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1 Tekla Structures 管理者として始め
る

Tekla Structures 管理者として始めるには、 初にインストール、ライセンス、およ
びカスタマイズに関連した概念に精通する必要があります。

• 組織の Tekla Structures 管理者の視点から見たインストールについては、「管理者
向けの Tekla Structures インストール (11 ページ)」で説明されています。

• ライセンス管理タスクについては、「ライセンスの管理 (28 ページ)」で説明さ
れています。

• Tekla Structures を広範囲にわたってカスタマイズし、さまざまな設定ファイル
を使用して、カスタム構成を配布することができます。基本的なカスタマイズ
タスクについては、「管理者向けの Tekla Structures 設定ガイドライン (116 ペー
ジ)」と「管理者向けの環境、企業、プロジェクトの設定 (128 ページ)」で説明
されています。ファイルとフォルダー構造の詳細については、「Tekla Structures
のファイルとフォルダ (241 ページ)」を参照してください。

1.1 管理者向けの情報

Tekla User Assistance
Tekla User Assistance は、管理者を含む、すべてのレベルのユーザーに対してヘルプ
情報を提供します。Tekla User Assistance の Tekla Structures ヘルプにアクセスする
には、Tekla Structures で F1 キーを押します。いずれかのダイアログ ボックスを開
いている場合、Tekla Structures が、そのダイアログ ボックスに関連するトピックを
表示します。

デフォルトでは、すべてのヘルプ コンテンツがオンラインで提供されます。オフ
ライン ヘルプのインストール パッケージは、Tekla Downloads で入手できます。オ
ンライン ヘルプは常に更新されているため、可能な場合はオンライン ヘルプを使
用することをお勧めします。

ヘルプは、Tekla Structures を実行していない場合にも参照できます。使用している
Windows オペレーティング システムに応じて、[スタート] メニューまたは [スター
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ト] 画面から、Tekla Structures <version> を選択し、[ドキュメント] をクリックして
ください。

リリース ノーツおよび管理者向けリリース ノーツ

リリース ノーツと管理者向けリリース ノーツは、Tekla Structures の新しいメイン
バージョンおよび中間バージョンごとに Tekla User Assistance で公開されます。こ
れらのリリース ノーツには、Tekla Structures を新しいバージョンにアップグレード
するときに使用できる、非常に便利な情報が記載されています。

リリース ノーツには、新機能、既存機能の改良点および修正点が記載されていま
す。管理者向けリリース ノーツには、Tekla Structures の新しい機能のローカライズ
と活用についての有用な情報が記載されています。

Tekla Discussion Forum
Tekla Discussion Forum は、使用体験を共有したり、疑問点について質問したり、上
級ユーザーと議論したりできる、役に立つ場所です。ログインするには Trimble
Identity が必要です。

Tekla Structures トレーニング

Tekla Structures の機能を 大限に活用するために、 寄りの Trimble Solutions オフ
ィスまたは販売店が開催するトレーニング コースに参加することを強くお勧めし
ます。

寄りのサポート

有効な保守契約のあるお客様は、 寄りのサポートに電子メールまたは電話で支援
を求めることができます。

組織のグループに接続されたアカウントでログインすると、Tekla User Assistance に
寄りのサポートの電子メール アドレスと電話番号が表示されます。
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2 管理者向けの Tekla Structures イ
ンストール

標準のインストール パッケージを使用するか、MSI パッケージを使用して独自の
集中インストールを作成することで、Tekla Structures をワークステーションにイン
ストールできます。Citrix 仮想環境で Tekla Structures を実行することもできます。

Tekla Structures を使用するには、ライセンス サーバーをインストールする必要があ
ります。

2.1 インストール要件

Trimble Identity
Tekla Online サービスでは、ユーザーの識別に Trimble Identity を使用します。
Trimble Identity は、その他の Trimble サービス (Trimble Connect、SketchUp 3D
Warehouse など) にも使用することができます。

Tekla Online サービスで使用される組織グループの管理を担当するアカウント管理
者を各組織に少なくとも 1 人配置する必要があります。組織の複数のユーザーが
管理者になることができます。 初のユーザーは Trimble 担当者から招待されま
す。その後、そのユーザーが必要に応じて他のユーザーや管理者を追加します。

管理者として、次のことを行います。

• 従業員を組織のユーザー グループに招待するかユーザー グループのメンバー
として承認し、すべての Tekla Online services のメンテナンス ユーザー アクセ
スを許可します。

• 外部ライセンス ユーザーを追加します。

• 組織のオンライン ライセンスにアクセスできるユーザーを選択します。

• 組織に属さなくなったユーザーを組織のユーザー グループから削除します。

詳細については、「Tekla Online services 用の Trimble Identity」および「Trimble Identity
および Tekla Online ライセンスの管理」を参照してください。
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オペレーティング システムおよびハードウェア推奨仕様

Tekla Structures は、 新の 64 ビット版 Windows オペレーティング システムにイン
ストールできます。

オペレーティング システムがサポートされている Windows バージョンのいずれで
もない場合、インストールはキャンセルされます。また、このインストールを行う
には、Microsoft .NET Framework 4.7.2 以降がコンピューターにインストールされて
いる必要があります。.NET Framework 4.7.2 のインストールは Tekla Structures イン
ストール パッケージに含まれており、必要に応じて実行されます。カスタマイズ
したインストール パッケージを作成する場合は、クライアント コンピューター
に .NET Framework がインストールされていることを確認してください。

推奨オペレーティング システムとハードウェア仕様の詳細については、「Tekla
Structures 2019 ハードウェア推奨事項」を参照してください。

2.2 Tekla Structures のインストール

Tekla Downloads から Tekla Structures ソフトウェアと環境をダウンロードできま
す。 新のソフトウェアを使用するために、Tekla Structures の 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。サービス パックには、Tekla Structures
の 新または以前のメイン バージョンまたはサービス パックに対する改良や修正
が含まれています。サービス パックは、有効な保守契約を結んでいるすべてのユ
ーザーが入手できます。

注 管理者権限で Tekla Structures をインストールする必要があります。

集中インストールを使用してクライアント コンピューターに Tekla Structures をイン
ストールする場合は、エンド ユーザーが管理者権限を持っている必要はありません。

Tekla Structures インストーラーは .msi インストーラーです。.msi 環境インスト

ーラーには、実際の環境ファイルおよび設定が含まれる .tsep インストーラーの

セットが含まれます。新しいバージョンの Tekla Structures をインストールすると
きには、ソフトウェアをインストールしてから環境をインストールします。.msi
インストーラーは、Tekla Structures を開く前にコンピューターにインストールされ
ます。

.msi 環境インストーラーを実行すると、環境フォルダーが作成され、.tsep イン

ストーラーが ..\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be
installed フォルダーにコピーされます。

.tsep インストーラーは、Tekla Structures を初めて開いたときに実行されま

す。.tsep インストーラーを実行するには、管理者権限は必要ありません。Tekla
Structures で、.tsep インストーラーの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。.tsep インストーラーは、環境ファイルを ..\Tekla
Structures\<version>\Environments\<environment> フォルダーにイン

