 2 番目にピックされ
た梁

コンクリート コンポーネント リファレンス 2770 コンクリートディテール



キー オプション

次のいずれかのオプションを選択して、梁または柱をフィッティングします。

オプション 説明

柱をフィッティングします。

デフォルト

梁をフィッティングします。

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、ベアリング プレートの位置を定義します。

オプション 説明

正方形 (梁付き)。

デフォルト

正方形 (柱付き)。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2771 コンクリートディテール



オプション 説明

正方形 (柱付き)。

柱の縁端からの距離を入力します。

[位置決めピン] タブ

[位置決めピン] タブを使用して、位置決めピンのプロパティを定義します。

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログから位置決めピ
ン プロファイルを選択します。

頭マーク、開始番号 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

デフォルトの材質を定義するには、 [フ
ァイル] メニュー --> [設定] --> [オプシ
ョン] で [コンポーネント] 設定を開き、
[材質] フィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

仕上げ 部材の表面がどのように処理されてい
るかを示します。

[クラス] コンポーネントで作成する部材をグル
ープ化するための番号を入力します。
デフォルトでは、部材はモデルビューで
クラス番号ごとに色分けして表示され
ます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

本数 1 本の鉄筋を作成するには、[1 位置決め
ピン] を選択します。

2 本の鉄筋を作成するには、[2 位置決め
ピン] を選択します。次に、[鉄筋距離]
フィールドで鉄筋間の距離を定義しま
す。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、ベアリング パッド、排水口、グラウト、ボルト プレート、
ナット、およびチューブの各プロパティを定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2772 コンクリートディテール



オプション 説明

マーク 部材位置番号の頭マークおよび開始番号を指定しま
す。

材質 材質を指定します。

名前 部材の名前を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、部材をグループ化します。

[左梁]/[右梁] タブ

[左梁]/[右梁] タブを使用して、アンカー ボルト、ボルト孔、および切込みのプロパ
ティを定義します。

左梁は 初に選択された梁 (梁 1) で、右梁が 2 番目に選択された梁 (梁 2) です。

梁に勾配が付けられている場合は、梁と柱の間にクリアランスを作成できます。

ナットおよびボルト プレート

フィールド 説明

1 ナットの幅。

2 ボルト プレートの幅。

ナットおよびワッシャー プレート

次のいずれかのオプションを選択して、ナットとワッシャー プレートを梁に埋め
込むかどうかを定義します。

オプション 説明

ナットとワッシャー プレートは梁の表面
にあります。

デフォルト

コンクリート コンポーネント リファレンス 2773 コンクリートディテール



オプション 説明

ナットとボルト プレートは梁に埋め込ま
れています。

ナットとワッシャー プレートを梁に埋め込む場合は、次の寸法を入力して切込み
を定義します。

ｸﾞﾗｳﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、グラウトを追加および定義します。

オプション 説明

グラウトなし。

デフォルト

ボルト孔のグラウト。ナットやワッシャー
プレートはなし。

ボルト孔のグラウト。ボルト、ワッシャー プ
レート、アンカー ボルトが突出。

ボルト孔

次のボルト孔寸法を入力します。

フィー
ルド

説明

1 梁の方向の孔寸法。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2774 コンクリートディテール



フィー
ルド

説明

2 梁の中心線から孔の中心およびボルトまでの距離。

3 梁に対して垂直方向の孔寸法。

ボルト孔の形状を選択します。

オプション 説明

長方形

デフォルト

切り上げガセット

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、ベアリング プレートの位置を定義します。

オプション 説明

正方形 (梁付き)。

デフォルト

正方形 (柱付き)。

正方形 (柱付き)。

柱の縁端からの距離を入力します。

[左ハンチ]/[右ハンチ] タブ

[左ハンチ]/[右ハンチ] タブを使用して、ハンチを作成し、そのプロパティを定義し
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2775 コンクリートディテール



[ハンチ作成] リストからハンチを作成する場合に選択します。

ハンチの角処理のオプションは次のとおりです。

オプション 説明

斜

デフォルト

直線

円形

ハンチ鉄筋の配置を定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義しま
す。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定義する
には、 [ファイル] メニュー --> [設定] -->
[オプション] の [コンポーネント] 設定
で設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

[クラス] 部材クラス番号。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2776 コンクリートディテール



[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

位置決めピン付きフランジシーティング (77)
[位置決めピン付きフランジシーティング (77)] は、アンカー ボルトとオプションの
ハンチを使用して梁のフランジを柱に接続します。

作成される部材

• アンカー ボルト (2)

• ナット (2)

• ワッシャー プレート (2)

• ベアリングプレート (1)

• 梁と柱のフィッティング

• ボルトの孔 (2)

• ハンチ (オプション)

• ナットとワッシャー プレート用の切込み

コンクリート コンポーネント リファレンス 2777 コンクリートディテール



使用方法

状況 詳細

アンカー ボルトと傾斜付きハンチ
を使用して梁のフランジを柱に接
続します。ナットとワッシャー プ
レートは埋め込まれています。

実行前の準備

次の部材を作成します。

• コンクリート柱 (円形または長方形プロファイル)

• フランジ付きコンクリート梁 (長方形、HI、I、L、または逆 T プロファイル)

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

第 2 部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、アンカーボルトの位置と長さ、およびボルト孔の寸
法と位置を定義します。

ボルト孔

次のボルト孔寸法を入力します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2778 コンクリートディテール



 説明

1 梁の方向の孔寸法。

2 梁の中心線から孔の中心およびボルトまでの距離。

3 梁に対して垂直方向の孔寸法。

ボルト孔の形状を選択します。

オプション 説明

長方形

デフォルト

切り上げガセット

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、ベアリング プレートの位置を定義します。

オプション 説明

正方形 (梁付き)。

デフォルト

正方形 (柱付き)。

正方形 (柱付き)。

柱の縁端からの距離を入力します。

[位置決めピン] タブ

[位置決めピン] タブを使用して、位置決めピンのプロパティを定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2779 コンクリートディテール



[タイプ] リストから鉄筋、複数プロファイル、またはカスタム コンポーネント部
材として位置決めピンを作成する場合に選択します。

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログから位置決めピ
ン プロファイルを選択します。

頭マーク、開始番号 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

デフォルトの材質を定義するには、 [フ
ァイル] メニュー --> [設定] --> [オプシ
ョン] で [コンポーネント] 設定を開き、
[材質] フィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

仕上げ 部材の表面がどのように処理されてい
るかを示します。

[クラス] コンポーネントで作成する部材をグル
ープ化するための番号を入力します。
デフォルトでは、部材はモデルビューで
クラス番号ごとに色分けして表示され
ます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、ベアリング パッド、排水口、ボルト プレート、ナット、
および切込みの各プロパティを定義します。

部材プロパティ

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義します。

マーク 部材位置番号の頭マークおよび開始番号を指定しま
す。

材質 材質を指定します。

名前 部材の名前を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、部材をグループ化します。
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ナットおよびボルト プレート

フィールド 説明

1 ナットの幅。

2 ボルト プレートの幅。

へこみ

梁ウェブに切込みを作成するには、[切込み] リストから [はい] オプションを選択し
ます。以下の寸法を入力して切込みを定義します。

[ハンチ] タブ

[ハンチ] タブを使用して、ハンチを作成し、そのプロパティを定義します。

[ハンチ作成] リストからハンチを作成する場合に選択します。

ハンチの角処理のオプションは次のとおりです。
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オプション 説明

斜

デフォルト

直線

円形

ハンチ鉄筋の配置を定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義しま
す。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定義する
には、 [ファイル] メニュー --> [設定] -->
[オプション] の [コンポーネント] 設定
で設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

[クラス] 部材クラス番号。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

両面位置決めピン付きフランジ シーティング (78)
[両面位置決めピン付きフランジシーティング (78)] は、アンカー ボルトとオプショ
ンのハンチを使用して 2 本の梁のフランジを柱に接続します。

作成される部材

• アンカー ボルト (4)

• ナット (4)

• ワッシャー プレート (4)

• ベアリングプレート (2)

• 梁と柱のフィッティング

• ボルトの孔 (4)

• ハンチ (2) (オプション)

• ナットとワッシャー プレート用の切込み (4)

使用方法

状況 説明

アンカー ボルトを使用して、2 本の梁のフランジを柱に接
続します。
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状況 説明

アンカー ボルトと傾斜付きハンチを使用して 2 本の梁の
フランジを柱に接続します。

実行前の準備

次の部材を作成します。

• コンクリート柱 (円形または長方形プロファイル)

• フランジ付きコンクリート梁 (長方形、HI、I、L、または逆 T プロファイル)

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

3. 2 番目の副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、梁とベアリング プレートを基準としたアンカーボ
ルトの寸法と位置、アンカー ボルトの長さ、および梁端部を定義します。

梁と柱

次のいずれかのオプションを選択して、梁端部のカットと形状を定義します。

キー オプション

1 = 柱

2 = 初にピックされた
梁

3 = 2 番目にピックされ
た梁
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キー オプション

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

次のいずれかのオプションを選択して、ベアリング プレートの位置を定義します。

オプション 説明

正方形 (梁付き)。

デフォルト

正方形 (柱付き)。

正方形 (柱付き)。

柱の縁端からの距離を入力します。

[位置決めピン] タブ

[位置決めピン] タブを使用して、位置決めピンのプロパティを定義します。

[タイプ] リストから鉄筋、複数プロファイル、またはカスタム コンポーネント部
材として位置決めピンを作成する場合に選択します。

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログから位置決めピ
ン プロファイルを選択します。

頭マーク、開始番号 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

デフォルトの材質を定義するには、 [フ
ァイル] メニュー --> [設定] --> [オプシ
ョン] で [コンポーネント] 設定を開き、
[材質] フィールドで設定します。
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オプション 説明

名前 図面およびレポートに表示される名前。

仕上げ 部材の表面がどのように処理されてい
るかを示します。

[クラス] コンポーネントで作成する部材をグル
ープ化するための番号を入力します。
デフォルトでは、部材はモデルビューで
クラス番号ごとに色分けして表示され
ます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、ベアリング パッド、排水口、ボルト プレート、およびナ
ットの各プロパティを定義します。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義します。

マーク 部材位置番号の頭マークおよび開始番号を指定しま
す。

材質 材質を指定します。

名前 部材の名前を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、部材をグループ化します。

[左梁]/[右梁] タブ

[左梁]/[右梁] タブを使用して、アンカー ボルト、ボルト孔、および切込みのプロパ
ティを定義します。

左梁は 初にピックされた梁 (梁 1) で、右梁が 2 番目にピックされた梁 (梁 2) で
す。

ボルト孔

次のボルト孔寸法を入力します。
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フィー
ルド

説明

1 梁の方向の孔寸法。

2 梁の中心線から孔の中心およびボルトまでの距離。

3 梁に対して垂直方向の孔寸法。

ボルト孔の形状を選択します。

オプション 説明

長方形

デフォルト

切り上げガセット

ナットおよびボルト プレート

フィールド 説明

1 ナットの幅。

2 ボルト プレートの幅。

へこみ

梁ウェブに切込みを作成するには、[切込み] リストから [はい] オプションを選択し
ます。以下の寸法を入力して切込みを定義します。
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[左ハンチ]/[右ハンチ] タブ

[左ハンチ]/[右ハンチ] タブを使用して、ハンチを作成し、そのプロパティを定義し
ます。

[ハンチ作成] リストからハンチを作成する場合に選択します。

ハンチの角処理のオプションは次のとおりです。

オプション 説明

斜

デフォルト

直線

円形

ハンチ鉄筋の配置を定義します。
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オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義しま
す。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

デフォルトの部材開始番号を定義する
には、 [ファイル] メニュー --> [設定] -->
[オプション] の [コンポーネント] 設定
で設定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

[クラス] 部材クラス番号。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

梁と柱のジョイント

ここでは、コンクリートジョイントで使用できるコンポーネントについて説明しま
す。

詳細情報のリンク:

• シンプルフィッティング (13) (2790 ページ)

• ハンチ接合 (14) (2791 ページ)

• 柱-梁 (14) (2803 ページ)

• ハンチとリセス(82) (2809 ページ)

• コンクリ－ト柱-梁 (110) (2815 ページ)

• コンクリート柱-梁 (111) (2828 ページ)
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• コンクリート梁 - 梁 (112) (2837 ページ)

シンプルフィッティング (13)
[シンプルフィッティング (13)] は副部材をカスタム コンポーネントなどに、メイン
部材に対して直角または他の角度でフィッティングします。

使用方法

状況 説明

副部材がメイン部材に直角に
フィッティングされます。

副部材がメイン部材に角度を
持ってフィッティングされま
す。

実行前の準備

2 つの部材を作成します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2790 コンクリートディテール



選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、部材間の角度と距離を定義します。

 説明

1 部材間の角度を定義します。

部材の角度によってギャップが値 [A] よりも大きくなる場合、部
材は端部でカットされます。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

ハンチ接合 (14)
[ハンチ接合 (14)] では、直線ハンチ、傾斜付きハンチ、または丸型ハンチと鉄筋ま
たはファスナー プレートを使用して、梁を柱に接合します。

作成されるオブジェクト

• ハンチ

• ベアリング プレート

• ベアリング プレートの排水口 (1 または 2) (オプション)
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• 鉄筋 (1 または 2) (オプション)

• 鉄筋用のボルト プレート

• 鉄筋用のナット

• ボルト プレートおよびナット用のリセス

• ファスナー プレート (2) (オプション)

• ファスナー プレート用のリセス

適用

状況 説明

鉄筋と傾斜付きハンチを使用して、梁を柱に接合します。

ファスナー プレートと丸型ハンチを使用して、梁を柱に
接合します。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 ボルト プレート

2 ナット

3 ベアリング プレート

4 ハンチ

5 鉄筋

例: ハンチ接合 (14) を使用してハンチ接合を追加します。

この例では、柱と梁の間にハンチ接合を追加します。

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

2. 検索ボックスに「ハンチ」と入力します。

3. [ハンチ接合 (14)] を選択します。

4. メイン部材 (柱) を選択します。

5. 副部材 (梁) を選択します。 
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梁を選択すると、Tekla Structures により柱と梁の間にハンチ接合が自動的に追
加されます。

[ピクチャー] タブ

[ハンチ接合 (14)] で、ハンチの形状と寸法、梁端部の形状と寸法、およびハンチ側
面の角処理を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用します。

梁が傾斜、調整されている場合

ジョイントで梁に傾斜を付ける場合は、梁とハンチのどちらをカットするかを指定
します。

梁端部をカットすると、ハンチ上部が水平に維持されます。 ハンチをカットする
と、ハンチ上部に梁と同じ傾斜が付けられます。

ハンチの寸法と形状
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 説明

1 柱と梁の間のギャップ。

2 ハンチと梁の間のギャップ。

3 ハンチの垂直寸法。

4 傾斜付きハンチの寸法。

5 ハンチの幅。

オプション 説明

デフォルト

傾斜付きハンチ

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

傾斜付きハンチ

角型ハンチ

丸型ハンチ
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ハンチの位置

 説明

1 ハンチの水平オフセット。

2 梁カット部の高さ。

3 ハンチと延長した梁の間のギャップ。

梁端部の形状

梁端部を柱にフィッティングすることも、直線の梁端部を作成することもできま
す。

オプション 説明 例

デフォルト

直線の梁端部

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。

 

直線の梁端部
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オプション 説明 例

指定した寸法に基づいて
梁端部を柱にフィッティ
ングします。

梁は、柱の両側に対称的に
延長することも、異なる寸
法で延長することもでき
ます。

ハンチの厚さ

ハンチの厚さを設定するには、柱の縁端からの距離を指定します。

ハンチの側面の角処理

ハンチの側面を角処理するかどうかを指定します。 デフォルトでは、角処理は作
成されません。
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[部材] タブ

[ハンチ接合 (14)] で、ハンチの部材プロパティと寸法を制御するには、[ﾊﾟｰﾂ] タブ
を使用します。

ハンチの部材

部材 説明

ベアリング プレート ベアリング プレートの厚さ。

キャスト ユニット キャスト ユニットを形成するかどうか
を選択します。

排水口 ベアリング プレートに各鉄筋の排水口
を作成するかどうかを選択します。

ボルト プレート ボルト プレートの厚さ。

ナット ナットの厚さ。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] タブで設定し
ます。

材質 材質の等級。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] の [コンポーネン
ト] タブを開き、[材質] ボ
ックスで設定します。
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オプション 説明 デフォルト

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

ベアリング プレートの寸法

 説明

1 柱の縁端からベアリング プレートまでの距離。

2 ハンチの縁端からベアリング プレートまでの距離。

ナットとボルト プレートの寸法

 説明

1 ナットの幅。

2 ボルト プレートの幅。

[鉄筋] タブ

[ハンチ接合 (14)] で、鉄筋とファスナー プレートのプロパティ、およびボルト プ
レートとファスナー プレート用のリセスを制御するには、[鉄筋] タブを使用しま
す。

鉄筋プロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。
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オプション 説明

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

クラス [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示することができます。

本数 1 本の鉄筋を作成するには、[1 位置決め
ピン] を選択します。

2 本の鉄筋を作成するには、[2 位置決め
ピン] を選択します。 次に、[鉄筋距離]
フィールドで鉄筋間の距離を定義しま
す。

鉄筋の長さ

 説明

1 鉄筋の中心線から柱の縁端までの距離。

2 ハンチ内の鉄筋の垂直方向の長さ。

3 柱内の鉄筋の長さ。

ボルト プレートおよびナット用のリセス
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 説明

1
5

ボルト プレート用のリセスの X 方向のサイズ。

ボルト プレート用のリセスの Y 方向のサイズ。

2
4

ナット用のリセスの Y 方向のサイズ。

ナット用のリセスの X 方向のサイズ。

3 鉄筋のオフセット。

鉄筋の余長

 説明

1 鉄筋の余長。

2 リセス内の鉄筋の長さ。

接続部材

梁と柱を接合する接続部材を定義します。

オプション 説明

デフォルト

ハンチの傾斜と同じ角度に曲げた 1 本
または 2 本の鉄筋

傾斜付きハンチに使用できます。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

ハンチの傾斜と同じ角度に曲げた 1 本
または 2 本の鉄筋

傾斜付きハンチに使用できます。

1 本または 2 本の鉄筋

直線ハンチおよび丸型ハンチの標準で
す。

2 枚のファスナー プレート

カスタム コンポーネントをファスナー
プレートとして使用します。
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ファスナー プレート用のリセス

 説明

1
2

柱のリセスの深さ。

梁のリセスの深さ。

3
4

柱のリセスのオフセット。

梁のリセスのオフセット。

柱へこみ

梁のくぼんだ所

柱および梁のリセスの高さと幅。

ファスナー プレートとしてのカスタム コンポーネントの使用

カスタム コンポーネントをファスナー プレートとして使用できます。 [柱コンポ
ーネント] セクションと [梁コンポーネント] セクションを使用して、柱と梁のファ
スナー プレートを定義します。

1. [接続部材] リストで、次のオプションを選択します。

2. [カスタム] リストで [はい] を選択します。

3. [コンポーネント] フィールドの隣の [...] ボタンをクリックして、[コンポーネ
ントの選択] ダイアログ ボックスを開きます。

4. ファスナー プレートとして使用するカスタム コンポーネントを参照します。

選択するコンポーネントは、カスタム パーツであり、かつ複数の入力点を持
っている必要があります。

5. コンポーネントを選択し、[OK] をクリックします。
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6. 保存されているカスタム コンポーネント プロパティを使用するには、そのプ
ロパティ ファイルの名前を [カスタム設定] フィールドに入力します。

7. ファスナー プレートの方向または回転が正しくない場合は、[上方向] リスト
または [回転] リストで別のオプションを選択します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

柱-梁 (14)
[柱-梁 (14)] は、コンクリート柱とコンクリート梁または壁/パネルの間のジョイン
トを作成します。梁の方向は、水平または傾斜にすることができます。ジョイント
はプレキャスト部材でのみ機能する点に注意してください。

作成されるオブジェクト

• カット

• フィッティング

使用方法

オプション 説明

梁端部は、柱に設置されます。
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オプション 説明

梁端部は、柱に設置されます。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁/壁/パネル) を選択します。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、柱および梁の切り取り部の形状と切り取り部の寸法
を定義します。

切り取り部の寸法

オプション 説明

水平方向のメイン部材と副部材の切
り取り部。

柱と梁の間の間隔は両側で定義でき
ます。テーパー開口部の場合、開口
部をどれくらい小さくするかを定義
できます。

例:
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オプション 説明

垂直方向のメイン部材と副部材の切
り取り部。

柱と梁の間の間隔は両側で定義でき
ます。テーパー開口部の場合、開口
部をどれくらい小さくするかを定義
できます。

例:

開口部を小さくする方法を選択しま
す。

次のオプションがあります。

• 梁の中心線から

• 梁の端部から
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切り取り部の形状

オプション 説明

副部材のカット

柱の上部に向かってカット

コンクリート コンポーネント リファレンス 2806 コンクリートディテール



オプション 説明

柱の下部に向かってカット

縦方向にすべてカット

カットなし

[柱] タブ

[柱] タブを使用して、柱の上部を変更する方法を定義します。

柱の延長

柱の延長を定義します。値を入力しない場合、柱は元の上部レベルに延長されま
す。
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 説明

1 梁の上部から垂直方向への柱の延長。

この寸法は、柱の延長を定義するための 3 つの寸法 (1、3、4) の中で、
も優先順位が高くなります。

2 柱の上部が梁に対して直角であるか平行であるかを選択します。

[直角]:

[梁上面に平行]:

3 垂直方向の柱の延長。

4 梁の下部から垂直方向への柱の延長。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

ハンチとリセス(82)
[ハンチとリセス (82)] は、コンクリート部材にコンクリート部材またはカットを追
加します。追加された部材またはカットの位置、オフセット、回転はいくつかの方
法で定義できます。

作成されるオブジェクト

コンポーネントは、 大 4 つの部材またはカットをコンクリート部材に追加できま
す。追加された部材は、メイン部材に溶接、部材およびキャスト ユニットとして
追加、またはサブアセンブリとして追加することができます。

使用方法

• コンクリート壁から切り取りシーム

• コンクリート柱またはコンクリート壁に支柱を追加する

選択順序

1. メイン部材を選択します。

部材またはカットが自動的に作成されます。

[部材 1]/[部材 2]/[部材 3]/[部材 4] タブ

[部材 1]、[部材 2]、[部材 3]、または [部材 4] タブを使用して、コンクリート部材
に対する追加部材またはカットを 1 つ作成します。

プロファイル

コンクリート部材に追加するプロファイルまたはカットに使用するプロファイル
を選択します。

追加された部材をメイン部材に接続する方法を選択します。
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オプション 例

部材が作成されません。

部材が作成されます。

部材が作成されてメイン部材に追加されます。
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オプション 例

部材が作成され、メイン部材がカットされます。

メイン部材がカットされます。

部材が作成され、キャスト ユニットが作成されます。
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オプション 例

部材が作成されてメイン部材に溶接されます。

部材が作成されてメイン部材に溶接され、メイン部材
がカットされます。

部材が作成され、サブアセンブリとして追加されます。

部材が作成されてサブアセンブリとして追加され、メ
イン部材がカットされます。

オフセット

追加された部材のメイン部材からのオフセットを定義します。開口部のオフセッ
トも設定できます。

デフォルトでは、追加された部材またはカットは、コンクリート部材の端点の間に
作成されます。
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座標系

[部材 1] タブで、ハンチをグローバル XY 平面に配置するには [ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙXY] を選択
し、ハンチを部材のローカル XY 平面に配置するには [ﾛｰｶﾙ] を選択します。

[部材 1] タブで座標系を設定すると、[部材 2]、[部材 3]、[部材 4] タブで作成され
るハンチにも影響することに注意してください。

柱の周囲にひし形ハンチを作成します

ひし形ハンチを柱の周囲に作成するかどうかを選択します。

ハンチを作成する場合、[部材 2]、[部材 3]、[部材 4] の各タブに値を入力すること
はできません。

角

追加された部材を角処理できます。角は角度または寸法で定義できます。

部材の配置

オプション 説明

追加された部材またはカットを作成する側を選択
します。
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オプション 説明

追加された部材またはカットの配置を選択しま
す。

追加された部材またはカットの端点を入れ替える
ことができます。

追加された部材を作成するときに既存のカットを
考慮に入れるかどうかを選択します。

[部材 2]/[部材 3]/[部材 4] タブ

一度に複数の部材を追加またはカットすることができます。これを行うには、[部
材 2]、[部材 3]、[部材 4] の各タブを使用します。
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[設定] タブ

[設定] タブを使用して、位置 (距離) と、情報を印刷する必要があるかどうかを定義
します。

[ユーザー定義情報] タブ

部材のユーザー定義情報を定義するには、[ユーザー定義情報] タブを使用します。

[製造元]、[名前]、[タイプ]、[指定]、[記事番号]、[コメント] のユーザー定義情報
(UDA) を使用して、追加された部材またはカットの情報を追加します。

コンクリ－ト柱-梁 (110)
[コンクリート柱-梁 (110)] では、コンクリート柱とコンクリート梁の間のジョイン
トが作成されます。梁は、柱に接続されたコンソールの上に配置されます。

作成されるオブジェクト

• コンソール

• ネオプレンス トリップ

• コンソールと梁の間のプレート

• アンカー バー

• チューブ

• ソケット

使用方法

状況 説明

コンクリート柱とコンクリート梁の間
のコンソール ジョイント。
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選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 副部材 (梁) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

コンソールの形状と寸法、サポート プレートとナオプレン レイヤーを定義する場
合は、[ピクチャー] タブを使用します。

 説明

1 コンクリ－ト柱-梁と鋼材およびネオプレン部材の形状と寸法。

2 副梁に勾配がある場合に副梁の形
状がどのように変更されるかを選
択します。
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 説明
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 説明

 

3 コンソール オフセット。

メイン部材または副部材となる参
照オブジェクトを設定できます。
さらに、オフセット距離も定義で
きます。

参照オブジェクト=
柱の中心線

オフセット値が適用
されていない場合、
コンソールは柱と対
称に配置されます。

参照オブジェクト=
柱の左側

参照オブジェクト=
柱の右側

参照オブジェクト=
梁の中心線

参照オブジェクト=
梁の左側
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 説明

参照オブジェクト=
梁の右側

4 垂直プレートのオフセット。

メイン部材または副部材となる参
照オブジェクトを設定できます。
さらに、オフセット距離も定義で
きます。

参照オブジェクト=
柱の中心線

参照オブジェクト=
柱の左側

参照オブジェクト=
柱の右側

参照オブジェクト=
梁の中心線

参照オブジェクト=
梁の左側

参照オブジェクト=
梁の右側
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 説明

5 コンソールの厚さを定義します。

コンソールの厚さを副部材から取得するか、またはメイン部材から取得する
かを選択します。デフォルトのオプションは、コンソールの厚さを副部材か
ら取得します。

6 コンソールのテーパー。

7 副部材のコンソールの周囲にカットを作成するかどうかを選択します。

カットの縁端からコンソールの縁端までのカット寸法を定義します。

[部材] タブ

コンソールのプロパティ、ネオプレン レイヤーおよびオプションのプレートを定
義する場合は、[部材] タブを使用します。

オプション 説明

コンクリート柱-梁 コンソールの部材マークの頭文字および開始番号、材
質、名前、クラス、およびコメント。

柱に接続 コンソールをコンクリート柱にどのように接続するか
を選択します。

デフォルト値は [部材合成] です。

[無視] オプションは、コンソールがフリー部材であり、
コンポーネントの他の部材に接続されないことを意味
します。

接続部を生成 コンソールの作成方法を選択します。

デフォルト値は [ポリゴンプレート] です。

[ポリゴンプレート] を選択すると、コンソールが [ポリ
ゴンプレート] コマンドを使用して作成されます。

[梁] を選択すると、コンソールが [梁] コマンドを使用
して作成されます。

ネオプレン ネオプレン レイヤーのプロパティ。

梁とコンソールの間に、衝撃を吸収し、音を減衰する
ためのネオプレン プレートを作成できます。

台形型のネオプレン ブロックを使用する場合、定義さ
れた厚さが、柱側の厚さになります。

ネオプレン to ネオプレン レイヤーを接続する部材と、ネオプレンを
接続する方法を選択します。

デフォルト値は [梁] と [溶接] です。

[ネオプレンに孔を開け
る]

ネオプレン部材に孔を開ける方法を選択します。

デフォルト値は [ボルト] です。

[ネオプレンの孔径] ネオプレン部材の孔径。
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オプション 説明

デフォルトでは、ネオプレン部材に孔サイズは、コン
ソールの孔と等しくなります。

このデフォルトの孔のサイズを上書きする値を入力し
ます。

[水平プレート] 水平プレートのサイズとプロパティ。

プレートは、ネオプレン部材の下に配置されます。

[垂直プレート] 鋼材垂直プレートのサイズとプロパティ。

プレートはコンソール側に配置されます。

柱にプレートを追加 プレートを柱に接続する方法を選択します。

デフォルト値は [溶接] です。

[ジョイント] タブ

アンカーバー、ナットとワッシャ、注入管のプロパティを定義し、これらの部材を
コンソールまたはメイン部材に接続する方法を選択する場合は、[ジョイント] タブ
を使用します。

オプション 説明

アンカー バー アンカー バーのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、バーの長さと数を指定します。

鉄筋タイプ 鉄筋タイプを選択します。

アンカー アンカー バーを接続する部材と、アンカーを接続する方
法を選択します。

デフォルト値は [柱] と [溶接] です。

アンカー 全て同じ L アンカー バーをすべて同じ長さにするかどうかを選択し
ます。

下部断面 プロファイル カタログからプロファイルを選択します。

ナット ナットのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、ナットの高さを指定します。

ワッシャー ワッシャーのプロファイル。

各ワッシャーの方向と回転を定義できます。

[アンカー バー] タブで、ワッシャの厚さを指定します。

[ワッシャとナットを
アンカーに溶接]

ワッシャーとナットをアンカーに溶接するかどうかを選
択します。

[チューブ上端] アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ上端は、ナットの下部レベルから開始されます。

[チューブ下端] アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ プロファイルの高さは、[アンカーバー] タブで
変更できます。
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オプション 説明

梁へのアンカー周囲の
チューブ

アンカー周囲のチューブを梁に接続する方法を選択しま
す。

デフォルト値は [溶接] です。

チューブ 全て同じ L チューブをすべて同じ長さにするかどうかを選択しま
す。

チューブ配置基準 チューブを柱、梁の上部、または梁の下部に合わせて配
置するかどうかを選択します。

パイプ周辺の断面図の
作成

パイプの周囲にカットを作成するかどうかを選択しま
す。

[パラメータ] タブ

柱と梁をカットする方法 (斜め/直角) を定義するには、[パラメータ] タブを使用し
ます。

オプション 説明

[柱にフィット] 柱の上部をどのようにフィットするかを選択します。

デフォルト値は [垂直] です。

柱の切り取り部 デフォルト

全幅の切り取り部が作成され
ます。

柱の左側に切り取り部。柱と
梁の間の間隔を設定できます。
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オプション 説明

柱の右側に切り取り部。柱と
梁の間の間隔を設定できます。

両側に切り取り部。両側の柱
と梁の間の間隔を設定できま
す。

梁端部の切り取り部

梁と柱が揃っていない
場合はこのオプション
を使用します。

直交梁端部

斜め梁端部 (メイン部材に対し
て)

梁下部に切り取り部

梁と柱が揃っていない
場合はこのオプション
を使用します。

直交梁下部

斜め梁下部 (メイン部材に対し
て)

T 形副部材の場合で柱の
切り取り部

[梁のタイプ] で、副部材の形状
を選択します。

• [長方形] - 常に長方形の柱
の切り取り部が作成されま
す。
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オプション 説明

• [T 型梁] - Tekla Structures
は、梁の形状をチェックし、
T 型の柱の切り取り部を作
成します。

• 自動 - Tekla Structures は、
副部材の形状を自動的にチ
ェックし、長方形または T
型の柱の切り取り部を作成
します。

[自動] がデフォルト値で
す。

T 型の切り取り部の場合、柱と
梁の間で切り取り部の寸法を
定義します。

副部材の幅 副部材の 大幅を定義して、副
部材をこの幅にカットします。

Cut extra secondary
parts

クラスまたは名前の検索を使用して、余分な副部材を見
つけて短縮できるようになりました。

[アンカー バー] タブ

アンカー バーの寸法と位置を定義する場合は、[アンカー バー] タブを使用します。
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 説明

1 アンカー バーの長さ、孔径、上部オフセット。

2 アンカー バーの数、距離、縁端距離。

3 アンカー バーの配置オプション。

梁が柱に揃っていない場合に役立ちます。

4 梁の孔のタイプを選択します。

デフォルト値は [丸] です。

タイプを [丸] に設定した場合、左側の 2 つのボックス
を使用して孔径を定義します。

タイプを [四角形] に設定した場合、左側の 4 つのボッ
クスを使用して角切り落しの寸法を定義します。

5 チューブ プロファイル、ナットとワッシャーの高さ。
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 説明

6 アンカー バーとカット デフォルト

アンカー バーが作
成されます。アン
カーの孔が作成さ
れます。

アンカー バーが作
成されます。孔が
作成されません。

孔だけが作成され
ます。アンカーは
作成されません。

アンカー バーのみ
作成されます。孔
が作成されません。

コンクリート梁の
切り取り部。アン
カー バーが作成さ
れます。孔が作成
されません。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2826 コンクリートディテール



 説明

コンクリート梁の
切り取り部 (梁と平
行)。アンカー バー
が作成されます。
孔が作成されませ
ん。

チューブのオフセット

X 方向と Y 方向の両方のチューブ プロファイルのオフセットを定義します。

[ソケット] タブ

ソケット アンカーを作成するかどうか、接続方法とソケット アンカーの寸法およ
び位置を定義する場合は、[ソケット] タブを使用します。

[ソケット] タブでソケットを生成した場合、[ジョイント] タブのアンカー バーは自
動的にソケットと見なされます。

オプション 説明

ソケットを生成 ソケットを生成するかどうかを選択し、
含める部材を選択します。

主部材にソケットを接続 ソケットをメイン部材に接続する方法
を選択します。

ジョイント ロッド接続材 ロッドと接合プロファイルの間の接続
方法を選択します。

鉄筋タイプ ロッド タイプを選択します。

脚回転 ロッドの方向を選択します。右側のボ
ックスに角度を入力できます。

対称形の脚 カスタム パーツのソケットを対称的に
作成するかどうかを選択します。

接続材

位置決めピン

接合プロファイルとロッドのプロパテ
ィ。
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オプション 説明

部材名コンポーネント カスタム部材を使用してソケットを作
成する場合、[ソケットを生成] リストで
[カスタム部材] オプションを選択しま
す。次に、コンポーネントを参照し、オ
プションのリストを使用してカスタム
部材を配置します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

コンクリート柱-梁 (111)
[コンクリート柱-梁 (111)] では、コンクリート柱と 2 本の副コンクリート梁の間の
ジョイントが作成されます。梁は、柱に接続されたコンソールの上に配置されま
す。

作成されるオブジェクト

• コンソール

• ネオプレンス トリップ

• プレート

• アンカー バー

• チューブ

• ソケット
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使用方法

状況 説明

コンクリート柱と 2 本のコンクリート
梁の間のコンソール ジョイント。

コンクリート柱と 1 本のコンクリート
梁の間のコンソール ジョイント。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

2. 初の副部材 (梁) を選択します。

3. 副部材 (梁) を選択します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

[ピクチャー] タブ

コンソールの形状と寸法、サポート プレートとナオプレン レイヤーを定義する場
合は、[ピクチャー] タブを使用します。
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[部材] タブ

コンソールのプロパティ、ネオプレン レイヤーおよびオプションのプレートを定
義する場合は、[部材] タブを使用します。

オプション 説明

接続部幅 コンソールの部材マークの頭文字および開始番号、材
質、名前、クラス、およびコメントを定義します。

[ピクチャー] タブで幅を定義します。

値を入力しない場合、幅は梁の幅と同じです。

柱に接続 コンソールを柱にどのように接続するかを選択しま
す。
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オプション 説明

デフォルト値は [部材合成] です。

[無視] オプションは、コンソールがフリー部材であり、
コンポーネントの他の部材に接続されないことを意味
します。

接続部を生成 コンソールのプロファイル タイプを選択します。

デフォルト値は [ポリゴンプレート] です。

[ポリゴンプレート] を選択すると、コンソールが [ポリ
ゴンプレート] コマンドを使用して作成されます。

[梁] を選択すると、コンソールが [梁] コマンドを使用
して作成されます。

ネオプレン ネオプレン レイヤーのプロパティ。

梁とコンソールの間に、衝撃を吸収し、音を減衰する
ためのネオプレン プレートを作成できます。

台形型のネオプレン ブロックを使用する場合、定義さ
れた厚さが、柱側の厚さになります。

ネオプレン to ネオプレン レイヤーを接続する部材と、ネオプレンを
接続する方法を選択します。

デフォルト値は [梁] と [溶接] です。

[ネオプレンに孔を開け
る]

ネオプレン部材に孔を開ける方法を選択します。

デフォルト値は [ボルト] です。

[ネオプレンの孔径] ネオプレン部材の孔径。

デフォルトでは、ネオプレン部材に孔サイズは、コン
ソールの孔と等しくなります。

このデフォルトの孔のサイズを上書きする値を入力し
ます。
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オプション 説明

ネオプレン レイヤーを梁ごとに別々に分割するかどう
かを選択します。

[水平プレート] 水平プレートのサイズとプロパティ。

プレートは、ネオプレン部材の下に配置されます。

[垂直プレート] 鋼材垂直プレートのサイズとプロパティ。

プレートはコンソール側に配置されます。

柱にプレートを追加 プレートを柱に接続する方法を選択します。

デフォルト値は [溶接] です。

[アンカー] タブ

アンカー バー、ナットとワッシャ、注入管のプロパティを定義し、これらの部材
をコンソールまたはメイン部材に接続する方法を選択する場合は、[ジョイント] タ
ブを使用します。
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オプション 説明

アンカー バー アンカー バーのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、バーの長さと数を指定します。

鉄筋タイプ 鉄筋タイプを選択します。

アンカー アンカー バーを接続する部材と、アンカーを接続する方
法を選択します。

デフォルト値は [柱] と [溶接] です。

アンカー 全て同じ L アンカー バーをすべて同じ長さにするかどうかを選択し
ます。

下部断面 プロファイル カタログからプロファイルを選択します。

ワッシャー ワッシャーのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、ワッシャの厚さを指定します。

ナット ナットのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、ナットの高さを指定します。

[ワッシャとナットを
アンカーに溶接]

ワッシャーとナットをアンカーに溶接するかどうかを選
択します。

[チューブ上端] アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ上端は、ナットの下部レベルから開始されます。

[チューブ下端] アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ プロファイルの高さは、[アンカーバー] タブで
変更できます。

梁へのアンカー周囲の
チューブ

アンカー周囲のチューブを梁に接続する方法を選択しま
す。

デフォルト値は [溶接] です。

チューブ 全て同じ L チューブをすべて同じ長さにするかどうかを選択しま
す。

チューブ配置基準 チューブを柱、梁の上部、または梁の下部に合わせて配
置するかどうかを選択します。

パイプ周辺の断面図の
作成

パイプの周囲にカットを作成するかどうかを選択しま
す。

[アンカー バー] タブ

アンカー バーの寸法と位置を定義する場合は、[アンカー バー] タブを使用します。
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 説明

1 アンカー バーの長さ、孔径、上部オフセット。

2 アンカー バーの数、距離、縁端距離。

3 アンカー バーの配置オプション。

梁が柱に揃っていない場合に役立ちます。

4 梁の孔のタイプを選択します。

デフォルト値は [丸] です。

タイプを [丸] に設定した場合、左側の 2 つのボックス
を使用して孔径を定義します。

タイプを [四角形] に設定した場合、左側の 4 つのボッ
クスを使用して角切り落しの寸法を定義します。

5 チューブ プロファイル、ナットとワッシャーの高さ。
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 説明

6 アンカー バーとカット デフォルト

アンカー バーが作
成されます。アン
カーの孔が作成さ
れます。

アンカー バーが作
成されます。孔が
作成されません。

孔だけが作成され
ます。アンカーは
作成されません。

アンカー バーのみ
作成されます。孔
が作成されません。

コンクリート梁の
切り取り部。アン
カー バーが作成さ
れます。孔が作成
されません。
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[アンカー バー梁 2] タブ

アンカー バー、ナット、ワッシャーと 2 番目の副梁の注入管のプロパティを定義
するには、[アンカー バー梁 2] タブを使用します。2 番目の副梁に作成されるアン
カー バーのデフォルト プロファイルは、[アンカー] タブで作成されるアンカーの
ものと同じです。

オプション 説明

アンカー バー アンカー バーのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、バーの長さと数を指定します。

鉄筋タイプ 鉄筋タイプを選択します。

下部断面 プロファイル カタログからプロファイルを選択します。

ナット ナットのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、ナットの高さを指定します。

ワッシャー ワッシャーのプロファイル。

[アンカー バー] タブで、ワッシャの厚さを指定します。

チューブ上端 チューブ プロファイル。

アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ上端は、ナットの下部レベルから開始されます。

チューブ下端 チューブ プロファイル。

アンカーの丸孔を作成するためのチューブ埋込み材。

チューブ プロファイルの高さは、[アンカーバー] タブで
変更できます。

 説明

1 アンカー バーの長さ、孔径、上部オフセット。

2 梁の孔のタイプを選択します。
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 説明

タイプを [丸 (neg.vol.)] に設定した場合、左側の 2 つのボックスを使
用して孔径を定義します。[丸 (neg.vol.)] がデフォルト値です。

タイプを [円形 (ドリル)] に設定した場合、左側の 2 つのボックスを
使用して孔径を定義します。

タイプを [四角形] に設定した場合、左側の 4 つのボックスを使用し
て角切り落しの寸法を定義します。

[ソケット] タブ

ソケット アンカーを作成するかどうか、接続方法とソケット アンカーの寸法およ
び位置を定義する場合は、[ソケット] タブを使用します。

[ソケット] タブでソケットを生成した場合、[アンカー] タブのアンカー バーは自動
的にソケットと見なされます。

オプション 説明

ソケットを生成 ソケットを生成するかどうかを選択し、
含める部材を選択します。

主部材にソケットを接続 ソケットをメイン部材に接続する方法
を選択します。

ジョイント ロッド接続材 ロッドと接合プロファイルの間の接続
方法を選択します。

鉄筋タイプ ロッド タイプを選択します。

脚回転 ソケットの方向を選択します。右側の
ボックスに角度を入力できます。

接合プロファイル

ロッド

接合プロファイルとロッドのプロパテ
ィ。

部材名コンポーネント カスタム部材を使用してソケットを作
成する場合、[ソケットを生成] リストで
[カスタム部材] オプションを選択しま
す。次に、コンポーネントを参照し、オ
プションのリストを使用してカスタム
部材を配置します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

詳細情報のリンク:
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コンクリート梁 - 梁 (112)
[コンクリート梁 - 梁 (112)] では、コンクリート梁と 1 本または 2 本の副コンクリー
ト梁のジョイントを作成します。

作成されるオブジェクト

• ネオプレン

• プレート

• アンカー バー

• チューブ

• ソケット

使用方法

状況 説明

2 本のコンクリート梁のジョイント

3 本のコンクリート梁のジョイント

選択順序

1. メイン部材 (大梁) を選択します。

2. 1 つまたは 2 つの副部材 (梁) を選択します。
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3. マウスの中ボタンをクリックしてジョイントを作成します。

部材の識別キー

 部材

1 梁

2 梁

[ピクチャー] タブ

部材寸法と部材の形状、およびリセスを制御するには、[ピクチャー] タブを使用し
ます。

寸法
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 説明 例

1 メイン部材と副部材の間の左右のギャ
ップを指定します。

2 メイン部材と副部材の間の垂直方向の
ギャップを指定します。

3 ネオプレンの長さを指定します。
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 説明 例

4 ネオプレンと副部材の間の左右のギャ
ップを指定します。

5 プレートの長さを指定します。

6 プレートと副部材の間の左右のギャッ
プを指定します。
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 説明 例

1 副部材の中心線からメイン部材の
左の外側輪郭線までの距離を指定
します。
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 説明 例

2 副部材の中心線からメイン部材の
右の外側輪郭線までの距離を指定
します。

3 1 つ目の副部材の縁端から中心線
までの距離を指定します。
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 説明 例

4 2 番目の副部材の縁端から中心線
までの距離を指定します。

5 メイン部材のリセスの深さを指定
します。
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 説明 例

6 副部材のリセスの深さを指定しま
す。

7 1 つ目の副部材のリセスの幅を指
定します。
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 説明 例

8 2 番目の副部材のリセスの幅を指
定します。

9 ネオプレンの幅を指定します。

10 ネオプレンの縁端からメイン部材
の縁端までの距離を指定します。
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 説明 例

11 ネオプレンの縁端からメイン部材
の縁端までの距離を指定します。

12 プレートの幅を指定します。

13 プレートの縁端からメイン部材の
縁端までの距離を指定します。
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 説明 例

14 ネオプレンの縁端からメイン部材
の縁端までの距離を指定します。

15 メイン部材のリセスの縁端から副
部材の縁端までの距離を指定しま
す。

子部材に垂直な平面にフィット

オプション 説明

デフォルト

副部材は、メイン部材に垂直にフィッティングされます。

オートデフォルトにより、このオプションを変更できま
す。

副部材は、メイン部材に垂直にフィッティングされます。
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オプション 説明

副部材の上側は副部材に垂直にフィッティングされ、副部
材の下側はメイン部材に垂直にフィッティングされます。

副部材は、上側と下側の両方で副部材に垂直にフィッティ
ングされます。

[部材] タブ

ネオプレンとプレートのプロパティ、およびこれらの部材の接続方法を制御するに
は、[部材] タブを使用します。

ネオプレンとプレート

オプション 説明

ネオプレン ネオプレンの厚さ、幅、および高さを定義します。

鋼板 鋼板の厚さ、幅、および高さを定義します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

ネオプレン プロパティ

メイン部材と副部材の間に、衝撃を吸収し、音を減衰するためのネオプレン プレ
ートを使用できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2849 コンクリートディテール



オプション 説明

ネオプレン to ネオプレンを接合する部材を指定します。 ネ
オプレンをフリー部材にすることもできます。

2 番目のリストで、ネオプレンを部材に接合す
る方法を指定します。

ネオプレンに孔を開け
る

ネオプレンに孔を開ける方法を指定します。

ネオプレンの孔径 ネオプレンの孔径を指定します。

ネオプレンをメイン部材と副部材の間のカット
間隔を埋められるようにフィットさせるか、ネ
オプレンを長方形で作成するかどうかを定義し
ます。

ネオプレンを 1 枚のプレートとして作成する
か、2 枚のプレートとして作成するかを指定し
ます。2 枚のプレートとして作成する場合は、
ネオプレンから副部材までの縁端距離も指定し
ます。

プレート プロパティ

メイン部材と副部材の間に、1 枚または 2 枚の追加プレートを使用できます。

オプション 説明

主部材にプレートを追
加

プレートをメイン部材に接合する方法を指定し
ます。

鋼板のマイナス分体積 鋼板のマイナス分体積が存在するかどうかを指
定します。

[アンカー] タブ

アンカー バー、ナット、ワッシャー、上部チューブおよび下部チューブのプロパ
ティを制御するには、[アンカー] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2850 コンクリートディテール



オプション 説明

アンカーバー メイン部材と副部材の間に、アンカー バーを使用できま
す。

プロファイル カタログからアンカー バー プロファイルを
選択します。[鉄筋タイプ] オプションを [鉄筋] に設定する
場合は、カタログから鉄筋を選択します。

ナット プロファイル カタログからナット プロファイルを選択し
ます。

ワッシャー プロファイル カタログからワッシャー プロファイルを選
択します。

チューブ上端、チュ
ーブ下端

メイン部材と副部材の間に、チューブを使用できます。

プロファイル カタログからプロファイルを選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

アンカー バー

鉄筋タイプ 鉄筋タイプを指定します。

アンカー アンカー バーを接合する部材を指定し
ます。 アンカー バーをフリー部材にす
ることもできます。

2 番目のリストで、アンカー バーを部材
に接合する方法を指定します。

アンカー 全て同じ L アンカー バーをすべて同じ長さにする
かどうかを指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2851 コンクリートディテール



下部断面 下部断面のプロファイルのタイプを指
定します。

第 2 アンカーのみ アンカー バーを副部材にのみ含めるか
どうかを選択します。

ワッシャー

ワッシャー ハンドルの位置を指定します。

ワッシャー プレート

プレート ハンドルの位置を指定します。

ワッシャーとナットをプレートに溶接するかどうかを指定します。

チューブ上端とチューブ下端

アンカーの丸孔を作成するために、チューブ埋込み材を追加できます。 チューブ
上端は、ナットの下部レベルから開始されます。

オプション 説明

梁へのアンカー周囲
のチューブ

チューブを梁に接合する方法を指定します。

チューブ 全て同じ L チューブをすべて同じ長さにするかどうかを指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2852 コンクリートディテール



オプション 説明

チューブ配置基準 チューブをメイン部材に合わせて配置するか、副部材の上
部または下部に合わせて配置するかどうかを選択します。

パイプ周辺の断面図
の作成

パイプの周囲にカットを作成するかどうかを選択します。

[アンカー バー] タブ

アンカー バーの数、寸法、および位置を制御したり、メイン部材と副部材のリセ
スの寸法を制御したりするには、[アンカー バー] タブを使用します。

寸法

コンクリート コンポーネント リファレンス 2853 コンクリートディテール



 説明 例

1 梁の孔のサイズを指
定します。

2 梁のリセスの両方向
のサイズを指定しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2854 コンクリートディテール



 説明 例

3 梁の孔のタイプを指
定します。

4 アンカー バーの上部
から梁の上部までの
距離を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2855 コンクリートディテール



 説明 例

5 リセスの下部からア
ンカー バーの上部ま
での距離を指定しま
す。

6 メイン部材のリセス
の下部から副部材の
リセスの下部までの
距離を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2856 コンクリートディテール



 説明 例

7 副部材の中心線から
メイン部材の外側輪
郭線までの距離を指
定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2857 コンクリートディテール



 説明 例

8 アンカー バーのフッ
クの幅を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2858 コンクリートディテール



 説明 例

9 アンカーの高さを指
定します。

10 アンカー バーのフッ
クの角度を指定しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2859 コンクリートディテール



 説明 例

11 メイン部材のアンカ
ー バーのフックの垂
直方向の半径を指定
します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2860 コンクリートディテール



 説明 例

12 メイン部材からアン
カー バーの縁端まで
の距離を指定します。

13 アンカー バーの数を
指定します。

14 アンカー バーの間隔
を指定します。

アンカー バーの各間
隔値はスペースで区
切ります。 アンカー
バーの各間隔を示す
値を入力します。 た
とえば、3 つのアンカ
ー バー行がある場合
は値を 2 つ入力しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2861 コンクリートディテール



 説明 例

15 副部材からアンカー
バーの縁端までの距
離を指定します。

16 アンカー バーの数を
指定します。

17 アンカー バーの間隔
を指定します。

アンカー バーの各間
隔値はスペースで区
切ります。 アンカー
バーの各間隔を示す
値を入力します。 た
とえば、3 つのアンカ
ー バー行がある場合
は値を 2 つ入力しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2862 コンクリートディテール



 説明 例

1 上部チューブの上面から部
材の上部までの距離を指定
します。

2 ナットの高さを指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2863 コンクリートディテール



 説明 例

3 ワッシャーの高さを指定し
ます。

4 上部チューブの下面からリ
セスの下面までの距離を指
定します。

5 下部チューブの上面からリ
セスの下面までの距離を指
定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2864 コンクリートディテール



 説明 例

6 下部チューブの下面から部
材の下面までの距離を指定
します。

リセス

アンカーとリセスを作成するかどうかを指定します。

オプション 説明

アンカーとリセス

アンカー

リセス

オプションの下のリストで、アンカー バーの位置をメイン部材の座標系で計算す
るか副部材の座標系で計算するかを選択します。

[ソケット] タブ

ソケットのプロパティおよびソケットの接合方法を制御するには、[ソケット] タブ
を使用します。[ソケット] タブでソケットを生成した場合、[アンカーバー] タブの
アンカーは自動的にソケットと見なされます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2865 コンクリートディテール



ソケット

オプション 説明

ソケットを生成 ソケットを生成するかどうかを選択し、
含める部材を選択します。

主部材にソケットを接続 ソケットをメイン部材に接続する方法
を選択します。

ジョイント ロッド接続材 ロッド接続材を接続する方法を選択し
ます。

鉄筋タイプ ロッド タイプを選択します。

脚回転 ソケットの方向を選択します。

2 番目のリストでソケットの角度を指
定します。

接合プロファイル、ロッド

オプション 説明

接合プロファイル プロファイル カタログからプロファイルを選択します。

ロッド プロファイル カタログからロッド プロファイルを選択しま
す。

[鉄筋タイプ] オプションを [鉄筋] に設定する場合は、カタロ
グから鉄筋を選択します。

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 [ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質。 デフォルトの材質を定義
するには、 [ファイル] メ
ニュー --> [設定] --> [オプ
ション] で [コンポーネン
ト] 設定を開き、[材質] フ
ィールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  
コメント 部材に関するコメントを

追加します。
 

コンクリート コンポーネント リファレンス 2866 コンクリートディテール



部材名コンポーネント

オプション 説明

部材名コンポ
ーネント

カスタム コンポーネントを使用してソケットを生成する
場合は、そのコンポーネントを参照し、カスタム コンポー
ネントの配置オプションのリストを使用します。

[主筋] タブ / [副筋] タブ

ジョイント位置に鉄筋およびあばら筋を作成するには、[主筋] タブおよび [副筋] タ
ブを使用します。 [主筋] タブではメイン部材の縦筋とあばら筋を作成し、[副筋] タ
ブでは副部材のあばら筋を指定できます。

主筋

鉄筋の本数を指定するか、もしくは間隔または指定間隔を設定して、メイン部材の
鉄筋を作成します。

鉄筋のプロパティを設定し、開口の縁端からのかぶり厚と脚の長さを指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2867 コンクリートディテール



副筋

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

パネルと壁

ここでは、コンクリートパネルとコンクリート壁で使用できるコンポーネントにつ
いて説明します。

詳細情報のリンク:

• 壁ジョイント (2869 ページ)

• 壁溝シームの詳細 (2874 ページ)

• アンカー (10) (2880 ページ)

• 壁-壁接合 (12) (2894 ページ)

• 壁の電気ボックス (84) (2902 ページ)

• サンドイッチ パネルと 2 重壁 (2917 ページ)

• サンドイッチ パネルの水平シーム (2944 ページ)

• サンドイッチ パネルの垂直シーム (2952 ページ)

コンクリート コンポーネント リファレンス 2868 コンクリートディテール



• Sandwich wall window (2959 ページ)

• [壁レイアウト] ツール (2981 ページ)

• 形状ディテール ストリップ (3007 ページ)

壁ジョイント
[Wall to wall connection] では、2 つのプレキャスト壁の間にジョイントを作成しま
す。ジョイントには、シアー プレートの歯処理あり、またはなしのグルーブを含
めることができます。また、ジョイントにより、壁で接続材として機能する鉄筋ル
ープまたは埋込み材を作成することができます。

作成されるオブジェクト

• グルーブ

• シアー プレートの歯またはせん断カップ

• U 型鉄筋

• 埋込み材

• 長い鉄筋

使用方法

状況 説明

グルーブ、シアー プレートの歯、U 型鉄
筋、フリーの鉄筋のある壁ジョイント。

選択順序

1. 初の壁を選択します。

2. 2 番目の壁を選択します。

2 番目の壁を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2869 コンクリートディテール



[縁端形状] タブ

[Edge shape] タブを使用して壁の枠のタイプを選択します

オプション 説明

壁の枠のタイプの選択。

壁の枠のタイプの選択は、壁端部の形状オプションに
影響します。

次の 3 つのモデリング状況でジョイントを使用できま
す。

• 端～端

• 角

このオプションを使用すると、 初に選択した壁
が、2 番目に選択した壁の外面に合わせてフィッテ
ィングされます。

• T
壁端部の形状。

各壁の端部の形状を選択します。

2 つの壁の間の間隔を調整します。

壁端部の寸法。

両方の壁端部の形状および寸法を個別に設定するに
は、[Use given dimensions] オプションを使用します。

両行の壁で同じような縁端形状にするには、[Same to
right side] オプションを使用します。

グルーブの始点と終点。

グルーブの始点と終点を定義できます。値を入力しな
い場合、または「0」と入力した場合、グルーブは壁

の高さ全体に適用されます。

部材カットを作成するか、または追加の部材カットの
みを作成するかを選択し、カットの名前を定義します。
両方の壁に個別に設定できます。追加の部材カットの
部材プロパティについては、保存された設定ファイル
を選択します。

[追加の刃] タブ

[Extra teeth] タブを使用して、追加のシアー プレートの歯のプロパティを定義しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2870 コンクリートディテール



オプション 説明

追加のシアー プレートの歯またはせん断カップ
を作成するかどうかを選択します。

歯またはカップは、グルーブがない場合も作成で
きます。

単一の歯またはカップの寸法。

初の壁と 2 番目の壁の 1 つ目の歯またはカップ
の位置と、歯またはカップ間の間隔。

間隔のリスト (10*400 など) を入力することも、

1 つの値を入力することもできます。1 つの値を
入力すると、歯またはカップの数はジョイントの
高さに基づいて自動的に計算されます。

部材カットを作成するか、または追加の部材カッ
トのみを作成するかを選択し、カットの名前を定
義します。

[接続材] タブ

[Connectors] タブを使用して、作成された接続材のタイプを選択します。

接続材タイプ

[Connectors] タブの内容は、選択した接続材のタイプによって異なります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2871 コンクリートディテール



オプション 説明

接続材タイプ。

• 接続材はありません。シアー プレートの歯処理あ
り、またはなしのグルーブのみ作成されます。

• 接続材は、選択した埋込み材 (カスタム部材) を使用
して作成されます。

• 接続材は、鉄筋ループを追加することで作成されま
す。鉄筋ループは、壁の枠のタイプに基づいて形成
されます。

また、接続材では、オプションでジョイントに沿って長
い鉄筋を 1 つ以上作成できます。

埋込み材およびフリーの鉄筋

オプション 説明

初の壁と 2 番目の壁の 1 つ目の接続材
(埋込み材) の位置、壁の上端の 後の鉄筋/
埋込み材の位置、および接続材間の距離。

間隔のリスト (10*400 など) を入力するこ

とも、1 つの値 (300 など) を入力すること

もできます。1 つの値を入力すると、接続材
の数はジョイントの高さに基づいて自動的
に計算されます。

フリーの鉄筋を延長する長さを定義するこ
ともできます。

各壁に作成する埋込み材 (カスタム部材) を
選択します。

埋込み材に属性が保存されている場合、使
用する属性を選択します。

埋込み材のオフセット。

デフォルトでは、埋込み材の入力点は壁の
中央にあります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2872 コンクリートディテール



U 型鉄筋およびフリーの鉄筋

オプション 説明

初の壁と 2 番目の壁の 1 つ目の接続材
(鉄筋ループ) の位置、および接続材間の距
離。

間隔のリスト (10*400 など) を入力するこ

とも、1 つの値 (300 など) を入力すること

もできます。1 つの値を入力すると、接続材
の数はジョイントの高さに基づいて自動的
に計算されます。

フリーの鉄筋を延長する長さを定義するこ
ともできます。

鉄筋ループの寸法。

使用可能な寸法オプションは、[Edge shape]
タブで選択した壁の枠のタイプによって異
なります。

寸法の多くでは、 初の壁と 2 番目の壁に
対になる部材があります。寸法を 1 つ入力
するだけで、デフォルトで対の部材の寸法
に同じ値が設定されます。

Number of bars 長いフリーの鉄筋の本数。

フリーの長い鉄筋を作成しない場合、
[Number of bars] に「0」と入力します。

鉄筋プロパティ

鉄筋のプロパティ [Grade]、[Size]、[Name]、[Class]、[Prefix]、[Start Number] を
入力します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2873 コンクリートディテール



カスタマイズ

必要に応じて、独自の埋込み材 (カスタム部材) を作成し、接続材として使用でき
ます。

埋込み材を作成するときは、[Wall to wall connection] との互換性が保たれるように
入力点を定義してください。以下の図に、入力点の例を示します。

[厚みを増加] タブ

[Thickening] タブを使用して、片方または両方の壁の厚みを増加します。

オプション 説明

壁のどちら側で厚みを増加するかを選
択します。厚みを増加する 終的な場
所は、実際の枠の形状 (端～端、L 型角、
T 型角) によって異なります。

厚みの増加に対して名前とクラスを入
力します。壁の名前やクラスを使用す
るには、入力ボックスを空白のままにし
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2874 コンクリートディテール



壁溝シームの詳細
[Wall groove seam detail] は、プレキャスト壁、スラブ、または同様の部材に対し
て、オプションのシアー プレートの歯処理ありのグルーブを作成します。また、
ジョイントにより、壁で接続材として機能する鉄筋ループまたは埋込み材を作成す
ることができます。

作成されるオブジェクト

• グルーブ

• シアー プレートの歯またはせん断カップ

• U 型鉄筋

• 埋込み材

• 長い鉄筋

使用方法

状況 説明

シアー プレートの歯および U 型鉄筋の
あるグルーブ。

選択順序

1. 壁またはスラブを選択します。

2. グルーブの始点をピックします。

3. グルーブの終点をピックします。

[縁端形状] タブ

[Edge shape] タブを使用して、グルーブの方向を選択します。

オプション 説明

グルーブの方向の選択。

入力点に対するグルーブの方向を定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2875 コンクリートディテール



オプション 説明

Create fitting 部材端のフィッティングを作成するかどうかを選択し
ます。

グルーブの縁端形状。

入力点に対するグルーブの始点と終点。

グルーブの始点と終点を定義できます。値を入力しな
い場合、または「0」と入力した場合、グルーブは壁

の高さ全体に適用されます。

部材カットを作成するか、または追加の部材カットの
みを作成するかを選択し、カットの名前を定義します。
追加の部材カットの部材プロパティについては、保存
された設定ファイルを選択します。

[追加の刃] タブ

[Extra teeth] タブを使用して、追加のシアー プレートの歯のプロパティを定義しま
す。

オプション 説明

追加のシアー プレートの歯またはせん断カップ
を作成するかどうかを選択します。

歯またはカップは、グルーブがない場合も作成で
きます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2876 コンクリートディテール



オプション 説明

単一の歯またはカップの寸法。

グルーブの 初の歯またはカップの位置と、歯ま
たはカップ間の距離。

間隔のリスト (10*400 など) を入力することも、

1 つの値を入力することもできます。1 つの値を
入力すると、歯またはカップの数は詳細の高さに
基づいて自動的に計算されます。

部材カットを作成するか、または追加の部材カッ
トのみを作成するかを選択し、カットの名前を定
義します。

[接続材] タブ

[Connectors] タブを使用して、接続材のタイプを選択します。

接続材タイプ

[Connectors] タブの内容は、選択した接続材のタイプによって異なります。

オプション 説明

接続材タイプ。

• 接続材はありません。シアー プレートの歯処
理あり、またはなしのグルーブのみ作成されま
す。

• 接続材は、選択した埋込み材 (カスタム部材)
を使用して作成されます。

• 接続材は、鉄筋ループを追加することで作成さ
れます。鉄筋ループは、枠のタイプに基づいて
形成されます。

また、接続材では、オプションでジョイントに沿
って長い鉄筋を 1 つ以上作成できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2877 コンクリートディテール



埋込み材およびフリーの鉄筋

オプション 説明

グルーブの 初の接続材の位置 (埋込み材)
の位置、壁の上端の 後の鉄筋/埋込み材の
位置、および接続材間の距離。

間隔のリスト (10*400 など) を入力するこ

とも、1 つの値 (300 など) を入力すること

もできます。1 つの値を入力すると、接続材
の数は詳細の高さに基づいて自動的に計算
されます。

フリーの鉄筋を延長する長さを定義するこ
ともできます。

各グルーブに作成する埋込み材 (カスタム
部材) を選択します。

埋込み材に属性が保存されている場合、使
用する属性を選択します。

埋込み材のオフセット。

デフォルトでは、埋込み材の入力点はグル
ーブの中央にあります。

U 型鉄筋およびフリーの鉄筋

オプション 説明

グルーブの 初の接続材 (鉄筋ループ)
の位置と、接続材間の間隔。

間隔のリスト (10*400 など) を入力す

ることも、1 つの値 (300 など) を入力す

ることもできます。1 つの値を入力する
と、接続材の数は詳細の高さに基づいて
自動的に計算されます。

フリーの鉄筋を延長する長さを定義す
ることもできます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2878 コンクリートディテール



オプション 説明

鉄筋ループの寸法。

使用可能な寸法オプションは、[Edge
shape] タブで選択したグルーブの方向
によって異なります。

Number of bars 長いフリーの鉄筋の本数

フリーの長い鉄筋を作成しない場合、
[Number of bars] に「0」と入力します。

鉄筋プロパティ

鉄筋のプロパティ [Grade]、[Size]、[Name]、[Class]、[Prefix]、[Start Number] を
入力します。

カスタマイズ

必要に応じて、独自のカスタム部材 (埋込み材) を作成し、接続材として使用でき
ます。

埋込み材を作成するときは、[Wall groove seam detail] との互換性が保たれるように
入力点を定義してください。以下の図に、入力点の例を示します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2879 コンクリートディテール



[厚みを増加] タブ

[Thickening] タブを使用して、壁の厚みを増加します。

オプション 説明

壁のどちら側で厚みを増加するかを選
択します。厚みを増加する 終的な場
所は、実際の枠の形状 (端～端、L 型角、
T 型角) によって異なります。

厚みの増加に対して名前とクラスを入
力します。壁の名前やクラスを使用す
るには、入力ボックスを空白のままにし
ます。

アンカー (10)
アンカー (10) は、プレキャスト コンクリート部材 (2 つのパネルまたは柱など) を
パネルに接合します。プレキャスト コンクリート部材は、L プロファイルと、アン
カーとして機能する埋め込みジョイント プロファイル (カスタム コンポーネント
ボルト アンカーや現場打ちチャンネル) と接合されます。ボルト アンカーと現場
打ちチャンネルは、片面または両面です。また、メイン部材と副部材の間で梁を定
義できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2880 コンクリートディテール



作成されるオブジェクト

• アンカー (ボルト アンカーまたは現場打ちチャンネル)

• L プロファイル

• ボルト

使用方法

状況 説明

L プロファイルとボルト アンカーとの
接合部。

L プロファイルと現場打ちチャンネル
との接合部。

選択順序

1. メイン部材 (プレキャスト コンクリート パネルまたは柱) を選択します。

2. 副部材 (プレキャスト コンクリート パネル) を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2881 コンクリートディテール



[ピクチャー] タブ

アンカーの数 (ボルト アンカーまたは現場打ちチャンネル プロファイル)、縁端距
離、プレート埋込み材オフセットを定義するには、[ピクチャー] タブを使用しま
す。

 説明 例

1 アンカーの水平オフセット。

オフセットは、両方のコンクリート部
材に別個に定義できます。

2 アンカーの垂直オフセット。

オフセットは、上部と下部に対して定
義できます。

 

3 アンカーがどのように配置されるかを
選択します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2882 コンクリートディテール



 説明 例

4 省略されるアンカーを選択します。

5 アンカーの中心線からのコネクション
プレートの水平オフセット。

このオプションは、[プロファイル] タ
ブでコネクション プレートの方向を次
のように設定した場合のみ使用できま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2883 コンクリートディテール



[アンカー] タブ

アンカー (ボルト アンカーまたは現場打ちチャンネル プロファイル) のプロパテ
ィ、位置、および方向を定義するには、[アンカー] タブを使用します。

 説明 例

1 メイン部材のアンカー プロパティ。

2 アンカーを作成するメイン部材の面を選択
します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2884 コンクリートディテール



 説明 例

3 プロファイルカタログのプロファイルをア
ンカーとして使用するか、[アプリケーショ
ンとコンポーネント] カタログのカスタムパ
ーツを使用するかを選択します。

 

4 副部材のアンカー プロパティ。

5 アンカーを作成する副部材の面を選択しま
す。

 

6 プロファイルカタログのプロファイルをア
ンカーとして使用するか、[アプリケーショ
ンとコンポーネント] カタログのカスタムパ
ーツを使用するかを選択します。

 

7 アンカーの接続方法を選択します。

• デフォルト ([要素へ溶接] と同じ)

• 要素へ溶接

• キャストユニット (エレメント)
• 要素に加えない (ボルト アンカーまたは

現場打ちチャンネルがフリー部材)

• サブアセンブリ

 

8 主なコンクリート部材におけるアンカーの
位置と回転。

[平面上の位置] および [デプス内位置] オプ
ションの場合、オフセットを指定できます。

 

9 メイン部材におけるアンカーの方向。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2885 コンクリートディテール



 説明 例

10 第 2 コンクリート部材におけるアンカーの
位置と回転。

[平面上の位置] および [デプス内位置] オプ
ションの場合、オフセットを指定できます。

 

11 副部材におけるアンカーの方向。

12 アンカーのカット方法を選択します。

デフォルトでは、カットなしで
す。

カットなし

カット形状は、ボルト アンカ
ーまたは現場打ちチャンネル
の正確なプロファイル ポリゴ
ンです。

ボックス形状のカット

コンクリート コンポーネント リファレンス 2886 コンクリートディテール



[プロファイル] タブ

L プロファイルのプロパティと位置を定義するには、[プロファイル] タブを使用し
ます。

 説明 例

1 コネクション プロファイル プロパテ
ィ。

2 コネクション プロファイルを作成する
面を選択します。

3 プロファイル カタログのプロファイル
をコネクション プロファイルとして使
用するか、[アプリケーションとコンポ

 

コンクリート コンポーネント リファレンス 2887 コンクリートディテール



 説明 例

ーネント] カタログのカスタムパーツ
を使用するかを選択します。

4 コネクション プロファイルの位置と回
転。

[平面上の位置] および [デプス内位置]
オプションの場合、オフセットを指定
できます。

 

5 コネクション プロファイルの向き。

6 コネクション プロファイルのカット。

これらのオプションは、[プロファイル]
タブでコネクション プロファイルの方

コンクリート コンポーネント リファレンス 2888 コンクリートディテール



 説明 例

向を次のように設定した場合にのみ使
用できます。

7 コネクション プロファイルの接続方法
を選択します。

 

8 コネクション プロファイル タイプを
選択します。

• カタログ プロファイル (L プロファ
イル オプションを使用してプロフ
ァイルを定義します)。

• 折板 (以下のオプションを使用して
寸法を指定します)。

[ボルト] タブ

[ボルト] タブを使用して、ボルトプロパティとオフセットを定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2889 コンクリートディテール



 説明

1 L プロファイルの縁端からの水平方向のボルトの距離。

デフォルト値は、L プロファイルのフランジ幅の半分です。

2 垂直方向のボルト オフセット。

参照線は L プロファイルの中心線です。デフォルト値は 0 mm です。

3 ボルトをメイン部材に追加する方法を選択します。

4 ボルトを副部材に追加する方法を選択します。

5 ボルト付けの方向。

[カット] タブ

メイン部材と副部材のカットとシームを定義するには、[カット] タブを使用しま
す。

さらに、メイン部材を延長するか、副部材の厚さを増減することができます。

メイン部材と副部材の間のカットを定義してシームを作成できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2890 コンクリートディテール



 説明 例

1 メイン部材の延長。

部材を延長する必要がある場合、値
を入力します。カット タイプ リス
トからカット方法も選択したことを
確認してください。[カットなし] オ
プションを選択した場合、部材は延
長できません。

 

2 シーム幅。

参照線は L プロファイルの中心線で
す。デフォルト値は 0 mm です。

 

3 副部材に沿った左側カット。

参照線は、部材軸です。

部材の厚さが小さくなります。

 

4 副部材に沿った右側カット。

参照線は、部材軸です。

部材の厚さが小さくなります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2891 コンクリートディテール



 説明 例

5 メイン部材と副部材のカット参照
線。

メイン部材の手前側

メイン部材の中心線

メイン部材の向う側

6 カット タイプを選択します。

デフォルトでは、カットなしです。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2892 コンクリートディテール



 説明 例

参照線はメイン部材です。副部材は、
フィッティングを使用してメイン部材
に合わせて調整されます。

参照線はメイン部材です。副部材は、
ライン カットを使用してメイン部材に
合わせて調整されます。

参照線はメイン部材です。前のオプシ
ョンと似ていますが、パネルの も長
い部材はライン カットを使用して削除
されます。

カットなし

[デフォルト] タブ

部材の距離を定義するには、[デフォルト] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2893 コンクリートディテール



[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

壁-壁接合 (12)
[壁-壁接合(12)] は、2 枚の垂直コンクリートパネルを歯型ジョイントで接続しま
す。歯の数を設定できます。注入管と接続鉄筋をジョイントに追加できます。ジ
ョイントは、シームありまたはなしで作成されます。

作成されるオブジェクト

• 2 枚のパネル間の歯接合 (歯が 2 本または 3 本)

• 注入管

• 接続鉄筋

使用方法

状況 説明

2 枚のパネル間の 2 歯接合。

歯の高さは変更でき、歯間の間隔も設定できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2894 コンクリートディテール



状況 説明

接続鉄筋による 2 枚のパネル間の 3 歯接合。

接続鉄筋とソケットを使用した 2 枚のパネル間の
歯接合。

選択順序

1. メイン部材(コンクリートパネル)を選択します。

2. 副部材(コンクリートパネル)を選択します。

副部材を選択すると、ジョイントが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

[壁-壁接合(12)] で歯の数、歯の高さ、シームの幅を定義する場合は、[ピクチャー]
タブを使用します。[壁-壁接合(12)] には、主な 2 つのジョイントタイプとして[A]
(歯 2 本)と [B] (歯 3 本) があります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2895 コンクリートディテール



 説明

1 歯の数と位置を選択します。

[標準] は、A: 歯 2 本、下から上です。

2 メイン部材の水平シームの幅。タイプ A (2 歯接合) に使用します。

3 副部材の歯の高さ。

参照オブジェクトはシームの中心です。タイプ A (2 歯接合) に使用します。

4 メイン部材の歯の高さ。

参照オブジェクトはシームの中心です。タイプ A (2 歯接合) に使用します。

この値は、副部材の歯の高さ (3) に値がない場合のみ効果があります。

5 歯間の垂直シームの幅。タイプ A (2 歯接合) に使用します。

6 メイン部材の水平シームの幅。タイプ A (2 歯接合) に使用します。

7 上刃の高さ。タイプ B (3 歯接合) に使用します。

参照オブジェクトはシームの中心です。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2896 コンクリートディテール



 説明

値がなく、中刃の高さと下刃の高さが定義されている場合、上刃には残りの
高さが設定されます。

歯の高さがどれも定義されていない場合、3 本の歯がすべて同じ高さに設定
されます。(壁の高さ-シーム幅) / 3
この値は、歯の高さを定義する 3 つの値の中で も優先順位が低くなりま
す。

例:

パネルの高さは 1500mm です。3 つの歯の高さがすべて定義されます。

• 上: 400mm

• 中: 700mm

• 下: 600mm

定義された歯の高さの合計は 1800mm です。結果: 上刃の高さは
1500-700-600=200mm になります。

8 歯間の垂直シームの幅。タイプ B (3 歯接合) に使用します。

9 下刃の高さ。

参照オブジェクトはシームの中心です。タイプ B (3 歯接合) に使用します。

値がなく、上刃の高さと中刃の高さが定義されている場合、下刃には残りの
高さが設定されます。

[部材] タブ

注入管および接続鉄筋のプロパティと寸法を定義するには、[部材] タブを使用しま
す。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2897 コンクリートディテール



オプション 説明

注入管 注入管プロパティ。

上刃、中刃、および下刃に注入管の配置を別々に定義で
きます。

1 注入管を作成するかどうかを選択します。

例:

デフォルト値は、[無視] です。

上刃

中刃

下刃

注入管を歯に作成するかどうかを選択し、接続方法を選
択します。

デフォルト値は、[部材カット] です。
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オプション 説明

