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1 Tekla Structures 2020 リリース ノ
ーツ

Tekla Structures 2020 へようこそ。

このバージョンのさまざまな新機能と改良点については、以下の情報を確認してく
ださい。

• Tekla Structures 2020 以降、[鉄骨詳細設計] の設定により、モデル内で現場打ち
コンクリートが有効になっている場合に現場打ちコンクリートのモデリングが
可能になります。

• 曲線形状の簡単な作成: ロフト プレートとロフト スラブの改良点 (6 ページ)

• ジオメトリの編集とアイテムの機能強化 (13 ページ)

• 数値スナップの変更およびその他のモデリングの機能強化 (14 ページ)

• モデル オブジェクトの外観とモデル オブジェクトの小規模な変更 (17 ペー
ジ)

• 鉄筋レイヤーと鉄筋セットの他の機能強化 (19 ページ)

• 鉄筋カタログの新しいユーザー インターフェイス (24 ページ)

• モデルでの図面ビューの表示および修正 (26 ページ)

• レイアウト エディターの機能強化 - 図面レイアウトを簡単にカスタマイズ
(31 ページ)

• 鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルの機能強化 (39 ページ)

• 鉄筋寸法の改良点 (43 ページ)

• 図面のその他の改良点 (46 ページ)

• テンプレート エディター、テンプレート処理、レポートの更新 (52 ページ)

• 新しい点群設定とその他の機能強化 (54 ページ)

• 相互運用性のその他の改良点 (57 ページ)

• 自動プレキャスト制作用ツールの更新 (61 ページ)

• 壁およびスラブ用の新しい型枠配置ツール (65 ページ)
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• より簡単な Trimble Connect コラボレーション (66 ページ)

• Trimble Connect ソリッドビューアの新しい VR モードとその他の機能強化
(73 ページ)

• Tekla Model Sharing の改良点 (74 ページ)

• コンポーネントの改良点 (79 ページ)

互換性

未完成のモデルは、現在利用しているバージョンの Tekla Structures を使用して完成
させることをお勧めします。

今回のバージョンには下位互換性がありません。Tekla Structures 2020 でモデルを
作成または保存すると、以前のバージョンではデータベースが異なるため開くこと
ができません。

Tekla Structures 2020 は、64 ビット版 Windows オペレーティング システムにしかイ
ンストールできません。

詳細については、「Tekla Structures 2020 ハードウェア推奨仕様 (121 ページ)」を参
照してください。

Tekla Structures 2020 では、Tekla ライセンス サーバー 2017 以降が必要です。Tekla
Structures の現在のバージョンで使用するライセンス サーバー バージョンを確認
するには、「Tekla ライセンス サーバー 2020 のハードウェア推奨事項 (125 ページ)」
を参照してください。

管理者向けリリース ノーツ

上級ユーザーは、「Tekla Structures 管理者向けリリース ノーツ (91 ページ)」を一
読し、今回のリリースで追加されたカスタマイズ設定の適用方法をご確認くださ
い。

ローカライゼーション リリース ノーツ

今回のリリースにおける環境固有の変更点については、「ローカライゼーション リ
リース ノーツ (120 ページ)」で説明しています。

Tekla Open API リリース ノーツ

Tekla Open API リリース ノーツは「Tekla Developer Center」にあります。

1.1 曲線形状の簡単な作成: ロフト プレートとロフト スラブの
改良点
Tekla Structures 2020 では、ロフト プレートとロフト スラブの作成がさらに強化さ
れました。連続曲線作図オブジェクトを使用して、さらに複雑な曲線形状をモデリ
ングできるようになりました。Tekla Structures 2019i では、ロフト パーツを作成す
るために、補助線、円弧、または円のみを使用できました。さらに、単品図内でロ
フト プレートを展開できるようになりました。

Tekla Structures 2020 リリース ノーツ 6 曲線形状の簡単な作成: ロフト プレートとロフト ス
ラブの改良点

https://developer.tekla.com/tekla-structures/documentation#release-notes


連続曲線ロフト パーツの例:
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補助連続曲線を使用したロフト プレートまたはロフト スラブの作
成

1. ピックした点を通る、必要な補助連続曲線を作成します。連続曲線には、直線
セグメントや曲線セグメントを含めることができます。ロフト部材の形状は、
補助連続曲線の形状に基づいています。

接線形状を持つロフト パーツを作成するには、補助連続曲線ツールバーで [接

点を基準に円弧を作成] または [接線を作成] オプション  を
使用します。

直線セグメントのみを含むロフト パーツを作成するには、[ラインを作成する]

オプション  を使用します。

2. 連続曲線の作図オブジェクトを使用して、ロフト プレートまたはロフト スラ
ブの作成を開始します。

• ロフト プレートを作成するには、鋼材 --> プレート --> ロフト プレートの
作成 をクリックします。

• ロフト スラブを作成するには、 コンクリート --> スラブ --> ロフト スラブ
の作成 をクリックします。

3. 表示されたツールバーでボタンをクリックし、2 つの連続曲線の作図オブジェ
クトを使用して部材を作成するか、補助連続曲線と点を使用して作成するかを
指定します。

• 2 つの連続曲線の作図オブジェクト  を使用してロフト パーツを
作成します。

Tekla Structures 2020 リリース ノーツ 8 曲線形状の簡単な作成: ロフト プレートとロフト ス
ラブの改良点



a. 初の連続曲線の作図オブジェクトを選択します。

b. 2 番目の連続曲線の作図オブジェクトを選択します。
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c. Tekla Structures では、選択した連続曲線間にロフト部材が作成されま
す。

両方とも接線である限り、連続曲線のセグメントが同じ数である必要
はありません。

• 1 つの連続曲線の作図オブジェクトと点  を使用して、ロフト部材
を作成します。

a. 連続曲線の作図オブジェクトを選択します。

Tekla Structures に、部材の形状のプレビューが表示されます。ロフト
部材の方向と高さを設定するには、プレビューを使用します。
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b. 点を指定します。

Tekla Structures では、プレビューに基づいてロフト部材が作成されま
す。

4. ロフト部材の形状を変更する場合は、直接変更寸法ハンドルと寸法の値を使用
します。

ロフト プレートの展開

単品図でロフト プレートを展開できるようになりました。

展開は、単一の形状から単一の形状に作成されたロフト プレート、および接線の
連続曲線ロフト プレートで機能します。

単一の形状から単一の形状に作成された展開されたロフト プレートの例:
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接線の展開された連続曲線ロフト プレートの例:
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1.2 ジオメトリの編集とアイテムの機能強化

Tekla Structures 2020 では、ジオメトリの編集を開始する、アイテムの頂点を追加お
よび表示する、およびモデル内の既存の部材を使用してアイテムと形状を作成する
新しい方法が導入されました。

[直接変更] がアクティブな場合、ソリッド形状を持つアイテムを選択します。リボ
ンの右端に [ジオメトリの編集] タブが表示されます。以前は、[クイック起動] を使
用する必要がありました。

[ジオメトリの編集] タブには、2 つの新しいボタンがあります。

•  [ハンドル] ボタンをクリックすると、選択したアイテムのハンドルが表示
されます。次に、面、縁端、頂点を移動することで、アイテム形状の変更を開
始できます。

•  [点] ボタンをクリックし、選択したアイテムに新しい頂点を追加します。

頂点を選択した場合、[単位と小数点] 設定を使用して、モデル ビューの頂点の絶
対作業平面座標が Tekla Structures に表示されるようになりました。例:

以前に [ジオメトリの編集] タブで使用できていた [キャンセル] ボタンは削除され
ました。[ジオメトリの編集モードに入る] コマンドは [クイック起動] からも削除
されました。
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部材をアイテムに変換
モデル内の既存の部材をアイテムに変更できるようになりました。この操作を行
うと、Tekla Structures により各アイテムの新しい形状も自動的に作成され、形状が
形状カタログに追加されます。

部材をアイテムに変更すると、Tekla Structures により元の部材が削除され、モデル
内に新しく作成されたアイテムに置き換えられます。元の部材の名前、材質、仕上
げ、クラス、現場打ちコンクリート フェーズ、およびナンバリング プロパティは、
対応するアイテム プロパティとして保存されます。その他の部材タイプ固有のプ
ロパティおよびユーザー定義情報は保存されません。鉄筋や仕上げ材など、元の部
材に関連付けられているオブジェクトが削除されます。

梁 (曲)、螺旋梁、折れ板、ロフト プレート、ロフト スラブはアイテムに変更でき
ません。

部材をアイテムに変換するには:

1. アイテムに変更する部材を作成します。

2. アイテムに複数の部材を含める場合、部材を相互に合成します。

3. 部材を選択します。

4. 右クリックして [部材をアイテムに変換] を選択します。 

または、[クイック起動] に移動し、[部材をアイテムに変換] コマンドを検索し
て選択してから、部材を選択できます。

Tekla Structures が部材をアイテムに変更し、新しい形状を形状カタログに追加しま
す。部材名は、部材名と部材の場所を使用して、<グリッドの位置>_<エレベーシ
ョン>_<部材名> の形式で生成されます。例:

• 1/D_+0_FOOTING

• 3/C_+0-+3600_COLUMN

• 1-2/A-B_+3600_SLAB

形状カタログに同じ名前の形状が既に存在する場合は、Tekla Structures は新しい形
状名の末尾に 2 つのアンダースコア文字と番号を追加します。たとえば、1/D_
+0_FOOTING__1 です。

1.3 数値スナップの変更およびその他のモデリングの機能強化
Tekla Structures 2020 には、直接変更による数値スナップや、ソリッド エラー レポ
ートの作成など、多くのモデリング機能が強化されました。ユーザー フィードバ
ック プログラムにも変更があります。

数値スナップの改良点

Tekla Structures 2020 では、直接変更を使用してオブジェクトを配置または変更する
ときに、[数値位置の入力] ダイアログ ボックスに座標軸の接頭辞 x、y、z を入力
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できます。数値スナップと軸の接頭辞は、たとえばアイテムの形状を変更する場合
に非常に便利です。

軸の接頭辞を使用して、スナップに使用できる方向を指定できます。軸の接頭辞
は、相対座標と絶対座標 (作業平面) で使用できますが、全体座標では使用できま
せん。例:

• @z500 では、Z 方向および現在の位置からの相対位置でのみスナップできま

す。x 座標と y 座標は同じままです。

• $y6000,z-500 では、作業平面の原点から始まる、作業平面の y 方向と z 方向

でのみスナップできます。x 座標は同じままです。

• Z500,X100 では、デフォルトのスナップ モードで x 方向と z 方向にのみスナ

ップできます。y 座標は同じままです。

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

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

ソリッド エラーの診断とリスト

現在開いているモデルで見つかったソリッド エラーが、[ファイル] メニューの エ
ラー チェックと修復 --> モデルのエラー チェック コマンドを使用すると開くレポ
ートに表示されるようになりました。

このレポートを使用すると、現在開いているモデルのソリッド エラーのみに焦点
を当て、エラーが修正されたことを確認しやすくなります。レポートは、[モデル
のエラー チェック] コマンドを再実行するたびに更新されるため、修正されたエラ
ーは表示されなくなります。また、どのモデル ビューにも表示されないソリッド
エラーもレポートに一覧表示されます。

以前と同様に、ソリッド エラーはセッション履歴ログ
(TeklaStructures_<user>.log) にも表示されますが、セッション履歴ログに

は、Tekla Structures を再起動するまで開いたすべてのモデルのソリッド エラーが表
示されます。

図面で発生したソリッド エラーは、セッション履歴ログにのみ一覧表示されます。

補助円の変更

2 つの点をピックして、ビュー平面に補助円をもう一度作成できるようになりまし
た (中心点と、円の半径を定義する点)。これは、編集 --> 作図オブジェクト --> 円
コマンドを起動したときに表示されるコンテキスト ツールバーのデフォルトのオ
プションです。
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タスク管理の日付と時刻のその他のオプション

[タスク管理] では、タスクに日付と時刻を表示する方法を、13 の定義済みオプシ
ョンから選択できるようになりました。

日付と時刻の形式を設定するには、  > [日付と時刻のフォーマット] をクリッ
クし、使用する形式を選択します。

ツールバーのサイズとツールバー アイコンのサイズの調整

ファイル メニュー --> 設定 --> ツールバー のオプション ボタンを使用して、ツー
ル バーのサイズとアイコンのサイズを同時に調整できるようになりました。

以前は、ツールバーのサイズはスライダーを使用して調整していました。

コンテキスト ツールバーの新しいハンドル ドラッグ オプション

参照線に沿って、梁と折れ梁の終点ハンドルをドラッグできるようになりました。

以前は、3D、XY 平面、Z 方向でのみ移動が可能でした。

サイド パネル ウィンドウのドッキングにおける小規模な機能強化

Tekla Structures を再起動しても、サイド パネル ウィンドウがドッキングまたはフ
ロート状態のままになりました。

さらに、サイド パネル ウィンドウのヘッダー領域をクリックしても、ウィンドウ
がすぐにフロート状態になることはありません。サイド パネル ウィンドウを切り
離すには、ウィンドウを少しドラッグする必要があります。

コンテキスト ツールバーのカスタマイズにおける小規模な機能強
化

• [ツールバーをカスタマイズ] ダイアログ ボックスの幅が広がり、ツールバーの
[プレビュー] ビューがより正確になりました。
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• [ツールバーをカスタマイズ] ダイアログ ボックスで、カスタマイズ可能なコン
テキスト ツールバーのリストに、現在のモード (つまり、モデリング モードま
たは図面モード) で使用可能なツールバーのみが表示されるようになりました。

• コンテキスト ツールバーで、  のツールヒントとして [ 小化または 大化]
と表示されるようになりました。

ユーザー フィードバック プログラムの変更

[ユーザー フィードバック プログラム] は、 ファイル --> 設定 で [使用状況統計] と
呼ばれるようになりました。

使用状況データの収集は、デフォルトでオンになります。以前は、データ収集はデ
フォルトではオンになっていなかったため、データの収集を個別に受け入れる必要
がありました。収集されたデータは、Tekla Structures の使用方法に関する匿名情報
であり、ソフトウェアの改善に使用されます。

1.4 モデル オブジェクトの外観とモデル オブジェクトの小規模
な変更
Tekla Structures 2020 では、DirectX レンダリング モデル ビューが強化されました。

透明なモデル ビューに部材の縁端線が破線として表示される

DirectX レンダリング モデル ビューで、別の部材の背後に隠れている部材の縁端線
は、レンダリング オプションが次のいずれかであるすべての透明なビューで破線
として表示されるようになりました。

• 部材ワイヤフレーム/コンポーネント ワイヤフレーム (Ctrl/Shift+1)

• 部材半透明ワイヤフレーム/コンポーネント半透明ワイヤフレーム (Ctrl/Shift
+2)

• 部材グレースケール/コンポーネント グレースケール (Ctrl/Shift+3)

• 選択部材のみ表示/選択コンポーネント部材のみ表示 (Ctrl/Shift+5)
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破線の縁端陰線を使用すると、たとえば、部材フランジがウェブに向かっているか
離れていくかや、より複雑な 3D ビューではどの部材が上にあるのかを明確に確認
できます。

破線を使用すると、Tekla Structures の透明ビューのパフォーマンスも向上します。

DirectX レンダリング ビューで部材の陰線を表示しない場合、詳細設定
XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES を FALSE に設定します。Tekla Structures を再
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起動して新しい値をアクティブにします。Tekla Structures により透明なビューで
前のデプス剥離方法が使用されます。

この詳細設定を FALSE に設定すると、パフォーマンス上のメリットはなくなりま

す。

モデル オブジェクトの外形線の太さ

DirectX レンダリング モデル ビューでは、鉄筋以外のすべてのモデル オブジェク
トで、外形線が以前よりも太くなっています。鉄筋の外形線は、以前と同じままで
す。

この変更により、以前発生していた外形線のぼやけが改善されます。

XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX のデフォルト値を変更

DirectX レンダリング ビューでは、アンチエイリアシングがデフォルトでオンにな
っています。詳細設定 XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX が、デフォルトで TRUE
に設定されています。以前は、デフォルト値は FALSE でした。

スナップ シンボルの外観の小規模な変更

スナップ シンボルが以前より少し厚くなりました。この変更により、モデリング
中にスナップ シンボルが見やすくなります。

1.5 鉄筋レイヤーと鉄筋セットの他の機能強化
Tekla Structures 2020 には、鉄筋セットに関連する多くの新機能と機能強化が加えら
れています。たとえば、鉄筋セットの作成コマンドと鉄筋レイヤーが強化されまし
た。

鉄筋セットを作成するコマンドの変更

• Tekla Structures 2020 には、鉄筋セットを作成する新しいコマンド [ガイドライン
を使用した鉄筋の作成] が導入されています。このコマンドは、コンクリート部
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材または現場打ちコンクリートの複数の面に鉄筋セットを作成し、同時に複数
のガイドラインを追加する場合に便利です。まず、1 つまたは複数の面を選択
し、点をピックして 1 つまたは複数のガイドラインの位置を定義します。

• [コンクリート] タブの 鉄筋セット --> 平面鉄筋を作成 コマンドは [部材面を使
用した鉄筋の作成] になりました。

このコマンドと  オプションを使用してオブジェクト面全体を補強する場合、
鉄筋の方向がマウス ポインターに も近いオブジェクト面の縁端によって決

定されるようになりました。  オプションでは、縁端に対して平行に鉄筋が作

成され、  では縁端に対して垂直に作成されます。

鉄筋レイヤーの定義と調整の機能強化

モデル ビューで、脚の面を表示に設定し、鉄筋セットを選択すると、各脚面に鉄
筋セットレイヤー番号が表示されるようになりました。

次の新しいオプションを使用して、鉄筋セット レイヤーの順序を調整できます。
これらのオプションは、選択した鉄筋セットまたは脚の面のコンテキスト ツール
バーで使用できます。

•  をクリックすると、鉄筋が も外側のレイヤーに移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー外側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が 1 レイヤー内側に移動します。

•  をクリックすると、鉄筋が も内側のレイヤーに移動します。
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[鉄筋セット] プロパティと [鉄筋セットの脚の面] プロパティでは、[レイヤー順番
番号] が [レイヤー番号] に変更され、矢印ボタンが削除されました。

鉄筋セットを作成すると、その [レイヤー番号] が [自動] に設定されます。新しい
レイヤー番号を入力して鉄筋セットを変更すると、[レイヤー番号] も [自動] に戻り
ます。

鉄筋レイヤー情報の報告

[オプション] ダイアログ ボックスとユーザー定義情報で、鉄筋セットに新しい鉄
筋レイヤー設定が追加されました。

• コンクリート部材のさまざまな面に鉄筋レイヤーのデフォルトの頭マークを定
義するには、 ファイル --> 設定 --> オプション --> 鉄筋セット の [かぶり厚と位
置] タブにある [レイヤー頭マーク] ボックスを使用します。たとえば、上部鉄
筋には頭マーク T、下側鉄筋には B を使用できます。

面の頭マークは、全体座標系または各部材のローカル座標系を使用して定義で
きます。
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4 本以上の脚がある鉄筋 (閉じたあばら筋など) に対して異なるレイヤー頭マー
クを定義する場合は、[リンク] ボックスを使用します。

• [オプション] ダイアログ ボックスで定義された上記の頭マーク設定、または特
定の鉄筋セット、脚の面、鉄筋のレイヤー番号を上書きする必要がある場合は、
鉄筋セットおよびプロパティ モディファイヤーのユーザー定義情報で [レイヤ
ー頭マーク] と [レイヤー番号] を使用します。

次の新しいテンプレート属性が、鉄筋セットレイヤーのレポートに使用できます。

• LAYER

• LAYER_PREFIX

• LAYER_NUMBER
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これらのテンプレート属性と詳細設定
XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING を使用して、レポートおよび
図面での鉄筋セットレイヤー情報の表示方法を定義します。

図面で、鉄筋セットや鉄筋グループの鉄筋マークに新しいマーク要素 [レイヤー]
を追加して、鉄筋レイヤー情報を表示します。

また、レイヤー情報に基づいて、鉄筋セットをフィルター処理することもできま
す。[レイヤー] プロパティは、[鉄筋] カテゴリーのフィルター ルールで使用できる
ようになりました。

コンクリートかぶり厚を定義するための新しい設定

全体座標系または各部材のローカル座標系を使用して、コンクリート部材で鉄筋セ
ットのコンクリートかぶり厚を定義できるようになりました。

• モデル内の鉄筋セットのデフォルト コンクリートかぶり厚を変更するには、[オ
プション] ダイアログ ボックスの [鉄筋セット] 設定に移動し、新しい [かぶり厚
と位置] タブを使用して、異なる座標系および異なる部材の面でコンクリートか
ぶり厚の値を定義します。

• 選択したコンクリート部材の鉄筋セットのコンクリートかぶり厚を変更するに
は、次のいずれかの操作を行います。

• 部材のプロパティ パネルで、[鉄筋セットのコンクリートかぶり厚] セクシ
ョンに移動します。

• 部材のユーザー定義情報で、[鉄筋セット] タブに移動します。

次に、座標系を選択します ([グローバル] または [ローカル])。[オプション] ダ
イアログ ボックスの対応する (グローバルまたはローカルの) デフォルト コン
クリートかぶり厚の値が部材に使用されます。空のオプションを選択すると、
グローバルな値が使用されます。