ストールします。

Tekla Structures インストール ウィザードがインストールの詳細な手順を示します。
詳細については、「Install Tekla Structures」も参照してください。
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2.3 Tekla Structures の集中インストール

大企業で多数の Tekla Structures ユーザーがいる場合は、Tekla Structures を社内ネッ
トワークを介して集中インストールすると時間を節約できます。

集中インストールでは、Tekla Structures のサイレント インストールをバックグラウ
ンドで実行できます。ユーザーには、インストール ウィザードのダイアログ ボッ
クスは表示されません。集中インストールの詳細については、「Tekla Structures
2019 の集中配布」を参照してください。

2.4 仮想環境へのインストール

Citrix 仮想環境で Tekla Structures を実行することもできます。アプリケーションお
よびデスクトップの仮想化により、ユーザーは Tekla Structures をローカルのワーク
ステーションにインストールすることなく、ソフトウェアをネットワーク上の
Citrix サーバーから実行できます。仮想インストールの詳細については、「Tekla
Structures とアプリケーションおよびデスクトップの仮想化との併用 (23 ページ)」
を参照してください。

2.5 ライセンス サーバーのインストール

Tekla Structures のライセンスを 1 つしか使用しない場合は、Tekla Structures と同じ
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、その 1 つのワークステ
ーションでライセンスを有効にすることができます。複数のライセンスおよびユ
ーザーが存在する環境では、社内ネットワークにライセンス サーバーをインスト
ールします。これにより、必要に応じて、柔軟かつ効率的にライセンスを使用する
ことができます。

ユーザーが Tekla Structures の使用を開始する前に、以下を行う必要があります。

• 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てセットアップしま
す。

• エンタイトルメント証明書を保存してライセンスを認証します。

• カスタマイズしたインストールを使用して手動により、または、ユーザーに指
示することにより、Tekla Structures を使用する各クライアント コンピューター
をライセンス サーバーに接続します。

詳細については、「Tekla Structures のライセンスシステム (29 ページ)」を参照して
ください。
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2.6 Tekla Structures マルチユーザー サーバー

マルチユーザー モードでは、複数のユーザーが同じモデルに同時にアクセスする
ことができます。マルチユーザー モードは、チーム メンバーが同じ場所で作業し、
必ずしもインターネット接続できるとは限らない環境でプロジェクトを実施する
ローカル チームに適しています。

会社が外部プロジェクトに参加する場合や、異なる場所で複数のユーザーが同じモ
デルを使用する場合は必ず、代わりに Tekla Model Sharing を使用することをお勧め
します。Tekla Model Sharing では、会社のユーザーが、オフラインかつ高パフォー
マンスで同じ共有モデルを使用でき、ネットワークが低速でも、他のチーム メン
バーと変更を同期できます。Tekla Model Sharing を使用するには、別のサブスクリ
プションが必要です。

マルチユーザー モデルは、単一のマスター モデルで構成されます。各ユーザーは、
このモデルにアクセスして、モデルのローカル ビューを開くことができます。ロ
ーカル ビューを作業モデルと呼びます。ユーザーが作業モデルに行った変更はロ
ーカルであり、作業モデルがマスター モデルに保存されるまで、その変更は他の
ユーザーには表示されません。マルチユーザー システムには、複数のクライアン
ト コンピューターを含めることができます。各ユーザーは、クライアント コンピ
ューター上で作業モデルを使って作業します。マスター モデルは、ネットワーク
上の任意のコンピューターに置くことができます。クライアント コンピューター
のいずれかにマスター モデルを置くことも可能です。

Tekla Structures マルチユーザー システムは、標準的な TCP/IP ネットワークを使用
して社内ネットワークで実行され、次の要素で構成されています。

• Tekla Structures マルチユーザー サーバー コンピューター ( xs_server.exe
( AlwaysUp ユーティリティで起動) を実行する)

• マスター モデルが保存されているファイル サーバー コンピューター

• Tekla Structures を実行するクライアント コンピューター

次の図は、マルチユーザー システムの構成例です。
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マルチユーザー サーバーは Tekla Downloads で提供される個別のインストールで
す。

マルチユーザー サーバーをインストールする方法とマルチユーザー サーバーをサ
ービスとして実行する方法の説明については、「Multi-user system」を参照してくだ
さい。

注 複数のユーザーが異なる場所で異なる時刻に同じモデル内で作業する場合は、マルチ
ユーザー モードではなく Tekla Model Sharing を使用します。

2.7 .tsep パッケージのインストール

Tekla Structures 拡張パッケージの .tsep パッケージは Tekla Structures 拡張機能ま

たは追加環境コンテンツのインストーラーです。.tsep パッケージは Tekla
Warehouse でダウンロードできます。

.tsep パッケージは、3 つの異なる方法でインストールできます。

直接インストール

1. ダウンロードした .tsep インストーラーをダブルクリックします。
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2. [Tekla Structures extension manager] ダイアログ ボックスに、インストールさ
れる拡張機能の名前が表示されます。

デフォルトでは、.tsep インストーラーは [Tekla Structures extension
manager] を使用して開きます。一部の .tsep インストーラーは、[Insert into
model] オプションを使用して、Tekla Warehouse から直接実行します。

3. インポートする Tekla Structures バージョンを選択し、[インポート] ボタンをク
リックします。次回 Tekla Structures を起動したとき、拡張機能が自動的にイン
ストールされ、[Tekla Structures 拡張管理] に表示されます。

注 .tsep インストーラーがデフォルトで [Tekla Structures extension manager]
で開くように設定されていない場合は、手動で設定できます。.tsep インス

トーラーを右クリックし、[Properties] を選択します。[Opens with] で、
[Change] を選択し、TsepFileDispatcherLauncher を指定します。

Tekla Structures 拡張管理でのインストール

.tsep インストーラーを [Tekla Structures extension manager] から Tekla Structures
にインストールすることもできます。

1. [アプリケーションとコンポーネント] カタログで、  > [ Manage extensions
--> Extension manager ] をクリックし、[Tekla Structures extension manager] を
開きます。

2. [Import] をクリックし、インストールする .tsep インストーラーを選択しま

す。

3. [Open] をクリックします。

インポートされた .tsep は、次回 Tekla Structures を起動したときにインスト

ールされます。この拡張機能が [Tekla Structures extension manager] に表示さ
れ、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで使用する準備が整いま
す。

.tsep パッケージのアンインストール

.tsep をアンインストールするには、以下のいずれかの操作を行います。

• [Tekla Structures extension manager] で、アンインストールする .tsep パッケ

ージを選択 (複数選択するには Ctrl または Shift を使用) し、[Remove] をクリッ
クします。.tsep パッケージは、Tekla Structures の再起動時に削除されます。

• ..\Program Files\Tekla Structures\<version\nt\bin\ に移動し、

TeklaExtensionPackage.Builder.exe をダブルクリックして [Tekla
Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner] ダイアログ ボッ
クスを開きます。