接続鉄筋 接続鉄筋プロパティ。

歯全体で接続鉄筋を 1 つ作成できます。

2 接続鉄筋を作成するかどうかと接続方法を選択します。

デフォルト値は、[はい+溶接 1] です。

3 上刃の上部からの接続鉄筋のデプス。

デフォルト値は、0 です。

4 上刃の上部からの注入管のデプス。

デフォルト値は、0 です。

5 下刃の上部からの接続鉄筋のデプス。

デフォルト値は、上刃の高さ+シーム幅です。値 5 およ
び 7 の両方が定義されている場合、ボックス 7 の値によ
りボックス 5 の値が上書きされます。

6 下刃の下部からの注入管のデプス。

デフォルト値は、0 です。

7 下刃の下部からの接続鉄筋のデプス。

値 5 および 7 の両方が定義されている場合、ボックス 7
の値によりボックス 5 の値が上書きされます。

[副部材カット] タブ

副部材コンクリートパネルをカットする方法を定義する場合は、[副部材カット] タ
ブを使用します。

デフォルトでは、コンポーネントにより 2 歯接続が作成されます。

カットの固定オフセット値を定義することもできます。

コンクリートパネルが垂直方法ではない場合、副部材をメイン部材に接続する方法
を定義できます。
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[カット主部材] タブ

メイン部材コンクリート パネルをカットする方法を定義する場合は、[カット主部
材] タブを使用します。

カットの固定オフセット値を定義することもできます。

コンクリート パネルが垂直方法ではない場合、メイン部材を副部材に接続する方
法を定義できます。
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[ソケット] タブ

ソケット アンカーを作成するかどうか、接続方法とソケット アンカーの寸法およ
び位置を定義する場合は、[ソケット] タブを使用します。ソケットは、接続鉄筋を
作成した場合にのみ作成されます。

オプション 説明

ソケット アンカーの寸法、ロッド プロファ
イル、接合プロファイル。

ソケットを生成 ソケットを生成するかどうかを選択し、含
める部材を選択します。

ソケットは、[部材] タブで接続鉄筋が作成さ
れた場合のみ作成される点に注意してくだ
さい。

この例では、赤色のプロファイルは接続鉄
筋です。

ソケットを接続 ソケットをメイン部材に接続する方法を選
択します。

デフォルト値は、[キャストユニットで] で
す。

ジョイント ロッド接続材 ロッドと接合プロファイルの間の接続方法
を選択します。

デフォルト値は、[部材合成接続材からロッ
ド] です。

ロッドタイプ ロッド タイプを選択します。

デフォルト値は、[複数プロファイル] です。

脚回転 ロッドの方向を選択します。右側のボック
スに角度を入力できます。
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オプション 説明

デフォルト値は、[正面] です。

接合プロファイル

ロッド

下部断面

接合プロファイル、ロッド、および下部断
面のプロパティ。

下部断面は、ロッドに部材として自動的に
追加される点に注意してください。

例:

部材名コンポーネント カスタム部材を使用してソケットを作成す
る場合、[ソケットを生成] リストで [カスタ
ム部材] オプションを選択します。

次に、コンポーネントを参照し、オプショ
ンのリストを使用してカスタム部材を配置
します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

壁の電気ボックス (84)
[壁の電気ボックス (84)] では、壁に電気ボックスを作成します。
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作成されるオブジェクト

• 電気ボックス

• チューブ

適用

状況 説明

上部に接続部がある壁の電
気ボックス。

下部に接続部がある壁の電
気ボックス。
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状況 説明

上部と下部に接続部がある
壁の電気ボックス。

選択順序

1. コンクリート パネルを選択します。

2. 電気ボックスの位置をピックします。

3. 上部接続部の位置をピックします。

4. 下部接続部の位置をピックします。

電気ボックスと接続部が自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

電気ボックス

パネル

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、チューブの形状、数、位置と電気ボックスの位置を
制御します。

チューブの方向

オプション 説明

上方向のチューブ形状を選択
します。
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オプション 説明

下方向のチューブ形状を選択
します。

壁の始点(黄色)と終点(マゼン
タ)に対するチューブの方向
を選択します。

上方向のチューブの数を選択
します。

下方向のチューブの数を選択
します。

コンクリートへの管/コンクリートに対する電気部材

チューブと電気部材をコンクリート部材に接続する方法を選択します。

オプション 説明

サブアセンブ
リとして

コンクリート部材にサブアセンブリと
して追加します。
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オプション 説明

キャストユニ
ットで

コンクリート部材に追加します。

溶接 コンクリート部材に溶接します。

しない コンクリート部材に接続しません。

チューブと電気ボックスの位置

オプション 説明

コンクリート部材の上部接続部の位置
を選択します。

コンクリート部材の電気ボックスの位
置を選択します。

コンクリート部材の下部接続部の位置
を選択します。

[部材] タブ

コンクリート部材の上下のチューブ プロパティとチューブ参照点の位置を制御す
るには、[部材] タブを使用します。

チューブ上端/チューブ下端

オプション 説明 デフォルト

t、b、h チューブの厚さ、幅、およ
び高さを定義します。

D19
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オプション 説明 デフォルト

マーク 部材位置番号の頭マークお
よび開始番号を指定しま
す。

ET 1

材質 材質を指定します。 PVC
名前 チューブの名前を定義しま

す。

E-tube

[クラス] チューブの部材クラス番号
を定義します。

2

コメント チューブに関するコメント
を追加します。

初の参照点

チューブの参照点を指定します。参照点によって図面の部材マークの位置が決ま
ります。

オプション 説明 例

上部 チューブ上端に始点を配
置します。

下部 チューブ下端に始点を配
置します。
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オプション 説明 例

長セグメン
ト

チューブの 長セグメン
トに始点を配置します。

小セグメン
ト

チューブの 小セグメン
トに始点を配置します。

[電気ボックス] タブ

電気ボックスの形状、数、および寸法を制御し、有効な接続部品 ([管 a]) を定義す
るには、[電気ボックス] タブを使用します。

電気ボックス/管 a

オプション 説明 デフォルト

t、b、h 電気ボックスと接続部品
([管 a]) の厚さ、幅、およ
び高さ。

D19

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

ET 1

材質 材質の等級。 PVC
名前 電気ボックスと接続部品

の名前。

E-tube

[クラス] 電気ボックスと接続部品
の部材クラス番号。

2
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オプション 説明 デフォルト

コメント 電気ボックスと接続部品
に関するコメントを追加
します。

回転

電気ボックスと接続部品の回転を制御します。

オプション 例

正面

上面

背面

下

電気ボックスの形状

オプション 説明

[プロファイル]/[カスタムパーツ]
カスタムパーツの例:

プロファイル カタログのプロファイル
を使用することも、[アプリケーション
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オプション 説明

とコンポーネント] カタログからカスタ
ム コンポーネントを選択することもで
きます。

カスタム コンポーネントを使用する場
合は、そのコンポーネントを参照し、カ
スタム コンポーネントの配置オプショ
ンのリストを使用します。

電気ボックスの形状を選択し、電気ボッ
クスの寸法を指定します。

さまざまなタイプの電気ボックスを作
成するためには、追加の形状を選択しま
す。

この形状は図面に表示されます。これ
は、電気ボックスの前面と背面を示して
います。

数 = 水平方向または垂直方向の電気ボック
スの数。

1 電気ボックスの上部の接続部品を選択
します。

2 電気ボックスの左側の接続部品を選択
します。

3 電気ボックスの右側の接続部品を選択
します。

4 電気ボックスの下部の接続部品を選択
します。
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オプション 説明

接続部品の寸法。

接続部品の位置。

電気ボックスを部材に追加する際のオ
プション。

• 電気ボックスを作成する

• 電気ボックスを作成し、電気ボック
スをカットする

• 電気ボックスを作成し、周囲ボック
スをカットする

[上部接続/下部接続] タブ

上部および下部接続ボックスの形状と寸法を制御し、有効な接続部品([管 a])を定義
するには、[上部接続] タブと [下部接続] タブを使用します。

上部ボックス/下部ボックス/管 a

オプション 説明

t、b、h 上部および下部接続ボックスと接続部品 ([管 a]) の厚さ、幅、
および高さ。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

名前 接続ボックスと接続部品の名前。

[クラス] 接続ボックスと接続部品の部材クラス番号。
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オプション 説明

コメント 接続ボックスと接続部品に関するコメントを追加します。

回転

接続部品 ([管 a]) の回転を制御します。

接続ボックスの形状

上部接続 下部接続 説明

[プロファイル]/[カスタムパーツ] プロファイル カタログのプ
ロファイルを使用すること
も、[アプリケーションとコ
ンポーネント] カタログから
カスタム コンポーネントを
選択することもできます。

カスタム コンポーネントを
使用する場合は、そのコンポ
ーネントを参照し、カスタム
コンポーネントの配置オプ
ションのリストを使用しま
す。

接続ボックスの形状を選択
し、ボックスの寸法を指定し
ます。

接続ボックスの寸法。

接続部品の位置。
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上部接続 下部接続 説明

接続ボックスを部材に追加
する際のオプション。

• 接続ボックスの作成

• 接続ボックスの作成 + 接
続ボックスのカット

• 接続ボックスの作成 + 周
囲ボックスのカット

接続ボックスの接続部品を
選択します。

接続ボックスの数を選択し
ます。

Connect
接続ボックスの接続方法を指定します。

[ユーザー定義情報] タブ

部材のユーザー定義情報 (UDA) に情報を追加するには、[ユーザー定義情報] タブ
を使用します。
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オプシ
ョン

説明

部材 関連情報を保存できる部材を次の中から選択します。

なし

チューブ上端

チューブ下端

チューブ

電気ボックス

上部接続

下部接続

すべて

ユーザ
ー定義
情報名

ユーザー定義情報の名前を
入力します。

たとえば、コメント ユーザ
ー定義情報を追加するに
は、テキスト エディタで
objects.inpファイルを

開き、comment.を検索し

ます。次の情報が表示され
ます。

attribute("comment",
"j_comment", string,
"%s", no, none,
"0.0", "0.0")
引用符で囲まれた 初のテ
キストがユーザー定義情報
名 (comment) です。入力

する名前は大文字小文字が
区別されます。

ユーザー定義情
報名:
• コメント

• 工場

• art_number

• タイプ

ユーザー定義情
報:
• コメント

• 製造元

• 記事番号

• ベンダー名の
「

Type ユーザー定義情報のタイ
プ。

テキストには [文字列]、数値には
[整数]、小数点付数値には [浮動]、
リストの項目を選択する場合は [オ
プション] を使用します。ユーザー
定義情報のタイプは、
objects.inp ファイルで確認で

きます。

値 ユーザー定義情報に保存する値を入力します。
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例
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サンドイッチ パネルと 2 重壁
[サンドイッチ パネルと 2 重壁] では、プレキャスト コンクリート壁を作成します。
壁は内部シェル、フォイル、断熱材、および外部シェルで構成されます。

作成されるオブジェクト

• 内部シェル

• フォイル (オプション)

• 断熱 (オプション)

• 外部シェル (オプション)

コンクリート コンポーネント リファレンス 2917 コンクリートディテール



適用

状況 説明

サンドイッチ パネル (分割シェル)。

サンドイッチ パネル (外部シェルの仕
上げ材としてレンガ壁を使用)。

選択順序

1. 初の点を指定します。

2. 2 つ目の点をピックします。

2 つ目の点をピックすると、壁が自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 内部シェル

2 フォイル

3 断熱

4 外部シェル

[部材] タブ

サンドイッチパネルの内部シェル、フォイル、断熱材、および外部シェルの寸法と
配置を制御するには、[部材] タブを使用します。内部シェルは常に作成されます。

ナンバリング設定

すべての部材の頭マークと開始番号を表示するには、[ナンバリング設定] を [有効]
に設定します。

内部シェル

オプション 説明 デフォルト

厚さ 内部シェルの厚さを指定
します。

150 mm

フォイル

オプション 説明 デフォルト

厚さ フォイルの厚さを指定し
ます。

1 mm
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オプション 説明 デフォルト

フォイル生成 フォイルを作成するかど
うかを指定します。

はい-サブアセンブリ

断熱材

オプション 説明 デフォルト

厚さ 断熱材の厚さを指定しま
す。

50 mm

断熱材生成 断熱材を作成するかどう
かを指定します。

はい-サブアセンブリ

分割の場合の縁端ストリ
ップ

壁の縁端にある部材のさ
まざまな材質とクラス プ
ロパティを定義します。

 

外部シェル

オプション 説明 デフォルト

厚さ 外部シェルの厚さを指定
します。

1 mm

外部シェル生成 外部シェルを作成するか
どうかを指定します。

はい+キャストユニット

プロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

一部のコンポーネントに
は別のフィールド行があ
り、そこに製品マークを入
力できます。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、[ファ
イル] メニュー --> [設定]
--> [オプション] の [コン
ポーネント] 設定で設定し
ます。

材質 材質の等級。 デフォルトの材質を定義
するには、[ファイル] メニ
ュー --> [設定] --> [オプシ
ョン] で [コンポーネント]
設定を開き、[材質] フィー
ルドで設定します。

名前 図面およびレポートに表
示される名前。

 

クラス 部材クラス番号。  

コンクリート コンポーネント リファレンス 2920 コンクリートディテール



オプション 説明 デフォルト

キャスト ユニット種別 部材の構造タイプが [プレ
キャスト] か [現場打ち]
かを定義します。

[キャスト ユニット種別]
を [有効] に設定すると、
部材の [キャスト ユニッ
ト種別] が表示されます。

プレキャスト

配置

[標準] 配置または [詳細] 配置を使用できます。詳細配置では、サンドイッチ パネ
ルの幅とフォイルの位置に関するより多くのオプションが用意されています。

サンドイッチ パネルの幅

オプション: 標準 説明

部材間のギャップはありません。サン
ドイッチ パネルの厚さは、作成したすべ
ての部材の厚さの合計です。

壁の全体幅を指定します。

外部シェルと断熱材の間にギャップが
作成されます。

オプション: 詳細設定 説明

壁の全体幅、および内部シェルと断熱材
の間のギャップを指定します。

外部シェルと断熱材の間には、別のギャ
ップが作成されます。

壁の全体幅、および外部シェルと断熱材
の間のギャップを指定します。

内部シェルと断熱材の間には、別のギャ
ップが作成されます。
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オプション: 詳細設定 説明

壁の全体幅、および内部シェルと断熱材
の間のギャップを指定します。

外部シェルと断熱材の間にギャップは
作成されません。

フォイルの位置

オプション 説明

デフォルトでは、内部シェルの外側にフ
ォイルが配置されます。

フォイルの別の位置を指定します。[配
置] を [詳細] に設定します。
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点オフセット

オプション 説明

内部シェルの外面からのオフセットを
指定します。

内部シェルの内面からのオフセットを
指定します。

サンドイッチ パネルの中心からのオフ
セットを指定します。

外部シェルの内面からのオフセットを
指定します。

外部シェルの外面からのオフセットを
指定します。

パラメトリック プロファイル

オプション 説明

パラメトリック断面 サンドイッチ部材のパラメトリック プ
ロファイルの頭マークを指定するには、
[有効] に設定します。
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オプション 説明

パラメトリック プロファイルの頭マー
ク

パラメトリック プロファイルの頭マー
クを選択します。

• 頭マークなしに板材プロファイルを
作成するには、[位置 h*b] と [位置

b*h] を選択します。

[パラメトリック断面] を [無効] に設
定すると、部材に h*b 頭マーク (例:
2000*100) が付けられます。

• 頭マークが PL で始まる板材プロフ

ァイルを作成するには、[位置

PLh*b] と [位置 PLb*h] を選択し

ます。

• [パラメトリック断面 h*b] と [パ
ラメトリック断面 b*h] では、パラ

メトリック板材プロファイルの頭マ
ークを入力する必要があります。

パラメトリック断面の頭マーク パラメトリック プロファイルの頭マー
クを指定します。
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[垂直断面] タブ

垂直レベルの部材プロパティを制御するには、[垂直断面] タブを使用します。上部
レベルと下部レベルの両方を定義できます。レベルは絶対レベルとして設定する
ことも、点を基準として垂直方向にずらすこともできます。

上層

オプション 説明

[n1]、[n2]、[n3]、[n4] 絶対上部レベルの高さを指定します。

[h1]、[h2]、[h3]、[h4] 底面からの部材の高さを指定します。
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オプション 説明

[d2]、[d3]、[d4] 隣接する部材からの垂直変位を指定し
ます。

相対レベルを使用した場合、内部シェルのレベルによって他のすべての部材のレベ
ルが決まります。

下部レベル

オプション 説明

[m1]、[m2]、[m3]、[m4] 絶対下部レベルの高さを指定します。

[a1]、[a2]、[a3]、[a4] 点からの下部オフセットを指定します。

[b2]、[b3]、[b4] 隣接する部材からの垂直変位を指定し
ます。

相対レベルを使用した場合、内部シェルのレベルによって他のすべての部材のレベ
ルが決まります。
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内部シェルの厚みを増加

内部シェルの上部と下部のどちらでも厚みの増加を指定できます。

オプション 説明 例

内部シェルの厚みを増加し
ません。
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オプション 説明 例

断熱材の外面に向けて内部
シェルの厚みを増加しま
す。

断熱材の高さを指定して干
渉しないようにします。

外部シェルの内面まで内部
シェルの厚みを増加しま
す。

外部シェルの外面まで内部
シェルの厚みを増加しま
す。

外部シェルの高さを指定し
て干渉しないようにしま
す。

内部シェルが断熱材と外部
シェルを覆っています。
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オプション 説明 例

厚さ 内部シェルの厚さを指定しま
す。

値を入力しない場合は、[部材]
タブで指定した内部シェルの厚
さが使用されます。

厚みを増加する部
材

厚みを増加する上部材および下
部材を内部シェルに追加する方
法を選択します。

オフセット オプシ
ョン

厚みを増加する部材のオフセッ
ト オプションを選択します。壁
の両端のオフセットを指定でき
ます。

[水平断面] タブ

壁の端部を定義し、壁部材を水平方向に分割する方法を制御するには、[水平断面]
タブを使用します。

壁端部

壁端部のオプションは両端で同じです。
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壁の始端 壁の終端

壁端部のオフセット

オプション 説明 例

内部シェルの端部を固定
します。

フォイル、断熱材、および
外部シェルの端部のオフ
セットを指定します。

断熱材の端部を固定しま
す。

内部シェル、フォイル、お
よび外部シェルの端部の
オフセットを指定します。

外部シェルの端部を固定
します。

内部シェル、フォイル、お
よび断熱材の端部のオフ
セットを指定します。
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オプション 説明 例

内角の形状。

外部シェルの角に対して、
内部シェルの内面からの
オフセットを指定します。
断熱材は内部シェルに沿
います。

内角の形状。

外部シェルの角の長さを
指定します。

内角の形状。

外部シェルの角に対して、
内部シェルの内面からの
オフセットを指定します。
断熱材は外部シェルに沿
います。

外角の形状。

外部シェルの水平オフセ
ットを指定します。断熱
材と内部シェルの角の間
にギャップはありません。

外角の形状。

外部シェルの水平オフセ
ットを指定します。内部
シェルの角に対して、内部
シェルの外面からのオフ
セットを指定します。
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オプション 説明 例

外角の形状。

外部シェルの水平オフセ
ットを指定します。内部
シェルの角の長さを指定
します。

角のあるシェルは作成さ
れません。

内部シェル、断熱材、およ
び外部シェルの水平オフ
セットを指定します。

角の形状

オプション 説明

内部シェルの角の形状を選択します。

外部シェルの角の形状を選択します。
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オプション 説明

断熱材の角の形状を選択します。

メイン シェルへの角の追
加

シェルに角を追加します。次のオプションがありま
す。

• [キャスト ユニット 4 に追加] (4 =外部シェル)

• サブアセンブリ 4 に追加

• [キャスト ユニット 1 に追加] (1 =内部シェル)

• サブアセンブリ 1 に追加

垂直方向の角処理

オプション 説明

垂直方向の角処理を作成するかどうかを定義します。

角処理の水平寸法と垂直寸法、および部材頭マークと
開始番号を指定します。

水平オフセット

このオプションを使用するには、[正面ビューの分割] オプションを [有効] に設定し
ます。

オプション 説明

フォイル、断熱材、および外部シェルの水平オフセ
ットを指定します。内部シェル間のメイン ギャッ
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オプション 説明

プは、タブの [正面ビューの分割] セクションで定
義されています。

内部シェル、フォイル、および外部シェルの水平オ
フセットを指定します。断熱材間のメイン ギャッ
プは、タブの [正面ビューの分割] セクションで定
義されています。

内部シェル、フォイル、および断熱材の水平オフセ
ットを指定します。外部シェル間のメイン ギャッ
プは、タブの [正面ビューの分割] セクションで定
義されています。

内部シェルの 90 度の角と、外部シェルの内面から
角のあるシェル方向への垂直オフセットを指定し
ます。内部シェル間のメイン ギャップは、タブの
[正面ビューの分割] セクションで定義されていま
す。

90 度の角の追加オプションは次のとおりです。

• 内部シェルの角の形状を指定する。

• 内部シェルに角を追加する方法を指定する。

• 部材頭マークと開始番号を指定する。

ミラーリング

オプション 説明

サンドイッチ パネルをミラーリングす
るかどうかを指定します。
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部材の分割

壁部材を分割するには、[正面ビューの分割] オプションを [有効] に設定します。

オプション 説明

部材を分割しません。点を参照点とし
て使用して、壁の両端の水平オフセット
を定義します。

部材を分割します。断面の幅と断面の
数を定義します。

始端のオフセットが、壁の始端にある
初の断面の幅の基準となります。

終端のオフセットが、壁の終端にある
後の断面の幅の基準となります。

部材を分割します。断面の幅と断面の
数を定義します。

始端のオフセットが、壁の始端にある
初の断面の幅の基準となります。

点 (2) が、壁の終端にある 後の断面の
幅の基準となります。

部材を分割します。断面の幅を定義し、
断面の数を入力します。

点 (1) が、壁の始端にある 初の断面の
基準となります。

終端のオフセットが、壁の終端にある
後の断面の幅の基準となります。

部材を分割します。断面の幅を定義し、
断面の数を入力します。

点 (1、2) が、壁の両端にある断面の幅の
基準となります。

オプション 説明

水平方向を指定します。

[フォイル] タブ

フォイルの垂直/水平分割を制御するには、[フォイル] タブを使用します。
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寸法

オプション 説明

1 フォイルを分割するかどうかを指定し
ます。

• フォイルを分割しません。

• フォイルを水平方向に分割します。

• フォイルを垂直方向に分割します。

• フォイルを水平方向および垂直方向
に分割します。

2 中間部の断面の数と幅を指定します。

3 断面間のギャップを指定します。

4 水平方向の 初と 後の断面の幅を指
定します。
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オプション 説明

5 垂直方向の上部と下部の断面の高さを
指定します。

6 断熱材の断面を配置する際に使用する
壁端部を指定します。

点の方向 点の方向を指定します。水平方向また
は垂直方向を選択します。

このオプションは、工場図面の表示に影
響します。

[断熱] タブ

断熱材の水平方向および垂直方向の分割を制御するには、[断熱] タブを使用しま
す。

寸法
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オプション 説明

1 断熱材を分割するかどうかを指定しま
す。

• 断熱材を分割しません。

• 断熱材を水平方向に分割します。

• 断熱材を垂直方向に分割します。

• 断熱材を水平方向および垂直方向に
分割します。

2 中間部の断面の数と幅を指定します。

3 断面間のギャップを指定します。

4 水平方向の 初と 後の断面の幅を指
定します。

5 垂直方向の上部と下部の断面の高さを
指定します。

6 断熱材の断面を配置する際に使用する
壁端部を指定します。
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オプション 説明

点の方向 点の方向を指定します。水平方向また
は垂直方向を選択します。

このオプションは、工場図面の表示に影
響します。

[外部シェル] タブ

外部シェルの水平方向および垂直方向の分割を制御するには、[外部シェル] タブを
使用します。角処理を定義することも、レンガ壁面を追加することもできます。

寸法

オプション 説明

分割の方向を指定します。

 説明

1 外部シェルを分割するかどうかを指定
します。

• 外部シェルを分割しません。
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 説明

• 外部シェルを水平方向に分割しま
す。

• 外部シェルを垂直方向に分割しま
す。

• 外部シェルを水平方向および垂直方
向に分割します。

2 中間部の断面の数と幅を指定します。

3 断面間のギャップを指定します。

4 水平方向の 初と 後の断面の幅を指
定します。

5 垂直方向の上部と下部の断面の高さを
指定します。

角処理

オプション 説明

垂直方向の角処理 垂直方向の角処理を定義します。リス
トから角処理の形状を選択し、角処理の
寸法を指定します。
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オプション 説明

水平方向の角処理 水平方向の角処理を定義します。リス
トから角処理の形状を選択し、角処理の
寸法を指定します。

スカラップ側 角処理を作成する側面を指定します。

例:

レンガ壁プロパティ

レンガ壁を作成するには、[レンガ壁] オプションを [有効] に設定します。
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オプション 説明 例

外部シェルのレンガ壁の
タイプを選択し、レンガの
寸法およびモルタルの高
さと幅を指定します。

壁縁端 壁の縁端をフリー部材と
して作成するか、アセンブ
リに追加するかを指定し
ます。

 

[ユーザー定義情報] タブ

内部シェル、フォイル、断熱材、および外部シェルのユーザー定義情報を定義する
には、[ユーザー定義情報] タブを使用します。部材ごとに複数のユーザー定義情報
を定義できます。ユーザー定義情報はフィルターとして使用できます。また、図面
やレポートに表示することもできます。

オプシ
ョン

説明

ユーザ
ー定義
情報名

ユーザー定義情報の名前を
入力します。

たとえば、コメント ユーザ
ー定義情報を追加するに
は、テキスト エディタで
objects.inp ファイルを

開き、comment. を検索し

ます。次の情報が表示され
ます。

attribute("comment",
"j_comment", string,
"%s", no, none,
"0.0", "0.0")
引用符で囲まれた 初のテ
キストがユーザー定義情報
名 (comment) です。入力

する名前は大文字小文字が
区別されます。

ユーザー定義情
報名:
• comment

• fabricator

• art_number

• type

ユーザー定義情
報:
• コメント

• 製作会社

• 記事番号

• タイプ

タイプ ユーザー定義情報のタイ
プ。

テキストには [文字列]、数値には
[整数]、小数点付数値には [浮動]、
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オプシ
ョン

説明

リストの項目を選択する場合は [オ
プション] を使用します。ユーザー
定義情報のタイプは、
objects.inp ファイルで確認で

きます。

値 ユーザー定義情報に保存する値を入力します。

例:

コンクリート コンポーネント リファレンス 2943 コンクリートディテール



サンドイッチ パネルの水平シーム
[サンドイッチ パネル水平シーム] では、2 つのサンドイッチ パネルの間に水平シ
ームを作成します。シームの寸法と継ぎ加工は、すべてのレイヤー (内部シェル、
フォイル、断熱材、および外部シェル) で指定できます。また、追加フォイル レイ
ヤーを定義することもできます。
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作成されるオブジェクト

• シーム

• 継ぎ加工

• フォイル

• 断熱

• 追加フォイル レイヤ

適用

状況 説明

サンドイッチ パネルのシェル間のシー
ム。

継ぎ加工が追加されたシーム。

実際の作業を始める前に

必要な部材を選択できるようにするには、[コンポーネント オブジェクトの選択]

 スイッチを有効にします。

選択順序

1. 1 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェルを選択します。

2. 2 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェルを選択します。

副部材を選択すると、シームが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 コンクリート部材 (壁、柱、梁、スラブ)
2 点

複数の点をピックできます。

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、水平シーム プロパティを制御します。

シーム位置

シームは、内部シェル、断熱材、および外部シェルで定義できます。外部シェルで
は、ドラフト角度を指定できます。

サンドイッチ パネルのシェル間のシームの位置を指定します。壁の間の中心線
は、シームの位置の計算時に参照線として使用されます。

例:
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シェル クラス

シームに適用する部材クラスを指定します。[サンドイッチパネル水平シーム] コ
ンポーネントでは、デフォルトでクラス 1 の内部シェル、クラス 2 のフォイル、ク
ラス 3 の断熱材、クラス 4 の外部シェルが作成されます。これらのクラスを使用し
てシームを適用します。

フォイル、断熱シェル、および外部シェルの間にシームが作成されないようにする
には、[断熱クラス] ボックスを空白のままにしておきます。

断熱材の継ぎ加工

断熱材レイヤで継ぎ加工を作成できます。

オプション 説明

断熱材レイヤの継ぎ加工はありません。
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オプション 説明

断熱材レイヤの上部と下部の片側継ぎ
加工。

継ぎ加工の深さと幅を指定できます。

断熱材レイヤの上部と下部のミラーリ
ングされた片側継ぎ加工。

継ぎ加工の深さと幅を指定できます。

断熱材レイヤの上部と下部の両側継ぎ
加工。

継ぎ加工の深さと幅を指定できます。

オフセット

シームのオフセットを指定できます。
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[継ぎ加工] タブ

内部シェル、断熱材レイヤ、外部シェルの継ぎ加工を定義するには、[継ぎ加工] タ
ブを使用します。

継ぎ加工の側面

継ぎ加工を適用するサンドイッチ パネルの側面を選択します。両側の継ぎ加工を
個別に定義できます。

次のオプションがあります。

• 上側

• 下側

• 両側

ジョイント タイプ

割込またはグルーブの継ぎ手接続は両面で選択できます。

オプション オプション 説明

外側の形状に基づく割込
継ぎ手接続

中心線に基づくグルーブ
継ぎ手接続

中心線に基づく割込継ぎ
手接続
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オプション オプション 説明

外側の形状に基づくグル
ーブ継ぎ手接続

1 つの割込と 1 つのグルーブ継ぎ手を作成した場合、部材に重ねることができま
す。これは、シーム位置の値付きの [ピクチャー] タブで定義されます。部材を互
いに近づけるには、負の値を入力します。

[追加フォイル] タブ

シームで追加フォイル レイヤを定義するには、[追加フォイル] タブを使用します。

フォイル

オプション 説明 デフォルト

t 追加フォイルの厚さを定
義します。

1 mm

マーク 部材マークの頭文字およ
び開始番号。

デフォルトの部材開始番
号を定義するには、 ファ
イル メニュー --> 設定 -->
オプション の [コンポー
ネント] 設定で設定しま
す。

材質 材質の等級。 デフォルトの材質を定義
するには、 ファイル メニ
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オプション 説明 デフォルト

ュー --> 設定 --> オプショ
ン で [コンポーネント] 設
定を開き、[材質] フィール
ドで設定します。

名前 追加フォイルの名前。 FOIL
[クラス] 追加フォイル レイヤの部

材クラス番号。
 

コメント 追加フォイル レイヤに関
するコメントを追加しま
す。

 

接続方法

オプション 説明

継手・仕口なし 追加フォイルをサンドイッチ パネルに取り付ける方法
を選択します。

• [継手・仕口なし] (フォイルはフリー部材)

• 溶接

• キャスト ユニット

• サブアセンブリとして

内部シェル 追加フォイルの接続先のプロファイルを選択します。

• 内部シェルで

• 外部シェルで

位置 h*b フォイル レイヤの頭マークを選択します。

• [位置 h*b] と [位置 b*h]: 頭マークなしにプロファイ
ルが作成されます。

• [位置 PLh*b] と [位置 PLb*H]: 頭マークが PL で始
まるプロファイルが作成されます。

• [パラメトリック断面 h*b] と [パラメトリック断面
b*h]: 下のボックスに頭マークを入力します。

自動 フォイル レイヤの回転を選択します。

• 自動

• 下

• 正面

• 上面

• 背面
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オプション 説明

フォイル形状 追加フォイルの形状を指定します。

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

サンドイッチ パネルの垂直シーム
[サンドイッチ パネル垂直シーム] では、2 つのサンドイッチ パネルの間に垂直シ
ームを作成します。シームの寸法と継ぎ加工は、すべてのレイヤー (内部シェル、
フォイル、断熱材、および外部シェル) で指定できます。

作成されるオブジェクト

• シーム

• 継ぎ加工

• フォイル

コンクリート コンポーネント リファレンス 2952 コンクリートディテール



• 断熱

適用

状況 説明

サンドイッチ パネルのシェル間のシーム。

継ぎ加工が追加されたシーム。

制限事項

このコンポーネントが機能するのは、サンドイッチ パネルが平行である場合に限
られます。

実際の作業を始める前に

必要な部材を選択できるようにするには、[コンポーネント オブジェクトの選択]

 スイッチを有効にします。

選択順序

1. 1 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェルを選択します。

2. 2 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェルを選択します。

副部材を選択すると、シームが自動的に作成されます。

部材の識別キー
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 部材

1 1 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェル

2 2 つ目のサンドイッチ パネルの内部シェル

[ピクチャー] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、垂直シーム プロパティを制御します。

シーム位置

シームは、内部シェル、断熱材、および外部シェルで定義できます。外部シェルで
は、ドラフト角度を指定できます。

サンドイッチ パネルのシェル間のシームの位置を指定します。壁の間の中心線
は、シームの位置の計算時に参照線として使用されます。

例:
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シェル クラス

シームに適用する部材クラスを指定します。[サンドイッチ パネル垂直シーム] コ
ンポーネントでは、デフォルトでクラス 1 の内部シェル、クラス 2 のフォイル、ク
ラス 3 の断熱材、クラス 4 の外部シェルが作成されます。これらのクラスを使用し
てシームを適用します。

たとえば、フォイル、断熱シェル、および外部シェルの間にシームが作成されない
ようにするには、[断熱クラス] ボックスを空白のままにしておきます。

非対称シーム

断熱材レイヤで非対称シームや継ぎ加工を作成できます。

オプション 説明

対称シーム。

断熱材レイヤの継ぎ加工はありません。

対称シーム。

断熱材レイヤの継ぎ加工の深さを指定
できます。

断熱材レイヤと外部シェルの非対称シ
ーム。

断熱材レイヤの継ぎ加工はありません。

断熱材レイヤと外部シェルの非対称シ
ーム。

断熱材レイヤの継ぎ加工の深さを指定
できます。
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オフセット/ミラー

シームのオフセットを指定できます。

[継ぎ加工] タブ

内部シェル、断熱材レイヤ、外部シェルの継ぎ加工を定義するには、[継ぎ加工] タ
ブを使用します。

継ぎ加工の側面

継ぎ加工を適用するサンドイッチ パネルの側面を選択します。

• 右

継ぎ加工は左右同じになりますが、右側の継ぎ加工の寸法が両側に適用されま
す。

• 左

継ぎ加工は左右同じになりますが、左側の継ぎ加工の寸法が両側に適用されま
す。
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• 両側

両側の継ぎ加工の寸法を個別に指定できます。

• 両側-ミラー

両側の継ぎ加工の寸法を個別に指定できますが、左右がミラーリングされます。

ジョイント タイプ

割込またはグルーブの継ぎ手接続は両面で選択できます。
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オプション オプション 説明

外側の形状に基づく割込
継ぎ手接続

中心線に基づくグルーブ
継ぎ手接続

中心線に基づく割込継ぎ
手接続

外側の形状に基づくグル
ーブ継ぎ手接続

継ぎ加工の位置

通常、垂直シームはサンドイッチ パネルの上部から下部に向かって作成されます。
上部と下部のシームのオフセットを指定します。オフセットは、内部シェルと外部
シェルにのみ適用されます。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

サンドイッチ パネル ウィンドウ
[サンドイッチ パネル ウィンドウ] は、サンドイッチ パネルに長方形の窓用の開
口、または窓 + ドア用の開口を作成します。開口は、 大 4 つの部材 (内部シェル、
フォイル、断熱材、および外部シェル) を使用して作成されます。フォイルを作成
するかどうかを選択できます。追加フォイルや追加部材に加え、枠も作成できま
す。枠は、木製フレームまたはコンクリート枠にして、内部シェルに追加できま
す。

作成されるオブジェクト

• 長方形の開口

• 木製フレームまたはコンクリート枠

• 追加フォイル
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• 追加部材

使用方法

状況 説明

木製フレームとフォイ
ル レイヤーを使用した
サンドイッチ パネルの
開口。

内部シェルにコンクリ
ート枠を付けたサンド
イッチ パネルの開口。
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状況 説明

ドア開口部のあるサン
ドイッチ パネルの開
口。

選択順序

1. サンドイッチ パネルの内部シェルを選択します。

2. 初の位置をピックします。

3. 2 番目の位置をピックします。

コンポーネント ダイアログ ボックスで入力点が 1 つだけのオプションを選択
していても、2 番目の位置の点は入力を完了するために必要です。この場合、
2 番目の点の位置は意味を持ちません。

2 番目の位置をピックすると、開口が自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 サンドイッチ パネル要素

2 初にピックした位置

3 2 番目にピックした位置
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[画像] タブ

開口の寸法と部材を制御するには [ピクチャー] タブを使用します。

寸法

オプション 寸法

[窓] の作成

[窓 + ドア] の作成

[ドアの位置] を [右
側] か [左側] に設定
します。

[作成] オプションを
[窓 + ドア] に設定す
ると、[ドア側部詳細]
タブおよび [ドア下部
詳細] タブのオプショ
ンが有効になります。

オプショ
ン

説明

1 開口の点を設定します。

• 2 つの点

2 つの点をピックして開口を作成します (図の点 2 と点 3)。

• 点 1 B H
2 つの点をピックして開口を作成します。このオプションでは、図
に示した点 2 が参照点です。点 3 は入力を完了するためだけに必
要です。開口の幅と高さを指定します。

• 点 2 B H
2 つの点をピックして開口を作成します。このオプションでは、図
に示した点 3 が参照点です。開口の幅と高さを指定します。
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オプショ
ン

説明

• 2 つの点 H
2 つの点をピックして開口を作成します (図の点 2 と点 3)。開口の
高さを指定します。

2 挿入点からの垂直オフセット。

[窓 + ドア] を作成する場合は窓の垂直オフセットです。

3 挿入点からの水平オフセット。

4 開口の幅。

[窓 + ドア] を作成する場合は窓の幅です。

5 窓の高さ。

6 ドアの幅。

7 ドアの垂直オフセット。

他のレイヤーの選択

オプション 説明

断熱、壁 開口を作成する部材。

断熱材および外部レイヤー部材に開口を作成するには、クラス
番号を入力します。

番号を入力しない場合は、コンポーネントの適用時に選択した
部材にのみ開口が作成されます。

キャスト ユニッ
トに含まれない
部材

キャスト ユニットに属さない部材に開口部を作成するには、
[はい] を選択します。

フォイル フォイルのあるサンドイッチ パネルとフォイルのないサンド
イッチ パネル (デフォルト) の両方に [サンドイッチ パネル ウ
ィンドウ] を使用できます。フォイルのあるサンドイッチ パ
ネルがある場合、[はい] を選択してフォイルのクラス番号を入
力します。

[下部詳細]、[左ディテール]、[右ディテール]、[上部詳細] の各
タブに表示される枠の形状オプションは、フォイルを作成する
かどうかによって異なります。

[下部詳細] タブ/[左ディテール] タブ/[右ディテール] タブ

[下部詳細] タブ、[左ディテール] タブ、[右ディテール] タブを使用して、開口の下
部、左側、右側のサイズ、位置、形状、および枠のサイズとプロパティを制御しま
す。[右ディテール] タブで、右ディテールを左ディテールと同様に作成するかどう
か選択できます。
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枠

部材 説明 デフォルト

枠 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て、枠のプロファイルを定
義します。

50*50

オプション 説明

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

2 行目に製品位置番号を入力できます。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

クラス 部材クラス番号。

枠の形状

内側と外側の枠のオプションは、フォイルを作成するかどうかに関係なく同じで
す。

内 外 説明

デフォルト

カットと拡張は作成され
ません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。枠のサイズに応
じて、3 つのオプションが
使用できます。

カットと拡張は作成され
ません。
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内 外 説明

拡張が作成されます。

枠が断熱材より小さい場
合、ギャップを埋めるため
にコンクリート部材が拡
張されます。

カットが作成されます。

断熱材より枠が大きい場
合、枠が収まるようにコン
クリート部材がカットさ
れます。

中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

枠は作成されません。
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中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

枠は作成されません。

追加へこみ

追加へこみの垂直寸法と水平寸法を定義します。デフォルトでは、へこみは作成さ
れません。

枠の角カット

オプション 説明

枠の角はカットされません。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2966 コンクリートディテール



オプション 説明

枠の角カットの水平寸法と垂直寸法を
定義します。

連続勾配

枠の縁端に勾配をつけるかどうかを選択します。

オプション 説明

[長さで]

[角度指示]

両側の長さまたは角度を個別に設定できます。

デフォルトでは枠の縁端に勾配はありません。

[上部詳細] タブ

[上部詳細] タブを使用して、開口の上側のサイズ、位置、番号、および形状を制御
します。

部材

部材 説明 デフォルト

枠 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て、枠のプロファイルを定
義します。

50*50

フォイル 2 フォイル 2 では、上側のみ
に追加フォイルが作成さ
れます。

厚さを指定します。
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オプション 説明

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

2 行目に製品位置番号を入力できます。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

クラス 部材クラス番号。

上枠の形状

内側と外側の枠のオプションは、フォイルを作成するかどうかに関係なく同じで
す。

内 外 説明

デフォルト

カットと拡張は作成され
ません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。枠のサイズに応
じて、3 つのオプションが
使用できます。

カットと拡張は作成され
ません。

拡張が作成されます。

枠が断熱材より小さい場
合、ギャップを埋めるため
にコンクリート部材が拡
張されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2968 コンクリートディテール



内 外 説明

カットが作成されます。

断熱材より枠が大きい場
合、枠が収まるようにコン
クリート部材がカットさ
れます。

中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

枠は作成されません。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

フレームが作成されます。
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中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

枠は作成されません。

追加リセス

追加へこみの垂直寸法と水平寸法を定義します。デフォルトでは、へこみは作成さ
れません。

枠の角カット

オプション 説明

枠の角はカットされません。

枠の角カットの水平寸法と垂直寸法。

水切板

オプション 説明

水切板は作成されません。
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オプション 説明

水切板が作成されます。水切板の寸法
を指定します。

水切板が作成されます。水切板の寸法
を指定します。

水切板はどの形状オプションに対して
も作成できます。たとえば、形状に傾斜
がある場合、水切板も傾斜と同じ角度で
作成されます。

連続勾配

枠の縁端に勾配をつけるかどうかを選択します。

オプション 説明

[長さで]

[角度指示]

両側の長さまたは角度を個別に設定できます。

デフォルトでは枠の縁端に勾配はありません。

[追加フォイル] タブ

開口の上下左右の追加フォイルの作成を制御するには、[追加フォイル] タブを使用
します。

部材

部材 説明 デフォルト

追加フォイル フォイルの厚さ。 50*50
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オプション 説明

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

2 行目に製品位置番号を入力できます。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

クラス 部材クラス番号。

追加フォイルの寸法

説明

1 追加フォイルを作成するかどうかを指定します。

2 内部オフセットを指定します。

3 フォイルの幅を指定します。

カットするシェル

オプション 説明

すべてのシェルをカットします。

内部シェルはカットしません。

内部シェルとフォイルはカットしません。

内部シェルとフォイルはカットしません。断熱拡張を
作成します。

断熱拡張の幅と材質を指定します。
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オプション 説明

外部シェルをカットします。

[追加部材] タブ

追加部材のサイズ、位置、数、および配置を制御するには、[追加部材] タブを使用
します。

部材

追加部材を作成するかどうかを選択し、作成する場合は、追加部材とカスタム コ
ンポーネント部材のどちらを作成するかを選択します。

部材 説明 デフォルト

部材 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て、追加部材のプロファイ
ルを定義します。

D5

カスタム コンポーネント
部材

[アプリケーションとコン
ポーネント] カタログから
コンポーネントを選択し
て、カスタム コンポーネ
ント部材を定義します。

また、設定ファイルを使用
してもプロパティを定義
できます。

 

オプション 説明

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

2 行目に製品位置番号を入力できます。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

クラス 部材クラス番号。

距離の指定

部材間の距離を指定する際にこのタブで距離寸法を入力するか、外部テキスト フ
ァイルを使用するかを選択します。窓のサイズが異なる場合は、外部ファイルを使
用して追加部材の作成を自動化することができます。

外部ファイル名は SandwichPanelWindowAdditionalParts.dat です。この

ファイルは ..\Environments\Common\system folder にあります。

次の図は、追加部材に作成におけるローカルの標準の例を示しています。M は 100
mm のモジュールです。
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上記の例に必要な仕様を含んでいる、
SandwichPanelWindowAdditionalParts.dat 設定ファイルを次に示します。

BOTTOM;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;1800;1;3;145
TOP;
1201;1800;1;1
LEFT;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;2100;1;3;145
RIGHT;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;2100;1;3;145

BOTTOM、TOP、LEFT、および RIGHT キーワードは、設定を適用する窓の側面を

指定します。

ファイルで使用されている構文は、bmin;bmax;cm;nd;dmax;d1;d2;d3 です。

bmin 設定を適用する 小の窓寸法。

bmax 設定を適用する 大の窓寸法。

cm 作成方法。

• 1 にすると、nd に部材数が使用されます。

• 2 にすると、nd に 大間隔が使用されます。

nd 作成方法 (cm) に応じて、次の値を表します。

• 部材数 (cm が 1 の場合)。

• 部材間の 大許容距離 (cm が 2 の場合)。
d1 始点から 初の追加部材までの距離 (オプション)。
d2 初の追加部材から 2 番目の追加部材までの距離 (オプション)。
d3 2 番目の追加部材から 3 番目の追加部材までの距離 (オプション)。
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追加部材は対称に配置されるので、距離 d1、d2、および d3 は終点からも使用さ

れます。オプションの距離 d1、d2、および d3 が定義されていない場合、部材は

等間隔で配置されます。

上の画像の 0;599;1;1 は、窓の幅が 0 以上 599 以下で、作成方法は部材数によ

る、部材は 1 つ作成するという意味です。

600;1200;2;300;145 では、窓の幅が 600 以上 1200 以下、作成方法は 大間隔

によります。追加部材の 大許容間隔は 300 mm で、 初の部材 (および 後の部
材) の距離は 145 mm です。窓の幅が 1200 の場合、(1200 - 2x145)/300=3.03 である
ため、さらに 3 つの部材が必要になります。追加部材どうしの間隔は (1200 -
2x145)/4 = 227.5 mm になります。

配置

各側面で追加部材の配置を同じにするか、側面ごとに異なる配置にするかを選択し
ます。

オプション 説明

下部、左側、右側の配置寸法。

追加部材の配置が各側面で変わらない
場合、下部の寸法のみを定義します。

上側の配置寸法。

ドア縁端オプション

[ピクチャー] タブで [作成] オプションを [窓 + ドア] に設定し、[追加部材] タブで
[配置] オプションを [異なる各側面] に設定している場合、ドアの縁端を制御するオ
プションが使用できます。

オプション 説明

ドア側部を作成 [いいえ]、[窓側部と同じ]、[ドア側部と同じ]
[下部詳細] で作成 [いいえ]、[下に同じ]

[ジョイント] タブ

[ジョイント] タブを使用して、木製フレーム、追加部材、追加フォイル、および拡
張部分をシェルに接続する方法を制御できます。
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追加

オプション 説明

木製フレーム、追加部材、追加フォイル 木製フレーム、追加部材、および追加フ
ォイルの接続先の部材を選択します。

枠は製品として作成できます。窓枠と
ドア枠を 1 つのサブアセンブリとして
シェルに追加するには、[木製フレーム]
で [サブアセンブリ] を選択します。

[追加フォイル] オプションは [ピクチャ
ー] タブでフォイルを作成するよう選択
している場合に表示されます。

拡張部分をシェルに接続

オプション 説明

内部シェル拡張、外部シェル拡張、断熱
シェル拡張、フォイル拡張

拡張部材をメイン部材に接続する方法
を選択します。

[フォイル拡張] オプションは [ピクチャ
ー] タブでフォイルを作成するよう選択
している場合に表示されます。

縁端ジョイント

木製フレームの角のジョイント タイプを定義します。

オプション 説明

両枠を 45 度の角度でカットします。

水平枠を伸ばします。

垂直枠を伸ばします。

[ドア側部詳細] タブ/[ドア下部詳細] タブ

[ドア側部詳細] タブおよび [ドア下部詳細] タブを使用して、ドアの側部と下部のサ
イズ、位置、形状、および枠のサイズとプロパティを制御します。

ドアの作成

[ドア側部詳細] タブおよび [ドア下部詳細] タブのオプションは、[ピクチャー] タブ
で [作成] オプションを [窓 + ドア] に設定している場合に有効です。
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「～と同じ」オプション

• [ドア側部詳細] タブの [以下と同じ:] オプション:

ドアの短辺方向の詳細を選択します。

• [なし]
• [窓側部と同じ] を選択すると、窓側部の側部設定に従います。

• [ドア側部と同じ] を選択すると、ドア側部の設定に従います。

ドアの長辺方向の詳細は、対応する窓側部の設定に従います。

• [ドア下部詳細] タブの [下に同じ] オプション:

[はい] を選択すると、窓の下部の設定に従います。

枠

部材 説明 デフォルト

枠 プロファイル カタログか
らプロファイルを選択し
て、枠のプロファイルを定
義します。

50*50

オプション 説明

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

2 行目に製品位置番号を入力できます。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

クラス 部材クラス番号。

枠の形状

内側と外側の枠のオプションは、フォイルを作成するかどうかに関係なく同じで
す。

内 外 説明

デフォルト

カットと拡張は作成され
ません。

オートデフォルトにより、
このオプションを変更で
きます。枠のサイズに応
じて、3 つのオプションが
使用できます。
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内 外 説明

カットと拡張は作成され
ません。

拡張が作成されます。

枠が断熱材より小さい場
合、ギャップを埋めるため
にコンクリート部材が拡
張されます。

カットが作成されます。

断熱材より枠が大きい場
合、枠が収まるようにコン
クリート部材がカットさ
れます。

中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

フレームが作成されます。
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中 説明

このオプションは、[ピクチャー] タブで
[フォイル] オプションが [生成しない]
になっている場合に有効です。

枠は作成されません。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

フレームが作成されます。

このオプションは、[ピクチャー] タブの
[フォイル] オプションで [はい] を選択
した場合に有効です。

枠は作成されません。

追加へこみ

追加へこみの垂直寸法と水平寸法を定義します。デフォルトでは、へこみは作成さ
れません。
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枠の角カット

オプション 説明

枠の角はカットされません。

枠の角カットの水平寸法と垂直寸法を
定義します。

ドアの側部枠の延長

オプション 説明

ドアの側部枠は窓の下部レベルにのみ作成されます。

ドアの側部枠が窓の上部レベルまで延長されます。

ボックスに延長距離を入力します。

連続勾配

枠の縁端に勾配をつけるかどうかを選択します。

オプション 説明

[長さで]
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オプション 説明

[角度指示]

両側の長さまたは角度を個別に設定できます。

デフォルトでは枠の縁端に勾配はありません。

[壁レイアウト] ツール
[壁レイアウト] ツールには、ソリッド プレキャスト パネルの単一レイヤーから 2
重壁やサンドイッチ パネルへの変更など、一般的なタイプのあらゆるコンクリー
ト壁の作成と変更に使用できるコンポーネントが含まれています。 壁の構造に
は、構造レイヤー、断熱材、隙間、仕上げ材など、複数のレイヤーが含まれること
があります。 直接変更を使用して、壁の形状、レイヤーのオフセット、開口、シ
ームの線を柔軟に変更できます。

[壁レイアウト] はセットに含まれる主要なコンポーネントで、壁レイアウトを指定
するために使用されます。[壁レイアウト] は、[コンクリート] タブで パネル --> 壁
レイアウト をクリックすると、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで
利用できます。

その他の [壁レイアウト] ツールは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログ
から利用できます。

• [壁配置接続材] は、壁を相互に接続します。

• [壁配置 T 形接続材] は、T 形ジョイントにより壁を相互に接続します。[壁配置
T 形接続材] では、ジョイント位置にシームを作成することもできます。

• [壁レイアウト開口部] は、開口のデフォルト値を設定します。 開口を作成およ
び変更するには、直接変更を使用します。

• [壁レイアウト シーム] は、シームを追加して、壁セグメントを複数のキャスト
ユニットに分割します。 シームを作成するには、直接変更を使用します。

• [壁レイアウト要素] は、長さ、高さ、数量、重量またはクレーンの吊り上げ力
に基づいて、壁を複数の要素に分割します。

• [壁レイアウト レイヤー スワッパー] は、2 重壁のレイヤーのキャスト順序を入
れ替えることを目的としています。 名前、クラス、ナンバリング設定、すべて
のユーザー定義情報など、2 つのレイヤーの特定のプロパティのみが入れ替え
られます。 レイヤーの形状は入れ替えられません。 レイヤー作成オプション
[サブアセンブリとして追加] (シェル 2) を使用して一方のレイヤーを作成し、も
う一方のレイヤーを [キャスト ユニットに追加] (シェル 1) として定義した場
合、これらのプロパティも入れ替えられます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2981 コンクリートディテール



壁レイアウト

[壁レイアウト] は、1 つの壁または複数の直線の壁セグメントを作成します。単一
レイヤーのソリッド ウォール、2 重壁、または任意の数のレイヤーを持つサンドイ
ッチ パネルを作成できます。

[壁レイアウト] ツールを使用した設計ワークフロー

1. 形状を作成できます。

2. 形状を作成して開口部を作成できます。

3. 壁タイプ定義を作成できます。

4. 壁の要素を作成し、ディテールのある壁の形状を定義できます。

5. ディテールのあるジョイント、開口、埋込み材、および鉄筋を定義できます。

選択順序

1. [直接変更]  スイッチがアクティブになっていることを確認します。

2. [コンクリート] タブで パネル --> 壁レイアウト をクリックします。

3. コンテキスト ツールバーで適切なコマンドを選択します。

• 1 つ以上の直線の壁セグメントを作成するには、  をクリックし、複数
の点をピックします。

なお、 初にピックした点で作成を終了すると、閉じた壁構造を作成でき
ます。

• 壁レイアウトを閉じた壁として作成するには、 をクリックし、複数の
点をピックします。

[壁レイアウト] では、 初にピックした点と 後にピックした点が自動的
に接続されます。

4. マウスの中ボタンをクリックして壁を作成します。

ピックする点の数と点のピック方法によって、モデル内に 1 つまたは複数の直線の
壁セグメント、または閉じた壁が作成されます。作成された直線セグメントはそれ
ぞれ [壁レイアウト] コンポーネントの個別のインスタンスとなり、個別に変更で
きます。複数の壁セグメントを作成する場合、各壁セグメントの間に [壁配置接続
材] コンポーネントのインスタンスが追加されます。
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次の図には、ピックされた点 1 ～ 5 の間に開いた形状の 4 つの壁セグメントがあ
り、点 2、3 および 4 に 3 つの壁配置接続材があります。閉じた壁を作成した場合、
点 5 と 1 の間に 5 番目の壁セグメントが作成されます。

壁レイアウトのモデリング方向は、キャスト ユニット図の座標系 を [固定] に設定
したときに、キャスト ユニット図の正面ビューに壁レイアウトのどの面が表示さ
れるかを決定します。

次の図では、キャスト ユニット上面が [壁レイアウト] で設定されていません。こ
の図は、外部シェルがパレットに対してキャストされ、内部シェルがキャストの一
番上にあるシェルであるときに使用する必要があるサンドイッチ パネル設定の例
を示しています。
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また、[壁レイアウト] を使用してキャスト ユニット上面を設定することもできま
す。Walllayout.Udas.dat に次の行を追加して、キャスト ユニット上面のプロ

パティを設定します。

option FixedMainView j_FixedDrawingMainView
この Walllayout.Udas.dat ファイルは、モデル フォルダーまたは任意のシステ

ム フォルダーに格納できます。

[一般] タブ

[壁レイアウト] コンポーネント全体に基本プロパティを指定するには、[一般] タブ
を使用します。他のすべてのタブのプロパティはレイヤー固有で、レイヤー リス
トで現在選択されているレイヤーに適用されます。

オプション 説明

H、Z1、Z0 高さおよび全体 z-座標を指定する 4 つのオプションがあり
ます。

• 作成点および [デプス内位置] のオプションと値に基づい
て壁の下部レベルを指定します。[H] オプションを使用
して高さを指定します。

• [Z0] オプション (全体 z-座標) を使用して壁の下部レベル
を指定し、[H] オプションを使用して高さを指定します。

• [Z1] オプション (全体 z-座標) を使用して壁の上部レベル
を指定し、[H] オプションを使用して高さを指定します。
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オプション 説明

• [Z0] オプション (全体 z-座標) を使用して壁の下部レベル
を指定し、[Z1] オプション (全体 z-座標) を使用して壁の
上部レベルを指定します。

[H] オプションを使用して、長方形の壁の高さを変更できま
す。壁を長方形以外の形状に変更する場合、このオプション
を使用して高さを指定することはできません。代わりに、直
接変更を使用します。

全体の厚さ 壁レイアウトの全体の厚さを入力します。全体の厚さに基づ
いてレイヤーの厚さが計算されます。

2 重壁では、隙間レイヤーまたは CIP レイヤーの厚さが柔軟
に変化する場合が多いため、全体の厚さを使用します。これ
により、[壁レイアウト] で全体の厚さが指定した厚さになる
ように調節できます。

• 壁レイアウトに柔軟性のあるレイヤーがない場合、全体
の厚さオプションは空白のままにしておきます。柔軟性
のあるレイヤーがない場合、全体の厚さは使用しません。

• 柔軟性のあるレイヤーが複数ある場合、これらのレイヤ
ーに対して厚さが均等に分割されます。

キャスト ユニット
名

キャスト ユニットの名前を入力します。

頭マーク キャスト ユニットの頭マークを入力します。

開始番号 キャスト ユニットの開始番号を入力します。

平面上の位置 入力点の間の線に対する壁レイアウトの位置を指定します。

必要に応じて、オフセット距離を入力します。

デプス内位置 入力点の間の線に対する壁レイアウトの垂直位置を指定しま
す。

必要に応じて、オフセット距離を入力します。

[レイヤー] タブ

単一レイヤーのプロパティを指定するには、[レイヤー] タブを使用します。レイヤ
ー リスト、またはプレビュー イメージでレイヤーを選択します。

レイヤー リスト
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レイヤー 説明 例

レイヤー リストには、壁のレ
イヤーが表示されます。

ボタンを使用して、レイヤー
の数および順序を制御しま
す。

• 新しいレイヤーを追加す

るには、  をクリック
します。

• 選択したレイヤーを削除

するには、  をクリッ
クします。

• 選択したレイヤーをリス
ト内で上または下へ移動
してレイヤーの順序を変

更するには、
をクリックします。

選択したレイヤーのプロパテ
ィを変更するかどうかを制御
するには、レイヤー名の前に
あるチェック ボックスを使
用します。

[壁レイアウト] コンポーネン
トの変更時にレイヤーの数お
よびレイヤーの順序を変更す
るかどうかを制御するには、
左端のチェック ボックスを
使用します。

下の例の図は、壁レイヤー
のプレビューを示してい
ます。この図は、レイヤー
タイプを変更すると自動
的に更新されます。選択
したレイヤーはマゼンタ
の枠でハイライトされま
す。

レイヤー プロパティ

オプション 説明

レイヤー名 レイヤーの名前を入力します。この名前がレイヤー リス
トに表示されます。

レイヤー名は、壁の境界のオフセットを変更したときにも、
コンテキスト ツールバーに表示されます。変更するレイ
ヤーを選択できます。

レイヤー名は、レポートまたは図面には表示されません。

レイヤー タイプ • [構造]: 通常、ソリッド ウォール、2 重壁、およびサン
ドイッチ パネルのコンクリート レイヤーに使用され
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オプション 説明

ます。2 重壁の間に隙間ではなく現場打ちレイヤーを
作成する場合には、このタイプを使用します。

• [断熱材]: サンドイッチ パネルの断熱材レイヤー。断熱
材は、[壁レイアウト要素]での比重が異なります (100
kg/m³)。

• [隙間]: 2 重壁のレイヤー間の隙間。レイヤーに部材を
作成しない場合には、このタイプを使用します。

• [フォイル]: 通常は非常に薄いレイヤーで、角のディテ
ールは指定されません。

• [表面]: 構造レイヤー上の仕上げ材。通常、表面レイヤ
ーは 初および/または 後のレイヤーになります。

• [コンポーネント]: レイヤーが部材として作成されませ
ん。代わりに、[レイヤー コンポーネント] オプション
で選択したコンポーネントのインスタンスが追加され
ます。

レイヤー要素 シームを使用してレイヤーを 2 つに分割するかどうかを選
択します。

レイヤーの作成 プレキャスト ユニットにレイヤーを作成する方法を選択
します。

• [キャスト ユニットに追加]: すべてのレイヤー部材が単
一のメイン キャスト ユニットに追加されます。

• [サブアセンブリとして追加]: レイヤー部材がサブアセ
ンブリとしてメイン キャスト ユニットに追加されま
す。

• [キャスト ユニットに追加しない]: レイヤー部材がメイ
ン キャスト ユニットに追加されません。レイヤー部
材は独自の製品またはキャスト ユニットになります。
このオプションを使用すると、コンクリート タイプが
プレキャストから現場打ちに変更されます。

レイヤー コンポーネ
ント

レイヤー タイプを [コンポーネント] に設定している場合
に、コンポーネントを選択します。レイヤーを部材として
作成するのではなく、コンポーネントのインスタンスが作
成されます。

[壁レイアウト] プロパティでコンポーネント プロパティ
の一部を制御できます。

コンポーネントのプロパティ名を適切に定義します。

• P_Height- レイヤーの高さ (レイヤー部材の 大高さ)

• P_Thickness - レイヤーの厚さ

• P_Name - レイヤー部材名

• P_Class - レイヤー部材クラス
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オプション 説明

• P_Material - レイヤー材質

• P_Prefix - レイヤー部材頭マーク

• P_StartNo - レイヤー部材開始番号

コンポーネントの作成点は、レイヤーを部材として作成す
る場合と同じ場所です。

カスタム パーツまたはコンポーネント プロパティ名がデ
フォルト名と異なる場合は、
xxxxx.LayerComponentInfo.xml ファイルでパラメ

ーターを定義できます。xxxx はコンポーネント名です。

このファイルでは、他のレイヤー プロパティのマッピング
も指定できます。属性ファイルで指定した値は、[壁レイア
ウト] ダイアログ ボックスで定義されたレイヤー プロパ
ティによって上書きされます。ファイルの例については、

「壁レイアウトのカスタマイズ」セクションを参照してくだ
さい。

属性の設定 レイヤー コンポーネントのプロパティ ファイルを選択し
ます。

レイヤー コンポーネントに特定のコンポーネント プロパ
ティが必要な場合、コンポーネント ダイアログ ボックスで
プロパティを指定して、プロパティ ファイルとして保存で
きます。

レイヤーの厚さ レイヤーの厚さを入力します。

レイヤーの厚さを空白のままにすると、全体の厚さが [一
般] タブで指定した厚さになるように、[壁レイアウト] によ
ってレイヤーの厚さが設定されます。2 重壁の隙間レイヤ
ーまたは CIP レイヤーの厚さには、多くの場合、柔軟性が
あります。

部材名、クラス、材
質、現場打ちコンクリ
ート部材フェーズ、仕
上げ材、頭マーク、開
始番号

レイヤー部材の名前、クラス、材質、部材マーク頭文字、
開始番号を指定します。CIP レイヤーの現場打ちコンクリ
ート部材フェーズを指定します。レイヤー タイプを [表
面] に設定している場合には、仕上げ材を選択します。
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[垂直オフセット] タブ

壁レイアウトの各レイヤーの上下の水平の縁端に垂直オフセットを指定するには、
[垂直オフセット] タブを使用します。

直接変更とシームを使用して、他のどの縁端にもオフセットを指定できることに注
意してください。

オプション 説明

オフセット 各レイヤーの垂直オフセットを指定します。

コンポーネント名 オフセットの詳細を設定するためのコンポーネントを選
択します。

たとえば、[形状ディテール ストリップ] コンポーネントを
使用して、サンドイッチ パネルの厚みを増加させることが
できます。[形状ディテール ストリップ] に異なる設定を
作成し、それぞれの状況に応じて適切な設定を選択できま
す。

コンポーネント属性 適切なコンポーネント設定を選択します。

壁レイアウトの縁端にディテールを追加することもできます。壁レイアウトを選
択して、コンテキスト ツールバーの [壁の境界のオフセットを変更] を選択するこ
とにより、編集を有効にします。コンポーネントを追加する壁レイアウトの縁端を

選択します。使用する詳細コンポーネントと設定を選択し、  をクリックして確
定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 2989 コンクリートディテール



[ユーザー定義情報] タブ

壁レイアウトで各レイヤー部材のユーザー定義情報を指定するには、[ユーザー定
義情報] タブを使用します。

[ユーザー定義情報] タブの内容は、ご使用の Tekla Structures の環境によって異なる
場合があるので注意してください。[ユーザー定義情報] タブの内容はカスタマイ
ズできます。

壁レイアウトの変更

壁レイアウトの形状の変更

直接変更を使用して壁レイアウトを変更できます。作業を始める前に、[直接変更]

 スイッチがアクティブになっていることを確認します。壁レイアウトを選択
して、コンテキスト ツールバーを表示します。壁レイアウトを変更するには、ツ
ールバーで適切なコマンドを選択します。

縁端とコーナー ハンドルをドラッグして、壁レイアウトの外縁端を変更できます。
縁端中点ハンドルをドラッグして頂点を挿入したり、コーナー ハンドルまたは縁
端を選択し、Delete キーを押して頂点を削除することもできます。

標準的なポリゴンの変更だけでなく、壁レイアウトの端部にある特殊な線ハンドル
をドラッグして、壁レイアウトを延長または短縮することもできます。Alt キーを
押しながらドラッグすると、線ハンドルを壁レイアウトに対して垂直にドラッグす
ることもできます。

線ハンドルをドラッグする方法の他に、寸法の矢印をドラッグすることもできま
す。壁レイアウトをどの程度短縮または延長する必要があるかわかっている場合
は、寸法の矢印を選択して、変更後の寸法の値を入力します。プラン ビューでは
寸法の矢印と線ハンドルを使用できますが、ポリゴンの変更は 3D または断面図で
のみ使用できることに注意してください。
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レイヤーの縁端のオフセットの変更

壁レイアウトの外縁端、または開口やシームの縁端のレイヤーのオフセットを変更
するには、コンテキスト ツールバーの [壁の境界のオフセットを変更] コマンドを
使用します。変更するレイヤーをツールバーのリストから選択します。

特定の縁端のオフセットを変更するための 3 つのオプションがあります。

• 縁端の線ハンドルをドラッグします。線ハンドルは縁端に対して垂直にのみド
ラッグできます。

• 寸法の矢印をドラッグして、測定値を入力します。

• 線ハンドルを選択して、新しいオフセット値を入力します。

Shift キーを押しながらハンドルを選択することで、複数の線ハンドルを選択で
きます。

[壁レイアウト] ダイアログ ボックスでは外縁端の上部および下部オフセット、[壁
レイアウト シーム] ダイアログ ボックスではシーム オフセットを変更できます。
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開口によって特定のレイヤーがカットされないように指定できます。まず、開口を
選択します。コンテキスト ツールバーでレイヤーを選択し、[生成しない] を選択
します。
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壁レイアウトの開口

壁レイアウトに開口を追加するには、直接変更を使用します。作業を始める前に、

[直接変更]  スイッチがアクティブになっていることを確認します。

開口を追加するには、壁レイアウトを選択して、適切な直接変更コマンドを選択し
ます。長方形、ポリゴン、円形の開口を作成できます。

注 [[壁レイアウト開口部]] カタログの アプリケーションとコンポーネント ツー
ルを使用して、開口に適用する設定を指定できます。開口の寸法を指定した
り、開口コンポーネントを使用したディテールの適用を選択したりすることが
できます。

壁レイアウトへの開口の追加

オプション 説明

壁の開口の長さをピックして、開口を追加します。
開口の下部および上部レベルを指定するには、5 つ
の異なる寸法オプションを使用できます。オプシ
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オプション 説明

ョンを切り替えるには、目的のオプションが表示さ

れるまで開口寸法ボタン  をクリックします。

5 つのオプションは次のとおりです。

• 壁の下部から開口の下部までの距離 (この例で
は 800.00)、および開口の高さ (2400.00) を
入力します。 [デプス内位置] の値を使用する
場合、下部の距離は作成点から計測されます。

• 壁の下部から開口の下部までの距離、および壁
の下部から開口の上部までの距離を入力しま
す。 [デプス内位置] の値を使用する場合、下部
の距離は作成点から計測されます。

• 開口の下部レベルの全体 z-座標、および開口の
高さを入力します。

• 開口の高さ、および開口の上部レベルの全体 z-
座標を入力します。

• 開口の下部レベルの全体 z-座標、および開口の
上部レベルの全体 z-座標を入力します。

開口の幅と位置をピックするための参照モデルと
して、建築図面を使用できます。

コンテキスト ツールバーでカットするレイヤーを
選択できます。これにより、複数のレイヤーがある
壁に対して、さまざまなレイヤー形状をモデリング
しやすくなります。デフォルトのオプション [す
べてのレイヤ] では、すべてのレイヤーに開口が作
成されます。レイヤーの開口の作成を変更するに
は、[壁の境界のオフセットを変更] コマンドをクリ
ックします。レイヤーと、[作成] または [生成しな
い] を選択します。

2 つの点をピックして長方形の開口を追加します。
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オプション 説明

3 つ以上の点をピックしてポリゴンの開口を追加
します。

開口部の中心点と半径点をピックして、円形の開口
を追加します。

レイヤーと縁端に固有のオフセットを変更すると、
円形の開口に単一のオフセットを設定できます。
円形の開口を使用すると、HVAC の予約を迅速に作
成できます。

壁レイアウトの開口の変更

オプション 説明

開口の形状を変更 適切な直接変更コマンドを使用して、壁
レイアウトの外縁端と同じ方法で開口
を変更できます。 次の操作が可能です。

• 縁端をドラッグする。

• コーナー ハンドルをドラッグする。

• 縁端中点ハンドルをドラッグして頂
点を挿入する。

• コーナー ハンドルまたは縁端を選
択して Delete キーを押すことで頂点
を削除する。

線ハンドルをドラッグするか、寸法の矢
印を使用して、開口の始点または終点を
変更することもできます。
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オプション 説明

開口を移動およびコピー 1. 開口内の面を選択して、開口を選択
します。

2. 選択した面のドラッグを開始しま
す。

3. 開口のコピーを作成するには、Ctrl
キーを押しながら選択します。

開口の形状を変更せずに開口を移
動するには、面ハンドルを目的の位
置にドラッグします。

開口を削除 開口内の面を選択して、Delete キーを押
します。

開口のディテールを変更 ディテールがあるまたはない開口を作
成できます。開口のディテールを作成
するには、[アプリケーションとコンポ
ーネント] の開口コンポーネントを使用
するか、適切なカスタム コンポーネント
使用します。[サンドイッチパネルウィ
ンドウ] コンポーネントは、長方形の開
口、または上端ラインが同じ窓とドアを
接続する開口に使用できることに注意
してください。

ディテールのある開口を作成するには、
開口を選択してダブルクリックし、[壁
レイアウト開口部] ダイアログ ボック
スを開きます。

1. [詳細設計を適用] で、[はい] を選択
します。

2. [コンポーネント名] で、次のいずれ
かの操作を行います。

• リストからコンポーネントを選
択します。開口のプロパティの
一部を変更する場合は、[編集]
をクリックします。

• 名前やウィンドウ寸法プロパテ
ィ名などを変更して、開口の入
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オプション 説明

力点を指定します。プロパティ
を編集して、コンポーネントの
新しい名前を付けると、編集さ
れたコンポーネントが [コンポ
ーネント名] リストに追加され
ます。

• リストにないコンポーネントを
使用する場合は、[新規] をクリ
ックして [アプリケーションと
コンポーネント] カタログでコ
ンポーネントを選択します。作
成したカスタム コンポーネン
トなどを使用できます。

[フィラー部材] タブでフィラー部材を
開口に追加することもできます。ダイ
アログ ボックスの例の図でレイヤーを
選択します。次に、レイヤーをカットす
るかどうかとフィラー部材をレイヤー
に作成するかどうかを選択します。適
切なフィラー部材の属性を選択します。
フィラー部材では、[フィラー部材の属
性] のポリゴン プレート プロパティを
使用することに注意してください。

また、使用する詳細コンポーネントを選
択して、コンテキスト ツールバーでディ
テールを有効にすることもできます。

壁レイアウト シーム

壁レイアウトの作成時には、 初に 1 つのプレキャスト壁を作成します。 [壁レイ
アウト シーム] は、壁レイアウトを複数のプレキャスト壁部材に分割します。 壁レ
イアウトで、[壁レイアウト] ダイアログ ボックスの [レイヤー要素] オプションが
[はい] に設定されている壁レイアウト レイヤーが分割されます。

壁レイアウト シームの追加および変更

シームを追加および変更するには、コンテキスト ツールバーの [シームを変更] 
コマンドを使用します。[シームを変更] を選択すると、[壁レイアウト シーム] ダイ
アログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは、各壁レイヤーのシー
ム プロパティを指定できます。

プレビュー イメージでレイヤーを選択し、プロパティを指定します。
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オプション 説明

1. シームにギャップ寸法を指定しま
す。

2. シーム入力位置からのギャップ オ
フセットを指定します。

ジョイント コンポーネントを作成 シームの 2 つのレイヤー部材の間にジ
ョイントを作成するには、[はい] を選択
します。

[はい] を選択した場合、他のコンポーネ
ント オプションを指定できます。

コンポーネント名 [アプリケーションとコンポーネント]
カタログからジョイント コンポーネン
トを選択します。

コンポーネント属性 ジョイントのプロパティ ファイルを選
択します。

コンポーネントのメイン入力 ジョイント、シーム、またはシームに作
成される他のコンポーネントの 初の
入力部材となる壁部材を選択します。

オプション 説明

垂直シームを追加 垂直シームを追加するには、[新しい

シーム]  コマンドを使用しま
す。 点をピックしてシームを作成
します。

[シームを変更] コマンドの使用時
に、壁レイアウトにまだシームがな
い場合には、[新しいシーム] が自動
的に選択されることに注意してくだ
さい。
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オプション 説明

ポリゴンシームを追加 ポリゴンシームを追加するには、[新

しいポリゴンシーム]  コマンド
を使用します。 複数の点をピック
してシームを作成します。

ポリゴンシームには、垂直、水平、
および傾斜セグメントを含めること
ができます。 分割する壁の縁端を
明確に交差させるには、ポリゴンシ
ームの始点と終点を延長します。

シームを移動 シームをドラッグして垂直シームを
移動します。

水平の線ハンドルまたは寸法の矢印
をドラッグして、垂直シームを移動
することもできます。

他のポリゴン オブジェクトと同様
にポリゴンシームを移動および変更
します。

シームをコピー Ctrl キーを押しながらシームをドラ
ッグして、垂直シームまたはポリゴ
ンシームをコピーします。

シームを削除 シーム ハンドルを選択して Delete
キーを押すことで、垂直シームを削
除します。

ポリゴンシームのすべてのセグメン
トを削除して、ポリゴンシームを削
除します。

シーム プロパティを変更 1. 垂直シームまたはポリゴンシー
ムのセグメントを選択します。
初のシームを選択すると、シ

ームの現在のプロパティが [壁
レイアウト シーム] ダイアログ
ボックスに読み込まれます。

2. 複数のシームを選択します。
Shift キーを押しながら、垂直シ
ーム、またはポリゴンシームの
セグメントを選択します。
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オプション 説明

3. シームを選択している場合、ダ
イアログ ボックスでプロパテ
ィを変更して [変更] をクリッ
クします。

選択したシームで壁レイアウトを分割 [選択したシームで壁レイアウトを

分割] コマンド  を使用して、壁レ
イアウトを個別のコンポーネントに
分割します。

壁配置接続材

2 つの壁レイアウトの間にジョイントを適用するには、[壁配置接続材] を使用しま
す。[壁配置接続材] は、角にレイヤー部材をフィッティングします。壁のレイヤー
を延長または短縮したり、接続されたレイヤー部材の間にジョイントを追加して、
角のギャップを制御できます。[壁配置接続材] では、角にジョイント コンポーネ
ントを使用する場合に、レイヤー部材の間にジョイントを追加することもできま
す。

[壁レイアウト] ツールを使用して一度に複数の壁レイアウトを作成すると、壁レイ
アウトの間に壁配置接続材が自動的に追加されることに注意してください。壁タ
イプを変更すると、壁配置接続材が自動的に更新されます。

壁レイアウトを作成して、その隣に別の壁レイアウトを追加する場合、[アプリケ
ーションとコンポーネント] カタログで [壁配置接続材] コンポーネントを使用し
て、これらの壁レイアウトの間にジョイントを追加できます。ジョイントを作成す
るには、2 つの壁レイアウトを選択します。壁レイアウトによって作成された単一
のオブジェクトではなく、壁レイアウト コンポーネントのインスタンスを選択し
ていることを確認します。2 番目の壁レイアウトを選択すると、ジョイントが作成
されます。

壁配置接続材プロパティ

オプション 説明

レイヤー部材をどのようにフィッティングするかを
指定します。

ボタンを 3 回クリックして、3 つの異なる角設定オ
プションを切り替えます。
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オプション 説明

パネルの端部が直行であるか、傾斜であるかを指定
します。

このオプションを使用して、2 重壁の一般的な角の
ディテールを設定できます。

このオプションは、レイヤー部材間で使用されるジ
ョイント コンポーネントにも適用されます。

曲がり角を形成する部材をモデリングする方法を定
義します。

このオプションは、レイヤーごとに個別に選択でき
ます。

このオプションを選択すると、[壁配置接続材] によ
りキャスト ユニットに追加される追加の部材が作
成されます。

曲がり角部材は、システム ファイル
SandwichWallCornerPartNames.dat で指定さ

れている ( 初の) 名前で作成されます。

ボタンを 3 回クリックして、3 つの異なる角設定オ
プションを切り替えます。

空き領域 A 2 つのレイヤー部材の間のギャップを指定します。

プレビュー イメージに、ギャップの位置が表示され
ます。ギャップの位置は、角の設定によって異なり
ます。

ヒ
ン
ト

ジョイント コンポーネントを使用している場
合は、カスタム ジョイントでプロパティ名
FreeSpace を使用すると、[壁配置接続材] か
らその値を直接制御できます。

終点オフセット B 長い部材の終点オフセットを指定します。

プレビュー イメージに、オフセットの位置が表示さ
れます。オフセットは角の設定によって異なりま
す。

ヒ
ン
ト

ジョイント コンポーネントを使用している場
合は、カスタム ジョイントでプロパティ名
EndOffset を使用すると、[壁配置接続材] か
らその値を直接制御できます。

ジョイント 2 つのレイヤー部材の間に作成されるジョイント コ
ンポーネントを選択します。

ジョイントを選択しない場合、ギャップと終点オフ
セットに基づいてフィッティングのみが追加されま
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オプション 説明

す。現在のジョイント プロパティを表示するには、
壁配置接続材を選択するか、ジョイントによって作
成されたフィッティングをダブルクリックします。

属性 ジョイントを追加した場合、このジョイントのプロ
パティ ファイルを選択します。

ジョイント メイン部材 ジョイントを作成した場合、ジョイント メイン部材
を設定します。

壁配置 T 形接続材

2 つの壁レイアウトの間に T 形ジョイントを適用するには、[壁配置 T 形接続材] を
使用します。[壁配置 T 形接続材] では、ジョイント位置にシームを作成できます。
ジョイントを削除した場合、シームは自動的に削除されない点に注意してくださ
い。シームを削除するにはメイン部材を変更します。

壁配置 T 形接続材プロパティ

オプション 説明

壁レイアウト部材をどのようにフィッティングする
かを指定します。

ボタンを 3 回クリックして、3 つの異なる角設定オプ
ションを切り替えます。

プレビュー イメージで壁レイアウト選択し、ジョイ
ント プロパティを指定します。

パネルの端部が直行であるか、傾斜であるかを指定
します。

このオプションは、壁レイアウト部材間で使用され
るジョイント コンポーネントに適用されます。

シームの追加 シームを追加するかどうかを選択します。 初のレ
イヤーのみを 2 つの部分に分割することも選択でき
ます。

[いいえ] を選択しても 初のレイヤー部材は分割さ
れませんが、部材を 2 つのソリッド オブジェクトに
分割するカットが作成されます。

シーム オフセット シーム オフセットを入力します。

ギャップ 壁レイアウトの間のギャップを指定します。

プレビュー イメージに、ギャップの位置が表示され
ます。ギャップの位置は、角の設定によって異なり
ます。

コンポーネントの作成 コンポーネントを使用して壁レイアウトを接続する
かどうかを選択します。
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オプション 説明

コンポーネント名 壁レイアウト間に作成されるジョイント コンポーネ
ントを選択します。

コンポーネント属性 ジョイントを追加した場合、このジョイントのプロ
パティ ファイルを選択します。

コンポーネントのメイン入
力

ジョイントを作成した場合、ジョイント メイン部材
を設定します。

壁レイアウト要素

[壁レイアウト要素] では、壁レイアウトを複数のプレキャスト壁部材に分割する新
しいシームが自動的に追加されます。

シームの追加時には開口が考慮されます。開口はシームの 終的な位置に影響す
ることがあるため、プレキャスト壁の 終的な長さまたは重量がターゲット値より
小さくなります。

注 重量は、壁レイアウトの形状に基づいて計算されます。壁の他の部材は計算時
に考慮されません。重量の計算では、構造レイヤーの比重は 2,500 kg/m³、断
熱材レイヤーの比重は 100 kg/m³ になります。

オプション 説明

シームを作成 • [長さで]: 1 つまたは複数の目的の長さを入力しま
す。 初の長さを使用して壁を分割できない場合、
[壁レイアウト要素] によって次に入力された長さの
使用が試行され、以降も同様に、その次に入力され
た長さの使用が試行されます。

• [数で]: 作成する壁の数を入力します。

• [重量で]: 壁部材の目的の重量を入力します。プレキ
ャスト壁の重量が目的の重要にできるだけ近くなる
ように、壁レイアウトが分割されます。

• [クレーン吊上重量で]: プレキャスト壁の重量が 大
吊り上げ力にできるだけ近くなるように、壁レイア
ウトを分割します。

大高さ 壁部材の 大高さを入力します。

入力した値が壁の高さより小さい場合、[壁レイアウト
要素] では、指定された高さと設定を使用して水平シー
ムを 初に作成します。その後で、ダイアログ ボックス
内の垂直シーム設定とその他のすべての設定を使用し
て垂直シームを作成します。

小長 壁部材の 小長を入力します。

大長 壁部材の 大長を入力します。

この値は、すべての作成方法で使用されます。
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オプション 説明

大重量 壁部材の 大重量を入力します。

この値は、すべての作成方法で使用されます。

大クレーン吊上重量 架設に使用されるクレーンを選択します。

クレーンが選択されている場合、壁の 大重量は常にク
レーンの吊り上げ力より小さくなります。

クレーン設定を指定するには、右側の  ボタンをクリ
ックして [クレーン プロパティ] ダイアログ ボックスを
開きます。

1. モデルでクレーンの位置をピックするか、X および
Y の値を入力します。

2. 表にクレーンの吊り上げ力データを入力します。
距離を短いものから長いものへ順に入力します。

3. クレーン設定を保存します。

設定を保存するときにクレーン名を使用できます。

既存のクレーン設定を変更および確認するには、[クレ
ーン プロパティ] ダイアログ ボックス内のリストから
クレーン設定を選択します。モデル ビューに表示され
る吊り上げグラフでクレーンの位置を確認するには、
[プレビュー] をクリックします。

開口部を避ける シームを開口と交差させるかどうかを選択します。

シームを開口と交差させない場合、開口からの 小距離
を入力します。
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オプション 説明

配置方向 シームの方向、および壁レイアウトの始点を選択しま
す。

垂直と水平の両方のシームを追加できます。

垂直シームの設定

水平シームの設定

新しいシームに使用されるシーム属性を選択します。

レイヤー オフセットは壁の重量と長さに影響すること
があるため、適切に設定されていることを確認してくだ
さい。

選択した壁に作成 壁レイアウトを選択し、[選択した壁に作成] ボタンをク
リックしてシームを挿入します。1 つまたは複数の壁レ
イアウトを選択できます。

壁レイアウト レイヤー スワッパー

壁レイアウト (通常は 2 重壁) の 1 つの壁の構造プレキャスト レイヤーを入れ替え
るには、[壁レイアウト レイヤー スワッパー] を使用します。 同じ壁線にあるいく
つかの個別の壁を異なる順序でキャストする必要がある場合に、それらの壁の順序
を入れ替えることができます。

レイヤーを入れ替えるには、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで [壁
レイアウト レイヤー スワッパー] を選択した後に、壁レイアウトと、入れ替える壁
部材を選択します。

スワッパー ツールの使用時には、ツールのそれぞれの位置に三角形のハンドル

 が表示されます。これらのハンドルをドラッグして、入れ替える壁を変更
できます。レイアウト内の別の壁を入れ替えるには、Ctrl キーを押しながらドラッ
グしてスワッパーを別の位置にコピーします。

スワッパー ハンドルを選択して Delete キーを押すと、スワッパー インスタンスを
削除できます。

壁レイアウトのカスタマイズ

[ユーザー定義情報] タブの内容

WallLayout.Udas.dat ファイルを使用して、[ユーザー定義情報] タブの内容を

カスタマイズできます。WallLayout.Udas.dat ファイルは、詳細設定 
XS_FIRM、XS_PROJECT、または XS_SYSTEM で指定されたいずれかのフォルダー

か、モデル フォルダーに配置できます。
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このファイルを使用して、作成したレイヤー部材のユーザー定義プロパティのう
ち、壁レイアウトに使用できるプロパティを制御できます。1 つの壁レイアウト内
のすべてのプレキャスト壁に共通しているユーザー定義情報のみを使用すること
をお勧めします。

[壁レイアウト レイヤ スワッパ] ツールの使用時にレイヤのユーザー定義情報の値
が入れ替わらないことを定義できます。NoSwap を線の終点に追加 (4 番目のフィ

ールド): string comment j_comment NoSwap.