任意の部材面でデフォルト値を置き換える場合は、[座標系] の下にあるボック
スに新しい値を入力します。

脚の面の作成と修正の変更

• 角の点に基づいて、新しい鉄筋セットの脚の面を作成できるようになりました。

1. 鉄筋セットを選択します。

2. [ピッキング モード] を  に切り替えます。

3. リボンのコンテキスト タブで、  [脚の面の追加] をクリックします。

4. 脚の面の角を示す点をピックしてください。

5. マウスの中ボタンをクリックして点のピックを終了し、脚の面を作成しま
す。
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• 鉄筋セットの脚の面をコピーまたは移動すると、鉄筋がコンクリートのある脚
の面の側面に自動的に反転されるようになりました。

• この [脚の面の追加] コマンドでは、より複雑な表面で一度に 1 つの脚の面だけ
が作成されます。たとえば、曲線になっている三角形の表面では、複数の脚の
面が同時に作成されなくなりました。

• オプション  [[脚の面を回転]を有効化] が、脚の面のコンテキスト ツールバー
から削除されました。

副部材のガイドラインの機能強化

副部材のガイドラインで、[メイン部材から継承] が [はい] に設定されているとき、
[開始オフセット] と [終了オフセット] の値を変更できるようになりました。間隔
値とゾーンの長さは、第 2 のガイドラインの長さと第 1 のガイドラインの長さの比
率によって自動的に拡大/縮小されます。

1.6 鉄筋カタログの新しいユーザー インターフェイス
Tekla Structures 2020 には、鉄筋カタログの新しいユーザー インターフェイスが導
入されています。鉄筋カタログには、鉄筋と緊張材の定義が含まれています。
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以前は、鉄筋定義を管理する唯一の方法は、テキスト エディターを使用して
rebar_database.inp ファイルを編集する方法だけでした。

Tekla Structures 2020 で鉄筋カタログにアクセスして変更するには:

1. [ファイル] メニューで カタログ --> 鉄筋カタログ をクリックして、[鉄筋カタ
ログ] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 必要に応じて、鉄筋カタログをカスタマイズします。

たとえば、鉄筋定義をインポートしたり、新規定義を 初から作成したり、定
義に注記を追加したりできます。重要な定義を星でマークしたり、鉄筋カタロ
グ ビューを整理したりすることもできます。

3.  [上書き保存] をクリックして変更内容を鉄筋カタログに保存します。

4. モデルに新しく追加または変更された鉄筋定義を使用するには、モデルを再度
開きます。

Tekla Structures 2020 には、[鉄筋の選択] ダイアログ ボックスも更新されました。
鉄筋オブジェクトのプロパティの [サイズ] ボックスの横にある [...] をクリックす
るか、コンポーネント ダイアログ ボックスで鉄筋定義を選択すると、新しいダイ
アログ ボックスが開きます。
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鉄筋カタログには、溶接金網は含まれません。これらは、独自のカタログ ファイ
ル mesh_database.inp で定義されます。

1.7 モデルでの図面ビューの表示および修正
選択した図面の図面ビューを、開いている任意のモデル ビューで表示し、3D モデ
ルにおける図面ビューの正確な位置、ビューの方向、およびビューの 3D 範囲を正
確に把握することができます。

モデルに図面ビューを表示する方法

• モデリング モードで、[図面とレポート] タブに移動し、[ドキュメント管理] を
開いて、ドキュメント リストで 1 つまたは複数の図面を選択します。次に、[ド
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キュメント管理] ウィンドウの右上隅にある [モデルに図面ビューを表示] ボタ
ンをクリックします。このボタンがアクティブになると、色が変わります。

• 選択した図面のビューがモデルに表示されます。その後、直接修正を使用して、
現在開いているモデル ビューで選択した各図面内に含まれるすべてのビュー
のビュー範囲とビュー平面を操作できます。

• [モデルに図面ビューを表示] がアクティブな場合、図面の選択を変更すると、
[モデルに図面ビューを表示] コマンドが自動的に再実行されます。この方法で
は、図面のリストを簡単に調べ、一度に 1 つの図面を選択して、モデル内のそ
の図面のビューを表示できます。
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• ラベルは、選択されていないビューの縁端の上にマウス ポインターを移動した
とき、またはビューが選択されている場合に、モデル内の各図面ビューの名前
を示します。

モデル内の図面ビューを操作する方法

• モデル ビューまたはコンテキスト ツールバー リストで目的のビューを選択
し、そのビューを操作できます。

• 1 つの図面ビューを選択すると、他のすべてのビューが非表示になります。図
面ビューの選択を解除するには、Ctrl キーを押しながら選択したビューの縁端
をクリックします。関連付けられた図面に変更を保存する場合は、マウスの中
央ボタンをクリックします。

• 直接修正寸法は、ビュー平面の上下の幅、高さ、デプスを示します。

寸法を変更して図面ビューを変更することができます。
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• これで、ズーム アウトした距離に関係なく、マウス ポインターの下の直接変更
ハンドルが選択されます。以前は、ズーム アウトしたときにハンドルがアクテ
ィブになりませんでした。

• 図面ビューの縁端、角、面、およびビュー平面の縁端をドラッグして、ビュー
の範囲を拡大縮小できます。

Shift キーを押しながらドラッグすると、現在のスナップ スイッチを上書きでき
ます。

• コンテキスト ツールバーを使用して、選択したビューを変更します。

•  選択されたビュー境界ボックス周りのクリッピングのオン/オフ: 図面
ビューの範囲に位置合わせされた 6 つのクリップ平面が作成されます。

図面ビューを変更すると、クリップ平面が自動的に調整され、ビューの範囲
に合わせられます。

また、[モデルに図面ビューを表示する] コマンドおよびクリップ平面モード
で図面スナップショットのオーバーレイを使用して、ビューを分離すること
もできます。
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•  ビュー境界ボックスと交差するオブジェクトの強調のオン/オフ: 図面
ビューと交差するすべてのオブジェクトは赤で表示され、交差しないすべて
のオブジェクトは半透明になります。

•  選択されたビューを新しいモデルビューとして表示: 現在のモデル ビ
ューのプロパティに基づいて新しい一時モデル ビューが作成され、選択し
た図面ビューのカメラ方向に合わせて新しいモデル ビューのカメラ方向が
設定されます。

•  現在のモデルビューに一致するように選択ビューのビュー角度を変更:
選択した図面ビューのカメラ方向を現在のモデル ビューのカメラ方向と一
致するように設定します。

•  ビュー方向を反転: 図面ビューのカメラ方向が反転します。

選択した図面ビューの方向は、ビュー平面の 4 つのエッジに開いた矢印で表
示されます。

•  回転ハンドルを非表示にする: 図面ビューの直接変更回転ハンドルの表
示を制御します。

直接変更軸と回転ハンドルを使用すると、図面ビューを移動または回転でき
ます。

回転ハンドルはデフォルトでは非表示になっています。
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•  図面の更新: 図面への図面ビューの変更が保存されます。

図面ビューの変更は、[図面の更新] ボタンまたはマウスの中央ボタンをクリ
ックした場合にのみ保存されます。図面ビューを編集してから、モデル ビ
ュー内の別の図面ビューを選択して編集し、続行して [図面の更新] をクリ
ックします。

•  変更の破棄:  [図面の更新] ボタンをクリックし、保存されていない
図面ビューの変更を破棄します。

• コマンドを終了するには、[中断] または Esc キーを使用します。変更を行って
も保存していない場合は、変更を保存するか破棄するか尋ねられます。

1.8 レイアウト エディターの機能強化 - 図面レイアウトを簡単
にカスタマイズ
Tekla Structures 2020 年 には、[図面レイアウトエディター] に新機能と機能強化が
導入されています。リアルタイムで行ったすべての変更を表示する別のレイアウ
ト編集モードで、図面レイアウトを簡単にカスタマイズできるようになりました。

次の点に注意してください。

• 図面レイアウト ツールは使用できなくなりました。

• 新しい図面レイアウトは .lay ファイルとして保存されます。このファイル

は、以前のバージョンの Tekla Structures で使用できた [図面レイアウト] ツール
または [図面レイアウトエディター] と互換性がありません。つまり、新しいレ
イアウトを古いバージョンの Tekla Structures で使用することはできません。
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• テーブル セットは、図面プロパティで個別に定義されなくなりました。代わり
に、[図面レイアウトエディター] で作成されます。

通常、以前のバージョンの Tekla Structures では、[固定サイズ] または [計算サイ
ズ] オプションを使用した場合はテーブル セットが図面サイズに関連付けられ
ていました。ただし、[指定サイズ] オプションを使用した場合、テーブル セッ
トはどの図面サイズにも関連付けられませんでした。

以前のバージョンの Tekla Structures で作成された関連付けられていないテーブ
ル セットを持つレイアウト ファイル (.lay) を開くと、Tekla Structures により、

すべてのテーブル セットに対して図面サイズが自動的に生成され、次のように
サイズが指定されます。

###_[TABLE LAYOUT NAME]
• [計算サイズ] オプションは、Tekla Structures から削除されました。図面サイズ

の残りのオプションは [自動サイズ] と [指定サイズ] です。この [自動サイズ]
オプションは、前の [固定サイズ] オプションと同じです。

• フレーム設定は、[図面の印刷] ダイアログ ボックスから [図面レイアウトエデ
ィター] に移動されました。

レイアウト エディターを開く
モデリング モードまたは図面モードで作業しているとき、[図面レイアウトエディ
ター] を開きます。

[図面レイアウトエディター] にアクセスするには、次のいずれかの操作を行いま
す。
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• [ファイル] メニューで、エディタ --> 図面レイアウトエディター を選択します。

• 図面プロパティ ダイアログ ボックス (たとえば、[製品図プロパティ] ダイアロ
グ ボックス) で、[レイアウト] に移動し、[レイアウト] リストの右側で [編集]
をクリックします。
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• [図面とレポート] リボン タブで、 図面のプロパティ --> 図面レイアウトエディ
ター をクリックします。

• 開いている図面で、テーブル セットを右クリックし、[レイアウト エディター
を開く] を選択します。

• 開いている図面で、テーブル セットをダブルクリックし、[図面レイアウトエデ
ィター] を選択します。
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• [クイック起動] ボックスに「図面レイアウト」と入力し、リストで [図面レイア

ウトエディター] を選択します。

図面レイアウトを作成および編集する

レイアウト編集モードでは、以下の操作を実行できます。

•  [レイアウトの作成] をクリックして、図面レイアウトを 初から作成しま
す。

• 図面レイアウトを適用する図面タイプを選択します。

• 現在の図面で使用する図面レイアウトを選択します。
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• テーブル セットを変更する図面サイズを選択します。

• 図面レイアウトの新しいテーブルを追加するには、  [テーブルの追加] をク
リックします。

また、異なる図面サイズに対して異なるテーブル セットを設定し、必要なもの
がすべて図面に適合するようにすることもできます。

• テーブルをドラッグ アンド ドロップして新しい位置に移動します。

表は、メートル法環境では 1 ミリメートル、米国フィート・インチ環境では 1/16
インチのオフセットにスナップします。

• テーブルの縮尺と回転を変更します。
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• 図面ビュー間の間隔、およびフレームと図面の縁端の間の余白を調整します。

図面レイアウトを保存すると、レイアウトはモデル フォルダーの下の
\attributes フォルダーに .lay ファイルとして保存されます。

図面サイズの調整

新しい図面サイズを追加したり、[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスで設定し
た各テーブル セットのフレームと余白を調整したりできます。

[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスにアクセスするには:

• [レイアウト エディター] サイド パネルで、[図面サイズ] リストの右側にある

 [編集] をクリックします。
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ここでは以下の操作を実行できます。

• [+] をクリックして、新しい図面サイズを追加します。

定義済みの図面サイズのいずれかを選択するか、カスタム図面サイズを作成で
きます。

• 図面サイズの幅または高さを右クリックして、図面サイズの向きを変更します。
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• [自動サイズ] チェック ボックスをオンにすることで図面に適した図面サイズ
を自動的に選択するときに、Tekla Structures が図面サイズを使用できるように
します。

• 不要な図面サイズを削除するには、[-] をクリックします。

• 図面で 1 フレームを使用するか 2 フレームを使用するかを選択し、フレームの
余白と色を定義します。

• 折り目マークを使用するかどうかを選択し、色とその間隔を定義します。

折り目マークを使用するには、[メイン部材] フレームと [副部材] フレームの両
方を選択する必要があります。

1.9 鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルの機能強化
図面テンプレートや鉄筋マークの解説図で鉄筋の形状を表示する機能が強化され、
鉄筋スケジュール ワークフローがより簡単で直感的になりました。

解説図グラフィック属性を使用して、鉄筋加工図および鉄筋マーク解説図で鉄筋カ
プラーと端部アンカーを表すグラフィック シンボルを表示できるようになりまし
た。

会社や国の標準に従って、テンプレート エディターの解説図グラフィック属性に
対して、フォント名、フォント サイズ、フォント色、端部マーク、曲げ半径表示
設定、他の多数の鉄筋加工図属性を個別に調整することもできます。

以前は、鉄筋カプラー シンプルを鉄筋加工図に表示するには 
CUSTOM.REBAR.SHAPE.COUPLERS 属性を使用する必要があり、カスタマイズの

柔軟性の点で機能が制限されていました。

以下の点に注意してください。

• シンボルは、RebarCoupler.Symbols.dat で定義されたファイル (デフォル

トでは ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols にある CouplerSymbols.sym) から読

み取られます。
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• 生成された RC 詳細設計図面 (GA またはキャスト ユニット図) を含むプレキャ
スト コンクリートまたは現場打ちコンクリート構造モデルが必要であり、鉄筋
の詳細は [アプリケーションとコンポーネント] カタログで使用できる鉄筋カ
プラーまたは鉄筋端部アンカー ツールのいずれかを使用してモデル化する必
要があります。鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルは鉄筋 UDA に基づいて
機能し、これらの UDA は鉄筋カプラーと鉄筋端部アンカー ツールによって制
御されます。

鉄筋加工図に鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルを表示する

• 鉄筋加工図に表示される鉄筋カプラーまたは端部アンカーを含む図面で、鉄筋
加工図で鉄筋の形状をダブルクリックすることで鉄筋加工図テンプレートをテ
ンプレート エディターに開きます。曲げ形状を含むグラフィック フィールド
をダブルクリックします。[グラフィック フィールド プロパティ] ダイアログ
ボックスの [属性] フィールドに PULLOUT 属性が表示されていることを確認
し、[自由属性] ダイアログ ボックスを開きます。

• CouplerSymbols 属性を選択し、[値] フィールドに「1」と入力します。その他の
プロパティを必要に応じて調整します。

CouplerSymbols プロパティ値が 1 に設定されると鉄筋カプラー シンボルが表
示され、0 が入力されると無効になります。デフォルト値は 1 です。
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• 変更を保存してテンプレート エディターを閉じた後、テンプレートを右クリッ
クして右クリック メニューから [テンプレートを更新] を選択することにより、
図面テンプレートを更新します。
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• RebarCoupler.Symbols.dat ファイルで定義されている *.sym ファイル

を変更することで、シンボル エディターで鉄筋カプラー シンボルをカスタマイ
ズできます。デフォルトでは、CouplerSymbols.sym が使用されます。

Tekla Structures 2020 リリース ノーツ 42 鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルの機能強化



鉄筋マークの解説図に鉄筋カプラーと端部アンカー シンボルを表示する

• カプラーまたは端部アンカーを含む開いた図面で、解説図を有効にする鉄筋マ
ークをダブルクリックし、[解説図] 要素をダブルクリックします。[解説図] ダ
イアログ ボックスが表示されます。

• [カプラー/端部アンカー シンボル] チェック ボックスをオンにし、目的の縮尺
を設定して [OK] をクリックします。

1.10 鉄筋寸法の改良点
寸法マークの作成が簡単になりました。[鉄筋寸法プロパティ] ダイアログ ボック
ス、統合キャスト ユニット鉄筋寸法、および [鉄筋グループ寸法] も変更されてい
ます。
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さまざまなタイプの鉄筋寸法マークを作成するための単一のコマ
ンド

鉄筋寸法マークを作成するワークフローが簡略化されました。Tekla Structures
2020 には、注記、注記付き寸法マーク、分布寸法線、またはこれらのスタイルの
異形のない寸法マークを作成するために現在適用されている寸法プロパティを使
用する鉄筋寸法マーク コマンドが 1 つだけあります。また、定義済みの設定ファ
イルを使用して、さまざまなタイプの鉄筋寸法マークを作成することもできます。

新しいコマンド マークの作成 --> 寸法マーク は、[寸法] リボンの鉄筋オブジェクト
のコンテキスト メニュー、および [クイック起動] で使用できます。また、そのキ
ーボード ショートカットを作成することもできます。

以前は、鉄筋寸法マークを作成するための 3 つの別々のコマンドがありました。

• [マークの作成] とオプション [寸法マーク] および [注記付き寸法マーク]

• 鉄筋グループに鉄筋の配置を示すための [寸法線の作成]

鉄筋寸法プロパティ

鉄筋寸法マークのスタイルは、[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの新しい [鉄
筋] タブのプロパティによって制御されます。

• 寸法 は、寸法が [すべての鉄筋] 間に作成されるか、[始点/終点鉄筋] 間のみに作
成されるかを指定します。

• 部材の縁端 は、鉄筋グループの寸法で、閉じ寸法を部材の縁端に追加します。
この設定は、[寸法] が [すべての鉄筋] に設定されている場合にのみ使用できま
す。

この新しい設定のため、詳細設定 
XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY が削除されま

した。
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• サブグループ化 は、寸法マークにサブグループ プロパティを表示するために、
鉄筋オブジェクト内のさまざまな鉄筋間隔のサブグループを作成するかどうか
を指定します。[サブグループ化] は、[寸法] が [すべての鉄筋] に設定され、[始
点/終点鉄筋] が無効になっている場合にのみ使用できます。

• 引出し線から表示領域まで は表示されている鉄筋に対する引き出し線の表示
を制御します。

• テーパー寸法タイプ は、斜め寸法を斜めまたは水平に表示するかを選択しま
す。この設定は、[オプション] ダイアログ ボックスから移動されました。

• [曲線寸法タイプ] は、円弧寸法を円弧または水平に表示するかを選択します。
この設定は、[オプション] ダイアログ ボックスから移動されました。

• 図面を開いていて、鉄筋寸法マークを編集している場合は、次のプロパティを
変更できません。

寸法

部材の縁端

テーパー寸法タイプ

曲線寸法タイプ

事前定義された寸法設定ファイル

定義済みの寸法設定ファイルにより、3 つの一般的な鉄筋寸法マーク タイプを簡単
に作成できます。[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの別のタブ ページで寸法
プロパティを定義し、設定ファイルを [鉄筋] タブに保存できるようになりました。

以前は、鉄筋寸法マーク設定を制御するファイルは、[図面寸法] 設定の [オプショ
ン] ダイアログ ボックスで定義されていました。設定ファイルを定義するオプシ
ョンが [オプション] ダイアログ ボックスから削除されました。

デフォルト環境に、[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスに読み込まれる次の設
定ファイルが追加されました。

• rebar_dimension_line ([オプション] ダイアログ ボックス内の [寸法線設

定])

• rebar_dimension_mark ([オプション] ダイアログ ボックス内の [寸法マー

ク設定])

• rebar_tagged_dimension_mark ([オプション] ダイアログ ボックス内の

[注記付き寸法マーク設定])

リボン コマンドを使用した鉄筋寸法マークの追加

• まず、Shift キーを押しながら [注記] リボン タブの [鉄筋] コマンドをクリック
して、寸法プロパティを開きます。必要に応じて寸法プロパティを変更するか、
事前定義されている鉄筋寸法マーク設定ファイルのいずれかを読み込んで、[適
用] をクリックします。次に、鉄筋オブジェクトを選択して、寸法マークを作成
します。引き続き鉄筋オブジェクトを選択するか、Esc キーを押してコマンド
を終了します。
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• または、鉄筋オブジェクト コンテキスト メニューまたは [クイック起動] を使
用して、鉄筋寸法マークを作成することもできます。寸法プロパティが必要に
応じて設定されていることを確認します。

統合キャスト ユニット寸法の更新

• 自動統合キャスト ユニット鉄筋寸法が変更され、使用する寸法設定ファイルを
指定できるようになりました。参照される設定ファイルは、適用された寸法プ
ロパティと同様に、作成された鉄筋寸法マークのタイプを制御します。

• [...] ボタンをクリックすると、寸法プロパティが開き、設定を表示したり、必
要に応じて設定を変更したりすることもできます。

鉄筋グループ寸法

• [前面の特殊マーク] タブと [背面の特殊マーク] タブに、マーク要素の [数] を表
示する新しいオプションがあります ([鉄筋グループ内総数]、[ビューに表示され
る数]、[図面総数、[キャスト ユニット内総数])。