[Uninstall TSEP based extensions] タブに移動し、アンインストールする .tsep
パッケージを選択 (複数選択するには Ctrl または Shift を使用) し、[Uninstall
selected] をクリックします。これにより、選択したすべての .tsep パッケージ

が削除されます。Tekla Structures を再起動する必要はありません。
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集中インストール

社内のすべてのワークステーションに .tsep インストーラーを一括で集中インス

トールできます。この方法は、システム管理者によって行われることを意図してい
ます。

デフォルトでは、インストールを待機中の .tsep インストーラーは
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\To
be installed に保存されます。集中インストールを実施するには、

%XSDATADIR%\Extensions\To be installed フォルダーに .tsep インスト

ーラーをコピーする必要があります。\To be installed フォルダーが存在し

ない場合は、作成します。

Tekla Structures が起動すると、\To be installed フォルダーの使用可能

な .tsep インストーラーをチェックし、それらのインストーラーを自動的にイン

ストールします。同じ拡張パッケージの古いバージョンが存在する場合は、新しい
バージョンをインストールする前にアンインストールされます。同じまたは新し
いバージョンが既にインストールされている場合は、インストールがキャンセルさ
れます。

• インストールされた .tsep インストーラーは %XSDATADIR%\Extensions
\Installed フォルダーに保存されます。

• 無効な .tsep インストーラーはアンインストールされ、%XSDATADIR%
\Extensions\Invalid installations フォルダに移動されます。

• キャンセルされた .tsep インストーラーは %XSDATADIR%\Extensions
\Cancelled installations フォルダに保存されます。

.tsep インストーラーをコピーする

コマンド プロンプト (cmd.exe) から ROBOCOPY を使用して、.tsep インストー

ラーをコピーすることをお勧めします。ROBOCOPY の詳細は、Microsoft のウェブ

サイトなどで見つけることができます。

ROBOCOPY の基本構文は次のとおりです。robocopy <Source>
<Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]
たとえば、.tsep インストーラーをコピーするには、次のようにします。

robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2019.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Extensions\To be 
installed"
*.tsep

このコマンドは、\Server1 ネットワーク フォルダーからすべての .tsep インス

トーラーをローカル ユーザーの \To be installed フォルダーにコピーしま

す。
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集中アンインストール

RemoveExtensionOnStartup という名前の空のファイルを拡張子なしで、
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions
\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled] に作成することによっ

て、.tsep パッケージを一括でアンインストールできます。これらの拡張機能は、

Tekla Structures を次回起動するときに削除されます。

2.8 Tekla Structures のアップグレード

既存のインストール済みの Tekla Structures の上にサービス パックをインストール
することができます。新しいサービス パックに更新するには、既存のライセンス
を更新する必要はありません。新しいバージョンの Tekla Structures は、個別のイン
スタンスとしてインストールされるため、その他のバージョンの Tekla Structures と
同じワークステーションに共存させることができます。ライセンスには許可され
ている 高バージョンがあるため、新しいバージョンに更新するには、ライセンス
を更新する必要があります。

Tekla Structures の古いバージョンがコンピューターに既にインストールされてい
る場合は、移行ウィザードを使用して個人設定を新しいバージョンにコピーできま
す。移行ウィザードで、以下のいずれの設定や値でもコピーすることができます。

• user.ini ファイル

• 以下に示すようなレジストリ値:

• Toolbars

• Dialog boxes

• General options

図面またはレポートのテンプレートやカタログ エントリーを追加または変更する
など、Tekla Structures をカスタマイズする場合、カスタマイズしたファイル用のプ
ロジェクト フォルダーと企業フォルダーを作成することを強くお勧めします。こ
れは、将来使用するためにファイルを保存する場合、または新しいリリースのイン
ストール時にファイルを保持する場合に便利です。
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新しいバージョンをインストールしても、Tekla Structures によりプロジェクト フォ
ルダーと企業フォルダー内のファイルが置き換えられることはありません。以前
のバージョンからファイルをコピーして貼り付けたり、エクスポートしてインポー
トしたりせずに、カスタマイズしたファイルを保持できます。これによって、アッ
プグレードが迅速かつ容易になります。企業フォルダーやプロジェクト フォルダ
ーを使わずに以前のバージョンの Tekla Structures をカスタマイズした場合は、カス
タマイズした情報を次のバージョンの Tekla Structures に転送しなければなりませ
ん。

新しいバージョンの Tekla Structures を使用する前に、古い企業フォルダーが機能す
ることを必ずテストします。

ヒ
ン
ト

設定を後でコピーする場合は、\Tekla Structures\<version>\nt\bin
\applications\Tekla\Migrations フォルダーにある

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。

2.9 フォルダー構造

ローカル コンピューター上のフォルダー構造

ローカル コンピューター上のフォルダー構造の設定方法については、「Tekla
Structures installation folders」を参照してください。

社内フォルダーの構造

会社固有の設定およびプロジェクト固有の設定を維持するモデルや設定ファイル
を保存するのに、中央ファイル フォルダーを使用することをお勧めします。その
ようにすると、Tekla Structures は、中央ファイル サーバーから設定を読み込みま
す。新しいバージョンの Tekla Structures にアップグレードする場合、または、たと
えば会社のロゴを更新する場合、ファイルの置き換えは 1 か所だけで済みます。こ
れによって、バックアップの作成やアップグレードが簡単になります。

詳細については、「プロジェクト フォルダーおよび企業フォルダーの作成 (242 ペー
ジ)」を参照してください。

バックアップ

会社のすべての重要な情報と作業を保存するため、モデル フォルダー、企業フォ
ルダー、およびプロジェクト設定のバックアップを作成することも重要です。自動
バックアップをスケジュールするシステムが会社にある場合は、モデルで干渉が発
生する可能性を避けるために、夜間の勤務時間外にバックアップを実行するよう、
システムをスケジュールします。ライセンス エンタイトルメントのバックアップ
を必ず作成してください。

ウイルス対策

ウイルス対策ソフトウェアが原因で、モデルおよび図面をモデル フォルダーに保
存するときに問題が発生する場合があります。これらの問題は、特にネットワーク
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ドライブにモデルを保存した場合に発生する場合があります。Tekla Structures を
ウイルス対策システムのセーフ リストに追加し、モデル フォルダーの操作がブロ
ックまたはスキャンされないようにウイルスからの保護を設定することを強くお
勧めします。

2.10 カスタマイズされた初期化を使用する起動用ショートカッ
トの作成
ショートカットを利用すると、カスタマイズされた初期化を使用して
teklastructures.exe を起動できます。 この機能を使用して、さまざまな目的

のショートカットを作成できます。たとえば、プロジェクトにおける対象の顧客に
応じてカスタマイズされたセットアップ ファイルを用意できます。 Tekla
Structures のインストール時に、選択した環境用のショートカットが自動的に作成
されます。