次に示すサンプル ファイルには、すべての設定の詳細とファイルの形式が含まれ
ています。'//' で始まる行は、コメント行です。

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
wall layout component
//
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon.
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option',
//          'integer' and 'string' compatible with the actual user 
defined attributes as
//          specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set 
for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the wall layout UDA tab page if 
the uda is not
//          defined in objects.inp. Label can be a translatable label or 
any text or empty text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' 
to swap the values.
//
string  comment   j_comment NoSwap
string  USER_FIELD_1  j_user_field_1
string  USER_FIELD_2  j_user_field_2
string  USER_FIELD_3  j_user_field_3
string  USER_FIELD_4  j_user_field_4

レイヤー コンポーネント

カスタム パーツまたはコンポーネント プロパティ名がデフォルト名と異なる場合
は、xxxxx.LayerComponentInfo.xml ファイルでパラメーターを定義できま

す。xxxx はコンポーネント名です。

このファイルでは、他のレイヤー プロパティのマッピングも指定できます。属性
ファイルで指定した値は、[壁レイアウト] ダイアログ ボックスで定義されたレイ
ヤー プロパティによって上書きされます。

ファイルの例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LayerComponentInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ComponentName>CMUWall</ComponentName>
  <!--Leave the property name empty if you don't want anything to be set 
by Wall layout -->
  <HeightMaxProperty>WallHeight</HeightMaxProperty>
  <Height1Property></Height1Property>
  <Height2Property></Height2Property>
  <ThicknessProperty></ThicknessProperty>
  <NameProperty>Name</NameProperty>
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  <ClassProperty></ClassProperty>
  <MaterialProperty>Material</MaterialProperty>
  <PrefixProperty>AsmPfx</PrefixProperty>
  <StartNoProperty>AsmStNo</StartNoProperty>
  <!--Do not specify anything for custom part position if you want to 
control these with saved settings only.-->
  <CustomPartPosition>
    <PlaneOffset>0</PlaneOffset>
    <DepthOffset>0</DepthOffset>
    <RotationOffset>0</RotationOffset>
    <Plane>LEFT</Plane>
    <Depth>BEHIND</Depth>
    <Rotation>FRONT</Rotation>
  </CustomPartPosition>
</LayerComponentInfo>

形状ディテール ストリップ
[形状ディテール ストリップ] では、壁の縁端の厚み、へこみパターン、壁のハン
チ、モック ジョイント、およびファサードの突起をモデリングできます。このコ
ンポーネントは、プレキャストでのみ使用されることに注意してください。

[形状ディテール ストリップ] は、オブジェクトに詳細な形状を追加するために使
用できます。[形状ディテール ストリップ] に異なる設定を作成し、それぞれの状
況に応じて適切な設定を選択できます。

このツールでは、不規則なコンクリート プロファイル カタログ プロファイルが使
用されます。これらのプロファイルが Tekla Structures 環境で見つからない場合は、
Tekla Warehouse ローカル コンテンツからモデルにダウンロードします。
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使用方法

  
サンドイッチ パネルの厚み

壁のへこみパターン
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選択順序

1. 部材面を選択します。

2. 複数の点をピックして位置を指定します。

3. マウスの中ボタンをクリックして形状ストリップを作成します。

形状ディテール ストリップのプロパティ

オプション 説明

形状を選択します。厚み、へこみ、およ
び突起を作成できます。

選択したオプションの A、B、C、D の
各寸法を定義します。

[キャスト ユニットに追加]、[部材に追
加]

選択した部材に形状を追加する方法を
選択します。[部材に追加] または [キャ
スト ユニットに追加]。

[カットのみ]、[カットと分離]、[部材の
み]

カットをモデリングする方法を選択し
ます。

メイン部材プロパティを使用する 作成された部材のプロパティを制御で
きます。[メイン部材プロパティを使用
する] オプションを使用すると、追加し
た部材にメイン部材のプロパティが割
り当てられます。それ以外の場合は、コ
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オプション 説明

ンクリート梁の保存された標準属性を
選択できます。

後で保存したプロパティを変更した場
合、追加された部材のプロパティを更新
するには、形状ディテール ストリップを
変更する必要があることに注意してく
ださい。

[中間]、[左]、[右] 形状の位置を選択します。

入力線からのストリップのオフセット
を定義します。

へこみと突起の間隔を定義します。た
とえば、「40*400」と入力すると、へこ
みの中央から測定して 400 の間隔で 40
のへこみが作成されます。

型枠配置ツール
ここでは、型枠配置ツールについて説明します。

詳細情報のリンク:

• 型枠配置ツール - 壁

• 型枠配置ツール - 壁: 設定

• 型枠配置ツール - スラブ (3062 ページ)

• 型枠配置ツール - スラブ: 設定 (3069 ページ)

型枠配置ツール - 壁
[型枠配置ツール - 壁] は、さまざまな壁パネル型枠システムの詳細モデリングに役
立つ一連のコンポーネントです。これらのコンポーネントは配置ツールであるた
め、壁パネル、角の条件、クランプ、打ち込みプラットフォームなど、[アプリケ
ーションとコンポーネント] カタログで使用可能な関連するすべての型枠製品を用
意する必要があります。

型枠の提供元による型枠製品は、Tekla Warehouse などから入手できます。また、
[型枠配置ツール - 壁] には、型枠を配置するために必要な情報が含まれた追加の設
定ファイルが必要です。これらの設定ファイルには、型枠製作業者が提供する型枠
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製品カタログが付属している場合がありますが、設定ファイルを自分で作成するこ
ともできます。

[型枠配置ツール - 壁] には、次の型枠要素を配置および変更するためのツールが用
意されています。

• 通常、特定の領域をカバーする 2 次元配列として表示される型枠壁パネル

• さまざまな種類の角の条件

• 2 つの型枠間の帯筋の配列

• 型枠を互いに接合する 2 つの型枠パネル間にある結合端部のクランプ、ロック、
またはブラケットの配列

• 1 つの型枠パネルのサポート ブレース

• 型枠パネルの上端にある打ち込みプラットフォームの配列

• 2 つの型枠パネル間のギャップを埋めるためのフィラー

[型枠配置ツール - 壁] は、1 つのダイアログ ボックスにまとめられたサブツール セ
ットで構成され、各タブが個々のサブツールになります。[型枠配置ツール - 壁] と
サブツールは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで使用できます。

コンポーネントの設定のほとんどは事前設定されています。ダイアログ ボックス
で適切なオプションを選択することで、さまざまな設定を制御できます。これらの
事前設定は、型枠の提供元と製品ファミリーごとにまとめられています。

ただし、独自の設定ファイルを作成した場合、事前設定された値ではなく、設定フ
ァイル内の値を使用できます。

[型枠配置ツール - 壁] には、[デフォルト] 環境の [コンクリート建設会社]、[総合建
設会社]、[鉄筋詳細設計者] の役割で使用できます。
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[パネル] タブ

[パネル] タブを使用して、現場打ち壁の 1 つの側面または 2 つの側面にある型枠の
配列をモデリングします。

実際の型枠はカスタム パーツです。カスタム パーツに加えて、製品の追加データ
が設定ファイルに含まれている必要があります。

1. [パネル] タブの [型枠の提供元] リストと [製品ファミリー] リストで、適切な
オプションを選択します。

オプションは、使用しているカタログとツールの設定によって異なります。

2. [型枠パネル] リストでパネルのサイズを選択し、レイアウト、高さ、塗りつぶ
し箇所など、その他のパネル プロパティを設定します。

3. [適用] と [新しく挿入] をクリックし、壁パネルの配置を開始します。

現場打ちコンクリートまたはコンクリート部材の上にマウス ポインターを移
動して適切な位置を選択します。

4. 型枠壁パネルの始点と終点をピックします。

配置後のパネルのプレビューが表示され、作成するパネルを決定できます。直
接変更を使用して、パネル レイアウトを後で変更することもできます。
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オプション 説明

型枠の提供元

製品ファミリー

型枠の提供元と製品ファミリーを選択
します。

型枠パネル パネル サイズを選択します。

パネル配列の全体の長さがパネルの幅
と一致しない場合、同じ高さの小さいパ
ネルが、配列内の塗りつぶし箇所 (配列
の始点/中間/終点) の近くに自動的に配
置されます。

パネルを避ける 自動挿入時に回避するパネルを定義し
ます。

パネル レイアウト デフォルト パネルの幅を置き換えます。

配列を初めて挿入するときは、値を空白
のままにして、直接変更を使用してパネ
ルの幅を変更します。
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オプション 説明

パネル配列のレイアウトを選択します。

壁の下部からのオフセットとパネル配
列の全体の高さを入力します。

片側

両側

パネルを壁の片側に作成するか、両側に
作成するかを選択します。

壁の厚さを変更できます。壁を挿入す
ると、適用された壁の厚さが実際の壁の
厚さで置き換えられます。

塗りつぶし箇所 フィラーの空白部分の位置を制御する
には、[塗りつぶし箇所] オプションを使
用します。

[現場打ちコンクリート ユニットに追
加]

パネルと、パネルに関連するすべてのア
クセサリを現場打ちコンクリートに追
加するかどうかを選択します。

新しい現場打ちコンクリートを選択... パネルが挿入されると、 初の現場打ち
コンクリートが自動的に識別されます。
選択した現場打ちコンクリートを変更
するには、[新しい現場打ちコンクリー
トを選択...] ボタンをクリックし、新し
い現場打ちコンクリートを選択します。

型枠パネルを移動することにしたり、現
場打ちコンクリートを変更する現場打
ちコンクリート打ち継ぎを追加したり
すると、新しい現場打ちコンクリートが
自動的に認識されないことに注意して
ください。

新しく挿入 新しい型枠パネル配列の挿入を開始す
るには、[新規挿入] ボタンをクリックし
ます。
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オプション 説明

選択内容にアクセサリを追加 選択したパネルにさまざまなアクセサ
リを自動的に追加します。

追加するアクセサリのチェック ボック
スをオンにします。クランプとホエー
ラーについては、水平または垂直縁端の
作成で作成を個別に制御できます。

[条件] タブ

条件とは、カスタム パーツ、部材、その他のアイテムなど、壁の特殊な形状用に
設計された型枠コンポーネントのセットです。条件は、壁の特殊な場所 (L 型、T
型、X 型角、壁の端部のバルクヘッド、現場打ちコンクリートの端部や壁の中央の
付け柱) を作成します。特殊な形状の各タイプは独自の条件タイプです。

各条件は、条件タイプに応じて、型枠コンポーネントの 2 つ以上のサブアセンブリ
で構成されます。たとえば、L 型角には製品 (1) と外部角製品 (2) が含まれていま
す。モデルに挿入されると、これらの製品の位置は、メインの挿入点と 2 つの壁厚
さパラメーターによって制御されます。

型枠コンポーネントの 2 つ以上のサブアセンブリで構成される条件を作成するに
は、[条件] タブを使用します。
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1. [条件] タブで、条件アイコンをクリックして使用する条件のタイプを選択し、
選択した条件に適用する値を設定します。

2. [適用] と [新しく挿入] をクリックして条件の配置を開始します。

3. 縁端、付け柱の縁端、現場打ちコンクリートまたは部材の端部にマウス ポイ
ンターを移動します。

[型枠配置ツール - 壁] では、条件タイプの壁厚さのプロパティが自動的に認識
されます。

2 つの矢印と、作成する条件部材のプレビューが表示されます。赤の矢印は第
1 方向を示し、緑色の矢印は第 2 方向を示しています。

次の例では、長い方のパネルが赤色の矢印と平行であり、短い方のパネルが緑
色の矢印と平行になります。場合によっては、反対側の縁端にマウスを移動し
て矢印を切り替えることができます。
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4. クリックして条件を配置します。

条件のタイプが条件ツールにより正しく認識されないことがあります。たとえば、
壁の反対側が非常に短い位置に L 型角を挿入する場合、条件ツールが角付け柱を挿
入しようとしている可能性があります。

オプション 説明

作成する条件を選択します。選択内容
は、条件のタイプごとに異なります。

条件アイコンをクリックして、使用する
条件タイプを選択します。
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オプション 説明

挿入点を基準とする条件サブアイテム
の位置を制御する寸法を変更します。

新しい条件を挿入すると、実際の挿入位
置と条件タイプに基づいて計算された
値によって、これらの寸法が上書きされ
ます。

下部からのオフセット 壁の下部からの条件の垂直オフセット
を定義します。

積み重ねられた条件の数 垂直に積み重ねられた複数の条件を挿
入するには、積み重ねられた条件の数を
入力します。

[高さ] 条件が積み重ねられている場合の 1 つ
のスタックの高さ。

左/右隅 左側の配置を使用する場合の条件の挿
入方法を選択します。

[回転] を選択した場合、条件は常に赤/緑
色の軸を右側の配置に切り替えます。

[ミラー] を選択した場合、左側の配置が
許可されます。

右側の配置:

左側の配置:
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オプション 説明

フィラー設定 フィラーを含む条件を配置するときに
使用するフィラー タイプを定義します。

キャッシュを使用する 既存の条件を変更したり、新しい条件を
定義したりするには、[条件設定] ダイア
ログ ボックスを開きます。

新しい条件の定義

新しい条件の定義には 2 つのフェーズがあります。まず、必要なサブアセンブリを
作成する必要があります。必要なすべてのサブアセンブリを使用できるようにな
ったら、名前を付けて新しい条件で使用するサブアセンブリを定義することで、新
しい条件を定義できます。

新しい条件を定義したり、既存の条件定義を変更したりするには、[設定] ボタンを
クリックします。必要な変更を行うことができる [条件設定] ダイアログ ボックス
が開きます。

オプション 説明

条件設定ファイル 条件は外部データファイル
(xxxx.FormworkTools.Conditions
.csv) に保存されます。

定義された条件を追加、変更、または削
除するファイルを選択します。

上書き保存

名前を付けて保存

新規作成

[上書き保存] または [名前を付けて保
存] をクリックして変更内容を保存しま
す。

[新規作成] をクリックして、新しい空の
ファイルを作成します。

条件タイプ リストで、変更する条件タイプを選択し
ます。

既存の条件がある場合、リストにはその
条件が表示されます。選択したタイプ
の 1 つ以上の既存の条件がある場合は、
リストで現在の条件を選択できます。
この条件を選択すると、現在の定義値が
表示され、ダイアログ ボックスの右側で
設定または変更できるようになります。

 をクリックして、新しい条件を作成
します。

 をクリックして、選択した条件を
コピーします。

 をクリックして、条件を削除しま
す。
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オプション 説明

型枠の提供元

製品ファミリー

条件

この条件には、提供元とファミリー プロ
パティがあります。条件は、提供元とフ
ァミリーが一致している場合にのみ使
用できます。

条件名は一意である必要があります。
名前ができる限りわかりやすくなるよ
うに、命名規則を決定します。

条件には、条件タイプに応じて 2 ～ 5 個
のサブ条件を使用できます。1 つの条件
には、少なくとも 1 つのサブ条件が定義
されている必要があります。定義され
ていない場合、何も作成されません。

 をクリックして、サブアセンブリ
ウィザード ダイアログボックスを開き、
新しいサブアセンブリを作成します。

[テスト] ボタンをクリックして、選択し
たサブアセンブリの出力を確認します。

サブアセンブリをテストするには、モデ
ル内の点をピックします。このツール
では、サンプル壁と、右側および左側配
置のサブ条件が作成されます。

テストが終了すると、テスト目的で作成
されたモデル オブジェクトを削除でき
ます。

スタックの全体高さ 選択したサブ条件に基づいて条件の全
体高さを自動的に計算することも、高さ
を指定することもできます。

2 つ以上の条件が垂直に積み重ねられて
いる場合に、全体高さが間隔値として使
用されます。条件にはみ出た部材があ
る場合や、この部材がスタックで重なっ
ている場合、状況によっては全体高さを
手動で入力する必要があります。

左/右隅 テストと、[ミラー] と [回転] オプション
が条件の出力に及ぼす影響を確認しま
す。

テスト条件 テストし、すべてのサブ条件を含む条件
全体の出力を確認します。

条件をテストするには、モデル内の点を
ピックします。このツールでは、サンプ
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オプション 説明

ル壁と、右側および左側配置の 2 つの条
件が作成されます。

テストが終了すると、テスト目的で作成
されたモデル オブジェクトを削除でき
ます。

新しい角サブアセンブリの作成

角サブアセンブリは、[型枠角の半製品ウィザード] を使用して作成されます。

通常、角サブアセンブリには、角の片側 (内側または外側) または付け柱の角にあ
る型枠製品が含まれます。

ウィザードの結果は、名前が付けられた外部ファイルに保存されます。

ダイアログ ボックスを開くには、角サブアセンブリが必要な条件に基づいて [条件

設定] ダイアログ ボックスにある  をクリックします。別の方法として、[アプ
リケーションとコンポーネント] カタログで [型枠角の半製品ウィザード] を検索
することもできます。

角サブアセンブリの作成を開始する前に、モデル内で外角または内角の型枠を使用
する必要があります。角型枠を作成したら、ウィザードを起動できます。

1. 初の角となる点をピックします。

この点は、 終的な条件の配置において、壁のコンクリートの外角または内角
に正確に配置されます。点をピックすると、ウィザードのステップが自動的に
進むことに注意してください。ステップを戻ると、新しい点を再度ピックでき
ます。
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2. 初の壁の方向を示す点をピックします。

通常、これは条件配置における赤い矢印です。

3. 初の壁に属するすべての型枠アイテムを選択します。

実際には、これらの型枠アイテムは、条件のサブアセンブリを配置するとき
に、 初の壁に対して平行になります。

4. 2 番目の壁の方向を示す点をピックします。

これは通常、条件配置の緑色の矢印で、 初の壁に対して垂直になります。
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5. 2 番目の壁に属するすべての型枠アイテムを選択します。

通常、これらの型枠アイテムは、条件のサブアセンブリを配置するときに、2
番目の壁に対して平行になります。

6. 角サブアセンブリを保存するファイル名を入力します。[終了] をクリックし
て、ウィザードを閉じます。

すべての角サブアセンブリがモデル フォルダーの Formwork tools フォルダー

に保存されます。

他のモデルで条件を使用する場合は、ファイルと条件設定ファイルをシステム フ
ォルダーにコピーまたは移動できます。条件が他のモデルでも機能するようにす
るには、条件が使用するすべてのカスタム コンポーネントが [アプリケーションと
コンポーネント] カタログに存在している必要があります。

新しいパネル サブアセンブリの作成

パネル サブアセンブリは、型枠パネル サブアセンブリ ウィザードを使用して作成
されます。

ウィザードの結果は、名前が付けられた外部ファイルに保存されます。

ダイアログ ボックスを開くには、パネル サブアセンブリが必要な条件に基づいて

[条件設定] ダイアログ ボックスにある  をクリックします。別の方法として、
[アプリケーションとコンポーネント] カタログで 型枠パネル サブアセンブリ ウ
ィザードを検索することもできます。

パネル サブアセンブリの作成を開始する前に、モデル内に型枠と必要なすべての
アクセサリが含まれている必要があります。型枠構造を作成したら、ウィザードを
起動できます。
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1. パネル サブアセンブリの中心点をピックします。

この点は、 終的な条件の配置でコンクリート壁の中心に正確に配置されま
す。点をピックすると、ウィザードのステップが自動的に進むことに注意して
ください。ステップを戻ると、新しい点を再度ピックできます。

2. 壁の方向を示す点をピックします。

3. パネル サブアセンブリに属するすべての型枠アイテムを選択し、[次へ] をク
リックします。
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4. パネル サブアセンブリを保存するファイル名を入力します。[終了] をクリッ
クして、ウィザードを閉じます。

すべてのパネル サブアセンブリがモデル フォルダーの Formwork tools フォル

ダーに保存されます。

他のモデルで条件を使用する場合は、ファイルと条件設定ファイルをシステム フ
ォルダーにコピーまたは移動できます。条件が他のモデルでも機能するようにす
るには、条件が使用するすべてのカスタム コンポーネントが [アプリケーションと
コンポーネント] カタログに存在している必要があります。
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[フィラー] タブ

2 つの型枠の間のギャップを埋めるためにフィラー アイテムを作成するには、[フ
ィラー] タブを使用します。

この機能は、条件とパネルの間では機能しないため、壁の端部のギャップをこの設
定で埋めることはできません。

1. [フィラー] タブで、[フィラー設定] リストでフィラーを選択し、その他のフィ
ラー プロパティを設定します。

2. [適用] をクリックし、フィラーの挿入方法に応じて、[シングル パネルを選択]
または [2 つのパネルを選択] を選択します。

• 1 つのパネルを選択してフィラーを挿入するには、型枠パネルと、フィラ
ーの位置 (パネルの左、右、上、下) および幅を示す点を選択します。

• 2 つの隣接するパネルを選択してフィラーを挿入するには、 初の型枠パ
ネルを選択し、2 番目の型枠パネルを選択します。
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[帯筋] タブ

壁の反対側にある 2 つの型枠パネル間の帯筋の配列を挿入するには、[帯筋] タブを
使用します。

1. [帯筋] タブで、[帯筋タイプ] リストで帯筋を選択し、他の帯筋プロパティを設
定します。

2. 帯筋を手動で追加するには、[帯筋レイアウト] を [単一帯筋]、[左側]、または
[右側] に設定します。

3. [適用] をクリックし、[新しく挿入] をクリックして帯筋の配置を開始します。

4. モデル内で、マウス ポインターをパネル上に置いて、帯筋を追加する点をピ
ックします。

5. または、帯筋を自動的に追加するには、[帯筋レイアウト] を [プリセット配列]
に設定します。パネルを選択し、[適用] と [選択内容に追加] を選択します。帯
筋は自動的に配置されます。

6. 帯筋を変更する場合は、次のようにします。

a. 帯筋位置を調整するには、帯筋配列を選択し、ハンドルをドラッグして目
的の位置に帯筋を移動します。

b. 新しい帯筋を追加するには、既存の帯筋を複製します。Ctrl キーを押した
まま、帯筋を新しい位置にドラッグします。

c. 個々の結合を削除するには、帯筋を選択して Delete キーを押します。

d. プロパティ、間隔、開始距離を変更するには、ダイアログ ボックスでプ
ロパティを変更し、[変更] をクリックします。

[クランプ] タブ

[クランプ] タブを使用して、2 つの型枠パネル間の接合部の縁端にクランプ、ロッ
ク、またはブラケットの直線配列を挿入し、型枠を接合します。クランプ配置は、
帯筋配置と同様に機能します。

1. [クランプ] タブで、[クランプ タイプ] リストでクランプを選択し、その他のク
ランプ プロパティを設定します。

2. 手動でクランプを追加するには、[クランプ レイアウト] を [単一クランプ] に
設定します。[カスタム配列] オプションを使用すると、オフセットと間隔を設
定できます。

3. [適用] をクリックし、[新しく挿入] をクリックしてクランプの配置を開始しま
す。

4. モデル内で、マウス ポインターをパネル上に置いて、クランプを追加する点
をピックします。

5. または、クランプを自動的に追加するには、[クランプ レイアウト] を [プリセ
ット配列] に設定します。パネルを選択し、[適用] と [選択内容に追加] を選択
します。

[アクセサリの追加] ダイアログ ボックスが開き、クランプで追加するアクセ
サリを選択できます。[選択内容にアクセサリを追加] をクリックします。ク
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ランプおよびその他のアクセサリは、選択したパネルに自動的に配置されま
す。

6. クランプを変更する場合は、次のようにします。

a. クランプ位置を調整するには、クランプを選択し、ハンドルをドラッグし
て目的の位置に移動します。

b. 新しいクランプを追加するには、既存の帯筋を複製します。Ctrl キーを押
したまま、クランプを新しい位置にドラッグします。

c. 個々のクランプを削除するには、クランプを選択して Delete キーを押し
ます。

d. プロパティ、間隔、開始距離を変更するには、ダイアログ ボックスでプ
ロパティを変更し、[変更] をクリックします。

[ホエーラー] タブ

型枠パネルにホエーラーを挿入するには、[ホエーラー] タブを使用します。通常、
ホエーラーは、2 つのパネルを互いに上部で接続するために使用されますが、1 つ
のパネルに配置することもできます。通常、ホエーラーは、ホエーラー梁と 2 つの
ロック装置で、ホエーラーをパネルに固定します。

1. [ホエーラー] タブで、[ホエーラー タイプ] リストでホエーラーを選択し、その
他のホエーラー プロパティを設定します。

2. 軸方向オフセットを入力します。値を空白のままにすると、ホエーラー梁が入
力点の中心に配置されます。

3. [適用] をクリックし、[新しく挿入] をクリックしてホエーラーの配置を開始し
ます。

4. モデル内で、マウス ポインターをパネル上に置き、 初の事前設定された点
をピックします。これは、ホエーラー梁の 初の指示点 (始点) と、 初のロ
ック装置の位置です。

5. 次のパネル上にマウス ポインターを移動し、2 番目の事前設定された点をピッ
クします。これは、ホエーラー梁の終点と、2 番目のロック装置の位置です。

軸方向オフセット値を入力しなかった場合、ホエーラー梁はピックした点の間
の中心に配置されます。それ以外の場合は、 初にピックした点から指定した
オフセットの位置でホエーラー梁が開始します。

または、ホエーラーを自動的に追加するには、[適用] をクリックし、[選択さ
れたものに適用] に追加します。[アクセサリの追加] ダイアログ ボックスが
開き、ホエーラーで追加するアクセサリを選択できます。[選択内容にアクセ
サリを追加] をクリックします。ホエーラーおよびその他のアクセサリは、選
択したパネルに自動的に配置されます。

6. ホエーラーを変更する場合は、次のようにします。

a. ホエーラーの位置を調整するには、ホエーラーを選択し、点のハンドルを
ドラッグして、目的の位置にホエーラーを移動します。

Alt キーを押したままにすると、点をどこにでも (別のパネルでも) ドラッ
グできます。
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b. 軸方向オフセットを変更するには、ピックした点の間で点ハンドルをドラ
ッグします。

c. 新しいホエーラーを追加するには、Ctrl キーを押したまま、ホエーラーの
メイン ハンドルを新しい位置にドラッグします。

[ブレース] タブ

1 つの型枠パネルのサポート ブレースを挿入するには、[ブレース] タブを使用しま
す。

1. [ブレース] タブで、[ブレース配置] リストのブレース レイアウトを選択し、そ
の他のブレース プロパティを設定します。

ブレースを手動で追加するには、[ブレース配置] を [単一ブレース] に設定しま
す。[カスタム配列] オプションを使用すると、オフセットと間隔を設定できま
す。

2. [適用] をクリックし、[新しく挿入] をクリックしてブレースの配置を開始しま
す。

3. モデル内で、マウス ポインターをパネル上に置いて、ブレースを追加する点
をピックします。

4. または、ブレースを自動的に追加するには、[ブレース配置] を [プリセット配
列] に設定します。パネルを選択し、[適用] と [選択内容に追加] を選択しま
す。[アクセサリの追加] ダイアログ ボックスが開き、ブレースで追加するア
クセサリを選択できます。[選択内容にアクセサリを追加] をクリックすると、
選択したパネルにブレースとその他のアクセサリが自動的に配置されます。

[プラットフォーム] タブ

型枠パネルの上端に現場打ちコンクリート プラットフォームの配列を挿入するに
は、[プラットフォーム] タブを使用します。

1. [プラットフォーム] タブで、[プラットフォーム タイプ] リストでプラットフォ
ーム タイプを選択し、プラットフォームの間隔とオフセットを設定します。

2. [適用] をクリックし、[新しく挿入] をクリックしてプラットフォームの配置を
開始します。

3. モデル内で、マウス ポインターをパネル上に置き、始点と終点をピックして、
パネルの上端に沿ってプラットフォームの直線配列を作成します。

4. または、プラットフォームを自動的に追加するには、パネルを選択し、[選択
内容に追加] をクリックします。プラットフォームは、選択したパネルに自動
的に追加されます。

型枠配置ツール - 壁: 設定
[型枠配置ツール - 壁] の独自の設定ファイルを設定できます。
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設定は、カンマ区切りファイル (.csv) を使用して行われます。このファイルは、

Microsoft Excel または任意の標準テキスト エディターで編集できます。個々の型
枠サブツール コンポーネントには、それぞれ独自の構成ファイルがあります。

設定ファイルは、いずれかのシステム フォルダー、または現在のモデル フォルダ
ーにある Formwork tools というサブフォルダーに配置できます。

サンプルの設定ファイルは、...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments\common\system\CIP\Formwork フォルダー内

にあります。

通常、設定ファイルには、型枠の提供元や製品ファミリーに基づいて名前が付けら
れます。ファイルはいくつでもかまいません。ファイルは、特定のサフィックスで
識別されます。各ファイルは、コンポーネントのサブツールのいずれかを制御しま
す。ファイルの列数はそれぞれ異なります。

[型枠配置ツール - 壁] を設定するには、次の設定ファイルを使用します。

• 型枠パネル: xxxx.FormworkTools.Panels.csv
• 帯筋配置ツールの帯筋: xxxx.FormworkTools.Ties.csv
• 帯筋配置ツールによって配置された帯筋スペーサー:

xxxx.FormworkTools.TieSpacers.csv
• クランプ: xxxx.FormworkTools.Clamps.csv
• ブレース: xxxx.FormworkTools.Braces.csv
• 打ち込みプラットフォーム: xxxx.FormworkTools.Platforms.csv
• ホエーラー: xxxx.FormworkTools.Walers.csv
• 条件 (角、付け柱、バルクヘッド): xxxx.FormworkTools.Conditions.csv
• フィラー: xxxx.FormworkTools.Fillers.csv
列名は、コメント行ではない 初の行であるヘッダー行で指定されます。列見出し
を含むヘッダー行の前に、次の行を追加できます。

DISTANCE_UNIT=MM
上の設定を使用して距離の単位が定義されている場合は、指定された単位ですべて
の距離値を 10 進数値として指定できます。サポートされる単位は次のとおりで
す。MM, DN, CM, M, INCH, FEET.

パネル配置ツールの設定

.FormworkTools.Panels.csv
パネルごとに 1 行を追加または変更します。

パネルに追加できるすべてのアクセサリの設定は、パネルのローカル座標系で行わ
れます。パネルの原点は、パネルの中心点に配置されます。
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定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意のパネル名。[型枠パネル] リスト
に表示されます。

PanelName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

PanelAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

PanelInputOrder カスタム パーツの開始ハンドルと終了
ハンドルの移動先を指定することで、カ
スタム パーツ パネルの方向を定義しま
す。

デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。
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定義 説明

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。
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定義 説明

PanelPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

PanelPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

PanelRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

PanelRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

PanelDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

PanelDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

PanelStartOffset PanelStartOffset および

PanelEndOffset は、カスタム パーツ

の実際の始点と終点のハンドルの位置
を変更します。

PanelStartOffset は、ローカル座標

系の汎用的な始点から実際の始点まで
のオフセットです。オフセットは、スペ
ースまたはコロンで区切られた x、y、お
よび z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で
区切ります。値を指定しない場合は、オ
フセット (0 0 0) が使用されます。

PanelEndOffset PanelEndOffset は、ローカル座標系

の汎用的な終点から実際の終点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

HeightProperty カスタム パーツの高さプロパティの名
前。高さが固定されている場合、これは
空白です。
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定義 説明

HeightValue パネルの高さ。

高さの値は .csv ファイルから読み込

まれる点に注意してください。

WidthProperty カスタム パーツの幅プロパティの名前。
幅が固定されている場合、これは空白で
す。

WidthValue パネルの幅。

幅の値は .csv ファイルから読み込ま

れる点に注意してください。

ThicknessProperty カスタム パーツの厚さプロパティの名
前。厚さが固定されている場合、これは
空白です。

ThicknessValue パネルの厚さ。

厚さの値は .csv ファイルから読み込

まれる点に注意してください。

TieX TieX は、帯筋の x 位置を指定します。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

TieY TieY は、帯筋の y 位置を指定します。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

TiePickX
TiePickY
] または [
TiePickXY

単一帯筋を配置およびピックするとき
に、帯筋の対象となる x と y の位置を定
義します。2 つの値フィールドで x 値と
y 値を別個に指定して通常の基準線を定
義するか、パネルが不規則なパターンを
必要とする場合は、x と y の値のペアの
リストを指定できます。

必ず、2 つの別個のフィールド
(TiePickX および TiePickY) で x と y
の値を定義するか、1 つのフィールド
(TiePickXY) で x と y の値のペアを定

義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

ClampX ClampX は、水平の上端/下端でクランプ

の x 位置を指定します。値は、括弧 () で
区切り、スペースで区切る必要がありま
す。

ClampY ClampY は、左端または右端でクランプ

の y 位置を指定します。値は、括弧 () で
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定義 説明

区切り、スペースで区切る必要がありま
す。

ClampPickX
ClampPickY
] または [
ClampPickXY

単一クランプを配置およびピックする
ときに、クランプの対象となる x と y の
位置を定義します。2 つの値フィールド
で x 値と y 値を別個に指定して通常の
基準線を定義するか、パネルが不規則な
パターンを必要とする場合は、x と y の
値のペアのリストを指定できます。

必ず、2 つの別個のフィールド
(ClampPickX および ClampPickY) で
x と y の値を定義するか、1 つのフィー
ルド (ClampPickXY) で x と y の値のペ

アを定義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

BraceX
BraceY
] または [
BraceXY

ブレースの事前設定パターンを定義し
ます。2 つの値フィールドで x 値と y 値
を別個に指定して通常の基準線を定義
するか、パネルが不規則なパターンを必
要とする場合は、x と y の値のペアのリ
ストを指定できます。

必ず、2 つの別個のフィールド (BraceX
および BraceY) で x と y の値を定義す

るか、1 つのフィールド (BraceXY) で x
と y の値のペアを定義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

BraceTiltedX
BraceTiltedY
] または [
BraceTiltedXY

パネルが傾いているときのブレースの
事前設定パターンを定義します。2 つの
値フィールドで x 値と y 値を別個に指
定して通常の基準線を定義するか、パネ
ルが不規則なパターンを必要とする場
合は、x と y の値のペアのリストを指定
できます。

必ず、2 つの別個のフィールド
(BraceTiltedX および

BraceTiltedY) で x と y の値を定義

するか、1 つのフィールド
(BraceTiltedXY) で x と y の値のペア

を定義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。
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定義 説明

BracePickX
BracePickY
] または [
BracePickXY

パネルで単一ブレースを配置およびピ
ックするときに、ブレースの考えられる
x および y 位置を定義します。2 つの値
フィールドで x 値と y 値を別個に指定
して通常の基準線を定義するか、パネル
が不規則なパターンを必要とする場合
は、x と y の値のペアのリストを指定で
きます。

必ず、2 つの別個のフィールド
(BracePickX および BracePickY) で
x と y の値を定義するか、1 つのフィー
ルド (BracePickXY) で x と y の値のペ

アを定義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

BraceTiltedPickX
BraceTiltedPickY
] または [
BraceTiltedPickXY

傾いているパネルで単一ブレースを配
置およびピックするときに、ブレースの
考えられる x および y 位置を定義しま
す。2 つの値フィールドで x 値と y 値を
別個に指定して通常の基準線を定義す
るか、パネルが不規則なパターンを必要
とする場合は、x と y の値のペアのリス
トを指定できます。

必ず、2 つの別個のフィールド
(BraceTiltedPickX および

BraceTiltedPickY) で x と y の値を

定義するか、1 つのフィールド
(BraceTiltedPickXY) で x と y の値

のペアを定義してください。

値は、括弧 () で区切り、スペースで区切
る必要があります。

WalerEdgeOffset ホエーラーが自動的に配置される場合
のパネル縁端からのホエーラー入力点
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定義 説明

(クランプ 1 やクランプ 2 の位置) のオ
フセット。

WalerX 水平の上端/下端にホエーラーを自動的
に配置するために使用される x の位置。
垂直 (y) の位置は、上端/下端から
WalerEdgeOffset により定義されま

す。値は、括弧 () で囲み、カンマまたは
スペースで区切って指定する必要があ
ります。

WalerY 垂直方向の左端/右端に自動的にホエー
ラーを配置するために使用される y 位
置。水平 (x) 位置は、左端/右端から
WalerEdgeOffset により定義されま

す。値は、括弧 () で囲み、カンマまたは
スペースで区切って指定する必要があ
ります。

WalerPickX 1 つのホエーラーを配置およびピックす
るときに、ホエーラーの考えられる x 位
置を定義します。値は、括弧 () で囲み、
カンマまたはスペースで区切って指定
する必要があります。

WalerPickY 1 つのホエーラーを配置およびピックす
るときに、ホエーラーの考えられる y 位
置を定義します。値は、括弧 () で囲み、
カンマまたはスペースで区切って指定
する必要があります。
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帯筋配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Ties.csv
汎用帯筋は、次の 3 つのカスタム コンポーネントで構成されます。通常は壁を通
るボルトと、型枠の両側にある 2 つのロックです。

帯筋ごとに 1 行を追加または変更します。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 帯筋名。[帯筋タイプ] リストに表示さ
れます。

この名前は一意にしてもかまいません。
複数の帯筋設定を同じ名前にしてもか
まいません。複数の帯筋設定が同じ名
前の場合、壁の厚さに基づいて 初の適
切な帯筋が自動的に選択されます。

MaxLength 帯筋の 大長。反対側にある 2 つの型
枠パネルの外面から測定されます。

LengthProperty 帯筋カスタム パーツがパラメトリック
で、有効な長さを制御するパラメーター
がある場合は、[長さ] プロパティの名前
になります。
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定義 説明

Part1Name モデルに挿入されるカスタム パーツ 1
の名前 (bolt)。

Part1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part1PlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

Part1PlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [作
業面上のオフセット] です。

Part1Rotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

Part1RotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

Part1DepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [位
置 (デプス)] です。

Part1DepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [オ
フセット (デプス)] です。

Part1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part1EndOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part2Name カスタム パーツ 2 の名前。通常は、メイ
ン型枠パネルの正面にあるロックです。

Part2Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part2StartOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
のオフセット。

Part2EndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Part2... カスタム パーツ 2 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

Part3Name カスタム パーツ 3 の名前。通常は、メイ
ン型枠パネルの背面にあるロックです。
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定義 説明

Part3Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part3StartOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part3EndOffset 入力点 2 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Part3... カスタム パーツ 3 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

帯筋配置ツールのスペーサーを設定する

xxxx.FormworkTools.TieSpacers.csv
汎用帯筋スペーサーは、次の 3 つのカスタム コンポーネントで構成されます。通
常は壁を通るチューブと、壁の両側にある 2 本のオプションの円錐です。

帯筋スペーサーごとに 1 行を追加または変更します。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。
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定義 説明

Name [スペーサー名] リストに表示されるス
ペーサー名。

この名前は一意にしてもかまいません。
複数の帯筋スペーサー設定を同じ名前
にしてもかまいません。複数の帯筋ス
ペーサー設定が同じ名前の場合、壁の厚
さに基づいて 初の適切な帯筋スペー
サーが自動的に選択されます。

MinLength チューブの 小長。反対側にある 2 つ
の型枠パネルの内面から測定されます。

MaxLength チューブの 大長。反対側にある 2 つ
の型枠パネルの内面から測定されます。

LengthProperty 帯筋スペーサー カスタム パーツがパラ
メトリックで、有効な長さを制御するパ
ラメーターがある場合は、[長さ] プロパ
ティの名前になります。

SpacerTubeName カスタム パーツの名前 (=tube)。
SpacerTubeAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される

ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

SpacerTubePlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

SpacerTubePlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [面
内オフセット] です。

SpacerTubeRotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

SpacerTubeRotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

SpacerTubeDepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内位置] です。

SpacerTubeDepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内オフセット] です。

SpacerTubeStartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

SpacerTubeEndOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。
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定義 説明

StartConeName カスタム パーツの名前。通常は、メイン
型枠パネルの正面にある円錐です。

StartConeAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

StartConeStartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

StartConeEndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

StartCone... カスタム パーツ 2 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

EndConeName カスタム パーツの名前。通常は、メイン
型枠パネルの背面にある円錐です。

EndConeAttributes モデルにカスタムが挿入されるときに
使用される、コンポーネント ダイアログ
ボックスに保存されたプロパティ ファ
イル。

EndConeStartOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

EndConeEndOffset 入力点 2 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

EndCone... カスタム パーツ 3 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

クランプ配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Clamps.csv
汎用クランプには、1 つのカスタム パーツが含まれます。入力点は 2 つのパネルの
縁端にあるため、必要に応じて、フィラー スペースの観点でクランプがパラメト
リックになる場合があります。
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追加のボルトまたはロックでブラケットを作成するには、ブラケットと必要なすべ
てのフィッティングを含む新しいカスタム パーツを作成する必要があることに注
意してください。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意のクランプ名。

CenterInput YES 場合、 初の挿入点が 2 つのパネル

のシームの中央にあります。値が NO の
場合、挿入点はパネルの縁端からオフセ
ットされます。
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定義 説明

FillerGapProperty クランプ カスタム パーツがパラメトリ
ックであり、パラメーターによって 2 つ
のパネル間のギャップを調整できる場
合は、そのパラメーターの名前です。ク
ランプがパラメトリックでない場合、こ
のフィールドは空になります。

MaxFillerGap この値は、クランプまたはホエーラーが
型枠フィラーと共に自動的に追加され
る場合に使用されます。空き領域 (=フ
ィラーの幅) が指定された
MaxFillerGap 以下の場合、クランプ

が挿入されます。空き領域が指定され
た MaxFillerGap より大きい場合、ホ

エーラーが挿入されます。

Part1Name クランプ カスタム パーツ 1 の名前。

Part1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part1PlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

Part1PlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [面
内オフセット] です。

Part1Rotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

Part1RotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

Part1DepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内位置] です。

Part1DepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内オフセット] です。

Part1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part1EndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3044 コンクリートディテール



ブレース配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Braces.csv
汎用ブレースは、5 つのカスタム パーツで構成されており、3 つの入力点を使用し
てモデルに挿入されます。上下のブレースを別個に選択できます。ブレース設定
ファイルでは、上下ブレースが別個に定義されています。どちらにもそれぞれ行が
あります。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。
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定義 説明

Name リストに表示されるブレース名。

同じ名前の行が複数ある場合、 小長と
大長に基づいて適切なブレースがツ

ールにより自動的に選択されます。

Type ブレースのタイプ。指定可能なオプシ
ョンは、Upper または Lower です。

MinLength 入力点 1 から入力点 2 まで測定された
メイン ブレースの 小長。

MaxLength 入力点 1 から入力点 2 まで測定された
メイン ブレースの 大長。

LengthProperty ブレース カスタム パーツがパラメトリ
ックで、有効な長さを制御するパラメー
ターがある場合は、[長さ] プロパティの
名前になります。挿入時、入力点 1 と入
力点 2 の間の実際の長さ値が取得され
ます。

BraceName モデルに挿入される上下部のブレース
のカスタム パーツの名前。

BraceAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

BracePlanePosition これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [平面上の位置] です。

BracePlaneOffset これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [面内オフセット] で
す。

BraceRotation これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [回転] です。

BraceRotationOffset これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [回転角度] です。

BraceDepthPosition これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [デプス内位置] です。

BraceDepthOffset これは、平面ビューにカスタム パーツが
挿入される場合は [デプス内オフセッ
ト] です。

BraceStartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

BraceEndOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。
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定義 説明

Bracket1Name モデルに挿入される上部ブラケット (上
ブレース) または下部ブラケット (下ブ
レース) のカスタム パーツの名前。

Bracket1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Bracket1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Bracket1EndOffset 入力点 3 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Bracket1... カスタム パーツ 2 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

Bracket2Name モデルに挿入される床ブラケットのカ
スタム パーツの名前。

上下のブレースの両方にブラケットの
定義がある場合、下ブレースに定義され
ているブラケットが作成されます。

Bracket2Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Bracket2StartOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Bracket2EndOffset 入力点 2 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Bracket2... カスタム パーツ 3 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

打ち込みプラットフォーム配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Platforms.csv
汎用打ち込みプラットフォームには、カスタム パーツの直線配列としてモデルに
挿入される 2 つのカスタム パーツが含まれています。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3047 コンクリートディテール



定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意の打ち込みプラットフォーム名。

Type プラットフォームのタイプ (A または
B)。

配列の長さは、プラットフォームの始点
と終点を使用して定義されます。カス
タム パーツ配置には 2 つの方法があり
ます。

• タイプ A: プラットフォーム カスタ
ム パーツの長さは固定されており、
カスタム パーツが連続して挿入さ
れます。
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定義 説明

• タイプ B: 初のカスタム パーツは、
配列の始点、中間点、および終点に
配置されるサポートです。2 番目の
カスタム パーツは、メイン サポート
部材間に配置されます。

Length 1 つのプラットフォーム要素の有効な長
さ。

Width プラットフォームの幅。

Spacing 配列内のカスタム パーツ間の間隔。

Part1Name カスタム パーツ 1 の名前。

Part1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part1PlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

Part1PlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [面
内オフセット] です。

Part1Rotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

Part1RotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

Part1DepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内位置] です。

Part1DepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内オフセット] です。

Part1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part1EndOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part2Name カスタム パーツ 2 の名前。

Part2Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。
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定義 説明

Part2StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part2EndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Part2... カスタム パーツ 2 の場合、カスタム パ
ーツ 1 と同じフィールドを指定できま
す。

ホエーラー配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Walers.csv
汎用ホエーラーは、3 つのカスタム パーツ、ホエーラー梁、および 2 つのクランプ
装置で構成されます。汎用入力点は、パネルの外面にあります。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name ホエーラー名。[ホエーラー タイプ] リ
ストに表示されます。

この名前は一意にしてもかまいません。
複数の帯筋ホエーラー設定を同じ名前

コンクリート コンポーネント リファレンス 3050 コンクリートディテール



定義 説明

にしてもかまいません。複数のホエー
ラー設定が同じ名前の場合、入力点間の
実際の長さに基づいて、 も短いホエー
ラーが自動的に選択されます。

通常、一意の名前と共通名を使用して同
じホエーラーを指定できます。この方
法により、共通名を選択し、入力長さに
基づいてシステムにホエーラーを選択
させることができます。一意の名前を
選択することで、特定のホエーラー設定
を強制的に使用できます。

MaxLength ホエーラーの 大有効長。 初の入力
点から 2 番目の入力点 (=クランプ位置)
までの 大有効長。通常は、物理的な長
さよりも少し短くなります。

MinLength 可変長のホエーラーの 小長。固定長
のホエーラーの場合は、値を空白にして
おくか、 大長と同じ値を指定します。

BeamName クランプ カスタム パーツ 1 の名前。

BeamAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

BeamPlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

BeamPlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [面
内オフセット] です。

BeamRotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

BeamRotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

BeamDepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内位置] です。

BeamDepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内オフセット] です。

BeamStartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。
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定義 説明

BeamEndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Clamp1Name クランプ 1 カスタム パーツの名前。

Clamp1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Clamp1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Clamp1EndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Clamp1... カスタム クランプ 1 の場合、ホエーラー
梁カスタム パーツと同じフィールドを
指定できます。

Clamp2Name クランプ 2 カスタム パーツの名前。

Clamp2Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Clamp2StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Clamp2EndOffset 入力点 1 を基準とする 2 番目の挿入点
の位置。

Clamp2... カスタム クランプ 2 では、ホエーラー梁
と 1 つのカスタム パーツに同じフィー
ルドを指定できます。

条件配置ツールの条件の設定

xxxx.FormworkTools.Conditions.csv
型枠ツールのコンテキストの条件では、L 型、T 型、X 型の角、付け柱、現場打ち
コンクリートの位置、および柱を指定できます。 終的な条件型枠は、条件タイプ
に応じて、複数のサブアセンブリに分割されます。

手動で条件設定を定義する場合は、次のようにします。

1. カスタム部材、梁、フィラー ツールを使用して、完全な条件の製品をモデリ
ングします。

2. 2 つのウィザードを使用して、必要なサブアセンブリを作成します。完全な条
件の内容を、指定されたサブアセンブリに分割します。これらのサブアセンブ
リがモデルに挿入されると、 終的な位置がコンクリート構造の実際の形状に
依存するという意味でパラメトリックとなります。

3. 新しい条件指定を条件設定ファイルに挿入します。
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型枠条件配置ツールでは、次の条件タイプがサポートされています。

定義 説明

L corner (L) L 型角の場合、内角サブアセンブリ (1)
と外角サブアセンブリ (2) を指定できま
す。

角サブアセンブリは、角サブアセンブリ
ウィザードを使用して定義されます。

このウィザードでは、角がモデルに配置
されたときに、接合壁に従って回転する
型枠アイテムの 2 つのセットを指定で
きます。接合壁の厚さに従って、2 つの
角サブアセンブリ 1 と 2 が挿入されま
す。

T corner (T) T 型角の場合、2 つの内角 (1+2) と背面
パネル (3) を指定できます。

角サブアセンブリは、型枠角の半製品ウ
ィザードを使用して定義されます。

背面パネル サブアセンブリは、型枠サブ
アセンブリ ウィザードを使用して定義
されます。これには、1 つの挿入点 + 方
向が含まれます。

T 型角がモデルに配置されると、パネル
サブアセンブリの挿入点は、接合壁の中
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定義 説明

心線と水平壁の外面の交点に配置され
ます。

X corner (X) X 型角の場合、4 つの内角 (1-4) を指定で
きます。

Corner pilaster (CP) 角付け柱の場合、1 つの内角サブアセン
ブリ (1) と 3 つの外角サブアセンブリ
(2-4) を指定できます。

Pilaster (P) 付け柱の場合、2 つの内角 (1 および 4)、
2 つの外角 (2 および 3)、背面パネル (5)
を指定できます。
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定義 説明

Pilaster inside corner (IP) 内側付け柱の場合、1 つの外角 (1) と 3
つの内角 (2-3) を指定できます。

Bulkhead (B) バルクヘッドの場合、2 つの外角 (1 およ
び 2) と 2 つの中間パネル (3 および 4)
を指定できます。パネル 4 は、現場打ち
コンクリートの終端に配置され、その他
のすべてのサブアイテムは、指定された
寸法オフセットされます。

Column (COL) 柱の場合、4 つのパネル製品と 4 つの角
製品のいずれかまたは両方を指定でき
ます。
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角サブアセンブリの作成

角サブアセンブリは、L 型角の片側の構成要素、または T 型角と X 型角のいずれ
かの内角の構成要素です。

1. まず、必要なすべての型枠オブジェクトをモデル化します。モデリングには、
梁とカスタム パーツのみを使用できるため、他のコンポーネントがある場合
は、それらを分解する必要があります。

2. 初の方向を使用して回転するオブジェクトと、角の角度が変化する場合に角
の 2 番目の縁端を使用して回転するオブジェクトを決定します。

3. 型枠角の半製品ウィザード ツールを起動します。

4. 角点を次のようにピックします。

5. 第 1 方向を示す点を特定します。

6. 角の 初の側面にある角部材 (カスタム パーツや梁) を選択します。

7. 第 2 方向を示す点を特定します。

8. 角の 2 番目の側面にある角部材 (カスタム パーツや梁) を選択します。

9. 名前を入力し、[完了] をクリックして、角の詳細な半分を外部ファイルに保存
します。

このウィザードは、内角 (赤色の点) と外角 (青色の点) で個別に実行する必要があ
ることに注意してください。モデル内のオブジェクトが重複する可能性があるた
め、同じオブジェクトを 2 回含めないようにしてください。

パネル サブアセンブリの作成

パネル サブアセンブリは、T 型角の背面と付け柱にある型枠の構成要素です。

1. まず、必要なすべての型枠 (カスタム パーツや梁) をモデル化します。

2. 型枠サブアセンブリ ウィザード ツールを起動します。
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3. 次の図のように、壁の背面にあるオブジェクトの中心点をピックします。これ
は、このパネル サブアセンブリが実際の T 型角に挿入されるときの挿入点と
して使用されます。

4. 方向を示す点を特定します。

5. パネル サブアセンブリを形成する型枠 (カスタム パーツや梁) を選択します。

6. 名前を入力し、[完了] をクリックして、詳細パネルとアクセサリを外部ファイ
ルに保存します。

ミラーリングを使用した条件の動作の制御

角サブアセンブリを定義するとき、左側の角を右側の位置に配置する必要がある場
合があります。この場合、角サブアセンブリをミラーリングする必要があります。
カスタム パーツまたは型枠アイテムのミラーリングは常に可能であるとは限りま
せん (特に、部材がどの方向にも対称でない場合)。条件配置ツールでは、4 つの異
なる方法でミラーリングできます。設定ファイル
xxxxx.SubAssemblyItems.ini を使用して、特定の角サブアセンブリの場合に

使用する方法を制御できます。このファイルには、ミラーリング方法のキーワード
が含まれており、キーワードの後に、複数の一致するアイテムを識別するためのア
イテム名や部分的な名前注記を追加できます。

ミラーリング方法 説明

Move デフォルトの方法。

カスタム パーツまたは型枠アイテムは、
ミラーリング ラインからカスタム パー
ツまたは型枠アイテムの中心までのオ
フセットの分移動されます。
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ミラーリング方法 説明

RotateAroundZ 入力点が、ミラーリング ラインの中心点
を基準にして 180 度回転されます。

RotateAroundAxis まず、入力点がミラーリング ラインを中
心に 180 度回転した後、カスタム パーツ
が入力軸を中心に 180 度回転します。

Mirror 入力点の位置がミラーリングされ、始点
と終点が入れ替わります。

FlipLocalXY カスタム パーツまたは型枠アイテムが
移動し、中心にあるローカルの x 軸と y
軸が反転します (=ローカルの z で 180
度回転)。

FlipLocalXZ アイテムまたはカスタム パーツが移動
し、中心にあるローカルの x 軸と z 軸が
反転します (=ローカルの y で 180 度回
転)。

FlipLocalYX アイテムまたはカスタム パーツが移動
し、中心にあるローカルの y 軸と z 軸が
反転します (=ローカルの x で 180 度回
転)。

TurnUpSideDown 全体として垂直方向にコンポーネント
を逆さまにすることで、アイテムまたは
カスタム パーツが移動し、ミラーリング
が実行されます。

xxxxx.SubAssemblyItems.ini 設定ファイルの内容の例。

// This file allows you to define how items and custom parts in corner 
sub assemblies
// are handled when placing the right handed corner into left handed 
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situation or vice versa.
//
// By default items are just moved and no true mirroring happens. In 
following lines you can specify
// the mirroring methods used for certain items or custom parts. You can 
introduce full names or partial names.
//
// The possible methods are:
//  #Mirror - input points are mirrored 
//  #RotateAroundAxis - input points are mirrored and the item/custom 
part is rotated 180 degrees around the axis:
//  #RotateAroundZ - input points are rotated 180 degrees around the 
center point
//  #FlipLocalXY - the item/custom part is moved and local X and Y axis's 
at center are flipped (=rotated around local Z 180 degrees)
//  #FlipLocalXZ - the item/custom part is moved and local X and Z axis's 
at center are flipped (=rotated around local Y 180 degrees)
//  #FlipLocalYZ - the item/custom part is moved and local Y and Z axis's 
at center are flipped (=rotated around local X 180 degrees)
//  #TurnUpSideDown - the item/custom part is moved and "mirroring" is 
done by turning the component up-side.down
//
// Just list the names or partial names following the method keyword. Do 
not change the key words.
//

#Mirror
_FIXING_BOLT

#RotateAroundAxis
DOKA-3D-583002000

#RotateAroundZ
_INSIDE
_OUTSIDE
_CORNER
_LEFT
_RIGHT

#FlipLocalXY

#FlipLocalXZ

#FlipLocalYX

#TurnUpSideDown

フィラー配置ツールのフィラーの設定

xxxx.FormworkTools.Fillers.csv
フィラー配置ツールを使用すると、モデルに材木梁または合板および材木スタッド
や、特定のカスタム パールを挿入してフィラーを作成できます。これらのモデル
オブジェクトの作成は、塗りつぶす実際のスペースによって異なります。さまざま
なフィラー アイテムを作成する基本原則を以下に示します。

• 塗りつぶすスペースが指定された 小合板幅よりも大きい場合、フィラー ツー
ルにより合板 (=ポリゴン プレート) と材木スタッドが作成されます。

• 塗りつぶすスペースが 小合板幅より小さい場合、または合板が指定されてい
ない場合は、1 つ以上の材木梁またはカスタム パーツによって実際のスペース
が塗りつぶされます。目標は、実際のスペースをできる限り完全に塗りつぶす
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ことです。 大の梁やカスタム パーツが推奨されています。小さい部品は、ス
ペースが大きい部品よりも小さい場合にのみ作成されます。

合板およびスタッドで作
成されたフィラー

材木梁で作成されたフィ
ラー

カスタム パーツで作成さ
れたフィラー

フィラー ツールを設定するには、カスタム パーツの 1 ～ 10 個の代替部材に対して
材木梁、合板、および設定を指定します。

定義 説明

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意のフィラー名。

TimberWidths 使用可能な材木梁の幅のリスト (10 20
50 100)。

TimberDepth 材木梁のデプス。

TimberAssPrefix 製品マーク頭文字。

TimberAssStartNo 製品マーク開始番号。

TimberPartPrefix 部材マーク頭文字。

TimberPartStartNo 部材開始番号。

TimberName 材木梁の名前。

TimberClass 材木梁のクラス。
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定義 説明

TimberFinish 材木梁の仕上げ。

TimberMaterial 材木梁の材質。

StudWidth 材木スタッドの幅。

StudDepth 材木スタッドのデプス。

StudAssPrefix 製品マーク頭文字。

StudAssStartNo 製品マーク開始番号。

StudPartPrefix 部材マーク頭文字。

StudPartStartNo 部材開始番号。

StudName 材木スタッドの名前。

StudClass スタッドのクラス。

StudFinish スタッドの仕上げ。

StudMaterial スタッドの材質。

PlywoodWidth 合板の 小幅。実際の幅は、塗りつぶす
実際のスペースによって決まります。

PlywoodThickness 合板の厚さ。

PlywoodAssPrefix 製品マーク頭文字。

PlywoodAssStartNo 製品マーク開始番号。

PlywoodPartPrefix 部材マーク頭文字。

PlywoodPartStartNo 部材開始番号。

PlywoodName 合板部材の名前。

PlywoodClass 合板部材のクラス。

PlywoodFinish 合板部材の仕上げ。

PlywoodMaterial 合板部材の材質。

Part1Name カスタム パーツ 1 の名前。

Part1Attributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

Part1PlanePosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [平
面上の位置] です。

Part1PlaneOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [面
内オフセット] です。

Part1Rotation これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転] です。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3061 コンクリートディテール



定義 説明

Part1RotationOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [回
転角度] です。

Part1DepthPosition これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内位置] です。

Part1DepthOffset これは、カスタム パーツがメイン型枠パ
ネルの面ビューに挿入されるときの [デ
プス内オフセット] です。

Part1StartOffset 入力点 1 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part1EndOffset 入力点 2 を基準とする 初の挿入点の
オフセット。

Part1Length このカスタム パーツがモデルに追加さ
れた場合は、塗りつぶすスペースでもあ
るカスタム パーツの長さ。

Part1Height カスタム パーツの高さ。

Part2... Part3... Part10... カスタム パーツ 1 に加えて、その他のカ
スタム パーツを 9 つまで指定できます。
実際には、指定されたすべてのカスタム
パーツに対して、少なくとも
PartXLength が異なる必要がありま

す。塗りつぶす実際のスペースに応じ
て、 適な長さの部材が選択されます。

型枠配置ツール - スラブ
[型枠配置ツール - スラブ] は、一般的なスラブ型枠の詳細なモデリングに役立つ一
連のコンポーネントです。これらのコンポーネントがツールを配置するため、[ア
プリケーションとコンポーネント] カタログで使用可能なパネル、梁、型枠支柱な
ど、関連するすべての型枠製品が必要です。

型枠の提供元による型枠製品は、Tekla Warehouse などから入手できます。また、
[型枠配置ツール - スラブ] には、型枠を配置するために必要な情報が含まれた追加
の設定ファイルが必要です。これらの設定ファイルには、型枠製作業者が提供する
型枠製品カタログが付属している場合がありますが、設定ファイルを自分で作成す
ることもできます。

[型枠配置ツール - スラブ] には、次の型枠要素を配置および変更するためのツール
が用意されています。

• 通常、特定の領域をカバーする 2 次元配列として表示される型枠スラブ パネル

• スラブ パネルを支持する横梁とメイン梁

• 型枠システムに応じて梁やスラブ パネルを直接支持する型枠支柱

• スラブ パネルの上の終端
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• スラブ パネル領域の外縁端にある安全手摺

[型枠配置ツール - スラブ] は、1 つのダイアログ ボックスにまとめられたサブツー
ル セットで構成され、各タブが個々のサブツールになります。[型枠配置ツール -
スラブ] とサブツールは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで使用で
きます。

コンポーネントの設定のほとんどは事前設定されています。ダイアログ ボックス
で適切なオプションを選択することで、さまざまな設定を制御できます。これらの
事前設定は、型枠の提供元と製品ファミリーごとにまとめられています。

ただし、独自の設定ファイルを作成した場合、事前設定された値ではなく、設定フ
ァイル内の値を使用できます。

[型枠配置ツール - スラブ] には、[デフォルト] 環境の [コンクリート建設会社]、[総
合建設会社]、[鉄筋詳細設計者] の役割で使用できます。

[パネル] タブ

スラブの型枠パネルの領域をモデリングするには、[パネル] タブを使用します。

1. [パネル] タブの [型枠の提供元] リストと [製品ファミリー] リストで、適切な
オプションを選択します。

オプションは、使用しているカタログとツールの設定によって異なります。

2. [型枠パネル] リストでパネル サイズを選択し、その他のパネル プロパティを
設定します。

3. [適用] と [新しく挿入] をクリックし、スラブ パネルの配置を開始します。

4. スラブの上にマウス ポインターを置くと、下面が特定されます。

5. スラブを選択し、3 つ以上の点をピックして、表面上の領域を特定します。点
をピックしている間、パネルのプレビューが表示されます。

または、Alt キーを押しながら表面を選択して、表面全体にパネルを作成しま
す。

6. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

7. パネルを変更する必要がある場合は、角をドラッグします。
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[横梁] タブと [メイン梁] タブ

[クロス梁] タブと [メイン梁] タブを使用して、横梁およびメイン梁を 2 方向に作成
するか、メイン梁のみ作成するか、梁をまったく作成しません。

1. [横梁] タブまたは [メイン梁] タブの [梁名] リストで梁を選択します。

2. [重なりの長さ] 値を入力します。値を空白のままにすると、ツールにより自動
的に設定されます。

3. 梁の長さが固定されていない場合は、梁の [長さ] を入力します。さまざまな
長さの梁を作成する必要がある場合は、区切り文字としてスペースを使用しま
す。

a. 梁を一度に作成するには、パネル領域を選択し、[適用] をクリックして
[選択内容に追加] をクリックします。

[支保工の追加] ダイアログ ボックスが開きます。

b. 梁のオフセットと間隔を設定します。

パネル領域の縁端に梁を作成するかどうか、またパネル間シームで梁のレ
イアウトを作成するかどうかを選択することもできます。

c. [作成] をクリックします。

a. 梁を 1 行作成するには、[適用] と [新しく挿入] をクリックします。

b. 梁の点をピックします。

c. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。
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[型枠] タブ

型枠支柱、型枠ベース、および型枠ヘッドを作成するには、[型枠] タブを使用しま
す。

1. [型枠] タブの [梁名] リストで支柱名、[頭名] リストで支柱頭名、[ベース] リス
トで支柱ベース名を選択します。

2. 支柱の全体高さを入力します。

• 複数の型枠支柱を作成するには、パネル領域を選択し、[適用] をクリック
して [選択内容に追加] に追加します。

型枠支柱が作成されます。

• 単一の型枠支柱を作成するには、[適用] と [新しく挿入] をクリックしま
す。型枠支柱の位置をピックします。

[終端] タブ

スラブパネルの周囲に終端を作成するには、[終端] タブを使用します。

1. [終端] タブで、[終端名] リストから終端名を選択します。

2. 終端のオフセットと間隔を入力します。
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3. [適用] と [新しく挿入] をクリックし、終端の挿入を開始します。

• パネルが選択されていない場合、まずスラブ パネルを選択します。

• 既にスラブ パネルを選択している場合は、再度実行する必要はありませ
ん。

4. 終端の始点と終点をピックします。

5. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

[手摺] タブ

スラブの周囲に手摺を作成するには、[手摺] タブを使用します。

1. [手摺] タブの [手摺名] リストから手摺名を選択します。

2. 手摺のオフセットと間隔を入力します。

3. [適用] と [新しく挿入] をクリックし、手摺の挿入を開始します。

4. • パネルが選択されている場合、まずスラブ パネルを選択します。

手摺タイプに応じて、スラブの上面、壁の側面、またはスラブ パネルを選
択する必要がある場合があります。

• 既にスラブ パネルを選択している場合は、再度実行する必要はありませ
ん。

5. 手摺の始点と終点をピックします。

6. ピックを終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。
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型枠スラブ パネルのコンテキスト ツールバー

スラブ パネルを選択すると、次のコンテキスト ツールバーが表示され、部材を変
更できます。

オプション 説明

パネル領域と開口の境界を変更します。
ドラッグして縁端または点を移動する
か、または縁端の中間にある挿入点をド
ラッグして新しい点を挿入します。

さらに、ハンドルをドラッグすることで
開始点 (パネルの角) とパネルの方向を
移動することもできます。
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オプション 説明

パネル領域に新しい長方形の開口を追
加します。長方形の開口を追加した後、
開口を任意の形状に編集できます。

通常、開口はパネルが不要な大きい領域
です。通常のパネルを特殊な塗りつぶ
し部材に置き換えるには、シングル パネ

ル削除ツール  を使用します。

領域でシングル パネルを削除または復
元します。削除するパネルを選択し、

 をクリックします。

複数のパネルを選択するには、Shift キ
ーを押しながらパネルをクリックしま
す。Ctrl キーを押しながら、パネルの選
択を解除します。

横梁を変更します。

単一の梁ラインを変更するには、線を選
択して変更します。

メイン梁を変更します。

単一の梁ラインを変更するには、線を選
択して変更します。
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オプション 説明

パネル領域で型枠支柱を変更します。

次の操作が可能です。

• ハンドルをドラッグして、個々の位
置を移動します。Ctrl キーを押しな
がら、支柱のコピーを作成します。

• 線ハンドルをドラッグして、その行
全体を移動します。Ctrl キーを押し
ながら、線上のすべての支柱のコピ
ーを作成します。

• 選択したすべての点や線の型枠支柱
ヘッドまたは型枠支柱のベースを変
更します。

梁ラインに作成された支柱は、梁ライン
に沿ってのみ移動/コピーできます。

型枠配置ツール - スラブ: 設定
[型枠配置ツール - スラブ] の独自の設定ファイルを設定できます。

設定は、カンマ区切りファイル (.csv) を使用して行われます。このファイルは、

Microsoft Excel または任意の標準テキスト エディターで編集できます。個々の型
枠サブツール コンポーネントには、それぞれ独自の構成ファイルがあります。

設定ファイルは、いずれかのシステム フォルダー、または現在のモデル フォルダ
ーにある Formwork tools というサブフォルダーに配置できます。

サンプルの設定ファイルは、...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments\common\system\CIP\Formwork フォルダー内

にあります。

通常、設定ファイルには、型枠の提供元や製品ファミリーに基づいて名前が付けら
れます。ファイルはいくつでもかまいません。ファイルは、特定のサフィックスで
識別されます。各ファイルは、コンポーネントのサブツールのいずれかを制御しま
す。ファイルの列数はそれぞれ異なります。

[型枠配置ツール - スラブ] を設定するには、次の設定ファイルを使用します。
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• 型枠スラブ パネル: xxxx.FormworkTools.SlabPanels.csv
• 梁: xxxx.FormworkTools.Girders.csv
• 型枠支柱の支柱部材: xxxx.FormworkTools.Props.csv
• 型枠支柱の支柱ベース: xxxx.FormworkTools.PropBases.csv
• 型枠支柱の支柱ヘッド: xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv
• 終端: xxxx.FormworkTools.StopEnds.csv
• 安全手摺: xxxx.FormworkTools.Railings.csv
列名は、コメント行ではない 初の行であるヘッダー行で指定されます。列見出し
を含むヘッダー行の前に、次の行を追加できます。

DISTANCE_UNIT=MM
上の設定を使用して距離の単位が定義されている場合は、指定された単位ですべて
の距離値を 10 進数値として指定できます。サポートされる単位は次のとおりで
す。MM, DN, CM, M, INCH, FEET.