オプション [ビューに表示される数] は、マーク要素の [表示される数] に置き換
わるものです。

• [キャスト ユニット内総数] により正しい結果が表示されるようになりました。

• グループの右側に特殊マークを配置するための 2 番目のコンボ ボックスが誤
って無効になることがあります。この不具合は修正されました。

1.11 図面のその他の改良点
Tekla Structures 2020 では、鉄筋、鉄筋の解説図とマーキング、マーク、ドキュメン
ト管理、マクロ、曲線寸法、および図面パフォーマンスの表示も強化されていま
す。
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重複のある鉄筋の表示

• 新しい詳細設定 
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET が追加されま

した。TRUE に設定すると、この詳細設定では、すべての表現設定で重なりの

ある図面に鉄筋が表示されます。オプション [塗りつぶし線] では、以前から重
なりが表示されていました。FALSE は、[塗りつぶし線] 表示には影響を与えま

せん。デフォルト値は、FALSE です。

TRUE に設定された 
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET:

FALSE に設定された 
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET:
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鉄筋の解説図とマーキング

• 鉄筋の解説図を回転できるようになりました。新しい設定 [ビューに直角の鉄
筋の回転] は、[鉄筋] タブで使用できます。この設定は、ビューに対して直角の
鉄筋のみに影響します。デフォルトでは、解説図は常に垂直に配置されていま
した。水平に配置するオプションもあります。

新しい設定 [カスタム回転角度] を使用すると、同じ回転角度を使用してすべて
の解説図を回転させることができます。

• 鉄筋の解説図の曲げ角度を表示できるようになりました。新しい設定 [角度寸
法] は、[寸法] タブにあります。
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• 重複する寸法がサポートされるようになりました。寸法の複製を可能にするに
は、rebar_config.inp ファイルで目的の値を 
PullOutShowDuplicateDims に設定します。たとえば、

PullOutShowDuplicateDims=3 にはすべての寸法が表示され、

PullOutShowDuplicateDims=0 には重複する寸法は表示されません。デフ

ォルト値は、0 です。詳細については、「図面の鉄筋設定 (rebar_config.inp)」を

参照してください。

ドキュメント管理の改良点

• 属性 CC_MIN*、CC_MAX*、および CC_TARGET の型が倍精度浮動小数点数に
変更されました。新しい CC_DIAMETER_MIN/MAX* 属性が追加されました。

• [ドキュメント管理] で Ctrl+A キーをキーボード ショートカットを押して、す
べての図面を選択できるようになりました。

ドキュメント管理の詳細については、「ドキュメント管理」を参照してください。

図面マクロの更新

• 次のマクロは、詳細設定 XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG の値に応じ

て、古い [図面リスト] または新しい [ドキュメント管理] で動作するように、共
通環境で更新されました。

図面の複製

すべての図面の選択

製品図の選択

図面から部材の選択

単品図の選択

工作図を開く

• [ドキュメント管理] の [閉じる] ボタン (X) をマクロで使用できるようになりま
した。

マークの改良点

• 長さ、高さ、間隔、直径の単位としてマーク プロパティでフィート (10 進数)
を使用できるようになりました。

• フィート (10 進数)は、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスのマーク プロ
パティでも使用できます。
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• 非インテリジェントな (ダミー) の部分詳細マークで、次のことが可能になりま
した。

• Shift キーを押しながらドラッグして移動

• Ctrl キーを押しながらドラッグしてコピー

部分詳細マークは、ビュー内でのみ移動またはコピーできます。ビュー フレー
ムを越えて移動すると、ビュー フレームが調整され、部分詳細マークが常に枠
の内側に配置されます。

円弧寸法の短引出し線

• 短引出し線を使用して図面内の円弧寸法を描画できるようになりました。以前
は、寸法プロパティの [短引出し線] 設定は曲線寸法では機能しませんでした。

描画パフォーマンスの向上

Tekla Structures 2020 では、図面のパフォーマンスが向上しています。次の機能が強
化されています。

• 図面を開く時間

• ズームのパフォーマンス

• パンのパフォーマンス - 画面の一方の端からもう一方の端まで図面をドラッグ

• 図面の編集 - 追加マーク、テキスト、線、移動ビューなどを追加する

図面でのディテール レベルの表示

Tekla Structures 2020 から、図面でディテール レベルが下がるポイントが以前より
早くなっています。つまり、図面でズーム アウトすると、図面関連のディテール
が以前よりも早く表示されなくなります。
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結果として、全体的なズームとパンはよりスムーズになりますが、一部の図面のコ
ンテンツが簡略化され、特定の範囲をズーム アウトすると省略される場合もあり
ます。大量のコンテンツを含む大きな図面では、この影響を簡単に確認できます。

ディテール レベルの変更が及ぼす影響

• 陰線: 描画されません

• 非常に短い線: 描画されません

• ハッチング: 点のクモマークとして描画されます

• テキスト: 行に置き換えられます

ヒ
ン
ト

詳細設定 XS_USE_SMART_PAN を使用すると、パフォーマンスをさらに向上

させることができますが、パン操作中にチェッカーボードに影響が及ぶ場合
があります。

図面でズームとパンの 適化を有効にするには、[詳細設定] ダイアログ ボッ
クスで、XS_USE_SMART_PAN を TRUE に設定します。デフォルト値は 
FALSE です。Tekla Structures を再起動して、新しい設定を反映させます。

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

例

次の例は、ハッチング、陰線、テキスト、および非常に短い線が以前はどのように
描画されていたか (左)、およびディテール レベルを下げたときにどのように描画
される (右) かを示しています。

ハッチングは、点のクモマークとして描画されるようになりました。

陰線は描画されなくなりました。
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テキストは線に置き換えられるようになりました。

非常に短い線は描画されなくなりました。

1.12 テンプレート エディター、テンプレート処理、レポートの更
新

テンプレート エディター 4.0.xxxxx リリースノート

注 テンプレート エディター 4.0 で保存されたファイルは、古いバージョンのテン
プレート エディターで開くことはできません (バージョン 4.0 の新機能のた
め)。したがって、テンプレート定義ファイル (.tpl ファイルと .rpt ファイル) の
バージョン番号は 400 (以前は 360) になりました。

テンプレート エディター 4.0 の詳細については、『テンプレート エディター
4.0 ユーザーズ ガイド』を参照してください。

• 新のヘルプ ファイルを更新しました。
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• 複数行値フィールドのコンテンツが上に付いている必要があるため、データは
上から下に入力されます。以前の動作が破壊されないように、デフォルト値は
下に残ります。

• Output() 関数の上書きパラメーターを定義することで、テンプレート オブジェ
クトの色を行ルールで上書きできるようになりました。詳細については、『テン
プレート エディター 4.0 ユーザーズ ガイド』の「テンプレートの行ルールを使
用したテンプレート オブジェクトの色の上書き」を参照してください。

次のルールは、LENGTH 属性が 1000 より長い場合に色を上書きします。値フ
ィールドはオレンジ、テキスト オブジェクトは黄色、図面の色は青です (つま
り、線は青です)。

テンプレート エディターで使用できる 14 色から選択します。有効な色の名前
は、黒、白、赤、緑、青、シアン、黄色、マゼンタ、ブラウン、ダークグリー
ン、ネイビーブルー、グリーンブルー、オレンジ、グレーです。色名では大文
字と小文字が区別されません。

• コンテンツが値フィールドの定義された長さを超えたときの値フィールドの自
動フォント サイズ変更を追加しました。

テンプレートの処理 - dkit 4.0.xxxxx リリース ノーツ

• コンポーネントの動的割り当てを使用して、テンプレート出力時のメモリ使用
量を削減しました。

• 長さの計算時に改行が無視されていたため、テンプレートの幅が複数行テキス
ト オブジェクトの合計テキスト長に従って拡張されていました。この不具合
は修正されました。

• 大きいテンプレートでパフォーマンスが向上しました。

• テンプレート出力時のメモリ使用量を削減しました (オブジェクトのプールと
オブジェクト識別子のより正確な割り当て)。

• テンプレートが水平方向の塗りつぶしと可変数の列を持つテーブルを使用した
場合、テンプレートの高さが正しく計算されませんでした。この不具合は修正
されました。

• 複数行値フィールドのコンテンツが上に付いている必要があるため、データは
上から下に入力されます。以前の動作が破壊されないように、デフォルト値は
下に残ります。

• 図面に解説図の溶接金網が含まれていると、Tekla Structures がクラッシュして
いました。この不具合は修正されました。

• 行の PageBreak() 関数は、テーブルの後に使用された場合、余分なページを作成
していました。この不具合は修正されました。
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• ヘッダーとフッターの出力には、次の 2 つの異なるケースがあります。

1) 行にルールがない場合は、ヘッダーとフッターが常に出力されます。

2) 少なくとも 1 行にルールがあり、行が出力されない場合、ヘッダーとフッタ
ーも出力されません。

• Output() 関数の上書きパラメーターを定義することで、テンプレート オブジェ
クトの色を行ルールで上書きできるようになりました。

• コンテンツが値フィールドの定義された長さを超えたときの値フィールドの自
動フォント サイズ変更を追加しました。

テンプレート エディターの新しいコンテンツ タイプ HIERARCHIC_CAST_UNIT
• テンプレート エディターには、レポート用の新しいコンテンツ タイプ 

HIERARCHIC_CAST_UNIT が含まれています。コンクリートのサブアセンブ

リを一覧表示するレポートを作成できるようになりました。

コンテンツ タイプ CAST_UNIT は、鋼材 ASSEMBLY とは異なり平坦です。新し

いコンテンツ タイプ HIERARCHIC_CAST_UNIT では、ASSEMBLY と同じロジ

ックを持つ階層がサポートされています。複数のサブアセンブリ レベル (たと
えば、2 重壁) を持つキャスト ユニットの階層コンテンツをリストするレポート
を作成できます。既存の CAST_UNIT は変更されていません。

その他のテンプレート エディタの更新

• テンプレートの長さフィールドを超える数値は、* シンボルで正しく切り捨て
られるようになりました。

• テンプレート エディターのレポートの変更に時間がかかっていました。この
問題が修正され、テンプレート エディターのパフォーマンスが向上しました。

1.13 新しい点群設定とその他の機能強化
Tekla Structures 2020 では、[点群] サイド パネルが完全に新しくなりました。

新しい点群機能は、点群をモデルに関連付けし、[DirectX レンダリング] がアクテ
ィブな場合に使用できます。

点群の [ビューア] 設定はビューに固有であり、設定は 1 つのビューに対してのみ
有効です。また、その名前は [点群] サイド パネルの上部に表示されます (複数のビ
ューを選択していない場合)。[プロパティ] 設定は、点群がリストから選択されて
いる場合にのみ有効です。

以下を行うことができるようになりました。
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• 点群の位置、縮尺、回転を調整します。値を変更するには、サイド パネルで点
群を選択する必要があります。

[リセット] ボタンは、 後に点群に設定した値を返します。

• EDL (環境光) 効果を使用すると、点群のデプスの認識が向上します。スライダ
ーをドラッグし、点群のアウトラインの太さと濃さを増減します。EDL 効果を
無効にするには、[EDL] ボタンをクリックします。

• スライダーをドラッグして、ポイントのサイズと密度を調整します。
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• 通常、デフォルトの色の値が使用されています。高さごとに点群に色を付ける
こともできます。

• 点群に分類が含まれている場合、分類カテゴリー ポイントの色を変更したり非
表示にしたりできます。
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• 干渉と偏差をチェックします。調整可能な設定に基づいて、選択した部材およ
び選択した参照モデル オブジェクトの中、またはそこから一定の距離内にある
ポイントを検出します。

• 許容値設定はビュー固有であるため、ビューごとに異なる許容値を使用するこ
とができます。

• 将来のニーズに応じて、設定ファイルにプロパティとビジュアル化設定を保存
します。

点群における他の機能向上

• 新しい機能に加えて、ビューの検出が強化され、必ずしもビューを選択する必
要がなくなりました。現在の設定が影響するビューの名前は、サイド パネルの
上部に表示されます。

• 点群のデフォルト キャッシュ フォルダーはすべてのバージョンで共通にあり、
バージョン固有のフォルダーが削除されました。

• [点群] サイド パネルの使いやすさが次のように向上しました。

• 点群名の上にごみ箱が表示され、長い名前の点群を簡単に削除できるように
なりました。

• 水平スクロールが無効になりました。点群の名前全体を表示するには、サイ
ド パネルの幅を調整します。

• パネルの幅が自動的に変更されなくなりました。

点群の詳細については、「点群」を参照してください。

1.14 相互運用性のその他の改良点
Tekla Structures 2020 では、たとえば IFC4 エクスポート、IFC オブジェクト変換、
DWG エクスポート、[レイアウトマネージャ]、および Tekla Structural Designer イン
ポートが強化されています。新しいモデル形式 .tekla も使用できます。
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IFC4 エクスポート

• [オーガナイザーの空間階層] で、現場打ちコンクリート ユニットがサポートさ
れるようになりました。[オーガナイザー] 未分類カテゴリーのオブジェクトは
エクスポートされない点に注意してください。

• [現場打ちコンクリート] オプションを選択すると、現場打ちコンクリートと現
場打ちコンクリート ユニットがエクスポートされますが、現場打ちコンクリー
ト部材と現場キャスト ユニットはエクスポートされません。このオプション
を選択しない場合、現場打ちコンクリートや現場打ちコンクリート ユニットな
しで現場打ちコンクリート部材と現場キャスト ユニットがエクスポートされ
ます。

• IFC4 エクスポートに、現場打ちコンクリート ユニットのテンプレート フィー
ルドとユーザー定義情報を含めることができるようになりました。プロパティ
セットの定義では、現場打ちコンクリート テンプレートのフィールドとユーザ
ー定義情報は、IfcBuildingElementProxy に設定され、現場打ちコンクリート ユ
ニットは IfcElementAssembly に設定されています。ユーザー定義情報は、
USERDEFINED."UDA" を使用して設定するテンプレート フィールド設定で設
定されます。

• IFC4 エクスポートでは、市町村や国などのプロジェクト プロパティのエクスポ
ートがサポートされるようになりました。

IFC オブジェクトの変換

• IFC オブジェクト変換で、複数形状の変換と更新がサポートされるようになり
ました。

• プロファイルの検出方法の情報が、IFC オブジェクト変換の結果リストに追加
されました。

• 複数形状 BREP 部材 IFC オブジェクト変換が更新でも機能するようになりまし
た。

DWG エクスポート

• DWG 図面の書き出し/プレビューをキャンセルできるようになりました。

• 図面 DWG エクスポートで、基準点オフセットがより適切に処理されるように
なりました。

レイアウト マネージャ

• [レイアウトマネージャ] では、モデル内の現在の作業平面を基準にして、点を
インポートまたはエクスポートできるようになりました。
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SketchUp
• Tekla Structures では、SketchUp バージョン 2020 がサポートされるようになりま

した。

新しい .tekla モデル形式

• .tekla モデルは、参照モデルとして使用できる新しい軽量 Tekla Structures モ
デルです。基本的には、Tekla Structures モデルは、Trimble Connect からオーバ
ーレイ モデルとして参照されるか、標準参照モデルとして有効になります。

• この形式は、オブジェクト、部材、鉄筋、ボルト、製品を一覧表示してビジュ
アル化しますが、現場打ちコンクリートまたは現場打ちコンクリート ユニット
は一覧表示およびビジュアル化しません。この形式は、[モデルのアップロー
ド] コマンドを使用して Trimble Connect プロジェクトを作成することができま
す。

Tekla Structural Designer からのインポート

• [Tekla Structural Designer インポート] ダイアログ ボックスで、[鉄筋] タブを使
用できるようになりました。[鉄筋] タブは、互換性のあるバージョンの Tekla
Structural Designer および Tekla Structures が同じコンピューターにインストール
され、元の Tekla Structural Designer ファイル (.tsdm) が選択されている場合に

のみ有効になります。現在のところ、Tekla Structures と Tekla Structural Designer
のどちらもバージョン 2020 にのみ互換性があります。

鉄筋のインポートを有効にするために、Tekla Warehouse から別の拡張機能をイ
ンストールする必要はなくなりました。

これらの新しい設定を使用して、Tekla Structural Designer から Tekla Structures へ
の鉄筋のインポート方法を定義します。
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• コンクリート壁の開口部を、Tekla Structural Designer から Tekla Structures にイン
ポートできるようになりました。

傾斜壁の開口部はインポートされません。

• 以前は Tekla Structural Designer からインポートされていたすべての既存の開口
部を削除するオプション [以前にインポートした開口部を削除する] は、[Tekla
Structural Designer のインポート] ダイアログ ボックスの [一般] タブに追加さ
れました。

基準点

• モデル内の基準点の位置には、モデル原点からの 大値 +/- 10 km を使用できま
す。モデリングは、モデル原点の近くで行われ、オフセットは [東座標] 値と [北
座標] 値を使用して指定されます。
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MIS のエクスポート

• [Fabtrol/KISS] エクスポート ユーザー インターフェイス テキストから、
[Fabtrol] という語が削除されました。そのため、[MIS のエクスポート] ダイア
ログ ボックスとステータス バーのメッセージには、[KISS] のみ表示されます。

1.15 自動プレキャスト制作用ツールの更新
[エクスポートユニテクニック (79)]、[エクスポート：EliPlan]、[BVBS エクスポー
ト]、[HMS エクスポート] には、いくつかの改良点が含まれています。

エクスポート ユニテクニック (79)
[エクスポートユニテクニック (79)] が次のように改良されました。

• 以前のカット部材の埋込み材ポリゴンが、輪郭のポリゴン内にフィットするよ
うにエクスポートされるようになりました。

• 埋込み材のスキャンされた形状の Tekla Structures モデルにおけるビジュアル化
が、それぞれの 2 重壁シェルに描画されるようになりました。

• 一部のメッシュでは、STEELMAT の挿入点、長さ、幅が誤ってエクスポートさ
れていました。この不具合は修正されました。

• [主部材] タブ:

• [出力ファイル構造] を [単一レイヤー、1 SLABDATE、n STEELMATS] に指
定できるようになりました。この新しいオプションは、キャスト ユニット
のメイン部材のみを SLABDATE および金網としてエクスポートし、キャス
ト ユニット全体から X 軸方向の 1 行に 1 mm のギャップで埋め込みます。

• [SLABDATE ブロック データ仕様] タブ:

• 円弧になっている点におけるトラス梁斜材ワイヤー鉄筋ハンドルは、曲げ鉄
筋が除外されている場合、2 重壁の合計と製作上の厚さに影響を与えていま
した。この不具合は修正されました。

また、[2 重壁の幅] という新しいオプションも設定 [総厚] と [製作上の厚さ]
に追加されました。このオプションを選択すると、テンプレート レポート
プロパティ CAST_UNIT.WIDTH がエクスポートされます。

• [埋込み材] タブ:

• 特殊な製品シンボル定義ファイルが、テンプレート プロパティ値または埋
込み材部材名をサポートするようになりました。埋込み材のテンプレート
プロパティ値または埋込み材名は、引用符で囲む必要があります。埋込み材
のテンプレート プロパティ値または埋込み材名は、引用符で囲む必要があ
ります。

• 以前は、[製品をエクスポート] 設定で角シンボル オプションが選択されて
いるときに、特殊なエクスポート製品ファイルが使用されていると、エクス
ポートで問題が発生していました。この不具合は修正されました。
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• 以前は、複数の部材から 2 重壁が作成され、[製品外形をカットする] 設定が
オンに切り替えられると、特定の [エクスポート グループ] 設定を使用した
エクスポートから副部材内の埋込み材がなくなっていました。この不具合
は修正されました。

• 電気チューブは、[製品外形をカットする] オプションを回転しない 2 重壁と
同時に使用する場合、全長から除外されくなりました

• [鉄筋] タブ:

• 新しいオプション [フックなしすべて] が、フックなしで直線の鉄筋をエク
スポートするために、 鉄筋をエクスポート --> 直線 に追加されました。[す
べて] オプションは、[フック付きを含むすべて] に変更されました。

フックされた鉄筋は、[折り] 設定ではなく、[直線] 設定によって制御される
ことに注意してください。

• トラス梁のクラスまたは名前: STEELMAT ブロック内で新しいオプション
[STEELMAT ブロック内] を使用して、STEELMAT ブロック内にトラス梁を
エクスポートできるようになりました。デフォルトでは、トラス梁は
STEELMAT ブロックの外部にエクスポートされます。

• 以前は、金網なしで STEELMAT ブロック内のトラス梁をエクスポートする
と、トラス梁が除外されていました。また、より低いコンクリートかぶり厚
を持つトラス梁が、親 STEELMAT ブロック座標に適用されていませんでし
た。これらの問題は、 終的な機能により修正されています。

• [スペーサー タイプ] オプション [自動] は [自動、鉄筋タイプ 1] に変更され、
要素が 100 mm より薄くなった場合にスペーサー タイプが常にエクスポー
トされるように動作が変更されました。新しい [スペーサー タイプ] オプシ
ョン [自動、すべての鉄筋タイプ] が、すべての鉄筋タイプのスペーサー タ
イプをエクスポートするために追加されました。

• 2 つの弦のみを使用してモデル化されたトラス梁が正しく認識され、エクス
ポートされるようになりました。

• 新しい [コンクリート カバーなし] オプションを使用して、トラス梁の Z 座
標を 0 としてエクスポートできるようになりました。

• BRGIRDER ブロックが STEELMAT ブロック内にエクスポートされると、梁
の 小座標点が金網の外側にある場合に備えて、STEELMAT 挿入座標が正
しく調整されるようになりました。