注 管理者のみがカスタマイズと必要なショートカットを作成することをお勧めします。
そうしない場合、個人の設定と、企業または作業対象の特定のプロジェクト用に定義
された設定との間で相違が生じる可能性があります。

カスタマイズされた初期化を使用する起動用ショートカットの作
成

1. 標準のテキスト エディターを使用して、user.ini ファイルを開きます。

2. customer.ini または project.ini などの新しい名前を付けてファイルを

保存します。

3. 必要な設定を追加してファイルを変更します。

4. 変更した初期化ファイルを保存します。

5. Windows の [スタート] メニューを開き、 [すべてのプログラム] --> [Tekla
Structures <version>] を選択します。

6. [Tekla Structures <version>] を右クリックして [コピー] を選択します。

7. ショートカットをデスクトップに貼り付けます。

8. ショートカットを選択し、右クリックして [プロパティ] を選択します。

9. 必要なプロジェクト初期化情報を追加して、ショートカットの [ターゲット]
を変更します。 

初に現在の teklastructures.exe のパスを入力し、次に目的のパラメー

ターを入力します。

パスにスペースが含まれている場合は、問題が発生する可能性があるため、パ
スに引用符 (") を使用します。 Tekla Structures をスペースが含まれていないパ
ス (C:\TeklaStructures\ など) にインストールした場合は、引用符を削除
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しても問題はありません。 Tekla Structures をスペースを含むパス (C:
\Program Files\Tekla Structures\ など) にインストールした場合は、

引用符が必要です。

ショートカットの 大長は 256 文字です。 長さに問題がある場合は、ショー
トカットに追加するのではなく、カスタマイズされた初期化ファイルから他の
すべての必要な初期化ファイルを呼び出すことができます。

10. ショートカットに定義されている設定を置き換えるには、user.ini および

option.ini ファイルのパラメーター -i <initialization_file> を使

用します。

ショートカットで使用できるパラメーター
ショートカットでは次のようなパラメーターを使用できます。

パラメータ 説明

-I
<ini_file_pat
h>

指定された .ini ファイルは、環境 .ini ファイルの前に読

み込まれます。このパラメーターは、複数回、指定できます。

このパラメータは [設定を選択] ダイアログ (ログイン ダイア
ログ) を省略する目的にも使用できます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla 
Structures\2019.0\Environments\uk
\Bypass.ini"
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パラメータ 説明

-i
<ini_file_pat
h>

指定された .ini ファイルは、役割 .ini ファイルの後に読

み込まれます。このパラメーターは、複数回、指定できます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -i
"C:\TeklaStructures\MySettings.ini"

既存のモデルを開
く

<model_path>

指定されたモデルは起動後に開かれます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
"C:\TeklaStructuresModels\My model"

既存の自動保存さ
れたモデルを開く

<model_path>
/autosaved

指定された自動保存モデルは起動後に開かれます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
"C:\TeklaStructuresModels\My model" /
autosaved

モデル テンプレー
トを使用せずに新
しいモデルを作成
する

/
create:<model
_path>

新しいモデルは起動後に作成されます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My 
model"

モデル テンプレー
トを使用して新し
いモデルを作成す
る

/
create:<model
_path> /
modelTemplate
:<template_na
me>

モデル テンプレートを使用した新しいモデルは、起動後に作
成されます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My 
model" /modelTemplate:"Cast-in-Place"

新しいマルチユー
ザー モデルを作成
する

/
create:<model
_path> /
server:<serve
r_name>

新しいマルチユーザー モデルは、起動後に作成されます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe"
/create:"C:\TeklaStructuresModels\My 
model" /server:"my-server:1234"
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パラメータ 説明

-m
<macro_file_p
ath>

指定されたマクロは起動時に実行されます。

例:

"C:\Program Files\Tekla Structures
\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -m
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla 
Structures\2019.0\Environments\UK
\General\user-macros\modeling\Swap 
Handles.cs"

これらのパラメーターは組み合わせて使用でき、たとえば、自動的に [Tekla
Structures - 設定を選択] ダイアログ ボックスを省略して、モデルを開き、マクロを
実行するように設定できます。

"C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk
\Bypass.ini"
"D:\Models\_TS2019\My model" -m "c:ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2019.0\Environments\UK\General\user-macros\modeling\Swap Handles.cs"

初期化ファイルの例
以下は、他の初期化ファイルを呼び出すカスタマイズされたプロジェクト初期化フ
ァイルの例です。

MyProject.ini
//The project is based on the default UK settings
call C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk
\env_UK.ini
//..but our company policy requires these changes
call c:\CompanySettings\OurPolicy.ini
//..and the fabricator requires something
call c:\Fabricators\Fabricator1.ini
//..and then we let users to make some changes (color etc.)
call c:\Users\user_%USERNAME%.ini

この初期化ファイルのプロジェクト用ショートカット:
C:\Program Files\Tekla Structures\2019.0\nt\bin
\TeklaStructures.exe -i \\MyServer\MyProject\MyProject.ini \
\MyServer\MyProject\MyModel\MyModel.db1

2.11 Tekla Structures とアプリケーションおよびデスクトップの
仮想化との併用
Tekla Structures を Citrix アプリケーションおよびデスクトップ仮想化とともに使用
することは、Tekla Structures をローカルにインストールしてプロジェクトデータを
ユーザーのコンピュータにコピーすることなく、ユーザーを Tekla Structures プロジ
ェクトに簡単に追加できる柔軟かつ安全な方法です。Citrix アプリケーションおよ
びデスクトップ仮想化製品は、Citrix Systems, Inc.の製品です。
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以下の図に、Tekla Structures の仮想化の主要概念を示します。

データ センター

さまざまなオペレーティング

システムで実行される

Citrix シン クライアント

インターネット経由のセキュリティ

保護された表示データ接続

仮想化プラットフォーム

(ハイパーバイザー層)

仮想 Tekla Structures
インスタンス (Microsoft Windows で

実行されている)

サーバーからアプリケーションをストリーミングすれば、ハードウェアやソフトウ
ェアの設定が異なるクライアント コンピューター、タブレット、スマートフォン
でも Tekla Structures を使用できます。Tekla Structures はリモート サーバーの
Windows 上で実行されます。仮想化ソリューションを利用することで、クライアン
ト デバイスを使用した表示、ユーザー入力が可能になります。

ユーザーは、安全性の高い接続方法でオンプレミスやクラウド上のデータ センタ
ーに接続します。すべてがサーバーのみに保存されるため、プロジェクト データ
は保護されます。一元化された Tekla Structures を使用するため、プロジェクトに参
加しているすべてのユーザーが同じ環境のプロジェクト設定を使用することにな
ります。

仮想環境で Tekla Structures を使用する際の前提条件

Citrix 仮想化は、物理サーバーまたは仮想サーバー上に設定されます。推奨ハード
ウェアは、「Citrix での Tekla Structures 実行時のハードウェア推奨事項」および