スラブ パネル配置ツールの設定

.FormworkTools.SlabPanels.csv
各パネルに行を 1 つずつ追加します。列を次のように指定します。スラブ パネル
では、パネルが完全パネルの場合に配置される 1 つのカスタム パーツと、パネル
が完全パネルでない位置にフィラー部材を配置するための部材プロパティを指定
できます。

設定は、パネルのローカル座標系で行われます。パネルの原点は、パネルの上の中
心点に配置されます。
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行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意のパネル名。[型枠パネル] リスト
に表示されます。

PanelName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

これは、パネル設定で使用されるカスタ
ム パーツです。

PanelAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

PanelInputOrder カスタム パーツの開始ハンドルと終了
ハンドルの移動先を指定することで、カ
スタム パーツ パネルの方向を定義しま
す。

デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。
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行 定義

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

PanelPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

PanelPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

PanelRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

PanelRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。
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行 定義

PanelDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

PanelDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

PanelStartOffset PanelStartOffset および

PanelEndOffset は、カスタム パーツ

の実際の始点と終点のハンドルの位置
を変更します。

PanelStartOffset は、ローカル座標

系の汎用的な始点から実際の始点まで
のオフセットです。オフセットは、スペ
ースまたはコロンで区切られた x、y、お
よび z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で
区切ります。値を指定しない場合は、オ
フセット (0 0 0) が使用されます。

PanelEndOffset PanelEndOffset は、ローカル座標系

の汎用的な終点から実際の終点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

LengthProperty カスタム パーツの長さプロパティの名
前。長さが固定されている場合、これは
空白です。

LengthValue パネルの長さ。

長さの値は .csv ファイルから読み込

まれる点に注意してください。

WidthProperty カスタム パーツの幅プロパティの名前。
幅が固定されている場合、これは空白で
す。

WidthValue パネルの幅。

幅の値は .csv ファイルから読み込ま

れる点に注意してください。

ThicknessProperty カスタム パーツの厚さプロパティの名
前。厚さが固定されている場合、これは
空白です。
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行 定義

ThicknessValue パネルの厚さ。

厚さの値は .csv ファイルから読み込

まれる点に注意してください。

CrossGirderX 梁の値は、[支保工の追加] ダイアログ ボ
ックスで表示される梁のデフォルトの
間隔を制御します。.csv ファイル内の

値は、パネルの中心から取得されます。

CrossGirderX は、クロス梁のデフォ

ルトの x 位置を指定します。値は、括弧
() で区切り、スペースで区切る必要があ
ります。

MainGirderY MainGirderY は、メイン梁のデフォル

トの y 位置を指定します。値は、括弧 ()
で区切り、スペースで区切る必要があり
ます。

PartName 次の部材プロパティは、カスタム パーツ
がスラブ領域全体を塗りつぶすことが
できない場合に使用される、定義された
フィラー部材のプロパティを参照しま
す。

パネル部材の名前 (ポリゴン プレート)。
PartClass 部材のクラス。

PartFinish 部材の仕上げ。

PartMaterial 部材の材質。

PartThickness 部材の厚さ。

PartAssPrefix 製品マーク頭文字。

PartAssStartNo 製品マーク開始番号。

PartPartPrefix 部材マーク頭文字。

PartPartStartNo 部材開始番号。

梁ライン ツールの設定

.xxxx.FormworkTools.Girders.csv
梁の場合、モデルに配置されているカスタム パーツまたは梁を指定できます。

位置の設定は、梁のローカル座標系で指定されます。
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行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 梁名。[梁名] リストに表示されます。

この名前は一意にすることも、複数の梁
を同じ名前で指定することもできます。
1 つの梁名に 2 つ以上の仕様がある場
合、配置ツールによって可変長の梁を含
む線が作成されることがあります。

Type 梁のタイプ。タイプは、梁が表示される
リストを定義します。次のオプション
があります。CROSS、MAIN、ANY です。

Length 梁の長さ (x)。

長さの値は .csv ファイルから読み込

まれる点に注意してください。

Width 梁の幅 (y)。

値は .csv ファイルから読み込まれる

点に注意してください。

Depth 梁のデプス (z)。

デプスの値は .csv ファイルから読み

込まれる点に注意してください。
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行 定義

MinLength 長さが変化する場合、これは梁の 小長
です。

MaxLength 長さが変化する場合、これは梁の 大長
です。

MinOverlap 複数の梁が 1 つの梁ラインに配置され
ている場合、梁がオーバーラップするた
め、線の始点と終点が正確になります。
この MinOverlap 値は、 小の重なり

を制御します。

MaxOverlap 複数の梁が 1 つの梁ラインに配置され
ている場合、梁がオーバーラップするた
め、線の始点と終点が正確になります。
この MaxOverlap 値は、 大の重なり

を制御します。梁が重ならないように
するには、値として 0 を入力します。

InputPointLocation 梁の入力点のデプス位置。次のオプシ
ョンがあります。

• CrossGirderBottom (メイン梁用

のみ)

• SlabBottom
• SlabTop

GirderName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

これは、梁設定で使用されるカスタム パ
ーツです。

GirderAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

GirderInputOrder カスタム パーツの開始ハンドルと終了
ハンドルの移動先を指定することで、カ
スタム パーツ梁の方向を定義します。

デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。
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• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

GirderPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
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ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

GirderPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

GirderRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

GirderRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

GirderDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

GirderDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

GirderStartOffset GirderStartOffset および

GirderEndOffset は、カスタム パー

ツの実際の始点と終点のハンドル点の
位置を変更します。

GirderStartOffset は、ローカル座

標系の汎用的な始点から実際の始点ま
でのオフセットです。オフセットは、ス
ペースまたはコロンで区切られた x、y、
および z 値として指定し、括弧 (0 100 0)
で区切ります。値を指定しない場合は、
オフセット (0 0 0) が使用されます。

GirderEndOffset GirderEndOffset は、ローカル座標系

の汎用的な終点から実際の終点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

GirderLengthProperty カスタム パーツの長さプロパティの名
前。長さが固定されている場合、これは
空白です。
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GirderWidthProperty カスタム パーツの幅プロパティの名前。
幅が固定されている場合、これは空白で
す。

GirderDepthProperty カスタム パーツのデプス プロパティの
名前。幅が固定されている場合、これは
空白です。

BeamName 梁部材の名前 (梁)。
BeamProfile 梁のプロファイル。これが空の場合、梁

は作成されません。

BeamClass 梁部材のクラス。

BeamFinish 梁部材の仕上げ。

BeamMaterial 梁部材の材質。

BeamThickness 梁部材の厚さ。

BeamAssPrefix 製品マーク頭文字。

BeamAssStartNo 製品マーク開始番号。

BeamPartPrefix 部材マーク頭文字。

BeamPartStartNo 部材開始番号。

型枠支柱配置ツールの設定

xxxx.FormworkTools.Props.csv
支柱の場合、モデルに配置されたカスタム パーツを指定できます。また、型枠支
柱にはベース部材とヘッド部材が含まれていることがありますが、これらは個別の
ファイル (xxxx.FormworkTools.PropBases.csv および

xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv) で設定されます。

位置の設定は、支柱のローカル座標系で指定されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3079 コンクリートディテール



行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 支柱名。[支柱名] リストに表示されま
す。この名前は一意にすることも、複数
の支柱を同じ名前で指定することもで
きます。1 つの支柱名に 2 つ以上の仕様
がある場合、配置ツールは、型枠の有効
な高さに基づいて適切な支柱を選択で
きます。

MinHeight ベース支柱の下部からコンクリート ス
ラブ下部までの支柱の高さ。

長さが変化する場合、これは 小長で
す。高さが固定の支柱の場合、
MinHeight と MaxHeight は同じで

す。

MaxHeight 長さが変化する場合、これは 大長で
す。
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PropInputPoint カスタム パーツの 初の入力点の位置。
次のオプションがあります。

• BaseBottom
• BaseTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom

PropInputPoint2 カスタム パーツの 2 番目の入力点の位
置。

値 None を使用した場合、2 番目の入力

点は 初の入力点からのオフセット
PropEndOffset として計算されます。
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PropHeightProperty カスタム パーツの支柱の高さプロパテ
ィの名前。高さがパラメトリックでな
い場合は空です。

PropName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

これは、支柱設定で使用されるカスタム
パーツです。

PropAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

PropInputOrder カスタム パーツの開始ハンドルと終了
ハンドルの移動先を指定することで、カ
スタム パーツ支柱の方向を定義します。

デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。
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.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

PropPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

PropPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

PropRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

PropRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

PropDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

PropDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

PropStartOffset PropStartOffset および

PropEndOffset は、カスタム パーツ
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の実際の始点と終点のハンドル点の位
置を変更します。

PropStartOffset は、ローカル座標系

の汎用的な始点から実際の始点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

PropEndOffset PanelEndOffset は、ローカル座標系

の汎用的な終点から実際の終点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

PropEndOffset 値が指定されていな

い場合、または値 None が使用されてい

る場合は、PropEndOffset は指示点

(始点) から 2 番目の入力点までのオフ
セットです。

型枠支柱配置ツールのベース部材の設定

xxxx.FormworkTools.PropBases.csv
型枠支柱の場合、支柱の下端のモデルに配置される追加のカスタム パーツを指定
できます。

位置の設定は、支柱のローカル座標系で指定されます。

行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意の支柱ベース名。[ベース名] リス
トに表示されます。

PropInputPoint カスタム パーツの 初の入力点の位置。
次のオプションがあります。

• BaseBottom
• BaseTop
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• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom

PropOffset ベース部材が作成された場合の支柱の
自動オフセット (短縮)。

BaseName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

BaseAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

BaseInputPoint カスタム パーツの 初の入力点の位置。
次のオプションがあります。

• BaseBottom
• BaseTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom
カスタム パーツの 2 番目の入力点は、指
示点 (始点) からのオフセット
BaseEndOffset として計算されます。
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PropInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。
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• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

BasePlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

BasePlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。
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BaseRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

BaseRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

BaseDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

BaseDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

BaseStartOffset BaseStartOffset は、ローカル座標系

の汎用的な始点から実際の始点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

BaseEndOffset BaseEndOffset は、ローカル座標系の

指示点 (始点) に対するカスタム パーツ
の 2 番目の入力点の位置を指定します。
オフセットは、スペースまたはコロンで
区切られた x、y、および z 値として指定
し、括弧 (0 100 0) で区切ります。値を指
定しない場合は、オフセット (100 0 0) が
使用されます。

型枠支柱配置ツールのヘッド部材の設定

xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv
型枠支柱の場合、支柱の上端のモデルに配置される追加のカスタム パーツを指定
できます。

位置の設定は、支柱のローカル座標系で指定されます。

行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。
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Name 一意の支柱ヘッド名。[ヘッド名] リス
トに表示されます。

PropOffset ヘッド部材が作成された場合の支柱の
自動オフセット (短縮)。

AutoRotate 2 つの梁の重なりにヘッドがある場合、
ヘッド部材を自動的に 90 度回転させる
かどうかを制御します。

この値を YES に設定すると、ヘッドは

90 度回転されます。この設定は、ダイア
ログボックスで回転の特定の値が指定
されていない場合にのみ回転を制御し
ます。

HeadName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

HeadAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

HeadInputPoint カスタム パーツの 初の入力点の位置。
次のオプションがあります。

• HeadBottom
• HeadTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom
カスタム パーツの 2 番目の入力点は、指
示点 (始点) からのオフセット
HeadEndOffset として計算されます。
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HeadInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。
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• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

HeadPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

HeadPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。
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HeadRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

HeadRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

HeadDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

HeadDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

HeadStartOffset HeadStartOffset は、ローカル座標系

の汎用的な始点から実際の始点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

HeadEndOffset HeadEndOffset は、ローカル座標系の

指示点 (始点) に対するカスタム パーツ
の 2 番目の入力点の位置を指定します。
オフセットは、スペースまたはコロンで
区切られた x、y、および z 値として指定
され、括弧 (0 100 0) で区切られます。値
を指定しない場合は、オフセット (100 0
0) が使用されます。

終端配置ツールの終端カスタム パーツの設定

xxxx.FormworkTools.StopEnds.csv
終端の場合、2 つのカスタム パーツを指定できます (シートと角度)。通常、シート
は実際のフォーム部品であり、角度はシートを支持する間隔で配置されます。

位置の設定は、終端のローカル座標系で指定されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3092 コンクリートディテール



行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 一意の終端名。[終端名] リストに表示
されます。

MinLength 終端シート部材の 小長。

MaxLength 終端シート部材の 大長。

Width 角度を含む終端の全幅。

Depth 終端の全体デプス。

AngleSpacing 角度部材のデフォルト間隔。この値は、
間隔の値を指定しない場合に使用され
ます。

SheetName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

SheetAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3093 コンクリートディテール



行 定義

SheetInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3094 コンクリートディテール



行 定義

SheetPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

SheetPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

SheetRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

SheetRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

SheetDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

SheetDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

SheetStartOffset SheetStartOffset は、ローカル座標

系の汎用的な始点から実際の始点まで
のオフセットです。オフセットは、スペ
ースまたはコロンで区切られた x、y、お
よび z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で
区切ります。値を指定しない場合は、オ
フセット (0 0 0) が使用されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3095 コンクリートディテール



行 定義

SheetEndOffset SheetEndOffset は、ローカル座標系

の指示点 (始点) に対するカスタム パー
ツの 2 番目の入力点の位置を指定しま
す。オフセットは、スペースまたはコロ
ンで区切られた x、y、および z 値として
指定し、括弧 (0 100 0) で区切ります。値
を指定しない場合は、オフセット (100 0
0) が使用されます。

AngleName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

AngleInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3096 コンクリートディテール



行 定義

AnglePlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

AnglePlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

AngleRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

AngleRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

AngleDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

AngleDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

AngleStartOffset AngleStartOffset は、ローカル座標

系の汎用的な始点から実際の始点まで
のオフセットです。オフセットは、スペ
ースまたはコロンで区切られた x、y、お
よび z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で
区切ります。値を指定しない場合は、オ
フセット (0 0 0) が使用されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3097 コンクリートディテール



行 定義

AngleEndOffset このオフセット は、ローカル座標系の指
示点 (始点) に対する (カスタム パーツ)
の 2 番目の入力点の位置を指定します。
オフセットは、スペースまたはコロンで
区切られた x、y、および z 値として指定
され、括弧 (0 100 0) で区切られます。値
を指定しない場合は、オフセット (100 0
0) が使用されます。

AngleEndOffset は、ローカル座標系

の指示点 (始点) に対するカスタム パー
ツの 2 番目の入力点の位置を指定しま
す。オフセットは、スペースまたはコロ
ンで区切られた x、y、および z 値として
指定し、括弧 (0 100 0) で区切ります。値
を指定しない場合は、オフセット (100 0
0) が使用されます。

手摺配置ツールの手摺カスタム パーツの設定

xxxx.FormworkTools.Railings.csv
手摺の場合、4 つのカスタム パーツを指定できます。ポストと沓の部材は、定義さ
れた開始距離と間隔で、入力線に沿って配置されます。トウ ボードと 1 つ以上の
ガード レール部材が 2 つのコンポーネントの間に配置されます。部材またはガー
ド レール部材が、ポスト間隔と比較して十分に長い場合、3 つ以上のポストにまた
がることができます。

位置の設定は、手摺のローカル座標系で指定されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3098 コンクリートディテール



行 定義

Supplier 提供元名。通常はすべての行で共通で
す。

名前は、[型枠の提供元] リストに表示さ
れます。

Family ファミリー名。[製品ファミリー] リス
トに表示されます。

Name 手摺タイプ名。[手摺名] リストに表示
されます。

トウ ボードやガード レールの長さが異
なる複数の代替手摺がある場合は、同じ
名前の複数の手摺を指定できます。

トウ ボードやガード レールの代替長さ
がある場合、配置ツールにより、ポスト
間隔に基づいて部材が自動的に選択さ
れます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3099 コンクリートディテール



行 定義

MasterInput 手摺を配置するときの指示点 (始点) の
位置。次のオプションがあります。

• PanelTop: 初の入力は、スラブ パ
ネル コンポーネントであり、パネル
の上で手摺がフィッティングされま
す。

• SlabTop: 初の入力は、スラブまた

は現場打ちコンクリートの上面で
す。

• SlabEdge: 初の入力は、スラブま

たは現場打ちコンクリートの上面で
あり、手摺の位置は も近い縁端で
す。

• WallSide: 初の入力は、壁側面で

す。手摺は壁側面でフィッティング
されます。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 PanelTop が使用

されることに注意してください。

MainOffset すべての部材 (ポスト、沓など) の共通オ
フセット。オフセットは、手摺のローカ
ル座標系で指定されたコンポーネント
x、y、z を使用したベクトルです。

PostSpacing 間隔が指定されていない場合のポスト
のデフォルト間隔。

PostSpacing ポストの高さ。

ToeBoardOverlap トウ ボードの 小重なりの長さ。

ToeBoardOverlapOffset 重なり合っているトウ ボードのオフセ
ット (x、y、z)。

GuardOverlap ガード レールの 小重なりの長さ。

GuardOverlapOffset 重なり合っている場合のガード レール
のオフセット (x、y、z)。

GuardPositions 手摺には、ガード レールの 1 つ以上の行
を含めることができます。この設定で
は、入力線から測定されたガード レール
部材の高さ (z) 位置を指定します。複数
の値を指定する場合は、スペースまたは
コロンで区切り、括弧で囲む必要があり
ます (450 650 850)。

PostName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3100 コンクリートディテール



行 定義

PostAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

PostPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

PostPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

PostRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

PostRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

PostDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

PostDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

PostStartOffset PostStartOffset は、ローカル座標系

の汎用的な始点から実際の始点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

PostEndOffset PostEndOffset は、ローカル座標系の

指示点 (始点) に対するカスタム パーツ
の 2 番目の入力点の位置を指定します。
オフセットは、スペースまたはコロンで
区切られた x、y、および z 値として指定
し、括弧 (0 100 0) で区切ります。値を指
定しない場合は、オフセット (100 0 0) が
使用されます。

ShoeName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3101 コンクリートディテール



行 定義

ShoeAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

ShoePlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

ShoePlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

ShoeRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

ShoeRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

ShoeDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

ShoeDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

ShoeStartOffset ShoeStartOffset は、ローカル座標系

の汎用的な始点から実際の始点までの
オフセットです。オフセットは、スペー
スまたはコロンで区切られた x、y、およ
び z 値として指定し、括弧 (0 100 0) で区
切ります。値を指定しない場合は、オフ
セット (0 0 0) が使用されます。

ShoeEndOffset ShoeEndOffset は、ローカル座標系の

指示点 (始点) に対するカスタム パーツ
の 2 番目の入力点の位置を指定します。
オフセットは、スペースまたはコロンで
区切られた x、y、および z 値として指定
し、括弧 (0 100 0) で区切ります。値を指
定しない場合は、オフセット (100 0 0) が
使用されます。

ToeBoardName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3102 コンクリートディテール



行 定義

ToeBoardAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

ToeBoardLength トウ ボード部材の有効な長さ。

ToeBoardInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3103 コンクリートディテール



行 定義

ToeBoardPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

ToeBoardPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

ToeBoardRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

ToeBoardRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

ToeBoardDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

ToeBoardDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。

ToeBoardStartOffset ToeBoardStartOffset は、ローカル

座標系の汎用的な始点から実際の始点
までのオフセットです。オフセットは、
スペースまたはコロンで区切られた x、
y、および z 値として指定し、括弧 (0 100
0) で区切ります。値を指定しない場合
は、オフセット (0 0 0) が使用されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3104 コンクリートディテール



行 定義

ToeBoardEndOffset ToeBoardEndOffset は、ローカル座

標系の指示点 (始点) に対するカスタム
パーツの 2 番目の入力点の位置を指定
します。オフセットは、スペースまたは
コロンで区切られた x、y、および z 値と
して指定し、括弧 (0 100 0) で区切りま
す。値を指定しない場合は、オフセット
(100 0 0) が使用されます。

GuardRailName モデルに挿入されるカスタム パーツの
名前。

GuardRailAttributes モデルにカスタム パーツが挿入される
ときに使用される、コンポーネント ダイ
アログ ボックスに保存されたプロパテ
ィ ファイル。

GuardRailLength ガード レール部材の有効な長さ。

GuardRailInputOrder デフォルトの汎用的な始点と終点を基
準として、入力点の 終位置を設定しま
す。

汎用的な始点と終点は、設定に基づいて
ローカル z 方向に配置されます。

有効な値は以下のとおりです。

• StartEnd:他の値が指定されていな

い場合は、デフォルトです。

• EndStart:デフォルトの始点/終点

が元に戻されます。

• CenterStart: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は始
点になります。

• CenterEnd: 初の入力点は始点/終
点の中心にあり、2 番目の点は終点
になります。

• CenterLeft: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は左
の点になります。

• CenterRight: 初の入力点は始点/
終点の中心にあり、2 番目の点は右
の点になります。

• CenterUp:指示点 (始点) は始点/終
点の中心であり、2 番目の点は中心
点から上にあります。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3105 コンクリートディテール



行 定義

• CenterDown:指示点 (始点) は始点/
終点の中心であり、2 番目の点は中
心点から下にあります。

.csv ファイルに値が含まれていない場

合は、デフォルト値 StartEnd が使用

されることに注意してください。

GuardRailPlanePosition カスタム パーツの始点と終点を基準と
したカスタム パーツの位置、オフセッ
ト、および回転を定義するには、次の位
置値を使用します。

[平面上の位置] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

オプションは、[中間]、[左]、[右] です。

GuardRailPlaneOffset 作業面上のオフセット。デフォルト値
は 0 です。

GuardRailRotation [回転] を使用して、平面ビューにカスタ
ム パーツを挿入します。

オプションは、[正面]、[上]、[背面]、[下]
です。

GuardRailRotationOffset 回転角度 (度単位)。デフォルト値は 0
です。

GuardRailDepthPosition [位置 (デプス)] を使用して、平面ビュー
にカスタム パーツを挿入します。

[中]、[正]、[背] のいずれかのオプション
を選択できます。

GuardRailDepthOffset オフセット (デプス)。デフォルト値は 0
です。
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行 定義

GuardRailStartOffset GuardRailStartOffset は、ローカル

座標系の汎用的な始点から実際の始点
までのオフセットです。オフセットは、
スペースまたはコロンで区切られた x、
y、および z 値として指定し、括弧 (0 100
0) で区切ります。値を指定しない場合
は、オフセット (0 0 0) が使用されます。

GuardRailEndOffset GuardRailEndOffset は、ローカル座

標系の指示点 (始点) に対するカスタム
パーツの 2 番目の入力点の位置を指定
します。オフセットは、スペースまたは
コロンで区切られた x、y、および z 値と
して指定し、括弧 (0 100 0) で区切りま
す。値を指定しない場合は、オフセット
(100 0 0) が使用されます。

開口部

ここでは、コンクリート開口部で使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• 開口部作成 (32) (3107 ページ)

• ポリゴン開口部作成（33） (3109 ページ)

開口部作成 (32)
[開口部作成 (32)] はオブジェクトに孔を作成するか、または孔によってオブジェク
ト全体がカットされる場合はオブジェクトを 2 つに分割します。このコンポーネ
ントは、溶接後のプロファイル、スラブ、コンポーネントで作成されたパネルなど
で使用します。

作成されるオブジェクト

• カット
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適用

状況 説明

点をピックすると、孔が作成されます。

選択順序

1. カットするコンポーネントによって作成される部材またはオブジェクトを選
択します。

2. マウスの中ボタンをクリックします。

3. 生成される孔を基準にした位置をピックします。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、孔のプロパティを制御します。

オプション 説明

孔の寸法とピックした点の位置を定義
します。

選択した [部材カット] オプションは、こ
れらの寸法のうちどれを使用できるか
に影響します。

孔を回転させるには、回転角度を定義し
ます。
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オプション 説明

切込みの深さを定義します。

部材ｶｯﾄ 孔タイプを選択します。

次のオプションがあります。

• [長方形] は、幅と高さを使用して長
方形の孔を作成します。

• [円] は、高さを直径として使用して
丸孔を作成します。

• [プロファイル] は、選択したプロフ
ァイルを使用してカットを作成しま
す。

プロファイル 孔タイプとして [プロファイル] を選択
した場合は、[プロファイル カタログ] か
ら適切なプロファイルを選択します。

座標系 座標系を選択します。

次のオプションがあります。

• [グローバル XY] は、全体座標系に
従って孔を作成します。

• [ローカル] は、作業平面に従って孔
を作成します。

部材に勾配を付けたり、斜めに接続
したりする場合は、自動的に [ローカ
ル] オプションが使用されます。

カット部材名 カット部材の名前を定義します。

回転した XY 平面でカットを 90 度回転させるか
どうかを選択します。

ポリゴン開口部作成（33）
[ポリゴン開口部作成 (33)] は、オブジェクトに多角形の開口部を作成します。この
コンポーネントは、溶接後のプロファイル、スラブ、コンポーネントで作成された
パネルなどで使用します。

作成されるオブジェクト

• カット
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適用

状況 説明

コンクリート スラブの多角形の
開口部。5 つの点をピックして
作成されています。

選択順序

多角形の開口部を作成するには、次のようにします。

1. カットする部材またはオブジェクト (コンポーネント) を選択します。

ヒン
ト

このコンポーネントを使用して、[スラブ作成-床指定 (66)] などの他
のコンポーネントをカットできます。

2. マウスの中ボタンをクリックして選択を完了します。

3. 多角形の開口部の角となる点をピックします。

4. マウスの中ボタンをクリックしてピックを終了します。

[パラメータ] タブ

作成されたカットを制御するには、[パラメータ] タブを使用します。

フィールド 説明

断面図デプス

床

ここでは、コンクリート床で使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• 自動シーム認識 (30) (3111 ページ)

• シームアプリケーター (3112 ページ)

• スラブ作成-床指定 (66) (3114 ページ)

• 傾斜の付いたスラブ排水路 (3122 ページ)

• 中空版開口ツール (3126 ページ)
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• 中空版吊りループ (3130 ページ)

• フロア レイアウト (3133 ページ) (床のモデリングに推奨)

• 床ツール (3162 ページ)

自動シーム認識 (30)
[自動シーム認識 (30)] は、スラブや壁部材などの平行な部材の間に、事前に定義し
たカスタム シームを追加する場合に使用します。このツールは、曲げねじりが加
えられた床にシームを追加する場合に便利です。

使用方法

状況 詳細

事前定義されたカスタム シームを使用
して部材を接続する場合に使用します。

実行前の準備

コンクリート スラブや壁などの平行な部材を作成します。

カスタム シームを作成します。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。マウスの中ボタンをクリックして、部材間にシームを作
成します。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、シーム プロパティを定義します。

プロパティ 説明

シーム名 [コンポーネントの選択] ダイアログ ボ
ックスで、シームの名前を入力するか、
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プロパティ 説明

参照ボタン ([...]) を使用してシームを指
定します。

シームプロパティファイル 名前を入力するか、参照ボタン ([...]) を
使用して、シーム プロパティ ファイル
の名前を検索します (オプション)。

シーム方向 方向を変更する場合に選択します。

シーム部材入力順番 選択すると、メイン部材と副部材が反転
されます。[シーム上方向] を変更する
必要がある場合もあります。

シーム上方向 シームの方向を定義します。

シーム点の再計算対象 すべての部材またはねじり部材のみの
シーム点を再計算する場合に使用しま
す。

• 全部材: デッキや床の全体または一
部に曲げねじりが加えられている場
合に使用します。このオプション
は、スラブに曲げねじりが加えられ
ているかどうかに関係なく、すべて
のシーム点を同様に作成します。

• ねじり部材: 曲げねじりが使用され
ていない壁パネルやその他の状況で
使用します。また、[全部材] オプシ
ョンで期待どおりの結果が得られな
い場合にも使用します。

再計算した点の位置 再計算されるシーム点の位置を制御し
ます。リスト ボックスのオプションは、
次の図の円と同じです。

シームアプリケーター
[シームアプリケーター] は、2 つのダブル T スラブ間、またはダブル T スラブと壁
または緊張材の間にシームを作成します。ダブル T は、曲げねじりやキャンバーで
変形することもできます。[シームアプリケーター] を使用できるようにするには、
カスタム シームが必要です。カスタム シームは、モデル内で作成、またはモデル
にインポートできます。
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作成されるオブジェクト

• シーム

適用

状況 説明

シームを使用した 2 つのダブル T スラブ

シームを使用したダブル T スラブと壁

実際の作業を始める前に

カスタム シームを作成します。

注 カスタムコンポーネントウイザードでカスタム シームを定義するときは、[詳
細設定] タブの [部材間に複数のコンポーネントを許可する] チェックボック
スがオンになっていることを確認します。

選択順序

1. メイン部材を選択します。

2. 副部材を選択します。

副部材を選択すると、シームが自動的に作成されます。

部材の 1 つはダブル T スラブを選択する必要があり、もう一方は、ダブル T
スラブ、壁、緊張材のいずれかを選択できます。
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注 何らかの理由により、選択した部材間でシームを作成できない場合、代わ
りにダミーの梁が作成されます。この梁は、シームの作成が失敗したこと
を表します。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、シームのプロパティを制御します。

オプション 説明

シーム名 部材を接続するカスタム シームを [アプリケ
ーションとコンポーネント] カタログから選
択して定義します。

シームプロパティファイル カスタム シームのプロパティ ファイルを選
択します。

シーム方向 メイン部材と副部材を基準にしたシームの方
向。

シーム上方向 シームの回転。

オフセット 始点 ダブル T スラブ端部の始点からのシーム始点
のオフセット。

オフセット 終点 ダブル T スラブ端部の終点からのシーム終点
のオフセット。

コピー数 シームの数。

初のシームまでの距離 ダブル T スラブ端部と 初のシーム始点間の
距離。

間隔 シーム間の間隔。

等間隔でコピー (間隔の値は無視
する)

シームを等間隔で作成するかどうかを定義し
ます。

[はい] を選択すると、[間隔] フィールドの値
は無視されます。

スラブ作成-床指定 (66)
[スラブ作成-床指定] は、2 つのメイン フレーム間など、定義した 2 本の支持線の
間にコンクリート スラブの範囲を作成します。支持線はポリラインまたは傾斜に
することができます。

作成される部材

コンクリート スラブ。
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使用場所

状況 詳細

2 本の支持線の間に作成
されたスラブ範囲。

実行前の準備

2 つ以上の点を持つ 2 本の支持線を作成します。

指示順番

1. 点をピックして 初の支持線を定義します。終了するには、 後にピックした
点以外の場所でマウスの中ボタンをクリックします。

2. 点をピックして 2 番目の支持線を定義します。終了するには、 後にピックし
た点以外の場所でマウスの中ボタンをクリックします。

3. スラブの原点を示す点をピックします。

4. スラブの方向を示す点をピックします。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、スラブの位置を定義します。

プロパティ 説明

スラブの作成時にピックされた原線を基
準としたスラブの位置。

オプションは、[プロファイルの中心] (デ
フォルト) または [シームの中心] です。
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プロパティ 説明

スラブ間隔を選択し、適切な寸法を入力し
ます。オプションは、[シーム] (デフォル
ト) または [中心間の距離] です。

[シーム] オプションを選択した場合、下部
の寸法が有効になります。[中心間の距
離] オプションを選択すると、上部の寸法
が有効になります。

支持線 1 と 2 からのスラブのオフセット。

スラブの垂直位置。

オプションは、[上] (デフォルト)、[中央]、
または [下] です。

オプションのオフセット値を入力します。

投影基準 傾斜の付いた床部分でスラブの間隔を設
定する方法を定義します。

投影基準

[投影タイプ] フィールドを使用して、傾斜が付いた床部分でスラブの間隔またはシ
ームを処理する方法を定義します。オプションは、[グローバル] (デフォルト)、[支
持線 1]、[支持線 2]、または [両支持線] です。

• [グローバル]: スラブの中心が一定に保たれ、シームの間隔が調整されます。
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• [支持線 1]: 支持線 1 のシームの間隔は調整されません (以下では、効果が強調さ
れています)。

• [支持線 2]: 支持線 2 のシームの間隔は調整されません (以下では、効果が強調さ
れています)。

• [両支持線]: シームの間隔は、2 本の支持線間の平面の中間位置で計算されます。

この線に沿って、中心間の距離とシーム幅がダイアログ ボ
ックスに入力したとおりになります。

支持線２

支持線 1 と支持線 2 の間の平面

支持線１
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[プロファイル] タブ

[プロファイル] タブを使用して、スラブ プロファイルのプロパティを定義します。

インデックス リスト

[インデックス リスト] を使用して、さまざまなプロファイル、シーム幅、および
特定のスラブやシームの各種カット オプションを指定します。

値を個別にまたはリストで入力します。

スラブの例

原点がスラブの中心である場合:

原点がシームの中心である場合:

シームの例

原点がスラブの中心である場合:

原点がシームの中心である場合:
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調整タイプ

[調整タイプ] を使用して、選択したスラブの調整タイプを定義します。次のオプシ
ョンがあります。

• [デフォルト] - デフォルトのスラブ プロファイルを使用します。

• [プロファイル] - 特定のスラブ プロファイルを使用します。

• [カット-左端] - プロファイルの左側をカットします。プロファイルが定義され
ていない場合は、デフォルトのスラブ プロファイルが使用されます。

• [カット-右端] - プロファイルの右側をカットします。プロファイルが定義され
ていない場合は、デフォルトのスラブ プロファイルが使用されます。

• [カット-両端] - プロファイルの両側をカットします。プロファイルが定義され
ていない場合は、デフォルトのスラブ プロファイルが使用されます。

• [シーム幅] - シーム幅を調整します。

プロファイル/シーム幅

選択した調整タイプ オプションに応じて、以下を定義します。

• デフォルトのスラブ プロファイルの幅。

• 指定したプロファイルの幅。

• シーム幅。

例

以下の例は、[スラブ作成 - 床指定 (66)] コンポーネントの使用方法を示していま
す。

例 1:
1. 2 点 (1、2) をピックして、支持線 1 を定義します。
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2. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

3. 2 点をピックして、支持線 2 を定義します。

4. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

5. スラブの原点を示す点をピックします。

6. スラブの方向を示す点をピックします。

Tekla Structures によって、床部分が作成されます。
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例 2:
1. 2 点をピックして、支持線 1 を定義します。

2. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

3. 4 点をピックして、支持線 2 を定義します。

4. 終了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

5. スラブの原点を示す点をピックします。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3121 コンクリートディテール



6. スラブの方向を示す点をピックします。

Tekla Structures によって、床部分が作成されます。

傾斜の付いたスラブ排水路
[傾斜の付いたスラブ排水路] は、コンクリート スラブの表層コンクリートと排水
口を作成します。

作成されるオブジェクト

• 排水口
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適用

状況 説明

谷木 (1) と隅棟 (2) 付きの排水口が作成
されます。

制限事項

スラブの表層コンクリートはスラブの角処理に適応しません。スラブの角処理と
おける表層コンクリートの角処理を個別に定義する必要があります。

実際の作業を始める前に

スラブを作成または分割して、各スラブに 1 つの排水点があるようにします。

選択順序

1. メイン部材 (スラブ) を選択します。

2. 点をピックして排水口を作成します。

点をピックすると排水口が自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 排水口

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、排水口のタイプ、寸法、プロパティを制御します。

排水口のタイプ

オプション 説明

排水口は作成されません。

長方形の排水口が作成されます。

丸型の排水口が作成されます。
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排水口の寸法

オプション 説明

長方形の排水口の側面寸法を定義しま
す。

丸型の排水口の径を定義します。

排水口のプロパティ

オプション 説明

スラブ傾斜の定義 傾斜 (S) または傾斜の割合 (S%) と表層
コンクリートの厚さ (d1、d2) の組み合わ
せで、スラブの傾斜方法を選択します。

それに応じて [斜面]、[d1]、[d2] オプシ
ョンを利用できます。

勾配 表層コンクリートの傾斜。たとえば、
0.01 (S) または 2 (S%)。

d1 排水点または排水口における表層コン
クリートの厚さ。

d2 スラブの端部または隅棟における表層
コンクリートの厚さ。

キャストユニットの作成 キャスト ユニットの作成方法を選択し
ます。

• はい

表層コンクリートは、スラブのキャ
スト ユニットの一部です。

• いいえ

表層コンクリートの各部材はキャス
ト ユニットを形成します。
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オプション 説明

• 表層コンクリート

表層コンクリートは独立したキャス
ト ユニットです。

材質 材質カタログから表層コンクリートの
材質を選択して定義します。

Type 谷木または隅棟のどちらを作成するか
を選択します。[隅棟] を選択した場合、
スラブの角のみをピックできます。

中空版開口ツール
[中空版開口ツール] は、中空スラブに開口部と切込みを作成します。[中空版開口
ツール] で操作するのは、単一の中空スラブ、または [スラブ作成-床指定 (66)] モデ
リング ツールで作成した床です。

作成されるオブジェクト

• 開口部と切込み

適用

状況 説明

小さい開口部と大きい開口部を持つ中空スラブ

制限事項

[中空開口ツール] は、指定された値とスラブ プロファイルのデータに基づいて開
口部の位置を計算します。必要に応じて、XML 形式の外部設定ファイルを使用し
て、開口部のさまざまなルールとスラブ プロファイルのデータを提供できます。

小さい開口部と大きい開口部を定義できます。小さい開口部は中空の中央部に配
置されるため、ウェブは壊れません。大きい開口部ではウェブが壊れます。

実際の作業を始める前に

中空スラブを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (スラブ) を選択します。
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2. 開口部の位置をピックします。

中空版開口ツールのプロパティ

[中空版開口ツールのプロパティ] を使用して、開口部と切込みのプロパティを制御
します。

オプション 説明

開口部と切込みの形状を選択します。

• 四角形 - スラブの中央

• 円形 - スラブの中央

• スラブの一方の端部

• スラブの両端部

孔の位置 スラブの一方または両方の端部に開口部または
切込みを追加するように選択した場合、カットさ
れた中空の位置を入力します。

位置は部材の始点で左から右にナンバリングさ
れます。部材は、上から始点から終点の方向に見
たものです。開口部と切込みが、部材の端部に同
じ隙間で作成されます。
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オプション 説明

サイズ 開口部の縦と横方向のサイズまたは丸い開口部
の直径を定義します。

開口部の幅により、開口部の大きさが定義されま
す。

開口タイプ 開口部のタイプを選択します。

1 点で正確に配置する 開口部を、ピックした位置に正確に作成するかど
うかを選択します。

ゾーンの中央に移動 開口部の中心を、中心に配置する方法を選択しま
す。

• [中空]:

開口部を中空の中心に配置します。

• [ウェブ]:

開口部をウェブの中心に配置します。

鋼管のカット（全幅） 開口部を中空の 小幅に基づいてカットするか、
または中空の数に基づいてカットするかを選択
します。

このオプションを使用するには、[ゾーンの中央に
移動] オプションで開口部を [中空] の中心に配置
してください。

ルールファイル(XML) 開口部とスラブ プロファイルを定義した外部
XML ファイルを選択します。

カット部材名 カット部材の名前を定義します。

切込みの深さを定義します。
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オプション 説明

開口部の配置を定義します。

開口部の厚い側の部分を削除するかどうかを選
択します。

設定ファイルの例

外部 .xml ファイルを使用して、開口部とスラブ プロファイルを定義します。

例

Zones.xml ファイルの例は、..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\system にあります。
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中空版吊りループ
[中空版吊りループ] は、中空スラブのリフターを作成します。[中空版吊りループ]
で操作するのは、単一の中空スラブ、または [スラブ作成-床指定 (66)] モデリング
ツールで作成した床です。

作成されるオブジェクト

• リフター

適用

状況 説明

切込み、中空フィラー、および吊り装置
のある中空スラブ。

制限事項

吊り装置も必要です。吊り装置は、カスタム パーツとして作成したり、モデルに
インポートしたりできます。また、XML 形式の外部設定ファイルを使用して、切
込み、吊り装置、およびスラブのプロパティを定義できます。
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実際の作業を始める前に

中空スラブと吊り装置を作成します。

選択順序

1. メイン部材 (スラブ) を選択します。

切込みと中空フィラーが作成されます。

[基本設定] タブ

[基本設定] タブを使用して、リフターおよび中空フィラーのプロパティを制御しま
す。

設定ファイル

オプション 説明

設定ファイル へこみ、吊り装置、チャンネル、およびグラウト プロファ
イルと、スラブ プロファイルのプロパティを定義した外部
XML ファイルを選択します。

置き換える [基本設定] タブと [リフターの設定] タブの値が、外部 XML
ファイルに定義されたプロパティを上書きするかどうかを
定義します。

寸法

オプシ
ョン

説明

1 リフターの挿入点からスラブ端部までの 小距離を定義します。

2 リフターの挿入点からスラブ端部までの 大距離を定義します。

3 リフターの挿入点から開口部の端部までの 小距離を定義します。
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オプシ
ョン

説明

4 2 つのリフター挿入点間の 小距離を定義します。

5 中空フィラーの長さを定義します。

6 切込みのプロファイルを定義します。

7 切込みの深さを定義します。

チャンネル番号

チャンネル番号を選択します。

オプション 説明

初のチャンネルで

デフォルト

2 番目のチャンネルで

すべてのチャンネルで

中空フィラー

オプション 説明

自動塗りつぶしプロフ
ァイルの使用

自動中空フィラーのプロファイルを使用するかどうかを
定義します。

プロファイル 中空フィラーのプロファイルを定義します。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 リフターの名前を定義します。

名前は図面およびレポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使用して、リフターをグループ化します。

たとえば、リフターをクラス別に異なる色で表示すること
ができます。

[リフターの設定] タブ

[リフターの設定] タブを使用して、吊り装置のプロパティを制御します。
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直接変更を使用して、個々のリフターを X 方向と Y 方向に移動します。

コンテキスト ツールバーからリフター タイプを変更します。

プロパティ (&P)

オプション 説明

リフターコンポーネ
ント

実際の吊り装置を示すカスタム パーツを定義します。

保存されているプロ
パティ

吊り装置のカスタム パーツに使用する保存済みプロパテ
ィを選択します。

リフター - 大荷重 吊り装置の 大荷重を定義します。

回転 吊り装置のカスタム パーツの軸を中心とするその部材の
回転を選択します。

角度 吊り装置のカスタム パーツの回転角度を定義します。

上方向 ローカル座標系を基準にした吊り装置の上方向を選択し
ます。

オフセット 対応する方向について、ローカル座標系を基準にした吊り
装置のオフセットを定義します。

設定ファイルの例

外部 XML ファイルを使用して、吊り装置、リフター、およびスラブ プロパティを
定義します。

例

フロア レイアウト
[フロア レイアウト] では、プレキャスト フィリグリー、ダブル T、中空およびソ
リッド スラブから成る床を作成します。床には、プレキャスト スラブ、断熱材、
現場打ち表層コンクリートなど、複数のレイヤーが含まれる場合があります。[床
レイアウト] は、スラブを多数の部分に分割する 1 つ以上の開口部がある四角形で

コンクリート コンポーネント リファレンス 3133 コンクリートディテール



はない床や、床領域全体でスラブの幅が一定ではない場合に も役立ちます。床は
直接変更を使用して変更できます。

作成されるオブジェクト

• スラブ

• 断熱

• 現場打ち表層コンクリート

使用方法

状況 説明

下部の中空スラブ、中間レイヤーの断熱
材、現場打ち表層コンクリートなど、複
数のレイヤーを含む床構造を作成しま
す。

選択順序

1. [コンクリート] タブで スラブ --> フロア レイアウト をクリックします。

2. 床の角をピックします。

基準線の点をピックすることも、支持部材の参照点をピックすることもできま
す。後でオフセットを変更できます。

デフォルトのスラブ方向は、第一点 (P1) から第二点 (P2) の方向です。スラブ
方向は、必要に応じて後で変更できます。
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3. マウスの中ボタンをクリックして床を作成します。

[レイヤー] タブ

レイヤー タイプ、プロファイル、レイヤーの作成方法を制御するには、[レイヤー]
タブを使用します。
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レイヤー リスト

レイヤー 説明

レイヤー リストには、床の現在のレイヤーが表示されます。
リストの 初のレイヤーが上端のレイヤー、 後のレイヤー
が下端のレイヤーです。左の例の図では、FILIGREE レイヤ

ーが上端のレイヤー、CIP レイヤーが下端のレイヤーです。

各ボタンを使用して次の操作を実行します。

•

新しいレイヤーを追加するには、  をクリックしま
す。

•

選択したレイヤーを削除するには、  をクリックしま
す。

• 選択したレイヤーをリスト内で上または下へ移動してレ

イヤーの順序を変更するには、  をクリックし
ます。

レイヤー プロパティ

レイヤー プロパティを定義するには、レイヤー リストでレイヤーを選択します。

オプション 説明

レイヤー名 レイヤーの名前を入力します。これは、レイヤー リストに表
示されるレイヤー名です。オフセットを変更するときに、直

接変更ツールバーにもこの名前が表示されます ( )。

この名前はモデルには表示されないので、適切な名前を入力
できます。

レイヤー タイプ レイヤー タイプを選択します。[プレキャスト] レイヤーが
主レイヤーであり、断熱材はプレキャスト ユニットに追加さ
れます。[現場打ち] レイヤーに作成された部材は、他のキャ
スト ユニットには追加されません。

作成するレイヤー
の種類

レイヤー部材の作成方法 (梁部材、カスタム部材、または単
品) を選択します。

レイヤー コンポー
ネント

コンポーネント属
性

レイヤー部材をカスタム部材として作成する場合は、コンポ
ーネントとコンポーネント属性を選択できます。
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オプション 説明

レイヤーの厚さま
たはプロファイル

レイヤー部材を梁部材または単品として作成する場合は、レ
イヤー部材のプロファイルまたは厚さを選択できます。

パラメトリック プロファイルでは、プロファイルの幅をテキ
スト [W] に置き換えることができます。この場合、梁はカッ

トされませんが、スラブの幅に基づいたプロファイル名を設
定することで目的の幅になります。

たとえば、プロファイル名を BL80*[W] に設定します。

回転 レイヤー部材の回転を選択します。

部材名

クラス

材質

現場打ちコンクリ
ート部材フェーズ

部材マーク頭文字、
開始番号

キャスト ユニット
頭マーク、開始番号

レイヤー部材の名前、クラス、材質、部材マーク頭文字、開
始番号を指定します。CIP レイヤーの現場打ちコンクリート
部材フェーズを指定します。

[一般] タブ

レイヤーのデフォルトの部材幅、ギャップ幅、デプス位置、およびスラブを並べる
方向を制御するには、[一般] タブを使用します。

[デフォルトの部材幅] ドロップダウン リストからスラブと部材の幅または数を指
定してスラブと部材を作成する場合に選択します。次のオプションがあります。

オプション 説明

デフォルトの部材幅 主レイヤーのスラブのデフォルト幅を
入力します。

スラブ部材プロパティで個々のスラブ
の幅を指定した場合、[デフォルトの部
材幅] の値は使用されません。

大部材幅 大部材幅を入力します。

部材数 作成する部材の数を入力します。

オプション 説明

デフォルトのギャッ
プ幅

主レイヤーのデフォルトのシーム ギャップ幅を入力しま
す。

個々のギャップの幅を指定した場合、[デフォルトのギャッ
プ幅] の値は使用されません。
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オプション 説明

すべて同じ隙間 初と 後の端部のギャップ幅を設定します。

[すべて同じ隙間] では、デフォルトのギャップ幅の半分のギ
ャップが作成されます。

[ 初と 後に隙間がありません] では隙間が作成されませ
ん。

デプス位置 入力点の平面を基準としてレイヤーを配置する方法を選択
します。

上方向のライン スラブの方向を選択します。デフォルトでは、 後のスラ
ブの幅が他のスラブの幅とは異なる場合があります。

[詳細設定] タブ

小角度およびスラブの幅と長さを制御するには、[詳細設定] タブを使用します。
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オプション 説明

端部 小角度

小開始角度

スラブ端部をモデリングする方法を制御します。

床縁端の角度が 小角度より小さい場合は、リストから適切
なオプションを選択してスラブ端部を直線にすることがで
きます。

スラブの 小幅。 小幅よりも狭いスラブは作成されませ
ん。

スラブの 小長。 小長より短いスラブは作成されません。

スラブの 大長。 大長より短いスラブは作成されません。

スラブに大きな開口部がある場合に、スラブのいずれかの辺
にある 1 つの頸部に必要な 小幅。

開口部の辺にあるいずれかの頸部が指定した頸部幅よりも
小さい場合、頸部は完全に切り落とされます。さらに、頸部
の合計幅は、 小のスラブ中心領域頸部幅より大きい必要が
あります。そうでない場合、スラブは 2 つの別々のスラブに
分割されます (実際の開口部の幅がスラブの幅と同じになり
ます)。
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オプション 説明

先端にある段鼻の 小幅と 小長さ。

スラブの先端の両側に段鼻がある場合、これらの段鼻は個別
にチェックされ、1 つの段鼻の幅が、指定された必要な 小
段鼻幅より小さいと、その段鼻は切り落とされます。

開口部を許容幅別
に整列

[はい] を選択し、開口部/カットされた長手方向の縁端を、
許可された幅のゾーンに合わせて再調整します。

デフォルト値は [いいえ] です。

切り取り部を作成 ノッチまたは開口部の切り取り部を作成する場合に選択し
ます。

[切り取り部を作成] を選択しても、スラブが分割されるかど
うかに影響はありません。

切り抜く部材のク
ラスまたは名前

フロア レイアウトを通過する部材の自動切り取り部が作成
されます。

切り取り部が必要な部材の名前またはクラスを入力します。

許可されるスラブの幅と長さのカスタマイズ

FloorLayout.ini ファイル内の許可されるスラブの幅と長さをカスタマイズで

きます。このファイルは、モデル フォルダーの下か、詳細設定 XS_FIRM、
XS_PROJECT、または XS_SYSTEM で指定されたフォルダーにあります。

ファイルにプロファイルの値が含まれている場合、これらの値が使用され、[床レ
イアウト] ダイアログ ボックスに入力された 小値と 大値が上書きされます。
[床レイアウト] ダイアログ ボックスの [一般] タブでスラブ幅を定義し、[詳細設
定] タブでスラブの長さを定義できます。

FloorLayout.ini ファイルでの定義の例:

// 
// Slab not listed below can have any width. Slab listed below can only 
have width inside the given range. 
// User input values will be rounded down to the nearest allowed value.
//
//                            Zone 1        Zone 2        Zone 3        
Zone 4        Zone 5    
// Slab widths    Profile        min. max.    min. max.   min. max.    
min. max.    min. max.
SLAB_WIDTH     P15(150X1200)   345-435     485-575     625-715        
765-855        905-995     1045-1135
SLAB_WIDTH     P18(175X1200)   392-492     549-649        706-806        
863-963        1020-1120
SLAB_WIDTH     P20(200X1200)   270-370     450-560     640-750        
830-930        1020-1120
SLAB_WIDTH     P27(265X1200)   320-440     540-660     760-880        
980-1110
SLAB_WIDTH     P32(320X1200)   380-560     660-830        930-1110
SLAB_WIDTH     P32R(320X1200)  380-560     660-830        930-1110
SLAB_WIDTH     P37(370X1200)   320-440     540-660        760-880        
980-1120
SLAB_WIDTH     P40(400X1200)   400-530     670-800        950-1080
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SLAB_WIDTH     P50(500X1200)   390-530     670-810        950-1080

/
// Min/max lengths by slab profile & width min/max
//
//         Profile     Width min/max     Length min/max
SLAB_LENGTH     P15(150X1200)     0-1200         1000-8000
SLAB_LENGTH     P18(188X1200)     0-1200         1000-9000
SLAB_LENGTH     P27(270X1200)     0-1200         1000-12000
SLAB_LENGTH     P32(320X1200)     0-830         1000-13000
SLAB_LENGTH     P32(320X1200)     830-1200     1000-14000
SLAB_LENGTH     P32R(320X1200)     0-1200         1000-14500
SLAB_LENGTH     P37(370X1200)     0-660        1000-14000
SLAB_LENGTH     P37(370X1200)     660-1200     1000-15000
SLAB_LENGTH     P40(400X1200)     0-800         1000-16000
SLAB_LENGTH     P40(400X1200)     800-1200    1000-17000
SLAB_LENGTH     P50(500X1200)     0-810         1000-19000
SLAB_LENGTH     P50(500X1200)     810-1200    1000-20000

デフォルトのオフセット

各レイヤーのデフォルトのオフセットを設定するには、[デフォルトのオフセット]
タブを使用します。 これらのデフォルトのオフセットは、具体的な値が縁端に指
定されていない場合に必ず使用されます。

 説明

1 サイド オフセットのデフォルトのオフセット。

ベアリング方向に平行なオフセット。

2 終点オフセットのデフォルトのオフセット。

サイド オフセット以外のすべてのオフセット。
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 説明

3 破断線のデフォルトのオフセット。

デフォルト値は、10 です。破断線の値が 0 の場合、オブジェクトは

分割されません。

A
B

自動作成された切り取り部のオフセットを定義します。

各レイヤに個別のオフセットを定義できます。

[ディテール] タブ

床のすべてのスラブに適用されるコンポーネントを選択するには、[ディテール] タ
ブを使用します。

オプション 説明

コンポーネント名 床のスラブに適用するコンポーネントを選択します。

コンポーネント属
性ファイル名

選択したコンポーネントで使用する設定を選択します。

リストには、選択したコンポーネントで使用できるすべての
ファイルが含まれます。

コンポーネント名リストへのコンポーネントの追加

デフォルトでは、コンポーネント名リストは空です。コンポーネントをリストに追
加するには、次のようにします。

1. リストで [新規追加] を選択します。

[コンポーネント データの詳細設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [ドロップダウンで名前を選択] ボックスに適切な名前を入力します。

3.  をクリックして、[アプリケーションとコンポーネント] カタログを開きま
す。

4. コンポーネントを選択し、[OK] をクリックします。

[コンポーネント名] ボックスに、コンポーネント名または番号が追加されま
す。

5. [OK] をクリックします。
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必要なコンポーネントを追加すると、次の例の図に示すように、コンポーネントの
名前がコンポーネント名リストに表示されます。リストからコンポーネントを選
択します。

このリストは、モデル フォルダーの下の \attributes フォルダーに保存されま

す。

新しいモデルに好みのコンポーネントを含めるためにリストを事前定義する場合
は、LayoutConfiguration.datx ファイルを、モデル フォルダーの下の

\attributes フォルダーから、XS_FIRM、XS_PROJECT、または XS_SYSTEM で
指定されたフォルダーにコピーします。

[CIP フィラー部材] タブ

[フィラー部材の作成] タブを使用して、[床レイアウト] で作成した床の空き領域に
CIP フィラー部材を作成します。空き領域は、外部境界と内側境界の周囲のオフセ
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ットによって生じるスペースです。スラブが狭すぎて [床レイアウト] で作成でき
ない場合にも、空き領域が生じる可能性があります。

CIP フィラー部材は、以下の場合に作成することもできます。

• 許容されるスラブ幅は、必要な幅よりも小さくなります。

• 許容される幅ゾーンのため、開口は必要以上に大きくなります。

• 開口が大きいため、スラブが 2 つに分割されます。

• スラブの鼻は狭すぎるため作成されません。

CIP フィラー部材のプロパティ

オプション 説明

フィラー部材の作成 CIP フィラー部材を作成するかどうか
を選択します。

小幅 部材の 小幅。

空きスペースがこの幅よりも小さい場
合、部材はこの位置には作成されませ
ん。

キャスト ユニット頭マーク

開始番号

CIP フィラー部材のキャスト ユニット
頭マーク。

CIP フィラー部材の開始番号
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オプション 説明

名前

[クラス]
材質

仕上げ

現場打ちコンクリート フェーズ

CIP フィラー部材の名前、クラス、材
質、仕上げ、現場打ちコンクリート部材
フェーズを指定します。

シーム ギャップを埋める シーム ギャップを入力するかどうかを
選択します。

[ユーザー定義] タブ

スラブのユーザー定義情報の値を設定するには、[ユーザー定義] タブを使用しま
す。

部材プロパティ ダイアログ ボックスで指定したユーザー定義情報の値を使用する
場合は、[ユーザー定義] タブを空白のままにしておきます。

タブの内容は環境によって異なる場合があります。内容をカスタマイズする方法
については、以下を参照してください。

[ユーザー定義] タブのカスタマイズ

floorlayout.objects.inp ファイルを使用して、[ユーザー定義] タブの内容を

カスタマイズできます。このファイルを使用して、新しいユーザー定義情報を作成
することはできません。タブに表示されるユーザー定義情報は、objects.inpフ

ァイルで定義されている既存のユーザー定義情報です。
floorlayout.objects.inp ファイルの形式は objects.inpファイルと同じ

です。

floorlayout.objects.inp ファイルは、詳細設定 XS_FIRM、XS_PROJECT、
または XS_SYSTEM で指定されたいずれかのフォルダーか、モデル フォルダーに配

置できます。

floorlayout.objects.inp ファイルの例を次に示します。
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床の変更

直接変更を使用して床を変更できます。作業を始める前に、[直接変更] スイッチ

 がオンになっていることを確認します。床を選択して、直接変更ツールバー
を表示します。

床を変更するには、ツールバーで適切なコマンドを選択します。

ボタン 説明

ポリゴンの開口を追加します。

四角形の開口を追加します。

破断線を追加して、スラブを 2 つのスラブに分割します。
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ボタン 説明

床の開口または外部境界を変更します。このコマンドはデフォルトで
オンになっています。

外部境界ポリゴンの 1 つ以上の頂点を平面からオフセットして、床にね
じりを加えます。

床の境界のオフセットを変更します。

床のレイアウトを変更します。

• 床のスラブの幅またはプロファイルを変更します。

• スラブを狭い幅にカットするときにカットする辺を変更します。

• スラブ間のギャップを変更します。

• スラブの方向を変更します。

• 各スラブの幅またはプロファイルが異なる場合にスラブの順序を変
更します。

床レイアウトの特定のスラブにのみ適用する詳細コンポーネントを追
加または変更します。詳細コンポーネントは [ディテール] タブに表示
されます。

床レイアウト属性を使用して、床レイアウトのすべてのスラブに同じ詳
細コンポーネント設定を適用できます。

更新コマンドをクリックして、コンポーネントを再実行します。たとえ
ば、新しい部材の周囲で孔をカットする必要がある場合、更新コマンド
を実行するとカットが正しく表示されます。

既知の制限

[床レイアウト] は、レイアウトが 1 つの平面にない床では設計上機能しません。縁
端を平面からオフセットして、床をねじることはできますが、複数の面がある床を
作ることはできません。

次の図は、[床レイアウト] を使用して複数の平面を作成した例を示しています。プ
レキャスト スラブでこの方法を使用した場合、正しい結果が得られません。複数
の平面を使用するプレキャスト床を作成するには、複数の [床レイアウト] コンポ
ーネントを使用します。

ポリゴンの開口の追加

1.  をクリックします。
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2. 開口の角をピックします。

基準線の点をピックすることも、支持部材の参照点をピックすることもできま
す。後でオフセットを変更できます。

四角形の開口の追加

1.  をクリックします。

2. 開口の角をピックします。

基準線の点をピックすることも、支持部材の参照点をピックすることもできま
す。後でオフセットを変更できます。
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スラブを 2 つのスラブに分割する破断線の追加

1.  をクリックします。
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2. 破断線の終点をピックします。

床の開口と外部境界の変更

1.  ボタンはデフォルトでオンになっています。

床の外部境界とすべての開口にハンドルが表示されます。
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2. 以下のいずれかの操作を行います。

• 縁端を移動するには、縁端線のいずれかをドラッグします。マウスの左ボ
タンを押しながらドラッグします。

• 角を移動するには、角のハンドルをドラッグします。
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• 縁端に新しい点を追加するには、縁端の中央にあるハンドルをドラッグし
ます。

• 点を削除するには、角のハンドルを選択し、Delete キーを押します。

• 床にねじりを加えるには、一部の頂点が同じ平面にない状態になるように
外部境界の頂点をオフセットします。

ハンドルを通常どおりドラッグして、元の床平面で頂点を移動します。

頂点を床平面に対して垂直に移動するには、Alt キーを押しながらドラッ
グします。
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頂点を平面で移動すると同時に、モデル内の任意の点にスナップして平面
から離すには、Alt キーと Shift キーを押しながらドラッグします。

床の境界のオフセットの変更

1.  をクリックします。

オフセットを変更するためのハンドルが表示されます。オフセットがある場
合は、オフセット寸法も表示されます。
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2. オフセットを調整するには、次のいずれかを実行します。

• 縁端のオフセット線をドラッグします。

• Shift キーを押しながら、1 つ以上のオフセット線を選択します。

オフセット線を選択したら、選択した線のいずれかを右クリックします。

表示されたツールバーにオフセット値を入力し、  をクリックします。

オフセット コマンドを使用すると、直接変更ツールバーに床レイアウトのレイヤ
ーが表示されます。レイヤーごとにオフセットが異なる場合があります。変更す
るレイヤーを選択できます。 も簡単な方法は、すべてのレイヤーを選択し、各レ
イヤーに同じオフセットを設定することです。
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床のレイアウトの変更

1.  をクリックします。

次の直接変更要素が表示されます。

2. 床のレイアウトを変更するには、次のいずれかを実行します。

• スラブの幅を変更するには、次のいずれかを実行します。

• すべてのシームを移動するには、シームを 1 つ選択してドラッグしま
す。

• 新しいシームを追加するには、シームを選択し、Ctrl キーを押しなが
らドラッグを開始します。ドラッグを終了し、マウスのボタンを離す
と、その位置に新しいシームが追加されます。

• 1 つのスラブを小さくするには、シームを選択し、Alt キーを押しなが
らドラッグします。左側または右側のスラブが小さくなり、反対側にあ
るすべてのスラブがシームと共に移動します。

• スラブのプロファイル、幅、カット側を変更するには、スラブのハンドル
を右クリックします。
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スラブのプロファイルが固定されている (パラメトリックではない) 場合、
幅が元の幅よりも小さいと、どちらかの側でスラブがカットされます。カ
ット側の [デフォルト] は、レイアウト方向を基準として、 初のスラブで
は前端、他のすべてのスラブでは終端になります。

Shift キーを押しながらスラブを選択することで、一度に複数のスラブのプ
ロパティを変更できます。

• スラブ間のギャップ幅を変更するには、次のいずれかを実行します。

• ギャップ寸法の端部をドラッグします。

• シームの線ハンドルを右クリックし、幅を入力して  をクリックしま
す。

Shift キーを押しながらシームの線ハンドルを選択することで、一度に
複数のギャップを変更できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3157 コンクリートディテール



• スラブを移動したり、スラブの順序を変更したりするには、スラブのハン
ドルをドラッグします。
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• スラブの方向を変更するには、スラブの方向ハンドルをドラッグします。

• スラブをレイアウトから削除するには、スラブのハンドルを選択し、Delete
キーを押します。
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プロパティ ストリップの追加および変更

プロパティ ストリップを使用して、床レイアウトの個々のスラブのプロパティと
詳細コンポーネントを制御できます。

プロパティ ストリップ

特定のプロパティと詳細コンポーネントを持つプロパティ ストリップを定義し、
必要に応じて、床レイアウトでプロパティス トリップを使用できます。たとえば、
個々の中空スラブのプロファイルとクラスを変更できます。プロパティ ストリッ
プは、メイン レイヤー部材にのみ影響することに注意してください。

プロパティ ストリップは、床レイアウト平面に線として追加されます。プロパテ
ィ ストリップは、接している部材に影響します。プロパティ ストリップを設定し
て、スラブ線を貫通するようにすることもできます。

以下の図は、プロパティ ストリップの例を示しています。床レイアウトの 2 つの
スラブは、プロパティ ストリップのため、クラスとプロファイルが異なります。

床レイアウトにプロパティ ストリップを作成するには、次のようにします。

1. [床レイアウト] のコンテキスト ツールバーで、  をクリックして、プロパテ
ィ ストリップを定義するためのダイアログ ボックスを開きます。

2. [プロパティ] タブで、個々のスラブ プロパティを定義します。

オプション 説明

レイアウトの効果 床レイアウトの部材にどのように影響
するかを選択します。

• ヒット スラブのみ: プロパティ スト
リップは、接している部材にのみ影
響します。

• 並べられたすべてのスラブ: 1 本の
スラブ線を 2 つ以上の個々の部材に
分割した場合、線上のすべてのスラ
ブ部材が影響を受けます。
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オプション 説明

レイヤーの厚さまたはプロファイル レイヤーの厚さまたはプロファイルを
変更します。

デプス位置 プロファイルの高さが異なる場合は、次
の方法で配置を調整できます。

• 下面が他のスラブと揃います。

• 上面が他のスラブと揃います。

部材名

[クラス]
材質

現場打ちコンクリート フェーズ

部材マーク頭文字

キャスト ユニット頭マーク

開始番号

レイヤー部材の名前、クラス、材質、部
材マーク頭文字、開始番号を指定しま
す。CIP レイヤーの現場打ちコンクリ
ート部材フェーズを指定します。

3. [ディテール] タブで、使用する詳細コンポーネントを選択します。

オプション 説明

コンポーネント名 詳細コンポーネントをリストから選択
します。

詳細コンポーネントのリストには、[床
レイアウト] ダイアログ ボックスの [デ
ィテール] タブで追加したコンポーネン
トが表示されます。

リストの内容は環境によって異なる場
合があります。

[新規追加] オプションを選択して、リス
トに新しいコンポーネントを追加する
こともできます。追加できるのは、1 つ
の入力部材を使用する詳細コンポーネ
ントに限られます。

コンポーネント属性ファイル名 スラブに使用する詳細コンポーネント
属性を選択します。

リストの内容は選択したコンポーネン
トによって異なります。

4. [ユーザー定義] タブで、スラブのユーザー定義情報の値を設定します。

部材プロパティ ダイアログ ボックスで指定したユーザー定義情報の値を使用
する場合は、[ユーザー定義] タブを空白のままにしておきます。

5. 床レイアウトで、プロパティ ストリップの始点と終点をピックします。
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プロパティ ストリップの変更

コンテキスト ツールバーの保存された属性設定を使用することもできます。

ツールバーの  ボタンと  ボタンを次のように使用します。

  
プロパティ ストリップの詳細コンポー
ネントや属性ファイルを変更します。

プロパティ ストリップを選択し、リスト
からコンポーネント名または属性ファ
イルを選択します。このボタンをクリ
ックして、選択したプロパティ ストリッ
プを変更します。

Shift キーを押しながら複数のストリッ
プを選択できます。

プロパティ ストリップを削除します。
削除するストリップを選択します。

Shift キーを押しながら複数のストリッ
プを選択できます。

Ctrl キーを押しながら既存のストリップをドラッグすることで、新しいプロパティ
ストリップを追加することもできます。

床ツール
[床ツール] は、床部分を作成し、オプションで断熱材を指定します。

作成されるオブジェクト

• 中空スラブ
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適用

状況 説明

断熱材を使用した床部分

選択順序

スラブ プロパティが定義されていることを確認します。

1. 床部分のポリゴン点をピックします。

ポリゴンを閉じると、床部分が自動的に作成されます。

注 スラブの作成時には、ピックしたポリゴン点のリストが [翼ポリゴン] タブに
作成され、スラブのリストが [スラブリスト] タブに作成されます。

[スラブプロパティ] タブ

[スラブプロパティ] タブを使用して、中空スラブのプロファイル、材質、および位
置を制御します。

スラブ属性

オプション 説明

プロファイル プロファイル カタログからプロファイルを選択し
て定義します。

名前 スラブの名前を定義します。

材質 材質カタログから材質を選択して定義します。

[クラス] 部材のクラス番号を定義します。

頭マーク 部材の頭マークを定義します。

開始番号 キャスト ユニットの開始番号を定義します。

スラブ端部のカット スラブ端部をカットするかどうかを定義します。

[はい] を選択した場合は、スラブの端部 小角度を
定義します。

回転 スラブの回転オプションを選択します。

垂直位置 垂直方向のオフセット位置を定義します。

オフセット 垂直方向のオフセットを定義します。

端部 小角度 スラブの端部 小角度を定義します。

スラブが終端する線の角度が、定義された端部 小
角度より大きい場合、部材はその線に揃えられます。
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基本 2

オプション 説明

露出クラス 中空スラブの露出クラスを定義します。

露出クラスはユーザー定義情報として保存されま
す。

相対強度 中空スラブの相対強度を定義します。

相対強度はユーザー定義情報として保存されます。

耐火等級 中空スラブの耐火等級を定義します。

耐火等級はユーザー定義情報として保存されます。

ユーザー定義情報 ユーザー定義情報は、FloorTool.ini ファイルに

あります。

スラブ方向

オプション 説明

スラブ方向 スラブの方向を定義します。

[角度] を選択する場合は、モデル内の点をピック
して新しい方向を定義する必要があります。ピッ
クした角度は [角度] フィールドに表示されます。
角度を直接このフィールドに定義して、スラブを
回転させることもできます。

2 点をピックしても、ローカル +X 方向は変化しま
せん。

[断熱] タブ

[断熱] タブを使用して、中空スラブの断熱プロパティを制御します。

まず、断熱材を作成するかどうかを定義します。断熱材は、スラブごとに個別に作
成されます。

断熱

オプション 説明

名前 断熱材の名前を定義します。

材質 材質カタログから材質を選択して定義します。

厚さ 断熱材の厚さを指定します。

[クラス] 部材のクラス番号を定義します。

スラブ始点/終点のオフセット スラブの始点/終点の位置と、対応する断熱材
の位置の間のオフセットを定義します。

左/右オフセット スラブの右端および左端と断熱材との間のオ
フセットを定義します。
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[翼ポリゴン] タブ

[翼ポリゴン] タブを使用して、ピックしたポリゴン点の座標と、ポリゴン点を接続
する線の水平オフセットを制御します。座標がタブに表示されない場合は、[取得]
ボタンをクリックします。

[翼ポリゴン] タブを使用する前に、中空スラブを作成しておく必要があります。

翼ポリゴン プロパティ

オプション 説明

XY-定数 Z すべてのポリゴン点の Z 座標を同じ特定の高さに
定義します。

XYZ 傾斜床面 ポリゴン点ごとに個別に Z 定数を定義します。床
を傾斜させることができます。

オフセット方法 オフセット方法を定義します。

終点オフセット初期値 デフォルトの終点オフセットを定義します。

横オフセット初期値 デフォルトの横オフセットを定義します。

翼ポリゴンの表

この表は、X、Y、Z 座標を示すポリゴン点をリスト表示します。表の Z 座標を変
更できるのは、[XYZ 傾斜床面] を選択している場合に限られます。[水平オフセッ
ト] は、表のすべての行で変更できます。

表には、点を接続する線も表示されます。変更できるのは [水平オフセット] だけ
です。正の値を入力するとスラブ範囲が拡大し、負の値を入力するとスラブ範囲が
縮小します。

[スラブリスト] タブ

[スラブリスト] タブを使用して、作成されたすべての中空スラブをリスト表示しま
す。スラブ リストがタブに表示されない場合は、[取得] ボタンをクリックします。

スラブプロパティ

オプション 説明

スラブ番号 初にピックした点から始まる中空スラブの順序
を表示します。

[幅] 幅狭スラブの幅を表示します。

狭く スラブを狭くするかどうかを定義します。次のオ
プションがあります。

• 狭くしない (デフォルト)

• 右

• 左
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オプション 説明

Type スラブ タイプを定義します。

• 通常の中空スラブの場合は、[スラブ] を使用し
ます。

• プレキャスト充てん部材の場合は、[PIP] を使用
します。

• スラブ間の空白部分の場合は、[ギャップ] を使
用します。このオプションを選択する場合はプ
ロファイルを定義する必要はありません。

• [CIP] を使用して、[幅] 列に定義した幅を使用し
てコンクリート部材を作成します。使用できる
幅の範囲は FloorTool.ini ファイルに定義

されています。

FloorTool.ini ファイルに記載されているス

ラブに指定できる幅は、定義済みの範囲内に限
られます。ファイルに記載されていないスラブ
には、任意の幅を指定できます。指定した値は、
も近い設定可能な値に切り下げられます。

プロファイル プロファイル カタログからプロファイルを選択し
て定義します。

左にあるボタンを使用して、スラブの [追加] および [削除] や、リスト内での [上
方] および [下方] への移動ができます。デフォルト値に戻すには、[デフォルトに戻
す] をクリックします。

RC 階段

Tekla Structures には、RC 階段と階段室の作成に使用できる次のツールが用意され
ています。

• RC 階段 (65) (3166 ページ)

• 階段室・エレベータシャフト (90) (3181 ページ)

• RC 階段 (95) (3185 ページ)

RC 階段 (65)
[RC 階段 (65)] では、オプションの踊り場、リッジ、側桁、滑り止めプロファイル、
およびキックプレート プロファイルを使用したプレキャスト階段を作成します。
5 種類のステップ形状と、ステップの丸みのあるエッジまたは角処理されたエッジ
を作成するオプションが用意されています。

作成されるオブジェクト

• 階段
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• 踊り場

• リッジ

• 側桁

• 滑り止め

• キックプレート

適用

状況 説明

以下を備えた階段

• 四角のステップ形状

• 両側の側桁

• 上部と下部の踊り場

以下を備えた階段

• 角処理されたステップの角

• 両側のリッジ

以下を備えた階段

• 丸められたステップの角

• 滑り止めプロファイル

• 下部の踊り場
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状況 説明

以下を備えた階段

• 四角のステップ形状

• 丸められたステップの角

• 両側のリッジ

• 滑り止めプロファイルとキックプレ
ート プロファイル

選択順序

選択順序は、[階段 U 板] タブで選択した [作成方法] オプションによって異なりま
す。

[作成方法] が [標準] に設定されている場合、選択順序は次のとおりです。

1. 階段の始点を示す 1 つ目の点をピックします。

2. 階段の方向を示す 2 つ目の点をピックします。

階段が自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 踊り場

2 側桁

3 リッジ

4 キックプレート

5 ステップ

6 滑り止め

[階段 U 板] タブ

階段の作成方法と階段の寸法を指定するには、[階段 U 板] タブを使用します。

作成方法

オプション 説明

作成方法 階段の作成方法を選択します。[作成方
法] では、階段を作成するときにピック
する必要がある点の数と各点を指定し
ます。

• デフォルト

2 つの入力点の間の垂直距離を使用
して、段数が自動的に計算されます。

• [1 点 - N & L & H]: N、L、および H
(段数、ステップの長さ、およびステ
ップの高さ) を指定します。
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オプション 説明