• [TS ライセンス] タブ:

• [ポリゴンのエクスポート] を [簡略] に設定すると、要素の 4 つの x、y 角の
点を使用して簡略化されたポリゴンをエクスポートできます。

• [ポリゴンを拡張して型枠を追加] 設定が強化されました。同じ形状を持つ
埋込み材が既に存在する場合、型枠は追加されなくなりました。さらに、ポ
リゴンは、電気チューブの埋込み材では拡張されません。

• 以前は、[2 重壁 - 回転] が [いいえ、シェル固有の座標系です] に設定されて
いる場合、2 重壁の 2 番目のシェルの線属性がエクスポートされませんでし
た。この不具合は修正されました。
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• [2 重壁 - 回転] 設定が強化されました。[いいえ] オプションの名前がオプシ
ョン [いいえ、1 つの座標系です] に変更され、パレットの下から Z (上) 方向
に 2 番目のシェルをエクスポートするため、新しいオプション [いいえ、シ
ェル固有の座標系です] が追加されました。

エクスポート: EliPlan (68)
[エクスポート：EliPlan] が次のように改良されました。

• プロッター ブロックと部品ブロックを持つすべての形状データが、メートル環
境で も近いミリメートルに丸められた値でエクスポートされるようになりま
した。

• 以前は、特定のプロファイルを持つ中空プロファイル角処理に配置されたフル
デプス カットが、正しくないジオメトリでエクスポートされていました。この
不具合は修正されました。

• 特定のプロファイルを持つ中空スラブの縁端にある長方形の開口部は、ボック
ス形状ではなく細い線としてエクスポートされる場合があります。この問題が
修正されました。

• 新しいタブ [データ設定] が追加され、一部の設定が [データ内容] タブから新し
いタブに移動されました。

• 中空スラブ厚が、(上面または下面全体がカットされた場合に) 幾何学的な厚さ
ではなくプロファイルから読み取られるようになりました。

• 線としてエクスポートされたカットおよびリセスのプロッタ データに、カット
が均一なデプスである場合、厚さ/深さの値が含められます。

• 要素の領域全体をカットするリセスがプロットされるようになりました。

• [パラメーター] タブ:

• EliPlan エクスポートで、エクスポート バージョン [3.0 (FloorMES)] がサポ
ートされるようになりました。新しいバージョンは、[エクスポートバージ
ョン番号] リストにあります。[3.0 (FloorMES)] バージョン ファイル形式
は、新しい Elematic FloorMES バージョンとのインターフェイスを目的とし
ており、GUID に基づいています。ファイル形式は、追加のデータ フィール
ドによって拡張されているため、下位互換性がありません。

• バージョン 3.0 のエクスポートでは、アクセサリ コードをプロッタ データ
にエクスポートできます。

• エクスポート バージョン 3.0 では、開口部のアクセサリ コードのエクスポ
ートがサポートされています。

• [部材によるフィルター] 設定に、要素データ、材料、または副コンクリート
要素をフィルター処理する選択フィルターを使用する、新しいオプション
[選択フィルター] が追加されました。

• [プロッタデータ] タブ:

• • 新しい設定 [水抜き孔のエクスポート]: バージョン 3.0 のエクスポート
では、水抜き孔のエクスポートがサポートされています。
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• 設定 [プロット追加鉄筋] または [プロット切り取り/線として埋め込み]
を使用して、追加鉄筋のプロットを周囲ボックスまたは線として指定で
きるようになりました。

• [データ内容] タブ:

• 新しい EliPlan エクスポート バージョン 3.0 では、スタック結果のエクスポ
ートがサポートされています。ユーザー定義情報をメイン部材から読み取
るか、キャスト ユニットから読み取るかを選択できます。

• 鉄骨部材などの標準埋込み材のアクセサリー コードを指定できるようにな
りました。これは、#Plotter ブロック (該当する場合) および #Materials ブロ
ックの各埋込み材に書き込まれるコードであり、選択したオプションは、さ
らにデータ変換マッピングのベースとして使用する必要があります。既定
のオプションは NAME|PROFILE-LENGTH|MATERIALGRADE です。

• [データ設定] タブ:

• 緊張材コードを読み取る UDA を指定できるようになりました。[デフォル
ト] は、UDA TS_STRAND_CODE から値を読み取ります。カスタム プロパ
ティなどのテンプレート属性から緊張材コードをエクスポートすることも
できます。

• [リフターのタグ] 設定が強化され、クラスまたは名前を使用してリフターと
して鉄筋を指定できるようになりました。[リフターのタグ] には、リフター
の形状をアウトラインまたは中心点としてプロットする方法を指定するオ
プションも追加されました。

• [リフターのタグ] 設定に複数のクラスまたは名前を指定することができる
ようになりました。名前が複数の単語で構成されている場合は、引用符で囲
む必要があります。

HMS エクスポート

[HMS エクスポート] が次のように改良されました。

• トラス梁の高さが、より正確に計算されるようになりました。高さが、上下の
ロッドの中心線の点間の距離として測定されるようになりました。

• 鉄筋緊張材は、緊張材オブジェクトからのみエクスポートされるようになりま
した。

• [鉄筋] タブ:

• [鉄筋] タブに、スラブ交差鉄筋をエクスポートに含めるための新機能が追加
されました。新しい設定 [カスタム上部緊張材] と [カスタム下部緊張材] で
は、数量、直径、距離、および引張荷重を入力します。新しい設定 [追加緊
張材] と [鉄筋] には、名前、クラス、UDA、またはテンプレート属性を入力
します。

カスタム緊張材設定は、緊張材がモデリングされていない場合に使用されま
す。モデリングされた緊張材がある場合、カスタム緊張材が含められます。
デフォルトでは緊張材オブジェクトのみがエクスポートに含められるため、
[追加緊張材] を使用して緊張材としてエクスポートされる他の特定の鉄筋
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オブジェクトを指定できます。鉄筋は、[鉄筋] 設定で指定することで交差鉄
筋としてエクスポートに含めることができます。

BVBS エクスポート

[BVBS エクスポート] が次のように改良されました。

• 円形鉄筋グループと同じ方法で、円形鉄筋セットをエクスポートできるように
なりました。

• 新しい [設定] タブ:

• グループ [図面データ] と [鉄筋位置] が [パラメーター] タブから新しい [設
定] タブに移動されました。

• 次のオプションを使用する新しい設定 [プロジェクト番号] が追加されまし
た。

• プロジェクト プロパティ: エクスポートは、Tekla Structures で設定され
たプロジェクト プロパティからプロジェクト番号情報を取得します。

• プロジェクト プロパティ UDA: エクスポートでは、[ユーザー定義プロ
ジェクト番号] ボックスに入力された UDA 名が使用されます。

• 固定テキスト:エクスポートでは、[ユーザー定義プロジェクト番号] に入
力されたテキストが使用されます。

• [詳細設定] タブ:

• [内縁端] と [中心線] オプションを使用して、新しい設定 [折れ脚の円弧半
径] が追加されました。

この新しい設定では、円弧の長さの計算に使用する曲げ半径を定義します。
つまり、ほとんどのインターフェイスのデフォルトである鉄筋の中心線への
曲げ半径、または鉄筋の内縁端への曲げ半径です。この場合、曲げ半径は、
鉄筋の公称直径の半分で短縮されます。

BVBS エクスポートでは、次の 2 つの場合に円弧形状が使用されます。

• スパイラルやフープなどの円形鉄筋の場合。

• 曲げ鉄筋に複数の曲げ半径がある場合、半径が大きい方の曲げが円弧断
面としてエクスポートされます。

1.16 壁およびスラブ用の新しい型枠配置ツール
Tekla Structures 2020 には、新しい型枠配置ツール [型枠配置ツール - 壁] および [型
枠配置ツール - スラブ] スラブが追加されました。以前は、これらのツールは Tekla
Warehouse で使用できました。
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型枠配置ツールにより、さまざまな壁パネルとスラブ パネル型枠システムの効率
的なモデリングが可能になります。

型枠配置ツールは、[デフォルト] 環境の [コンクリート建設会社]、[総合建設会社]、
[鉄筋詳細設計者] の役割で使用できます。[型枠配置ツール - 壁] と [型枠配置ツー
ル - スラブ] は、[型枠] タブに配置され、これらのツールに含まれる個々のサブコ
ンポーネントは、[アプリケーションとコンポーネント] カタログでも使用できま
す。

[型枠配置ツール - 壁] は、たとえば、壁パネル、帯筋、クランプ、ブレース、ホエ
ーラー、打ち込みプラットフォームを配置することができます。

[型枠配置ツール - スラブ] は、たとえば、スラブ、パネル、梁、型枠、終端、手摺
を配置することができます。

1.17 より簡単な Trimble Connect コラボレーション
Tekla Structures 2020 には、Trimble Connect と Trimble Connector の使用に関するいく
つかの機能強化が導入されています。Trimble Connect コラボレーションをより簡
単に開始できるようになり、新しい軽量な参照モデルが追加されました。リボンの
新しいボタンからもすばやくアクセスして、Trimble Connect と Trimble Connector を
使用できます。

Tekla Structures と Trimble Connect の間のすべての操作でプロジェクト基準点が使
用されます。つまり、たとえば、Tekla Structures からエクスポートまたはダウンロ
ードされた参照モデルは、Trimble Connect のプロジェクト基準点に対して配置され
ます。プロジェクト基準点を定義していない場合は、モデル原点が使用されます。
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コラボレーションの開始がよりすばやく

新しいモデルを作成する際すぐに、または後で [ファイル] メニューを使用して、
Tekla Structures モデルを Trimble Connect プロジェクトにリンクできるようになり
ました。

• 新しいモデルを Trimble Connect プロジェクトにリンクするには、スタート画面
の [Trimble Connect コラボレーションの開始] チェック ボックスをオンにしま
す。
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• 開いているモデルを Trimble Connect プロジェクトにリンクするには、[ファイ
ル] メニューの --> コラボレーションの開始 を選択します。

どちらの場合も、[Trimble Connect - プロジェクトの選択] ダイアログ ボックスが
開きます。ここでは、モデルを新しい Trimble Connect プロジェクトにリンクする
か、既存のプロジェクトにリンクするか選択できます。

• モデルを新しい Trimble Connect プロジェクトにリンクするには、ダイアログ ボ
ックスの上部にあるフィールドにプロジェクトの名前を入力し、[作成] をクリ
ックします。

• モデルを既存の Trimble Connect プロジェクトにリンクするには、ダイアログ ボ
ックスの上部にあるリストからプロジェクトを選択し、[OK] をクリックしま
す。

[Trimble Connect] タブの新しいボタン
[] タブには、新しいボタンが追加され、さまざまな Trimble Connect 製品や Trimble
Connector にすばやく簡単にアクセスできます。下の新しいボタンを参照してくだ
さい。
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ボタン 操作

ブラウザー用

Trimble Connect for Browser ウェブ アプリケーション
で、リンクされた Trimble Connect プロジェクトを開き
ます。

[ブラウザー用] ボタンには、次のサブコマンドがあり
ます。

•  プロジェクト エクスプローラー:リンクされ
た Trimble Connect プロジェクトのプロジェクト
エクスプローラー ページを開きます。

[プロジェクト エクスプローラー] ページでは、新
しいフォルダー、SketchUp モデル、またはマップ
ワークスペースを作成できます。新しいファイル
をアップロードしたり、Trimble Connect for
Windows からプロジェクトを同期したりすること
もできます。

•
 3D ビュー:リンクされたプロジェクトの

Trimble Connect 3D モデル ビューを開きます。

3D モデル ビューで、3D モデルの表示方法を調整
したり、モデル オブジェクトを選択したり、ToDo
ノート、ビュー、マークアップ、クリップ平面、
計測値を追加したりできます。

•
 チーム:リンクされた Trimble Connect プロジ

ェクトの [チーム] ページを開きます。

[チーム] ページで、新しいユーザーをプロジェク
トに招待したり、ユーザー グループを作成してメ
ンバーを追加したり、ユーザーの役割を管理した
りできます。

モデルのアップロード

読み取り専用の .tekla 参照モデルとして、Tekla
Structures モデルを Trimble Connect プロジェクト フォ
ルダーにアップロードします。.tekla 参照モデル

は、リンクされた Trimble Connect プロジェクト内の
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ボタン 操作

Tekla Structures モデルの対応するモデルとして機能す
るオーバーレイ モデルです。

Tekla Structures モデルを .tekla 参照モデルとしてア

ップロードすると、ToDos やその他の Trimble Connect
コマンドをモデルで使用できます。

注  [モデルのアップロード] ボタンは、Tekla
Model Sharing と共有されているモデルでは使用
できません。代わりに、共有モデルを Trimble
Connect プロジェクト フォルダーにアップロー
ドするかどうか、およびいつアップロードするの
か選択できます。

[詳細設定] ダイアログ ボックスで、
XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT 詳
細設定の値を次のいずれかに設定します。

• BASELINE:共有モデルは、ユーザーが新しい

ベースラインを作成するたびに、設定された
Trimble Connect プロジェクト フォルダーに
自動的にアップロードされます。

• WRITEOUT:共有モデルは、アウトが成功する

たびに、設定された Trimble Connect プロジェ
クト フォルダーに自動的にアップロードさ
れます。

モデルを Trimble Connect プロジェクトにアップ
ロードしない場合は、[値] フィールドをクリアし
ます。

モデル

リンクされた Trimble Connect プロジェクトのモデル
のリストを開きます。

モデルの表示方法を調整したり、Tekla Structures モデ
ル上にオーバーレイとして Connect モデルを追加した
り、モデルの新しいサブフォルダーを作成したり、使
用したモデルのリストからモデルを削除したりでき
ます。参照モデルをダウンロードまたはエクスポー
トすることもできます。

ToDo

リンクされた Trimble Connect プロジェクトの ToDo
メモを開きます。

ToDo メモの追加と変更、ToDo メモのマークアップま
たはコメントの追加、およびユーザーやユーザー グル
ープへの ToDo メモの割り当てを行うことができま
す。
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ボタン 操作

Windows 用

Trimble Connect for Windows アプリケーションの現在
の Tekla Structures モデルにリンクされている Trimble
Connect プロジェクトを開きます。

Trimble Connect for
Windows ビューに合わせ
る

Tekla Structures モデル ビューのカメラ、ズーム レベ
ル、投影を調整して、Trimble Connect for Windows の
現在の 3D ビューと一致させます。

Tekla Structures ビューに
合わせる

Trimble Connect for Windows 3D ビューのカメラ、ズー
ム レベル、投影を調整して、Tekla Structures の現在の
モデル ビューと一致させます。

Trimble Connect for
Windows で選択

Tekla Structures モデルで現在選択されているオブジェ
クトを選択します。同じく Trimble Connect for
Windows でも選択します。

Tekla Structures で選択

Trimble Connect for Windows で現在選択されているオ
ブジェクトを選択します。同じく Tekla Structures モ
デルでも選択します。

新しい Connect オーバーレイ モデル
オーバーレイ モデルは、Trimble Connect プロジェクトに格納されている軽量な参
照モデルです。オーバーレイ モデルには、Tekla Structures モデル上にモデル オブ
ジェクト、部材、鉄筋、ボルト、製品が表示されます。ただし、現場打ちコンクリ
ートと現場打ちコンクリート ユニットは表示されません。オーバーレイ モデルを
Tekla Structures モデルにアタッチしたり、アタッチされたオーバーレイ モデルを明
確なツリー構造で表示したり、オーバーレイ モデルを管理したりする方法が複数
あります。

Connect オーバーレイ モデルの管理を開始するには:

• [] タブの  [モデル] をクリックし、[モデルに接続] タブが開いていることを
確認します。
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ここでは以下の操作を実行できます。

•  および  アイコンをクリックして、オーバーレイ モデルを非表示または
表示にする

• [プロパティ] セクションでオーバーレイ モデルの縮尺と位置を調整する
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制約事
項

参照モデルを Trimble Connect に挿入するとき、[回転 X] および [回転
Y] の値は現在のところ無視されます。

• モデル リストおよびローカル コンピューターからオーバーレイ モデルを削除
する

• Trimble Connect フォルダーの下にオーバーレイ モデルのサブフォルダーを作
成する

• 新しいオーバーレイ モデルを Tekla Structures モデルにアタッチする

• Tekla Structures モデル ビューでオーバーレイ モデルにズームインする

1.18 Trimble Connect ソリッドビューアの新しい VR モードとそ
の他の機能強化
Trimble Connect ソリッドビューア を使用して、レンダリングしたモデルをバーチ
ャル リアリティ モードで表示できるようになりました。Tekla Structures と
Trimble Connect ソリッドビューア の間の材質マッピングにも新しい材質が追加さ
れました。

レンダリングされたモデルをバーチャル リアリティ モードで表示
する
Trimble Connect ソリッドビューア の新しい VR モードでは、レンダリングされた
モデルをバーチャル リアリティ モードですばやく表示できます。VR モードを使
用しているとき、キーボードまたはコンピューターに接続されている Xbox One コ
ントローラーを使用して移動できます。VR モードでの移動は、歩く速度や走る速
度を模倣します。

VR モードでは、OpenVR API が使用されます。VR モードを使用する理由は、次の
とおりです。

• OpenVR と互換性のある VR デバイスは、コンピューターに接続し、ハードウ
ェア ベンダーの指示に従って設定する必要があります。具体的には、HTC
Vive、Oculus Rift、Windows MR、および VarjoVR デバイスは、OpenVR と互換
性があります。

デバイスの技術仕様で、Trimble Connect ソリッドビューアの VR モードで作業
するのに十分な容量がデバイスにあるかどうかを確認します。

• Steam と SteamVR をダウンロードしてコンピュータにインストールする必要
があり、SteamVR を設定する必要があります。

1. VR モードでの作業を開始するには、Trimble Connect ソリッドビューア サイド

パネルで  をクリックします。
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VR モードでキーボードを使用して移動する場合、キーボード コントロールは
Trimble Connect ソリッドビューア の通常の 3D モードと同じです。走る速度で移
動するには、Shift キーを押したままにします。

Xbox One コントローラーを使用する場合:

• ビュー方向を基準にビューワーを移動するには、左スティックを使用します。

• グローバルな垂直軸を中心に回転するには、右スティックを使用します。

• 上下に移動するには、左右のトリガーを使用します。

• 走る速度で移動するには、左スティックを押し続けます。

新しいマッピング可能な材質: 水
[ソリッドビューアの設定] ダイアログ ボックスに、Tekla Structures 材質を水にマッ
ピングするオプションが追加されました。

1.19 Tekla Model Sharing の改良点
Tekla Structures 2020 では、Tekla Model Sharing に複数の改良点があります。たとえ
ば、モデルで加えたが、他のユーザーとまだ共有していないローカルの変更を表示
できるようになりました。
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Trimble Connect フォルダーを XS_PROJECT および XS_FIRM フ
ォルダーとして使用

Trimble Connect プロジェクト内のフォルダーを Tekla Structures でプロジェクト フ
ォルダーまたは企業フォルダーとして使用できるようになりました。これにより、
さまざまなサイトの複数のチームが同じモデルで作業している場合に、
XS_PROJECT 機能や XS_FIRM 機能を簡単に使用できるようになります。

プロジェクト フォルダーと企業フォルダーのデータは、Trimble Connect プロジェ
クトから共有モデルのローカル バージョンに対してしか更新されず、その逆は更
新されない点に注意してください。実際には、Tekla Structures がプロジェクト フォ
ルダーまたは企業フォルダーからローカル モデルに新しいファイルをダウンロー
ドし、変更されたファイルを更新することを意味します。ローカル ファイルが
Trimble Connect プロジェクト サブフォルダーにない場合、ローカル モデルから削
除されます。

モデルを開くと、Tekla Structures により、ローカル モデル データと Trimble Connect
プロジェクトまたは企業フォルダーのデータとの間の差が検索されます。プロジ
ェクト フォルダーまたは企業フォルダーのデータの変更が Tekla Structures により
検出された場合、次の通知が表示されます。

[はい] をクリックすると、モデルは保存され、閉じられます。その後、ローカル モ
デル データが更新されます。データが更新されると、モデルが再び開きます。

[いいえ] をクリックすると、ローカル モデル データは更新されません。

Trimble Connect プロジェクトのサブフォルダーを XS_PROJECT フォルダーとし
て使用

Trimble Connect プロジェクトのサブフォルダーをプロジェクト フォルダーとして
使用するには:

1. [ファイル] メニューで、設定 --> 詳細設定 に移動します。

2. [詳細設定] ダイアログ ボックスで、XS_PROJECT オプションを見つけます。

3. 詳細設定の値を %CONNECT_FOLDER_SYNC% に設定します。

%CONNECT_FOLDER_SYNC% は :\Users\<user>\AppData\Local
\Trimble\Tekla folder sync\<folder> を指しています。
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注 同じ Trimble Connect プロジェクトを XS_PROJECT フォルダーとしてコラボ

レーションに使用する場合は、Trimble Connect コラボレーション情報から分離
されたサブフォルダーを XS_PROJECT フォルダーとして使用する必要があり