「Tekla Structures 2019 ハードウェア推奨事項」に記載されています。

XenApp と XenDesktop をインストールして設定する方法の詳細については、Citrix
のマニュアルを参照してください。

以下の図に、Tekla Structures の仮想化の主要コンポーネントを示します。
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データ センター

Citrix XenServer/
VMware vSphere

ライセンス サーバー

Citrix Receiver

ファイル サーバー

仮想マシン

実行中の Windows

1

2

Citrix XenApp/XenDesktop

3

1. シン クライアント アプリケーション: ユーザーは、Citrix XenApp クライアン
トを経由する Citrix Receiver か、サポート対象のオペレーティング システムと
ハードウェアに搭載された Citrix XenDesktop デスクトップ ビューワーによ
り、Tekla Structures にアクセスできます。複数のクライアントが同時に 1 つの
仮想マシン インスタンスを共有する場合があります。

適切なインターネット接続が必要です。推奨ネットワーク帯域幅は 1 Mbps 以
上です。

2. 仮想マシン上で実行している各 TeklaStructures.exe について有効なラ

イセンスが必要です。

ローカル、企業、またはクラウド Tekla ライセンス サーバーを使用できます。
ライセンス サーバーは、データ センターの内外にホストできます。

3. ネットワーク接続ストレージ (NAS) からプロジェクト ファイルを読み込み/
書き出します。高速ディスク アクセスが必要です。仮想サーバーのローカル
ディスクをモデル フォルダーの保存に使用しないでください。

クライアントのローカル ファイル システムからファイルにアクセスするに
は、サーバーにファイルをアップロードする必要がありますが、速度が非常に
遅い場合があるため、できれば避けることをお勧めします。環境を含むプロジ
ェクト データは、データ センター内の別の (サーバー) コンピューターまたは
社内ネットワーク内のファイル システムに保存する必要があります。

Tekla Structures を Citrix のアプリケーションおよびデスクトップの仮想化とともに
使用する際の主要コンポーネントは次のとおりです。

• 複数のユーザーが同時に利用できるハイエンド Windows サーバー (サーバーは
通常、会社の IT 部門がセット アップします)

• 仮想サーバーからプロジェクト ファイルに高速にアクセスできるファイル サ
ーバー
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• サーバーまたはサーバーで実行されている仮想マシンにインストール済みの
Tekla Structures

• 仮想ホストから Tekla ライセンス サーバーへの信頼性の高い接続 (各 Tekla
Structures ユーザーには有効な Tekla Structures ライセンスが要求されます)

• Citrix Studio を使用してサーバーに定義されるデリバリー グループ (ユーザー
グループ) およびアクセス権

• デリバリーグループは仮想化環境の管理者が設定します。

• デリバリー グループへのアクセス権は、管理者がサーバーで定義する必要
があります。

• クライアント コンピューターにインストール済みの Citrix Receiver (Citrix
Receiver は通常、インターネット ブラウザーを使用して提供され、エンドユー
ザーがインストールします)

Tekla Structures の仮想環境の設定

サーバーをセットアップし、デリバリーグループを定義して、サーバー上に Tekla
Structures ソフトウェアと環境をインストールする必要があります。Tekla
Structures ユーザーは、自分のコンピュータに Citrix Receiver をインストールする必
要があります。

1. サーバーをセットアップします。 

サーバーには、高速グラフィック カードと高速プロセッサを搭載したハイエ
ンド コンピューターを使用し、作業するプロジェクトのディテールのサイズ
やレベルに応じて、各ユーザーに十分なメイン メモリーを用意する必要があ
ります。詳細については、「Citrix での Tekla Structures 実行時のハードウェア推
奨事項」を参照してください。

XenApp と XenDesktop をインストールして設定する方法の詳細については、
Citrix のマニュアルを参照してください。

2. Tekla Structures ソフトウェアと必要な環境をサーバーにインストールしま
す。 

注 仮想マシンのローカルディスクにモデルを保存すると、アクセスの際に問
題が発生することがあります。モデル専用のファイルサーバーを使用し、
Tekla Structures のインストールの際にモデルフォルダの正しいネットワ
ークの場所を必ず選択してください。

Tekla Structures 環境設定は、同じ仮想マシンを使用するすべてのユーザー
で共通です。ただし、通常のデスクトップインストールと同様に、さまざ
まな仮想マシン上の環境が同じであることを確認する必要があります。

標準の Tekla Structures 環境を使用し、会社またはプロジェクト固有の設定で修
正することを強くお勧めします。
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3. Citrix Receiver を Tekla Structures のクライアント コンピューターにインスト
ールします。 

Citrix Receiver Web ユーザーインターフェイスを使用することをお勧めしま
す。

a. Web ブラウザーで Citrix Receiver Web ユーザーインターフェイスを開き
ます。 

会社の管理者から提供される httpsアドレスを使用します。

b. インストールウィザードの手順に従って、Citrix Receiver クライアントソ
フトウェアをインストールします。 アカウントを作成したり、インスト
ールウィザードにログインしたりせずにインストールを終了して、Web
ユーザーインターフェイスに戻ります。

c. インストール後に、Citrix Receiver Web ユーザーインターフェイスに戻り、
会社の管理者から提供される資格情報を使用してログインします。

d. 使用する仮想デスクトップを選択します。 仮想デスクトップが自動的に
起動しない場合は、ダウンロードした Citrix (.ica)ファイルを実行しま

す。

これで、自分のコンピュータにインストールされている場合と同様に、仮想デ
スクトップで Tekla Structures を使用できるようになりました。

• 仮想デスクトップを初めて使用するときに、ファイルアクセスダイアログ
ボックスでローカルファイルへの読み込みおよび書き出しアクセスを許可
することができます。

• Tekla Structures でコンピューターのローカルファイルを直接参照しないこ
とをお勧めします。Tekla Structures でローカルファイルにアクセスする必
要がある場合は、まず共有ネットワークの場所にコピーしてください。

• モデルフォルダはクライアントコンピュータにコピーされない点に注意し
てください。

Citrix Receiver クライアントは頻繁に更新されます。Web ユーザーインターフ
ェイスで 新のクライアントをインストールするよう求められた場合は、必ず
そうしてください。
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3 ライセンスの管理

Tekla Structures には、主に 2 種類のライセンスがあります。

• ライセンス サーバーでローカルに認証される標準 (FlexNet) ライセンス (ほと
んどのライセンスの認証に使用されます)

• Tekla Model Sharing などの追加機能や、Tekla Structures の学習やパートナーの設
定などの一部の特殊な設定の認証に使用されるオンライン ライセンス

オンライン ライセンスの手順については、「Trimble Identity および Tekla Online
ライセンスの管理」を参照してください。

標準ライセンスの管理を開始するには、次のようにします。

1. ライセンスのしくみを理解していることを確認します (「Tekla Structures のラ
イセンスシステム (29 ページ)」を参照)。

2. ライセンス サーバーをインストールします (「Tekla ライセンス サーバーのイ
ンストール (43 ページ)」を参照)。

3. ライセンス サーバーが Trimble の認証取得サーバーに接続でき、クライアント
がライセンス サーバーに接続できることを確認します (「Windows ファイアウ
ォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ページ)」を参照)。