• [2 点 - N & L]: N と L を指定します。

2 つの入力点の間の垂直距離を使用
して、ステップの高さが自動的に計
算されます。

• [2 点 - N & H]: N と H を指定しま
す。

2 つの入力点の間の水平距離を使用
して、ステップの長さが自動的に計
算されます。

• [2 点 - L & H]: L と H を指定します。

2 つの入力点の間の垂直距離を使用
して、段数が自動的に計算されます。

• [2 点 - N]:N を定義します。

2 つの入力点の間の水平および垂直
距離を使用して、ステップの高さと
長さが自動的に計算されます。 上
段の長さを定義できます。

[段数, N] [2 点 - L & H] オプションを選択しない
場合に、段数を指定します。

位置 ピックした点をつなぐ線を基準とする
階段の水平位置を指定します。

距離 ピックした点をつなぐ線から水平方向
に階段を移動する距離を入力します。
この寸法は、選択した [位置] オプション
の影響を受けます。

回転 ステップをつなぐ線と選択した点をつ
なぐ線の間の角度を指定します。

キャスト ユニット種別 キャスト ユニット タイプを選択しま
す。

• プレキャスト

• 現場打ち
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階段の寸法

 説明

1
2

ステップの高さ。

ステップの長さ。

3
4

上段の長さ。

上部のステップの高さ。

5 上段のハンチの幅。

6 ハンチから階段の下面までの傾斜。

7 スラブの厚み。

8 階段の下面の角処理。

9
10

角処理または半径の値。

11 下段の高さ。

12 階段脚部の高さ。

13 階段の底部の角処理。

14 脚部先端から脚部基部までの傾斜。

15 下部のカットの長さ。

16 階段の 下部の長さ。

17 側桁を含めた階段の幅。

上段の作成

階段の 下部に 0 段目を作成するかどうかを指定します。
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[ステップ形状] タブ

ステップの形状を定義するには、[ステップ形状] タブを使用します。

すべてのステップ/ 上段-別
ステップの形状を選択します。[ 上段-他と同じ] を [いいえ] に設定した場合は、
下部の 0 段目の形状を指定できます。

オプション 説明

デフォルト

斜

ステップ形状オプションの下のリスト
から、寸法と角度のどちらを入力するか
を選択します。

オートデフォルトにより、このオプショ
ンを変更できます。

垂直のステップ

上部が垂直、下部が傾斜

2 つの寸法を入力します。

上部が傾斜、下部が垂直

垂直寸法を入力し、角度と水平寸法のど
ちらを入力するかを選択します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3172 コンクリートディテール



オプション 説明

上部と 下部が垂直

2 つの垂直寸法を入力し、角度と水平寸
法のどちらを入力するかを選択します。

外

ステップの正面エッジの形状を選択し、必要な寸法を入力します。

• デフォルト

• [半径]: 丸みのあるエッジを作成します。

• [角処理]: 角処理したエッジを作成します。

• [いいえ]: 角張ったエッジを作成します。

(
ステップの内角の形状を選択し、必要な寸法を入力します。

• デフォルト

• [半径]: 丸みのある内角を作成します。

• [角処理]: 角処理した内角を作成します。

• [いいえ]: 角張った内角を作成します。

[踊り場] タブ

上部と下部の踊り場を作成するには、[踊り場] タブを使用します。

踊り場の生成

踊り場を 1 つ作成する、2 つ作成する、または作成しないことを指定します。
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踊り場の寸法と拡張部分

 説明

1
2

下部の踊り場の厚さ。

下部の踊り場の長さ。

3
4

上部の踊り場の長さ。

上部の踊り場の厚さ。

5
7

下部踊り場の左右の拡張部分の寸法。

6
8

上部踊り場の左右の拡張部分の寸法。

[リッジ] タブ

階段の両側または片側に水平/鉛直リッジを作成するには、[リッジ] タブを使用し
ます。
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寸法

 説明

1
2

鉛直リッジの厚さ。

鉛直リッジの幅。

3
4

水平リッジの幅。

水平リッジの厚さ/高さ。

水平リッジ

部材 説明

作成 水平リッジを作成するかどうかを指定
します。
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部材 説明

上段で作成 階段の 下部に水平リッジを作成する
かどうかを指定します。

このオプションは、[作成] オプションと
同様に機能します。

内角丸み

1
内角丸みのタイプを選択し、必要な寸法
を入力します。

角処理

2
階段角処理のタイプを選択し、必要な寸
法を入力します。

勾配

3
勾配を角度または寸法で設定します。
勾配によってリッジに傾斜が付けられ
ます。

上段の角処理 0 段目に角処理を作成するかどうかを指
定します。

上段と 0 段目のリッジ

階段の 上段と 0 段目の水平リッジの長さを指定します。0 段目を作成しない場
合は、鉛直リッジが階段の下部レベルまで維持されます。
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鉛直リッジ

部材 説明

作成 鉛直リッジを作成するかどうかを指定
します。

勾配 勾配を角度または寸法で設定します。
勾配によってリッジに傾斜が付けられ
ます。

[桁] タブ

階段の左側、右側、または両側に側桁とリッジを作成するには、[側桁] タブを使用
します。

部材

部材 説明

側桁の作成 側桁を作成するかどうかを指定します。

上段作成 上部リッジを作成するオプションを選
択します。

下段作成 下部リッジを作成するオプションを選
択します。
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部材 説明

勾配 桁の内面を傾斜させます。

勾配は、角度また寸法を使用して指定で
きます。

内角丸み 桁の内側のエッジを角処理するかどう
かを指定します。

外角丸み 桁の外側のエッジを角処理するかどう
かを指定します。

縦桁高さ 側桁の高さを決定する方法を指定しま
す。

寸法

 説明

1 桁の下部リッジの高さ。

2 下段からの下部リッジの水平オフセット。

3 桁の上部リッジの高さ。

4 桁の幅。
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 説明

5 ステップのエッジと桁のエッジの高さの差 (ステップのエッジから側桁のエ
ッジまでの垂直距離)。

この寸法は、[側桁高さ] が [高さの差] に設定されている場合に入力できま
す。

6 側桁の全体高さ。

この寸法は、[側桁高さ] が [標準] または [全体高さ] に設定されている場合に
入力できます。

[滑り止め/キックプレート] タブ

滑りにくい面を作成するには、[滑り止め] タブと [キックプレート] タブを使用しま
す。

部材

部材 説明

滑り止め生成

キックプレートの作成

滑り止めまたはキックプレートを作成
するかどうかを指定します。

上段に滑り止めを作成 0 段目に滑り止めを作成するかどうかを
指定します。

切り取り部の作成 滑り止めプロファイルで切り取り部を
作成するかどうかを指定します。

デフォルトでは、切り取り部は作成され
ません。

キャスト ユニットに含める 滑り止めまたはキックプレートをキャ
ストユニットに含めるかどうかを指定
します。

プロファイル 滑り止めプロファイルまたはキックプ
レート プロファイルをプロファイル カ
タログから選択して定義します。

回転 滑り止めプロファイルまたはキックプ
レート プロファイルの回転オプション
を選択します。
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滑り止め/キックプレートの位置

 説明

1
2

ステップの左端から滑り止めまたはキックプレートまでの距離。

ステップの右端から滑り止めまたはキックプレートまでの距離。

 説明

1 ステップの正面エッジからの距離。

2 滑り止めまたはキックプレートの深さ。

[属性] タブ

さまざまな階段部材のプロパティを制御するには、[属性] タブを使用します。

部材のプロパティ

オプション 説明 デフォルト

マーク 部材マークの頭文字および
開始番号。

一部のコンポーネントには
別のフィールド行があり、
そこに製品マークを入力で
きます。

デフォルトの部材開始番号を定
義するには、 [ファイル] メニュー
--> [設定] --> [オプション] の [コ
ンポーネント] 設定で設定しま
す。
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オプション 説明 デフォルト

材質 材質の等級。 デフォルトの材質を定義するに
は、 [ファイル] メニュー --> [設
定] --> [オプション] で [コンポー
ネント] 設定を開き、[材質] フィ
ールドで設定します。

名前 図面およびレポートに表示
される名前。

 

[クラス] 部材クラス番号。  

[ユーザー定義情報] タブ

作成した部材に関する追加情報を提供するには、[ユーザー定義情報] タブを使用し
ます。

ヒン
ト

ユーザー定義情報では、大文字と小文字が区別されます。objects.inp
ファイルで、属性情報の正しいスペルを確認してください。

階段室・エレベータシャフト (90)
[階段室・エレベータシャフト (90)] では、設計段階で構造を表す長方形の階段室ま
たはエレベータ シャフトが作成されます。

構造物のディテールを作成する際にシーム、ジョイント、補強を適用して、階段室
またはエレベータ シャフトのディテールを完成することができます。このコンポ
ーネントでは、階段を作成するために RC 階段 (65) (3166 ページ)のコンポーネント
を使用します。

作成される部材

• 壁のパネル

• 踊り場 (オプション)

• 一続きの階段 (オプション)

• 屋根スラブ (オプション)

• 開口部 (オプション)
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使用場所

状況 詳細

デフォルトのオプションを使用して作
成された 4 つの床の上の階段室。

図に示すように、ピックした点と [階
段・踊り場] タブでの寸法によって、階
段室の長さが決まります。

壁は、1 つ以上のプレキャスト コンクリ
ート パネルで構成されます。

1 初にピックした点

2 2 番目にピックした点

階段室には必ず 1 階と 上階が含まれ
ます。その他の階の数は、[平面図] タブ
の [レベル] フィールドで指定します。
この階段室には、その他の階が 2 つ追加
されているため、合計 4 階となります。

1 上階

2 その他の階

3 その他の階

41 階

[階段・踊り場] タブの [タイプ] フィール
ドで、すべての階に対して [エレベータ
シャフト] オプションを選択して作成し
たエレベータ シャフト。

制限事項

フロアの間隔は 低 200mm 以上が必要です。
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指示順番

1. [平面図] タブで、[位置] オプションにチェックマークを付けます。デフォルト
では、壁 3 と壁 4 の中間にあります。

2. 壁 3 の位置を示す点をピックします。

3. 壁 3 の位置を示す点をピックします。

[平面図] タブ

階段室またはエレベータ シャフトのプロパティを定義するには、[平面図] タブを
使用します。

階数と階高を定義するには、以下のように、[レベル] フィールドに各階の床面高さ
を入力します。

たとえば、次のように負の床面高さを定義することもできます。

次の米国フィート・インチ環境の例のように、乗数を使用して多数の階を定義する
こともできます。

Tekla Structures では、階段室全体の高さを計算するのにも、これらの値を使用しま
す。

階段室またはエレベータ シャフトを作成するには、モデル内の 2 つの点をピック
します。[位置] フィールドを使用して、これらの点を基準とした階段室またはエレ
ベータ シャフトの位置を定義します。次のオプションがあります。

• 中間 (デフォルト)

• 左

• 右

選択した位置からのオフセット距離を入力します。ここでは、オフセットは壁の中
間を起点とします。
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階段室またはエレベータ シャフトの全体長さと全体幅を手動で定義するには、次
の値を入力します。

L - 全体長さ

W - 全体幅

両方のフィールドを空白のままにすると、Tekla Structures ではピックされた点に基
づいて、これらの寸法を自動的に計算します。

 説明

1 初にピックした点。

2 2 番目にピックした点。

3 全体幅 W
4 全体長さ L

注 [階段・踊り場] タブで定義した寸法は、自動計算または手動で入力した全長ま
たは全幅よりも優先される可能性があります。

[開口] タブ

各壁パネルおよび 1 階、その他の階、および 上階の開口部寸法を定義するには、
[開口部] タブを使用します。

各壁には、開口部が 1 つあるか、まったくない場合があります。

[階段・踊り場] タブ

階段と踊り場のプロパティおよび寸法を定義するには、[階段・踊り場] タブを使用
します。

[タイプ] リストからエレベータ シャフトを作成する場合に選択します。

[属性] タブ

壁、階段、および踊り場の基本的な部材プロパティを定義するには、[属性] タブを
使用します。
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1 階、その他の階、および 上階の RC 階段 (65) (3166 ページ)のコンポーネントか
ら保存済みプロパティを使用することもできます。

オプション 説明

マーク 正しいナンバリングを確実に設定する
には、階段部材の部材マークの頭文字と
開始番号を定義します。

2 行目に階段部材の製品マークを入力し
ます。

材質 材質を指定します。

名前 図面およびレポートに表示される名前
を指定します。

[クラス] 部材のクラス番号を定義します。

RC 階段 (95)
[RC 階段 (95)] では、RC 階段を作成します。

作成されるオブジェクト

• 階段

• 踊り場 (オプション)

• リッジ (オプション)

• 桁 (オプション)

• 滑り止め (オプション)

• 階段鉄筋の主筋とあばら筋 ([バー A] ～ [バー L] タブ) (オプション)

• 階段と踊り場の溶接金網 (オプション)

• 溶接金網 (オプション)

• アンカー バー (オプション)

• 踊り場エンド バー (オプション)
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使用方法

状況 説明

RC 階段。

角処理された段、リッジ、
桁がある RC 階段。

補強された踊り場がある
RC 階段。

選択順序

1. 階段の始点を示す第一点をピックします。

2. 階段の方向を示す第二点をピックします。

3. 階段でカットする部材を選択します (オプション)。

4. マウスの中ボタンをクリックして階段を作成します。
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[パラメーター] タブ

階段の形状、段数、階段の作成方法、および階段の幅を制御するには、[パラメー
ター] タブを使用します。

階段の寸法

  説明

1 段領域の水平寸法

2 段領域の垂直寸法

3 段の長さ

4 蹴上げ

5 下段の形状オプション

6 上段の形状オプション

7 階段の幅

始点

ポリゴン形状の始点の位置を選択します。
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注 キャスト ユニットの周囲ボックスには、始点の位置が反映されます。このた
め、図面ビューの方向とナンバリングに影響が及びます。

階段の作成方法

オプション 説明

P1、P2 段の長さ 点 P1 と P2 の間に階段を作成します。

階段の寸法は、P1 と P2 の間の距離と段の長さで指定され
ます。

P1、P2 段の高さ 点 P1 と P2 の間に階段を作成します。

階段の寸法は、P1 と P2 の間の距離と段の高さで指定され
ます。

P1 段の長さ、高さ、
段数 N

点 P1 から点 P2 に向けて階段が作成されます。

階段の寸法は、P1 段の高さ、長さ、および段数で指定され
ます。

P2 段の長さ、高さ、
段数 N

点 P1 から点 P2 に向けて階段が作成されます。

階段の寸法は、P2 段の高さ、長さ、および段数で指定され
ます。

P1 段の水平および垂
直距離

点 P1 から点 P2 に向けて階段が作成されます。

階段の寸法は、P1 段の水平および垂直距離で指定されま
す。

P2 段の水平および垂
直距離

点 P1 から点 P2 に向けて階段が作成されます。

階段の寸法は、P2 段の水平および垂直距離で指定されま
す。

[部材] タブ

材質、名前、クラス、配置、キャスト ユニット種別、および段の角処理を制御す
るには、[部材] タブを使用します。

段角処理設定

オプション 説明

すべて中間 [中間段] 設定に従って、すべての段が角処理されます。
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オプション 説明

下部が異なる [下部 下段] 設定に従って、 下段が角処理されます。

他の段はすべて [中間段] 設定に従って角処理されま
す。

上部が異なる [ 終 上段] 設定に従って、 上段が角処理されます。

他の段はすべて [中間段] 設定に従って角処理されま
す。

下部および上部が異なる [下部 下段] 設定に従って、 下段が角処理されます。

[ 終 上段] 設定に従って、 上段が角処理されます。
他の段はすべて [中間段] 設定に従って角処理されま
す。

段角処理設定は、[下部 下段]、[中間段]、[ 終 上段] で同様に設定されます。

オプション 説明

段のカットのサイズが距離で指定されます。

段のカットのサイズが角度で指定されます。

角処理のタイプ

角処理 1. と 2. は、[半径 x] または [コーナー処理 x、y] の側面で指定できます。
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仕上げ済み床面レベルの作成

仕上げ済み床面レベルを作成するかどうかを選択します。仕上げ済み床面レベル
はオフセット階段ポリゴンから作成されたポリゴンで定義され、図面に使用されま
す。

ポリゴンの各頂点で作成されるダミー部材のプロファイル、プロパティ、およびオ
フセットを定義します。

[階段・踊り場] タブ

下部踊り場および上部踊り場のサイズとタイプを制御するには、[階段・踊り場] タ
ブを使用します。

下部踊り場のカット オプション

オプション 説明

カットのない下部踊り場。

カットが長さと踊り場の上面からの距離で指定された
下部踊り場。

カットが長さと踊り場の下面からの距離で指定された
下部踊り場。

L 形カットが 3 つの寸法と踊り場の上面からの距離で指
定された下部踊り場。

カットがプロファイルと踊り場でのプロファイルの位
置で指定された下部踊り場。

上部踊り場のカット オプション

オプション 説明

カットのない上部踊り場。
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オプション 説明

カットが長さと踊り場の上面からの距離で指定された上
部踊り場。

カットが長さと踊り場の下面からの距離で指定された上
部踊り場。

L 形カットが 3 つの寸法と踊り場の上面からの距離で指
定された上部踊り場。

カットがプロファイルと踊り場でのプロファイルの位置
で指定された上部踊り場。

踊り場の寸法と開口部

 説明

上面ビュー設定を使用して、下部踊り場と上部踊り場
の寸法を指定します。

上面ビュー設定を使用して、下部踊り場と上部踊り場
の 2 つの開口部を指定します。

次の鉄筋は、作成された開口部 (アンカーおよび Z ア
ンカー バー、溶接金網、踊り場エンド バー、および
A、B、C、E、G、K の各鉄筋) を回避します。

踊り場の側面のギャップを定義します。

へこみと孔

オプション 説明

孔またはへこみなし
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オプション 説明

ホール

上面のへこみ

下面のへこみ

[リッジ] タブ

階段の両側または片側に水平/鉛直リッジを作成するには、[リッジ] タブを使用し
ます。

寸法

  説明

1 鉛直リッジの厚さ。

2 鉛直リッジの幅。

3 水平リッジの幅。

4 水平リッジの厚さ/高さ。
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水平リッジ

オプション 説明

作成 水平リッジを作成するかどうかを指定します。

上段で作成 階段の 下部に水平リッジを作成するかどうかを指定しま
す。

このオプションは、[作成] オプションと同様に機能します。

角処理 1 内角丸み: 内角丸みのタイプを選択し、必要な寸法を入力し
ます。

2 [階段角処理]: 階段角処理のタイプを選択し、必要な寸法を
入力します。

3 [勾配]: 勾配を角度または寸法で設定します。勾配によっ
てリッジに傾斜が付けられます。

上段の角処理 0 段目に角処理を作成するかどうかを指定します。
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鉛直リッジ

オプション 説明

作成 鉛直リッジを作成するかどうかを指定します。

勾配 勾配を角度または寸法で設定します。勾配によってリッジ
に傾斜が付けられます。

[桁] タブ

階段の左側、右側、または両側に桁とリッジを作成するには、[桁] タブを使用しま
す。
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  説明

1 桁の下部リッジの高さ。

2 下段からの下部リッジの水平オフセット。

3 桁の上部リッジの高さ。

4 桁の幅。

勾配 桁の内面を傾斜させます。

勾配は、角度また寸法を使用して指定できます。

内角丸み 桁の内側のエッジを角処理するかどうかを指定
します。

外角丸み 桁の外側のエッジを角処理するかどうかを指定
します。

縦桁高さ

全体の高さまたは段の内角/外角からの距離に基づく桁の高さ。

[側桁の鉄筋] タブ

側桁に鉄筋を作成するには、[側桁鉄筋] タブを使用します。
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オプション 説明

鉄筋の間隔とコンクリート カバーの厚
さを定義します。

作成 鉄筋のグループを作成する場合に選択
します。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

半径 鉄筋の内部曲げ半径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[滑り止め] タブ

滑りにくい面を作成するには、[滑り止め] タブを使用します。

オプション 説明

滑り止め生成 滑り止めを作成するかどうかを指定します。
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オプション 説明

上段/上部に滑り止
めを作成

0 段目/ 上段に滑り止めを作成するかどうかを指定しま
す。

切り取り部の作成 滑り止めプロファイルで切り取り部を作成するかどうかを
指定します。デフォルトでは、切り取り部は作成されませ
ん。

キャスト ユニットに
含める

滑り止めをキャスト ユニットに含めるかどうかを指定し
ます。

プロファイル プロファイル カタログから滑り止めプロファイルを選択
して指定します。

回転 滑り止めプロファイルを回転する際のオプションを選択し
ます。

[バー A] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[鉄筋 A] タブを使用します。

オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリートかぶ
り厚。

[バー B] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー B] タブを使用します。
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バー B 下端部オプション

バー B 下端部の形状とコンクリートかぶり厚を指定します。

オプション 説明

バー B の単純な下端部。

階段の下面フーチングに合わせて 1 回曲げられ
たバー B 下端部。

階段の下面フーチングに合わせて 2 回曲げられ
たバー B 下端部。

階段の下面フーチングに合わせて 大 3 回曲げ
られたバー B 下端部。

バー B 上端部オプション

バー B 上端部の形状とコンクリートかぶり厚を指定します。

オプション 説明

バー B の単純な上端部。
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オプション 説明

階段の 上部の形状に合わせて 1 回曲げられた
バー B 上端部。

階段の 上部の形状に合わせて 2 回曲げられた
バー B 上端部。 後の脚の長さはかぶり厚で指
定されます。

階段の 上部の形状に合わせて 2 回曲げられた
バー B 上端部。

鉄筋の間隔

オプション 説明

鉄筋グループの間隔、本数、およびコン
クリートかぶり厚。

[バー C] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー C] タブを使用します。

オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。
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オプション 説明

どの追加側面鉄筋を作成するか、その端部条件、およ
びコンクリート カバーを定義します。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリートかぶ
り厚。

追加の I バー

オプション 説明

このダイアログ ボックスの紫色は追加の I バーを表
しています。

追加の I バーを作成するかどうかを指定します。紫
の点の横にあるチェック ボックスをオンにします。

段鼻形状適応を選択します。 初のチェック ボッ
クス (左の点) では追加の I バーを作成し、2 番目の
チェック ボックスではそのバーに付けるフックを
作成します。

鉄筋のかぶり厚。
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[バー D] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー D] タブを使用します。

オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリート
かぶり厚。

追加の I バー

追加の I バーはバー D と交差する直線の鉄筋です。追加の I バーは 大 4 本作成
できます。

オプション 説明

このダイアログ ボックスの紫色は追加の I バー
を表しています。

追加の I バーを作成するかどうかを指定します。
紫の点の横にあるチェック ボックスをオンにし
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3201 コンクリートディテール



オプション 説明

鉄筋のかぶり厚。

[バー E] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー E] タブを使用します。

作成オプション

オプション 説明

いいえ 鉄筋は作成されません。

あばら筋 鉄筋があばら筋として作成されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3202 コンクリートディテール



オプション 説明

ピン 鉄筋がピンとして作成されます。

オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリート
かぶり厚。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3203 コンクリートディテール



オプション 説明

あばら筋の形状。

階段勾配に平行 はい

傾斜ステップの形状に平行に作成します。

いいえ

四角形として作成します。

追加の I バー

追加の I バーはバー D と交差する直線の鉄筋です。追加の I バーは 大 4 本作成
できます。

オプション 説明

このダイアログ ボックスの紫色は追加の I バー
を表しています。

追加の I バーを作成するかどうかを指定します。
紫の点の横にあるチェック ボックスをオンにし
ます。

鉄筋のかぶり厚。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3204 コンクリートディテール



[バー F] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー F] タブを使用します。

オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリー
トかぶり厚。

[バー G] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー G] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3205 コンクリートディテール



オプション 説明

形状とコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリート
かぶり厚。

追加の I バー

追加の I バーはバー G と交差する直線の鉄筋です。追加の I バーは 大 4 本作成
できます。

オプション 説明

このダイアログ ボックスの紫色は追加の I バ
ーを表しています。

追加の I バーを作成するかどうかを指定しま
す。紫の点の横にあるチェック ボックスをオ
ンにします。

鉄筋のかぶり厚。

[バー H] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー H] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3206 コンクリートディテール



作成オプション

オプション 説明

• バー H を作成しません。

• バー H を作成します。

• 下段バー H 鉄筋グループのみを作成します。

バー H の形状オプション

オプション 説明

2 つの曲げ鉄筋グループ。形状とコンクリート
かぶり厚を指定します。

上段鉄筋グループは直線であり、下段鉄筋グル
ープは両側で曲げられています。形状とコン
クリートかぶり厚を指定します。

2 つの直線の鉄筋グループ。形状とコンクリー
トかぶり厚を指定します。

2 つの鉄筋グループ。形状とコンクリートかぶ
り厚を指定します。

片側に曲げがある 1 つの鉄筋グループ。コン
クリート カバーの厚さ、およびフックを作成す
るかどうかを定義します。

プロパティ (&P)
下部鉄筋と上部鉄筋に個別のプロパティを定義できます。

オプション 説明

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3207 コンクリートディテール



[バー I] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー I] タブを使用します。

オプション 説明

配置、間隔、およびコンクリートかぶり厚。

鉄筋グループのコンクリートかぶり厚。

[バー J] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー J] タブを使用します。 複数のバー J 鉄筋グループを作
成できます。 [バー J] タブでは、各グループが独自の色で表されます。

色グループ オプション

オプション 説明

色グループ オプションを使用して、作成するバー
J 鉄筋グループ (青、緑、茶) の組み合わせを指定し
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3208 コンクリートディテール



オプション 説明

色に基づいた鉄筋グループの配置とコンクリート
かぶり厚。

すべての鉄筋グループのコンクリートかぶり厚。

[バー K] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー K] タブを使用します。

オプション 説明

形状を選択し、コンクリートかぶり厚を定義し
ます。

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリー
トかぶり厚。

追加の I バー

追加の I バーはバー K と交差する直線の鉄筋です。追加の I バーは 大 3 本作成
できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3209 コンクリートディテール



オプション 説明

このダイアログ ボックスの紫色は追加
の I バーを表しています。

紫の点の横にあるチェック ボックスを
オンにして、追加の I バーを作成するか
どうかを指定します。

鉄筋のかぶり厚。

[バー L] タブ

階段鉄筋グループの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパ
ティを定義するには、[バー L] タブを使用します。

オプション 説明

階段フーチングに L 型鉄筋グループを作成するかど
うかを指定します。

L 型鉄筋グループを 上段で作成するかどうか、また
はすべての鉄筋を同じ形状で作成するかどうかを定
義します。

上部の 2 段での鉄筋グループのオフセットを指定
します。

上段と 下段の間で鉄筋を作成するかどうかを定
義します。

上部の 2 段を除くすべての段での鉄筋グループの
形状を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3210 コンクリートディテール



オプション 説明

鉄筋グループの間隔、本数、およびコンクリートかぶ
り厚。

バー L の形状オプション

形状オプションは中間段および 下段に影響します。

オプション 説明

L 形鉄筋グループ。

フック付き L 形鉄筋グループ。

[金網図] タブ

下部踊り場の金網、階段の金網、および上部踊り場の金網を定義するには、[金網
図] タブを使用します。

側面ビュー

  説明

1 下部踊り場の金網 (上段)。金網のオ
フセットとかぶり厚を指定します。

2 下部踊り場の金網 (下段)。金網のオ
フセットとかぶり厚を指定します。

3 階段の金網 (上段)。金網のオフセッ
トとかぶり厚を指定します。

4 階段の金網 (下段)。金網のオフセッ
トとかぶり厚を指定します。

5 上部踊り場の金網 (上段)。金網のオ
フセットとかぶり厚を指定します。

6 上部踊り場の金網 (下段)。金網のオ
フセットとかぶり厚を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3211 コンクリートディテール



上面ビュー

  説明

1 下部踊り場の金網 (上段) のかぶり厚。

2 下部踊り場の金網 (下段) のかぶり厚。

3 階段の金網 (上段) のかぶり厚。

4 階段の金網 (下段) のかぶり厚。

5 上部踊り場の金網 (上段) のかぶり厚。

6 上部踊り場の金網 (下段) のかぶり厚。

[金網属性] タブ

下部踊り場の金網、階段の金網、上部踊り場の金網のプロパティ、配置、および作
成タイプを定義するには、[金網属性] タブと [金網図] タブを使用します。

横筋配置

 説明

横筋を上にします。

横筋を下にします。

作成タイプ

 説明

溶接金網として金網を作成します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3212 コンクリートディテール



 説明

独立した 2 つの鉄筋グループとして金網を作成し
ます。

[溶接金網] タブ

上部および下部踊り場の溶接金網の形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、お
よび鉄筋プロパティを定義するには、[溶接金網] タブを使用します。 大 3 個の
鉄筋グループを作成できます。

  説明

1 階段下部踊り場のすべての溶接金網グル
ープのかぶり厚。

このダイアログ ボックスでは、色での表
示を使用します。

2 階段下部踊り場のすべての溶接金網グル
ープの垂直かぶり厚。

このダイアログ ボックスでは、色での表
示を使用します。

3 階段上部踊り場のすべての溶接金網グル
ープのかぶり厚。

このダイアログ ボックスでは、色での表
示を使用します。

4 階段上部踊り場のすべての溶接金網グル
ープの垂直かぶり厚。

このダイアログ ボックスでは、色での表
示を使用します。

[下部アンカー バー] タブ

下部アンカー バーの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロ
パティを定義するには、[下部アンカー バー] タブを使用します。 大 3 個の鉄筋
グループを作成できます。

作成タイプ

オプション 説明

いいえ 鉄筋グループは作成されません。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3213 コンクリートディテール



オプション 説明

タイプ 1 L 形アンカー鉄筋グループ。

タイプ 2 単純な直線アンカー鉄筋グループ。

[上部アンカー バー] タブ

上部アンカー バーの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロ
パティを定義するには、[上部アンカー バー] タブを使用します。 大 3 個の鉄筋
グループを作成できます。

作成タイプ

オプション 説明

いいえ 鉄筋グループは作成されません。

タイプ 1 L 形アンカー鉄筋グループ。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3214 コンクリートディテール



オプション 説明

タイプ 2 単純な直線アンカー鉄筋グループ。

[Z アンカー バー] タブ

Z アンカー バーの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄筋プロパテ
ィを定義するには、[Z アンカー バー] タブを使用します。 大 3 個の鉄筋グルー
プを作成できます。

  説明

1 階段下部踊り場のすべての
Z アンカー バー グループの
かぶり厚。

このダイアログ ボックスで
は、色での表示を使用しま
す。

2 階段メイン部材のすべての
Z アンカー バー グループの
垂直かぶり厚。

このダイアログ ボックスで
は、色での表示を使用しま
す。

3 階段上部踊り場のすべての
Z アンカー バー グループの
かぶり厚。

このダイアログ ボックスで
は、色での表示を使用しま
す。

下部
L

階段下部踊り場から延長さ
れた Z アンカー バーの長
さ。

上部
L

階段上部踊り場から延長さ
れた Z アンカー バーの長
さ。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3215 コンクリートディテール



[踊り場エンド バー] タブ

階段の踊り場を補強し、踊り場エンド バーの形状、コンクリートかぶり厚、鉄筋
の間隔、および鉄筋プロパティを定義するには、[踊り場エンド バー] タブを使用
します。

下端

下部踊り場の鉄筋。

  説明

1 踊り場エンド バー。U 形の形状は、指定された
かぶり厚に基づく踊り場の形状に従います。

図の色表示は青と緑です。

2 追加の横筋を作成するかどうかを指定します。
紫の点の横にあるチェック ボックスをオンに
します。

3 追加の横筋を作成するかどうかを指定します。
赤の点の横にあるチェック ボックスをオンに
します。

上端

上部踊り場の鉄筋。

  説明

1 踊り場エンド バー。U 形の形状は、指定された
かぶり厚に基づく踊り場の形状に従います。

図の色表示は青と緑です。

2 追加の横筋を作成するかどうかを指定します。
紫の点の横にあるチェック ボックスをオンに
します。

3 追加の横筋を作成するかどうかを指定します。
赤の点の横にあるチェック ボックスをオンに
します。

側面かぶり厚

オプション 説明

[踊り場エンド バー] タブで指定されたすべての鉄筋グ
ループの側面かぶり厚。

[ユーザー定義情報] タブ

階段のユーザー定義情報を定義するには、[ユーザー定義情報] タブを使用します。
複数のユーザー定義情報を定義できます。 ユーザー定義情報はフィルターとして
使用できます。また、図面やレポートに表示することもできます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3216 コンクリートディテール



[設定] タブ

[RC 階段 (95)] で作成されたすべての鉄筋のデフォルトのかぶり厚と曲げ半径を指
定するには、[設定] タブを使用します。

鉄筋グループ A ～ C のかぶり厚

鉄筋グループ A ～ C のデフォルトのかぶり厚を指定します。

オプション 説明

値 値で指定されたデフォルトのかぶり厚。

鉄筋径 鉄筋径を乗算したデフォルトのかぶり厚。

バー D ～ L かぶり厚

鉄筋グループ D ～ L、および鉄筋グループ A ～ C と溶接金網を除くすべての鉄筋
のデフォルトのかぶり厚を指定します。

オプション 説明

値 値で指定されたデフォルトのかぶり厚。

鉄筋径 鉄筋径を乗算したデフォルトのかぶり厚。

曲げ半径

すべての鉄筋のデフォルトの曲げ半径を指定します。

オプション 説明

Rebar_database.inp rebar_database.inpファイルで指定されたデフ

ォルトの曲げ半径。

直径に関係 鉄筋径に基づくデフォルトの曲げ半径。

曲げ半径 値で指定されたデフォルトの曲げ半径。

金網かぶり厚

[RC 階段 (95)] で作成された溶接金網のデフォルトのかぶり厚を指定します。

杭基礎

ここでは、コンクリート杭基礎で使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• プレキャスト ブロック (1028) (3217 ページ)

• コンクリート杭基礎 (1030) (3224 ページ)

コンクリート コンポーネント リファレンス 3217 コンクリートディテール



プレキャスト ブロック (1028)
[プレキャストブロック (1028)] を選択すると、プレキャスト ブロックが作成されま
す。ブロックは、3 つの断面に分割できます。3 つの断面はすべて、別個に寸法設
定できます。

作成される部材

• 基礎ブロック

• 埋込み材

• 調整装置

使用方法

状況 説明

3 つの断面のあるプレキャスト ブロッ
ク。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3218 コンクリートディテール



状況 説明

1 つの断面のあるプレキャスト ブロッ
ク。

選択順序

1. メイン部材 (コンクリート柱) を選択します。

2. 位置を指示します。

ディテールは自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

プレキャスト ブロックの寸法を設定するには、[ピクチャー] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3219 コンクリートディテール



プレキャスト ブロックは、正面ビューでも側面ビューでも寸法設定できます。

 説明

1 断面 1 における上弦プロファイルの幅 (正面ビュー)。
2 傾斜している柱の切り取り部の幅。

3 柱の切り取り部の高さ。

4 ブロックの下にあるプレートのオフセット。

オフセットは、基礎ブロックを基準としています。

5 ブロックの下のプレートの厚さ。

6 断面 1 における下弦プロファイルの幅 (正面ビュー)。

断面 2 お よび断面 3 の幅 (正面ビュー)。
7 基礎ブロックから柱の側面までの距離。

8 基礎ブロックの断面を接続する方法を選択します。

9 基礎ブロックの参照点を選択しま
す。

コンポーネントの
挿入点は、基礎ブロ
ックの下側にあり
ます。

赤色の部材 (ブロッ
クの下の追加プレ
ート) は考慮に入れ

コンクリート コンポーネント リファレンス 3220 コンクリートディテール



 説明

さらに、垂直オフセットも設定で
きます。

られない点に注意
してください。

コンポーネントの
挿入点は、柱の切り
取り部の下側にあ
ります。

コンポーネントの
挿入点は、柱の下側
にあります。

コンポーネントの
挿入点は、基礎ブロ
ックの上部にあり
ます。

10 断面 1 における上弦プロファイルの幅 (側面ビュー)。
11 柱の下部から基礎ブロックまでの距離。

12 断面 1 における下弦プロファイルの幅 (側面ビュー)。

断面 2 および断面 3 の幅 (側面ビュー)。
13 キャスト ユニット タイプを選択します。

[部材] タブ

基礎ブロックのプロファイル、埋込み材と調整装置、埋込み寸法を定義する場合
は、[部材] を使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3221 コンクリートディテール



オプ
ショ
ン

説明

1 基礎ブロックのプロパティ、調整装置および埋込み材のプロパティ。

材質を選択しない場合、[プレキャスト ブロック (1028)] により柱と同じ材
質が使用されます。

2 調整装置と埋込み材を作成するかどうか、およびそれらを基礎ブロックに
接続する方法を選択します。

3 基礎ブロック 3 つの断面の寸法。

さらに、上の断面で柱の切り取り部も定義できます。

断面 2 および 3 には、傾斜のある平面の高さを定義できます。

4 埋込み材の寸法。

[グルーブ] タブ

グルーブを定義するには、[グルーブ] タブを使用します。

例:

コンクリート コンポーネント リファレンス 3222 コンクリートディテール



 説明

1 グルーブの高さ。

2 グルーブの間隔。

3 柱の下部を基準とした 初距離。

4 グルーブのデプス。

5 グルーブの数。

6 グルーブの勾配角度または寸法を定義するかどうかを選択します。

7 勾配角度または寸法値を定義します。

[一般] タブ

詳細情報のリンク:

コンクリート コンポーネント リファレンス 3223 コンクリートディテール



[解析] タブ

詳細情報のリンク:

[解析] タブ

コンクリート杭基礎 (1030)
[コンクリート杭基礎 (1030)] では、選択したコンクリート柱の下部にコンクリート
杭基礎板を作成します。

作成されるオブジェクト

• コンクリート杭基礎板

• コンクリート柱の注入管と注入ホース

• 基礎板の下の 大 4 本のコンクリート杭 (オプション)

• 鉄筋のあばら筋

適用

状況 説明

杭、注入管、曲がり注入ホース、鉄筋、
およびあばら筋を使用し、角処理された
コンクリート杭基礎板。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3224 コンクリートディテール



状況 説明

杭基礎板にリセスがあり、複数の鉄筋を
使用した、縁端が 4 つ以上あるコンクリ
ート杭基礎板。

鉄筋が複数あるコンクリート杭基礎板。

選択順序

1. コンクリート柱を選択します。

2. 点を指定します。

点をピックすると、コンクリート杭基礎板が自動的に作成されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3225 コンクリートディテール



部材の識別キー

 部材

1 コンクリート柱

2 点

点によって、柱の新しい下部レベルが定義されます。

[ピクチャー] タブ

鉄筋と注入管の形状を制御するには、[ピクチャー] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3226 コンクリートディテール



寸法

 説明 デフォルト

1 鉄筋の 上部からの注入管の延長部分の長
さ。

180 mm

2 柱内の鉄筋の高さ。 400 mm
3
4

鉄筋の上部および下部かぶり厚。

下部かぶり厚は、上部かぶり厚を定義して
いない場合にのみ使用されます。

0,5 * 杭基礎板の厚さ

5 杭の太さ。

[部材] タブの杭の厚さの値がこの値よりも
優先されます。

300 mm

6 杭基礎板の下部から杭の下部までの距離。 5000 mm
7 杭基礎板内の杭の深さ。 50 mm
8 杭基礎の厚さ。 800 mm
9 柱から杭基礎板までの距離。 0 mm

コンクリート コンポーネント リファレンス 3227 コンクリートディテール



 説明 デフォルト

10 ピックした点からの垂直オフセット。 0 mm

11 鉄筋の高さ。 800 mm 400 mm + コンク

リートフーチングの高さ
の 50%

12 注入管の高さ 1。 500 mm
13 注入管の高さ 2 および 3。

複数の注入管が同じ方向を向いている場合
は、注入管の垂直オフセット。

[注入管と鉄筋] タブで使用するレベルを定
義します。

 

注入管

注入管の形状と寸法を選択します。

オプション 説明

角度が 90 度の注入管のみ。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3228 コンクリートディテール



オプション 説明

注入管のみ。

値 a を使用して管の傾斜を指定します。

注入管と 90 度の注入ホース。

注入管と傾斜付き注入ホース。

値 a を使用してホースの傾斜を指定します。

まっすぐな注入管。注入管の開口部は作成されません。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3229 コンクリートディテール



 説明 デフォルト

1 傾斜付き注入管または注入ホースの角の
高さを指定します。

30 mm

2 曲がり注入ホースの高さを指定します。 0 mm

鉄筋のフックの長さ

鉄筋のフックの長さを指定します。鉄筋の終了角度も定義できます。

デフォルト値は、「10 *鉄筋の直径」です。

[部材] タブ

[部材] タブを使用して、杭基礎板、基礎杭、あばら筋、注入管のプロファイル プ
ロパティを制御します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3230 コンクリートディテール



コンクリート躯体、杭

コンクリート杭基礎板と基礎杭のプロファイル プロパティを指定します。

[部材] タブで杭の厚さの値を空のままにした場合、代わりに [ピクチャー] タブで定
義されている杭の厚さの値が [杭プロファイル頭文字 (e.g. D)] と共に使用されま
す。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さ。

マーク 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

[クラス] 部材クラス番号。

コメント 部材に関するコメントを追加します。

鉄筋

オプション 説明

鉄筋タイプ 鉄筋のプロファイル タイプを選択します。

• [標準]: [鉄筋] と同じ

• [複数プロファイル]: プロファイル カタログ

• [鉄筋]: 鉄筋カタログ

鉄筋 鉄筋のサイズ。

半径 鉄筋のフックの半径。

鉄筋親部材: 鉄筋の親部材を指定します。

• [標準]: [柱] と同じ

• [コンクリート躯体]: コンクリート杭基礎板が親
部材となります。

• [柱]: 柱が親部材となります。

• ルース部材: 鉄筋は、部材に接続されません。

• 隣接部: 隣接部に属する鉄筋。部材を検索する
には名前やクラスを使用します。

注入管と曲線

オプション 説明

注入管

曲線

注入管のサイズ。

注入ホースのサイズ。

記事番号 注入ホースと注入管の記事番号。

入力した値は、部材のユーザー定義情報
に保存されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3231 コンクリートディテール



オプション 説明

 注入ホースを注入管に接続する方法を
指定します。

• [標準]: 注入ホースはフリー部材で
す。

• [部材合成溝]: 注入ホースを注入管に
追加します。

• [溶接溝]: 注入ホースを注入管に溶接
します。

• [キャストユニット柱]: 注入ホースを
柱に追加します。

• [柱へ溶接]: 注入ホースを柱に溶接し
ます。

オプション 説明

杭プロファイル頭文字 (e.g. D) 杭のデフォルトのパラメトリック プロ
ファイル頭文字。

この値は、[ピクチャー] タブで杭の厚さ
を設定している場合にのみ機能します。

[部材] タブで杭の厚さを設定すること
により、この値を無効にすることができ
ます。

[鉄筋プロファイル頭文字 (e.g.D)] 鉄筋プロファイルのデフォルトのパラ
メトリック プロファイル頭文字。

[全体] タブ

コンクリート杭基礎板の形状と寸法、およびリセスを制御するには、[全体] タブを
使用します。

コンクリート杭基礎板のタイプ

オプション 説明

躯体のタイプ 直方体の杭基礎板の板タイプを選択します。

方向 杭基礎板の方向を選択します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3232 コンクリートディテール



コンクリート杭基礎板の寸法

 説明

1
2

コンクリート柱からの X 方向のオフセット。

コンクリート柱からの Y 方向のオフセット。

3 杭基礎板の形状を選択します。

4 杭基礎板の幅。

5
6

杭基礎板の直線部分の長さ。

7 杭基礎板の中心線からのオフセット。

8 杭基礎板の直線部分の幅。

9 杭基礎板の長さ。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3233 コンクリートディテール



リセス寸法

 説明

1 リセスのタイプを選択します。

2 リセスの幅。

3 リセスのデプス。

4 鉄筋の下部からリセスの下部までの距離。

5
6

鉄筋の中心線からリセスの左端までの距離。

鉄筋の中心線からリセスの右端までの距離。

オプション 説明

直方体角処理タイプ 直方体の杭基礎板の角処理タイプ。

コーナー処理 X 角処理の X 方向のサイズ。

コーナー処理 Y 角処理の Y 方向のサイズ。

[杭] タブ

[杭] タブを使用して、基礎杭の位置を制御します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3234 コンクリートディテール



杭の位置

説明

1 杭の位置とオフセットを選択します。

2
4
6
8

1 つ目の杭から柱までの X 方向の距離。

2 つ目の杭から柱までの X 方向の距離。

3 つ目の杭から柱までの X 方向の距離。

4 つ目の杭から柱までの X 方向の距離。

3
5
7
9

1 つ目の杭から柱までの Y 方向の距離。

2 つ目の杭から柱までの Y 方向の距離。

3 つ目の杭から柱までの Y 方向の距離。

4 つ目の杭から柱までの Y 方向の距離。

10
11

コンクリート柱からの杭の X 方向のオフセット。

コンクリート柱からの杭の Y 方向のオフセット。

オプション 説明

杭方向 杭の方向を指定します。

杭を接続する 杭を杭基礎板に接続する方法を指定します。

[注入管と鉄筋] タブ

鉄筋と注入管の作成、数、および位置を制御するには、[注入管と鉄筋] タブを使用
します。

オプション 説明

作成 作成する部材を選択します。

注入管曲げ半径 注入管の半径。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3235 コンクリートディテール



注入管プロパティ

説明

1 曲げ鉄筋の方向を選択します。

2 注入ホースの方向を選択します。

3 注入管の数。

4 注入管の芯芯距離。

5 曲がり注入部材のレベルを指定します。

これは、曲がり部材が同じ方向を向いている場合に役立ちます。

レベルは [ピクチャー] タブで指定できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3236 コンクリートディテール



説明

例:

6 注入管の中心からコンクリート杭基礎の外側輪郭線までの距離を
指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3237 コンクリートディテール



例

[柱] タブ

柱の切り取り部の寸法を制御するには、[柱] タブを使用します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3238 コンクリートディテール



柱の寸法

 説明

1 柱の切り取り部のサイズ。

2 柱の切り取り部の高さ。

[あばら筋] タブ

[あばら筋] タブを使用して、あばら筋のプロパティを制御します。

あばら筋プロパティ

オプション 説明

あばら筋を作成するかどうかを選択します。

あばら筋の長さを指定します。

等級 あばら筋の等級。

サイズ あばら筋のサイズ。

端部条件　左 あばら筋の始点のフック。

端部条件　右 あばら筋の終点のフック。

曲げ長さ　左 あばら筋の始点のフックの長さ。

曲げ長さ　右 あばら筋の終点のフックの長さ。

作成方法 あばら筋の作成方法。

[鉄筋本数]: あばら筋の数を入力します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3239 コンクリートディテール



オプション 説明

[間隔指定]: 間隔値を入力します。

 あばら筋に関するコメント、あばら筋の名前、クラス、頭
マーク、および開始番号を指定します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3240 コンクリートディテール



 説明

1 あばら筋の始点を選択します (柱の下部から 初のあばら筋まで、ま
たは鉄筋の上部から 初のあばら筋まで)。

2 鉄筋の下部から 後のあばら筋までの距離を定義します。

例

[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

6.2 鉄筋

ここでは、鉄筋で使用できるコンポーネントについて説明します。

参照項目

基礎部分の補強 (3242 ページ)

コンクリート コンポーネント リファレンス 3241 鉄筋



梁、柱、およびスラブの補強 (3264 ページ)

吊り (3467 ページ)

基礎部分の補強

Tekla Structures には、基礎部分の鉄筋を自動的に作成できる次のコンポーネントが
用意されています。

• ストリップ フーチング鉄筋 (75) (3242 ページ)

• パイルキャップ鉄筋 (76) (3246 ページ)

• パッド フーチング鉄筋 (77) (3252 ページ)

• 柱定着筋 (86) (3258 ページ)

• フーチング定着筋 (87) (3260 ページ)

ストリップ フーチング鉄筋 (75)
[ストリップ フーチング鉄筋 (75)] は、コンクリート ストリップ フーチングの鉄筋
を作成します。

作成される鉄筋

• 上部と下部の表面の縦方向鉄筋とフーチングの側面

• あばら筋

使用方法

状況 詳細

長方形の断面がある直線のストリップ フー
チング

 

主筋全体がフーチ
ング内部、側面鉄
筋がない、あばら
筋コーナーにあば
ら筋ラップ。

フーチングから突
き出た主筋、両側
に 2 本の鉄筋、上
部表面の中央にあ
ばら筋ラップ。

使用しない場合

次のようなフーチング

• 断面が不規則

コンクリート コンポーネント リファレンス 3242 鉄筋



• 角が傾斜またはカットされている

実行前の準備

• コンクリート ストリップ フーチングを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート ストリップ フーチングを選択します。

[ピクチャー] タブ

コンクリートかぶり厚とあばら筋オフセットを定義するには、[ピクチャー] タブを
使用します。

かぶり厚

 説明

1 かぶり厚 (ストリップの端部)
2 あばら筋オフセット

3 かぶり厚 (上下)

[主筋] タブ

上下左右の各鉄筋のプロパティを定義するには、[主筋] タブを使用します。

主筋の張出し長

張り出し長は、ストリップ フーチングの端から隣接する構造に延長する主筋の距
離を定義します。[張出し長 (始点)] ボックスを使用してフーチングの始点 (黄色の
ハンドル) を指定し、[張出し長 (終点)] ボックスを使用してフーチングの終点 (マゼ
ンタ色のハンドル) を指定します。

次のように、張り出し長を個別に定義できます。

• 上部鉄筋

• 下側鉄筋

• フーチングの左側の鉄筋

• フーチングの右側の鉄筋

コンクリート コンポーネント リファレンス 3243 鉄筋



[あばら筋] タブ

[あばら筋] タブを使用して、あばら筋のプロパティと間隔タイプを定義します。

フックタイプ

ストリップ フーチングであばら筋ラップの位置を選択します。

オプション

中間

角

U 型

U 型

初の 2 つのオプションの
[断面] ピクチャーに重ね長さ
を入力します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3244 鉄筋



オプション

2 重あばら筋

横断方向直筋

あばら筋寸法

 説明

1 かぶり厚 (側面)
2 主筋と外側の側面鉄筋の間の外側の距離

3 2 重あばら筋の重なり長さ

4 2 重 U 型鉄筋の重なり長さ

曲げ方向

 オプション

1

2

3

4

コンクリート コンポーネント リファレンス 3245 鉄筋



2 重あばら筋鉄筋の端部形状

2 重あばら筋鉄筋を選択した場合、リストから鉄筋の端部の形状を選択できます。

オプション 例

135 度

デフォルト

90 度

重なり

[重なり] を選択した場合、重な
り長さを入力できます。

[属性] タブ

鉄筋とあばら筋のナンバリング プロパティを定義するには、[属性] タブを使用し
ます。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 名前は図面およびレポートで使用され
ます。

[クラス] [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示することができます。

パイルキャップ鉄筋 (76)
[パイルキャップ鉄筋 (76)] は、コンクリート パイル キャップの鉄筋を作成します。

作成される鉄筋

• パイル キャップの上面と底面の 2 方向の鉄筋

• フープ筋

コンクリート コンポーネント リファレンス 3246 鉄筋



使用方法

状況 詳細

柱の下の杭、上部鉄筋に集中
している下部鉄筋。2 本のフ
ープ筋。

下面と上面に等間隔で配置さ
れた鉄筋。フープ筋なし。

角のカットの有無にかかわらず
長方形のフーチングは、片側また
は両側が斜めになったフーチン
グ。

パッド フーチング、パイル キ
ャップ形状

フーチングの上面、下面、または
両面の鉄筋

 

直線または曲げ鉄筋の両端  

パッド フーチング、パイル キャップ形状

次の形状の杭基礎部分の鉄筋を作成するには、[パイルキャップ鉄筋 (76)] を使用し
ます。

パターン 説明

長方形

2 つの側面が斜め

コンクリート コンポーネント リファレンス 3247 鉄筋



パターン 説明

片側が斜め

角がカットされた長方形

実行前の準備

• コンクリート パイル キャップを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート パイル キャップを選択します。

2. 杭や列を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックして終了します。

[ピクチャー] タブ

コンクリートかぶり厚と主筋方向を定義するには、 [ピクチャー] タブを使用しま
す。
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コンクリートかぶり厚を入力します。

主筋方向として [長手方向に平行] または [長手方向に直行] を選択します。

[主/副筋上段] タブと [主/副筋下段] タブ

鉄筋プロパティを定義するには、[主/副筋上段] タブと [主/副筋下段] タブを使用し
ます。

鉄筋プロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。このフィ
ールドは、[サイズ] フィールドと共に使
用されます。

サイズ 鉄筋の直径。フィールドの右側の [...]
ボタンをクリックすると、[鉄筋の選択]
ダイアログ ボックスが開きます。

ダイアログボックスで、等級と付随する
径を選択できます。

注 サイズを選択すると、[等級] フィー
ルドの値が置き換えられます。
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オプション 説明

左/右端部条件 鉄筋端部の形状を定義します。

デフォルト値は [直線] です。

曲げ長さ　左/右 左/右端部延長の長さを定義します。

作成方法 本数

固定数の鉄筋が作成されます。鉄筋間
の間隔は自動的に計算されます。

間隔

付随するフィールドがアクティブにな
ります。入力される値は、鉄筋の固定間
隔です。鉄筋の数は自動的に計算され
ます。

杭キャップ

次のプロパティを使用して、パイル キャップ鉄筋を定義します。

フィールド 説明

杭/柱に合わす 杭の上および柱の下に主筋を集中さ
せるには、[はい] を選択します。

杭/柱幅の割合 (%) 鉄筋が集中している領域、および杭
または柱の幅の割合。

たとえば、パイルの直径または幅が
500 mm である場合、[杭の幅の割合
(%)] フィールドに 120 と入力する
と、パイル上の 600 mm 幅の領域に鉄
筋が集中します。

鉄筋配置(%) 杭または柱の下に集中する鉄筋の比
率。

鉄筋配置(本数) 杭または柱の下に集中する鉄筋の
数。

[フープ筋] タブ

フープ筋を作成および定義するには、[フープ筋] タブを使用します。

フープ筋は、コンクリート フーチングの側面の周囲をループする鉄筋です。

フーチングでは、フープ筋のグループを 6 つまで作成できます。各グループには、
それぞれ異なる値を含めることができます。

• 等級

• 鉄筋のサイズ

• 本数
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• 間隔

• 形状

• 寸法

フーチングのフープ筋を作成するには、次のようにします。

1. [フープ筋オプション] リスト ボックスで、[はい] を選択してフープ筋を作成し
ます。

2. 各フープ筋グループのプロパティを入力します。

プロパティ 説明

フープ筋グループの数量、間隔、およ
び位置。

Tekla Structures では、一部のフィールド
の情報が次の優先順位で使用されま
す。

1. [本数] および [間隔]
2. [本数]、[始点]、および [終点]
3. [間隔]、[始点]、および [終点]

Type ラップの数と位置。次のオプションが
あります。

配置 オプションは、[デフォルト]、[前方]、
および [後方] です。

p1...p4
L1...L4

フープ筋ラップの正確な位置と長さ。
位置は、鉄筋の角からラップの中点ま
での距離で測定されます。
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プロパティ 説明

主筋の端部から測定された 上部フー
プ筋の位置。

ここに値を入力すると、[終点] フィール
ドで定義された位置が上書きされま
す。

[属性] タブ

[属性] タブを使用して鉄筋のナンバリング プロパティを定義します。

オプション 説明

頭マーク 鉄筋マークの頭マーク。

開始番号 鉄筋マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

パッド フーチング鉄筋 (77)
[パッド フーチング鉄筋 (77)] では、コンクリート パッド フーチングの鉄筋が作成
されます。

作成される鉄筋

• パッド フーチングの下面に対する 2 つの方向の鉄筋。

• フープ筋

使用方法

状況 詳細

長方形のフーチング、主筋端部の 90 度
フック、副筋端部の 180 度フック、フー
プ筋なし。
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状況 詳細

長方形のフーチング、間隔が異なる主鉄
筋の 3 つのゾーン、直線鉄筋の両端、3
本のフープ筋。

2 つの側面が斜めになったフーチング、
間隔が異なるフープ筋の 2 つのグルー
プ。

角のカットの有無にかかわらず長方形
のフーチングは、片側または両側が斜め
になったフーチング。

パッド フーチング、パイル キャップ形
状

パッド フーチング、パイル キャップ形状

次の基礎形状の鉄筋を作成するには、[パッド フーチング (77)] を使用します。

パターン 説明

長方形

2 つの側面が斜め

片側が斜め
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パターン 説明

角がカットされた長方形

実行前の準備

• コンクリートパッドフーチングを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート パッド フーチングを選択します。

パッド フーチング鉄筋 (77) を使用したパッド フーチング鉄筋の追加

1. パッド フーチングを作成します。

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

3. 検索ボックスに「パッド フーチング」と入力します。

4. [パッド フーチング鉄筋 (77)] を選択します。

5. パッド フーチングを選択します。

Tekla Structures により、パッド フーチングにフープ筋および下部鉄筋が挿入さ
れます。
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[画像] タブ

[ピクチャー] タブを使用して、かぶり厚を定義します。

平面上および平面からのコンクリートかぶり厚を入力します。
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溶接金網の配置

オプション 説明

四角形の金網 作成した溶接金網の副筋の配置を、主筋
に対して垂直に設定します。

両側が揃った金網 主筋と副筋を斜めの縁端に合わせます。

[主/副筋] タブ

鉄筋プロパティを定義するには、[主/副筋] タブを使用します。

パッド フーチング

パッド フーチングでは、主筋を次のように配置できます。

• 同じ鉄筋プロパティが設定されている鉄筋の 1 つのゾーン

• 鉄筋プロパティが異なる鉄筋の 3 つのゾーン

主筋と副筋のオプションを個別に設定します。[配置] リスト ボックスからオプシ
ョンを選択します。

フック

[左端部フック] および [右端部フック] からフックを作成する場合に選択します。

ドロップダウン リストからカスタム フックとしてフックを作成できます。

[フープ筋] タブ

フープ筋のプロパティを定義するには、[フープ筋] タブを使用します。

フープ筋は、コンクリート フーチングの側面の周囲をループする鉄筋です。

フーチングでは、フープ筋のグループを 6 つまで作成できます。各グループには、
それぞれ異なる値を含めることができます。

• 等級

• 鉄筋のサイズ

• 本数

• 間隔

• 形状

• 寸法

フーチングのフープ筋を作成するには、次のようにします。

1. フーチング鉄筋プロパティ ダイアログ ボックスを開き、[フープ筋] タブをク
リックします。

2. [フープ筋オプション] リスト ボックスで、[はい] を選択してフープ筋を作成し
ます。

3. 各フープ筋グループのプロパティを入力します。
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プロパティ 説明

フープ筋グループの数量、間隔、およ
び位置。

Tekla Structures では、一部のフィールド
の情報が次の優先順位で使用されま
す。

1. [本数] および [間隔]
2. [本数]、[始点]、および [終点]
3. [間隔]、[始点]、および [終点]

Type ラップの数と位置。次のオプションが
あります。

配置 オプションは、[デフォルト]、[前方]、
および [後方] です。

p1...p4
L1...L4

フープ筋ラップの正確な位置と長さ。
位置は、鉄筋の角からラップの中点ま
での距離で測定されます。

主筋の端部から測定された 上部フー
プ筋の位置。

ここに値を入力すると、[終点] フィール
ドで定義された位置が上書きされま
す。

[属性] タブ

[属性] タブを使用してナンバリング プロパティを定義します。

フィールド 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。
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フィールド 説明

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化
できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

柱定着筋 (86)
[柱定着筋 (86)] では、柱のフーチングとペデスタルで鉄筋を作成します。定着筋
は、ペデスタルから適用することも、柱に対して直線状に適用することもできま
す。定着筋は、四角形または円形で使用できます。

作成される鉄筋

• 柱下端配筋 (直線または L 型)

• あばら筋 (オプション)

使用方法

状況 詳細

[柱定着筋 (86)] は、四角形また
は円形のペデスタルから直線
または L 型の定着筋を作成し
ます。定着筋にあばら筋を適
用することもできます。

実行前の準備

• フーチングを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. フーチング

2. ペデスタル

[ピクチャー] タブ

鉄筋の寸法と位置、鉄筋の間隔、あばら筋タイプ、およびコンクリートかぶり厚を
定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。
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柱下端配筋の形状を選択します。

オプション 説明

L 型柱下端配筋。

鉄筋の長さを定義します。

直線柱下端配筋。

L 型柱下端配筋。

コンクリートかぶり厚を定義します。

柱下端配筋の上部の形状を選択します。

オプション 説明

柱下端配筋の上部は直線です。

デフォルト

柱下端配筋の上部は曲がっています。

曲げ部材の長さを指定します。

オプション 説明

あばら筋本数/間隔 あばら筋の数とその間隔を定義します。

間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。鉄筋間の各間隔の値を入力しま
す。たとえば、3 本の鉄筋がある場合は
値を 2 つ入力します。

角鉄筋の作成 角鉄筋を作成する場合に選択します。

デフォルト値は [はい] です。

角鉄筋の配置を選択します。

等級 鉄筋の等級を定義します。
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オプション 説明

サイズ 鉄筋のサイズを定義します。

曲げ半径 鉄筋の曲げ半径を定義します。

あばら筋

以下のオプションを使用して、フーチングのあばら筋ラップを定義します。

オプション 説明

あばら筋の側面のラップ

鉄筋の両端の 45 度フック

あばら筋コーナーでのラップ

鉄筋の両端の 135 度フック

あばら筋コーナーでのラップ

鉄筋の両端の 90 度フック

柱下端配筋が円形の場合、あばら
筋の重なりの角度を定義する必
要があります。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して鉄筋のナンバリング プロパティを定義します。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

フーチング定着筋 (87)
[フーチング定着筋 (87)] では、柱のフーチングで柱下端配筋が作成されます。定着
筋は、ペデスタルから適用することも、柱に対して直線状に適用することもできま
す。定着筋は、四角形または円形で使用できます。
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作成される鉄筋

• 柱下端配筋 (直線または L 型)

• あばら筋 (オプション)

使用方法

状況 詳細

[フーチング定着筋 (87)] は、四
角形または円形の定着筋をフ
ーチングに配置します。直線
または L 型の定着筋を使用で
き、あばら筋を適用すること
もできます。

実行前の準備

• フーチングを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. フーチング

[ピクチャー] タブ

鉄筋の寸法と位置、鉄筋の数と間隔、およびコンクリートかぶり厚を定義するに
は、[ピクチャー] タブを使用します。

柱下端配筋の形状を選択します。

オプション 説明

L 型柱下端配筋。

鉄筋の長さを定義します。

直線柱下端配筋。

L 型柱下端配筋。

コンクリートかぶり厚を定義します。
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オプション 説明

あばら筋本数/間隔 あばら筋の数とその間隔を定義します。

間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。鉄筋間の各間隔の値を入力しま
す。たとえば、3 本の鉄筋がある場合は
値を 2 つ入力します。

角鉄筋の作成 角鉄筋を作成する場合に選択します。

デフォルト値は [はい] です。

角鉄筋の配置を選択します。

等級 鉄筋の等級を定義します。

サイズ 鉄筋のサイズを定義します。

曲げ半径 鉄筋の曲げ半径を定義します。

[下部かぶり厚] タブ

鉄筋グループの下部かぶり厚を定義するには、[下部かぶり厚] タブを使用します。

[すべて同じ] リストから下部かぶり厚を設定する場合に選択します。

オプション 説明

はい すべての角鉄筋と側面鉄筋に同じ下部
かぶり厚を設定します。

いいえ 鉄筋グループごとに個別の下部かぶり
厚を入力します。

[位置] タブ

柱下端配筋の位置とあばら筋タイプを定義するには、[位置] タブを使用します。
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柱下端配筋の位置

鉄筋グループ内の中心からフーチングの中心までの 2 方向の距離を入力します。

あばら筋

以下のオプションを使用して、フーチングのあばら筋ラップを定義します。

オプション 説明

あばら筋の側面のラップ

鉄筋の両端の 45 度フック

デフォルト

あばら筋コーナーでのラップ

鉄筋の両端の 135 度フック

あばら筋コーナーでのラップ

鉄筋の両端の 90 度フック

柱下端配筋が円形の場合、あばら
筋の重なりの角度を定義する必
要があります。
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[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して鉄筋のナンバリング プロパティを定義します。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

梁、柱、およびスラブの補強

Tekla Structures には、梁、柱、およびスラブの鉄筋を自動的に作成できる次のコン
ポーネントが用意されています。

• ディテール マネージャー (3265 ページ)

• 溶接金網/溶接金網 (領域別) (3267 ページ)

• 鉄筋カプラーとアンカー ツール (3276 ページ)

• スラブ鉄筋 (18) (3289 ページ)

• スラブ鉄筋ツール (3291 ページ)

• 梁鉄筋 (63) (3295 ページ)

• あばら筋配置 (67) (3300 ページ)

• 長手方向鉄筋 (70) (3305 ページ)

• 梁端部補強 (79) (3308 ページ)

• ハンチ鉄筋 (81) (3312 ページ)

• 丸柱の鉄筋 (82) (3318 ページ)

• 正方形柱の鉄筋 (83) (3327 ページ)

• スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84) (3339 ページ)

• 開口と補強作成 (85) (3345 ページ)

• トラス梁 (88) (3348 ページ)

• トラス梁 (89) (3367 ページ)

• 範囲指定の溶接金網 (89)/溶接金網の列 (91) (3387 ページ)

• 長方形の鉄筋範囲 (94) (3392 ページ)

• 壁パネル鉄筋/2 重壁エッジと開口部鉄筋 (3405 ページ)
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• 異径溶接金網 (3415 ページ)

• 埋め込みアンカー (8) (3418 ページ)

• 埋込み材 (1008) (3455 ページ)

• 連続梁鉄筋 (3465 ページ)

ディテール マネージャー
ディテール コンポーネントを任意の構造に適用するには、[ディテール マネージャ
ー] を使用します。[ディテール マネージャー] では、ルールを指定して複数のコン
ポーネントに一度に適用し、キャスト ユニットまたはモデル全体の構造のディテ
ールを設定できます。

選択フィルターを使用して、自動反復されるディテール タスクにディテール ルー
ルを指定できます。[ディテール マネージャー] を使用して、カスタム ディテール、
拡張機能、またはシステム コンポーネントを追加できます。

以下の 3 つのオプションがあります。

• [ディテール マネージャー] で部材を入力として使用します。キャスト ユニッ
トのすべての部材が、設定されたルールによって検証され、ディテールが設定
されます。

• [ディテール マネージャー] でキャスト ユニットを入力として使用します。キ
ャスト ユニットのすべての部材が、設定されたルールによって検証され、ディ
テールが設定されます。

• [ディテール マネージャー] でコンポーネントを入力として使用します。たと
えば、同じツールによって複数の部材が作成される [床レイアウト] や [壁レイ
アウト] などのツールを使用します。コンポーネントのすべての部材が、設定さ
れたルールによって検証され、ディテールが設定されます。

次の図は、[ディテール マネージャー] の例を示しています。この例では、クラス 4
のフィルターが選択されており、クラス 4 のオブジェクトに対する選択フィルター
があるため、キャスト ユニットの外部シェルに [溶接金網] コンポーネントが作成
されます。
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プロパティ (&P)

オプション 説明

ルール ディテール設定を指定するには、ルールを使用します。

ルールの 大数は 25 です。新しいルールを作成するに

は、  をクリックします。ルール タブをダブルクリ
ックして、ルールの名前を変更できます。

ルール タブからコンテンツを削除するには、ルール タブ
をダブルクリックして [クリア] を選択します。

ルールを削除するには、ルール タブをダブルクリックし
て以下を選択します。

• [閉じる]: 選択したタブを削除します。

• [その他のタブを閉じる]: 選択したタブ以外のタブを
削除します。

• [すべてのタブを閉じる]: すべてのタブを削除します。
[ディテール マネージャ] により、新しい空のルール タ
ブが追加されます。

ルール タブで  をクリックしてルールを削除することも
できます。

コンポーネント 構造のディテール設定に使用するコンポーネントを選択
するには、  をクリックします。

[コンポーネント] ボックスにコンポーネントを追加する
には、[アプリケーションとコンポーネント] カタログでコ
ンポーネントをダブルクリックします。

属性 コンポーネントのプロパティ ファイルを選択します。フ
ァイルを選択しない場合、標準ファイルが使用されます。

コンポーネント入力 選択コンポーネントの作成方法を指定します。

• [部材]: コンポーネントを作成する部材を選択します。

• [部材] + [1 点]: 部材と、部材の追加点を 1 つ選択しま
す。このオプションを指定すると、[ディテール マネ
ージャー] によってオブジェクトの境界ボックスの中
心点がこの点に設定されます。

この設定をカスタム コンポーネントのディテールに
使用します。

• [部材] + [2 点]: 部材と、部材の追加点を 2 つ選択しま
す。このオプションを指定すると、[ディテール マネ
ージャー] によって部材の始点と終点が挿入点として
使用されます。

フィルター 選択したキャスト ユニットまたはコンポーネント内の部
材のうち、どの部材が選択コンポーネントになるかを選択
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オプション 説明

します。使用可能な選択フィルターがフィルター リスト
に表示されます。

新しい選択フィルターを作成することもできます。フィ
ルターの交点を作成する場合には、5 つの選択フィルター
を使用できます。

選択されたオブジェ
クトに作成

選択された部材、キャスト ユニット、またはコンポーネ
ントに [ディテール マネージャー] が作成されます。[デ
ィテール マネージャー] ダイアログ ボックスで現在設定
されているルール設定が使用されます。

名前を付けて作成 • [ディテール マネージャー プラグイン]: コンポーネン
トが、個別のコンポーネントではなく、[ディテール マ
ネージャー] プラグインとして挿入されます。

コンポーネントを入力として使用する場合は、このオ
プションを選択します。

• [個別のコンポーネント]: この設定では、挿入されたコ
ンポーネントが [ディテール マネージャー] に接続さ
れません。

溶接金網/溶接金網 (領域別)
[溶接金網] および [溶接金網 (領域別)] では、コンクリート スラブまたは壁の鉄筋
が作成されます。

作成されるオブジェクト

• 主筋

• 横筋

使用方法

状況 説明

コンクリート部材の下部または上面、あ
るいは両方の鉄筋。
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状況 説明

選択順序

コンポーネント 溶接金網の作成

溶接金網 1. コンクリート スラブを選択します。

鉄筋が自動的に作成されます。

溶接金網 (領域別) 1. コンクリート スラブを選択します。

2. ポリゴンを定義する点のグループを選択します。

鉄筋が自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

上部鉄筋および下側鉄筋を作成する方法を定義する場合は、[ピクチャー] タブを使
用します。

オプション 説明

鉄筋の作成 副筋の上に主筋がある上部鉄
筋

主筋の上に副筋がある上部鉄
筋

鉄筋なし

下側鉄筋についても同じオプションを使用できます。

ボックスで定義される値は、上部/下部レイヤーのかぶり厚です。

スラブの中央で鉄筋のみを作成する場合、上部鉄筋または下側鉄
筋で [鉄筋なし] オプションを選択し、表示される [中央位置] リス
トで [はい] を選択します。

メッシュ領域
の周長

このオプションは、[溶接金網 (領域別)] でのみ使用できます。

溶接金網の輪郭を選択します。

例に使用されている溶接金網は、異なるメッシュ領域の周長を持
つ同じ点を選択して作成されています。
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オプション 説明

部材

部材。たとえば、次のとおりで
す。

ポリゴン

ポリゴン。たとえば、次のとお
りです。

ポリゴン + 部材

ポリゴン + 部材。たとえば、次
のとおりです。

下に同じ 下側鉄筋と同じプロパティを使用して上部鉄筋を作成するかどう
かを選択します。

[なし] を選択した場合、上段鉄筋のプロパティを入力します。
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オプション 説明

タイプ 鉄筋を鉄筋グループとして作成するか金網として作成するかを選
択します。

選択したオプションに応じて、他の設定およびオプションが使用
できます。例:

• [鉄筋グループ] オプションを選択した場合:

• 直接変更を使用して鉄筋を移動、コピー、および削除でき
ます。

鉄筋を移動するには、新しい位置にドラッグします。

鉄筋をコピーするには、Ctrl キーを押したまま鉄筋をドラ
ッグします。

鉄筋を削除するには、鉄筋を選択し、Delete キーを押しま
す。

• [鉄筋グループ化] タブで、基準線、 少長、[カットでの鉄
筋の動作]、および [ディテール] 設定を使用できます。

• [溶接金網] オプションを選択した場合、鉄筋はコンクリート部
材のカットで常にカットされます。

サイズ 鉄筋の直径を選択します。

上部主筋と副筋のサイズ、および下部主筋と副筋のサイズは別個
に設定できます。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

上部主筋と副筋、および下部主筋と副筋の等級は別個に設定でき
ます。

ピッチタイプ 間隔が鉄筋の本数と間隔値のどちらに基づくかを選択します。

• 間隔指定:鉄筋の間隔を [ 間隔 ] ボックスに入力します。

• 本数:鉄筋の本数を [本数 ] ボックスに入力します。

• [間隔指定]: 鉄筋の間隔を [間隔 ] ボックスにリストします。
例:

200, 200, 50, 50, 50, 100] または [

2*200, 3*50, 100
間隔 鉄筋の間隔。

Tekla Structures により鉄筋の本数が計算されます。

上部主筋と副筋、および下部主筋と副筋の間隔は別個に設定でき
ます。

本数 鉄筋の本数。

Tekla Structures により鉄筋の間隔が計算されます。

上部主筋と副筋、および下部主筋と副筋の本数は別個に設定でき
ます。
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オプション 説明

主筋方向 主筋の方向。 鉄筋方向を変更する場合に使用します。

[自動] オプションを選択すると、スラブの も長い 2 つの平行面に
沿って主筋が作成されます。 平行面が存在しない場合は、代わり
にスラブ X 方向に沿って鉄筋が作成されます。

上方向 スラブのどちらの側面を上部と見なすかを選択します。

[自動] オプションを選択すると、領域が 大の側面に鉄筋が作成さ
れます。

[ディテール] タブ

[ディテール] タブを使用して、鉄筋がどのように配置されるかを制御します。

鉄筋グループとして作成された鉄筋は、[基準線で] または [基準線なし] で分配でき
ます。

基準線を使用すると、設定した間隔だけで鉄筋を正確に配置しやすくなります。直
接変更をオンにして鉄筋グループの鉄筋を移動またはコピーした場合、基準線にス
ナップします。

[基準線なし] でのディテール

オプション 説明

鉄筋距離 鉄筋間の距離を測定する方法を選択します。

• 鉄筋の中心から

• 鉄筋の縁端から

上部鉄筋と下側鉄筋の距離が同じか異なるかを選択します。異
なる距離を使用すると、上部鉄筋と下側鉄筋を配置する際に、
たとえばフックが干渉しないようにすることができます。

調整 鉄筋の配置方法を選択します。

このオプションは、主筋と副筋の両方に使用できます。

間隔で等分割。

初の鉄筋のない間隔指定-始
端調整。

後の鉄筋のない間隔指定-終
端調整。
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オプション 説明

初の鉄筋と 後の鉄筋のな
い間隔指定-両端調整。

間隔指定-始端調整。

間隔指定-終端調整。

間隔指定-両端調整。

[基準線で] のディテール

このオプションは、長手方向鉄筋と横筋の両方に使用できます。

オプション 説明

小定着長 他の方向の一番外側の鉄筋を超える長手方向鉄筋ま
たは横筋の延長の 小長。

鉄筋の始点と終点で 小定着長を個別に設定できま
す。

小間隔 鉄筋の 小間隔。

長手方向グリッド サイズ

横筋グリッド サイズ

直接変更を使用して鉄筋グループの鉄筋を移動また
はコピーする場合のスナップ先の位置間隔を定義し
ます。

その他のディテール オプション

オプション 説明

作成する主筋の
小長

作成する副筋の
小長

鉄筋グループでは、この値より短い鉄筋は作成されません。

鉄筋グループ化 鉄筋グループで、テーパー鉄筋をグループ化するかどうかを選
択します。

テーパー鉄筋をグループ化する場合、テーパー端部に沿った鉄
筋の処理方法を選択します。
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オプション 説明

テーパー鉄筋は通常どおり処
理されます。

テーパー端部の長さが同じに
なるように、できる限り多くの
鉄筋が作成されます。

入力した値が鉄筋を短縮でき
る 大値です。

カットでの鉄筋
の動作

開口部の横の鉄筋の処理方法を選択します。

• 鉄筋のカット:鉄筋をカットするかどうかと、どのカットを無
視するかを選択します。

鉄筋グループでは、部材名、部材クラスによって、または選
択フィルターを使用してカットを無視できます。

[はい - フィルターを使用してカットを無視] オプションを選
択すると、[選択フィルター] リストには、あるルールのオブ
ジェクト タイプが 11 (ポリゴン カット) であり、他のルール
は [テンプレート] カテゴリを使用して定義されている選択
フィルターのみ表示されます。