ます。この場合、サブフォルダーは %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>
\<sub-folder of the folder> として設定されます。

たとえば、プロジェクト フォルダーを Project という名前で Project
settings フォルダーの下に保存できます。この場合、値は

%CONNECT_FOLDER_SYNC%\Project Settings\Project に設定する必

要があります。

Trimble Connect プロジェクトのサブフォルダーを XS_FIRM フォルダーとして使
用

Trimble Connect プロジェクトのサブフォルダーを企業フォルダーとして使用する
には:

1. [ファイル] メニューで、設定 --> 詳細設定 に移動します。

2. [詳細設定] ダイアログ ボックスで、XS_FIRM オプションを見つけます。

3. 詳細設定の値を %CONNECT_FOLDER_SYNC%<ProjectID>;<region> に設

定します。

プロジェクト ID は、Trimble Connect for Browser で確認できます。

地域は、プロジェクト サーバーの場所の設定と同じです。次のオプションが
あります。

• asia

• europe

• northAmerica

したがって、たとえば、値は %CONNECT_FOLDER_SYNC%m1G-
M21Ca_o;northAmerica になります。

注 同じ Trimble Connect プロジェクトを XS_FIRM フォルダーとしてコラボレー

ションに使用する場合は、Trimble Connect コラボレーション情報から分離され
たサブフォルダーを XS_FIRM フォルダーとして使用する必要があります。

この場合、サブフォルダーは %CONNECT_FOLDER_SYNC%
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\<ProjectID>;<region>%<folder>%<sub-folder of the folder>
として設定されます。

たとえば、プロジェクト フォルダーを Project という名前で Project
settings フォルダーの下に保存できます。この場合、値は
%CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_o;northAmerica%Project
Settings%Project に設定する必要があります。

[履歴を共有] ダイアログ ボックス: 更新コード、コメント、ローカ
ルの変更を表示する

[共有履歴] ダイアログ ボックスには、次の 2 つの主要な機能強化が追加されてい
ます。

• パケット情報に更新コードとコメントが表示されるようになりました。コメン
トが長い場合は、完全に表示されない場合がある点に注意してください。

たとえば、コード 12345 とコメント「列プロファイルが編集されました」のあ

るパケットは、次のように表示されます。
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• モデルで加えたローカルの変更を共有する前に表示できます。現在のところ、
モデル フォルダー内の物理モデル オブジェクト、図面、およびファイルに加え
られた変更を表示できます。

• [ローカル非共有変更] を選択し、[変更を表示] ボタンをクリックします。

ローカルの変更は、Tekla Structures の下部パネルにある [変更リスト] に表示
されます。

[変更リスト] の上部にあるタブをクリックすると、さまざまなタイプの変更
を表示できます。

オブジェクト ロックの強化

Tekla Model Sharing では、オブジェクト ロックが強化され、適切な組織に属してい
ないユーザーが privileges.inp ファイルを変更できなくなりました。これに

より、異なる組織のユーザーが誤って互いのオブジェクトのロックを解除したり変
更したりすることがないため、共有モデルの間違いを防ぐことができます。

ユーザーが privileges.inp ファイルの変更を許可されていない場合、ファイル

は次のいずれかの状態になります。

• ユーザーがインを行うパケットには含まれない (通常のパケットの場合)

• ユーザーが変更を行った後の次のアウトで復元される (新しいベースラインの
場合)

privileges.inp ファイルが復元されても、ユーザーがファイルを変更しよ

うとしたかどうかを示すコメントはファイルにはない点に注意してください。
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1.20 コンポーネントの改良点
Tekla Structures 2020 では、コンクリート コンポーネントと鉄骨コンポーネントに
複数の改良点があります。

コンクリート コンポーネント

コンポーネント 説明

フロア レイアウト • 特定のプロパティと詳細コンポーネントを持
つプロパティ ストリップを定義し、必要に応じ
て、床レイアウトでプロパティス トリップを使
用できるようになりました。プロパティ スト
リップは、メイン レイヤー部材にのみ影響する
ことに注意してください。

プロパティ ストリップを定義するには、[床レ
イアウト] のコンテキスト ツールバーにある

 をクリックします。これにより、プロパテ
ィ ストリップを定義するためのダイアログ ボ
ックスが開き、使用する詳細設定コンポーネン
トを選択できます。

プロパティ ストリップは、床レイアウト平面に
線として追加されます。プロパティ ストリッ
プは、接している部材に影響します。プロパテ
ィ ストリップを設定して、スラブ線を貫通する
ようにすることもできます。

以下の図は、プロパティ ストリップの例を示し
ています。プロパティス トリップのため、この
2 つのスラブではクラスとプロファイルが異な
ります。

プロパティ ストリップでは、スラブの行の幅を
変更できないことに注意してください。[床レ
イアウト] の幅プロパティを使用して幅を定義
します。

• 新しい [CIP フィラー部材] タブを使用して、す
べての CIP フィラー部材の作成とプロパティ
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コンポーネント 説明

を制御できるようになりました。これまでは、
別個の [床レイアウト CIP フィラー] コンポー
ネントをこれに使用していました。[床レイア
ウト] では、フィラー部材を他の床部材と共に
作成します。

床の空の領域に加えて、CIP フィラー部材は次
の場合に作成できます。

• 許容されるスラブ幅は、必要な幅よりも小
さくなります。

• 許容される幅ゾーンのため、開口は必要以
上に大きくなります。

• 開口が大きいため、スラブが 2 つに分割さ
れます。

• スラブの鼻は狭すぎるため作成されませ
ん。

• [詳細設定] タブで、スラブの 大長を定義でき
るようになりました。スラブ長が指定された
大長を超える場合、スラブは作成されませ

ん。

また、次に示すように、FloorLayout.ini フ
ァイル内のプロファイルと幅固有の 小/ 大
長を定義できるようになりました。ファイル
にプロファイルの値が含まれている場合、これ
らの値が使用され、[床レイアウト] ダイアログ
ボックスで定義されている 小/ 大長が上書
きされます。

/
// Min/max lengths by slab 
profile & width min/max
//
// Profile Width min/max 
Length min/max
SLAB_LENGTH P20(200X1200) 
0-1200 2000-9000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
0-601 2500-10000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
601-1200 2500-12000
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コンポーネント 説明

• floorlayout.objects.inp ファイルは、モ

デル フォルダーか、XS_FIRM、XS_PROJECT、
または XS_SYSTEM 詳細設定で指定されたいず

れかのフォルダーに配置できるようになりま
した。

• [詳細設定] タブで、新しい [開口部を許容幅別
に整列] オプションを使用できるようになりま
した。[はい] を選択し、開口部/カットされた長
手方向の縁端を、許可された幅のゾーンに合わ
せて再調整します。デフォルト値は [いいえ]
です。既存の床レイアウトは、オプションの値
を [はい] に変更するまで影響を受けません。

• [床レイアウト] が更新されても、 初と 後の
端部スラブの GUID は変更されません。これ
により、 初または 後のスラブに作成された
ワイヤ ループ ノッチなどのディテールが、で
きる限り維持されます。

壁レイアウト • WallLayout.Udas.dat ファイルは、モデル

フォルダーか、XS_FIRM、XS_PROJECT、また

は XS_SYSTEM 詳細設定で指定されたいずれか

のフォルダーに配置できるようになりました。

• [壁配置接続材] で、曲がり角を形成する部材を
モデリングする方法を定義できるようになり
ました。このオプションを選択すると、[壁配置
接続材] によりキャスト ユニットに追加される
追加の部材が作成されます。曲がり角部材は、
システム ファイル
SandwichWallCornerPartNames.dat で指

定されている ( 初の) 名前で作成されます。

溶接金網/溶接金網 (領域別) • [属性] タブで、鉄筋のユーザー定義情報 (UDA)
を定義できるようになりました。UDA が定義
される鉄筋を選択するか、すべての鉄筋に対し
て定義することができます。鉄筋グループと
金網の鉄筋に UDA を設定できます。

UDA は、meshbars.udas.dat ファイルであ

らかじめ定義されています。このファイルは、
詳細設定 XS_FIRM、XS_PROJECT、または 
XS_SYSTEM で指定されたいずれかのフォルダ

ーと、モデル フォルダーに配置できます。
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コンポーネント 説明

• 鉄筋の縁端距離を負の値として設定できるよ
うになりました。これは鉄筋をオフセットす
るだけであることに注意してください。完全
にオフセットされた金網を取得するには、[鉄筋
端部条件] タブの側面のかぶり厚を負の値に設
定します。

• [ディテール] タブで、[選択部材周辺の断面図の
作成] 機能が強化されました。フィルターのリ
ストでのフィルター認識が強化され、モデルで
[コンポーネント] ダイアログ ボックスを再度
開くと、選択したフィルターが表示されるよう
になりました。

形状ディテール ストリップ • 入力行からのストリップ オフセットを定義で
きるようになりました。

• カットをモデリングする方法を選択できるよ
うになりました。オプションは、[カットのみ]、
[カットと分離]、および [部材のみ] です。

• 作成された部材のプロパティを制御できるよ
うになりました。[メイン部材プロパティを使
用する] オプションを使用すると、追加した部
材にメイン部材のプロパティが割り当てられ
ます。それ以外の場合は、コンクリート梁の保
存された標準属性を選択できます。

後で保存したプロパティを変更した場合、追加
された部材のプロパティを更新するには、形状
ディテール ストリップを変更する必要がある
ことに注意してください。
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コンポーネント 説明

サンドイッチ パネルの水平
シーム

サンドイッチ パネルの垂直
シーム

[継ぎ加工] タブに、中心線に基づく新しい割込継ぎ
手接続タイプと、外側の形状に基づく新しいグルー
ブ継ぎ手接続タイプが追加されました。

サンドイッチ パネル ウィン
ドウ

• [ピクチャー] タブで、キャスト ユニットに属さ
ない部材をカットすることを選択できるよう
になりました。

• 枠を製品として作成できるようになりました。
[ジョイント] タブの [木製フレーム] で [サブア
センブリ] を選択すると、窓枠とドア枠を 1 つ
のサブアセンブリとしてシェルに追加できま
す。

埋め込みアンカー (8) • [配置] タブでアンカー距離の丸め値を定義でき
るようになりました。

• 製品の重心計算では、負の材質密度を持つ部材
が考慮されるようになりました。

鉄筋配置 - 2 重 T 梁 (51) • [属性] タブの [緊張材レイアウトの切り取り部
を無視] 設定を使用して、緊張材レイアウトを
カウントするときに、切り取り部を無視できる
ようになりました。

• [属性] タブで、ボイドにステム格子筋の作成を
定義できるようになりました。

• レイヤーがボイドに接触すると、個々のス
テム格子筋レイヤーを作成するかどうかを
選択できます。

• ボイド位置で金網をカットするかどうかを
選択できます。

あばら筋配置 (67) • 新しい [孔とリセス] タブで、名前またはクラス
に基づいて孔とリセスをフィルター処理でき
るようになりました。

• [孔とリセス] タブで孔セグメントの領域を補強
し、追加のかぶり厚さを定義できるようになり
ました。
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コンポーネント 説明

梁鉄筋 (63)
ストリップ フーチング鉄筋
(75)
ハンチ鉄筋 (81)
正方形柱の鉄筋 (83)

新しい U 型あばら筋が利用可能になりました。

ストリップ フーチング鉄筋
(75)

[あばら筋] タブで直線のあばら筋鉄筋を作成でき
るようになりました。

パッド フーチング鉄筋 (77) [ピクチャー] タブで、作成した金網の副筋の位置合
わせを主筋に垂直に設定したり、主筋と副筋を斜め
のエッジに揃えたりできるようになりました。

吊りアンカー (80) 長さの比率に基づいてアンカー分布を許可するこ
とを選択できるようになりました。

ハンチ鉄筋 (81) • [横断方向あばら筋] タブで、柱を横断方向あば
ら筋で補強するかどうかを選択できるように
なりました。

• 柱よりも太いハンチの補強が正しく機能する
ようになりました。

正方形柱の鉄筋 (83) [鉄筋の両端] タブには、鉄筋の中心線からクランク
が測定される新しいクランク オプションがありま
す。

丸柱の鉄筋 (82)
正方形柱の鉄筋 (83)
長方形の鉄筋範囲 (94)

主筋と側面鉄筋の端部条件を定義できるようにな
りました。

プレキャスト ブロック
(1028)

[グルーブ] タブで、グルーブの角度を定義できるよ
うになりました。
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鉄骨コンポーネント

コンポーネント 説明

冷間圧延重なり (1) [固定部材] タブで、固定部材の回転を定義できるよ
うになりました。

[チューブ ガセット (20)] [スチフナー] タブで、スチフナーに角を作成できる
ようになりました。

チューブ交差 (22) [ブレース接合] タブで、副部材の縁端からの距離で
エンド プレートのサイズを定義できるようになり
ました。エンド プレートに角を作成することもで
きます。

スチフナー済みエンド プレ
ート (27)

副部材側のガセット プレートに角を作成できるよ
うになりました。

クランク梁 (41) これで、[パラメーター] タブでスチフナー プレー
トと梁フランジの間にギャップを定義できるよう
になりました。

溶接･スチフナー付フィンプ
レート (43)

ガセット プレートと副部材の間で溶接 7 を使用で
きるようになりました。

ブレースコーナーパイプ (44) 溶接の作成が変更され、新しい溶接が追加されまし
た。

• 溶接 1 は、ガセットと部材の間の溶接を制御す
るようになりました。

• 溶接 2 は、ブレースとコネクション プレートの
間の溶接を制御します。

• 溶接 3 は、ブレースとキャップ プレートの間の
溶接を制御するようになりました。

• 溶接 4 は、コネクション プレートとスペーサー
の間の溶接を制御するようになりました。

• 溶接 5 は、ガセットとダブラー プレート間の溶
接を制御するようになりました。

コーナー チューブ ガセット
(56)

溶接の作成が次の方法で変更されました。

• ガセット プレートをメイン部材に溶接するた
めに溶接 1 を使用できるようになりました。

• 溶接 4 を使用して、ガセット プレートを 後の
副部材に溶接できるようになりました。
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コンポーネント 説明

• [ガセット] タブに、これらの溶接の両方の作成
を同時に設定するための新しいオプションが
追加されました。

ガセット ラップ付 (58) [ガセット] タブで、コネクション プレート/クリッ
プ アングルとガセット プレート間の許容精度を定
義できるようになりました。

H&V Shear Pl (64) [部材] タブのオプションを使用してプレート ワッ
シャーを作成できるようになりました。

シアー プレート ビルドアッ
プ T (69)

[パラメーター] タブでハンチ プレートの作成を制
御し、[部材] タブでハンチ プレート プロパティを
定義するようになりました。

スプライス ジョイント (77) メイン ウェブおよび副部材ウェブのボルトとフラ
ンジ ボルトの間に異なる数のボルトと異なる間隔
を定義できるようになりました。

拡張完全デプスタブ (82) [部材] タブで、タブ プレートの名前を定義できる
ようになりました。

アングル用目板 (S85) [ピクチャー] タブで、入力点の両側の目板間隔の等
間隔配置を定義できるようになりました。
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コンポーネント 説明

ボルト-モーメント コネクシ
ョン (134)

[フランジ ボルト] タブで、デッキ塗りつぶしプレ
ートとフリーの塗りつぶしプレートに長孔を含め
るかどうかを定義できるようになりました。

クリップ アングル (141)
両面クリップ アングル (143)

[部材] タブで、副部材ウェブの背面からボルト ゲ
ージ線の中心を定義できるようになりました。

このオプションは、副部材に C 形鋼または U 形鋼
がある場合に使用できます。

シンプル シアー プレート
(146)

メイン部材ウェブとスチフナーの間のギャップの
サイズを [スチフナー] タブで定義できるようにな
りました。

[ベース プレート (1004)] [パラメーター] タブで、ベース プレートに 2 つの
モルタル孔が作成されるように定義できるように
なりました。
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コンポーネント 説明

[ベース プレート (1004)]
補剛ベース プレート (1014)
補剛ウェブベースプレート
(1016)
ベース プレート (1042)
US ベース プレート (1047)
円形ベース プレート (1052)
ベース プレート (1053)
ボックス柱ベース プレート
(1066)
テーパー柱ベース プレート
(1068)

[ボルト] タブで、ボルトのカット長さを定義できる
ようになりました。

補剛ベース プレート (1014) 追加プロファイルの材質を [追加プレート] タブで
定義できるようになりました。

補剛ベース プレート (1014)
ベース プレート (1042)
US ベース プレート (1047)

• [アンカー バー] タブのオプションを使用して、
アンカー バーの上部に 2 つのナットを作成す
ることを選択できるようになりました。

• [部材] タブのオプションを使用して、ベース プ
レートに取り付けグループを作成することを
選択できるようになりました。

[ベース プレート (1004)]
補剛ベース プレート (1014)
補剛ウェブベースプレート
(1016)
ベース プレート (1042)
US ベース プレート (1047)
円形ベースプレート (1052)
テーパー柱ベース プレート
(1068)

[アンカー バー] タブのオプションを使用して、プ
レート ワッシャーをベース プレートに溶接できる
ようになりました。
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コンポーネント 説明

補剛ウェブベースプレート
(1016)
スチフナー フィン プレート
(17)
スチフナー コネクション梁
(129)
シアー プレート コネクショ
ン柱 (131)
ボルト-モーメント コネクシ
ョン (134)
梁 - 梁スタブ (135)
クリップ アングル (141)
[折れ板 (151)]
モーメント コネクション
(181)
スチフナー コネクション柱 4
(182)
スチフナー付 (186)
スチフナー コネクション柱 3
(187)

XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANC
E 詳細設定を使用して、デフォルトのスチフナーの
幅が計算されるようになりました。

補剛ウェブベースプレート
(1016)

上部水平スチフナーおよびメイン部材フランジの
間のギャップを定義できるようになりました。

US ベース プレート (1047) • [アンカー バー] タブで、ベース プレートの下に
プレート ワッシャーを作成するように選択で
きるようになりました。

• 溶接番号 5 を使用して、キー プロファイルとベ
ース/レベリング プレート間の溶接を定義でき
るようになりました。

円形ベースプレート (1052) • すべての部材に対して [仕上げ] プロパティを
定義できるようになりました。
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• [アンカー バー] タブで、グラウトの位置を上ま
たは下に設定できるようになりました。
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2 Tekla Structures 2020 管理者向け
リリース ノーツ

Tekla Structures 2019i から Tekla Structures 2020 へのアップグレード ガイド

管理者向けリリース ノーツは、上級ユーザーを対象に、新たなバージョンの Tekla
Structures に追加されたカスタマイズ設定の適用方法について説明しています。

管理者向けリリース ノーツ: 全般的な設定 (91 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨設定 (104 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: コンクリート設定 (105 ページ)

2.1 管理者向けリリース ノーツ: 全般的な設定

全般的なカスタマイズ設定はすべてのユーザーグループに適用されます。 これら
の設定を独自のユーザーグループ設定と共に使用します。

管理者向けリリース ノーツ: バージョン更新でのモデル テンプレート (91 ペー
ジ)

管理者向けリリース ノーツ: [アプリケーションとコンポーネント] カタログのメ
ンテナンス (95 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: Tekla Structures リボンの変更の確認 (96 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: プロパティ パネルの更新 (98 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 図面レイアウト編集の更新 (99 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: ドキュメント管理のマクロ サポート (102 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: その他の図面の更新 (102 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ: バージョン更新でのモデル テンプレ
ート

モデル テンプレートの更新

スケッチ プロファイル、またはスケッチ プロファイルを使用するカスタム コンポ
ーネントがある場合は、モデル テンプレートを更新する前に、スケッチ ソルバー
ツールを Tekla Warehouse からダウンロードしてコンピューターにインストールし
ます。

1. Tekla Structures 2020 を開きます。

2. 既存のモデル テンプレートを使用して新しいモデルを作成します。

3. モデルに以前のバージョンの Tekla Structures のモデルと同じ名前を付けます。

4. 3D ビューを開きます。

5. モデルのエラー チェックと修復を行います。
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6. プロジェクトのサムネイルを作成するか、またはモデル フォルダーに
thumbnail.png という名前のカスタム イメージを追加します。

推奨サイズは 120 x 74 ピクセルです。
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7. モデルを保存します。

このようにしなかった場合は、以前のバージョンで作成されたモデルに関する
警告メッセージが表示される場合があります。

8. モデルをモデル テンプレートとして保存します。

9. モデル フォルダの必要なカタログ ファイルとサブフォルダを含め、[OK] をク
リックします。

10. モデル フォルダから、すべての *.db ファイル (環境データベース、オプショ

ン データベース) ファイルを手動で削除します。
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*.bak、*.log、xs_user の各ファイルは、モデル フォルダから自動的に削

除されます。

.idrm ファイル (db.idrm および xslib.idrm) は、モデルの部材であるた

め保管する必要があります。

モデル テンプレートは、XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY によって指定さ

れた場所に保存されます。

モデル テンプレートのサンプル イメージが利用できるようになりました。ま
た、[アプリケーションとコンポーネント] カタログが整理され、使いやすくな
りました。

管理者向けリリース ノーツ: [アプリケーションとコンポーネント]
カタログのメンテナンス

[アプリケーションとコンポーネント] カタログを整理して使いやすいように保管
します。[アプリケーションとコンポーネント] カタログの詳細については、「」を
参照してください。

XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT を TRUE に設定し、アプリケー

ションとコンポーネント カタログ定義ファイルを編集できるようにします
( XS_SYSTEM フォルダにあります)。

以下を確認して修正します。

1.グループに項目を追加します

[グループ化が解除されたアイテム] を確認し、そのようなアイテムを適切なグルー
プに追加します。

2.ログにエラーがないか確認します
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カタログ定義ファイルなどにエラーや警告があると、[アプリケーションとコンポ

ーネント] カタログの右下にメッセージ ログ  ボタンが表示されます。

存在しないプラグインを参照している場合は、参照している
ComponentCatalog.xml に移動して、その参照を手動で削除します。

これらの変更によって新たなエラーが発生しないことを徹底的に確認するか、また
は [アプリケーションとコンポーネント] カタログの構造を変更します。少なくと
も グループ化が解除されたアイテム および 古いカタログ グループを確認します。

上の例のように、次のエラーが発生する場合があります。

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3.関係のないすべてのアプリケーションやコンポーネントを役割から非表示にし
ます

1. [グループ化が解除されたアイテム] カタログで、下部にある [非表示アイテム
の表示] チェック ボックスをオンにします。

2. アプリケーションまたはコンポーネントを右クリックし、[表示/非表示] を選
択します。

4.カスタム サムネイルを作成します

[アプリケーションとコンポーネント] カタログでのコンポーネントの出力

同じコンポーネントを異なる場面で設定を変更して使用する必要がある場合があ
ります。コンポーネントを簡単に使用できるように、場面ごとに設定を定義して、
コンポーネントをカタログに登録することができます。この機能は、一部の役割に
便利です。
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管理者向けリリース ノーツ: Tekla Structures リボンの変更の確認
必要に応じてリボンをカスタマイズできます。リボンがカスタマイズされている
場合、Tekla Structures の新しいバージョンの追加は表示されません。必ず変更を確
認し、独自のカスタマイズされたリボンに追加することをお勧めします。

詳細については、「」の手順を参照してください。

変更の確認

元のリボンと変更後のリボンを比較できます。別のタブに何を追加または削除し
たか、何を移動したかを確認できます。

1. カスタマイズしたリボンをまだ保存していない場合は保存します。

2. [比較] ボタンをクリックします。

3. [リボンを比較] ダイアログ ボックスで、変更内容を確認します。

例:

• 存在しません: これらのコマンドを削除しました。

• 移動済み: これらのコマンドを新しい場所に移動しました。

• カスタマイズした追加: これらのコマンドを追加しました。

注 元のリボンは、現在の構成で Tekla Structures をインストールするときに
付属していたリボン ファイルを意味します。

4. 削除したコマンドを元に戻す場合は、[リボンを比較] ダイアログ ボックスか
らそのコマンドをリボンにドラッグします。

5. 完了したら、[閉じる] をクリックします。
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管理者向けリリース ノーツ: プロパティ パネルの更新
\<user>\AppData、環境フォルダー、企業フォルダー、またはプロジェクト フ
ォルダーに配置できる PropertyTemplates.xml ファイル内で、独自のプロパテ

ィ ウィンドウ値 (UDA など) を定義できます。

Tekla Structures の新しいバージョンには、新しいオブジェクトタイプまたはプロパ
ティを含めることができます。独自の PropertyTemplates.xml ファイルを使

用している場合、新しいオブジェクトタイプまたはプロパティは表示されません。
手動で PropertyTemplates.xml ファイルを更新する必要があります。プロパ

ティ ウィンドウのカスタマイズ方法については、「」を参照してください。

通常、3 つの異なるケースがあります。

• 新しいオブジェクト タイプ

これらは、プロパティ ウィンドウの [デフォルト設定] から自動的に使用できま
す。これらをチェックすることをお勧めしますが、このオブジェクト タイプに
独自の UDA がない場合は操作が必要ありません。

• 変更されたオブジェクト タイプまたはプロパティ

場合によっては、削除して新しいプロパティまたはグループを追加する必要が
あります。

• 削除されたプロパティ

機能上の問題は発生しませんが、設定ファイルから既存のプロパティまたは空
のグループを削除することをお勧めします。

操作方法

変更されたプロパティ

鉄筋セット グループのコンクリートかぶり厚から上、側面、および下のプロパテ
ィを削除します。新しいプロパティを追加します。すべてのオブジェクト タイプ
に対してこの操作を繰り返します。

オブジェクト タイプ:

• コンクリート柱

• コンクリート梁

• コンクリート螺旋梁

• コンクリート

• コンクリート スラブ

• パッド フーチング

• ストリップ フーチング

• ロフト スラブ

• コンクリート アイテム

旧:
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新:

削除されたプロパティ

プロパティと位置グループ全体が空の場合は、そのグループを削除します。

オブジェクト タイプ:

• ロフト スラブ

• ロフト プレート

管理者向けリリース ノーツ: 図面レイアウト編集の更新
図面 [レイアウト エディター] には、レイアウト編集ワークフローを簡単にするた
めの有用な改良がいくつかなされています。

リアルタイムで行ったすべての変更を表示する別のレイアウト編集モードで、図面
レイアウトを簡単にカスタマイズできるようになりました。

[図面レイアウトエディター] のレイアウトには、次の改良が加えられました。

• 図面プロパティの [指定サイズ] および [自動サイズ] オプションで使用する図
面サイズのカスタマイズ。

• 図面ビューの余白とスペースのプロパティを制御します。
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• 図面枠の余白と色を制御します。

• 図面レイアウトを特定の図面タイプ (M/GA/A/C/W) に関連付けることができる
かどうか。

国特有の環境に関しては確認し、会社のニーズに応じてローカライズする必要があ
ります。

更新またはローカライズするファイル

• 図面レイアウト (.lay) ファイル

• 図面プロパティ (.wd / .ad/ .cud/ .md/ .gd)

• 共通の枠と折り目マークの設定 (standard.fms)

• 印刷に関連する設定 (DrawingsSizes.dat、
PaperSizesForDrawings.dat)

図面サイズの更新

図面レイアウトの新しい図面サイズの追加

各図面レイアウトには、カスタマイズしたテーブル セット、枠のプロパティ、余
白、およびスペースを含む図面サイズのリストが含まれている必要があります。図
面レイアウトを円滑に使用できるように、各図面レイアウトに必要な図面サイズが
含まれていることを確認します。[レイアウト エディター] サイド パネルの [図面
サイズ] リストに既存の図面サイズが表示されます。

[図面サイズ] リストには、PaperSizesForDrawings.dat ファイルで定義され

ているサイズが読み込まれます。当該は、次の場所にあります。

• 米国の環境の場合:..\ProgramData\Tekla Structures\<version>
\environments\USA\common\General\DrawingSettings

• その他のすべての環境の場合:..\ProgramData\Tekla Structures
\<version>\environments\<environment>\...\ DrawingSettings
\

注 Tekla Structures の印刷では、PaperSizesForDrawings.dat ファイルで定義

されている図面サイズが使用され、 ファイルに設定されている外部および内
部の余白が追加されます。したがって、[レイアウト エディター] で作成した
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図面サイズを印刷用紙サイズに合わせるには、DrawingSizes.dat ファイル

で印刷の外部および内部余白を [0] に設定する必要があります。

レイアウトの図面サイズを追加、編集、削除する方法の詳細については、「」を参
照してください。

更新された図面サイズの定義オプション:固定サイズと自動サイズ

• 図面サイズの追加および編集を行うには、[レイアウト エディター] サイド パネ

ルの [図面サイズ] リストの右側にある  [編集] ボタンをクリックします。

[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスで図面サイズを追加する際に、図面に合っ
た図面サイズが自動的に選択される図面サイズを Tekla Structures で使用するかど
うかを選択することができます。[自動サイズ] チェック ボックスをオンにした場
合、Tekla Structures は、図面レイアウトのすべての内容に適合する、可能な限り
小の図面サイズを自動的に使用します。

また、図面レイアウトのプロパティで、図面レイアウトに使用されるサイズ定義モ
ードも設定する必要があります。次のオプションがあります。

• 指定サイズ:Tekla Structures では、以下の [図面サイズ] リストで選択したサイズ
のみが使用されます。[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスで図面サイズの
[自動サイズ] チェック ボックスがオンになっているかどうかは関係ありませ
ん。

• 自動サイズ:Tekla Structures では、[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスで [自
動サイズ] チェック ボックスをオンにしている図面サイズの中で、可能な限り
小の図面サイズが自動的に使用されます。

自動生成された図面サイズの名前の変更

Tekla Structures の以前のバージョンでは、[固定サイズ] または [計算サイズ] オプシ
ョンが [] タブで選択されている場合、テーブル セットが図面サイズに関連付けら
れていました。ただし、[指定サイズ] オプションを選択した場合は、テーブル セ
ットがどの図面サイズにも関連付けられませんでした。

現在のバージョンでは、Tekla Structures の以前のバージョンで作成された関連付け
られていないテーブル セットがあるレイアウト ファイル (.lay) を開くと、Tekla
Structures は、すべてのテーブル セットに対して図面サイズを自動的に生成します。
ファイルには、###_[TABLE LAYOUT NAME] 形式の名前が付けられます。

以前の設定を使用して生成されたすべての図面サイズは、より適切な新しい名前で
保存する必要があります。たとえば、###_Assembly_revision は、A1
Assembly_revision という名前に変更できます。
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図面レイアウト タイプ

必要に応じて、特定の図面レイアウトが使用可能な図面タイプを選択できます。
[レイアウト エディター] サイド パネルの [図面レイアウトタイプ] リストで、現在
の図面レイアウトが使用可能な図面タイプを選択します。

図面レイアウトは、[図面レイアウトタイプ] リストで選択されている図面タイプの
図面プロパティ ダイアログ ボックスでのみ使用できます。

余白、スペース、枠の更新

図面レイアウトの余白とスペースが、Tekla Structures の印刷から [レイアウト エデ
ィター] へ移動されました。

• 余白とスペースを調整するには、[レイアウト エディター] サイド パネルで、[図
面サイズ] リストの右側にある  [編集] ボタンをクリックします。

standard.fms ファイルにはグローバル枠のプロパティが含まれていることに注

意してください。[図面サイズ設定] ダイアログ ボックスで図面レイアウトの枠、
予約、スペースを個別に定義していない場合は、standard.fms ファイルのプロ

パティが使用されます。

テーブルの更新

新しい [レイアウト エディター] では、個々のテーブルに変更を加える必要はあり
ません。

[レイアウト エディター] の [使用中のテーブル] リストには、テーブルが保存され
ているフォルダーから削除されたテーブル名を含めることができます。これらの
テーブルは、[使用中のテーブル] リストから手動で削除する必要があります。

管理者向けリリース ノーツ: ドキュメント管理のマクロ サポート

既存のマクロは、Tekla Structures の [ドキュメント管理] など、WPF ダイアログを
サポートする現在のマクロ ランタイムを使用し始めました。これは Tekla
Structures 2020 以降のバージョンにのみ適用されます。
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管理者向けリリース ノーツ: その他の図面の更新

溶接金網の単一の塗りつぶし端部

端部が塗りつぶされた単線に溶接金網表示オプションが追加されました。以前は、
これは単体の鉄筋で使用できましたが、溶接金網表示では使用できませんでした。

新しい表示 (*.gdr) を使用する場合は、標準ファイルを更新します。

部材マークでフィート (10 進数) がサポートされるようになりました

部材マーク プロパティに (10 進数の) フィートを設定できるようになりました。
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10 進数のフィートを使用する場合は、標準ファイルを更新します (*.pm)。

2.2 管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨設定

以下のカスタマイズ設定は、鉄骨ユーザーグループのみに適用されます。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨コンポーネント (104 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨コンポーネント
Tekla Structures 2020 の鉄骨コンポーネントにはいくつかの改良点があります。

新しいオプションと機能を使用する場合は、標準ファイルを更新します。

これらの改良点の詳細については、Tekla Structures 2020 リリース ノートの「コン
ポーネントの改良点 (79 ページ)」を参照してください。

2.3 管理者向けリリース ノーツ: コンクリート設定

以下のカスタマイズ設定は、コンクリート ユーザー グループにのみ適用されます。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋セットの更新 (105 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋の形状管理 (109 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋カタログの設定 (110 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋寸法マーク (111 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: その他のコンクリートの更新 (116 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 自動プレキャスト制作用ツールの更新 (117 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 型枠配置ツール (117 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: コンクリート コンポーネント (119 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋セットの更新

レポート可能なプロパティとしての鉄筋レイヤー

操作方法

環境の [オプション] ダイアログ ボックスの標準ファイル (standard.opt) を次

のように更新します。

1. Tekla Structures を開きます。

2. モデルを開きます。

3. [オプション] ダイアログ ボックスを開き、[鉄筋セット] 設定に移動します。

4. [かぶり厚と位置] タブで、[レイヤー頭マーク] ボックスに適切な標準値を入力
し、値を保存します。

5. \<model folder>\attributes で更新された standard.opt ファイルを

検索または参照します。

Tekla Structures 2020 管理者向けリリース ノーツ 105 管理者向けリリース ノーツ: コンクリート設定



6. このファイルを環境にコピーします。

(このファイルは、デフォルト環境では \Environments\default\General
\Shared\ModelingSettings に格納されています)。

デフォルトのコンクリートかぶり厚を編集する (部材全体座標系と部材ローカル座
標系の両方で) 場合は、同時に更新できます。

LAYER の構築方法の変更 (オプション)
LAYER 属性の構築方法を変更する場合、

XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING 詳細設定を構成して編集できま

す。

デフォルト値は、%LAYER_PREFIX%%LAYER_NUMBER% です。つまり、たとえば、

コンクリートの上面にある も外側のレイヤー鉄筋は LAYER 値 T1 を取得します

(上の図のように、上部レイヤー頭マークを T に定義している場合)。

図面標準ファイルの更新

図面で LAYER を使用する場合は、標準ファイルの鉄筋マーク プロパティを更新し

て、この新しいプロパティを含めます。
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この新しいプロパティは、鉄筋セットでのみ動作します。

レポート テンプレートの更新 (オプション)
レポート テンプレートで新しい LAYER プロパティを使用する場合は、それらも更

新します。

部材ローカル座標系ベースのコンクリートかぶり厚

操作方法

コンクリート オブジェクト タイプ標準ファイルの更新 (オプション)

Tekla Structures 2020 管理者向けリリース ノーツ 107 管理者向けリリース ノーツ: コンクリート設定



コンクリート オブジェクト タイプのコンクリトかぶり厚を [オプション] ダイア
ログ ボックスで定義されている全体座標系のデフォルト値以外にする場合は (下
の図を参照)、コンクリート オブジェクトの標準ファイルを次のように更新します。

1. Tekla Structures を開きます。

2. モデルを開きます。

3. 必要に応じて、すべての異なるコンクリート オブジェクトを作成して、プロ
パティ パネルでコンクリートかぶり厚設定を変更し、設定を標準ファイルと
して保存します。

4. \<model folder>\attributes で更新された標準ファイルを検索または

参照します。

5. これらのファイルを環境にコピーします。
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管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋の形状管理

鉄筋の形状定義の更新

1. Tekla Structures を開きます。

2. モデルを開きます。

3. 環境内でサポートする形状 (円弧付き) を作成します。

4. ファイル --> エディタ --> 鉄筋の形状管理 をクリックして [鉄筋の形状管理]
を開き、鉄筋が希望どおりに認識されていることを確認します。
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5. 必要に応じて曲線の許容値を編集します。

6. モデルで、追加する鉄筋を選択します。[選択対象の取得] をクリックし、鉄筋
加工図フィールドの定義と曲げ形状ルールを編集します。

7. 円弧が含まれる、新しく追加したバーの新しい形状コードを入力します。[追
加] をクリックして、この新しい形状を形状定義に追加します。

8. rebarshaperules.xml ファイルを保存します。

9. ファイルを環境にアップロードします。

機能をオフにする

この機能が必要ない場合は、XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR 詳
細設定の値を FALSE に変更してオフにすることができます。

Tekla Structures 2019i 以降、詳細設定はデフォルトで TRUE に設定されます。

ただし、Tekla Structures 2019i (および以前のバージョン) では、機能は複数の小さ
な曲げを円弧に結合するのではなく、複数の小さい曲げを、曲げ半径が大きい 1 つ
の曲げに結合します。
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管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋カタログの設定

操作方法

環境から検索できる設定ファイルは次のとおりです。

• rebar_catalog.settings.user.default (星付け)

• rebar_catalog.settings (注記)

Tekla Structures は、設定ファイルをモデル フォルダーに
rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx> および

rebar_catalog.settings として保存します。

rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx> の名前を

rebar_catalog.settings.user.default に変更し、環境内の必要なフォル

ダーに両方のファイルをコピーします。

設定ファイルの検索順序は、モデル フォルダー、プロジェクト フォルダー
(XS_PROJECT)、企業フォルダー (XS_FIRM)、およびシステム フォルダー

(XS_SYSTEM) です。

これは、プロジェクトまたは企業レベルで設定すると便利です。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋寸法マーク

変更内容

[寸法プロパティ] ダイアログ ボックスの [鉄筋] タブで定義した設定を使用して、
鉄筋寸法マーク スタイルを制御できるようになりました。

以前は、鉄筋寸法マーク設定を制御するファイルは、[図面寸法] 設定の [オプショ
ン] ダイアログ ボックスで定義されていました。設定ファイルを定義するオプシ
ョンが [オプション] ダイアログ ボックスから削除されました。

さらに、寸法線設定 [テーパー スキュー鉄筋グループ] と [テーパー曲線鉄筋グルー
プ] が [寸法プロパティ] ダイアログ ボックスに移動しました。
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変更はデフォルト環境で行われます。

• dimension_mark.dim は rebar_dimension_mark.dim に名称変更されま

した。
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• tagged_dimension_mark.dim は rebar_tagged_dimension_mark.dim
に名称変更されました。

• rebar_dimension_line.dim が作成されました

各環境で設定ファイルがカスタマイズされている可能性があるため、各環境のファ
イルはローカライザーが編集する必要があります。つまり、デフォルトからコピー
できるとは限りません。

使用対象

鉄筋寸法マークの作成について詳しくは、「図面のその他の改良点 (46 ページ)」と
「鉄筋への寸法の追加」を参照してください。

操作方法

古いバージョンの Tekla Structures にある各環境の [オプション] ダイアログ ボック
スの設定を確認し、注意が必要なデフォルトの設定ファイルを見つけます。

設定ファイルが鉄筋固有ではなく一般的なものである場合は、元のファイルを変更
するのではなく、名前変更されたコピーを使用します (上記の standard ファイル

と同じように、コピーして名前を rebar_dimension_line.dim に変更しまし

た)。

また、3 つのファイルの外観が一貫していることも確認してください (フォント、
フォント サイズ、矢印のサイズなど)。必要に応じて調整します。

以下のファイルまたは同等のファイルを更新します (環境ファイルの命名と翻訳の
命名に応じて)。

rebar_dimension_mark.dim
dimension_mark.dim の名前が rebar_dimension_mark.dim に変更されま

した (以前の [寸法マーク] コマンド スタイルの場合)。ただし、名前は特定の環境
の規則に従っています。

寸法: すべての鉄筋

サブグループ化: はい

引出し線から表示領域まで: いいえ

同間隔寸法の結合: 3*60=180
寸法結合の 少間隔数: 1
[寸法マーク内容] で [頭マーク] を設定します。

[寸法マーク内容] で [寸法値の表示] を [非表示] に設定します。

rebar_tagged_dimension_mark.dim
tagged_dimension_mark.dim の名前が

rebar_tagged_dimension_mark.dim に変更されました (以前の [注記付き寸

法マーク] スタイルの場合)。ただし、名前は特定の環境の規則に従っています。

寸法: すべての鉄筋
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サブグループ化: はい

引出し線から表示領域まで: いいえ

同間隔寸法の結合: 3*60=180
寸法結合の 少間隔数: 1
適切な注記の内容を設定します。

rebar_dimension_line.dim
また、以下を作成します。

rebar_dimension_line.dim: 以前の [寸法線の作成] の動作を満たします。た

だし、名前は特定の環境の規則に従います。

寸法: 始点/終点鉄筋

サブグループ化: いいえ

引出し線から表示領域まで: はい

同間隔寸法の結合: オフ

すべての *.cudcd 設定ファイルを更新する (キャスト ユニット - 統合寸法):
• 次の行を削除します。

• RebarDimensionTagMarkLocation

• RebarDimTagMarkLocation_en

• RebarDimensionMark.*

• RebarDimensionMark_en

• 次の行を追加します。

• RebarDimensionMarkSettings "rebar_dimension_mark"

値が適切かつアクセス可能な (その環境と *.cudcd で) 寸法設定ファイルに
設定されている場合。つまり、上記の行の「rebar_dimension_mark」は単な
る例にすぎませんが、適切ではない可能性があります。

• RebarDimensionMarkSettings_en 1

• 更新されたダイアログ:

Tekla Structures 2020 管理者向けリリース ノーツ 114 管理者向けリリース ノーツ: コンクリート設定



テーパー スキューおよび曲線モデル オプションの変更のためにすべての *.opt 設
定ファイルと該当する *.dim 設定ファイルを更新する:
• 以下のプロパティを、存在するすべての *.opt 設定ファイルから削除することを

お勧めします (存在する場合、新しいバージョンの Tekla Structures では無視され
ることに注意してください)。

• dia_option_settings.TaperedSkewedReinforcementGroup
• dia_option_settings.TaperedCurvedReinforcementGroup

• *.opt 設定ファイルで、上の 2 つのプロパティのいずれかが 2 に設定されている
場合 (つまり、ストレート設定ではなく、テーパーまたは曲線設定)、鉄筋固有
の *.dim 設定ファイルに相当する値に設定することができます。

• 上記の *.opt 設定ファイルのプロパティの場合: 1 = 直線および 2 = テーパ
ー/曲線。

• *.dim 設定ファイルでは、新しいプロパティは
TaperedSkewedReinforcementGroup および TaperedCurvedReinforcementGroup
と呼ばれ、0 = 直線および 1 = テーパー/曲線 (*.opt のプロパティとは異なり
ます) になっています。

• 更新されたダイアログ:

以下の点に注意してください。

• 既存の鉄筋寸法マークを編集する場合、次のプロパティを変更することはでき
ません (これらは作成にのみ使用できます)。

寸法

部材の縁端

テーパー寸法タイプ

曲線寸法タイプ

• [部材縁端までの寸法] は、[寸法] = [すべての鉄筋] の場合のみサポートされます
(今後解決される予定の古い制限)。
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• 図面プロパティ パネルは、Aurora によって無効になっているため、

XS_DISABLE_DRAWING_PROPERTY_PANE を使用する必要はありません。

• 閉じ寸法 ([部材縁端までの寸法]) を使用して鉄筋寸法マークが作成されている
場合、編集してから編集可能な他の [鉄筋] タブ プロパティ (たとえば、[引出し
線から表示領域まで]) を変更しても、鉄筋寸法インスタンスは更新されません。
これは調査中です。

*.cs マクロ ファイルが、古いパラメーター「TaggedRebarDimMark」、
「RebarDimLine」、または「RebarDimMark」を参照しているかどうかを確認しま
す。

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarDimLine", "View_10 window_1");

次のように、古いパラメーターを「RebarNewDimMark」に置き換えます。

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarNewDimMark", "View_10
window_1");

ユーザー ワークフローが変更され、ユーザーがこのフォームのマクロを実行する
前に、必要な寸法設定ファイルを読み込んで適用する必要があります。

XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY が
TRUE に設定されている場合は、適切な *.dim 設定ファイルに対して部材の縁端
Yes に設定できます。

イメージ

機能は XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY です。詳

細設定ではなく、寸法プロパティ ダイアログ ボックスを使用して表示されるよう
になりました。[寸法] が [すべての鉄筋] に設定されている場合にのみサポートさ
れることに注意してください。環境で使用する 
XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY が TRUE に設定

されている場合、特定の *.dim ファイルに若干のローカリゼーションが必要になる
場合があります。

追加

have DimensionMarkSettings を更新した *.opt ファイルのリスト

*.cudcd ファイルのリスト

管理者向けリリース ノーツ: その他のコンクリートの更新

コンクリートのサブアセンブリを一覧表示するレポート

レポート用の新しいコンテンツ タイプがあります。HIERARCHIC_CAST_UNIT.

コンテンツ タイプ CAST_UNIT は、鋼材 ASSEMBLY とは異なり平坦です。新しい

コンテンツ タイプ HIERARCHIC_CAST_UNIT では、ASSEMBLY と同じロジックを

持つ階層がサポートされています。複数のサブアセンブリ レベル (たとえば、2 重
壁) を持つキャスト ユニットの階層コンテンツをリストするレポートを作成でき
ます。既存の CAST_UNIT は変更されていません。
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操作方法

環境にキャスト ユニット レポートがある場合は、キャスト ユニットの全コンテン
ツを表示するようにキャスト ユニット情報の更新を検討することをお勧めしま
す。

2 重壁やサンドイッチ パネル (複数レベルのキャスト ユニット) がある場合は、以
下をお勧めします。

• 2 重壁用の新しい個別 BOM リスト

• キャスト ユニット図にある 2 重壁用の新しい個別 BOM リスト テンプレート

• キャスト ユニット図にある 2 重壁用の新しい個別数量 BOM リスト テンプレ
ート

これは製品と同じように動作します。サブキャスト ユニットを追加するには、[サ
ブアセンブリとして追加] コマンドを使用します。レポートでは、上層キャスト ユ
ニットで「ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL = 0 / 1」を使用するか、一番上の行で

組み合わせてフィルター処理する必要があります。

ファイルの例は Environments\default\Concrete\Precast\Detailing
\ReportsAndTemplates にあります。

• Cast_Unit_Double_Wall_Bill_of_Material.rpt
• CU_DW_BOM.tpl

管理者向けリリース ノーツ: 自動プレキャスト制作用ツールの更
新

[エクスポートユニテクニック (79)]、[エクスポート：EliPlan]、[BVBS エクスポー
ト]、[HMS エクスポート] には、いくつかの改良点が含まれています。

改良点の詳細については、Tekla Structures 2020 リリース ノーツの「自動プレキャ
スト制作用ツールの更新 (61 ページ)」を参照してください。

管理者向けリリース ノーツ: 型枠配置ツール
Tekla Structures 2020 のインストールに、型枠配置ツールが追加されました。

Tekla Structures で次の機能を利用できるようになりました。

• リボンの [型枠] タブ

• [アプリケーションとコンポーネント] カタログ内の型枠カスタム パーツ

• 形状カタログの型枠形状

• 環境内の追加ファイル
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型枠配置ツールは、デフォルト環境の [コンクリート建設会社]、[総合建設会社]、
[鉄筋詳細設計者] の役割で使用できます。つまり、新しいリボン タブとファイル
のファイルを追加します。

• 形状フォルダー

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\profil

• カスタム パーツ コンポーネント .uels
C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\components_sketches\concrete
\Formwork

• 属性ファイル、設定ファイル

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork

• リボン ファイル

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\Ribbons

操作方法

一部の役割でこれを設定する場合は、以下を追加します。

XS_SYSTEM パス - %XSDATADIR%\environments\common\system\CIP
\Formwork
XS_UEL_IMPORT_FOLDER パス - %XSDATADIR%\environments\common
\components_sketches\concrete\Formwork
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管理者向けリリース ノーツ: コンクリート コンポーネント
Tekla Structures 2020 のコンクリート コンポーネントにはいくつかの改良点があり
ます。

新しいオプションと機能を使用する場合は、標準ファイルを更新します。

[床レイアウト] に以下の変更が加えられました。

以下の属性ファイルにデフォルト値を追加します。

• プロパティ ストリップ (新しい標準ファイル)

• 埋め込み CIP フィラー

• オブジェクトの周囲の自動カット

• 穴の許容幅

• 鋼材シート外装材 (始点ギャップと終点ギャップ、負のギャップ値)

• 適化されたスラブ幅

• 大スラブ長 (空のままにするか、大きい値にすることをお勧めします)。
FloorLayout.ini ファイルをカスタマイズして、プロファイル固有の長さ制

限を追加します。

これらの改良点の詳細については、Tekla Structures 2020 リリース ノートの「コン
ポーネントの改良点 (79 ページ)」を参照してください。
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3 ローカライゼーション リリース
ノーツ

環境固有の Tekla Structures ローカライゼーション リリース ノーツは、新しいバー
ジョンの Tekla Structures の新機能と変更された機能を、ローカライゼーションの観
点から紹介しています。 現在の環境でローカライズされた機能が示されており、
ユーザー独自のカスタマイズ作業にも役立ちます。 ローカライゼーション リリー
ス ノーツは、各国のローカライゼーション チームによって提供されます。
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4 Tekla Structures 2020 ハードウェ
ア推奨事項

オペレーティング システムの要件

Tekla Structures2020 は、次のオペレーティング システムで実行されます。

• 64 ビット版 Windows 10

• 64 ビット版 Windows 8.1

他のオペレーティングシステムはサポートされていません。

Tekla Structures は、アプリケーションおよびデスクトップ仮想化と併用できます。
詳細については、「」を参照してください。

Tekla Structures ワークステーションに推奨されるハードウェア

以下の表に、2 種類のハードウェア構成を示します。デスクトップ コンピューター
(ワークステーション) を対象に機器構成を紹介していますが、ノートパソコン (モ
バイル ワークステーション) の購入時にも、相当仕様として参照できます。これら
のハードウェアの推奨仕様は、Tekla Structures のテストで使用される実績のあるセ
ットアップに基づいています。他のセットアップは、意図した用途に 適な場合に
使用できます。

Tekla Structures ユーザー用に多数のコンピューターを購入する前に、まず 1 台また
は 2 台のコンピューターでセットアップをテストし、確認してください。

注 Tekla Structures は Itanium プロセッサに対応していません。

 推奨仕様 パフォーマンス重視の仕
様

オペレーティング システ
ム

Windows 10 (64 ビット) Windows 10 (64 ビット)

メモリー 16 GB 以上 32 GB 以上

ハード ディスク 240 ～ 480 GB、SSD 1 TB、SSD
プロセッサ (CPU) Intel® Core™ i5 CPU、2 GHz

以上
Intel® Core™ i7 CPU、3 GHz
以上
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 推奨仕様 パフォーマンス重視の仕
様

グラフィック カード* デュアル モニター サポー
ト例: NVIDIA GeForce
RTX 2060/2070

デュアル モニター サポー
ト例: NVIDIA GeForce
RTX 2080/2080 Ti 以降

モニター 27 インチのデュアル モニ
ター (解像度はそれぞれ
1920x1200)

30 インチ (解像度
2560x1600) のシングル モ
ニターまたは 27 インチ
(解像度 2560x1440) のデ
ュアル モニター

マウス** 3 ボタンの光学式ホイー
ル マウス

光学式ワイヤレス ホイー
ル マウス + 3Dconnexion
SpacePilot

バックアップ装置 外付けハードディスク ド
ライブ

外付けハードディスク ド
ライブおよび計画的なバ
ックアップ

ネットワーク (マルチユー
ザー環境)

100 Mbps IPv4 または IPv6 1 Gbps IPv4 または IPv6

*Tekla Structures のレンダリングでは、DirectX または OpenGL テクノロジを使用で
きます。DirectX レンダリング モードは、 新のグラフィックス カードに合わせて
適化されており、グラフィックス カードを決定する際は DirectX のパフォーマン

スを優先する必要があります。Trimble Solutions では、NVIDIA グラフィック プロセ
ッサ搭載のカードをテスト プラットフォームとして選択しました。

**3 ボタン ホイール マウスは、すべての操作(コマンドの終了、ズーム、パン、回
転) で必要です。 Tekla Structures は、3Dconnexion によって提供される次の 3D マウ
スもサポートしています。SpaceNavigator、SpaceExplorer、SpacePilot、および
SpacePilot Pro は、ズーム、パン、回転を強化するために通常のマウスと並行して
使用されます。3D マウスを使用するには、インストール ファイルとそれらの使用
方法を Tekla Warehouse からダウンロードします (3Dconnexion Device Installer)。

グラフィックス カードの設定

グラフィックス カードが Tekla Structures で高性能プロファイルを使用するように
設定されていることを確認します。グラフィックス カードの製造元が提供する設
定ツール、または 近の Windows バージョンの Windows 設定で、プロファイルを
確認して割り当てることができます。これは、ラップトップ コンピューターでは
特に重要であり、省電力を優先するように構成されている場合があります。多くの
システムでは、設定を変更しない限り、Tekla Structures がより強力な専用グラフィ
ックス カードではなく、より強力な統合グラフィックス プロセッサを使用するよ
うにデフォルト設定されています。

メイン Tekla Structures ソフトウェアだけでなく、他のソフトウェア コンポーネン
トもコンピューターにおける 3D モデルの描画方法に影響を与えます。

• コンピューターは、Tekla Structures で 3D ビューを描画するときも、グラフィッ
クス カードの製造元が提供する標準ドライバーを使用します。製造元のウェ
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ブ サイトからグラフィックス ドライバーの更新プログラムを定期的に確認す
ることをお勧めします。

多数のコンピューターでドライバーを更新する前に、まずそのバージョンのド
ライバーをテストし、更新プログラムにより Tekla Structures の 3D ビューに問
題が発生しないことを確認します。

• Tekla Structures には、次の 2 つの代替レンダリング エンジンが含まれています。
1 つは OpenGL ベース、もう 1 つは DirectX ベースです。Microsoft Windows に
は、どちらのテクノロジのサポートも含まれています。

Tekla Structures ワークステーション ハードウェアの選択に役立つその他のツール

Tekla Discussion Forum > Tekla Structures フォーラム > ハードウェアとオペレーティ
ング システムでディスカッションに参加すると、他のユーザーと体験を共有でき
ます。

また、Tekla Structures OpenGL レンダリング エンジンで使用するグラフィックス カ
ードのテストと評価用の Steelmark というアプリケーションも用意されています。
Tekla Warehouse からダウンロードします。このアプリケーションは、DirectX レン
ダリング エンジンのパフォーマンスを測定しません。

Tekla Online サービスに接続するための要件

Tekla Online サービスは、包括的な学習とサポート リソース、ソフトウェア インス
トール パッケージのダウンロード、クラウドベースの共有、ソフトウェアの使用
を強化するさまざまなアドオン ツールによって Tekla ソフトウェア製品を補完し
ます。

フル アクセスを確保するには、Tekla Online サービスに接続するための要件に従い
ます。

Tekla License Server
Tekla License Server は、ほとんどの Tekla Structures 設定で唯一サポートされている
ライセンス方法である、オンプレミス ライセンスに必要です。

• 使用可能な 新のライセンス サーバー バージョンにアップグレードすること
をお勧めします。ライセンス サーバーは、Tekla Structures ハードウェアの推奨
仕様を満たすコンピューターであればいつでもインストールできます。

• ライセンス サーバーが別のコンピューターにインストールされている場合は、
ハードウェアとオペレーティング システムに関する追加の考慮事項がありま
す。別個の「Tekla License Server 2020 ハードウェア推奨事項 (125 ページ)」を参
照してください。

• 異なるバージョンの Tekla Structures を使用している場合は、ライセンス サーバ
ーをアップグレードする前に、ライセンス サーバーの互換性を確認してくださ
い。
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Tekla Structures マルチユーザー サーバー

Tekla Structures マルチユーザー サーバーを使用する場合は、必ず 新のバージョン
をインストールすることをお勧めします。現時点では、バージョン 2.5.0 です。

詳細については、「Tekla Structures マルチユーザー サーバー 2.5.0 のハードウェア推
奨仕様 (129 ページ)」を参照してください。

プリンター

Tekla Structures は、プリンタの製造元が提供する標準 Windows プリンター ドライ
バーを使用します。 新のドライバーは製造元のウェブ サイトからインストール
できます。

必要な他のソフトウェア コンポーネント

Tekla Structures には、次の再頒布可能パッケージが必要です。これらの再頒布可能
パッケージ (またはこれらより新しいバージョンのパッケージ) がコンピューター
上に存在しない場合は、Tekla Structures ソフトウェアのインストール時に自動的に
インストールされます。

• Microsoft .NET Framework 4.7.2

• Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ (x64) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ (x86) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x64) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x86) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2015 再頒布可能パッケージ (x64) 14.0.23026

• Microsoft Visual C++ 2015 再頒布可能パッケージ (x86) 14.0.23026

組織が .msi パッケージを使用して Tekla Structures を一元的にインストールする場
合、必要な .NET Framework および Microsoft Visual C++ 再頒布可能コンポーネント
を Microsoft のウェブ サイトからダウンロードし、個別にインストールする必要が
生じることがあります。
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5 Tekla License Server 2020 ハード
ウェア推奨事項

ライセンス サーバーを使用可能な 新バージョンにアップグレードすることをお
勧めします。ライセンス サーバーの各バージョンは、Tekla Structures の複数のバー
ジョンと互換性があります。以前のバージョンの Tekla Structures と互換性のある
ライセンス サーバー のバージョンについては、このページの下部にある表を参照
してください。

オペレーティング システム

Tekla Structures 用の FlexNet ライセンス システムは、次のオペレーティング システ
ムで動作します。

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2019

32 ビット版および 64 ビット版オペレーティング システムがサポートされていま
す。

サーバーベースの OS に Tekla License Server をインストールすることが推奨され
ます。社内に LAN がない場合は、Tekla Structures が実行されている各コンピュー
ターにライセンス サーバーをインストールし、コンピューターごとに 1 つのライ
センスを認証できます。

ライセンス サーバーのハードウェア

Tekla License Server として使用するサーバーは、効率性や性能において特別に優れ
ている必要はありません。サーバーとネットワーク接続の信頼性の方がはるかに
重要です。

ライセンスにアクセスせずに Tekla Structures を実行することはできません。ユー
ザーの作業を中断するリスクを 小限に抑えるため、複数のユーザーが使用するラ
イセンス サーバーを適切なサーバー ハードウェアおよびサーバー オペレーティ
ング システムで実行することをお勧めします。サーバー用のオペレーティング シ
ステムは、通常のワークステーション用のオペレーティング システムと比較する
と、長時間の安定した運用ができるように設計されており、ライセンス管理に適し
ているシステムです。
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仮想化プラットフォーム

Tekla License Server のサポートされている仮想マシンのプラットフォームは次の
とおりです。

• Citrix XenServer 7.6

• Microsoft Windows 10 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V

• Oracle VirtualBox 5.2.18

• Parallels Desktop 14.1.0 for MAC 10.14

• QEMU-KVM (ホスト OS: CentOS 7.5)

• ハイパーバイザー: qemu-kvm-ev-2.10.0

• ハイパーバイザー サービス: libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14

• 仮想マシン マネージャー: vmm v1.4.3

• VMware ESXi 6.5 および 6.7

• VMware Workstation 14.1.1

Linux または Unix ベースのサーバーはサポートされていません。クラウド環境は
サポートされていません。

バックアップ

ライセンスは安全に保管してください。必ず、電子メールで送信されたライセンス
資格ファイルを保存します。認証されたライセンスを別のバックアップ場所にバ
ックアップします。認証済みのライセンスが削除された場合、またはライセンス
サーバー コンピューターでハードウェア障害が発生した場合は、ライセンスを回
復するためのバックアップが必要になります。

認証されたライセンスがなくなり、バックアップが利用できない場合は、使用許諾
契約書に記載されている条件に従って、交換ライセンスを注文できます。

インターネット接続

ライセンスの認証の取得、認証の返却、または修復作業を行うためには、弊社の認
証サーバーに接続する必要があるため、インターネットへの接続が必要となりま
す。ライセンス サーバーにインターネット接続が必要になるのは、Trimble の認証
取得サーバーに接続してライセンスの認証、返却、および修復を行う際のみです。

ライセンス サーバーは、IPv4、IPv6、または IPv4 と IPv6 の両方のプロトコルを使
用するネットワークで使用できます。

会社のライセンス サーバーが Trimble のアクティベーション サーバーに接続する
際に、ライセンス サーバーが直接インターネットに接続できるようにする必要が
あります。認証取得の通信は、TCP ポート 443 の HTTPS を介した SOAP (Simple
Object Access Protocol) により行われます。したがって、認証取得時の情報の送受信
がファイアウォールによってブロックされないようにする必要があります。認証
取得時の通信を許可するには、ファイアウォール設定で認証取得サーバーの次のア
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ドレスを使用します。https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?
wsdl

その他

Tekla Structures は、起動時にライセンスを予約するためにライセンス サーバーに接
続できる必要があります。ファイアウォール (Windows ファイアウォールなど)
で、サーバー コンピューターと Tekla Structures がインストールされているコンピ
ューターとの間の通信が許可されている必要があります。tekla.exe アプリケーシ
ョンと lmgrd.exe アプリケーションがファイアウォール経由で動作できるようにす
る必要があります。これらのアプリケーションは ..\Tekla\License\Server フォルダー
に配置する必要があります。

ライセンス サーバーを実行しているどのコンピューターでも、ネットワーク アダ
プターの MAC アドレスを変更しないでください。仮想環境を使用している場合
は、動的 MAC アドレス指定ではなく静的 MAC アドレス指定が使用されているこ
とを確認してください。

ライセンス サーバーを実行しているコンピューターには固定 IP アドレスが必要で
す。

5.1 どのライセンス サーバーのバージョンを使用するか

下の表で、現在の Tekla Structures のバージョンにはどのライセンス サーバーのバ
ージョンを使用すればよいかを確認します。また、新しいサービス パックまたは
プログレス リリースにアップグレードする必要があるかどうかも確認します。

ライセンス サーバーの更新については、「Tekla ライセンス サーバーの更新 (132 ペ
ージ)」を参照してください。

Tekla Structures バージョ
ン

ライセンス サーバー 2016
SP1

ライセンス サーバー 2017
以降

2018 以降  

2017i - すべてのバージョ
ン

 