4. サーバー上でライセンスを認証します (「Tekla ライセンス認証の取得 (71 ペ
ージ)」を参照)。

5. ライセンスが機能しているかテストし、クライアントをライセンス サーバー
に接続します (「ライセンスサーバーへの Tekla Structures の接続 (75 ページ)」
を参照)。

さらに、ライセンスの使用および持ち出しについてアクセス権を定義することで、
も必要とするユーザーに適切なタイプのライセンスを提供することもできます

(「Tekla ライセンスのアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)」を参照)。これによ
り、誰かが本当に必要とはしていないライセンスを予約または持ち出ししたため
に、そのライセンスを必要とするユーザーが利用できるライセンスがなくなるとい
った状況を避けることができます。
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ライセンスを更新する場合や、ライセンス サーバーのハードウェアを交換する場
合は、ライセンスを返却する必要があります (「Tekla ライセンス認証の返却 (83 ペ
ージ)」を参照)。

ライセンスが信頼できない状態になっているか、無効になっている場合、使用でき
ないためライセンスを修復する必要があります。これを行う方法については、「ラ
イセンスの修復 (85 ページ)」を参照してください。

参照項目

Tekla ライセンスのトラブルシューティング (86 ページ)

3.1 Tekla Structures のライセンスシステム

Tekla Structures には、Flexera Software の FlexNet (FlexNet Publisher License
Management) ライセンス システムが導入されています。一般的な FlexNet プラッ
トフォームでライセンスを管理するための独自の Tekla 専用ツールが用意されて
おり、ライセンス管理に FlexNet を使用する他のソフトウェア製品を使用する際に
利用する可能性がある一部の標準ツールの代わりとなります。

ライセンス サーバーのソフトウェアは Tekla Structures の複数のバージョンと互換
性があります。現在のバージョンの Tekla Structures で使用できるライセンス サー
バー バージョンを確認するには、「どのライセンス サーバーのバージョンを使用す
るか (44 ページ)」を参照してください。ライセンスは、ライセンスに記載の許容
される 高バージョンの他に、Tekla Structures の旧バージョンとも互換性がありま
す。ライセンスは、エンタイトルメント証明書 HTML ファイルとして電子メール
に添付のうえ送信されます。

注 ライセンス エンタイトルメント証明書のバックアップ コピーを安全な場所に
保存しておいてください。

標準 FlexNet ライセンスは、ユーザーがログインした Trimble Identity に接続された
オンライン ライセンスによって補完されます。オンライン ライセンスは、パート
ナーや学習の設定などの Tekla Structures の特殊な設定や、Tekla Model Sharing など
の一部の追加機能のために使用されます。Tekla Structures Learning Edition のライ
センスの詳細については、Tekla Campus サイトを参照してください。

ワークステーションのローカル ライセンス

組織にほとんどユーザーがおらず、ユーザー間で同一のライセンスを共有する必要
がない場合、Tekla Structures ワークステーションにライセンス サーバーを直接イン
ストールします。ローカル ライセンス サーバー上でライセンスを認証すると、
Tekla Structures は常にそのライセンスを使用します。また、Tekla Structures をオフ
ラインで起動でき、ライセンスを持ち出す必要はありません。このタイプの設定を
使用しない場合は、「Install and license Tekla Structures」を参照してください。

組織にユーザーが多数いる場合は、各ワークステーションにライセンス サーバー
をインストールして管理することはお勧めできません。関連作業が増加し、可視性
が失われるほか、ユーザー間でライセンスを柔軟に共有できないためです。こうし
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た状況では、組織内ネットワークに一元的なライセンス サーバーを設定すること
をお勧めします。

ローカル エリア ネットワーク内のライセンス サーバー (ネットワーク ライセン
ス)
下の図は、一元管理されたライセンス サーバーでライセンスが認証される典型的
な社内設定において、ライセンスがどのように機能するかを説明しています。

メイン ユーザー/IT 管理者

電子メール経由のライセンス エンタイトルメント
1

4
オンライン ライセンス

Tekla ライセンス サーバー

ライセンス管理ツール

(FlexNet & LMTOOLS)2
3

4

Tekla Structures ユーザー

Tekla Structures
License Borrow Tool (オプション)

1. 管理者 (メイン ユーザーまたは IT 管理者) は、 新の FlexNet ライセンス用の
エンタイトルメント証明書を電子メールの添付ファイルで受信します。

2. 管理者は、組織にインストールしたライセンス サーバー上の Tekla License
Administration Tool で FlexNet ライセンスを認証し、管理します。

認証を実施するには、システムと Trimble のオンライン ライセンス認証サービ
スが接続可能である必要があります。

3. 管理者は、組織にユーザーを追加し、Tekla Online Admin tool にある購入済み
オンライン ライセンスへのアクセスを許可します。

ただし、Tekla Campus サイトの無料学習ライセンスについては、ユーザーが各
自で取得する必要があります。

4. エンドユーザーのワークステーションに Tekla Structures をインストールする
と、ユーザーが Tekla Structures を起動するか、Tekla Model Sharing に接続する
際に、ライセンス サーバーまたはクラウドのライセンスが予約されます。ユ
ーザーが Tekla Structures の使用を中止すると、ライセンスの予約は失効しま
す。

• ユーザーは管理者の裁量により、一定期間、ライセンスを持ち出すことが
できます。これにより、ユーザーはネットワーク上でライセンス サーバー
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にアクセスしなくても、Tekla Structures を起動できます。ライセンスの持
ち出しには、ワークステーションに License Borrow Tool をインストールす
る必要があります。

• オンライン ライセンスは持ち出すことができません。オンライン ライセ
ンスを使用する場合は、インターネットにアクセスして Tekla Structures を
起動する必要があります。オンライン ライセンスに関する詳細について
は、「Trimble Identity および Tekla Online ライセンスの管理」を参照してく
ださい。

Tekla Structures では、ライセンスがトラステッドストレージに保持されます。これ
は、ライセンスがライセンスファイルに保持される 3 つのサーバーの冗長性は
Tekla Structures によりサポートされないことを意味します。ただし、任意の数のラ
イセンスサーバーをインストールし、それらのサーバーを定義および検索するため
の検索パスを使用することができます。

1 つの会社内で複数のライセンス サーバーを使用する

社内の複数のサーバーにライセンス プールを展開したい場合があるかもしれませ
ん。多数の都市にオフィスがあり、各オフィスに個別のライセンス サーバーがあ
る場合や、サーバーのダウンタイムによる混乱を 低限に抑えるためにライセンス
プールを分割したいという場合もあります。