• より小さい開口部を無視:鉄筋をカットする場合のカットの
小長 (鉄筋の方向)これより小さい値は無視されます。

この設定は、鉄筋グループとして作成した鉄筋のみに影響し
ます。溶接金網として作成した鉄筋は、コンクリート部材の
カットで常にカットされます。

• 孔かぶり厚:開口部の端部に対する鉄筋の始点と終点の間隔。

• 選択部材周辺の断面図の作成: 補強部材に干渉する部材で鉄
筋をカットするかどうかを選択します。カット部材は選択
フィルターで定義されます。

[鉄筋端部条件] タブ

[鉄筋端部条件] タブを使用して、かぶり厚と鉄筋フックを制御します。

オプション 説明

側面かぶり厚 • 異なる各側面: 部材縁端から鉄筋グループの各端部までの間隔
を異なる値にすることができます。

• すべて同じ側: 部材縁端から鉄筋グループのすべての端部まで
の間隔が同じになります。

孔の周囲で鉄
筋端部条件を
使用

部材の縁端と同じ鉄筋端部条件を開口部の周囲で使用するかどう
かを選択します。
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オプション 説明

端部条件 鉄筋の特定の端部にフックを
作成せずに、直線の鉄筋が作成
されます。

鉄筋の特定の端部に 90° のフ
ックが作成されます。

鉄筋の特定の端部に 135° のフ
ックが作成されます。

鉄筋の特定の端部に 180° のフ
ックが作成されます。

鉄筋の特定の端部にフックを
自由角度を持つフックが作成
されます。

鉄筋の特定の端部に二重曲げ
フックが作成されます。

曲げ半径 鉄筋の両端の曲げ半径

曲げ長さ 鉄筋の両端の曲げの長さ

[スプライス] タブ

[スプライス] タブを使用して、鉄筋のスプライスを制御します。

オプション 説明

鉄筋のスプライス 鉄筋を接合するかどうかを選択します。

製造元 鉄筋の製造元を選択します。

鉄筋の 大長とラップ長さが、鉄筋の等級とサイズご
とにリストされます。

必要に応じて、
MeshBarsSplicing_Manufacturers.dat ファイ

ルでこれらの継手の定義を変更できま
す。..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments
\common\system からデフォルトのファイルをコピ

ーして編集し、プロジェクトまたは企業フォルダーに
保存できます。

鉄筋の 大長 鉄筋の 大長 (その長さを超えると鉄筋を接合する)。
重ね長さ 重ねジョイントの長さ。
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オプション 説明

同じ断面でのスプライス 同じ場所で接合可能な鉄筋の数を選択します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で接合されます。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で接合されます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で接合されます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で接合されます。

スプライス対称 鉄筋を接合するときに適用する対称性を選択します。

• [非対称]: 鉄筋のスプライス パターンは非対称で
あり、1 つの側面においてのみ長さが不規則になり
ます。

• [対称-長さが側面で異なる]: 鉄筋のスプライス パ
ターンは対称であり、各側面において長さが不規
則になります。

• [対称-長さが中心で異なる]: 鉄筋のスプライス パ
ターンは対称であり、中心において長さが不規則
になります。

スプライスオフセット 鉄筋の元の結合点を基点とするスプライスの中心点
のオフセット。

小分割距離 連続する鉄筋内の 2 つのスプライス間の 小縦方向
距離。

スプライスタイプ スプライスのタイプを選択します。

鉄筋の配置 鉄筋をどちらかの上に重ねるか両方を平行に合わせ
るかを選択します。

[属性] タブ

鉄筋グループまたは溶接金網プロパティとユーザー定義情報を制御する場合は、
[属性] タブを使用します。

プロパティ (&P)

オプション 説明

名前 鉄筋グループまたは金網の名前。

頭マーク 鉄筋グループまたは金網のマークの頭マーク。

開始番号 鉄筋グループまたは金網のマークの開始番号。

クラス 鉄筋グループまたは金網のクラス。

溶接金網を作成する場合、主筋のクラスのみが考慮に入
れられます。

鉄筋のユーザー定義情報 (UDA)
UDA は、MeshBars.Udas.dat ファイルであらかじめ定義されています。
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オプション 説明

すべて同じ すべての鉄筋に UDA を使用するには、[はい] を選択
します。

すべての鉄筋に対して UDA を個別に定義するには、
[なし] を選択します。

上部鉄筋

下側鉄筋

上下の鉄筋の UDA 値を入力します。

[属性] タブのカスタマイズ

MeshBars.Udas.dat ファイルを使用して、[属性] タブのユーザー定義情報セク

ションの内容をカスタマイズできます。このファイルは、詳細設定 XS_FIRM、
XS_PROJECT、または XS_SYSTEM で指定されたいずれかのフォルダーと、モデル

フォルダーに配置できます。

このファイルを使用して、[溶接金網] および [溶接金網 (領域別)] で使用できる、作
成した鉄筋のユーザー定義プロパティを制御できます。すべての鉄筋に共通の
UDA のみを使用することをお勧めします。

次に示すサンプル ファイルには、すべての設定の詳細とファイルの形式が含まれ
ています。'//' で始まる行は、コメント行です。

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
Mesh Bars component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option', 'integer' and 'string'
//          compatible with the actual user defined attributes as 
specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be 
a translatable label (albl_) or any text.
//        
string        comment            j_comment
string        USER_FIELD_1        j_user_field_1
string        USER_FIELD_2        j_user_field_2
string        USER_FIELD_3        j_user_field_3
string        USER_FIELD_4        j_user_field_4

鉄筋カプラーとアンカー ツール
[鉄筋カプラーおよびアンカー ツール] は、モデリングと管理に役立つ 4 つの一連
のコンポーネントです。

• 2 つの鉄筋を接続する鉄筋カプラー

• 未予約の鉄筋端部の装置である端部アンカー。

次のコンポーネントは、鉄筋カプラーおよびアンカー ツールの一部です。

• 鉄筋カプラー
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• 鉄筋端部アンカー

• 鉄筋を分割してカプラーを追加

• 鉄筋端部トリム

さらに、鉄筋カプラーとアンカー ツールの [鉄筋属性の更新] コンポーネントを使
用して [鉄筋カプラーおよびアンカー ツール] のユーザー定義情報 (UDA)。

すべてのカプラーおよび端部アンカーは、鉄筋の親部材に自動的に追加されます。
これにより、キャスト ユニットのサブアセンブリに追加されるため、図面とレポ
ートに表示することができるようになります。

場合によっては、鉄筋がコンクリートの外側に移動することがあります。これは、
2 点 (直線の鉄筋と、フック付きの直線の鉄筋) を使用してモデリングされた鉄筋で
起きることがあります。鉄筋がコンクリートの外側に移動した場合、必要に応じて
かぶり厚を負の値または正の値に変更します。

2 つのレポート テンプレート Rebar Extra Fabrication Length.rptおよ

び Rebar Thread Length.rptを使用して、BOM または BOQ の鉄筋の [ねじ切

り長] と [追加製作長] を照会できます。

鉄筋カプラー

[鉄筋カプラー] は、端部が接触して平行になっている鉄筋または溶接金網を接続す
るカプラーを作成します。

作成されるオブジェクト

• 円形部材

部材は 2 つの鉄筋オブジェクトの間に作成されます。

使用方法

状況 説明

分割鉄筋があるカプラー。

実行前の準備

カプラーは、鉄筋または溶接金網の間に作成できます。選択された鉄筋オブジェク
トのタイプは異なっていてもよく、鉄筋の数が異なっていてもかまいません。唯一
の必要条件は、1 つ以上の鉄筋端部が接触していて平行になっていることです。鉄
筋セットの場合、カプラーは、その鉄筋セットの接合されている鉄筋の間にのみ作
成できます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3277 鉄筋



選択順序

鉄筋または溶接金網 1. 主筋を選択します。

2. 副筋を選択します。

鉄筋セット 1. 鉄筋セットを選択します。

2. 2 つの点をピックして、分割線の位置を定義し
ます。

この分割線がカプラーの入力オブジェクトにな
ります。

3. 点をピックします。

この点は、主筋の側面を定義します。主筋と副
筋に異なるプロパティを適用した場合は、この
点が必要となります。

または

1. 鉄筋セットの既存の分割線を選択します。

2. 点をピックします。

この点は、主筋の側面を定義します。主筋と副
筋に異なるプロパティを適用した場合は、この
点が必要となります。

カプラーは、以下の条件をすべて満たす各位置に作成されます。

• 鉄筋端部が十分に平行になっている (角度が 5 度未満)

• 鉄筋端部に沿ったギャップがカプラーの長さ未満である

• 鉄筋端部の脚からの垂直オフセットが、鉄筋の直径未満である

選択した鉄筋の間に有効で平行なエンドツーエンド位置がない場合、コンポーネン
トは失敗したカプラー挿入を識別するダミー部材を作成します。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、カプラーのプロパティを定義します。

オプション 説明

手動で入力した値を使用 カプラーのプロパティの値を入力します。

自動属性ファイルを使用 自動属性ファイルの値がカプラー コンポーネントの
値よりも優先されます。

通常、自動属性ファイルには、特定の鉄筋サイズで使
用される 1 つ以上のプロパティ値が含まれています。
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オプション 説明

プロジェクトの自動属性ファイルを取得するには、
Tekla Warehouse に移動してください。

自動属性ファイルの構造の詳細については、「属性フ
ァイル、部材マッピング、およびユーザー定義情報
(UDA) のカスタマイズ」を参照してください。

オプション 説明

カスタム コンポーネント
を使用する

カスタムパーツとしてカプラーを作成するには、[は
い] を選択します。

通常の部材としてカプラーを作成する場合は、[いい
え] を選択します。

名前 カスタム コンポーネントの名前を入力するか、[アプ
リケーションとコンポーネント] カタログから選択し
ます。

選択したコンポーネントがカスタムパーツであるこ
とを確認します。

属性 カスタム コンポーネントのプロパティ ファイルの名
前を入力します。

カプラーのカスタムパーツは、ここで指定した保存さ
れた属性を使用して作成されます。

入力点 カスタム コンポーネントの始点および終点の順序。

オプション 説明

マーク シリーズ カプラー部材マークの頭文字および開始番号を定義
します。

属性 カプラー部材の名前、直径、材質、仕上げ、クラス。

カプラーのエンドツーエンドの全体の長さ。

カスタムパーツを使用する場合、これはカスタムパ
ーツの始点と終点の間の長さです。

これは、鉄筋端部間の 大ギャップでもあります。
ギャップがカプラーの長さよりも大きい場合、カプ
ラーは挿入できません。

カスタムパーツとしてカプラーを作成すると、特定の方法でプロパティに名前付け
した場合、カスタムパーツ設定から [ナンバリング設定] セクションと [属性] セク
ションのプロパティを入力できます。

[属性] タブ

ユーザー定義情報 (UDA) を定義するには、[属性] タブを使用します。
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オプション 説明

ねじ切り長 値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

フィールドは、図面とレポートに表示できるように、ね
じ山のある鉄筋とねじ山値を確認するために使用されま
す。

追加製作長 この値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

この値は、鉄筋の長さに影響を与えません。正しい長さ
を取得するには、必要に応じて図面とレポートにこの値
を追加する必要があります。

方法

Type
製品

コード

鉄筋に書き込まれたユーザー定義情報。

鉄筋の終了方法とカプラー タイプを設定して、レポート
目的で製品名とコードを追加できます。

使用する属性名は、カプラーが作成された鉄筋端部によ
って異なります。

注 上のユーザー定義情報はナンバリングに影響を与えます。属性値が異なる鉄
筋には異なる部材マークが割り当てられます。

鉄筋端部アンカー

[鉄筋端部アンカー] は、鉄筋または溶接金網の端部に端部アンカーを作成します。

作成されるオブジェクト

• 円形部材

部材は、鉄筋の端部に作成されます。

使用方法

状況 説明

端部アンカー付きの鉄筋。

選択順序

鉄筋または溶接金網 1. 鉄筋を選択します。

2. 端部アンカーを作成する鉄筋端部近くの点をピ
ックします。

鉄筋セットの鉄筋 1. 鉄筋セットを選択します。
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2. 2 つの点をピックして、端部ディテール モディフ
ァイアーを追加する場所を定義します。

この端部ディテール モディファイアーが端部ア
ンカーの入力オブジェクトになります。

データベースまたは

1. 鉄筋セットの既存の端部ディテール モディファ
イアーを選択します。

[パラメータ] タブ

端部アンカーのプロパティを定義するには、[パラメータ] タブを使用します。

オプション 説明

手動で入力した値を使用 端部アンカーのプロパティの値を入力します。

自動属性ファイルを使用 自動属性ファイルの値が端部アンカー コンポーネン
トの値よりも優先されます。

通常、自動属性ファイルには、特定の鉄筋サイズで使
用される 1 つ以上のプロパティ値が含まれています。

プロジェクトの自動属性ファイルを取得するには、
Tekla Warehouse に移動してください。

自動属性ファイルの構造の詳細については、「属性フ
ァイル、部材マッピング、およびユーザー定義情報
(UDA) のカスタマイズ」を参照してください。

オプション 説明

カスタム コンポーネントを使
用する

端部アンカーをカスタムパーツとして作成するに
は、[はい] を選択します。

端部アンカーを通常部材として作成するには、[い
いえ] を選択します。

名前 カスタム コンポーネントの名前を入力するか、[ア
プリケーションとコンポーネント] カタログから
選択します。

選択したコンポーネントがカスタムパーツである
ことを確認します。

属性 カスタム コンポーネントのプロパティ ファイル
の名前を入力します。

ここで指定する保存された属性を使用して、端部
アンカー カスタムパーツが作成されます。

入力点 カスタム コンポーネントの始点および終点の順
序。
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オプション 説明

マーク シリーズ 端部アンカー部材マークの頭文字および開始番
号。

属性 端部アンカー部材の名前、直径、材質、仕上げ、
およびクラス。

端部アンカーの寸法。

カスタムパーツを使用する場合、これらの値を使
用して、カスタムパーツの始点から終点までの長
さを定義します。

鉄筋の物理的な端部から測定されたカプラーの
も遠い点のオフセット。

このコンポーネントを使用して鉄筋端部を制御
することはできません。鉄筋端部のコンクリー
ト カバーが、このオフセットに も小さいコン
クリート カバーを加算した大きさ以上であるこ
とを確認する必要があります。

カスタムパーツとして端部アンカーを作成すると、特定の方法でプロパティに名前
付けした場合、カスタムパーツ設定から [ナンバリング設定] セクションと [属性]
セクションのプロパティを入力できます。例については、「属性ファイル、部材マ
ッピング、およびユーザー定義情報 (UDA) のカスタマイズ」を参照してください。

[属性] タブ

ユーザー定義情報 (UDA) を定義するには、[属性] タブを使用します。

オプション 説明

ねじ切り長 値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

フィールドは、図面とレポートに表示できるように、ね
じ山のある鉄筋とねじ山値を確認するために使用されま
す。

追加製作長 この値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

この値は、鉄筋の長さに影響を与えません。正しい長さ
を取得するには、必要に応じて図面とレポートにこの値
を追加する必要があります。

方法

Type
製品

コード

鉄筋に書き込まれたユーザー定義情報。

鉄筋の終了方法とカプラー タイプを設定して、レポート
目的で製品名とコードを追加できます。

使用する属性名は、カプラーが作成された鉄筋端部によ
って異なります。
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注 上のユーザー定義情報はナンバリングに影響を与えます。属性値が異なる鉄
筋には異なる部材マークが割り当てられます。

鉄筋を分割してカプラーを追加

[鉄筋を分割してカプラーを追加] は、鉄筋グループを分割し、ピックされた点の方
向を基準にカプラーを追加します。

作成されるオブジェクト

• 円形部材

部材は、2 つの鉄筋グループ間で接続されます。

使用方法

状況 説明

分割された鉄筋がある千鳥状のカプラ
ー。

選択順序

1. [鉄筋を分割してカプラーを追加] をダブルクリックして、コンポーネントのプ
ロパティを開きます。

2. [鉄筋をカプラーで分割] をクリックします。

3. 分割する鉄筋または鉄筋グループを選択します。

4. 1 つ目の分割点をピックします。

5. 2 つ目の分割点をピックします。

この点は、鉄筋または鉄筋グループが分割され、カプラーが挿入される線を定
義します。

6. 3 つ目の点をピックします。

この点は、主要鉄筋または鉄筋グループの側面を定義します。これは、 初の
鉄筋または鉄筋グループと 2 番目の鉄筋または鉄筋グループに異なるプロパ
ティを適用した場合に必要です。

7. 手順 3～6 を繰り返すか、Esc キーを押してピックをキャンセルします。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、カプラーのプロパティを定義します。
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オプション 説明

手動で入力した値を使用 カプラーのプロパティの値を入力します。

自動属性ファイルを使用 自動属性ファイルの値がカプラー コンポーネントの
値よりも優先されます。

通常、自動属性ファイルには、特定の鉄筋サイズで使
用される 1 つ以上のプロパティ値が含まれています。

プロジェクトの自動属性ファイルを取得するには、
Tekla Warehouse に移動してください。

自動属性ファイルの構造の詳細については、「属性フ
ァイル、部材マッピング、およびユーザー定義情報
(UDA) のカスタマイズ」を参照してください。

オプション 説明

カスタム コンポーネントを使
用する

カスタムパーツとしてカプラーを作成するには、
[はい] を選択します。

通常の部材としてカプラーを作成する場合は、[い
いえ] を選択します。

名前 カスタム コンポーネントの名前を入力するか、[ア
プリケーションとコンポーネント] カタログから
選択します。

選択したコンポーネントがカスタムパーツである
ことを確認します。

属性 カスタム コンポーネントのプロパティ ファイル
の名前を入力します。

カプラーのカスタムパーツは、ここで指定した保
存された属性を使用して作成されます。

入力点 カスタム コンポーネントの始点および終点の順
序。

オプション 説明

マーク シリーズ カプラー部材マークの頭文字および開始番号を
定義します。

属性 カプラー部材の名前、直径、材質、仕上げ、クラ
ス。

千鳥タイプ • なし

カプラーは、ピックされた 2 点に沿って配置
されます。

• 左

カプラーは、ピックされた 2 点の左側に配置
されます。
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オプション 説明

• 右

カプラーは、ピックされた 2 点の右側に配置
されます。

• 中

カプラーは、ピックされた 2 点の両側に配置
されます。

カプラーのエンドツーエンドの全体の長さ。

カスタムパーツを使用する場合、これはカスタム
パーツの始点と終点の間の長さです。

これは、鉄筋端部間の 大ギャップでもありま
す。ギャップがカプラーの長さよりも大きい場
合、カプラーは挿入できません。

カプラーの位置 選択した分割線を基準とするカプラーの位置。

[左] または [右] オプションを選択した場合、実際
の左または右は、 初の鉄筋の側面を定義する 3
番目の入力点によって決まります。

このオプションは、千鳥がない場合にのみ使用で
きます。

例:

カスタムパーツとしてカプラーを作成すると、特定の方法でプロパティに名前付け
した場合、カスタムパーツ設定から [ナンバリング設定] セクションと [属性] セク
ションのプロパティを入力できます。例については、「属性ファイル、部材マッピ
ング、およびユーザー定義情報 (UDA) のカスタマイズ」を参照してください。

[属性] タブ

ユーザー定義情報 (UDA) を定義するには、[属性] タブを使用します。
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オプション 説明

ねじ切り長 値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

フィールドは、図面とレポートに表示できるように、ね
じ山のある鉄筋とねじ山値を確認するために使用されま
す。

追加製作長 この値は、鉄筋のユーザー定義情報に書き込まれます。

この値は、鉄筋の長さに影響を与えません。正しい長さ
を取得するには、必要に応じて図面とレポートにこの値
を追加する必要があります。

方法

Type
製品

コード

鉄筋に書き込まれたユーザー定義情報。

鉄筋の終了方法とカプラー タイプを設定して、レポート
目的で製品名とコードを追加できます。

使用する属性名は、カプラーが作成された鉄筋端部によ
って異なります。

注 上のユーザー定義情報はナンバリングに影響を与えます。属性値が異なる鉄
筋には異なる部材マークが割り当てられます。

鉄筋端部トリム

[鉄筋端部トリム] は、2 つの鉄筋端部の間隔を調整します。

使用方法

状況 説明

鉄筋端部間の間隔。

選択順序

1. 変更するカプラーを選択します。

2. プロパティを変更します。

3. [選択したカプラーに適用] をクリックします。

または

1. プロパティを変更します。

2. [鉄筋の選択] をクリックします。

3. 端部をギャップに設定された値に従って調整する鉄筋を選択します。
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[鉄筋カプラー/鉄筋端部アンカー] タブ

オプション 説明

自動属性ファイルから自由
ギャップを取得

カプラーの自動属性ファイルで定義されたギャッ
プを使用する場合は、[はい] を選択します。[はい]
を選択すると、[自動属性ファイルを使用] が有効な
カプラー コンポーネントだけが調整されます。

「属性ファイル、部材マッピング、およびユーザー
定義情報 (UDA) のカスタマイズ」を参照してくださ
い。

自由ギャップを手動で入力する場合は、[いいえ] を
選択します。

[自動属性ファイルから自由ギャップを取得] が [い
いえ] に設定されているときのギャップ。

両方の鉄筋をトリム 変更する鉄筋を選択します。

選択したカプラーに適用 変更するカプラーを選択し、[選択したカプラーに適
用] ボタンをクリックして、ギャップに設定された
値に従って鉄筋を調整します。

鉄筋の選択 [鉄筋の選択] ボタンをクリックし、ギャップに設定
された値に従って端部を調整する鉄筋を選択しま
す。

鉄筋端部は、互いに近くにする必要があります。

鉄筋属性の更新

[鉄筋属性の更新] を使用して、カプラーのユーザー定義情報 (UDA) と、鉄筋カプ
ラーおよびアンカーツールにより作成された端部アンカー部材を管理します。[鉄
筋属性の更新] では、選択した鉄筋またはすべての鉄筋の現在の値を確認できます。

カプラーまたは端部アンカー コンポーネントを鉄筋に追加した場合、UDA 値はカ
プラーまたは端部アンカー コンポーネントとそのプロパティにより制御されま
す。カプラーまたは端部アンカー コンポーネントを削除した場合、それらのコン
ポーネントで定義されたユーザー定義情報は自動的にクリアされません。古い属
性値をクリアするには、[鉄筋属性の更新] を使用します。

オプション 説明

選択対象 モデル内の選択した鉄筋のすべてのカプラーおよび端部
アンカー ユーザー定義情報の値。

すべて モデル内のすべての鉄筋のすべてのカプラーおよび端部
アンカー ユーザー定義情報の値。
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オプション 説明

更新 選択した行のすべての鉄筋のすべてのカプラーおよび端
部アンカー ユーザー定義情報の値が削除されます。

鉄筋の古いカプラー ユーザー定義情報のみが削除されま
す。

Ctrl または Shift キーを押したままにすることで、複数の
行を選択できます。

更新 (フェーズのみ) カプラーと端部アンカー部材のフェーズ値が更新される
ため、フェーズの値は関連する鉄筋のフェーズ値と同じ
になります。

属性を持つ鉄筋のみを
表示

カプラーまたは端部アンカー ユーザー定義情報に値を持
つ鉄筋のみを表示する場合は、このチェック ボックスを
選択します。

チェック ボックスを選択したら、[選択対象] または [すべ
て] をクリックしてテーブルを更新します。

属性ファイル、部材マッピング、およびユーザー定義情報 (UDA) のカスタマイズ

自動属性ファイル

属性テーブル ファイルは、システム フォルダのいずれか、またはモデル フォルダ
内に配置できるテキスト ファイルです。属性テーブル ファイルは必要な数だけ作
成できます。アンカー (入力鉄筋が 1 つ) とカプラー コンポーネント (入力鉄筋が
2 つ) の属性テーブルは異なります。属性テーブル ファイルの拡張子は次のとおり
です。

• [鉄筋カプラー] および [鉄筋を分割してカプラーを追加] コンポーネントの場合
は .couplers.csv

• [鉄筋端部アンカー] コンポーネントの場合は .anchors.csv
属性テーブルには、列名と、属性値を含む 1 つ以上のテーブル行を含む、見出し行
が含まれています。列は、セレクタ列または属性列です。

セレクタ列名は Primary.Size、Primary.Grade、Secondary.Size、
Secondary.Gradeです。

属性列には、見出し行で指定された名前である属性値が含まれます。テーブル行で
指定されたコンポーネント属性値は、コンポーネント入力 ([鉄筋カプラー] の場合
は primary +　secondary、[鉄筋端部アンカー] の場合は secondary) がセレクタ値と一
致する場合は必ず使用されます。

プロジェクトの自動属性ファイルを取得するには、Tekla Warehouse に移動してくだ
さい。

カスタムパーツのマッピング

カスタムパーツとしてカプラーまたは端部アンカーを作成すると、特定の方法でプ
ロパティに名前付けした場合、カスタムパーツ設定から [ナンバリング設定] セク
ションと [属性] セクションのプロパティを入力できます。次の例は、[マークシリ
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ーズ] および [属性] のプロパティとカスタムパーツ プロパティの間のマッピング
を示しています。

ユーザー定義情報 (UDA)
[属性] タブの内容と UDA は、鉄筋カプラーおよびアンカー ツール コンポーネント
でカスタマイズできます。

UDA は、...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\Environments\Common\system フォルダーにある

RebarCoupler.Udas.dat というテキスト ファイルで定義されています。この

ファイルは、他のシステム フォルダーまたは企業フォルダーに配置することもで
きます。このファイルはモデル フォルダーからは読み込まれない点に注意してく
ださい。

RebarCoupler.Udas.datファイルは、[属性] タブに表示されるユーザー定義情

報のみを定義します。ファイルを変更した場合、このファイルには既存のユーザー
定義情報のみ追加してください。新しいユーザー定義情報を作成する場合、適切に
定義したことを確認します。

注 ユーザー定義情報は、ユーザー定義情報の特殊ナンバリングフラグ
(special_flag)が objects_couplers.inpファイルで yes設定されて

いると、ナンバリングに影響します。異なるユーザー定義情報の値が設定され
ている鉄筋には、異なる部材マークが割り当てられます。

スラブ鉄筋 (18)
[スラブ鉄筋] は、コンクリート スラブの鉄筋を作成します。

注 または、[溶接金網] および [溶接金網 (領域別)] コンポーネントを使用して、コンクリ
ート スラブまたは壁への鉄筋を作成することもできます。

溶接金網/溶接金網 (領域別) (3267 ページ) を参照してください。

作成される鉄筋

• 主スラブ鉄筋
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• 横スラブ鉄筋

使用方法

状況 詳細

[スラブ鉄筋 (18)] は、スラブの下面、上面、
または両方の鉄筋を作成します。

実行前の準備

• コンクリート スラブを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート スラブを選択します。

[ピクチャー] タブ

コンクリートかぶり厚、作成する鉄筋 (下部、上部、または両方)、主筋の方向、上
部と見なす側面を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

フィールド 説明

鉄筋の作成 鉄筋を作成する面を定義します。次のオプション
があります。

• 両側

• 下側

• 上側

主筋方向 主筋の方向。鉄筋方向を変更する場合に使用しま
す。次のオプションがあります。

• スラブの x 方向を使用
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フィールド 説明

• スラブの y 方向を使用

• 全体座標系 X 軸方向指定

• 全体座標系 Y 軸方向指定

上方向 スラブのどちらの側面を上部と見なすかを定義し
ます。

[下部鉄筋/上部鉄筋] タブ

下段/上段鉄筋の等級、サイズ、間隔、および生成タイプ、スラブ側のコンクリー
トかぶり厚、主筋を基準にした横筋の位置、終点のフックおよび曲げの長さを定義
するには、[下側鉄筋] タブと [上段鉄筋] タブを使用します。

フィールド 説明

鉄筋生成タイプ Tekla Structures で、鉄筋をグループまたは格子のい
ずれとして扱うかを定義します。

配力筋位置 横金を主筋の上下どちらに配置するかを定義しま
す。

端部条件 鉄筋端部のフックの角度です。指定できるオプシ
ョンは、[直線]、[90]、[135]、および [180] です。

曲げ長さ 鉄筋端部の曲げの長さです。

[属性] タブ

鉄筋のナンバリング プロパティ、名前、クラスを定義するには、[属性] タブを使
用します。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

スラブ鉄筋ツール
[スラブ鉄筋ツール] では、不規則な形状のコンクリート スラブに鉄筋を作成しま
す。鉄筋は鉄筋グループとして作成されます。鉄筋を接合することもできます。

作成されるオブジェクト

• 鉄筋
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適用

状況 説明

鉄筋を含むスラブ

実際の作業を始める前に

スラブを作成します。

選択順序

1. メイン部材 (スラブ) を選択します。

2. 鉄筋の方向を指定する点をピックします。

3. 補強する領域が [ポリゴン] に設定されている場合、ポリゴンの点をピックし
て補強領域を定義します。

[パラメータ] タブ

鉄筋プロパティ、かぶり厚、鉄筋の間隔および領域を制御するには、[パラメータ]
タブを使用します。

鉄筋

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

名前 鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用さ
れます。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。
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かぶり厚

オプション 説明

かぶり厚 スラブのさまざまな側面のコンクリートかぶり厚を定義
します。

デプス スラブの上側からまたは下側から取り付けるコンクリー
ト カバーを定義します。

デプス値 コンクリートかぶり厚のデプス値を定義します。

間隔と領域

オプション 説明

間隔指定 鉄筋の間隔設定方法を定義します。

鉄筋本数 鉄筋の本数を定義します。

間隔 鉄筋間の間隔を定義します。

調整 スラブ内の鉄筋の配置方法を定義します。

配置方法は、スラブ幅と側面のかぶり厚によって決まりま
す。

• [鉄筋目安間隔]: 鉄筋が均一な間隔で配置されます。

• [鉄筋指定間隔-右側/左側のカバー]: 鉄筋が左側/右側
から配置されます。

• [鉄筋指定間隔-両側のカバーを中心に配置]: 鉄筋が、
両側から等間隔で中心に配置されます。

補強する領域 スラブ内の補強領域を定義します。

• [部材の周長]: 鉄筋が、スラブの領域全体に作成されま
す。

• [ポリゴン]: 鉄筋が、スラブ内のピックされた多角形領
域に作成されます。

[詳細設定] タブ

鉄筋の終了フック、スプライス、および開口部のプロパティを制御するには、[詳
細設定] タブを使用します。

鉄筋端部

オプション 説明

開始/終了 鉄筋端部で使用するフックのタイプを定義し
ます。

[カスタム フック] を選択した場合、カスタム
フックの [角度]、[半径]、および [長さ] を定義
できます。
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オプション 説明

角度 –180～+180°の値を入力して、フックの角度を

定義します。

半径 フックの内部曲げ半径を定義します。

長さ フックの直線部分の長さを定義します。

継手

オプション 説明

鉄筋のスプライス 鉄筋を接合するかどうかを定義します。

鉄筋の 大長 鉄筋の 大長 (その長さを超えると鉄筋を接合す
る) を定義します。

同じ断面でのスプライス 同じ場所で接合可能な鉄筋の数を定義します。

• 1/1 = すべての鉄筋が同じ断面で接合されま
す。

• 1/2 = 鉄筋が 1 本おきに同じ断面で接合され
ます。

• 1/3 = 鉄筋が 2 本おきに同じ断面で接合され
ます。

• 1/4 = 鉄筋が 3 本おきに同じ断面で接合され
ます。

スプライス対称 鉄筋を接合するときに適用する対称性を定義し
ます。

• [非対称]: 鉄筋のスプライス パターンは非対
称であり、1 つの側面においてのみ長さが不
規則になります。

• [対称-長さが側面で異なる]: 鉄筋のスプライ
ス パターンは対称であり、各側面において長
さが不規則になります。

• [対称-長さが中心で異なる]: 鉄筋のスプライ
ス パターンは対称であり、中心において長さ
が不規則になります。

スプライス オフセット 鉄筋の元の結合点を基点とするスプライスの中
心点のオフセットを定義します。

小分割距離 連続する鉄筋内の 2 つのスプライス間の 小縦
方向距離を定義します。

スプライス タイプ スプライスのタイプを定義します。

重ね長さ 重ねジョイントの長さを定義します。
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開口部

オプション 説明

開口で鉄筋をカット 鉄筋をスラブの開口部でカットするかどうかを定義
します。

開口のかぶり厚 開口部の各側面のコンクリート カバーの厚さを定
義します。

大きい開口の 小サイズ 大きいとみなされる開口部の 小サイズを定義しま
す。

このフィールドは、[開口で鉄筋をカット] を [大きい
開口のみ] に設定した場合に使用できます。

梁鉄筋 (63)
[梁鉄筋 (63)] は、コンクリート梁の鉄筋を作成します。

作成される鉄筋

• 長手方向の主筋

• 角鉄筋および側面鉄筋

• 主あばら筋

• 1 つまたは 2 つのレッジ用のあばら筋

使用方法

状況 詳細

長方形の梁

L 形の梁 (RCL プロファイル)
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状況 詳細

RCX プロファイル

逆 T 梁 (RCDL プロファイル)

実行前の準備

• コンクリート梁を作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート梁を選択します。

梁を選択すると、鉄筋が自動的に作成されます。

[パラメータ] タブ

[パラメーター] タブを使用して、コンクリートかぶり厚、鉄筋の数、サイズ、位
置、およびあばら筋サイズを定義します。
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 説明

1 かぶり厚

2 鉄筋間隔

3 主あばら筋のサイズ

4 角鉄筋および側面鉄筋のサイズ

5 レッジあばら筋のサイズ

6 主筋の数とサイズ

7 大鉄筋目安間隔に基づく側面鉄筋間隔

下端主筋

下端主筋の配置方法を選択します (主あばら筋またはレッジに分布)。下端主筋の
高さが少なくとも 1 つのレッジと同じ場合に位置を選択できます。

上部鉄筋および下側鉄筋の配置

上部鉄筋または下側鉄筋の水平方向の配置を選択します。鉄筋が角から配置され
るか、等間隔で配置されるかを選択します。
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オプション 説明

等間隔

角から

曲げ方向

オプション 説明

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

あばら筋形状

オプション 説明

90 度

135 度

重なり

追加のリンク

オプション 説明

追加のリンクなし。
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オプション 説明

追加の内部リンクを作成します。

追加のリンクを作成します。

リンクを常に作成するか、[ラインを作成] リストからプロファイル サイズに応じ
て作成するかを選択します。

[プロファイル サイズが次より小さい場合] を選択した場合、プロファイルの 小
長を入力します。

[フック] タブ

フックを作成してそのプロパティを定義するには、[フック] タブを使用します。

行の始点と終点にフック タイプと鉄筋端部かぶり厚を個別に定義します。

オプション 説明

フックなし

標準の 90 度のフック

標準の 135 度のフック

標準の 180 度のフック

カスタム フック

標準のフックを選択した場合、[角度]、[半径]、および [長さ] は登録済みの寸法を
使用します。

オプション 説明

角度 -180~+180 度の値を入力します。

半径 フックの内部曲げ半径を入力します。

長さ 直線部分の長さを入力します。

[あばら筋間隔] タブ

[あばら筋間隔] タブを使用して、あばら筋が 1 つのグループとして作成されるか、
別個のグループとして作成されるかを定義し、あばら筋間隔を定義します。

あばら筋間隔

部材の端点から 初のあばら筋までの距離を定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3299 鉄筋



オプション 説明

N あばら筋の数。

間隔 あばら筋の間隔を定義します。

間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。あばら筋間の各間隔の値を入力
します。たとえば、3 つのあばら筋があ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

主あばら筋間隔タイプおよび段あばら筋間隔タイプ

主あばら筋とレッジあばら筋を梁の長さに沿って分布する方法を定義します。

オプション 説明

ターゲット Tekla Structures は、鉄筋間を等しい間隔
にして、指定の値にできる限り近い間隔
になるようにします。 これはデフォル
トのオプションです。

正確 ゾーンの 初と 後の間隔を調整して
鉄筋の配置が均等になるようにします。
各ゾーンの中心の間隔は指定のサイズ
に一致します。

[詳細設定] タブ

[詳細設定] タブを使用して、鉄筋およびあばら筋の名前付けプロパティとナンバリ
ング プロパティを定義します。

オプション 説明

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

頭マーク 鉄筋マークの頭マーク。

開始番号 鉄筋マークの開始番号。
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あばら筋配置 (67)
[あばら筋配置 (67)] では、梁、パネル、または長方形スラブのあばら筋配置を作成
します。

作成される鉄筋

• 主あばら筋

• フック (オプション)

適用

状況 詳細

主あばら筋があるコンクリ
ート梁。

実行前の準備

• コンクリート部材を作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

[パラメータ] タブ

[パラメータ] タブを使用して、あばら筋プロパティを定義します。
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鉄筋

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

曲げ半径 鉄筋の内部曲げ半径。

鉄筋の曲げごとに個別の値を入力でき
ます。値はスペースで区切ります。

曲げ半径は使用している設計基準に準
拠します。主筋、あばら筋、帯筋、およ
びフックには通常、鉄筋の直径に比例す
る独自の 小内部曲げ半径があります。
実際の曲げ半径は、通常、鉄筋曲げ機の
マンドレルのサイズに合わせて選択さ
れます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

フック タイプ

部材の始点と終点にフック タイプを個別に定義します。次のオプションがありま
す。

オプション 説明

フックなし

標準の 90 度のフック

標準の 135 度のフック

標準の 180 度のフック

カスタム フック

標準のフックを選択した場合、[角度]、[半径]、および [長さ] は登録済みの寸法を
使用します。

オプション 説明

角度 -180~+180 度の値を入力します。

半径 フックの内部曲げ半径を入力します。
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オプション 説明

長さ 直線部分の長さを入力します。

あばら筋形状 あばら筋の形状を選択します。オプシ
ョンは、[開く]、[閉じた]、[螺旋] です。

回数, N * あばら筋形状 [螺旋] を選択した場合、螺
旋状あばら筋の回数を入力します。

かぶり厚

[コンクリート カバー] ドロップダウン リストから各側のコンクリートかぶり厚が
同じか異なるかを定義します。

各側で異なるコンクリート カバーを選択した場合、別個のかぶり厚を入力します。

回転

[ 初のあばら筋] と [2 番目のあばら筋] から鉄筋の形状のポリゴンを回転させま
す。ポリゴンは、偶数または奇数のどちらの位置にも回転できます。

[あばら筋間隔] タブ

[あばら筋間隔] タブを使用して、あばら筋の間隔を定義します。

分布には 6 つのゾーンを定義できます。

オプション 説明

対称 部材の始点と終点で同じ間隔と結束プ
ロパティを使用するかどうかを定義し
ます。

N あばら筋の数。

間隔 あばら筋の間隔を定義します。

間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。あばら筋間の各間隔の値を入力
します。たとえば、3 つのあばら筋があ
る場合は、2 つの間隔値を入力します。

結束 主あばら筋を 1 つにするか 2 つにする
かを選択します。

シングルあばら筋:
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オプション 説明

結束あばら筋:
小孔サイズ 孔のサイズ制限を定義します。

あばら筋間隔タイプ ターゲット

Tekla Structures は、鉄筋間を等しい間隔
にして、指定の値にできる限り近い間隔
になるようにします。これはデフォル
トのオプションです。

固定間隔

ゾーンの 初と 後の間隔を調整して
鉄筋の配置が均等になるようにします。
各ゾーンの中心の間隔は指定のサイズ
に一致します。

[孔とリセス] タブ

[孔とリセス] タブを使用して、開口部の周囲に鉄筋を作成する方法を定義します。

孔とリセスでの鉄筋の動作

穴とリセスの横にある鉄筋の処理方法を選択します。

オプション 説明

鉄筋のカット 鉄筋をカットするかどうかと、どのカットを無
視するかを選択します。

部材名またはクラスでカットを無視するよう
に選択できます。名前によるカットを無視す
る場合は、名前を定義します。クラスによるカ
ットを無視する場合は、クラスを定義します。

かぶり厚

 説明

1 開口部のかぶり厚を定義して、完全な高さの 初のあばら筋を配置
する場所を制御します。
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 説明

2 小孔サイズを定義します。

開口部周囲の鉄筋

オプション 説明

開口部の周囲に鉄筋なし。

開口部の周囲に鉄筋が作成されます。

鉄筋位置

開口部の周囲に鉄筋を作成する場合は、鉄筋の配置方法を選択します。

長手方向鉄筋 (70)
[縦方向鉄筋 (70)] では、コンクリート部材に対して長手方向鉄筋が作成されます。

作成されるオブジェクト

• 主筋

• フック (オプション)
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使用方法

状況 説明

長手方向主筋
と標準フック
を使用したコ
ンクリート ス
ラブ。

実行前の準備

• コンクリート部材を作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. コンクリート部材を選択します。

[パラメータ] タブ

長手方向鉄筋のプロパティと間隔を定義するには、[パラメータ] タブを使用しま
す。

プロパティ (&P)

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

コンクリートかぶり厚

部材にカットがある場合、カット位置にコンクリートかぶり厚を入力します。
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平面上および平面からのコンクリートかぶり厚を入力します。

鉄筋の始点と終点のコンクリートかぶり厚を入力します。

間隔

オプション 説明

間隔 鉄筋の間隔を定義します。

間隔の値はスペースを使用して区切り
ます。鉄筋間の各間隔の値を入力しま
す。たとえば、3 本の鉄筋がある場合は、
2 つの間隔値を入力します。

本数 鉄筋の本数を入力します。

リストから鉄筋の位置を選択します。デフォルトでは、鉄筋は両側にあります。
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[フック] タブ

フックを作成してそのプロパティを定義するには、[フック] タブを使用します。

フック タイプ

部材の始点と終点にフック タイプを個別に定義します。次のオプションがありま
す。

オプション 説明

フックなし

標準の 90 度のフック

標準の 135 度のフック

標準の 180 度のフック

カスタム フック

標準のフックを選択した場合、[角度]、[半径]、および [長さ] は登録済みの寸法を
使用します。

オプション 説明

角度 -180~+180 度の値を入力します。

半径 フックの内部曲げ半径を入力します。

長さ 直線部分の長さを入力します。

[方向] リストからフックの方向を選択します。

[分割鉄筋のフック] リストから分割鉄筋のフックを作成する場合に選択します。

梁端部補強 (79)
[梁端部補強 (79)] では、コンクリート梁またはストリップ フーチングの端部の鉄筋
を作成します。

作成される鉄筋

• 水平 U 型鉄筋 (タイプ 1 および 2)

• 垂直 U 型鉄筋 (タイプ 3A および 3B)

• 傾斜鉄筋 (タイプ 4)

• あばら筋 (タイプ 5A および 5B)
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 説明

1 水平 U 型鉄筋 (タイプ 2)
2 水平 U 型鉄筋 (タイプ 1)
3 傾斜鉄筋 (タイプ 4)
4 垂直 U 型鉄筋 (タイプ 3A)
5 あばら筋 (タイプ 5A)
6 垂直 U 型鉄筋 (タイプ 3B)
7 あばら筋 (タイプ 5B)

使用方法

状況 詳細

標準梁 梁端部に鉄筋 3A と 5A を使用します。

弾んだ梁  
ノッチ処理された領域にアンカー ボル
ト孔がある梁

 

長方形の断面がある梁とストリップ フ
ーチング

 

使用しない場合

不規則な断面がある部材。

実行前の準備

• コンクリート梁またはストリップ フーチングを作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

指示順番

1. コンクリート梁またはストリップ フーチングを選択します。

2. 位置を指示します。
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[ピクチャー] タブ

コンクリートかぶり厚、コンクリート表面から鉄筋までの距離、および鉄筋 4 の角
度を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

[鉄筋] タブ

作成する鉄筋、鉄筋の寸法、およびスライス鉄筋 3A と 3B を定義するには、[鉄
筋] タブを使用します。

水平 U 型鉄筋 1 および 2
次のオプションを使用して、水平平面にある梁端部の下部領域に鉄筋を作成します
(鉄筋タイプ 1)。

オプション 説明

平面ごとに 2 本の鉄筋。一
方は梁端部の中央にあり、
もう一方は梁の側面に延長
されています。
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オプション 説明

各平面上に 1 本の鉄筋があ
り、梁の側面に延長されて
います。

梁端部の中央にある、各平
面の 1 本の鉄筋。

書く平面の重なり合う 2 本
の同一鉄筋。

梁端部の上部領域の孔の周囲に鉄筋を作成するには、鉄筋 2 の寸法を入力します。

垂直 U 型鉄筋 3A および 3B
垂直の U 型鉄筋を作成するには、次の寸法を入力します。

• 鉄筋 3A: 梁のノッチ処理された領域の場合。

• 鉄筋 3B: 梁の上部材の場合。

鉄筋の接合 3
スプライスを使って 2 本の鉄筋を結合し、垂直 U 型鉄筋 (タイプ 3) を作成できま
す。これを行うには、[鉄筋] タブの次のリスト ボックスを使用します。

スプライスの鉄筋を選択するときにスプライス タイプを選択できます。

オプション 解説

上にラップ 梁端部の水平方向中心線の上側にラップ ス
プライスを作成します。
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オプション 解説

下にラップ 梁端部の水平方向中心線の下側にラップ ス
プライスを作成します。

両方ラップ 梁端部の水平方向中心線の中心にラップ ス
プライスを作成します。

カプラー カプラーが作成されます。

溶接継手 溶接継手を作成します。

ラップ スプライスでは、ラップ長さ L と、鉄筋をどちらかの上に重ねるか両方を
平行に合わせるかを指定できます。

すべてのスプライス タイプについて、梁端部の水平方向中心線からスプライスの
中心点までのオフセットを指定できます。

あばら筋 5A および 5B
梁端部のあばら筋を作成するには、次の寸法を入力します。

• 鉄筋 5A: 梁のノッチ処理された領域の場合。

• 鉄筋 5B: 梁の上部材の場合。

[グループ] タブ

鉄筋のグループ化プロパティを定義するには、[グループ] タブを使用します。

鉄筋タイプのグループごとに鉄筋の数と間隔を入力します。間隔が変化する場合、
値を個別に入力します。

[属性] タブ

[属性] タブを使用して鉄筋プロパティを定義します。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。
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ハンチ鉄筋 (81)
[ハンチ鉄筋 (81)] では、コンクリート柱の 1 本または 2 本のハンチ用の鉄筋を作成
します。2 本のハンチは、レベル、厚さ、水平位置が同一である必要があります。

作成されるオブジェクト

• 主筋

• あばら筋

• 追加鉄筋

適用

状況 説明

上部レベル、厚さ、および水平
位置が同一な、2 本の丸形傾斜ハ
ンチ。

追加鉄筋 2 本 (各鉄筋が交差)。

1 本の直線ハンチ。

追加鉄筋 1 本。

制限事項

2 本のハンチが極めて異なる場合、[ハンチ鉄筋 (81)] を使用しないでください。
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実際の作業を始める前に

• コンクリート柱と梁を作成します。

• ハンチを作成します。ハンチを作成するには、[ハンチ接合 (14)] またはシーテ
ィング ジョイントを使用します。

選択順序

1. メイン部材 (コンクリート柱) を選択します。

2. 副部材 (1 本以上のハンチ) を選択します。

3. マウスの中ボタンをクリックして鉄筋を作成します。

[主筋] タブ

主筋の長さ、コンクリート カバーの厚さ、鉄筋の間隔、および鉄筋のプロパティ
を制御するには、[主筋] タブを使用します。

 説明

1 主筋の長さ。

2 コンクリート表面から主筋までの距離。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する強度。

サイズ 鉄筋の直径。

名前 主筋の名前を定義します。

名前は図面およびレポートで使用され
ます。
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オプション 説明

[クラス] [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示することができます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

かぶり厚

 説明

1 コンクリートかぶり厚。

2 鉄筋の本数。

3 鉄筋間の間隔。

[あばら筋/横断方向あばら筋/対角あばら筋] タブ

あばら筋の作成、あばら筋タイプ、コンクリートかぶり厚、鉄筋の間隔、および鉄
筋のプロパティを制御するには、[あばら筋]、[横断方向あばら筋]、および [対角あ
ばら筋] タブを使用します。

あばら筋

コンクリート表面からあばら筋までの距離を定義します。

オプション オプション オプション
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コンクリートかぶり厚

コンクリートかぶり厚を定義します。コンクリートかぶり厚がそれぞれの側面で
同じであることを選択できます。

オプション オプション オプション

オプション 説明

本数 鉄筋の本数を定義します。

間隔 鉄筋間の間隔を定義します。

柱の横断方向あ
ばら筋

柱を横断方向あばら筋で補強するかどうかを選択しま
す。

名前 あばら筋の名前を定義します。

名前は図面およびレポートで使用されます。

サイズ 鉄筋の直径。

等級 鉄筋に使用する強度。

[クラス] [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することが
できます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

あばら筋タイプ

オプション 説明

あばら筋は単一の曲げ鉄筋で構成されます。

フック長を定義します。

デフォルト値 (標準の 90°のあばら筋のフックの場合) は、
rebar_database.inpファイルから読み込まれます。

このあばら筋タイプの適切な重なり位置を選択します。

あばら筋は、互いに向き合って重なり合う 2 本の U 型鉄筋
で構成されます。

小および 大のオーバーラップの長さを定義します。
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オプション 説明

あばら筋は、2 つのオーバーラップ U 型鉄筋で構成されま
す。

小および 大のオーバーラップの長さを定義します。

[追加鉄筋] タブ

ハンチ内の追加鉄筋の作成、コンクリートかぶり厚、および追加鉄筋のプロパティ
を制御するには、[追加鉄筋] タブを使用します。

追加鉄筋

オプション 説明

追加鉄筋なし。

追加鉄筋 1 本。

追加鉄筋 2 本 (各鉄筋が平行)。

追加鉄筋 2 本 (各鉄筋が交差)。

追加鉄筋 2 組 (各鉄筋が交差)。

あばら筋とかぶり厚

コンクリート表面からあばら筋までの距離と追加の鉄筋寸法を定義します。
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コンクリートかぶり厚を定義します。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する強度。

サイズ 鉄筋の直径。

名前 追加鉄筋の名前を定義します。

名前は図面およびレポートで使用されます。

[クラス] [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することが
できます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

丸柱の鉄筋 (82)
[丸柱の鉄筋(82)]を使用して、円形の断面を持つコンクリート柱の鉄筋を作成しま
す。

作成されるオブジェクト

• 長手方向の主筋(6)

• 帯筋

• 柱端部補強
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適する用途

状況 説明

主筋が柱の外側に曲がっているコンク
リート円柱。連続した螺旋帯筋配置。

直線の主筋が柱から突き出ている、また
は完全に柱の内側にある、コンクリート
円柱。個別の帯筋。柱の上部は補強さ
れています。

制限事項

長方形の柱に対して使用しないでください。

選択順序

1. メイン部材(柱)を選択します。

部材を選択すると、コンポーネントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 主筋

2 帯筋

3 柱端部補強
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[主筋] タブ

[主筋] タブを使用すると、柱の上部と下部での主筋の垂直および水平方向の延長の
長さ、帯筋を覆うコンクリート カバーの厚さ、主筋のクランクを制御できます。

主筋のプロパティ

オプション 説明

本数 主筋の本数。

回転 主筋の回転。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 主筋の直径。

曲げ半径 主筋の曲げ半径。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

名前 主筋の名前。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

上部/下部のフック

オプション 説明

Type フック角度を選択します。

長さ フックの長さ。

曲げ半径 フックの曲げ半径。

クランク

柱の上部と下部で、クランク鉄筋を作成できます。Y および傾斜の距離の寸法を入
力します。
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上部および下部クランク鉄筋の水平寸法を鉄筋の中心間の距離として、または鉄筋
の外側の距離として入力します。

[帯筋]タブ

[帯筋]タブを使用して、柱の上部と下部にある帯筋を覆うコンクリートカバーの厚
さと、各帯筋グループ、 帯筋タイプ、 帯筋形状での帯筋の間隔および本数、また
はラップを制御します。
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帯筋寸法

1. 柱の上部および下部にある帯筋を覆うコンクリートカバーの厚さ。デフォル
トかぶり厚は 50mm です。

グループ 1 は上部帯筋グループで、5 は下部帯筋グループです。グループ 3 は
常に作成されます。

2. 帯筋グループごとの帯筋の間隔。

3. 帯筋グループごとの帯筋の本数。

4. 帯筋がどのように配置されるかを選択します。

• 固定ピッチ、端部調整:Tekla Structures 指定されたピッチ値が正確に使用さ
れ、柱端部の帯筋が均一に配置されます。

• 目標ピッチ:Tekla Structures 帯筋が均一な間隔で作成され、指定されたピッ
チ値の使用が試みられます。

帯筋タイプ

オプション 説明

個別の帯筋

単体、連続した螺旋帯筋配置

個別の螺旋帯筋

単体、連続帯筋
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帯筋形状

リストから帯筋の形状を選択します。

帯筋の重なり

帯筋の重なりの角度と長さを選択します。このオプションは螺旋帯筋を作成した
場合は無効になっています。

オーバーラップの角度は 大で 180 度です。

オーバーラップの長さはミリメートルかインチで示されます。

[帯筋プロパティ]タブ

[帯筋プロパティ]タブを使用して、帯筋の等級、サイズ、クラス、名前、およびナ
ンバリングプロパティを制御します。

帯筋プロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 帯筋の直径。

名前 帯筋の名前。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

クラス [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3324 鉄筋



オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

[上部]タブ

[上部]タブを使用して、上部鉄筋のコンクリートカバーの厚さ、上部鉄筋の数、ま
た上部鉄筋の間隔と回転を制御します。

柱上部の鉄筋

1. コンクリートかぶり厚を定義します。

2. 終的な脚部の長さを定義します。

柱上部の鉄筋の回転

柱上部の鉄筋を回転させる方法を選択します。

柱上部の鉄筋のプロパティ

オプション 説明

本数 上部鉄筋の本数。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 上部鉄筋の直径。

クラス [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

名前 上部鉄筋の名前。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。
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[下部]タブ

[下部]タブを使用して、下部鉄筋のコンクリートカバーの厚さ、上部鉄筋の数、ま
た下部鉄筋の間隔と回転を制御します。

柱下部の鉄筋

1. コンクリートかぶり厚を定義します。

2. 終的な脚部の長さを定義します。

柱下部の鉄筋の回転

柱下部の鉄筋を回転させる方法を選択します。

柱下部の鉄筋のプロパティ

オプション 説明

本数 下部鉄筋の本数。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

クラス [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

名前 下側鉄筋の名前。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

[詳細(主筋)]タブ

[詳細 (主筋)] タブを使用して、各鉄筋に対し、主筋の延長を個別に制御します。
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オプション 説明

[鉄筋インデックス] に、延長を定義する
バー ナンバーを入力します。各延長の
サイズ、柱の端部からの距離、および長
さを定義します。

柱の上部が斜めになっている場合、主筋
をテーパー状にするか、それとも上面に
沿って動かすかを選択します。

柱のカットで鉄筋をカットするかどう
かを選択します。

鉄筋グループ化

[作成方法] リストから鉄筋グループまたは 1 本の鉄筋として鉄筋を作成する場合
に選択します。

正方形柱の鉄筋 (83)
[正方形柱の鉄筋 (83)] では、四角形の断面を持つコンクリート柱の鉄筋を作成しま
す。

作成されるオブジェクト

• 長手方向の主筋: 角鉄筋 (4)、側面鉄筋

• あばら筋

• 中間リンク

• 柱端部補強

拡張
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使用方法

状況 説明

柱の外側に曲がった角鉄筋と側面鉄筋
のある長方形のコンクリート柱。長い
側面の側面鉄筋。中間リンクは、あばら
筋 1 本おきに側面鉄筋をつなぎます。

完全に柱の内側に入っている直線状の
角鉄筋と側面鉄筋がある長方形のコン
クリート柱。補強された柱端部。

制限事項

丸柱に対して使用しないでください。

選択順序

1. メイン部材 (柱) を選択します。

部材を選択すると、コンポーネントが自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 角鉄筋

2 側面鉄筋

3 あばら筋

4 中間リンク

[主筋] タブ

[主筋] タブを使用して、角鉄筋プロパティ、対称オプション、回転、およびコンク
リートかぶり厚を制御します。
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角鉄筋の基本プロパティ

角鉄筋の等級、サイズ、および曲げ半径を定義します。アクティブな設定は、選択
した対称オプションによって異なります。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する強度。

サイズ 鉄筋の直径。

曲げ半径 角鉄筋の曲げ半径を定義します。

コンクリートかぶり厚を定義します。

厚さをすべての側面で同じにするかどうかを選択します。

対称オプション

対称オプションを選択します。対称の状態を使用して、等級、サイズ、および曲げ
半径のプロパティが同じになる角鉄筋を定義できます。プロパティが同じ角鉄筋
は対称になります。

回転

直交柱では、側面に異なる鉄筋が必要な場合に、柱の垂直な側面を選択できます。
直交柱のすべての鉄筋は 90 度回転させることができます。

その他の角鉄筋プロパティ

オプション 説明

クラス [クラス]を使うと、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示することができ
ます。

名前 主筋の名前を定義します。

名前は図面およびレポートで使用されます。
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オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

[鉄筋の両端] タブ

[鉄筋の両端] タブを使用して、角鉄筋、側面鉄筋、およびクランクの垂直方向と水
平方向の延長の長さを制御します。

  
鉄筋作成 角鉄筋と側面鉄筋の延長が柱の両側に

対称的に作成されるかどうかを選択し
ます。

[非対称] を選択した場合、柱の反対側に
別個の延長値を入力できます。

垂直方向の延長 角鉄筋と側面鉄筋の柱の外側にある垂
直方向の延長の長さを定義します。

アクティブな設定は [鉄筋作成] が [対
称] と [非対称] のどちらになっているか
によって異なります。

水平方向の延長 角鉄筋と側面鉄筋の水平方向の延長の
長さを定義します。

アクティブな設定は [鉄筋作成] が [対
称] と [非対称] のどちらになっているか
によって異なります。

角鉄筋

側面鉄筋 1
側面鉄筋 2

フック タイプを選択し、フックの長さと
曲げ半径を定義します。

上部角鉄筋方向

下部角鉄筋方向

角鉄筋の方向を選択します。

クランク 柱の上部と下部で、クランク鉄筋を作成
できます。

クランク オプションを有効にするには、
[上部角鉄筋方向] と [下部角鉄筋方向]

リストで  を選択します。ク
ランク鉄筋の寸法を定義します。
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クランク鉄筋を適切に作成するには、曲
げ半径が大きくなりすぎないように注
意してください。

縁端寸法 柱の角からクランクが開始する点まで
の縁端距離を定義します

。

鉄筋の縁端または中心線からクランク
を選択します。

角鉄筋と側面鉄筋にクランクを個別に
定義します。

[側面鉄筋] タブ

[側面鉄筋] タブを使用して、側面鉄筋の本数、側面鉄筋の間隔と配置、対称オプシ
ョン、およびプロパティを制御します。
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側面鉄筋の本数

側面鉄筋の本数と間隔を定義します。柱の両側に 2 つの側面鉄筋セットを定義で
きます。

柱の両側に側面鉄筋を別個に定義できます。

アクティブな設定は、選択した対称オプションによって異なります。

側面鉄筋の配置

側面鉄筋の水平方向および垂直方向の配置を選択します。鉄筋が角から配置され
るか、等間隔で配置されるかを選択します。

角鉄筋と側面鉄筋の間隔。

側面鉄筋の間隔。

対称オプション

対称オプションを選択します。対称な状態を使用すると、対称になる側面鉄筋と、
同じプロパティを使用する側面鉄筋を定義できます。

側面鉄筋のプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

曲げ半径 側面鉄筋の曲げ半径を定義します。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

名前 側面鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3333 鉄筋



[あばら筋] タブ

[あばら筋] タブを使用して、あばら筋のプロパティを制御します。

あばら筋寸法

  
1 柱の上部および下部にあるあばら筋を覆うコンクリート カバーの厚さを

定義します。デフォルトかぶり厚は 50 mm です。

グループ 1 は上部あばら筋グループで、5 は下部あばら筋グループです。
グループ 3 は常に作成されます。

2 あばら筋グループごとのあばら筋の間隔を定義します。

3 あばら筋グループごとのあばら筋の本数を定義します。

4 あばら筋がどのように配置されるかを選択します。

5 [距離リスト] オプションを選択した場合、グループごとに異なる間隔値を
入力します。

6 あばら筋グループごとにかぶり厚を定義します。

7 あばら筋グループ間のギャップを定義します。

あばら筋を生成

あばら筋を個々の鉄筋、鉄筋グループ、または螺旋鉄筋グループのどれとして作成
するかを選択します。

あばら筋コーナーでの鉄筋の重なり

鉄筋があばら筋コーナーに重なる方法を選択します。鉄筋端部にある 135 度のフ
ックや 90 度のフック、または U 型あばら筋のオーバーラップを使用できます。
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U 型あばら筋のオーバーラップの長さを定義できます。

カットを無視

柱にリセスまたは孔がある場合、あばら筋が作成されたときに柱の上部および下部
のカットを無視することを選択できます。

あばら筋プロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

名前 あばら筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

重なり長さ U 型あばら筋のオーバーラップの長さを定義します。

[中間リンク] タブ

[中間リンク] タブを使用して中間リンクを制御し、すべての側面鉄筋をつなぎま
す。

断面が非常に大きな正方形柱がある場合、側面鉄筋はあばら筋のコーナーから離れ
ている可能性があります。中間リンクを作成してすべての側面鉄筋をつなぎ、圧縮
されたときに座屈しないようにする必要があります。

あばら筋グループごとに中間リンクが作成されます。
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注 対称な [側面鉄筋 1] と [側面鉄筋 2] の間に中間リンクが作成されます。

[側面鉄筋 2] では、[側面鉄筋 1] が作成されない場合のみ中間リンクが作成さ
れます。

1 つのグループとして作成

すべてのあばら筋を 1 つのグループとして作成するかどうかを選択します。

中間リンクのプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

名前 あばら筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

中間リンクの間隔

間隔はあばら筋の間隔と同じです。

間隔は、あばら筋の間隔の 2 倍です (あばら筋 1 本おきに中間リ
ンクがあります)。

上記と同じですが、代わりのあばら筋の間隔です。

中間リンクが作成されません。

中間リンクのタイプ

リンクのタイプを選択します。
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中間リンクのパターン

中間リンクを 1 方向に進むか、交点パターンで進むかを選択します。

フックの方向

両側のフック方向を選択します。

閉じたあばら筋を中間リンクとして使用

閉じたあばら筋を中間リンクとして使用するかどうかを選択します。
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閉じたあばら筋を選択した場合、あばら筋コーナーでの鉄筋の重なりのタイプを選
択します。

中間リンクのないゾーン

中間リンクが作成されないゾーンの長さを定義します。このゾーンでは、あばら筋
が側面鉄筋をつなぎます。この距離はあばら筋コーナーから測った距離です。

閉じたあばら筋の使用を選択した場合、閉じたあばら筋のコーナーからの距離を定
義できます。

[上部]/[下部] タブ

[上部] および [下部] タブを使用して、上部鉄筋および下部鉄筋のコンクリート カ
バーの厚さ、鉄筋の本数、間隔、および回転を制御します。

鉄筋の本数および間隔

上部鉄筋または下側鉄筋の本数と間隔を定義します。

両方の交差方向に進む横方向の鉄筋の本数を定義できます。

柱の上部/下部鉄筋

 説明

1 柱の上部/下部からのコンクリートかぶり厚を定義します。

2 鉄筋の脚の長さを定義します。
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 説明

3 柱の側面からのコンクリートかぶり厚を定義します。

4 柱の縁端からグループの 1 番目の鉄筋の縁端までの距離を定義します。

上部鉄筋または下側鉄筋の配置

上部鉄筋または下側鉄筋の水平方向および垂直方向の配置を選択します。鉄筋が
角から配置されるか、等間隔で配置されるかを選択します。

角鉄筋と側面鉄筋の間隔。

側面鉄筋の間隔。

回転

柱の上部または下部で鉄筋を回転する方法を選択します。

回転しません。

横方向の鉄筋は、柱の長い方の側面に対して垂直になりま
す。

回転角度は 90 度です。

横方向の鉄筋は、柱の長い方の側面に対して平行になりま
す。

上部鉄筋および下側鉄筋のプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

曲げ半径 上部鉄筋または下側鉄筋の曲げ半径を定義します。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

名前 上部鉄筋または下側鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。
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スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84)
[スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84)] では、コンクリート スラブまたは壁に孔を作
成し、孔の周囲に鉄筋を作成します。

作成される鉄筋

• 孔の縁端沿いの直線の鉄筋

• 孔の角に近い斜め鉄筋

• U 型の端部鉄筋

使用方法

状況 詳細

コンクリート スラブおよび壁
の矩形孔または丸孔

 

直線および端部鉄筋のみ。斜め
鉄筋なし。

斜めおよび端部鉄筋のみ。直線
の鉄筋なし。
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状況 詳細

スラブの方向から回転した孔。

各角に 1 つの斜め鉄筋。

壁の孔の両側にある鉄筋の数が
異なる。斜め鉄筋なし。

実行前の準備

• コンクリート スラブまたは壁を作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. 孔の中心を選択します。

2. コンクリート スラブまたは壁を選択します。

[ピクチャー] タブ

孔、孔と鉄筋の寸法、およびコンクリートかぶり厚の作成を定義するには、[ピク
チャー] タブを使用します。

ホール

孔を作成して補強するか、[作成] リストから既存の孔に鉄筋を作成する場合に選択
します。

孔の形状を選択します。
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オプション 説明

長方形

丸孔

孔のオフセットのピボット点を選択します。

オプション 説明

孔の中心

孔の角

孔の回転角度を入力します。

[コンクリート カバー]
端部鉄筋のかぶり厚を入力します。

[水平と垂直鉄筋] タブ

コンクリートの表面に も近い鉄筋、および孔の側面に沿った鉄筋グループのプロ
パティを定義するには、[水平および垂直鉄筋] タブを使用します。
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スラブまたは壁の方向によって、孔の方向、および孔の左右および上下の鉄筋が定
義されます。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

[追加鉄筋] タブ

追加鉄筋を作成してそのプロパティを定義するには、[追加鉄筋] タブを使用しま
す。

開口部の角からの追加鉄筋の長さを入力します。

水平および垂直鉄筋からの追加鉄筋オフセットを入力します。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。
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オプション 説明

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

[端部鉄筋] タブ

各側面の鉄筋グループのプロパティを定義するには、[端部鉄筋] タブを使用しま
す。

スラブまたは壁の方向によって、孔の方向、および孔の左右および上下の鉄筋が定
義されます。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

[斜め鉄筋] タブ

孔の各角の鉄筋グループのプロパティを定義するには、[斜め鉄筋] タブを使用しま
す。

スラブまたは壁の方向によって、孔の方向、および孔の左右および上下の鉄筋が定
義されます。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3344 鉄筋



オプション 説明

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

開口と補強作成 (85)
[開口と補強作成 (85)] では、コンクリート部材に孔を作成し、孔の周囲に鉄筋を作
成します。

作成される鉄筋

• 孔の端部にある直線の鉄筋

• あばら筋

• Z 型鉄筋

使用方法

状況 詳細

長方形の孔、孔の各側にあばら
筋、Z 型鉄筋なし。

丸孔、Z 型鉄筋、孔の周囲にあば
ら筋なし。

コンクリート梁または柱  
丸孔または長方形孔 孔のみ。その周囲に追加鉄筋な

し。

Z 型鉄筋またはあばら筋あり/
なし
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使用しない場合

断面が円形であるか不規則な部材。

実行前の準備

• コンクリート部材を作成します。

• 補強に必要な面積を計算します。

選択順序

1. 孔の中心を選択します。

2. コンクリート部材を選択します。

[ピクチャー] タブ

孔のプロパティ、鉄筋の寸法と位置、コンクリートかぶり厚、Z 型鉄筋の角度を定
義するには、[ピクチャー] タブを使用します。

孔

孔と追加鉄筋を作成するには、次のオプションを使用します。

オプション 説明

孔とその周囲に追加
鉄筋が作成されます。

孔だけが作成され、鉄
筋は作成されません。

以下のオプションを使用して、孔の方向を定義します。

オプション 説明

部材のローカル y 方
向に沿った孔。

部材のローカル Z 方
向に沿った孔。

Z 型鉄筋

次のオプションを使用して、丸孔の周囲に Z 型鉄筋を定義します。
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オプション 説明

孔の半径の方向で測
定されたコンクリー
ト カバー。

孔の周囲ボックスの
角から測定されたコ
ンクリート カバー。

以下のオプションを使用して、Z 型鉄筋の方向を定義します。

オプション 説明

 

 

[鉄筋] タブ

[鉄筋] タブを使用して鉄筋プロパティを定義します。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度。

サイズ 鉄筋の直径。

名前 Tekla Structures では、この名前は図面と
レポートで使用されます。

[クラス] [クラス] を使うと、鉄筋をグループ化で
きます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で
表示できます。

頭マーク 部材マークの頭文字。

開始番号 部材マークの開始番号。

[あばら筋] タブ

あばら筋のプロパティと追加設定を定義するには、[あばら筋] タブを使用します。

あばら筋

次のオプションを使用して、孔の周囲のあばら筋を定義します。
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オプション 説明

シングルあばら筋

結束あばら筋

フック

オプション 説明

135 度フック

90 度フック

トラス梁 (88)
[トラス梁 (88)] は、プレキャスト コンクリート部材にトラス梁を作成します (薄い
シェル スラブやサンドイッチ パネルなど)。梁はコンクリート部材に差し込まれ、
鉄筋の一部として、またプレキャスト コンクリートと現場打ちコンクリート間の
ジョイントとして機能します。

作成されるオブジェクト

梁は、次の部材で構成されています。

• 2 本の下部鉄筋

• 1 本または 2 本の上部鉄筋

• 2 本の接続鉄筋

鉄筋を使用するのではなく、プロファイルとプレートを使用してトラス梁を作成で
きます。

適用

状況 説明

トラス梁をプレキャスト コンクリート
スラブに作成します。
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状況 説明

トラス梁をプレキャスト コンクリート
サンドイッチ パネルに作成します。

トラス梁を開口部のある幅広プレート
の床に作成します。

トラス梁を中空壁に作成します。

梁としてプロファイルします。
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選択順序

1. コンクリート部材を選択します。

梁が自動的に作成されます。

部材の識別キー

 部材

1 上部鉄筋

2 接続鉄筋

3 下部鉄筋

[ピクチャー] タブ

鉄筋の作成、形状、および寸法を制御するには、[ピクチャー] タブを使用します。

鉄筋の寸法と形状

 説明

1 上部鉄筋の端部から部材端までの距離。

2 接続鉄筋の端部から部材端までの距離。

3 下部鉄筋の端部から部材端までの距離。

4 接続鉄筋の半径。

5 曲げの間の距離。
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下部鉄筋間の距離、および上部鉄筋と下部鉄筋間の距離を定義します。

上部に 2 本の鉄筋を追加する場合、接続鉄筋の上部からそれらの鉄筋までの距離を
定義できます。

例
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例

コンクリート コンポーネント リファレンス 3352 鉄筋



梁の作成

オプション 説明

作成 下部鉄筋、上部鉄筋、および接続鉄筋のタイプを選択
します (鉄筋 a、b、c)。

• 鉄筋

• 鉄筋

• なし (鉄筋は作成されません。)
プロファイル 次の梁オプションを選択すると、プロファイル選択が

有効になります。

部材マークの頭文字と開始番号、材質、名前、コメン
ト、およびクラスを定義します。

プレート 次の梁オプションを選択すると、プレートの作成が有
効になります。

部材マークの頭文字と開始番号、材質、名前、コメン
ト、およびクラスを定義します。

追加方法 梁をキャスト ユニットに接続するために使用する方
法を選択します。

サブアセンブリ、溶接接合、なし

鉄筋プロパティ

上部鉄筋、下部鉄筋、および接続鉄筋の鉄筋プロパティを定義します。

オプション 説明

サイズ 鉄筋のサイズ。

グレード/マテリアル 鉄筋の等級。

名前

頭マーク

部材マークの名前、頭文字、および開始番号、鉄筋の
コメントおよびクラス。
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オプション 説明

開始番号

コメント

クラス

[部材] タブ

梁の配置と数を制御するには [部材] タブを使用します。

作業平面の向き

オプション 説明

作業平面位置 入力部材のどの側に梁を作成するかを制御するには、
この設定を使用します。[モデル] オプションでは、モ
デルの現在の作業平面に従って梁が作成されます。

• 部材 XY 面

• 部材 YZ 面

• 部材 ZX 面

• モデル

 作業平面上の梁の向きを定義するには、[平面上の位
置]、[回転]、[デプス内位置] の各オプションを使用し
ます。

z 方向の梁の位置
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z 方向に梁を配置する方法を選択します。

例

形状
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オプション 説明

複数Ｌ係数 梁の長さの丸めの精度を定義します。

デフォルト値は、1.0 です。デフォルト値では、梁の長さに
小数点はありません。

形状 接続鉄筋の形状を選択します。

例:
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y 方向の梁の配置

y 方向に梁を配置する方法を選択します。

例
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例

特殊梁

追加の梁グループを作成するかどうかを選択します。

例

たとえば、次のオプションを選択した場合:
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例

[特殊梁グループ] を [なし] に設定: 既存の 2 つのトラス梁の間に追加の梁グルー
プは作成されません。
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例

[特殊梁グループ] を [数で] に設定: 入力した数に基づいて追加の梁グループが作
成されます。グループ間の距離は等分されます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3360 鉄筋



例

[特殊梁グループ] を [距離で] に設定: 定義した距離に基づいて追加の梁グループ
の数が決まります。梁グループ間の距離は等分されます。

梁グループ

既存の梁から追加の梁を作成するかどうかを定義します。

[数] は、梁グループ内の梁の数です。

[距離リスト] は、梁グループ内の梁の間の距離です。

[e =] は、参照線からの梁の位置です。
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オプション 説明

• 梁グループを参照線の中央に配置します。

• 梁グループを参照線の右側に配置します。

• 梁グループを参照線の左側に配置します。

例

既存の
梁
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例

追加の
梁

[形状] タブ

開口部と部材の長さが梁の作成に及ぼす影響を制御するには、[形状] タブを使用し
ます。

オプション 説明

常に梁を生成 梁を必ず作成するかどうかを選択しま
す。

[はい] を選択した場合は、コンクリート
部材の完全な外側に梁を配置した場合
でも梁が作成されます。

開口部 開口部に梁を作成するかどうかを選択
します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3363 鉄筋



オプション 説明

長さ 梁が部材形状にどのように適応するか
を選択します。

小長 梁の 小長を定義します。

大長 梁の 大長を定義します。

大長に達すると梁が分割されます。

小長の例

小長が定義されていない:
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小長の例

小長が定義されている (梁が作成されない):

[2 重壁] タブ

[トラス梁 (88)] でコンクリート部材 (子) が梁に及ぼす影響を選択するには、[2 重
壁] タブを使用します。

コンクリート部材（子）を検索

コンクリート部材 (子) が梁の作成に影響するかどうかを選択します。[クラス] ボ
ックスで、2 番目の壁のクラスを定義します。

初の壁を選択し、2 番の壁が定義されたクラスと一致する場合、梁が作成されま
す。クラスのシリーズを入力することもできます。[形状] タブで開口部に定義さ
れたオプションをこの作成方法と組み合わせて使用することができます。

次の例は、内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁を示しています。

例

内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁。

[コンクリート部材（子）を検索] = [いいえ]
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例

内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁。

[コンクリート部材（子）を検索] = [はい]

コンクリート コンポーネント リファレンス 3366 鉄筋



例

[ユーザー定義情報] タブ

ユーザー定義情報を定義できます。

トラス梁 (89)
[トラス梁 (89)] は、プレキャスト コンクリート部材の選択した点の間にトラス梁を
作成します (薄いシェル スラブやサンドイッチ パネルなど)。梁はコンクリート部
材に差し込まれ、鉄筋の一部として、またプレキャスト コンクリートと現場打ち
コンクリート間のジョイントとして機能します。

作成されるオブジェクト

梁は、次の部材で構成されています。

• 2 本の下部鉄筋
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• 1 本または 2 本の上部鉄筋

• 2 本の接続鉄筋

鉄筋を使用するのではなく、プロファイルとプレートを使用してトラス梁を作成で
きます。

適用

状況 説明

トラス梁をプレキャスト コンクリート
スラブに作成します。

トラス梁をプレキャスト コンクリート
サンドイッチ パネルに作成します。

トラス梁を開口部のある幅広プレート
の床に作成します。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3368 鉄筋