2017 - すべてのバージョ
ン

2016i - すべてのバージョ
ン

2016 SP5/PR5 以降

2016 SP4/PR4 まで 2016 SP5/PR5 以降にアッ
プグレード

21.1 SR7 以降

21.1 SR6 まで 21.1 SR7 以降にアップグ
レード

Tekla License Server 2020 ハードウェア推奨事項 127 どのライセンス サーバーのバージョンを使用するか

https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl
https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl


Tekla Structures バージョ
ン

ライセンス サーバー 2016
SP1

ライセンス サーバー 2017
以降

21.1 すべての PV バージ
ョン

21.0 以前

ライセンス サーバーをインストールする方法については、「」を参照してくださ
い。
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6 Tekla Structures マルチユーザー
サーバー 2.5.0 のハードウェア推
奨仕様

マルチユーザー サーバーを使用すると、同じローカル エリア ネットワーク内のユ
ーザーが同じモデルの異なる部分で同時に作業できます。モデル データは中央の
サーバーに保存されるため、高い性能を確保するために、サーバーへの高速で信頼
性の高いネットワーク接続が必要です。異なる場所にユーザーがいる場合、クラウ
ド ベースの (個別にライセンスが付与された) Tekla Model Sharing 機能が適してい
る可能性があります。

オペレーティング システム

Tekla Structures マルチユーザー サーバー 2.5.0 は、次のオペレーティング システム
で実行されます。

• 64 ビット版 Windows 8.1

• 64 ビット版 Windows 10

• 64 ビット Windows Server 2016

32 ビット版 Windows はサポートされていません。

マルチユーザー サーバー ハードウェア

Tekla Structures マルチユーザー サーバーとして使用するサーバーは、非常に効率的
であったり、 大級のパフォーマンスを発揮したりする必要はありません。各サー
バーに専用の TCP ポートを指定している限り、Tekla Structures マルチユーザー サ
ーバーを、Tekla License Server などを実行中の同じコンピューターで実行できま
す。

マルチユーザー サーバーは、IPv4、IPv6、または IPv4 と IPv6 の両方のプロトコル
を使用するネットワークで使用できます。

その他

マルチユーザー サーバーに保存されているモデル データのスケジュール バック
アップを設定し、バックアップを別のコンピューターに保存します。
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同じマルチユーザー ネットワーク上にある各コンピューターには、一意の IP アド
レスおよび同一のサブネット マスクを指定する必要があります。

マルチユーザー サーバーを実行しているコンピューターには固定 IP アドレスが必
要です。

Tekla Structures マルチユーザー サーバーはサービスとして実行されます。つまり、
Tekla Structures マルチユーザー サーバーは、コンピューターを起動すると常に自動
的に起動し、コンピューターの実行中はいつでも利用できます。

Tekla Structures マルチユーザー サーバー 2.5.0 のハ
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7 新しいバージョンへの Tekla
Structures のアップグレード

同じコンピューター上で Tekla Structures の複数のバージョンを使用できます。新
しいバージョンをインストールして使用する場合、古いバージョンをアンインスト
ールする必要はなく、引き続き古いバージョンを使用できます。サービス パック
には更新が累積的に含まれるため、同じバージョンの Tekla Structures を対象とする
以前のサービス パックのインストールと置き換わります。

注 現在のバージョンの Tekla Structures を使用して既に作業を進めているモデルがある場
合は、そのモデルを完成させることをお勧めします。新しいバージョンでモデルを保
存すると、以前のバージョンでそのモデルを開くことはできなくなります。

Tekla Downloads サービスからインストール パッケージをダウンロードできます。

以下の一般的な手順でアップグレードを完了してください (テキスト内のリンクか
ら詳細な手順を確認してください)。

1. Tekla ライセンス サーバーの更新 (132 ページ).更新されたバージョンがイン
ストールされている既存のバージョンと置き換わります。

2. ライセンスを更新します (「Tekla ライセンスの更新 (133 ページ)」を参照)。

更新されたライセンスは、ライセンスに示されているバージョンおよびインス
トールされているライセンス サーバー バージョンと互換性がある以前のバー
ジョンに使用することができます。

3. .

同じコンピューター上で Tekla Structures の複数のバージョンおよび環境を使
用できます。新しいバージョンをインストールして使用する場合、古いバージ
ョンをアンインストールする必要はありません。

4. 新しいバージョンの Tekla Structures への個人設定のコピー (134 ページ).

一部の個人設定は、移行ウィザード (134 ページ) ツールを使用して新しいバー
ジョンにコピーできます。設定をコピーしない場合や、移行ウィザードで推奨
されるバージョン以外のバージョンの Tekla Structures から設定をコピーする
場合は、コピーをスキップできます。

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレ
ード
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5. 新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした情報の転送 (135 ペ
ージ).

以前のバージョンでカスタマイズした情報を新しいバージョンの Tekla
Structures で使用できます。プロジェクト フォルダーと企業フォルダーを作成
し、これらのフォルダーにカスタマイズしたファイルを保存することを強くお
勧めします。新しいバージョンをインストールしても、プロジェクト フォル
ダーと企業フォルダー内のファイルが Tekla Structures により置き換えられる
ことはありません。プロジェクト フォルダーと企業フォルダーを使用しない
場合、カスタマイズした情報を新しいバージョンに手動で転送する必要があり
ます。

7.1 Tekla ライセンス サーバーの更新
新バージョンの Tekla ライセンス サーバー ソフトウェアを Tekla ライセンス サ

ーバーにインストールすることをお勧めします。新しいバージョンの Tekla
Structures は、古いバージョンのライセンス サーバーでは動作しない可能性があり
ます。

古いバージョンの Tekla Structures は、新しいバージョンのライセンス サーバーで
使用できます。この場合、古いバージョンの Tekla Structures の一部では、必要とさ
れる 近の更新がインストールされている必要があります。Tekla Structures のバ
ージョンと Tekla ライセンス サーバーのバージョン間の互換性の詳細については、
「Tekla 2020 ライセンス サーバーのハードウェアに関する推奨事項 (125 ページ)」を
参照してください。

Tekla ライセンス サーバーを更新するには、次のようにします。

1. サーバーを更新する前に、作業したモデルを保存してから Tekla Structures を閉
じてください。

2. [スタート] メニューまたは [スタート] 画面 (Windows オペレーティング シス
テムによって異なる) から、 [Tekla ライセンス] --> [LMTOOLS] に移動しま
す。

3. [Stop/Start/Reread]タブで、[Stop Server] をクリックして Tekla ライエンス サ
ーバーと他のライセンス サーバーをすべて停止します。 

Tekla ライセンス サーバーのインストールが完了したら、他のライセンス サー
ビスを再起動することができます。

4. C:\Tekla\License\Server フォルダーの変更されたファイルをすべてバ

ックアップします。 

tekla.lic または tekla.opt はインストーラによって変更されないため、

これらのファイルをバックアップする必要はありません。

5. Tekla ライセンス サーバーの 新バージョンとオプションの Tekla License
Borrow Tool (使用する場合) を、Tekla Downloads からダウンロードします。

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレ
ード
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6. 通常のセットアップでは自動インストールを使用して、ダウンロードしたライ
センス サーバーを管理者権限でインストールします。画面に表示されるメッ
セージに従います。 

インストールが失敗する場合、またはインストール後にサーバーが起動しない
場合は、ローカル ファイアウォールを使用し、スパイウェア/ウイルス対策保
護を無効にして再インストールをもう一度実行してください。

7. Tekla License Borrow Tool を使用する場合は、ツールの新しいバージョンを、
ツールを使用するワークステーションにインストールします。

7.2 Tekla ライセンスの更新
ライセンスの更新とは、許容される 大ソフトウェア バージョンの更新やテンポ
ラリー ライセンスの有効期間の延長など、既存のライセンスの詳細を変更するこ
とを意味します。現在のライセンスを返却した後、更新された情報を含む新しいラ
イセンス エンタイトルメント証明書を使用して再度ライセンスを認証します。

更新されたライセンスを受け取ったら、既存のライセンスを返却した後、新しいバ
ージョンのライセンスを認証する必要があります。同じライセンスの 2 つのバー
ジョンを同時に認証することはできません。ライセンスの返却と認証は、ライセン
ス サーバーで行い (Tekla Structures がインストールされているのと同じコンピュー
ターの可能性もあります)、インターネット接続が必要です。

注 ライセンスの認証を返却する前に、ライセンスが使用中または持出し中でない
ことを確認します。ライセンスを返却するには、「」で説明されているように
ユーザーが持ち出し中のライセンスを戻す必要があります。

ライセンスを更新するには、次のようにします。

1. ライセンス サーバーのインストール フォルダー (デフォルトでは C:\Tekla
\License\Server) にある既存のエンタイトルメント証明書の名前を

EntitlementCertificate.html から EntitlementCertificate-
OLD.html に変更します。

2. ライセンス サーバーのインストール フォルダにエンタイトルメント証明書フ
ァイルを保存します。 

ユーザー様組織内でライセンス購入の手続きを行った方、または連絡先として
指名された方が、新しい EntitlementCertificate.html エンタイトルメ

ント証明書が添付された電子メールを受け取っています。

3. [スタート] メニューまたは [スタート] 画面 (Windows オペレーティング シス
テムによって異なる) から、 [Tekla Licensing] --> [Tekla License Administration
Tool] に移動します。

4. [認証取得済みのライセンス]セクションで、認証を返却するライセンスの横に
ある[認証の返却]チェックボックスを選択します。
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5. 有効な [認証の返却] ボタンをクリックします。 

返却が完了すると、ライセンス管理ツールに確認メッセージが表示されます。

注 他の FlexNet ライセンスやライセンス サーバー管理ツール (FlexNet
Manager など) を使用している場合は、自動通知を使用しないでください。
ライセンス サーバーにライセンス変更を手動で通知するには「」を参照
してください。

6. 自動ライセンス サーバーの通知が有効になっていることを確認します。ツー

ルバーの  [サーバーに通知する] ボタンの状態を確認し、必要に応じてボ
タンをクリックします。

7. [開く] をクリックし、ライセンスを含む EntitlementCertificate.html
ファイルを開きます。 [エンタイトルメントのライセンス数] セクションにラ
イセンス情報が表示されます。

8. [認証の取得] セルをクリックし、認証するライセンスの数を選択します。 

9. [認証の取得] ボタンをクリックします。 

ライセンス サーバーが Trimble Solutions のライセンス認証取得サーバーに接
続されます。

認証されたライセンスは [認証取得済みのライセンス] セクションに表示されま
す。

ライセンス サーバーを実行しているコンピューターとは別の安全な場所にあるト
ラステッド ストレージ (..\ProgramData\FLEXnet\) にバックアップすること

をお勧めします。バックアップは、アクティブなライセンスを誤って消去してしま
った場合に、同一のサーバーにライセンスを復元するうえで役立ちます。
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7.3 新しいバージョンの Tekla Structures への個人設定のコピー
移行ウィザードツールを使用して、古いバージョンの Tekla Structures から新しいバ
ージョンの Tekla Structures にいくつかの個人設定をコピーできます。移行ウィザ
ードは、新しいバージョンの Tekla Structures の初回起動時に自動的に開きます。

移行ウィザードでは、設定のコピー元のバージョン番号とコピー先のバージョン番
号が示されます。コピーする設定を選択できます。

1. 新しいバージョンの Tekla Structures を起動します。

2. 移行ウィザードで、[次へ]をクリックして設定のコピーを開始します。

3. コピーする設定を選択し、[次へ]をクリックします。

4. 適切な設定が選択されていることを確認します。

5. [コピー]をクリックします。

注 設定を後でコピーする場合は、\Tekla Structures\<version>\nt\bin
\applications\Tekla\Migrationsフォルダにある MigrationWizard.exe
をダブルクリックすることで、移行ウィザードを手動で起動できます。設定のコピー
元のバージョンとコピー先のバージョンを選択できます。

参照項目

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード (131 ページ)

7.4 新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした
情報の転送
以前のバージョンの Tekla Structures から新しいバージョンの Tekla Structures に、カ
スタマイズした情報を転送できます。

1. 以前のバージョンの Tekla Structures でプロジェクト フォルダーや企業フォル
ダー を使用してモデル内にカスタマイズしたファイルを保存している場合、
[ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳細設定] に移動し、XS_FIRM、
XS_PROJECT、および XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY の各詳細設定に

カスタマイズしたファイルがあるフォルダーが指定されていることを確認し
ます。

2. カスタマイズしたファイルをプロジェクト フォルダーや企業フォルダーに保
存していない場合、情報を使用するには、カスタマイズしたファイルを新しい
バージョンの Tekla Structures に手動で移動する必要があります。 

さまざまなタイプのファイルを、ローカルまたは非公開のオンライン Tekla
Warehouse コレクションを使用してコピーすることができます。詳細につい
ては、Tekla Warehouse の手順 を参照してください。

少なくとも以下を確認してください。

• 詳細設定
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• テンプレート、レポート、および図面に関連するファイル

• カタログファイル: プロファイルカタログ、材質カタログ、ボルトカタロ
グ、ボルトセットカタログ、鉄筋の形状カタログ

• 変換ファイル

• 拡張ツール

新しいバージョンの Tekla Structures の拡張ツールを再インストールする必
要があります。

• NC エクスポート設定

• プリンターカタログ設定

• ユーザー定義情報

• 保存済みのモデルオブジェクトプロパティ

一部の情報は、移行ウィザード (134 ページ)ツールを使用して新しいバージョ
ンに自動的にコピーできます。

参照項目

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード (131 ページ)
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8 Tekla Structures サービス パック

Tekla Structures サービス パックは、Tekla Structures のバージョン更新です。

サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルは、完全な Tekla Structures
バージョン ソフトウェアが含まれたスタンドアロン インストーラーです。関連す
る Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックを別途インストールす
る必要はありません。たとえば、サービス パック 1 をインストールしなくても、
サービス パック 2 をインストールできます。

• サービス パックには、新機能と既存の機能への改良や修正が含まれている場合
があります。すべてのユーザーが 新のサービス パックをインストールする
ことをお勧めします。

• 新の環境をインストールして、サービス パックで環境が正しく動作すること
を確認することをお勧めします。また、使用しているすべての環境を更新する
ことをお勧めします。

サービス パック ソフトウェアと環境インストール ファイルは、Tekla Downloads で
確認できます。

参照項目

Tekla Structures のサービス パックをインストールする (137 ページ)

以前の Tekla Structures サービス パックをインストールする (139 ページ)

8.1 Tekla Structures のサービス パックをインストールする
サービス パックをインストールして、Tekla Structures バージョンまたは以前のサー
ビス パックを更新することができます。サービス パックには、新機能と既存の機
能への改良や修正が含まれている場合があります。

注 サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルは、完全な Tekla
Structures バージョン ソフトウェアが含まれたスタンドアロン インストーラ
ーです。関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックを
別途インストールする必要はありません。
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関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックがコンピュータ
ーにインストールされている場合、新しいサービス パックをインストールする前
にそれらを削除する必要はありません。

注 Tekla Structures ソフトウェアをコンピューターにインストールするには、管理
者権限でログインする必要があります。

1. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。

a. サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルを、Tekla
Downloads から使用中のコンピューターにダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックが既に
インストールされている場合は、インストール フォルダーを選択するこ
とはできません。サービス パックは、更新しようとしているバージョン
と同じフォルダーにインストールされます。

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックをイン
ストールしていない場合は、インストール フォルダーおよびモデル フォ
ルダーを選択することができます。

2. Tekla Structures 環境をインストールします。 

環境のインストール フォルダーの場所は、ソフトウェアがインストールされ
ている場所によって決まります。インストール ウィザードで環境のインスト
ール フォルダーを選択することはできません。

どの環境も削除する必要はありません。環境の新しいバージョンをインスト
ールすると、その環境の古いバージョンが自動的にアップグレードされます。

a. 必要な環境のインストール ファイルを Tekla Downloads から使用中のコ
ンピューターにダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

環境インストール ウィザードでは、同ウィザードの実行時に環境設定フ
ァイル (.tsep) がインストールされるように指定することができます。

これを指定しない場合は、環境をインストールした後の Tekla Structures 起
動時に、環境設定ファイルが環境フォルダーにインストールされます。
Tekla Structures で、インストールの進行状況を示すダイアログ ボックスが
開きます。

関連情報

参照項目

Tekla Structures サービス パック (137 ページ)

Tekla Downloads
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8.2 以前の Tekla Structures サービス パックをインストールする
新の Tekla Structures サービス パックを使用することをお勧めします。状況によ

っては、新しいサービス パックを既に使用している場合でも、以前の Tekla
Structures のサービス パックまたは関連する Tekla Structures バージョンを使用する
ことが必要になる場合があります。

1. 現在使用している Tekla Structures サービス パック ソフトウェアを、Windows
の [コントロール パネル] でアンインストールします。

2. 関連する Tekla Structures 環境を Windows の [コントロール パネル] でアンイ
ンストールします。

3. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。

a. サービス パックのソフトウェアのインストール ファイルを Tekla
Downloads からダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

インストールフォルダおよびモデルフォルダを選択できます。

4. Tekla Structures 環境をインストールします。 

新の環境は、Tekla Downloads に用意されています。

a. インストールしたサービス パックに関連する環境のインストール ファイ
ルをダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

環境インストール ウィザードでは、同ウィザードの実行時に環境設定フ
ァイル (.tsep) がインストールされるように指定することができます。

これを指定しない場合は、環境をインストールした後の Tekla Structures 起
動時に、環境設定ファイルが環境フォルダーにインストールされます。
Tekla Structures で、インストールの進行状況を示すダイアログ ボックスが
開きます。

参照項目

Tekla Structures サービス パック (137 ページ)
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9 免責条項

© 2020 Trimble Solutions Corporation and its licensors. All rights reserved.

本ソフトウェア マニュアルは、該当ソフトウェア製品と共に使用する目的で作成
されています。ソフトウェア製品および本ソフトウェア マニュアルの使用は、ラ
イセンス契約に準拠するものとします。ライセンス契約では、ソフトウェア製品お
よび本マニュアルの特定保証の規定、他の保証の放棄、回復可能な損害賠償の限
定、ソフトウェア製品の許可された使用方法の規定、およびソフトウェア製品の認
定ユーザーの定義を行います。本マニュアルに記載されたすべての情報は、ライセ
ンス契約書に定められた保証の下で提供されます。重要な義務、適用される制限事
項、および権利制限については、ライセンス契約書を参照してください。Trimble
は、テキストに技術的な誤りや誤植がないことを保証いたしません。Trimble は、
ソフトウェアまたはその他の点での変更により、本マニュアルに対して変更および
追加を行う権利を有します。

また、本ソフトウェア マニュアルは、著作権法および国際条約により保護されて
います。本マニュアルまたは本マニュアルの一部を無断で複製、展示、改変、また
は配布した場合、民事および刑事上の厳しい処罰の対象となることがあり、法律で
認められた 大限の範囲まで告訴されます。

Tekla Structures、Tekla Model Sharing、Tekla PowerFab、Tekla Structural Designer、
Tekla Tedds、Tekla Civil、Tekla Campus、Tekla Downloads、Tekla User Assistance、
Tekla Discussion Forum、Tekla Warehouse および Tekla Developer Center は、欧州連
合、米国、およびその他の国における Trimble Solutions Corporation の登録商標また
は商標です。Trimble Solutions の商標の詳細については、http://www.tekla.com/tekla-
trademarks を参照してください。Trimble は、欧州連合、米国、およびその他の国に
おける Trimble Inc. の登録商標または商標です。Trimble の商標の詳細については、
http://www.trimble.com/trademarks.aspx を参照してください。本マニュアルで言及さ
れているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性が
あります。第三者の製品または商標についての言及は、明示的に記載されている場
合を除き、Trimble による第三者との提携または第三者による推奨を意図せず、そ
のようないかなる提携または推奨も否定するものとします。

この製品の一部には、以下の著作権者の著作権物が利用されています:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norway.All rights reserved.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S.All rights reserved.

PolyBoolean C++ Library (C) 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. All rights reserved.
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FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™.All rights reserved.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance.All rights reserved.

CADhatch.com © 2017. All rights reserved.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC.All rights reserved.

本製品には、Flexera Software LLC とそのライセンサー (存在する場合) が所有する
権利、機密技術、情報、および創作物が含まれています。本技術の一部または全部
を、Flexera Software LLC からの事前の書面による明示的許可なしに、使用、複製、
出版、配布、表示、改変または転載することはいかなる形態または手段を問わず厳
重に禁止いたします。Flexera Software LLC によって書面で明示されている場合を
除き、この技術の所有は、禁反言、黙示などによっても、Flexera Software LLC が
所有するあらゆる知的財産権の下、ライセンスまたは権利を一切付与するものでは
ありません。

サードパーティのオープン ソース ソフトウェアのライセンスを確認するには、
[Tekla Structures] を開き、[ ファイル メニュー --> ヘルプ --> Tekla Structures につい
て ] をクリックし、[サードパーティライセンス] オプションをクリックします。

本マニュアルに記載されているソフトウェアの構成要素は、複数の特許で保護され
ており、米国およびその他の国における係属中の特許出願である場合があります。
詳細については、http://www.tekla.com/tekla-patents を参照してください。
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