ライセンス エンタイトルメント - 20 シート

オフィス A - 10 個のライセンス

オフィス B のユーザー

オフィス B - 10 個のライセンス

オフィス A のユーザー オフィス C のユーザー

同一のエンタイトルメント証明書に基づいたライセンスであっても、同一のライセ
ンス サーバーですべてのライセンスを認証する必要はありません。たとえば、あ
るサーバーでライセンスの半分を認証し、別のサーバーでライセンスの残りの半分
を認証することによって、ライセンス エンタイトルメントを複数のサーバーに簡
単に分割できます。また、一部のライセンスを共通サーバーで認証し、残りを各ユ
ーザーのコンピューターのローカルで認証することもできます。あるライセンス
サーバーでライセンスを返却し、別のライセンス サーバーで認証することでライ
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センスの場所を簡単に変更できるため、ユーザー基盤の経時的な変化に合わせてラ
イセンスの数を調整することができます。

Tekla Structures では、セミコロン (;) で区切ることで、2 つのサーバー アドレスを
定義できます。これによりユーザーは、一方のサーバーでメンテナンスによる中断
が発生した場合、もう一方のサーバーからライセンスを取得できます。

注 複数のライセンス サーバーを指定すると、Tekla Structures の起動に時間がかか
る場合があります。そのため、3 つ以上のサーバーを定義することはお勧めし
ません。

ライセンス サーバーのハードウェア

Tekla ライセンス サーバーでは、高性能のハードウェアを使用する必要はありませ
ん。ただし、ネットワーク接続とサーバー ハードウェアの信頼性を確保し、サー
バー システムを注意深く管理することが重要です。

注 ハードウェアに変更を加えたり、ライセンス サーバー コンピューターでオペ
レーティング システムの大規模なアップグレードを実行する前に、ライセン
スを返却します。不測の事態に備えて、ライセンスのエンタイトルメント証明
書のコピーを安全な場所に保存します。これにより、返却されたライセンス
を、異なるシステムで迅速かつ容易に認証できます。異なるシステムでライセ
ンスを再度認証する場合、そのライセンスは返却されたものと同一のライセン
スである必要があります。ライセンスが依然認証されているにもかかわらず、
ライセンス サーバー システムが全く機能しなくなった場合、お近くの Tekla
サポートにご相談ください。

オペレーティング システムや仮想マシン プラットフォームについては、「Tekla
Structures 2019 ハードウェア推奨事項」を参照してください。
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設定機能

きめ細かい設定によりライセンスの使用を制御できます。

• ライセンス タイプ (企業/個人) や Tekla Structures の設定に基づいて、ライセン
スの使用を制御できます。

• ユーザーやユーザー グループが利用できるライセンスの 小数および 大数
を定義できます。

• ユーザーやユーザー グループを指定して、ライセンスの持ち出しを許可した
り、防止したりできます。

ホスト アドレス、個人のユーザー名、またはユーザー グループに基づいた設定を
行うことができます。詳細については、「Tekla ライセンスのアクセス権の変更
(tekla.opt) (78 ページ)」を参照してください。

ライセンスの実装にあたってのチェックリスト

FlexNet ライセンスを使用し始める前に管理者が考慮すべき複数の前提条件があり
ます。次のリストを参照してください。

• Tekla ライセンスに必要な Trimble Solutions による提供物のチェックリスト
(33 ページ)

• Tekla Structures ライセンスで必要な IT リソースのチェックリスト (34 ページ)

• Tekla ライセンス サーバー管理者用のチェックリスト (35 ページ)

• Tekla Structures ライセンスに関する管理者のタスクの実行に必要な権限 (36 ペ
ージ)

追加情報

インストールに際して提供されたドキュメントや Tekla Downloads から、Tekla
Structures 固有のドキュメントのほか、FlexNet システムに関する有用な情報を入手
することができます。Flexera Software が提供する、以下の『FlexNet ライセンス管
理ガイド』では、ユーザー グループの作成方法やアクセス権の管理方法など、一
般的な使用法について説明しています。

• C:\Tekla\License\Server\fnp_LicAdmin.pdf
• C:\Tekla\License\Server\LicenseAdministration.pdf

参照項目

Tekla ライセンスの配布と管理 (37 ページ)

さまざまな Tekla Structures ライセンスシステム設定の例 (38 ページ)

Tekla ライセンス サーバーのインストール (43 ページ)
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Tekla ライセンスに必要な Trimble Solutions による提供物のチェッ
クリスト

FlexNet ライセンスの使用を開始するには、管理者が次のものを Trimble Solutions
から入手する必要があります。

• エンタイトルメント証明書

Trimble Solutions は、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に、ライセンス エンタイトルメント証明書を
電子メールでお送りしました。 エンタイトルメント証明書には、ユーザー様が
使用できるすべての Tekla Structures ライセンスと、それらのライセンスの認証
ID が記載されています。

エンタイトルメント証明書が必要な場合は、お客様の地域の Tekla 担当者まで
お問い合わせください。

• Tekla ライセンス サーバーのインストール パッケージ

Tekla ライセンス サーバーのインストール パッケージは、Tekla Downloads の製
品ダウンロード サービスで入手できます。インストール パッケージには、ライ
センス サーバー ファイルと Tekla License Administration Tool が含まれていま
す。

• ライセンス管理ガイド

Flexera Software が提供するこのガイドは、ユーザー グループの作成方法やアク
セス権の管理方法など、一般的な使用法について説明しています。このガイド
はライセンス サーバー インストール パッケージに含まれており、ライセンス
サーバーをインストールするフォルダーに .pdf 形式でインストールされま

す。

Tekla Structures ライセンスで必要な IT リソースのチェックリス
ト

次の IT リソース関連の要件を考慮に入れる必要があります。

• サポートされる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、Windows オペレーティン
グ システムで動作します。仮想サーバーのサポートは制限されています。詳
細については、 Tekla User Assistance にある Tekla Structures ハードウェア推奨事
項を参照してください。

• 管理者権限を持つ Windows ユーザーアカウント

Windows ログインユーザー名に特殊文字を含めることはできません。

ライセンスサーバーのインストールと管理を行うには、管理者権限が必要です。
詳細については、「Tekla Structures ライセンスに関する管理者のタスクの実行に
必要な権限 (36 ページ)」を参照してください。
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• ライセンスサーバー用の TCP/IP ポート 27007
Tekla ライセンス サービス (lmgrd) は、TCP/IP ポート 27007 で自動的に実行さ

れます。このポートは、Tekla ライセンス サービス専用にしておく必要があり
ます。必要に応じて、ライセンス サービス用に別の TCP/IP ポートを手動で設
定することもできます。詳細については、「ライセンスファイル tekla.lic の手動
変更 (49 ページ)」を参照してください。

• ローカルエリアネットワーク

ライセンスサーバーとクライアントコンピュータは、同じローカルエリアネッ
トワーク上に存在する必要があります。クライアントはライセンスサーバーに
接続可能な環境が必要です。会社内にローカルエリアネットワークがない場合
は、Tekla Structures がインストールされている各コンピュータ上にライセンス
サーバーもインストールし、各コンピュータ上でライセンスを認証を取得する
ことをお勧めします。