状況 説明

トラス梁を中空壁に作成します。

梁としてプロファイルします。

選択順序

1. コンクリート部材を選択します。

2. 梁の始点をピックします。

3. 梁の終点をピックします。

部材の識別キー

 部材

1 上部鉄筋

2 接続鉄筋

3 下部鉄筋
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[ピクチャー] タブ

鉄筋の作成、形状、および寸法を制御するには、[ピクチャー] タブを使用します。

鉄筋の寸法と形状

 説明

1 上部鉄筋の端部からピックした点までの距離。

2 接続鉄筋の端部からピックした点までの距離。

3 下部鉄筋の端部からピックした点までの距離。

4 接続鉄筋の半径。

5 曲げの間の距離。

下部鉄筋間の距離、および上部鉄筋と下部鉄筋間の距離を定義します。

上部に 2 本の鉄筋を追加する場合、接続鉄筋の上部からそれらの鉄筋までの距離を
定義できます。
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例

コンクリート コンポーネント リファレンス 3371 鉄筋



例

梁の作成

オプション 説明

作成 下部鉄筋、上部鉄筋、および接続鉄筋のタイプを選択しま
す (鉄筋 a、b、c)。

• 鉄筋

• 鉄筋

• なし (鉄筋は作成されません。)
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オプション 説明

プロファイル 次の梁オプションを選択すると、プロファイル選択が有効
になります。

部材マークの頭文字と開始番号、材質、名前、コメント、
およびクラスを定義します。

プレート 次の梁オプションを選択すると、プレートの作成が有効に
なります。

部材マークの頭文字と開始番号、材質、名前、コメント、
およびクラスを定義します。

追加方法 梁をキャスト ユニットに接続するために使用する方法を選
択します。

サブアセンブリ、溶接接合、なし

鉄筋プロパティ

上部鉄筋、下部鉄筋、および接続鉄筋の鉄筋プロパティを定義します。

オプション 説明

サイズ 鉄筋のサイズ。

グレード/マテリア
ル

鉄筋の等級。

名前

頭マーク

開始番号

コメント

クラス

部材マークの名前、頭文字、および開始番号、鉄筋のコメン
トおよびクラス。

[部材] タブ

梁の配置と数を制御するには [部材] タブを使用します。
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作業平面の向き

オプション 説明

作業平面位置 入力部材のどの側に梁を作成するかを制御するには、この
設定を使用します。[モデル] オプションでは、モデルの現在
の作業平面に従って梁が作成されます。

• 部材 XY 面

• 部材 YZ 面

• 部材 ZX 面

• モデル

 作業平面上の梁の向きを定義するには、[平面上の位置]、[回
転]、[デプス内位置] の各オプションを使用します。

z 方向の梁の位置

z 方向に梁を配置する方法を選択します。
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例

トラス梁を、ピックした点に配置します。トラス梁は部材の上側に関連付けられ
ます。

形状

オプション 説明

複数Ｌ係数 梁の長さの丸めの精度を定義します。

デフォルト値は、1.0 です。デフォルト値では、梁の長さに
小数点はありません。

形状 接続鉄筋の形状を選択します。

例:
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オプション 説明
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y 方向の梁の配置

y 方向に梁を配置する方法を選択します。

例

コンクリート コンポーネント リファレンス 3377 鉄筋



例

特殊梁

追加の梁グループを作成するかどうかを選択します。

例

たとえば、次のオプションを選択した場合:
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例

[特殊梁グループ] を [なし] に設定: 既存の 2 つのトラス梁の間に追加の梁グルー
プは作成されません。
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例

[特殊梁グループ] を [数で] に設定: 入力した数に基づいて追加の梁グループが作
成されます。グループ間の距離は等分されます。
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例

[特殊梁グループ] を [距離で] に設定: 定義した距離に基づいて追加の梁グループ
の数が決まります。梁グループ間の距離は等分されます。

梁グループ

既存の梁から追加の梁を作成するかどうかを定義します。

[数] は、梁グループ内の梁の数です。

[距離リスト] は、梁グループ内の梁の間の距離です。

[e =] は、参照線からの梁の位置です。
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オプション 説明

• 梁グループを参照線の中央に配置します。

• 梁グループを参照線の右側に配置します。

• 梁グループを参照線の左側に配置します。

例

既存の
梁

コンクリート コンポーネント リファレンス 3382 鉄筋



例

追加の
梁

[形状] タブ

開口部と部材の長さが梁の作成に及ぼす影響を制御するには、[形状] タブを使用し
ます。

オプション 説明

常に梁を生成 梁を必ず作成するかどうかを選択しま
す。

[はい] を選択した場合は、コンクリート
部材の完全な外側に梁を配置した場合
でも梁が作成されます。

開口部 開口部に梁を作成するかどうかを選択
します。
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オプション 説明

長さ 梁が部材形状にどのように適応するか
を選択します。

小長 梁の 小長を定義します。

大長 梁の 大長を定義します。

大長に達すると梁が分割されます。

小長の例

小長が定義されていない:
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小長の例

小長が定義されている (梁が作成されない):

2 重壁

コンクリート部材 (子) が梁に及ぼす影響を選択するには、[2 重壁] タブを使用しま
す。

コンクリート部材（子）を検索

コンクリート部材 (子) が梁の作成に影響するかどうかを選択します。[クラス] ボ
ックスで、2 番目の壁のクラスを定義します。

初の壁を選択し、2 番の壁が定義されたクラスと一致する場合、梁が作成されま
す。クラスのシリーズを入力することもできます。[形状] タブで開口部に定義さ
れたオプションをこの作成方法と組み合わせて使用することができます。

次の例は、内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁を示しています。

例

内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁。

[コンクリート部材（子）を検索] = [いいえ]
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例

内部シェルと外部シェルの形状が異なる中空壁。

[コンクリート部材（子）を検索] = [はい]

コンクリート コンポーネント リファレンス 3386 鉄筋



例

[ユーザー定義情報] タブ

ユーザー定義情報を定義できます。

範囲指定の溶接金網 (89)/溶接金網の列 (91)
[範囲指定の溶接金網 (89)]/[溶接金網の列 (91)] は、コンクリート部材全体または定
義済みのポリゴン領域の溶接金網を作成します。 [範囲指定の溶接金網 (91)] はプ
レキャスト パネルおよびスラブに特に適しています

作成されるオブジェクト

• 溶接金網
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使用方法

状況 説明

溶接金網の長方形の重なり
の配列。

定義したポリゴン領域内の
溶接金網の配列。 溶接金網
は、定義した領域に収まるよ
うにクリッピングされます。

実行前の準備

• コンクリート部材を作成します。

• 作業平面を、金網の配列を作成する平面と平行に、設定します。

選択順序

コンポーネ
ント

溶接金網の作成

範囲指定の
溶接金網
(89)

1. 範囲指定の溶接金網を追加するには:

• 部材全体に対して、溶接金網の始点を選択します

• 指定範囲に対して、金網のポリゴン形状を指定する点を選
択します。

2. マウスの中ボタンをクリックして溶接金網の列を作成します。

溶接金網の
列 (91)

1. 部材を選択します。

溶接金網の列は部材が選択されているときに自動的に作成さ
れます。

[ピクチャー] タブ

溶接金網カタログタイプ、かぶり厚および位置、金網の生成、カット、メッシュ領
域の周長を定義するには、[ピクチャー] タブを使用します。
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溶接金網タイプ

溶接金網カタログから溶接金網カタログタイプを選択します。

かぶり厚

金網の配置を定義し、[平面上のかぶり厚] および [平面からのかぶり厚] の値を指定
します。

上下の配力筋位置を定義します。

溶接金網の作成

オプション 説明

生成方向 金網の生成方向を配置点を中心として回転させるには、角度
を入力します。

下端のレイヤの方
向

下端のレイヤにミラーリングするには、[上端のレイヤの反
対] を選択します。

親部材と同様にカ
ットする

親部材で作成したカットで金網をカットする場合は、[はい]
を選択します。

周囲のトリミング [はい] を選択すると、部材または選択領域に収まるように溶
接金網がクリッピングされます。

メッシュ領域の周
長

金網の輪郭を選択します。

下の例に使用されている金網は、異なるメッシュ領域の周長
を持つ同じ点を選択して作成されています。
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オプション 説明

 例: ポリゴン

 例: 部材
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オプション 説明

 例: ポリゴン+部材

孔かぶり厚 孔かぶり厚を定義します。

生成の始点

ポリゴン生成の始点のインデックスを入力します。

[オーバーラップ] タブ

[オーバーラップ] タブでは、縦方向および横方向に沿った重なる 小長と 大長を
定義して金網オフセットを設定します。

オプション 説明

オーバーラップ 金網の [長辺方向] と [短辺方向] の 小オーバーラップお
よび 大オーバーラップを定義します。

金網のオフセット 金網の配置方法を定義します。

メッシュの開始位置
オフセット

初の金網についてメッシュの開始位置オフセット値を定
義します。 初の金網の長さは、選択した値により分割さ
れます。

たとえば、[メッシュの開始位置オフセット] に 1/4 を指定
した場合、 初の金網の長さは 1/4 で分割されます。

[指定値] を選択した場合、[始端オフセット] オプションが
表示され、 初の金網のオフセット値を入力できます。
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[属性] タブ

[属性] タブで、溶接金網のナンバリング プロパティ、名前、およびクラスを定義
します。

長方形の鉄筋範囲 (94)
[長方形の鉄筋範囲 (94)] では、長方形領域の鉄筋を作成します。鉄筋が配置される
部材を選択し、2 つの点をピックして鉄筋を作成します。部材によって補強する領
域の厚さが定義され、2 つの点によって補強する領域の形状と位置が定義されま
す。

作成されるオブジェクト

• 長手方向の主筋: 角鉄筋 (4)、側面鉄筋

• あばら筋

• 中間リンク

• 上部および下側鉄筋

使用方法

状況 説明

壁内に角および側面鉄筋が
あるコンクリート壁パネ
ル。上下端部が補強されま
す。中間リンクは、あばら
筋 1 本おきに側面鉄筋をつ
なぎます。

1 回転なし

2 平面で回転

3 平面外で回転
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選択順序

1. 部材を選択します。

2. 初の点を指定します。

3. 2 つ目の点をピックします。

点 (2 と 3) をピックすると、鉄筋が配置される領域が決まります。

2 つ目の点をピックすると、鉄筋が自動的に作成されます。
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部材の識別キー

 部材

1 角鉄筋

2 側面鉄筋

3 あばら筋

4 中間リンク
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 部材

5 上面/下側鉄筋

[ピクチャー] タブ

鉄筋の位置を選択し、鉄筋の方向を設定するには、[ピクチャー] タブを使用しま
す。

長方形領域

壁上で鉄筋を延長する方法を選択します。

オプション 説明

柱鉄筋領域

鉛直鉄筋を使用した鉄筋の範囲

梁鉄筋領域

水平鉄筋を使用した鉄筋の範囲

回転

[長方形の鉄筋範囲 (94)] は、標準パネルの形状に基づいています。特定の平面でス
ラブまたは梁のコンポーネントを使用すると、鉄筋の形状が影響を受ける場合があ
ります。[作業平面上] または [面外] オプションを使用すると、鉄筋を適切な動作に
調整できます。

さまざまな部材の形状と回転の状況で鉄筋の方向を選択します。

• いいえ
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• 作業平面上

• 面外

[主筋] タブ

[主筋] タブを使用して、角鉄筋プロパティ、対称オプション、回転、およびコンク
リートかぶり厚を制御します。

角鉄筋の基本プロパティ

角鉄筋の等級、サイズ、および曲げ半径を定義します。アクティブな設定は、選択
した対称オプションによって異なります。

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

曲げ半径 角鉄筋の曲げ半径を定義します。

コンクリートかぶり厚を定義します。

厚さをすべての側面で同じにするかどうかを選択
します。

対称オプション

対称オプションを選択します。対称の状態を使用して、等級、サイズ、および曲げ
半径のプロパティが同じになる角鉄筋を定義できます。プロパティが同じ角鉄筋
は対称になります。

回転

四角形の補強部材では、側面に異なる鉄筋が必要な場合に、垂直な側面を選択でき
ます。すべての鉄筋を 90 度回転させることができます。
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その他の角鉄筋プロパティ

オプション 説明

[クラス] [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できま
す。

名前 主筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使
用されます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

上部/下部のフック

オプション 説明

Type フック角度を選択します。

長さ フックの長さ。

曲げ半径 フックの曲げ半径。

[鉄筋の両端] タブ

[鉄筋の両端] タブを使用して、角鉄筋、側面鉄筋、およびクランクの垂直方向と水
平方向の延長の長さを制御します。

オプション 説明

鉄筋作成 角鉄筋と側面鉄筋の延長が長方形の鉄筋の両側に
対称的に作成されるかどうかを選択します。

[非対称] を選択した場合、鉄筋の反対側に別個の
延長値を入力できます。

垂直方向の延長 補強部材の外側にある角鉄筋と側面鉄筋の垂直方
向の延長の長さを定義します。

アクティブな設定は [鉄筋作成] が [対称] と [非対
称] のどちらになっているかによって異なります。

水平方向の延長 角鉄筋と側面鉄筋の水平方向の延長の長さを定義
します。

アクティブな設定は [鉄筋作成] が [対称] と [非対
称] のどちらになっているかによって異なります。

上部角鉄筋方向

下部角鉄筋方向

角鉄筋の方向を選択します。
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オプション 説明

クランク 鉄筋の上部と下部で、クランク鉄筋を作成できま
す。

クランク オプションを有効にするには、[上部角鉄

筋方向] と [下部角鉄筋方向] リストで 
を選択します。クランク鉄筋の寸法を定義しま
す。

クランク鉄筋を適切に作成するには、曲げ半径が
大きくなりすぎないように注意してください。

縁端寸法 補強部材の角からクランクが開始する点までの縁

端距離を定義します 。

角鉄筋と側面鉄筋にクランクを個別に定義しま
す。
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[側面鉄筋] タブ

[側面鉄筋] タブを使用して、側面鉄筋の本数、側面鉄筋の間隔と配置、対称オプシ
ョン、およびプロパティを制御します。

側面鉄筋の本数

側面鉄筋の本数と間隔を定義します。長方形の鉄筋の両側に 2 つの側面鉄筋セッ
トを定義できます。

両側に側面鉄筋を別個に定義できます。

アクティブな設定は、選択した対称オプションによって異なります。

側面鉄筋の配置

側面鉄筋の水平方向および垂直方向の配置を選択します。鉄筋が角から配置され
るか、等間隔で配置されるかを選択します。

角鉄筋と側面鉄筋の間隔。

側面鉄筋の間隔。

対称オプション

対称オプションを選択します。対称な状態を使用すると、対称になる側面鉄筋と、
同じプロパティを使用する側面鉄筋を定義できます。

側面鉄筋のプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

曲げ半径 側面鉄筋の曲げ半径を定義します。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

名前 側面鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使
用されます。
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オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

[あばら筋] タブ

[あばら筋] タブを使用して、あばら筋のプロパティを制御します。

あばら筋寸法

 説明

1 長方形の鉄筋の上部および下部にあるあばら筋を覆うコンク
リート カバーの厚さを定義します。デフォルトかぶり厚は
50 mm です。

グループ 1 は上部あばら筋グループで、5 は下部あばら筋グ
ループです。グループ 3 は常に作成されます。

2 あばら筋グループごとのあばら筋の間隔を定義します。

3 あばら筋グループごとのあばら筋の本数を定義します。

4 あばら筋がどのように配置されるかを選択します。

5 [距離リスト] オプションを選択した場合、グループごとに異
なる間隔値を入力します。

6 あばら筋グループごとにかぶり厚を定義します。

7 あばら筋グループ間のギャップを定義します。

あばら筋を生成

あばら筋を個々の鉄筋、鉄筋グループ、または螺旋鉄筋グループのどれとして作成
するかを選択します。
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あばら筋コーナーでの鉄筋の重なり

鉄筋があばら筋コーナーに重なる方法を選択します。鉄筋端部にある 135 度のフ
ックや 90 度のフック、または U 型あばら筋のオーバーラップを使用できます。

U 型あばら筋のオーバーラップの長さを定義できます。

カットを無視

補強部材にリセスまたは孔がある場合、あばら筋が作成されたときに部材の上部お
よび下部のカットを無視することを選択できます。

あばら筋プロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

名前 あばら筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

重なり長さ U 型あばら筋のオーバーラップの長さを定義します。

[中間リンク] タブ

[中間リンク] タブを使用して中間リンクを制御し、すべての側面鉄筋をつなぎま
す。

あばら筋グループごとに中間リンクが作成されます。

注 対称な [側面鉄筋 1] と [側面鉄筋 2] の間に中間リンクが作成されます。

[側面鉄筋 2] では、[側面鉄筋 1] が作成されない場合のみ中間リンクが作成さ
れます。
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1 つのグループとして作成

すべてのあばら筋を 1 つのグループとして作成するかどうかを選択します。

中間リンクのプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

名前 あばら筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用され
ます。

クラス [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

中間リンクの間隔

オプション 説明

間隔はあばら筋の間隔と同じです。

間隔は、あばら筋の間隔の 2 倍です (あばら筋 1 本お
きに中間リンクがあります)。

上記と同じですが、代わりのあばら筋の間隔です。

中間リンクが作成されません。

中間リンクのタイプ

リンクのタイプを選択します。
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中間リンクのパターン

中間リンクを 1 方向に進むか、交点パターンで進むかを選択します。

フックの方向

両側のフック方向を選択します。

閉じたあばら筋を中間リンクとして使用

閉じたあばら筋を中間リンクとして使用するかどうかを選択します。

閉じたあばら筋を選択した場合、あばら筋コーナーでの鉄筋の重なりのタイプを選
択します。
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中間リンクのないゾーン

中間リンクが作成されないゾーンの長さを定義します。このゾーンでは、あばら筋
が側面鉄筋をつなぎます。この距離はあばら筋コーナーから測った距離です。

閉じたあばら筋の使用を選択した場合、閉じたあばら筋のコーナーからの距離を定
義できます。

[上部]/[下部] タブ

[上部] および [下部] タブを使用して、上部鉄筋および下部鉄筋のコンクリート カ
バーの厚さ、鉄筋の本数、間隔、および回転を制御します。

鉄筋の本数および間隔

上部鉄筋または下側鉄筋の本数と間隔を定義します。

両方の交差方向に進む横方向の鉄筋の本数を定義できます。

上部/下部鉄筋

 説明

1 長方形の鉄筋の上部/下部からのコンクリートかぶり厚を定義
します。

2 鉄筋の脚の長さを定義します。

3 長方形の鉄筋の側面からのコンクリートかぶり厚を定義しま
す。

4 長方形の鉄筋の縁端からグループの 1 番目の鉄筋の縁端まで
の距離を定義します。

上部鉄筋または下側鉄筋の配置

上部鉄筋または下側鉄筋の水平方向および垂直方向の配置を選択します。鉄筋が
角から配置されるか、等間隔で配置されるかを選択します。

オプション 説明

角鉄筋と側面鉄筋の間隔。
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オプション 説明

側面鉄筋の間隔。

回転

上部または下部で鉄筋を回転する方法を選択します。

オプション 説明

回転しません。

横方向の鉄筋は、長方形の鉄筋の長い方の側面に対して
垂直になります。

回転角度は 90 度です。

横方向の鉄筋は、長方形の鉄筋の長い方の側面に対して
平行になります。

上部鉄筋および下側鉄筋のプロパティ

オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

サイズ 鉄筋の寸法を定義します。

[クラス] [クラス] を使用して、鉄筋をグループ化できます。

たとえば、鉄筋をクラス別に異なる色で表示できます。

名前 上部鉄筋または下側鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用さ
れます。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

壁パネル鉄筋/2 重壁エッジと開口部鉄筋
[壁パネル鉄筋] は、1 つのプレキャスト壁パネルのディテールに使用されます。 こ
れには、パネル縁端の鉄筋、開口部の周囲の鉄筋、パネル全体の金網、および追加
鉄筋 (例: 壁の沓のジョイントに使用する鉄筋) が含まれます。 [2 重壁エッジと開
口部鉄筋] は、2 つのパネルを相互に接続する、2 重壁のディテールに使用されま
す。 これには、パネル縁端の鉄筋、および開口部の周囲の鉄筋が含まれます。

作成されるオブジェクト

• 鉄筋
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• あばら筋

• 溶接金網 (1 つのパネルの場合)

使用方法

状況 説明

開口部がある壁パネル鉄筋と、パネル縁
端および開口部の周囲の鉄筋。

開口部がある 2 重壁と開口部の周囲の
鉄筋。

リング鉄筋は両方のシェルを囲みます。

シェルに接続されるすべての鉄筋 (U 型
鉄筋およびあばら筋) は作成時に選択さ
れたシェルに接続されます。

リング、梁、および柱の鉄筋は、入力に
なっている選択シェルに接続されます。

選択順序

1. 鉄筋を追加するコンクリート部材を選択します。

鉄筋は自動的に作成されました。

[ピクチャー] タブ

壁パネルの角を補強する方法を選択するには [ピクチャー] タブを使用します。
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オプション 説明

角鉄筋 角の補強方法、および角の両側で
鉄筋をオフセットする方法を選択
します。

小遮断距
離

この値より小さいカットは無視され、鉄筋はカットされません。

鉄筋本数 単一レイヤの鉄筋が作成され
ます。

2 レイヤの鉄筋が作成されま
す。

かぶり厚 壁パネルの縁端から一番外側の鉄筋の側面までの距離。

ドアの 小
高さ

この値より大きい部材は、ドアの開口部として見なされ、沓のジョ
イントなどに必要な追加鉄筋は作成されません。

鉄筋 小長 この値より短い端部鉄筋は作成されません。

あばら筋の
優先順位の
作成

水平鉄筋または垂直鉄筋が上部にあるかどうかを選択します。
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オプション 説明

小エッジ
長

寸法が定義された 小値より小さい場合、縁端のあばら筋は作成さ
れません。

[鉄筋] タブ

壁パネル縁端の周囲に鉄筋を作成するには、[鉄筋] タブを使用します。

オプション 説明

壁パネル縁
端鉄筋タイ
プ

通常の鉄筋が作成されます。

U 型鉄筋が作成されます。
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オプション 説明

鉄筋は作成されません。

あばら筋を生成します。

溶接金網 溶接金網がパネル全体に作成されるかどうかを選択します。

溶接金網が作成される場合、カスタム金網のプロパティを定義する
か、カスタム設定を使用できます。

[溶接金網] コンポーネントを使用して、金網を作成できます。

このオプションは [壁パネル鉄筋] で使用できます。

エッジ溶接
金網を作成

鉄筋が縁端で作成されるかどうかを選択します。

[はい] を選択した場合、水平と垂直鉄筋のプロパティを定義しま
す。

このオプションは [2 重壁エッジと開口部鉄筋] で使用できます。

水平鉄筋 壁パネル縁端の水平鉄筋のプロパティを定義します。

水平鉄筋には、鉄筋の長さに応じて 3 組のプロパティがある点に注
意してください。

たとえば、主筋の長さが 3000 より短い場合は一番左側のオプショ
ンが使用され、3000 ～ 6000 の場合は中央のオプション、6000 より
長い場合は右側のオプションが使用されます。
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オプション 説明

垂直鉄筋 壁パネル縁端の垂直鉄筋のプロパティを定義します。

垂直鉄筋には、鉄筋の長さに応じて 2 組のプロパティがある点に注
意してください。

U 型鉄筋 U 型鉄筋のプロパティを定義します。

壁パネルの各側に U 型鉄筋プロパティの個別の設定があります。

[開口] タブ

壁パネル ウィンドウおよびドア開口部の周囲に鉄筋を作成するには、[開口] タブ
を使用します。

オプション 説明

開口鉄筋タ
イプ

4 つの開口部縁端すべてに設定できます。

通常の鉄筋が作成されます。

U 型鉄筋が作成されます。

鉄筋は作成されません。

あばら筋を生成します。
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オプション 説明

水平鉄筋 水平鉄筋プロパティを定義します。

水平鉄筋には、上段鉄筋と下側鉄筋について別個のプロパティ セ
ットがあることに注意してください。

垂直鉄筋 垂直鉄筋プロパティを定義します。

U 型鉄筋 U 型鉄筋のプロパティを定義します。

開口部の各側には、U 型鉄筋の別個のプロパティ セットがありま
す。

[ドア] タブ

ドアの鉄筋を定義するには、[ドア] タブを使用します。

オプション 説明

ドア鉄筋タ
イプ

3 つの縁端すべてに設定できます。

通常の鉄筋が作成されます。

U 型鉄筋が作成されます。

鉄筋は作成されません。

あばら筋を生成します。

水平鉄筋 水平鉄筋プロパティを定義します。

垂直鉄筋 垂直鉄筋プロパティを定義します。

U 型鉄筋 U 型鉄筋のプロパティを定義します。

ドアの各側には、U 型鉄筋の別個のプロパティ セットがあります。
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[ノッチ] タブ

ノッチ鉄筋を定義するには、[ノッチ] タブを使用します。

オプション 説明

ノッチ鉄筋
タイプ

2 つの縁端に設定できます。

通常の鉄筋が作成されます。

U 型鉄筋が作成されます。

鉄筋は作成されません。

あばら筋を生成します。

水平鉄筋 水平鉄筋プロパティを定義します。

垂直鉄筋 垂直鉄筋プロパティを定義します。

U 型鉄筋 U 型鉄筋のプロパティを定義します。

ノッチの各側には、U 型鉄筋の別個のプロパティ セットがありま
す。

[斜材] タブ

開口部の角に斜め鉄筋を作成するには、[斜材] タブを使用します。

オプション 説明

斜材の作成 斜め鉄筋が作成されるかどうかを選択します。

斜材数 斜め鉄筋の本数。

サイズ 鉄筋の直径を選択します。
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オプション 説明

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

曲げ半径 鉄筋の曲げ半径を定義します。

L1 および L2 L1 + L2: 斜め鉄筋の長さ。

C 斜め鉄筋から開口部の角までの距離。

[柱] タブ

柱鉄筋を作成するには、[柱] タブを使用します。

オプション 説明

柱鉄筋 柱鉄筋の高さは、部材と同じです。

柱鉄筋が、開口部の上端より高くなること
はありません。

柱鉄筋は、開口部の縁端よりおよそ L 値分
高くなります。

柱鉄筋は、開口部の縁端よりおよそ L 値分
低くなります。

柱鉄筋のプ
ロパティ

柱鉄筋が作成されるかどうかを選択します。

• 柱の 小高さ(H): 小値よりも小さいカットと開口部は、柱の
作成時に考慮に入れられません。

• 柱の 大幅(B): 2 つの開口部、カット、または縁端の間の幅が
大値より大きい場合、柱鉄筋は作成されません。

• 柱の高さのオフセット L1: 柱鉄筋の縁端と開口部の縁端の間の
距離。

• 柱の高さのオフセット L2: L1 と同じですが、柱鉄筋の下部部材
に使用されます。
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オプション 説明

主鉄筋(複数) 主鉄筋のプロパティを定義します。

主筋には、柱の幅に応じて、3 つのプロパティ セットがある点に注
意してください。

あばら筋タ
イプ

あばら筋タイプを選択します。

補強あばら
筋

あばら筋のプロパティを定義します。

あばら筋には、柱の幅に応じて、3 つのプロパティ セットがある点
に注意してください。

[梁] タブ

開口部の上端に梁鉄筋を作成するには、[梁] タブを使用します。

オプション 説明

梁鉄筋のプロパティ 梁鉄筋が作成されるかどうかを選択します。

• 梁の 大高さ (Hmax): 壁の上端から開口部の上端ま
での距離。高さが 大値よりも大きい場合、梁鉄筋は
作成されません。

• 梁の 小長(Lmin): 開口部の側面間の距離。開口部の
幅が 小値よりより小さい場合、梁鉄筋は作成されま
せん。

上部 梁の上部鉄筋プロパティを定義します。

梁の長さによっては、鉄筋には 2 つのプロパティ セット
があることに注意してください。

下部 梁の下部鉄筋プロパティを定義します。

梁の長さによっては、鉄筋には 2 つのプロパティ セット
があることに注意してください。

あばら筋タイプ あばら筋タイプを選択します。

補強あばら筋 あばら筋のプロパティを定義します。

梁の長さによっては、帯筋には 2 つのプロパティ セット
があることに注意してください。

[追加] タブ

追加の水平鉄筋と垂直鉄筋を作成するには、[追加] タブを使用します。 このタブ
は [壁パネル鉄筋] で使用できます。

オプション 説明

追加鉄筋 追加鉄筋が作成されるかどうかを選択します。

追加鉄筋のプロパティを定義します。
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[属性] タブ

作成された部材の鉄筋プロパティを制御するには、[属性] タブを使用します。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

名前 部材の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用さ
れます。

クラス 部材のクラス番号を定義します。

異径溶接金網
[異径溶接金網] では、複数の鉄筋サイズを持つ溶接金網を作成します。作成する溶
接金網は金網溶接機に応じて 適化されます。[異径溶接金網] は、スラブと壁パネ
ルで使用できます。スラブと壁パネルはあらゆるポリゴン形状にすることができ、
任意の数の開口部を設けることができます。溶接金網にはさまざまなサイズの鉄
筋を含めることができ、鉄筋の間はさまざまな間隔にすることができます。

作成されるオブジェクト

• 溶接金網

適用

状況 説明

縦筋の 3 つのゾーン

実際の作業を始める前に

ポリゴン スラブまたは壁パネルを作成し、任意の数の開口部を設定します。強化
領域の幅を定義する、縦方向および横方向のゾーンの値を入力します。方向ごとに
ゾーンを 5 つまで分割できます。

選択順序

1. メイン部材 (スラブまたは壁パネル) を選択します。

溶接金網が自動的に作成されます。
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[溶接金網のパラメーター] タブ

[溶接金網のパラメーター] タブを使用して、溶接金網の作成およびかぶり厚を制御
します。

オプション 説明

コンクリートかぶり厚を定義します。

鉄筋を生成する スラブまたは壁パネルのどちらの側に鉄筋を
作成するかを定義します。

縦筋方向 鉄筋を作成する場合に、x または y 方向のどち
らを縦方向として使用するかを定義します。

デフォルトでは、x 方向が縦方向です。

[縦筋/交差ワイヤー] タブ

縦筋方向または横筋方向の溶接金網の作成、および鉄筋ゾーンを制御するには、
[縦筋] タブまたは [交差ワイヤー] タブを使用します。

オプション 説明

ワイヤー サイズ パターン内で使用する鉄筋のサイズを定義しま
す。

サイズはスペースで区切ります。

小定着長 鉄筋延長の 小長を定義します。

大定着長 鉄筋延長の 大長を定義します。

小間隔 鉄筋間の 小間隔を定義します。

値はグリッド サイズで割り切れる必要がありま
す。

たとえば、[ 小間隔] が 150、[ 大間隔] が 300、
[グリッド サイズ] が 50の場合、間隔は 150、
200、250、および 300になります。

大空き 鉄筋間の 大間隔を定義します。

値はグリッド サイズで割り切れる必要がありま
す。

たとえば、[ 小間隔] が 150、[ 大間隔] が 300、
[グリッドサイズ] が 50の場合、間隔は 150、
200、250、および 300になります。
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オプション 説明

グリッド サイズ 溶接金網のグリッド サイズを定義します。

たとえば、[ 小間隔] が 150、[ 大間隔] が 300、
[グリッド サイズ] が 50の場合、間隔は 150、
200、250、および 300になります。

この値は、溶接機によって決まります。

小ワイヤー長 鉄筋の 小長を定義します。

小溶接点数 横筋の交点の 小数を定義します。

必要なパターン幅 格子で塗りつぶされるパターンの幅を定義しま
す。

この値は、指定された値よりもゾーン幅が大きい
場合に使用されます。

ゾーン幅の寸法タイプ 強化する領域の幅を、スラブまたは壁パネルの幅
全体に対する比率または実際の長さで定義しま
す。

[幅]、[実際の幅]、[長さあたり
金網面積]

溶接金網の幅、実際の幅、長さあたり面積をゾー
ンごとに定義します。

[パタンをファイルから読み込
み]

縦筋と横筋のパターンを定義した外部テキスト
ファイルを選択します。

外部パターン ファイルを使用する場合、[異径溶
接金網] では、各ゾーンの長さ値あたりの適切な
面積を持つパターンを判別し、その値をゾーンに
適用します。

[属性] タブ

縦筋方向または横筋方向の鉄筋プロパティを制御するには、[属性] タブを使用しま
す。

オプション 説明

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。

等級 鉄筋に使用する鋼材の強度を定義します。

名前 縦と横方向の鉄筋の名前を定義します。

Tekla Structures では、この名前は図面とレポートで使用
されます。

[クラス] [クラス] を使用して、縦と横方向の鉄筋をグループ化し
ます。

たとえば、異なるクラスの縦方向と横方向の鉄筋を異な
る色で表示できます。
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鉄筋パターンの設定ファイル

外部テキスト ファイルを使用して縦筋と横筋のパターンを定義します。

各パターンは、[パタン] 行から始まり、その後にパターン名などが続きます。[鉄
筋サイズ] と [間隔] の各ペアが、別々の行に表示されます。[鉄筋サイズ] と [間隔]
の値はスペースで区切られます。

ファイル形式は次のとおりです。

< Pattern > < Name >
<Bar Size> <Spacing>
<Bar Size> <Spacing>
……………………………
<Bar Size> <Spacing>

例

パタン 1
10 200
10 200
8 100
8 300
10 400
パタン 2
10 200
10 200
8 100
8 100

埋め込みアンカー (8)
[埋め込みアンカー (8)] では、コンクリート部材に 1 つ以上の埋込み材を作成しま
す。

作成されるオブジェクト

• 埋込み材

• 厚みを増加する部材

• 鉄筋

• 吊り下げ鉄筋

• クレーン ケーブル
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適用

状況 説明

2 つのカスタム アンカー。

カスタム パーツであるボルト アンカ
ー、吊り下げ鉄筋、およびクレーン ケー
ブル。
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状況 説明

カスタム パーツである打ち込み吊りア
ンカー。

カスタム パーツである打ち込みワイヤ
ー ロープ吊りフープ。

調整アンカーは前面にあります。 この
コンポーネントは 2 回適用されます。

選択順序

1. コンクリート部材を選択します。

2. 埋込み材の配置点を 1 つピックします。

埋込み材の分割方法に応じて、複数の点を選択することもできます。

3. マウスの中ボタンをクリックして埋込み材を作成します。
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部材の識別キー

 部材

1 コンクリート部材 (壁、柱、梁、スラブ)
2 点

複数の点を選択できます。

[入力] タブ

[入力] で、埋込み材に使用するカスタム パーツ、埋込み材を配置するための入力
点、およびコンポーネントの方向プロパティを制御する場合は、このタブを使用し
ます。

入力点シーケンス

埋込み材の配置方法を選択します。 [入力] タブで埋込み材の配置を調整すること
もできます。

オプション 説明

コンクリート部材を選択し、アンカーの配
置点を 1 つピックします。
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オプション 説明

コンクリート部材を選択し、アンカーの複
数の配置点をピックします。

コンクリート部材を選択し、3 つの点をピ
ックして平面を指定します。

点を 1 つピックして埋込み材を配置しま
す。

コンクリート部材を選択し、3 つの点をピ
ックして平面を指定します。

複数の点をピックして埋込み材を配置し
ます。

上方向

埋込み材を回転する方法を指定します。

[入力点シーケンス] リストで 3 点平面オプションを選択した場合、このオプション
は使用できません。

グローバル方向 (+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z) を使用できます。

または、ローカル方向 (+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z) を使用して、標準的な立方体
(柱のスラブ、壁、梁) の部材の特定の面を定義することもできます。
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-X ローカ
ル:

+X グロー
バル:

埋込み材の処理

埋込み材をディテールとして処理するか、モデリング ツールとして処理するかを
選択します。

通常、ディテールは埋込み材を配置するためにメイン部材の形状を使用し、モデリ
ング ツールは埋込み材の配置にピックした点を使用します。

埋込み材のオフセット

ピックした配置点から X 方向または Y 方向への、埋込み材のオフセットを指定し
ます。

コンクリート コンポーネント リファレンス 3423 鉄筋



アンカー タイプ

[アンカー タイプ] ドロップダウン リストからアンカーのタイプを選択します。次
のオプションがあります。

• 上下部材により作成されたアンカー

• コンポーネント部材

• コンポーネントの詳細

• 仕上げ材

• コンポーネント部材とコンポーネントの詳細

• コンポーネント部材と上部材/下部材

• コンポーネントの詳細と上部材/下部材

カスタム パーツ

[アプリケーションとコンポーネント] カタログから埋込み材として使用するカス
タム パーツを選択します。

• 埋込み材に使用するカスタム コンポーネントの名前を指定します。 埋込み材
を [ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブで定義した場合は、このボックスを空白のままにしておきま
す。

• カスタム コンポーネントの設定ファイルの名前を指定します。

• 埋込み材にカスタム パーツを使用する必要があるかどうかを選択します。

[しない] に設定した場合は、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブで埋込み材の形状を指定します。

[はい] に設定した場合は、接合方法を指定します。 埋込み材をサブアセンブリ
としてメイン部材に追加するには、[はい-サブアセンブリ] オプションを使用し
ます。

• 埋込み材を回転する方法を選択します。 デフォルトの方向は [点 2 +x] です。
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• 配置点を中心に埋込み材を回転する方法を選択します。

配置例
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[配置] タブ

埋込み材の配置、クレーン ケーブルの角度、および安全係数プロパティを制御し
たり、吊りアンカーを選択したりするには、[配置] タブを使用します。

入力点シーケンス、リフト システム、および埋込み材の寸法は、参照線と断面方
向の両方で指定できます。

入力点シーケンス

埋込み材の配置方法を選択します。

右側の [a] ボックスと [b] ボックスに値を入力します。

オプション 説明

選択した配置点に埋込み材を配置しま
す。

部材の長さ方向の重心の中心点 (COG)
に埋込み材を配置します。

複数の埋込み材。

寸法 a と b を指定します。

参照線 = COG
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オプション 説明

寸法 a と b を指定します。

参照線 = COG

埋込み材を部材の外側に配置する可能
性がある場合は、値 d を使用します。

寸法 a と b を部材の長さに対する割合
として指定します。

参照線 = COG

寸法 a を部材の長さに対する割合とし
て指定します。

参照線 = COG

寸法 a を指定します。

右側の埋込み材は COG から計算されま
す。

寸法 a を部材の全長に対する割合とし
て指定します。

参照線 = COG

埋込み材は部材の中央に配置されます。

寸法 a と b を指定します。

参照線 = 部材の中央

寸法 a と b を部材の長さに対する割合
として指定します。

参照線 = 部材の中央

寸法 a と b を指定します。

距離は埋込み材から部材端部までとな
ります。

寸法 a と b を部材の長さに対する割合
として指定します。

距離は埋込み材から部材端部までとな
ります。
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オプション 説明

三角プレートの 3 つの埋込み材。

重心位置からの垂直距離 a を定義しま
す。

三角プレートの 3 つの埋込み材。

重心位置からの垂直距離 a は、幅 b のパ
ーセンテージとして定義します。

リフトシステム

クレーン ケーブル リフト システムを選択します。

寸法

オプション 説明

a 埋込み材の寸法 a を指定します。

b 埋込み材の寸法 b を指定します。

c 距離 c を指定します。

d 部材の縁端からのアンカー距離を指定
します。

h クレーン ケーブルの高さを定義します。

α クレーン ケーブルの角度 α を定義しま
す。

β ケーブルの角度 β を定義します。

切欠 アンカー距離の丸め値を定義します。

追加埋込み材

追加埋込み材を定義します。 左右のボックスを使用して距離を指定します。 複数
の距離を入力できます。 値はスペースで区切ります。

中央のボックスに追加埋込み材の数を指定します。
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ミラーリング

• 選択した部材、製品、または鉄骨部材のない製品の COG (重力中心) を定義しま
す。鉄骨部材のない製品は、コンクリート部品やその他の部材を計算に取り込
みます。

• 埋込み材をミラーリングするかどうかを選択します。

ミラーリングは、非対称のカスタム パーツ埋込み材で役立ちます。 参照線の方
向と断面の方向の両方でミラーリングできます。
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• 両方のアンカーを作成するか、左右どちらかのアンカーのみ作成するかを選択
します。

lift.dat 設定ファイル

設定ファイルを使用して、吊りアンカーの吊り上げ力を計算できます。

[設定ファイルの参照] を [はい] に設定し、設定ファイルのフルパスを指定します。
デフォルトのファイルは lift.dat で、profil フォルダーにあります。

lift.dat 設定ファイルには、デフォルトの Tekla Structures インストールに含まれ

るすべてのカスタム吊りアンカーのリストが含まれています。 アンカーは、製造
元とタイプ、コンポーネント名と吊り上げ力に基づいて並べ替えられています。
設定ファイル内のリストにカスタム コンポーネントを追加できます。 このファイ
ルは、メモ帳などの任意のテキスト エディタで開くことができます。

• Type
吊りアンカーを選択できるグループ。
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• Type client
タイプの説明。

• Name CuCoPa
カスタム コンポーネント部材の名前が [アプリケーションとコンポーネント]
カタログにリストされます。

• Lift force (kg)
吊り上げ力 (kg 単位)。

• Dir
方向。 カスタム コンポーネント部材の作成時のコンポーネントの方向。

• Attribute file
設定ファイルへのリンク。

このリストからアンカー タイプを選択できます。 初のリスト オプションは、
lift.dat 設定ファイル内の 初のタイプ (1) に対応しています。

後のリスト オプションは [全タイプ-基本設定リストを使用] です。 このオプシ
ョンでは、すべてのグループから検索されます。 基本設定は、[基本設定タイプリ
スト] で指定できます。 上位の基本設定グループで開始し、各グループをスペー
スで区切ります。

複数の製造元が、吊り上げ力が同じでアンカーの長さが異なる吊りアンカーを提供
しています。 設定ファイル内の順番を使用して、選択するアンカーを指定します。
初に見つかった適切な吊り上げ力のアンカーが 1、2 番目に見つかったアンカー

が 2 となり、以下同様に続きます。

注 カスタム パーツを使用することにした場合は、モデルで対応するカスタム パ
ーツを使用できることを確認します。 カスタム パーツの名前にはスペースを
含めないでください。スペースが含まれている名前は、lift.dat 設定ファイ

ルから読み込むことができないためです。

安全係数

安全係数を指定します。 アンカーの計算で、吊り上げる重量にこの係数が乗算さ
れます。
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トラス梁

[ も近いトラス梁に移動] からアンカーを も近いトラス梁に移動する場合に選
択します。

アンカーの [ 大変移] と [配置オフセット] を入力します。

トラス梁の上部鉄筋の [クラス] と [名前] を定義します。

[上部配置] タブ

埋込み材のオフセット、および情報メッセージ ボックスとクレーン ケーブルの表
示方法を指定するには、[上部配置] タブを使用します。

オフセット

コンクリート部材の両端での埋込み材のオフセットを指定します。 コンクリート
部材の中央に正確に配置された埋込み材はその位置に維持され、オフセットは取得
されません。
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情報メッセージボックスの表示

埋込み材の計算結果が含まれたメッセージ ボックスを表示するかどうかを指定し
ます。 メッセージ ボックスには、吊り上げる重量、安全係数を含む実際の吊り上
げ重量、および選択したアンカーが表示されます。

メッセージ ボックスが表示されるのは、[設定ファイルの参照] タブで [はい] を [配
置] に設定している場合だけです。

クレーンケーブルの表示

クレーン ケーブルを表示するかどうかを指定します。 [はい] に設定した場合、補
助線、または [α] タブで指定した 配置 角度が設定されたプロファイルとしてクレ
ーン ケーブルが表示されます。
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[厚みを増加] タブ

コンクリート レイヤーの厚みを指定するには、[厚みを増加] タブを使用します。
厚みは、リフト アンカーの近くでシェルが厚くなるサンドイッチ パネルで特に役
立ちます。

以下の例では、追加断熱材によって厚みが増加しています。
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厚みの増加オプション

厚みの増加を適用する面を選択します。 厚みを指定することもできます。

オプション 説明

厚みの増加なし。

右側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の中心から定義されます。

右側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の側面から定義されます。

右側の厚みを増加。

厚みは、シェルの側面から定義されます。

左側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の中心から定義されます。

左側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の側面から定義されます。

左側の厚みを増加。

厚みは、シェルの側面から定義されます。
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オプション 説明

両側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の中心から定義されます。

両側の厚みを増加。

厚みは、埋込み材の側面から定義されます。

両側の厚みを増加。

厚みは、シェルの側面から定義されます。

厚みを増加する幅と高さ

厚みを増加する部材の参照線を選択し、増加する厚みの幅と高さを指定します。

オプション 説明

幅は、埋込み材の中心から定義されます。

高さは、コンクリートの上面から定義されます。

幅は、埋込み材の中心から定義されます。

高さは、コンクリート シェルの下部から定義されま
す。

幅は、コンクリート シェルの側面から定義されます。

高さは、コンクリート シェルの上面から定義されま
す。

幅は、コンクリート シェルの側面から定義されます。

高さは、埋込み材の下側から定義されます。
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側面ビュー

厚みの増加した間の距離が定義された値以下の場合に、厚みの増加した複数の部材
を結合するオプション。

部材の厚みを増加

厚みの増加をシェルに接続する方法を選択します。 厚みの増加のプロパティを定
義します。

追加の断熱材

部材の厚みの増加に断熱材を追加する方法を選択します。
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オプション 説明

断熱クラス コンクリート シェルで使用される断熱クラスを定義
します。

定義されたクラス番号がモデル内の断熱クラスと一
致する場合、断熱材は厚みの増加の位置でカットされ
ます。

フォイルクラス サンドイッチ パネルで使用される断熱クラスを定義
します。

定義されたクラス番号が断熱クラスと一致する場合、
断熱材は厚みの増加の位置でカットされます。

追加断熱材の作成 追加断熱材のレイヤーを作成するかどうかを選択し
ます。

断熱材の厚さを指定します。

断熱材の追加オプション

オプション 説明

追加断熱材 断熱材を追加するかどうかと、その追加方法を選択します。

作成先 断熱材を追加する部材を選択します。

[ピクチャー] タブ

埋込み材の寸法、接続方法、および回転を制御するには、[ﾋﾟｸﾁｬｰ] タブを使用しま
す。
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埋込み材の寸法

埋込み材にリセスを作成する必要があるかどうかを指定します。 リセスの寸法、
リセス面から埋込み材の上部までの距離を定義し、切り取り部の形状を選択できま
す。

切り取り部の形状を選択します。

オプション 例

円

四角

半月 X

半月 Y

マイナス分体積として

切り取り部プロファイルを空白の切り取り部として処理するか、型枠部材として処
理するかを選択します。
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上部材/下部材

部材クラスと回転を設定します。 各オプションは、埋込み材を反時計回りに 90 度
回転させます。 固定回転角度を指定することもできます。

配置

埋込み材の上部材と下部材の配置方法を選択します。

オプション 例
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オプション 例

コンクリート部材の上部に配置するアンカーの例を次に示します。
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上部材の作成

埋込み材の上部材を作成するかどうかを選択します。[はい] に設定した場合は、部
材をコンクリート部材に接続する方法を選択します。

下部材の作成

埋込み材の下部材を作成するかどうかを選択します。[はい] に設定した場合は、部
材をコンクリート部材に接続する方法を選択します。

[上部材] タブ

埋込み材の上部材を定義するには、[上部材] タブを使用します。

上部材の寸法

径ボックスと高さボックスを使用して、埋込み材の上部材の形状を指定します。
[ﾊﾟｰﾂ] タブで、部材の主径 (1、2、3、4、5) を指定することもできます。
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例

[上部材] タブで定義された埋込み材の上部材と [下部材] タブで定義された埋込み
材の下部材。
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[下部材] タブ

埋込み材の下部材を定義するには、[下部材] タブを使用します。

下部材の寸法

径ボックスと高さボックスを使用して、埋込み材の下部材の形状を指定します。
[ﾊﾟｰﾂ] タブで、部材の主径 (1、2、3、4、5) を指定することもできます。
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[部材] タブ

埋込み材の上部材と下部材のプロパティおよび型枠部材のプロパティを指定する
には、[ﾊﾟｰﾂ] タブを使用します。

部材プロパティ

上部材と下部材はどちらも複数のプロファイルから作成されます。 各断面のプロ
ファイルを定義できます。

上部材、下部材、型枠部材の部材プロパティを定義します。 プロファイルプロパ
ティを空白のままにした場合は、[上部材] タブと [下部材] タブで指定した長さと径
が使用されます。

オプション 説明

t, b, h 部材の厚さ、幅、および高さ。

ﾏｰｸ 部材マークの頭文字および開始番号。

材質 材質の等級。

名前 部材の名前。

ｺﾒﾝﾄ 部材に関するコメントを追加します。

上部材と下部材のユーザー定義情報を指定できます。
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[鉄筋] タブ

埋込み材の追加鉄筋を定義するには、[鉄筋] タブを使用します。

鉄筋の形状とフックのプロパティ、および鉄筋の 2 方向のプロファイル プロパテ
ィを指定できます。

例
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材質, ｻｲｽﾞ
[材質] オプションと [ｻｲｽﾞ] オプションは連動しています。[ｻｲｽﾞ] ボックスの横に
ある […] ボタンをクリックして、鉄筋カタログを開き、[鉄筋 A] と [鉄筋 B] の等級
とサイズを選択します。

左端部条件/右端部条件

鉄筋の形状を選択します。

曲げ長さ　左/曲げ長さ　右, 曲げ半径

フックの曲げ長さと曲げ半径を指定します。

回転

鉄筋の回転方法を選択し、回転角度を指定します。

寸法

鉄筋の寸法と本数を指定します。
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[吊り下げ鉄筋] タブ

埋込み材の追加鉄筋を定義するには、[吊り下げ鉄筋] タブを使用します。

鉄筋の形状とフックのプロパティ、および鉄筋のプロファイル プロパティを指定
できます。

例

材質, ｻｲｽﾞ
[材質] オプションと [ｻｲｽﾞ] オプションは連動しています。[ｻｲｽﾞ] ボックスの横に
ある […] ボタンをクリックして、鉄筋カタログを開き、等級とサイズを選択しま
す。

左端部条件/右端部条件

鉄筋の形状を選択します。
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曲げ長さ　左/曲げ長さ　右, 曲げ半径

フックの曲げ長さと曲げ半径を指定します。

回転

吊り下げ鉄筋の回転方法を選択し、回転角度を指定します。
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寸法

オプション 説明 デフォルト

1 吊り下げ鉄筋の配置方法を選択しま
す。

値 a、b、c、d、e、f と、角度 α、β を
使用して、吊り下げ鉄筋の寸法を指定
します。

 

2 吊り下げ鉄筋の本数を指定します。 0
3 かぶり厚を指定します。  
4 吊り下げ鉄筋間の距離を指定します。100 mm

[水平鉄筋] タブ

埋込み材の追加水平鉄筋を定義するには、[水平鉄筋] タブを使用します。

鉄筋の形状とフックのプロパティ、および鉄筋のプロファイル プロパティを指定
できます。

例
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材質, ｻｲｽﾞ
[材質] オプションと [ｻｲｽﾞ] オプションは連動しています。[ｻｲｽﾞ] ボックスの横に
ある […] ボタンをクリックして、鉄筋カタログを開き、等級とサイズを選択しま
す。

左端部条件/右端部条件

鉄筋の形状を選択します。

曲げ長さ　左/曲げ長さ　右, 曲げ半径

フックの曲げ長さと曲げ半径を指定します。

回転

水平鉄筋の回転方法を選択し、回転角度を指定します。

側面ビュー

傾斜付き水平鉄筋を作成できます。 鉄筋の本数と鉄筋間の距離を指定します。 値
d を使用して上面のかぶり厚を指定し、値 f を使用して鉄筋の長さを指定します。

上面ビュー

鉄筋の形状を選択します。

値 a、b、c、d、e、f と、角度 α を使用して、水平鉄筋の寸法を指定します。
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[特殊鉄筋] タブ

埋込み材の追加 U 型鉄筋を定義するには、[特殊鉄筋] タブを使用します。

鉄筋の形状とフックのプロパティ、および鉄筋の 2 方向のプロファイル プロパテ
ィを指定できます。

例

材質, ｻｲｽﾞ
[材質] オプションと [ｻｲｽﾞ] オプションは連動しています。[ｻｲｽﾞ] ボックスの横に
ある […] ボタンをクリックして、鉄筋カタログを開き、[鉄筋 A] と [鉄筋 B] の等級
とサイズを選択します。

左端部条件/右端部条件

鉄筋の形状を選択します。

曲げ長さ　左/曲げ長さ　右, 曲げ半径

フックの曲げ長さと曲げ半径を指定します。

回転

U 型鉄筋の回転方法を選択し、回転角度を指定します。

形状

鉄筋の形状を選択します。

値 a、b、c、d、e、f と、角度 α を使用して、U 型鉄筋の寸法を指定します。
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[詳細設定] タブ

鉄筋、吊り下げ鉄筋、特殊鉄筋、および水平鉄筋のユーザー定義情報と鉄筋プロパ
ティを指定するには、[詳細設定] タブを使用します。

鉄筋プロパティ

オプション 説明

ｺﾒﾝﾄ 鉄筋に関するコメントを追加します。

名前 図面およびレポートに表示される名前を定義しま
す。

ｸﾗｽ 鉄筋のクラス番号を定義します。

頭ﾏｰｸ 鉄筋位置番号の頭文字を定義します。

開始番号 鉄筋位置番号の開始番号を定義します。
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埋込み材 (1008)
[埋込み材 (1008)] では、コンクリート部材に 1 つ以上の埋込み材を作成します。複
数の埋込み材を作成して、1 つの挿入点を含む吊りアンカーとして使用できます。

作成されるオブジェクト

• 埋込み材

• 鉄筋
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使用方法

状況 説明

埋込み材

選択順序

1. コンクリート部材を選択します。

2. 埋込み材を挿入する部材面で点を 1 つピックします。

点をピックするとディテールが自動的に作成されます。

[ピクチャー] タブ

埋込み材の寸法、接続方法、および回転を制御するには、[ピクチャー] タブを使用
します。

埋込み材の寸法

埋込み材にリセスを作成する必要があるかどうかを指定します。リセスの寸法と
リセス平面から埋込み材の上面までの距離を指定し、切り取り部の形状と切り取り
部を空の切り取り部として処理するか、型枠部材のある切り取り部として処理する
かを選択します。

オプション 例

円
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オプション 例

半月 X

直

半月 Y

コンクリート コンポーネント リファレンス 3457 鉄筋



上部材/下部材

部材クラスと回転を設定します。各オプションは、埋込み材を反時計回りに 90 度
回転させます。固定回転角度を指定することもできます。

上部材をコンクリートへ接続する方法

埋込み材の上部材を作成するかどうかを選択します。[はい] に設定した場合は、部
材をコンクリート部材に接続する方法を選択します。

下部材の接続方法

埋込み材の下部材を作成するかどうかを選択します。[はい] に設定した場合は、部
材をコンクリート部材に接続する方法を選択します。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログからのカスタムパーツの選択

[アプリケーションとコンポーネント] カタログから、埋込み材として使用するカス
タムパーツを選択します。埋込み材をサブアセンブリとしてメイン部材に追加す
るには、[はい-サブアセンブリ] オプションを使用します。デフォルトの方向は [点
2 +x] です。

[上部材] タブ

埋込み材の上部材を定義するには、[上部材] タブを使用します。

上部材の寸法

径ボックスと高さボックスを使用して、埋込み材の上部材の形状を指定します。
[部材] タブで、部材の主径 (1、2、3、4、5) を指定することもできます。

例

[上部材] タブで定義された埋込み材の上部材と、[下部材] タブで定義された埋込み
材の下部材。
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[下部材] タブ

埋込み材の下部材を定義するには、[下部材] タブを使用します。

下部材の寸法

径ボックスと高さボックスを使用して、埋込み材の下部材の形状を指定します。
[部材] タブで、部材の主径 (1、2、3、4、5) を指定することもできます。

例については、[上部材] タブを参照してください。

[部材] タブ

埋込み材の上部材と下部材のプロファイルおよび型枠部材のプロパティを指定す
るには、[部材] タブを使用します。

部材プロパティ

上部材と下部材はどちらも複数のプロファイルから作成されます。各断面のプロ
ファイルを定義できます。

上部材、下部材、型枠部材の部材プロパティを定義します。プロファイル プロパ
ティを空白のままにした場合は、[上部材] タブと [下部材] タブで指定した長さと径
が使用されます。

オプション 説明

t、b、h 部材の厚さ、幅、および高さを定義します。

マーク 部材位置番号の頭マークおよび開始番号を指定しま
す。
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オプション 説明

材質 材質を指定します。

名前 部材の名前を定義します。

コメント 部材に関するコメントを追加します。

上部材と下部材のユーザー定義情報を指定できます。

[配置] タブ

埋込み材の配置を定義するには、[配置] タブを使用します。

配置

埋込み材の上部材と下部材の配置方法を選択します。

配置

埋込み材の配置タイプを指定します。コンポーネントの挿入点に応じて、複数の埋
込み材を作成できます。
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オプション 説明

選択した配置点に埋込み材を配置します。

部材の長さ方向の重心の中心点 (COG) に埋込み
材を配置します。

複数の埋込み材。

寸法 a と b を指定します。

参照線 = COG
寸法 a と b を部材の長さに対する割合として指
定します。

参照線 = COG

埋込み材は、コンクリート部材の長さに沿って部
材の中央に配置されます。

複数の埋込み材。

寸法 a を部材の全長に対する割合として指定し
ます。

参照線 = COG
埋込み材は部材の中央に配置されます。

寸法 a と b を指定します。

参照線 = 部材の中央

寸法 a と b を部材の長さに対する割合として指
定します。

参照線 = 部材の中央

寸法 a と b を指定します。

距離は埋込み材から部材端部までとなります。
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オプション 説明

寸法 a と b を部材の長さに対する割合として指
定します。

距離は埋込み材から部材端部までとなります。

寸法

埋込み材の寸法 a と b を指定します。

重心

埋込み材のコンクリート部材の COG (重心) を指定します。

特殊アンカーの数

複数の埋込み材の間隔。

[鉄筋] タブ

埋込み材の追加鉄筋を定義するには、[鉄筋] タブを使用します。

鉄筋形状プロパティと 2 方向の鉄筋プロファイル プロパティを定義できます。

鉄筋の本数、形状、寸法、およびかぶり厚を指定できます。

[詳細設定] タブ

鉄筋 A と B の鉄筋プロパティを定義するには、[詳細設定] タブを使用します。

鉄筋プロパティ

オプション 説明

コメント 鉄筋に関するコメントを追加します。

名前 図面およびレポートに表示される名前を指定します。

[クラス] 鉄筋の部材クラス番号を定義します。

頭マーク 部材マークの頭文字を定義します。

開始番号 部材マークの開始番号を定義します。
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ボルト

[ボルト] ボタンをクリックして、[ボルト] ダイアログ ボックスを開きます。このダ
イアログ ボックスで、追加埋込み材と埋込み材のオフセットを指定できます。

埋込み材 (1008) では、[水平距離] オプションと [垂直距離] オプションのみを使用
します。その他のオプションは考慮されません。

例

次の例では、ボルトの配置に、[配置] タブで指定された部材縁端からの固定寸法を
使用しています。[ボルト] ダイアログ ボックスで、追加埋込み材が指定されてい
ます。
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必要に応じて、[第 2/第 1] オプションと [配置] オプションを使用して、梁の縁端か
らの距離を指定することもできます。
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[一般] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[一般] タブ

[解析] タブ

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

[解析] タブ

連続梁鉄筋
ContinuousBeamReinforcement というマクロを使用して、連続した梁を補強できま
す。このマクロでは、システムコンポーネントを使用して、上段主鉄筋および下段
主鉄筋、帯筋、フィッティング、上段追加鉄筋および下段追加鉄筋を作成します。
[長手方向鉄筋 (70)]では上段主鉄筋と下段主鉄筋および上段追加鉄筋と下段追加鉄
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筋が作成され、[帯筋配置(67)]では帯筋が作成され、[シンプルフィッティング(13)]
ではフィッティングが作成されます。

連続梁を補強するには、次のようにします。

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

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

3. ContinuousBeamReinforcement をダブルクリックします。

4. 梁を選択し、[次へ]をクリックします。

5. 柱を選択し、[次へ]をクリックします。

6. 必要に応じて鉄筋のプロパティ変更し、[終了]をクリックします。 

鉄筋が作成されます。

制限事項

適切に補強するためには、梁を揃える必要があります。
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例

吊り

ここでは、吊りで使用できるコンポーネントについて説明します。

詳細情報のリンク:

• 吊りアンカー (80) (3467 ページ)

吊りアンカー (80)
[吊りアンカー (80)] では、コンクリート部材の 2 つの吊りアンカー (アンカー グル
ープ) を作成し、部材の重心の両側に対称に配置します。
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 説明

1 部材の長さの 30% (デフォルト)
2 重心

作成されるオブジェクト

• 吊りアンカー (2 つ以上)

• アンカーのリセス (オプション)

使用方法

状況 詳細

直線の脚がある直線アン
カー

(アンカー プロパティ フ
ァイルのタイプ A。「ファ
イルに保存されたアンカ
ー プロパティ」を参照)。

L 型脚がある直線アンカ
ー

(タイプ D)
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状況 詳細

直線脚があるアングル ア
ンカー

(タイプ B)

L 型脚がある角度アンカ
ー

(タイプ C)

アンカーとしてのカスタ
ム コンポーネント

部材に埋め込まれたアン
カー。

斜めまたは回転したアン
カー

実行前の準備

コンクリート部材を作成します。

選択順序

1. コンクリート部材。
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[ピクチャー] タブ

アンカー プロパティを定義する、カスタム コンポーネントをアンカーとして使用
する、リセスを作成してリセス寸法を定義するには、[ピクチャー] タブを使用しま
す。

吊りアンカーのプロパティ

吊りアンカーのプロパティは次のとおりです。

オプション 説明

アンカー作成 アンカーがどのように作成されるかを選択します。

アンカー寸法 次のオプションがあります。

• ダイアログの値を使用

• ファイルから選択 (「ファイルに保存されたアンカー プロパティ」を参照)。

アンカー タイプごとに異なる寸法を入力する必要があります。

からの距離 重心または部材端部からのアンカー分布を設定します。

距離は、長さまたは長さの比率で設定できます。

アンカー (またはアンカー グループ) と部材の重心の間の距離。デフォルトは、部
材の長さの 30%です。

アンカー (またはグループ) と部材の中心線の間の距離。

本数/ピッチ グループ内のアンカーの数と間隔。間隔が変化する場合、値を個別に入力します。

カスタム 「吊りアンカーとしてのカスタム コンポーネント」を参照してください。

コンポーネント

カスタム設定

上方向

アンカーを部材に埋め込むかどうかを定義するオプション。
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オプション 説明

アンカーの水平角度。アンカー ヘッドは、部材の重心に向かって傾斜します。

アンカー回転 アンカーを回転するオプション。次のオプションがあります。

• いいえ: アンカーは部材に対して平行になります。

• [はい]: アンカーは部材に対して垂直になります。

等級 アンカーに使用する鋼材の強度。

サイズ アンカー バーの径。

名前 図面およびレポートに表示される名前。

頭マーク、開始番号 部材マークの頭文字および開始番号。

[クラス] 部材クラス番号。

側面

アンカーを作成する部材の側面 Tekla Structures を選択します。

オプション 説明

正面

上面

デフォルト

背面
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オプション 説明

下

始端

終端

リセス

次のいずれかのオプションを選択して、吊りアンカーをコンクリート部材に埋め込
むかどうかを定義します。

オプション 説明

部材の表面上のアンカー。

デフォルト

部材に埋め込まれたアンカー。

アンカーを部材にリセスすることを選択した場合、次のフィールドを使用してリセ
スの形状と寸法を定義します。

吊りアンカーとしてのカスタム コンポーネント

吊りアンカーとしてカスタム コンポーネントを使用するには、次のようにします。

1. [カスタム] リスト ボックスで [はい] を選択します。
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2. [コンポーネント] フィールドの隣の [...] ボタンをクリックして、[コンポーネ
ントの選択] ダイアログ ボックスを開きます。

3. 吊りアンカーとして使用するカスタム コンポーネントを参照します。

選択するコンポーネントは、カスタムパーツであり、かつ 2 つまたは 3 つの入
力点を持っている必要があります。

コンクリート表面に設定する 1 番目と 2 番目の入力点がコンクリート部材の
縦軸に沿うように、コンポーネントを作成する必要があります。

ヒン
ト

詳細について リフトアンカーとして使用できるカスタムパーツを作成
する方法の詳細については、「Creating standard embeds for global use (グ
ローバルに使用するための標準埋込み材の作成)」を参照してください。

4. コンポーネントを選択し、[OK] をクリックします。

5. 保存されているカスタム コンポーネント プロパティを使用するには、そのプ
ロパティ ファイルの名前を [カスタム設定] フィールドに入力します。

6. アンカーの位置が正しくない場合、[上方向] リスト ボックスで別のオプショ
ンを選択します。

ファイルに保存されたアンカー プロパティ

ダイアログ ボックスで値を入力して吊りアンカーのプロパティを定義するか、使
用するアンカーのプロパティを格納するファイル作成することができます。標準
的な任意のテキスト エディタを使用してファイルを作成し、
LiftingAnchors.datという名前でモデル フォルダに保存します。

ファイルで定義したアンカー プロパティを使用するには、次のようにします。

1. [吊りアンカー (80)] ダイアログ ボックスで、[アンカー寸法] リスト ボックス
から [ファイルから選択] を選択します。

2. [...] ボタンをクリックしてファイルを参照します。

例

吊りアンカーごとにファイルに行を作成します。次のプロパティをスペースで区
切って入力します。

• アンカー容量 [kN] (安全および材質の要素を含む)

• タイプ [A、B、C、または D]。「適する用途」の表を参照してください。

• 等級 [文字]

• サイズ [文字]

• アンカー長 1 [mm]

• アンカー長 2 [mm]

• 部材の外におけるアンカーの突出寸法 [mm]

• 部材内におけるアンカーの突出寸法 [mm]
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• 曲げ半径 [mm]

• フック長 [mm] (0 = フックなし)

• 脚 1 の角度 [角度]

• 脚 2 の角度 [角度]

吊りアンカー ファイルの例を以下に示します (Tekla Structures では/* */で囲まれた
コメントは無視されます)。

Tekla Structures では、ファイル内で次の条件を満たす 初のアンカーが使用されま
す。

1. [吊りアンカー (80)] ダイアログ ボックスのグラフィック リスト ボックスを使
用して形状およびタイプを定義したもの。

2. 他の同一アンカーを使用して部材の重量を受けることができるもの。アンカ
ーの総数は、[本数] フィールドで指定した数値の 2 倍になります。

6.3 Object Missing
This object is not available in the repository.

コンクリート コンポーネント リファレンス 3474 Object Missing


	目次
	1  詳細設定のリファレンス
	1.1 詳細設定 - A
	XS_AD_ANALYSIS_PLANES_ENABLED
	XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM
	XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM
	XS_AD_DRAW_NODE_SCALE
	XS_AD_ELEMENT_ANGLE_CHECK_ANGLE_DIFF_LIMIT
	XS_AD_ENVIRONMENT
	XS_AD_GET_MOMENT_CONNECTION_STATUS
	XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES
	XS_AD_GET_RESULTS_FORCES
	XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD
	XS_AD_MEMBER_NUMBER_VISUALIZATION
	XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT
	XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT
	XS_AD_MEMBER_RESULT_GRID_SIZE
	XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE
	XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION
	XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT
	XS_AD_NODE_NUMBER_BY_Z
	XS_AD_NODE_NUMBER_VISUALIZATION
	XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED
	XS_AD_OPTIMISATION_NO_WEIGHT_SORT
	XS_AD_OPTIMISATION_RECURSE_CATALOG
	XS_AD_RESULT_DATABASE_ENABLED
	XS_AD_RIGID_DIAPHRAGM_VISUALIZATION
	XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT
	XS_AD_SHORT_RIGIDLINK_WARNING_LIMIT
	XS_AD_SOLID_AXIAL_EXPAND_MM
	XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM
	XS_AD_SUPPORT_VISUALIZATION
	XS_AD_USE_HIGH_ACCURACY
	XS_ADAPTIVE_OBJECTS
	XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES
	XS_ADJUST_GRID_LABELS
	XS_AISC_WELD_MARK
	XS_ALLOW_DRAWING_TO_MANY_MULTI_DRAWINGS
	XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_DIMENSIONS
	XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_WELD_SYMBOLS
	XS_ALLOW_REBARS_ON_TOP_OF_EACH_OTHER
	XS_ALLOW_REINFORCING_LOCKED_PARTS
	XS_ALLOW_SHEAR_PLATE_CLASH_FLANGE
	XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_CLOSING_DRAWING
	XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_EXIT
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE
	XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW_COORDSYS_FOR_BOLT_DIMENSIONS
	XS_ANGLE_DEGREE_SIGN
	XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR
	XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_DIMENSIONING
	APPL_ERROR_LOG
	XS_APPLICATIONS
	XS_APPLICATIONS_PATH
	XS_ARC_WIDTH_OF_CLOUD
	XS_ASCII_IMPORT_CREATES_CONSTRUCTION_LINES
	XS_ASSEMBLY_DRAWING_VIEW_TITLE
	XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D
	XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE
	XS_ASSEMBLY_POSITION_NEW_FORMAT
	XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE
	XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL
	XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST
	XS_AUTOCONNECTION_TOLERANCE
	XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL
	XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT
	XS_AUTOMATIC_NEW_MODEL_NAME
	XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL
	XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL
	XS_AUTOSAVE_DIRECTORY

	1.2 詳細設定 - B
	XS_BACKGROUND_COLOR1
	XS_BACKGROUND_COLOR2
	XS_BACKGROUND_COLOR3
	XS_BACKGROUND_COLOR4
	XS_BASE_LINE_WIDTH
	XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN
	XS_BASICVIEW_HEIGHT
	XS_BASICVIEW_POSITION_X
	XS_BASICVIEW_POSITION_Y
	XS_BASICVIEW_WIDTH
	XS_BEVEL_DIMENSIONS_FOR_PROFILES_ONLY
	XSBIN
	XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND
	XS_BOLT_DUPLICATE_IGNORE
	XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE
	XS_BOLT_LENGTH_EPSILON
	XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIX
	XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE
	XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE_IN_GA
	XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_BOLT_POSITION_TO_MIN_AND_MAX_POINT
	XS_BOLT_REPRESENTATION_SYMBOL_AXIS_POSITION_AS_EXACT_SOLID
	XS_BOLT_REPRESENTATION_USE_POSITIVE_CUT_LENGTH
	XS_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_PLANE_IN_NC

	1.3 詳細設定 - C
	XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE
	XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING
	XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_CENTER_LINE_TYPE
	XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING
	XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING
	XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR
	XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR
	XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED
	XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED
	XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED
	XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED
	XS_CHANGE_DRAGGED_VIEWS_TO_FIXED
	XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO
	XS_CHANGE_WORKAREA_WHEN_MODIFYING_VIEW_DEPTH
	XS_CHECK_BOLT_EDGE_DISTANCE_ALWAYS
	XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO
	XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE
	XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS
	XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS
	XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT
	XS_CIS_DEP1_DATABASE_NAME
	XS_CIS_DEP1_DATABASE_PASSW
	XS_CIS_DEP1_DATABASE_PATH
	XS_CIS_DEP1_EXPRESS_FILE
	XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS
	XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES
	XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS
	XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS
	XS_CLEAR_MODEL_HISTORY
	XS_CLONING_TEMPLATE_DIRECTORY
	XS_CLOUD_SHARING_PROXY
	XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT
	XS_CNC_HOLE_DIAMETER_ROUNDING
	XS_COLLECT_MODEL_HISTORY
	XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER
	XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY
	XS_COMPLEX_PART_MEMBERS_DO_NOT_HAVE_TO_BE_MAIN_PARTS
	XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT
	XS_COMPONENT_CATALOG_DO_REPORT_LEGACY_FILE_ISSUES
	XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE
	XS_COMPONENT_CATALOG_THUMBNAIL_SIZE
	XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX
	XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER
	XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL
	XS_CONNECT_CONNECTION_PARTS_IN_AUTOCONNECTION
	XS_CONNECT_PLATE_PROFILES_IN_AUTOCONNECTION
	XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER
	XS_CONSIDER_NEIGHBOUR_PARTS_IN_HIDDEN
	XS_CONSIDER_REBAR_HOOK_LOCATION_IN_CAST_UNIT_NUMBERING
	XS_CONSIDER_REBAR_NAME_IN_NUMBERING
	XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT
	XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_CLOSE_POINTS
	XS_CONVERSION_ARBITRARY_PROFILE_MAPPING_BY_NAME_MUST_MATCH_DIMENSIONS
	XS_CONVERT_OLD_FORCE_UNITS_TO_SI_FROM
	XS_CONVERT_OLD_MOMENT_UNITS_TO_SI_FROM
	XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING
	XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK
	XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK
	XS_CREATE_ALSO_BIG_HTML_REPORT_PICTURES
	XS_CREATE_DRAWING_PREVIEW_AUTOMATICALLY
	XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING
	XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS
	XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS
	XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION
	XS_CREATE_VIEW_FROM_MODEL_OLD_WAY
	XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE
	XS_CURVED_AXIS_PLACE
	XS_CUSTOM_COMPONENT_DECIMALS
	XS_CUT_SYMBOL_FONT
	XS_CYCLIC_SOLVER_MAX_LOOPS

	1.4 詳細設定 - D
	DAK_BMPPATH
	XSDATADIR
	XS_DEFAULT_BREP_PATH
	XS_DEFAULT_ENVIRONMENT
	XS_DEFAULT_FONT
	XS_DEFAULT_FONT_SIZE
	XS_DEFAULT_HEIGHT_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE
	XS_DEFAULT_LICENSE
	XS_DEFAULT_MODEL_TEMPLATE
	XS_DEFAULT_ROLE
	XS_DEFAULT_WIDTH_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE
	XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES
	XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD
	XS_DELETE_UNNECESSARY_INT_ARRAYS
	XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_PERIOD
	XS_DETAIL_BOUNDARY_RADIUS
	XS_DETAIL_MARK_REFERENCE_SYMBOL
	XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE
	XS_DETAIL_VIEW_REFERENCE
	XS_DGN_EXPORT_PART_AS
	XS_DGN_EXPORT_USE_LOCAL_ID
	XS_DIALOG_ENABLE_STATE
	XS_DIMENSION_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY
	XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR
	XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_CHARACTER
	XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_COUNT
	XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_AWAY_FACTOR
	XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_ORIGIN_OFFSET
	XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_TOWARD_FACTOR
	XS_DIMENSION_FONT
	XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR
	XS_DIMENSION_LINE_TEXT_EPS
	XS_DIMENSION_MARK_CONNECTOR
	XS_DIMENSION_MARK_CREATE_MIDDLE_TAG_ALWAYS
	XS_DIMENSION_MARK_MULTIPLIER
	XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY
	XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE
	XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION
	XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_CENTER
	XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_LEFT
	XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_RIGHT
	XS_DIMENSION_SKEWED_BOLTS_IN_PART_PLANE_IN_SINGLE_DRAWINGS
	XS_DIR
	XS_DISABLE_ADVANCED_OPTIONS
	XS_DISABLE_ANALYSIS_AND_DESIGN
	XS_DISABLE_CANCEL_DIALOG_FOR_SAVE_NUMBERING_SAVE
	XS_DISABLE_CIS2
	XS_DISABLE_CLASSIFIER_FOR_MODIFIED_PARTS
	XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE
	XS_DISABLE_PARTIAL_REFRESH
	XS_DISABLE_REBAR_MODELING
	XS_DISABLE_TEMPLATE_DOUBLE_CLICK
	XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_ASSEMBLY
	XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_GA
	XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_MULTI
	XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_SINGLE
	XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS
	XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS
	XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS
	XS_DISPLAY_FILLET_EDGES
	XS_DISPLAY_ZERO_INCHES
	XS_DISTANT_OBJECT_FINDER_TOLERANCE
	XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE
	XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY_DRAWINGS_FOR_CONCRETE_PARTS
	XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY_DRAWINGS_FOR_LOOSE_PARTS
	XS_DO_NOT_CREATE_BOLT_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_SINGLE_VIEWS
	XS_DO_NOT_CREATE_PART_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_SINGLE_VIEWS
	XS_DO_NOT_CREATE_PROFILE_DIMENSIONS_FOR_CONCRETE
	XS_DO_NOT_DISPLAY_CHAMFERS
	XS_DO_NOT_DRAW_COLUMN_MARKS_AT_45_DEGREES_IN_GA_DRAWING
	XS_DO_NOT_EXTEND_DIMENSION_LINES_THROUGH_ALL_HOLES
	XS_DO_NOT_PLOT_DIMENSION_POINT_CIRCLES
	XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE
	XS_DO_NOT_REMOVE_END_ABSOLUTE_DIMENSIONS
	XS_DO_NOT_USE_FOLDED_GUSSET_PLATE
	XS_DO_NOT_USE_GLOBAL_PLATE_SIDE
	XS_DONT_SHOW_POLYBEAM_MID_EDGES
	XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS
	XS_DRAW_ANGLE_AND_RADIUS_INFO_IN_UNFOLDING
	XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING
	XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING
	XS_DRAW_BENDING_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING
	XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES
	XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES
	XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_IN_SINGLE_DRAWINGS
	XS_DRAW_BOLTS_THROUGH_NEIGHBOUR_PARTS
	XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES
	XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES
	XS_DRAW_CHAMFERS_HANDLES
	XS_DRAW_CROSS_AXIS
	XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_OBJECT_COLOR
	XS_DRAW_HIDDEN_FACES
	XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS
	XS_DRAW_INSIDE_ANGLE_IN_UNFOLDING
	XS_DRAW_LONG_HOLE_DIMENSIONS
	XS_DRAW_MESH_OUTLINE_SYMBOL_FROM_BOTTOM_LEFT_TO_TOP_RIGHT
	XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES
	XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET
	XS_DRAW_ROOT_OPENING_EVEN_WHEN_ZERO
	XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS
	XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH
	XS_DRAW_SKEWED_ELEVATIONS
	XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS
	XS_DRAWING_ALLOW_NEW_SECTIONS_IN_REDIMENSIONING
	XS_DRAWING_ALLOW_SNAPPING_TO_DISTANT_POINTS
	XS_DRAWING_ASSEMBLY_HATCH_SCHEMA
	XS_DRAWING_CAST_UNIT_HATCH_SCHEMA
	XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR
	XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK
	XS_DRAWING_COMBINE_ADDED_DIMENSIONS
	XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA
	XS_DRAWING_FILTER_UDAS_WITHOUT_TYPE_CHECK
	XS_DRAWING_GA_HATCH_SCHEMA
	XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH
	XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR
	XS_DRAWING_HISTORY_LOG_TYPE
	XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS
	XS_DRAWING_PART_REFERENCE_LINE_TYPE
	XS_DRAWING_PART_SYMBOL_REPRESENTATION_TYPE
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M
	XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C
	XS_DRAWING_POINT_SCALE
	XS_DRAWING_SCALE_SEPARATOR_CHAR
	XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT
	XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X
	XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y
	XS_DRAWING_SHEET_WIDTH
	XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA
	XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION
	XS_DRAWING_SOLID_MERGE_TOLERANCE
	XS_DRAWING_STUD_REPRESENTATION
	XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY
	XS_DRAWING_UDAS_MODIFY_ALL_DRAWING_TYPES
	XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING
	XS_DRAWING_USE_WORKSHOP_FORM_FOR_DOUBLE_PARTS_IN_SINGLE_PART_DRAWINGS
	XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
	XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
	XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
	XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
	XS_DRAWING_VIEW_REFERENCE_SYMBOL
	XS_DRIVER
	XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PLATES
	XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PROFILES
	XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS
	XS_DSTV_DO_NOT_UNFOLD_POLYBEAM_PLATES
	XS_DSTV_LIST_NET_WEIGHT
	XS_DSTV_LIST_SEPARATOR
	XS_DSTV_NET_LENGTH
	XS_DSTV_NO_SAWING_ANGLES_FOR_PLATES_NEEDED
	XS_DSTV_NUMBER_OF_PARTS_BY_SELECTION
	XS_DSTV_PLATE_PROFILE_WITH_WIDTH
	XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH
	XS_DSTV_REAL_WIDTH_INTO_HEADER_PROFILE_FOR_PLATES
	XS_DSTV_USE_COUNTERSUNK_HOLES
	XS_DSTV_USE_EQUAL_ACCURACY_FOR_PLATE_PROFILE_AND_WIDTH
	XS_DSTV_USE_ONE_VERTEX_SHARP_INNER_CORNER
	XS_DSTV_USE_REAL_DIMENSIONS_IN_HEADER
	XS_DSTV_WRITE_BEHIND_FACE_FOR_PLATE
	XS_DUPLICATE_CHECK_LIMIT_FOR_COPY_AND_MOVE
	XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION
	XS_DWG_IMPORT_IGNORE_UNITS
	XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILE
	XS_DXF_FONT_NAME
	XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR
	XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR
	DXK_FONTPATH
	DXK_SYMBOLPATH

	1.5 詳細設定 - E
	XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING
	XS_ENABLE_INNER_CONTOURS_IN_CUT_PARTS
	XS_ENABLE_MIDDLE_BUTTON_DOUBLE_CLICK_ZOOM_ORIGINAL
	XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING
	XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT
	XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE
	XS_ENABLE_PULLOUT_PLACEHOLDERS
	XS_ENABLE_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_OPTIMIZATION
	XS_EQUAL_SHAPE_DIMENSIONS_TO_BOTH_ENDS_LIMIT
	XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_AND_BLANK
	XS_EXCLUDED_PARTS_IN_ORIENTATIONAL_NUMBERING
	XS_EXPORT_CODEPAGE
	XS_EXPORT_DGN_COORDINATE_SCALE
	XS_EXPORT_DGN_FILENAME
	XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_CUTS
	XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_INNER_CONTOUR
	XS_EXPORT_DGN_ROUND_SEGMENTS
	XS_EXPORT_DGN_USE_CLASS_AS_COLOR
	XS_EXPORT_DGN_USE_VOLUMETRIC
	XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION
	XS_EXPORT_FILLMODE
	XS_EXPORT_LINE_TYPE_DEFINITION_FILE
	XS_EXPORT_STEEL2000_PRIMARY_IDS
	XS_EXTENSION_DIRECTORY
	XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH

	1.6 詳細設定 - F
	XS_FILTER_SEPARATOR_CHAR
	XS_FIRM
	XS_FIX_FRAME_OF_FIXED_MODELVIEW
	XS_FLAT_PREFIX
	XS_FLAT_THICKNESS_TOLERANCE
	XS_FLAT_TOLERANCE
	FLEXLM_TIMEOUT
	XS_FRACTION_HEIGHT_FACTOR
	XS_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

	1.7 詳細設定 - G
	XS_GA_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL
	XS_GA_DRAWING_VIEW_TITLE
	XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_STRING
	XS_GA_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL
	XS_GA_NORTH_MARK_SCALE
	XS_GA_NORTH_MARK_SYMBOL
	XS_GA_OMITTED_DIAMETER_TYPE
	XS_GET_ASSEMBLY_LEVELS_FROM_ASSEMBLY_MAIN_PART
	XS_GET_CAST_UNIT_LEVELS_FROM_CAST_UNIT_MAIN_PART
	XS_GOL_SYMMETRY_DISTANCE
	XS_GRID_DIMENSION_OVERALL_LENGTH
	XS_GRID_COLOR_FOR_WORK_PLANE
	XS_GRID_PLANES_VISIBLE_WITH_USERPLANES
	XS_GRID_TEXT_FONT

	1.8 詳細設定 - H
	XS_HANDLE_SCALE
	XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX
	XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT
	XS_HATCH_SCALE_LIMIT
	XS_HATCH_SEGMENT_BUFFER_SIZE
	XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_ACI
	XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R
	XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_G
	XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_B
	XS_HELP_PATH
	XS_HIDDEN_LINES_CHECK_TOLERANCE
	XS_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL
	XS_HIDDEN_REMOVE_DOUBLE_LINES
	XS_HIDDEN_USE_BOLT_PLANES
	XS_HIDE_OTHER_PARTS_IN_ASSEMBLY_AND_CAST_UNIT_VIEWS
	XS_HIDE_WORKAREA
	XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES
	XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES
	XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

	1.9 詳細設定 - I
	XS_IGNORE_CUT_VALUE_IN_TEMPLATE
	XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_NUMBERING
	XS_IGNORE_SUBASSEMBLY_HIERARCHY_IN_DIMENSIONING
	XS_IMPERIAL
	XS_IMPERIAL_DATE
	XS_IMPERIAL_INPUT
	XS_IMPERIAL_TIME
	XS_IMPERIAL_TRIANGLES
	XS_IMPORT_DWG_TEXT_AS_POLYGON
	XS_IMPORT_MODEL_LOG
	XS_INCH_SIGN_ALWAYS
	XS_INCLUDE_DWG_ATTRIBUTES_IN_REPORTS_AND_INQUIRE
	XS_INHERIT_CONCRETE_PART_NUMBERING_SETTINGS_FROM_CAST_UNIT
	XS_INP
	XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS
	XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_GA
	XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT
	XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT
	XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT
	XS_INTELLIGENT_CLONING_ADD_DIMENSIONS
	XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED
	XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA
	XS_INTELLIGENT_MESSAGES_ALLOWED
	XS_INTELLIGENT_UPDATE_ADD_DIMENSIONS
	XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR
	XS_I_PROFILE_CENTER
	XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

	1.10 詳細設定 - J
	XS_JOINT_NUMBER_FORMAT
	XS_JOINTS_USE_NOTCH1

	1.11 詳細設定 - K
	XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING
	XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX
	XS_KEYIN_DEFAULT_MODE
	XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX
	XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX
	XS_KNOCK_OFF_DIMENSION_PRECISION

	1.12 詳細設定 - L
	XS_LANGUAGE
	XS_LEADER_LINE_TO_DRAGGED_DIMENSION_TEXT
	XS_LINE_WIDTH
	XS_LICENSE_SERVER_HOST
	XS_LOAD_MODELING_CODE
	XS_LOG_FILE_NAME
	XS_LOG_LEVEL
	XS_LOG_TIMER
	XS_LOGPATH
	XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

	1.13 詳細設定 - M
	XS_MACRO_DIRECTORY
	XS_MACRO_ENABLE_TIMESTAMP
	XS_MACRO_LOG
	XS_MACRO_REFERENCES
	XS_MAGNETIC_PLANE_OFFSET
	XS_MARK_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY
	XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR
	XS_MARK_FONT
	XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY
	XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_HEIGHT
	XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_LENGTH
	XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH
	XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR
	XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME
	XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_RECTANGULAR_FRAME
	XS_MARK_LINE_SPACE_FACTOR
	XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES
	XS_MARK_TEXT_FRAME_BOX_HEIGHT_FACTOR
	XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE
	XS_MAX_ANGLE_BETWEEN_SKEWED_END_PLATE_AND_BEAM_END
	XS_MAX_ANGLE_TOLERANCE_BETWEEN_COMPLEX_MAIN_PARTS
	XS_MAX_AUTOMATIC_RADIUS_DIMENSION
	XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME
	XS_MAX_DEVIATION_FOR_CURVED_PART_EDGES
	XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION
	XS_MAXIMUM_NUMBER_OF_PLANES_TO_NAME
	XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL
	XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_VERTICAL
	XS_MAX_SPACE_BETWEEN_COMPLEX_ASSEMBLY_PARALLEL_PARTS
	XS_MDIBASICVIEWPARENT
	XS_MDIVIEWPARENT
	XS_MDIZOOMPARENT
	XS_MESSAGES
	XS_MESSAGES_PATH
	XS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK
	XS_MIN_MERGE_PART_COUNT
	XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS
	XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS
	XS_MIN_WELD_LINE_LENGTH
	XS_MIS_FILE_DIRECTORY
	XS_MIS_SEQUENCE
	XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY
	XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS
	XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR
	XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY
	XS_MULTIDRAWING_KEEP_OBSOLETE_DRAWINGS
	XS_MULTIDRAWING_REMOVE_VIEW_LABEL_GAP
	XS_MULTI_DRAWING_VIEW_PLACING_TRIAL_NUMBER
	XS_MULTI_DRAWING_VIEW_TITLE
	XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS
	XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK
	XS_MULTIUSER_SAVE_REOPEN_DISABLE_COMPACTION

	1.14 詳細設定 - N
	XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING
	XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT
	XS_NO_AUTO_DISPLAY_VIEWS
	XS_NO_BOLT_ANGLE_DIMENSIONS
	XS_NO_CHAMFERS_IN_EXACT_MODE
	XS_NO_END_VIEWS_TO_INCLUDED_SINGLE_DRAWINGS
	XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS
	XS_NO_UNFOLDING_LINES_TO_DRAWINGS
	XS_NO_SINGLE_PART_DRAWINGS_FOR
	XS_NORTH_MARK_SCALE
	XS_NORTH_MARK_SYMBOL
	XS_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
	XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK
	XS_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
	XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME

	1.15 詳細設定 - O
	XS_OBJECT_SELECTION_CONFIRMATION
	XS_OBJECTLOCK_DEFAULT
	XS_OMIT_MARKS_OF_HIDDEN_PARTS_IN_GA_DRAWINGS
	XS_OMIT_MARKS_OF_PARTS_OUT_OF_VIEW_PLANE_LIMIT_ANGLE
	XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE
	XS_OMITTED_BOLT_TYPE
	XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE
	XS_OMITTED_PART_NAME_IN_AUTOCONNECTION
	XS_OMITTED_WELD_TYPE
	XS_OPEN_DRAWINGS_MAXIMIZED
	XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION
	XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS
	XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS_IN_GA
	XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS
	XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS_IN_GA

	1.16 詳細設定 - P
	XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR
	XS_PART_DIMENSION_PLANES_TABLE
	XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE
	XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_PART_POSITION_TO_EDGE_NEAREST_TO_NEIGHBOUR
	XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE
	XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSO
	XS_PIXEL_TOLERANCE
	XS_PLATE_ROUNDING_DECIMALS
	XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X
	XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y
	XS_PLOT_VIEW_FRAMES
	PML_ASSEMBLY_MARKS_IN_USE
	PML_CARDINAL_POINT_NOT_IN_USE
	XS_PML_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID
	XS_PML_EXPORT_USE_ADDITIONAL_CUT_DIST
	XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER
	XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE
	XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE
	XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS
	XS_POLYBEAM_CURVATURE_TOLERANCE
	XS_POLYGON_CUT_EXTRA_THICKNESS
	XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTOR
	XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR
	XS_POP_MARK_COLOR
	XS_POP_MARK_HEIGHT
	XS_POP_MARK_SYMBOL
	XS_POSITION_DIMENSIONS_FOR_HOLES_IN_SINGLE_SECONDARY_PARTS_IN_ASSEMBLY_DRAWING
	XS_POUR_BREAK_COLOR
	XS_POUR_BREAK_SYMBOL
	XS_POUR_OBJECT_COLOR
	XS_PRINT_MULTISHEET_BORDER
	XS_PRINT_REPORT_FONT
	XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE
	XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT
	XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE
	XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT
	XS_PRODUCT_IDENTIFIER
	XS_PROFDB
	XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL
	XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT
	XS_PROFILE_DISPLAY_INCH_MARK_AFTER_FRACTIONS_IN_REPORTS
	XS_PROJECT
	XS_PROTECT_SYMBOLS

	1.17 詳細設定 - R
	XS_RADIUS_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_DIMENSIONING
	XSR_BOLT_LENGTH_USE_ONLY_INCHES
	XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE
	XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR
	XS_REBAR_DIMENSION_LINE_SYMBOL
	XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE
	XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_STEP_LENGTH
	XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_TOLERANCE
	XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION
	XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME
	XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE
	XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION
	XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS
	XS_REBARSET_BUFFER_SIZE
	XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS
	XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_CROSSING_REBARS
	XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_LONGITUDINAL_REBARS
	XS_REBARSET_ENABLE_BAR_GROUPING_WHEN_SPACING_DIFFERS
	XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING
	XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS
	XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES
	XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES
	XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS
	XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS
	XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS
	XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
	XS_REBARSET_USE_GROUP_NUMBER_FOR_BARS_IN_TAPERED_GROUPS
	XS_REBAR_USE_ALWAYS_METHOD_A_FOR_90_DEGREE_HOOK_DIMENSIONS
	XS_RECREATE_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING
	XS_RECREATE_UNMODIFIED_DRAWINGS
	XS_REFERENCE_CACHE
	XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT
	XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING
	XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS
	XS_REMEMBER_LAST_PLOT_DIALOG_VALUES
	XS_REMOVE_VOID_FROM_BOLT_MATERIAL_THICKNESS
	XS_RENDERED_CURSOR_LINE_WIDTH
	XS_RENDERED_FIELD_OF_VIEW
	XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE
	XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE
	XS_RENDERED_PIXEL_TOLERANCE_SCALE
	XS_REPORT_BOLTS_WITH_SUPPORTING_MEMBER
	XS_REPORT_OUTPUT_DIRECTORY
	XS_RESTORE_ENABLES
	XS_ROTATE_CUT_VIEWS
	XS_RUN_AT_STARTUP
	XS_RUNPATH
	XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR
	XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL
	XSR_USE_NO_INCH_SYMBOL
	XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE
	XSR_USE_ZERO_INCH_FOR_FRACTIONS
	XSR_USE_ZERO_INCH_VALUE

	1.18 詳細設定 - S
	XS_SAVE_WITH_COMMENT
	XS_SCALE_COPIED_OR_MOVED_OBJECTS_IN_DRAWINGS
	XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT
	XS_SCREW_DIAMOND_WITHOUT_PHI
	XS_SDNF_CONVERT_PL_PROFILE_TO_PLATE
	XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID
	XS_SDNF_IMPORT_MIRROR_SWAP_OFFSETS
	XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER
	XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP
	XS_SECTION_LINE_COLOR
	XS_SECTION_SYMBOL_LEFT_ARROW_SYMBOL
	XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE
	XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL
	XS_SECTION_VIEW_REFERENCE
	XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING
	XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN
	XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT
	XS_SHARING_INFO_URL
	XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES
	XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS
	XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER
	XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY
	XS_SHARING_TEMP
	XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR
	XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE
	XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG
	XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE
	XSR_SHOW_INCH_MARK_IN_PROFILE_NAMES
	XS_SHOW_NOTIFICATION_REPORT
	XS_SHOW_PERFORM_NUMBERING_MESSAGE
	XS_SHOW_PROGRESS_BAR_FOR_PROJECT_STATUS_VISUALIZATION
	XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST
	XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX
	XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX
	XS_SHOW_SITE_STUDS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
	XS_SHOW_STUDS_IN_WORKSHOP_DRAWINGS
	XS_SHOW_TEMPLATE_LOG_MESSAGES
	XS_SINGLE_CENTERED_SCREW
	XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS
	XS_SINGLE_CLOSE_SHORT_DIMENSIONS
	XS_SINGLE_COMBINE_DISTANCE
	XS_SINGLE_COMBINE_MIN_DISTANCE
	XS_SINGLE_COMBINE_WAY
	XS_SINGLE_DIMENSION_TYPE
	XS_SINGLE_DRAW_PART_AS
	XS_SINGLE_EXCLUDE
	XS_SINGLE_FORWARD_OFFSET
	XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS
	XS_SINGLE_NO_SHORTEN
	XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK
	XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE
	XS_SINGLE_PART_EXTREMA
	XS_SINGLE_PART_SHAPE
	XS_SINGLE_SCALE
	XS_SINGLE_SCREW_INTERNAL
	XS_SINGLE_SCREW_POSITIONS
	XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS
	XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE
	XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE
	XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA
	XS_SNAPSHOT_DIRECTORY
	XS_SOLID_BUFFER_SIZE
	XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY
	XS_STACKED_FRACTION_TYPE
	XS_STANDARD_GUSSET_WIDTH_TOLERANCE
	XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE
	XS_STD_LOCALE
	XS_STD_PART_MODEL
	XS_STEEL1_TS_PAGE_9_EXTENSION
	XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION
	XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES
	XS_SUPERSCRIPT_HEIGHT_FACTOR
	XS_SUPERSCRIPT_USED_IN_DRAWING_TEXTS
	XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR
	XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR
	SYMEDHOME
	XS_SYSTEM

	1.19 詳細設定 - T
	TEMPLATE_FONT_CONVERSION_FILE
	XS_TEMPLATE_DIRECTORY
	XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM
	XS_TEMPLATE_MARK_SUB_DIRECTORY
	XS_TEXT_ORIENTATION_EPSILON
	XS_THICKNESS_PARAMETER_IS_CROSS_SECTION_THICKNESS
	XS_TPLED_INI
	XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING
	XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS
	XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS
	XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC
	XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES

	1.20 詳細設定 - U
	XS_UEL_IMPORT_FOLDER
	XS_UNDERLINE_AFTER_POSITION_NUMBER_IN_HARDSTAMP
	XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_FORMAT
	XS_UNFOLDING_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS
	XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_PRECISION
	XS_UNFOLDING_PLANE_EPSILON
	XS_UNIQUE_NUMBERS
	XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS
	XS_UPDATE_MARK_PLACING_IN_DRAWING
	XS_UPDATE_MARKS_IN_FROZEN_DRAWINGS
	XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT
	XS_UPSIDE_DOWN_TEXT_ALLOWED
	XS_USABSOLUTE_TO_RELATIVE_LIMIT
	XS_USABSOLUTE2_TO_RELATIVE_LENGTH_FACTOR
	XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX
	XS_USE_ASSEMBLY_EXTREMA_IN_MARK_PLACING
	XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR
	XS_USE_BOLT_DISTANCE_IN_NOTCH_CALCULATIONS
	XS_USE_COLOR_DRAWINGS
	XS_USE_CONVEX_PROTECT_AREA
	XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL
	XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES
	XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_FILE_NAME
	XS_USE_DYNAMIC_ROW_WIDTH_IN_TEMPLATES
	XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_TITLE
	XS_USE_EIGHT_COLORS_IN_MODELING_VIEWS
	XS_USE_EXACT_SOLID_FOR_CLASH_CHECK
	XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
	XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE
	XS_USE_FLAT_DESIGNATION
	XS_USE_LINECLIP
	XS_USE_LONG_POINTS_IN_DIMENSIONING
	XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR
	XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR
	XS_USE_MULTI_NUMBERING_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS
	XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION
	XS_USE_NEW_WELD_PLACING
	XS_USE_NEW_USNOTCH
	XS_USE_NUMBER_SELECTED_FOR_DRAWING_CREATION_AND_UPDATE
	XS_USE_NUMERIC_MULTI_NUMBERS_FOR
	XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS
	XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT
	XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG
	XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG
	XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION
	XS_USE_ONLY_INCHES_IN_SHEET_SIZES
	XS_USE_ONLY_INCHES_IN_WELD_LENGTH
	XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER
	XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES
	XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES
	XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING
	XS_USE_POINT_AS_SEPARATOR_IN_PROFILE_NAME
	XS_USE_RECESS_SYMBOL_FOR_BORDER_AND_CORNER_RECESSES
	XS_USE_REPAIR_NUMBERING_INSTEAD_OF_NUMBERING
	XS_USE_ROUND_MAIN_PART_COORDINATES_FOR_SECONDARY_PART_ANGLE
	XS_USE_SCREW_POINT_ELEVATION_DIM
	XS_USE_SMALLER_GUSSET_PLATE
	XS_USE_SMART_PAN
	XS_USE_SMOOTH_LINES
	XS_USE_SOFTWARE_RENDERING
	XS_USE_SPECIAL_FILLER_PLATE_THICKNESS
	XS_USE_TUBE_INNER_LENGTH_IN_DIMENSIONING
	XS_USE_UP_DOWN_SIGN_INDICATOR_FOR_ANGLE_IN_UNFOLDING
	XS_USE_USABSOLUTE_ARROW_TYPE_FOR_ABSOLUTE_DIMENSIONS
	XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT
	XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES
	XS_USE_VERTICAL_PLACING_FOR_COLUMNS_IN
	XSUSERDATADIR
	XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE
	XS_USER_DEFINED_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATORS
	XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY

	1.21 詳細設定 - V
	XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS
	XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER
	XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS
	XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS
	XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS
	XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSITION_NUMBERS
	XS_VALID_CHARS_FOR_REBAR_SUB_ID_WITH_LETTERS
	XS_VIEW_DIM_LINE_COLOR
	XS_VIEW_DIM_TEXT_COLOR
	XS_VIEW_FAST_BOLT_COLOR
	XS_VIEW_FREE_MEASURE_PLANE
	XS_VIEW_HEIGHT
	XS_VIEW_PART_LABEL_COLOR
	XS_VIEW_POSITION_X
	XS_VIEW_POSITION_Y
	XS_VIEW_TITLE_FONT
	XS_VIEW_WIDTH
	XS_VISUALIZE_VIEW_IN_ANOTHER_VIEWS
	XS_VISUALIZE_VIEW_IN_FATHER_VIEW_ONLY
	XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

	1.22 詳細設定 - W
	XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS
	XS_WARP_MAX_DEVIATION
	XS_WELD_FILTER_TYPE
	XS_WELD_FONT
	XS_WELDING_LENGTH_TOLERANCE
	XS_WELDING_TOUCH_TOLERANCE
	XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR
	XS_WELD_NUMBER_FORMAT
	XS_WORKING_POINTS_VALID_ALSO_OUTSIDE_PART
	XS_ZERO_POINT_SYMBOL_OLD_WAY

	1.23 詳細設定 - Z
	XS_ZOOM_STEP_RATIO
	XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE
	XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_MODE


	2  図面テンプレートとレポートテンプレートのテンプレート属性
	2.1 テンプレート属性 - A 
	ACN
	ACTIVE_DESIGN_CODE
	ADDED_TO_POUR_UNIT
	ADDRESS
	ALIAS_NAME1 ...3
	ANALYSIS_MODEL_NAME
	ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V
	ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN
	APPROVED_BY
	AREA
	AREA_FORM_TOP、AREA_FORM_BOTTOM、AREA_FORM_SIDE
	AREA_GROSS
	AREA_NET
	AREA_PER_TONS
	AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ, AREA_NGZ
	AREA_PLAN
	AREA_PROJECTION_GXY_GROSS, AREA_PROJECTION_GXZ_GROSS, AREA_PROJECTION_GYZ_GROSS
	AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET, AREA_PROJECTION_GYZ_NET
	AREA_PROJECTION_XY_GROSS, AREA_PROJECTION_XZ_GROSS, AREA_PROJECTION_YZ_GROSS
	AREA_PROJECTION_XY_NET, AREA_PROJECTION_XZ_NET, AREA_PROJECTION_YZ_NET
	AREA_PX, AREA_NX, AREA_PY, AREA_NY, AREA_PZ, AREA_NZ
	ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION
	ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED
	ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION
	ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
	ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL
	ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED
	ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
	ASSEMBLY_DEFAULT_PREFIX
	ASSEMBLY_PLWEIGHT
	ASSEMBLY_POS
	ASSEMBLY_POSITION_CODE
	ASSEMBLY_PREFIX
	ASSEMBLY_SERIAL_NUMBER
	ASSEMBLY_START_NUMBER
	ASSEMBLY_TOP_LEVEL
	ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL
	ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED
	ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED
	ATTACHED_TO
	axial1、axial2

	2.2 テンプレート属性 - B 
	BOLT_COUNTERSUNK
	BOLT_EDGE_DISTANCE
	BOLT_EDGE_DISTANCE_MIN
	BOLT_FULL_NAME
	BOLT_MATERIAL_LENGTH
	BOLT_NPARTS
	BOLT_SHORT_NAME
	BOLT_STANDARD
	BOLT_THREAD_LENGTH
	BOTTOM_LEVEL
	BOTTOM_LEVEL_GLOBAL
	BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED
	BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
	BOUNDING_BOX_xxx
	BUILDER

	2.3 テンプレート属性 - C 
	cambering
	CANTILEVER
	CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL
	CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS
	CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_PARTS
	CAST_UNIT_HEIGHT_TOTAL
	CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_CONCRETE_PARTS
	CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_PARTS
	CAST_UNIT_LENGTH_TOTAL
	CAST_UNIT_POS
	CAST_UNIT_POSITION_CODE
	CAST_UNIT_PREFIX
	CAST_UNIT_REBAR_WEIGHT
	CAST_UNIT_SERIAL_NUMBER
	CAST_UNIT_TOP_LEVEL
	CAST_UNIT_TYPE
	CAST_UNIT_VERTICAL_POSITION_CODE
	CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_CONCRETE_PARTS
	CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_PARTS
	CAST_UNIT_WIDTH_TOTAL
	CATALOG_NAME
	CC
	CC_CROSS
	CC_EXACT
	CC_EXACT_CROSS
	CC_EXACT_LONG
	CC_LONG
	CC_MAX
	CC_MAX_CROSS
	CC_MAX_LONG
	CC_MIN
	CC_MIN_CROSS
	CC_MIN_LONG
	変更内容
	CHECKED_BY
	CHECKED_DATE
	CLASS
	CLASS_ATTR
	CODE
	COG_X, COG_Y, COG_Z
	comment
	CONCRETE_COVER_FROM_PLANE
	CONCRETE_COVER_ON_PLANE
	CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END
	CONN_CODE_END1, CONN_CODE_END2
	CONNECTED_ASSEMBLIES
	CONNECTED_PARTS
	CONNECTION_CODE
	CONNECTION_DSTV
	CONNECTION_ERROR
	CONNECTION_GROUP
	CONNECTION_NUMBER
	CONNECTION_RUNNING_NUMBER
	CONTENTTYPE
	国
	COVER_AREA
	CRANK_xxx
	CREATED_BY
	CROSS_SECTION_AREA
	CURRENT_PHASE
	CURVED_SEGMENTS
	CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT
	CUSTOM.HC_xxx
	CUSTOM.MESH_xxx
	CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS
	CUSTOM.WALL_xxx

	2.4 テンプレート属性 - D 
	DATE
	DATE_APPROVED
	DATE_CHECKED
	DATE_CREATE
	DATE_END
	DATE_ISSUE
	DATE_LAST
	DATE_MODIFY
	DATE_PLOT
	DATE_START
	DELIVERY
	DESCRIPTION
	DESIGNER
	DesignGroup
	DIAMETER
	DIAMETER_1, DIAMETER_2
	DIAMETER_X
	DIAMETER_Y
	DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1, DIM_K2, DIM_O, DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_X, DIM_Y
	DIM_A_MAX ...DIM_G_MAX, DIM_H1_MAX, DIM_H2_MAX, DIM_I_MAX, DIM_J_MAX, DIM_K1_MAX, DIM_K2_MAX, DIM_O_MAX, DIM_R_MAX, DIM_TD_MAX, DIM_X_MAX, DIM_Y_MAX
	DIM_A_MIN ...DIM_G_MIN, DIM_H1_MIN, DIM_H2_MIN, DIM_I_MIN, DIM_J_MIN, DIM_K1_MIN, DIM_K2_MIN, DIM_O_MIN, DIM_R_MIN, DIM_TD_MIN, DIM_X_MIN, DIM_Y_MIN
	DRAWING_USERFIELD_1 ... _8
	DR_DEFAULT_HOLE_SIZE
	DR_DEFAULT_WELD_SIZE
	DR_PART_POS

	2.5 テンプレート属性 - E 
	ECCENTRICITY_X, ECCENTRICITY_Y
	EDGE_FOLD, EDGE_FOLD_1, EDGE_FOLD_2
	END_X, END_Y, END_Z
	END1_ANGLE_Z
	END1_ANGLE_Y
	END2_ANGLE_Z
	END2_ANGLE_Y
	END1_CODE, END2_CODE
	END1_SKEW, END2_SKEW
	ERECTIONSTATUS
	EXTRA_LENGTH

	2.6 テンプレート属性 - F 
	fabricator
	FATHER_ID
	FINISH
	FLANGE_LENGTH_B
	FLANGE_LENGTH_U
	FLANGE_SLOPE_RATIO
	FLANGE_THICKNESS
	FLANGE_THICKNESS_1, FLANGE_THICKNESS_2
	FLANGE_THICKNESS_B
	FLANGE_THICKNESS_U
	FLANGE_WIDTH
	FLANGE_WIDTH_1, FLANGE_WIDTH_2
	FLANGE_WIDTH_B
	FLANGE_WIDTH_U
	FOLD_ANGLE

	2.7 テンプレート属性 - G 
	GROUP_POS
	GROUP_TYPE
	GRADE
	GUID

	2.8 テンプレート属性 - H 
	HAS_CONNECTIONS
	HAS_HOLES
	HEAD_DIAMETER
	HEAD_THICKNESS
	HEAD_TYPE
	HEIGHT
	HEIGHT_1 ...4
	HIERARCHY_LEVEL
	HISTORY
	HOLE.DIAMETER
	HOLE_TOLERANCE
	HOOK_START, HOOK_END
	HOOK_START_ANGLE, HOOK_END_ANGLE
	HOOK_START_LENGTH, HOOK_END_LENGTH
	HOOK_START_RADIUS, HOOK_END_RADIUS

	2.9 テンプレート属性 - I 
	ID
	IFC_BUILDING
	IFC_BUILDING_STOREY
	IFC_ENTITY
	IFC_SITE
	INFO1、INFO2
	INNER_DIAMETER
	INSTALL_ACTUAL
	INSTALL_PLAN
	IS_BENT_PLATE
	IS_CONCEPTUAL
	IS_CURVED
	IS_FROZEN
	IS_ISSUED
	IS_ITEM
	IS_LOCKED
	IS_LOFTED_PART
	IS_POLYBEAM
	IS_POUR_BREAK_VALID
	IS_READY_FOR_ISSUE
	IS_REBARSET_BAR
	IS_SPIRAL_BEAM

	2.10 テンプレート属性 - L 
	LAP_xxx
	LAST
	LAST_APPROVED_BY
	LAST_CHECKED_BY
	LAST_CREATED_BY
	LAST_DATE_APPROVED
	LAST_DATE_CHECKED
	LAST_DATE_CREATE
	LAST_DELIVERY
	LAST_DESCRIPTION
	LAST_INFO1
	LAST_INFO2
	LAST_MARK
	LAST_TEXT1...3
	LAYER
	LAYER_NUMBER
	LAYER_PREFIX
	LEG_LENGTH_START, LEG_LENGTH_END
	LENGTH
	LENGTH_GROSS
	LENGTH_MAX
	LENGTH_MIN
	場所
	LOCKED_BY
	LONG_HOLE_X
	LONG_HOLE_Y
	LOT_NUMBER
	LOT_NAME

	2.11 テンプレート属性 - M 
	MAIN_PART
	MAJOR_AXIS_LENGTH_1 ...2
	MARK
	MATERIAL
	MATERIAL_TYPE
	MESH_POS
	MINOR_AXIS_LENGTH_1 ...2
	MODEL
	MODEL_PATH
	MODEL_TOTAL
	MODULUS_OF_ELASTICITY
	MOMENT_OF_INERTIA_X
	MOMENT_OF_INERTIA_Y
	moment1、moment2
	MORTAR_VOLUME

	2.12 テンプレート属性 - N 
	NAME
	NAME_BASE
	NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_X
	NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_Y
	NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_X
	NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_Y
	NORMALIZED_WARPING_CONSTANT
	NUMBER、NUMBER#1、NUMBER #2
	NUMBER_IN_DRAWING
	NUMBER_IN_PHASE(X)
	NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP
	NUMBER_OF_TILE_TYPES
	NUMBER_VISIBLE

	2.13 テンプレート属性 - O 
	OBJECT
	OBJECT_DESCRIPTION
	OBJECT_LOCKED
	ORIGIN_X、ORIGIN_Y、ORIGIN_Z
	OBJECT_TYPE
	OWNER

	2.14 テンプレート属性 - P 
	PAGE
	PART_POS
	PART_PREFIX
	PART_SERIAL_NUMBER
	PART_START_NUMBER
	PCS
	周辺
	PHASE
	PLASTIC_MODULUS_X
	PLASTIC_MODULUS_Y
	PLATE_DENSITY
	PLATE_THICKNESS
	PLOTFILE
	POISSONS_RATIO
	POLAR_RADIUS_OF_GYRATION
	POSTAL_BOX
	POSTAL_CODE
	PRELIM_MARK
	PROFILE
	PROFILE_DENSITY
	PROFILE_TYPE
	PROFILE_WEIGHT
	PROFILE_WEIGHT_NET
	PROJECT_COMMENT
	PROJECT_USERFIELD_1 ... 8

	2.15 テンプレート属性 - R 
	半径
	RADIUS_OF_GYRATION_X
	RADIUS_OF_GYRATION_Y
	READY_FOR_ISSUE_BY
	REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_CROSS
	REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_LONG
	REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_CROSS
	REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_LONG
	REBAR_POS
	REFERENCE_ASSEMBLY
	REFERENCE_MODEL
	REFERENCE_MODEL_OBJECT
	地域
	ROUNDING_RADIUS, ROUNDING_RADIUS_1 ...2
	ROW_IN_PAGE

	2.16 テンプレート属性 - S 
	SCALE1...5
	SCHED_FAB_DATE
	SCREW_HOLE_DIAMETER_X
	SCREW_HOLE_DIAMETER_Y
	SECTION_MODULUS_X, SECTION_MODULUS_Y
	SHAPE
	SHAPE_INTERNAL
	SHEAR_CENTER_LOCATION
	shear1、shear2
	SHOP_ISSUE
	SHOPSTATUS
	SIMILAR_TO_MAIN_PART
	SITE_WORKSHOP
	SIZE
	SORT_OF_E_x_Cw_PER_G_x_J
	SPIRAL_ROTATION_ANGLE
	SPIRAL_ROTATION_AXIS_xxx
	SPIRAL_TOTAL_RISE
	SPIRAL_TWIST_END
	SPIRAL_TWIST_START
	SUPPLEMENT_PART_WEIGHT
	START_X
	START_Y
	START_Z
	STATICAL_MOMENT_Qf
	STATICAL_MOMENT_Qw
	STIFFENER_DIMENSION
	STIFFENER_DIMENSION_1 ...3
	STRAND_DEBONDED_STRANDS_1...5
	STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_1...5
	STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_1...5
	STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_1...5
	STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_1...5
	STRAND_N_PATTERN
	STRAND_N_STRAND
	STRAND_POS
	STRAND_PULL_FORCE
	STRAND_UNBONDED
	SUB_ID
	SUB_ID_LAST
	SUB_ID_WITH_LETTERS
	SUBTYPE
	SURFACING_NAME

	2.17 テンプレート属性 - T 
	TANGENT_OF_PRINCIPAL_AXIS_ANGLE
	TEXT1...3
	THERMAL_DILATATION
	THICKNESS
	THREAD_IN_MATERIAL
	TILE_NUMBER
	TILE_VOLUME
	TIME
	TITLE
	TITLE1...3
	TOP_LEVEL
	TOP_LEVEL_GLOBAL
	TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED
	TOP_LEVEL_UNFORMATTED
	TORSIONAL_CONSTANT
	市町村
	TYPE
	TYPE1
	TYPE2
	TYPE3
	TYPE4

	2.18 テンプレート属性 - U 
	USAGE
	USAGE_VALUE
	USER_PHASE
	USER_FIELD_1 ..._8

	2.19 テンプレート属性 - V 
	VOLUME
	VOLUME_GROSS
	VOLUME_NET
	VOLUME_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS
	VOLUME_ONLY_CONCRETE_PARTS
	VOLUME_ONLY_POUR_OBJECT

	2.20 テンプレート属性 - W 
	WARPING_CONSTANT
	WARPING_STATICAL_MOMENT
	WEB_HEIGHT
	WEB_LENGTH
	WEB_THICKNESS
	WEB_THICKNESS_1, WEB_THICKNESS_2
	WEB_WIDTH
	WEIGHT
	WEIGHT_GROSS
	WEIGHT_M
	WEIGHT_MAX
	WEIGHT_MIN
	WEIGHT_NET
	WEIGHT_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS
	WEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS
	WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT
	WEIGHT_ONLY_REBARS
	WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH
	WEIGHT_TOTAL
	WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP
	WELD_ACTUAL_LENGTH1、WELD_ACTUAL_LENGTH2
	WELD_ADDITIONAL_SIZE1、WELD_ADDITIONAL_SIZE2
	WELD_ANGLE1, WELD_ANGLE2
	WELD_ASSEMBLYTYPE
	WELD_DEFAULT
	WELD_CROSSSECTION_AREA1、WELD_CROSSSECTION_AREA2
	WELD_EDGE_AROUND
	WELD_EFFECTIVE_THROAT、WELD_EFFECTIVE_THROAT2
	WELD_ELECTRODE_CLASSIFICATION
	WELD_ELECTRODE_COEFFICIENT
	WELD_ELECTRODE_STRENGTH
	WELD_ERRORLIST
	WELD_FATHER_CODE
	WELD_FATHER_NUMBER
	WELD_FILLTYPE1, WELD_FILLTYPE2
	WELD_FINISH1, WELD_FINISH2
	WELD_INCREMENT_AMOUNT1、WELD_INCREMENT_AMOUNT2
	WELD_INTERMITTENT_TYPE
	WELD_LENGTH1 ... 2
	WELD_NDT_INSPECTION
	WELD_NUMBER
	WELD_PERIOD1 ... 2
	WELD_POSITION
	WELD_POSITION_X
	WELD_POSITION_Y
	WELD_POSITION_Z
	WELD_PROCESS_TYPE
	WELD_ROOT_FACE_THICKNESS、WELD_ROOT_FACE_THICKNESS2
	WELD_ROOT_OPENING、WELD_ROOT_OPENING2
	WELD_SIZE1, WELD_SIZE2
	WELD_SIZE_PREFIX_ABOVE
	WELD_SIZE_PREFIX_BELOW
	WELD_TEXT
	WELD_TYPE1、WELD_TYPE2
	WELD_VOLUME
	WIDTH
	WIDTH_1, WIDTH_2

	2.21 テンプレート属性 - X 
	xs_shorten


	3  設定の参考資料
	3.1 モデリングの設定
	部材マークの設定
	作業平面上の部材の位置
	部材の回転
	部材の位置デプス
	部材の垂直位置
	部材の水平位置
	部材の終点オフセット

	ナンバリング設定
	全般的なナンバリング設定
	溶接ナンバリング設定
	製品管理番号設定

	鉄筋の設定
	鉄筋および鉄筋グループ プロパティ
	溶接金網プロパティ
	溶接金網プロパティのカスタマイズ

	鉄筋セットのプロパティ
	第 2 ガイドラインのプロパティ
	脚の面のプロパティ
	プロパティ モディファイアーのプロパティ
	端部ディテール モディファイアーのプロパティ
	分割線のプロパティ

	緊張材プロパティ


	3.2  ライセンス ツールの設定
	Tekla License Administration Tool のオプションと設定
	Tekla License Borrow Tool のオプションと設定
	Tekla のライセンスで使用される LMTOOLS オプションおよび設定

	3.3 図面設定の参考資料
	一般図プロパティ
	単品図、製品図、およびキャスト ユニット図のプロパティ
	レイアウトのプロパティ
	図面のビュープロパティ
	断面図プロパティ
	寸法記号と寸法内容のプロパティ
	[寸法記号プロパティ] - [一般]タブ
	[寸法記号プロパティ] - 単位、精度、表示形式
	[寸法記号プロパティ] - [表示設定]タブ
	[寸法プロパティ] - [マーク] タブと [中期] タブ
	[寸法内容プロパティ] - [一般] タブ (統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [位置寸法]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [部材寸法]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [ボルト寸法]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [寸法グルーピング]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [サブアセンブリ]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [鉄筋寸法]タブ(統合寸法)
	[寸法内容プロパティ] - [基準線]タブ(一般図)
	[寸法内容プロパティ] - [部材]タブ(一般図)

	マークプロパティ
	マーク プロパティ - [内容]タブ、[一般]タブ、[結合]タブ、および [表示設定] タブ
	引出し線タイプ
	ビューラベルマーク、断面マーク、部分詳細マークの位置プロパティ
	図面の溶接マークプロパティ
	図面におけるモデル溶接マークの表示/非表示と表示設定のプロパティ
	エレベーションプロパティ

	マーク内容
	マークの共通要素
	部材マークの要素
	ボルトマークの要素
	鉄筋マークと隣接鉄筋マークの要素
	溶接金網マークと隣接溶接金網マークの要素
	結合鉄筋マークの要素
	ジョイントマークの要素
	現場打ちコンクリート部材マーク要素
	仕上げ材マークの要素
	断面および部分詳細マークの要素
	ビュー、断面図、および部分詳細ビューのラベルマークの要素

	図面の部材および隣接部材のプロパティ
	図面のボルトの内容と表示のプロパティ
	図面の仕上げ材の表示と内容のプロパティ
	仕上げ材の塗りつぶしパタンのプロパティ(surfacing.htc)
	図面の鉄筋/隣接鉄筋と溶接金網のプロパティ
	図面の鉄筋設定 (rebar_config.inp)
	図面の現場打ちコンクリート部材オブジェクトと現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎのプロパティ
	マーク、寸法、アソシエートマーク、テキスト、シンボルの位置プロパティ
	図面のモデル溶接プロパティ
	図面スケッチ オブジェクト プロパティ
	基準線プロパティ

	3.4 レポート設定
	3.5 解析と設計の設定
	荷重グループプロパティ
	荷重のプロパティ
	集中荷重プロパティ
	分布荷重のプロパティ
	面荷重(変分布)プロパティ
	面荷重(等分布)プロパティ
	温度荷重プロパティ
	風荷重プロパティ
	パネル荷重設定

	荷重組み合わせのプロパティ
	荷重計算基準のオプション
	荷重組み合わせ係数
	荷重組み合わせのタイプ

	解析モデルプロパティ
	解析部材のプロパティ
	解析クラスのオプションと色
	解析軸オプション

	解析節点プロパティ
	解析剛結リンクプロパティ
	解析鉄筋配置プロパティ
	解析領域配置プロパティ
	領域エッジ解析のプロパティ


	4 Tekla Structures で提供される事前定義されたパラメトリック プロファイル
	4.1 I プロファイル
	4.2 I 形梁 (鋼材)
	4.3 L プロファイル
	4.4 Z プロファイル
	4.5 U プロファイル
	4.6 C プロファイル
	4.7 T プロファイル
	4.8 溶接ボックス プロファイル
	4.9 溶接梁プロファイル
	4.10 ボックス プロファイル
	4.11 WQ プロファイル
	4.12 角鋼
	4.13 棒鋼
	4.14 角鋼管
	4.15 丸鋼管
	4.16 冷間圧延プロファイル
	4.17 折板
	4.18 帽子プロファイル
	4.19 I 形梁 (コンクリート)
	4.20 根太受け梁 (コンクリート)
	4.21 T プロファイル (コンクリート)
	4.22 不規則梁 (コンクリート)
	4.23 パネル
	4.24 変化断面
	4.25 その他

	5  鉄骨コンポーネント リファレンス
	5.1 ガセットプレートジョイント
	溶接･スチフナー付フィンプレート (43)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[ノッチ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	フィン プレート (103)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面フィンプレート (118)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	シアープレートコネクション 柱 (131)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト] タブ
	[ノッチ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ボルト-モーメント コネクション (134)
	[ピクチャー] タブ
	[せん断プレート] タブ
	[フランジプレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[せん断ボルト] タブ
	[フランジボルト] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	シンプルシアープレート(146)
	ピクチャータブ
	[プレート]タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ]タブ
	[ノッチ]タブ
	[ボルト]タブ
	[梁カット部]タブ
	[アングルボックス]タブ
	[ボックスPボルト]タブ
	[ボックスSボルト]タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	上部フランジへの溶接 (147)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	フィン プレート 3 (149)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	モーメントコネクション (181)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	フルデプス (184)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	[溶接] タブ

	[フル デプス拡張 (185)]
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	JP 小梁ガセット B (185)
	[画像] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	せん断プレートチューブ柱 (189)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[第1副部材ボルト] タブと [第2副部材ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	5.2 クリップアングルジョイント
	クリップアングル (116)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面クリップ アングル (117)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ

	[クリップ アングル (141)]
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[プレート ワッシャー] タブ
	[梁カット部] タブ
	[アングルボックス] タブ
	[ボックス P ボルト] タブ
	[ボックス S ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面クリップ アングル (143)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[ボルト設定] タブ
	[プレート ワッシャー] タブ
	[アングルボックス] タブ
	[ボックス P ボルト] タブ
	[ボックス S ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	5.3 ベントプレートジョイント
	折れ板 (190)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	5.4 エンド プレート ジョイントとディテール
	柱 - 梁 2 (14)
	[ピクチャー] タブ
	[ボルト1-2] タブ
	[ボルト3] タブ/[ボルト4] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面エンド プレート (24)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	エンド プレート (29)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[ノッチ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	クランク梁 (41)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[角] タブ
	[孔] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	柱スプライス (42)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ウェブ ボルト] タブ
	[フランジボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ

	エンド プレート (101)
	[ピクチャー] タブ
	[エンド プレート] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	補正フランジ プレート付きエンド プレート (111)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	補正フランジ プレート付き両面エンド プレート (112)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面エンド プレート (115)
	[ピクチャー] タブ
	[エンド プレート] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スタッブ接続 (119)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	両面エンド プレート (142)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート 1] タブ
	[プレート 2] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[孔] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	エンドプレート (144)
	例: エンド プレート (144) を使用してエンド プレートを追加する
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[孔] タブ
	[アングルボックス] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	エンド プレート ディテール (1002)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	5.5 溶接ジョイント
	オフショア (9)
	[ピクチャー1] タブ
	[ピクチャー2] タブ
	[溶接の詳細] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	フィッティング (13)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	丸チューブ (23)
	[ピクチャー] タブ
	[パラメーター] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	溶接された柱 (31)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	溶接開先 (44)
	[画像] タブ
	[パラメータ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	新ノッチ (49)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	柱-梁 溶接 スチフナー付 (128)
	[画像] タブ
	[スチフナー] タブ
	[梁カット部] タブ
	[ノッチ] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	柱-梁 溶接 (183)
	[画像] タブ
	[ノッチ] タブ
	[梁カット部] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	キャップ プレートの詳細
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[一般] タブ
	溶接

	鋼管ダブラー プレート
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	リング プレート
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[角] タブ
	[一般] タブ
	溶接


	5.6 シートジョイント
	シーティング (39)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[孔] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	アングル プロファイル ボックス (170)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[Pボルト] タブ
	[Sボルト] タブ
	[Sボルト(下)] タブ
	[ノッチ] タブ
	[スチフナー] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	5.7 開口ジョイント
	部材の周囲に孔を作成 (92)
	[画像] タブ
	[パラメータ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ

	鉄筋孔
	[パラメータ] タブ
	[詳細設定] タブ

	US ノッチ (76)
	[ノッチ] タブ
	[パラメータ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ


	5.8 ブレース
	引張ブレース接合 (7)
	[プレート] タブ
	[分岐点] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[テンショナー] タブ
	[追加テンショナー] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	引張ブレース (13)
	[画像] タブ
	[レベル] タブ
	[部材] タブ
	[ジョイント] タブ
	[継手の方向] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	引張ブレースと圧縮鉄筋 (13)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[圧縮鉄筋 (単一)] タブ
	[ジョイント] タブ
	[継手の方向] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	ターンバックル ブレース
	[画像] タブ
	[ターンバックル枠] タブ
	[ジョイント] タブ
	[ボルト] タブ

	ターンバックル枠 (126)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ

	母屋の生成 (50)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[ジョイント] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	ガセット + T
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース ジョイント] タブ
	[ボルト] タブ
	メイン部材溶接/カット T 溶接のタブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ


	5.9 チューブ
	チューブ スプライス (6)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	[エンド プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	[チューブ ガセット (20)]
	[ピクチャー] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ガセット取付け] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
	[十字プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	高圧鋳造管-ボルト (102)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	高圧鋳造管 (103)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	チューブ-コーナー
	[パラメータ] タブ
	[溶接] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	チューブ-クロス サドル
	[パラメータ] タブ
	[溶接] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	チューブ-留めサドル+孔
	[パラメータ] タブ
	[溶接] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	チューブ-サドル+孔
	[パラメータ] タブ
	[溶接] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	チューブ-長孔
	[パラメータ] タブ
	[溶接] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ


	5.10 板・フラットバー
	長方形から円 (17)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	三角材 (19)
	[ピクチャー] タブ
	[パラメータ] タブ
	[プレート] タブ
	[プロファイル] タブ
	[角] タブ

	折梁展開面 (21)
	[プレート] タブ
	[大きいプレート] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ
	[周囲長方形] タブ


	5.11 フレーム
	トラス (S78)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[キャップ プレート] タブ

	開口枠
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ジョイント] タブ
	[溶接] タブ


	5.12 階段
	階段 (S71)
	[ピクチャー] タブ
	[踏み板設定] タブ
	[踏み板] タブ
	[ブラケット] タブ
	溶接

	階段木製板 (S72)
	[ピクチャー] タブ
	[踏み板設定] タブ
	[ボルト] タブ
	[木製ステップ] タブ
	溶接

	折れ梁ステップ (S73)
	[ピクチャー] タブ
	[踏み板設定] タブ
	[ボルト] タブ
	[折れ梁ステップ] タブ
	溶接

	手摺 1 (74)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	階段 Z 板 (S74)
	[ピクチャー] タブ
	[踏み板設定] タブ
	[階段Z板] タブ
	[水平ブラケット] タブ
	[垂直ブラケット] タブ
	[折れ板ブラケット] タブ
	溶接

	支柱 (S76)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ

	手すり (S77)
	[ピクチャー] タブ
	[パラメーター] タブ
	[レール] タブ
	[中段手摺] タブ
	[桟材] タブ
	[パネル] タブ
	[曲げ] タブ
	溶接

	手すり・マルチ梁 (S84)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	溶接

	側桁チャンネル材固定 (127)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	階段ベース (1038)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	階段ベース (1039)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	階段ベース (1043)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[P ボルト] タブ
	[S ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	梯子 (S35)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ

	船梯子
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[プラットフォーム] タブ
	[踏み板] タブ
	[レール] タブ
	[ディテール B] タブ
	[溶接] タブ

	壁レール
	[一般] タブ
	[端部] タブ
	[エルボー] タブ
	[ブラケット] タブ
	[ボルト] タブ
	[部材] タブ
	[溶接] タブ


	5.13  スチフナーとガセット 
	スチフナー コネクション梁 (129)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ハンチ] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ガセットスチフナー (171)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[角処理] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スチフナー コネクション柱 4 (182)
	[画像] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	ハンチ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	補強プレート
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スチフナー付 (186)
	例: スチフナー コネクション柱 (186) ジョイントを使用して、梁・柱ジョイントを追加する
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スチフナー コネクション柱 3 (187)
	[ピクチャー] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スチフナーコネクション 柱 2 (188)
	[画像] タブ
	[プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ハンチ] タブ
	[ノッチ] タブ
	[ボルト] タブ
	[梁カット部] タブ
	[補強プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	スチフナー (1003)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	標準ガセット (1065)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ


	5.14 ベース プレート
	US ベースプレートジョイント (71)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[スチフナー] タブ
	[梁スチフナー] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	パイプ継ぎ手 (124)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ベース プレート (1004)
	例: ベース プレート (1004) を使用してベース プレートとアンカー バーを追加する
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	補剛ベース プレート (1014)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	ボルト
	スチフナー
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	補剛ウェブ ベース プレート (1016)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[スチフナー] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	単純ベース プレート 2 (1031)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[スチフナー] タブ
	[グラウト ホール] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ベースプレート (1042)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	US ベース プレート (1047)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[スチフナー] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	円形ベース プレート (1052)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ベース プレート (1053)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ボックス柱ベース プレート (1066)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[開口部] タブ
	[ボルト] タブ
	[リブ高さ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	[溶接] タブ


	5.15 ビルドアップコンポーネント
	梁
	ビルド ボックス (S13)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	十字プロファイル (S32)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	十字プレート プロファイル (S33)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	テーパー梁 (S98)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	テーパー梁 2 (S45)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	溶接

	PEB テーパー材 (S94)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	溶接


	柱
	テーパー柱 (S99)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	溶接

	テーパー柱 2 (S44)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	溶接


	図面枠
	テーパー フレーム (S53)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[柱] タブ
	[柱 2] タブ
	[柱 3] タブ
	[梁 1] タブ
	[梁 1_2] タブ
	[梁 2] タブ
	[梁 2_2] タブ
	溶接

	PEB ラーメン フレーム (S92)
	[ピクチャー] タブ
	[パラメーター] タブ


	ジョイントとディテール
	テーパー梁･テーパー柱の継手 (197)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	テーパー柱･テーパー梁の継手 (199)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[パラメーター] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	テーパー梁同士の継手 (200)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[角処理] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	テーパー柱ベースプレート (1068)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	[パラメーター] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[追加プレート] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	PEB 角剛接合 (S93)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ボルト] タブ
	溶接


	テーパーコンポーネントのプロパティ
	ピックされた点に対する梁の位置
	ウェブプレートの方向
	梁端部の配置
	デプスの寸法
	柱フィッティングオプション（1068）
	柱フィッティングオプション（197）
	柱フィッティングオプション（199）
	角フィッティングオプション（199）
	柱フィッティングオプション（200）


	5.16  ブレースコンポーネント
	部材用語
	シンプル ガセット プレート ジョイント
	溶接ガセット (10)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[スチフナー] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ボルト ガセット (11)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	ブレース接合
	[スチフナー] タブ
	[ガセット ボルト] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
	[アングル ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ブレーシング交差 (19)
	[画像] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	チューブ クロス (22)
	[画像] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[ブレース ボルト 1] タブ
	[十字プレート] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ブレーシング カット (67)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ブレース ボルト 1] タブ
	[ブレース ボルト 2] タブ
	[ガセット] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	コネクション ラップ付 (61)
	[画像] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[シム プレート] タブ
	[ブレース ボルト] タブ
	[アングル ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ガセット クロス (62)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[シム プレート] タブ
	[ガセット取付け] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ポータル ブレーシング (105)
	[画像] タブ
	[部材] タブ
	[パラメータ] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ボルト ガセット (196)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[ガセット ボルト] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2]/[ボルト 3] タブ
	[アングル ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接


	コーナー ブレース継ぎ手
	コーナー チューブ ガセット (56)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	コーナー ボルト付けガセット (57)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[アングル ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ガセット ラップ付 (58)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	シム プレート
	[ガセット ボルト 1] / [ガセット取付け 2] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[梁カット部] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	チューブ ガセット ラップ付 (59)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[ガセット取付け 1] / [ガセット取付け 2] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	ガセット クロス ラップ付 (60)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[ガセット取付け 1] / [ガセット取付け 2] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[アングル ボルト] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	コーナー ガセット ラップ付 (63)
	[画像] タブ
	[ガセット] タブ
	[ブレース接合] タブ
	[シム プレート] タブ
	[スチフナー] タブ
	[ボルト 1]/[ボルト 2] タブ
	[アングル ボルト 1]/[アングル ボルト 2] タブ
	[一般] タブ
	[設計] タブ
	[解析] タブ
	溶接

	折ガセット（140）
	Hブレース（165）

	ブレーシングジョイント
	ブレーシング（1）
	ボルトガセット拡張（110）

	ブレーシングジョイント要素
	点間エンドクローズパイプ（S46）
	点間ガセットチューブ（S47）
	ボルト間エンドクローズパイプ（S48）
	ボルト間ガセットチューブ（S49）

	ガセットプレートのプロパティを定義する
	ガセットプレートの形状を変更する
	ガセットプレートのタイプを定義する
	ガセットプレートのジョイント材を選択する（11）
	ラップアラウンドガセットプレートを定義する（58、59、60）
	ガセットプレートの位置を定義する（67）
	ブレースとガセットプレート間の位置を定義する
	梁または柱上のガセットプレートの位置を定義する（11）
	斜めジョイントの曲げ線を定義する（140）
	ガセットプレートのジョイント材を指定する（11、20、62）
	ガセットプレートの方向孔を作成する（110）

	ブレースジョイントのプロパティを定義する
	ブレースジョイントを定義する
	割込プレートの作成(20、22、56)
	ブレースフランジをノッチ処理する（11、57）
	ブレースフランジをノッチ処理する（60）
	ブレースをノッチ処理する（22、59）
	ブレースをカットする（60）
	ブレースを二重にボルト留めする（110）
	クリップアングルを使用してブレースを接続する（11、57）
	クリップアングルまたはせん断タブを作成する（58、61、62、63）

	付属プレートのプロパティを定義する
	接合プレートの数を定義する（58、61、62、63）
	コネクションプレートの幅を定義する（59）
	フィラープレートを作成する（58、61、62、63）
	フィラープレートを作成する（165）
	シムプレートの作成(58、61、62、63)。
	marketsizes.datでプレートサイズを定義する（165、日本）
	リブプレートの寸法を定義する（165）
	スチフナープレートを省略する（1065）
	十字プレートの作成(22、日本)

	ボルトおよび孔のプロパティを定義する
	ブレースボルトのプロパティ（11、57）
	部材の厚さの定義(1)
	孔のタイプを定義する（1）
	図面内で孔の寸法を設定する（110、140）
	ガセットボルトの位置（11）

	その他のプロパティを定義する
	作業点の位置を指定する（58、59、60）
	Tを定義する（105）


	5.17  鉄塔コンポーネント
	鉄塔の要素
	鉄塔生成 (S43)
	鉄塔部材（S63）
	送電塔クロスアーム（S65）
	鉄塔斜材（S66）

	鉄塔脚部ジョイントへのブレース
	タワー1斜材（87）
	タワー2斜材（89）
	斜材 - 2 & 3 (177)
	斜材-1（178）

	ブレース間ジョイント
	ボルト付ガセットブレース（167）
	ブレースガセット(169)
	ブレースボルト(181)
	ブレースガセット(182)

	編集ツール
	アングル開き-端部(1050)
	アングル開き-中央（1051）
	自動調整（S67）

	一般プロパティの定義
	鉄塔の位置(S43、S63)
	補助点の作成 (S43、S66)
	脚部を開閉する長さを調整する（1050、1051）

	鉄塔脚部のプロパティを定義する
	鉄塔脚部を定義する（S43）
	傾斜脚部の作成(S43)
	アングルボックスのタイプと数量（S43）

	鉄塔脚部を定義する（S63）
	アングルボックスのタイプと数量（S63）
	傾斜脚部の作成(S63)
	アングルボックスのパターン（S63）
	脚部を接合する（S63）

	プロファイルのレイアウト（S65）

	鉄塔ブレーシングのプロパティを定義する
	ブレーシングパネルを定義する（S43、S66）
	ブレーシングジョイントを定義する（S43、S66）
	ブレースのカット(87、89)。
	ブレースをカットする（177）
	ブレースのカット(181、182)。
	独自のデフォルト値を作成する（177）
	ブレースの移動とカット(S67)

	ボルトプロパティを定義する
	ボルトの標準ラインについて
	ボルトの標準ラインの定義(87)
	ボルトの標準ラインの定義(89)

	デフォルトのゲージ線を編集する
	ボルトを作成する（87）
	ボルトの作成(89)
	ボルトを作成する（178）
	ボルトを作成する（181）
	ボルトを作成する（182）
	ボルト位置(87、89)

	ジョイント材を定義する
	フィラープレートの定義(177)
	フィラープレートの定義(182)


	5.18 ジョイント一覧
	梁と梁のジョイント
	ガセット プレート
	クリップ アングル
	エンド プレート
	折れ板
	ベアリング タイプ

	梁と柱の部材接合
	ガセット プレート
	クリップ アングル
	エンド プレート
	折れ板
	溶接 T
	シート ジョイント
	ベアリング タイプ キャップ プレート
	胴縁を柱に接合

	スプライス ジョイント
	梁と梁の接合
	柱スプライス

	梁のジョイント
	ジョイストを梁に接合
	ジョイストを柱に接合

	垂直部材を梁に接合
	支柱およびドアわき柱を梁上に接合
	梁の下側からのハンガー

	ブレース ジョイント
	シンプル ガセット プレート ジョイント

	溶接接合ジョイント
	梁と梁の接合
	梁柱間

	ディテール
	ベース プレート
	スチフナー
	マンロック孔と吊上用突起
	シートのディテール
	キャップ プレートとベアリング プレート
	その他


	5.19 免責条項

	6  コンクリート コンポーネント リファレンス
	6.1 コンクリートディテール
	シーティングジョイント
	位置決めピン付きシーティング (75)
	[ピクチャー] タブ
	[位置決めピン] タブ
	[部材] タブ
	[ハンチ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	両面位置決めピン付きシーティング (76)
	[ピクチャー] タブ
	[位置決めピン] タブ
	[部材] タブ
	[左梁]/[右梁] タブ
	[左ハンチ]/[右ハンチ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	位置決めピン付きフランジシーティング (77)
	[ピクチャー] タブ
	[位置決めピン] タブ
	[部材] タブ
	[ハンチ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	両面位置決めピン付きフランジ シーティング (78)
	[ピクチャー] タブ
	[位置決めピン] タブ
	[部材] タブ
	[左梁]/[右梁] タブ
	[左ハンチ]/[右ハンチ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ


	梁と柱のジョイント
	シンプルフィッティング (13)
	[ピクチャー] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	ハンチ接合 (14)
	例: ハンチ接合 (14) を使用してハンチ接合を追加します。
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[鉄筋] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	柱-梁 (14)
	[ピクチャー] タブ
	[柱] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	ハンチとリセス(82)
	[部材 1]/[部材 2]/[部材 3]/[部材 4] タブ
	[設定] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	コンクリ－ト柱-梁 (110)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[ジョイント] タブ
	[パラメータ] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[ソケット] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	コンクリート柱-梁 (111)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[アンカー] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[アンカー バー梁 2] タブ
	[ソケット] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	コンクリート梁 - 梁 (112)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[アンカー] タブ
	[アンカー バー] タブ
	[ソケット] タブ
	[主筋] タブ / [副筋] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ


	パネルと壁
	壁ジョイント
	[縁端形状] タブ
	[追加の刃] タブ
	[接続材] タブ
	[厚みを増加] タブ

	壁溝シームの詳細
	[縁端形状] タブ
	[追加の刃] タブ
	[接続材] タブ
	[厚みを増加] タブ

	アンカー (10)
	[ピクチャー] タブ
	[アンカー] タブ
	[プロファイル] タブ
	[ボルト] タブ
	[カット] タブ
	[デフォルト] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	壁-壁接合 (12)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[副部材カット] タブ
	[カット主部材] タブ
	[ソケット] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	壁の電気ボックス (84)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[電気ボックス] タブ
	[上部接続/下部接続] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	サンドイッチ パネルと 2 重壁
	[部材] タブ
	[垂直断面] タブ
	[水平断面] タブ
	[フォイル] タブ
	[断熱] タブ
	[外部シェル] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	サンドイッチ パネルの水平シーム
	[ピクチャー] タブ
	[継ぎ加工] タブ
	[追加フォイル] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	サンドイッチ パネルの垂直シーム
	[ピクチャー] タブ
	[継ぎ加工] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	サンドイッチ パネル ウィンドウ
	[画像] タブ
	[下部詳細] タブ/[左ディテール] タブ/[右ディテール] タブ
	[上部詳細] タブ
	[追加フォイル] タブ
	[追加部材] タブ
	[ジョイント] タブ
	[ドア側部詳細] タブ/[ドア下部詳細] タブ

	[壁レイアウト] ツール
	壁レイアウト
	壁レイアウトの変更
	壁レイアウトの開口
	壁レイアウト シーム
	壁配置接続材
	壁配置 T 形接続材
	壁レイアウト要素
	壁レイアウト レイヤー スワッパー
	壁レイアウトのカスタマイズ

	形状ディテール ストリップ

	型枠配置ツール
	型枠配置ツール - 壁
	[パネル] タブ
	[条件] タブ
	[フィラー] タブ
	[帯筋] タブ
	[クランプ] タブ
	[ホエーラー] タブ
	[ブレース] タブ
	[プラットフォーム] タブ

	型枠配置ツール - 壁: 設定
	パネル配置ツールの設定
	帯筋配置ツールの設定
	帯筋配置ツールのスペーサーを設定する
	クランプ配置ツールの設定
	ブレース配置ツールの設定
	打ち込みプラットフォーム配置ツールの設定
	ホエーラー配置ツールの設定
	条件配置ツールの条件の設定
	フィラー配置ツールのフィラーの設定

	型枠配置ツール - スラブ
	[パネル] タブ
	[横梁] タブと [メイン梁] タブ
	[型枠] タブ
	[終端] タブ
	[手摺] タブ
	型枠スラブ パネルのコンテキスト ツールバー

	型枠配置ツール - スラブ: 設定
	スラブ パネル配置ツールの設定
	梁ライン ツールの設定
	型枠支柱配置ツールの設定
	型枠支柱配置ツールのベース部材の設定
	型枠支柱配置ツールのヘッド部材の設定
	終端配置ツールの終端カスタム パーツの設定
	手摺配置ツールの手摺カスタム パーツの設定


	開口部
	開口部作成 (32)
	[パラメータ] タブ

	ポリゴン開口部作成（33）
	[パラメータ] タブ


	床
	自動シーム認識 (30)
	[パラメータ] タブ

	シームアプリケーター
	[パラメータ] タブ

	スラブ作成-床指定 (66)
	[パラメータ] タブ
	[プロファイル] タブ
	例

	傾斜の付いたスラブ排水路
	[パラメータ] タブ

	中空版開口ツール
	中空版開口ツールのプロパティ
	設定ファイルの例

	中空版吊りループ
	[基本設定] タブ
	[リフターの設定] タブ
	設定ファイルの例

	フロア レイアウト
	[レイヤー] タブ
	[一般] タブ
	[詳細設定] タブ
	許可されるスラブの幅と長さのカスタマイズ
	デフォルトのオフセット
	[ディテール] タブ
	[CIPフィラー部材] タブ
	[ユーザー定義] タブ
	床の変更
	プロパティ ストリップの追加および変更

	床ツール
	[スラブプロパティ] タブ
	[断熱] タブ
	[翼ポリゴン] タブ
	[スラブリスト] タブ


	RC階段
	RC 階段 (65)
	[階段U板] タブ
	[ステップ形状] タブ
	[踊り場] タブ
	[リッジ] タブ
	[桁] タブ
	[滑り止め/キックプレート] タブ
	[属性] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	階段室・エレベータシャフト (90)
	[平面図] タブ
	[開口] タブ
	[階段・踊り場] タブ
	[属性] タブ

	RC 階段 (95)
	[パラメーター] タブ
	[部材] タブ
	[階段・踊り場] タブ
	[リッジ] タブ
	[桁] タブ
	[側桁の鉄筋] タブ
	[滑り止め] タブ
	[バー A] タブ
	[バー B] タブ
	[バー C] タブ
	[バー D] タブ
	[バー E] タブ
	[バー F] タブ
	[バー G] タブ
	[バー H] タブ
	[バー I] タブ
	[バー J] タブ
	[バー K] タブ
	[バー L] タブ
	[金網図] タブ
	[金網属性] タブ
	[溶接金網] タブ
	[下部アンカー バー] タブ
	[上部アンカー バー] タブ
	[Z アンカー バー] タブ
	[踊り場エンド バー] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ
	[設定] タブ


	杭基礎
	プレキャスト ブロック (1028)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[グルーブ] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	コンクリート杭基礎 (1030)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[全体] タブ
	[杭] タブ
	[注入管と鉄筋] タブ
	[柱] タブ
	[あばら筋] タブ
	[一般] タブ
	[解析] タブ



	6.2 鉄筋
	基礎部分の補強
	ストリップ フーチング鉄筋 (75)
	[ピクチャー] タブ
	[主筋] タブ
	[あばら筋] タブ
	[属性] タブ

	パイルキャップ鉄筋 (76)
	[ピクチャー] タブ
	[主/副筋上段] タブと [主/副筋下段] タブ
	[フープ筋] タブ
	[属性] タブ

	パッド フーチング鉄筋 (77)
	[画像] タブ
	[主/副筋] タブ
	[フープ筋] タブ
	[属性] タブ

	柱定着筋 (86)
	[ピクチャー] タブ
	[パラメータ] タブ

	フーチング定着筋 (87)
	[ピクチャー] タブ
	[下部かぶり厚] タブ
	[位置] タブ
	[パラメータ] タブ


	梁、柱、およびスラブの補強
	ディテール マネージャー
	プロパティ (&P)

	溶接金網/溶接金網 (領域別)
	[ピクチャー] タブ
	[ディテール] タブ
	[鉄筋端部条件] タブ
	[スプライス] タブ
	[属性] タブ
	[属性] タブのカスタマイズ

	鉄筋カプラーとアンカー ツール
	鉄筋カプラー
	鉄筋端部アンカー
	鉄筋を分割してカプラーを追加
	鉄筋端部トリム
	鉄筋属性の更新
	属性ファイル、部材マッピング、およびユーザー定義情報 (UDA) のカスタマイズ

	スラブ鉄筋 (18)
	[ピクチャー] タブ
	[下部鉄筋/上部鉄筋] タブ
	[属性] タブ

	スラブ鉄筋ツール
	[パラメータ] タブ
	[詳細設定] タブ

	梁鉄筋 (63)
	[パラメータ] タブ
	[フック] タブ
	[あばら筋間隔] タブ
	[詳細設定] タブ

	あばら筋配置 (67)
	[パラメータ] タブ
	[あばら筋間隔] タブ
	[孔とリセス] タブ

	長手方向鉄筋 (70)
	[パラメータ] タブ
	[フック] タブ

	梁端部補強 (79)
	[ピクチャー] タブ
	[鉄筋] タブ
	[グループ] タブ
	[属性] タブ

	ハンチ鉄筋 (81)
	[主筋] タブ
	[あばら筋/横断方向あばら筋/対角あばら筋] タブ
	[追加鉄筋] タブ

	丸柱の鉄筋 (82)
	[主筋] タブ
	[帯筋]タブ
	[帯筋プロパティ]タブ
	[上部]タブ
	[下部]タブ
	[詳細(主筋)]タブ

	正方形柱の鉄筋 (83)
	[主筋] タブ
	[鉄筋の両端] タブ
	[側面鉄筋] タブ
	[あばら筋] タブ
	[中間リンク] タブ
	[上部]/[下部] タブ

	スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84)
	[ピクチャー] タブ
	[水平と垂直鉄筋] タブ
	[追加鉄筋] タブ
	[端部鉄筋] タブ
	[斜め鉄筋] タブ

	開口と補強作成 (85)
	[ピクチャー] タブ
	[鉄筋] タブ
	[あばら筋] タブ

	トラス梁 (88)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[形状] タブ
	[2 重壁] タブ
	[ユーザー定義情報] タブ

	トラス梁 (89)
	[ピクチャー] タブ
	[部材] タブ
	[形状] タブ
	2重壁
	[ユーザー定義情報] タブ

	範囲指定の溶接金網 (89)/溶接金網の列 (91)
	[ピクチャー] タブ
	[オーバーラップ] タブ
	[属性] タブ

	長方形の鉄筋範囲 (94)
	[ピクチャー] タブ
	[主筋] タブ
	[鉄筋の両端] タブ
	[側面鉄筋] タブ
	[あばら筋] タブ
	[中間リンク] タブ
	[上部]/[下部] タブ

	壁パネル鉄筋/2 重壁エッジと開口部鉄筋
	[ピクチャー] タブ
	[鉄筋] タブ
	[開口] タブ
	[ドア] タブ
	[ノッチ] タブ
	[斜材] タブ
	[柱] タブ
	[梁] タブ
	[追加] タブ
	[属性] タブ

	異径溶接金網
	[溶接金網のパラメーター] タブ
	[縦筋/交差ワイヤー] タブ
	[属性] タブ
	鉄筋パターンの設定ファイル

	埋め込みアンカー (8)
	[入力] タブ
	[配置] タブ
	[上部配置] タブ
	[厚みを増加] タブ
	[ピクチャー] タブ
	[上部材] タブ
	[下部材] タブ
	[部材] タブ
	[鉄筋] タブ
	[吊り下げ鉄筋] タブ
	[水平鉄筋] タブ
	[特殊鉄筋] タブ
	[詳細設定] タブ

	埋込み材 (1008)
	[ピクチャー] タブ
	[上部材] タブ
	[下部材] タブ
	[部材] タブ
	[配置] タブ
	[鉄筋] タブ
	[詳細設定] タブ
	ボルト
	[一般] タブ
	[解析] タブ

	連続梁鉄筋

	吊り
	吊りアンカー (80)
	[ピクチャー] タブ
	ファイルに保存されたアンカー プロパティ



	6.3 Object Missing