• 社内ファイアウォールと直接通信

社内ファイアウォール(Windows ファイアウォールなど)で、サーバーコンピュ
ータと Tekla Structures がインストールされたコンピュータ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。詳細について「Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サー
バーの使用 (53 ページ)」を参照してください。

会社のライセンス サーバーが Trimble Solutions 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。認証通信は、TCP/IP ポート 443 上の HTTPS で
SOAP を使用します。

認証時に送受信される情報がファイアウォールによってブロックされないよう
にしてください。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ドレスを使用します。

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

サーバーコンピュータからインターネットに直接接続できない場合は、手動認
証について Tekla Structures サポートにお問い合わせください。

• システムのバックアップ設定

会社で自動バックアップ/リストアシステムが導入されている場合、バックアッ
プコピーで実際の Trusted Storage が上書きされないようシステムの設定を行っ
てください。Trusted Storage はサーバーコンピュータでライセンス情報が格納
される場所で、使用しているオペレーティングシステムに応じて、C:
\ProgramData\FLEXnetにあります。
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Tekla ライセンス サーバー管理者用のチェックリスト

企業または組織は、ライセンスサーバーの管理者を割り当てる必要があります。ラ
イセンスサーバー管理者の主な任務は次のとおりです。

• Tekla ライセンス サーバーをインストールします。Tekla ライセンス サーバー
のインストール (43 ページ)

• 自動インストールできない場合、Tekla ライセンス サーバーを手動でインスト
ールして設定します。Tekla ライセンス サーバーのインストール - 手動インス
トール (46 ページ), 手動での Tekla ライセンス サーバーの設定 (50 ページ),
ライセンスファイル tekla.lic の手動変更 (49 ページ)

• エンタイトルメント証明書をライセンスサーバーコンピュータに保存し、サー
バーでライセンスを認証してライセンスを Tekla Structures ユーザー、またはラ
イセンスサーバーが自分のコンピュータにインストールされている場合は管理
者自身が使用できるようにします。自動サーバー通知を使用した Tekla ライセ
ンスの認証 (72 ページ)

• ユーザーにライセンスサーバー名とポート番号を伝え、Tekla Structures をサー
バーに接続できるようにします。ライセンスサーバーへの Tekla Structures の接
続 (75 ページ)

• 必要に応じて、ライセンストラフィックが許可されるようにファイアウォール
設定を変更します。Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サー
バーの使用 (53 ページ)

• 必要に応じて、tekla.optオプションファイルでライセンスのアクセス権限

を変更します。Tekla ライセンスのアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)

• ライセンスの持出し用にカスタマイズした製品 ID ファイルをエクスポートし、
オフラインユーザーに提供します。オフラインユーザーへのカスタマイズされ
た製品 ID ファイルの提供 (111 ページ)

• 会社のライセンスポリシーをユーザーに伝え、ライセンスの使用状況を監視し
ます。

Tekla Structures ライセンスに関する管理者のタスクの実行に必要
な権限

ライセンスサーバーのインストールと管理を行うには、Windows 管理者権限が必要
です。管理者として別個に実行する必要があるアプリケーションもあります。こ
れは、使用している Windows のバージョンによって異なります。

• Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 では、管理者としてログインする必要
があります。場合によっては、アプリケーションを管理者として実行する必要
があります。そのためには、アプリケーションを格納しているフォルダに移動
し、アプリケーションを右クリックして、ポップアップメニューから[管理者と
して実行]を選択します。

• Windows Server を使用している場合は、管理者としてログインする必要があり
ます。場合によっては、アプリケーションをアクセス制限なしで実行する必要

ライセンスの管理 36 Tekla Structures のライセンスシステム



があります。この場合は、アプリケーションを右クリックして[実行]を選択し、
[制限されたアクセス権でこのプログラムを実行する]チェックボックスをオフ
にします。

Tekla ライセンスの配布と管理

FlexNet ライセンスシステムには、ユーザーにライセンスを配布するためのオプシ
ョンが複数用意されています。ライセンスの配置方法は、会社や組織の規模と、
Tekla Structures ユーザーの数によって異なります。

ユーザーにライセンスを配布する基本的な方法は次の 2 つです。

• ライセンスは、共通ライセンスサーバー上の複数のユーザーが使用できます。

• ライセンスは、各ユーザーのコンピュータで認証されます。

また、ライセンス配布方法を組み合わせて使用することもできます。たとえば、別
個のコンピュータでの 1 つのライセンスを認証し、共通ライセンスサーバーで残り
のライセンスを認証することができます。

次の表に、各コンピュータで別個に認証されたライセンスを管理する場合と、共通
ライセンスサーバーで認証されたライセンスの一般的な状況を示します。

ライセンスがユーザーのコンピュータ
で認証される

ライセンスが共通ライセンスサーバー
で認証される

ライセンスサーバー管理者を割り当て
る必要はありません。

各ユーザーが、ユーザー自身のコンピュ
ータにインストールされたライセンス
サーバーを管理します。

ライセンスの一元的な保守と管理が必
要です。

ライセンスサーバー管理者がライセン
スサーバーを保守し、ライセンスの使用
状況を管理します。

通常、社内には Tekla Structures のメイン
ユーザーが数人います。メインユーザ
ーは、Tekla Structures をすでに使い慣れ
ているため、ライセンスサーバー管理者
の適切な候補者となります。ライセン
スサーバー管理者の責務の詳細につい
ては、「Tekla ライセンス サーバー管理者
用のチェックリスト (35 ページ)」を参照
してください。

ライセンスのアクセス権限を管理する
必要はありません。

各ユーザーは、必要なライセンスのみを
認証します。

デフォルトでは、サーバーで認証された
すべてのライセンス設定をすべての
Tekla Structures ユーザーが使用できま
す。ただし、アクセス権限を集中的に管
理することができます。

ライセンスサーバー管理者は、設定ごと
に異なるユーザーアクセスを付与でき
ます。ライセンスサーバー管理者は、ラ
イセンスのアクセス権限を管理するた
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ライセンスがユーザーのコンピュータ
で認証される

ライセンスが共通ライセンスサーバー
で認証される

めに tekla.optオプションファイル

を編集する必要があります。ライセン
スのアクセス権限の管理の詳細につい
ては、「Tekla ライセンスのアクセス権の
変更 (tekla.opt) (78 ページ)」を参照して
ください。

Tekla Structures は社外で使用できます。

ユーザーのライセンスがコンピュータ
で認証された場合、ライセンスの持出し
や VPN は不要です。

Tekla Structures は社外で使用できます。

Tekla Structures を社外で使用するには、
共通のライセンスサーバーからライセ
ンスを持ち出すか、VPN 接続を使用して
ライセンスサーバーに接続する必要が
あります。

ライセンスは、1 人のユーザーのみ使用
できます。

ユーザーは、自分のコンピュータで認証
されたライセンスのみにアクセスでき
ます。ユーザーが別のコンピュータで
認証されたライセンスを必要とする場
合、そのコンピュータを使用する必要が
あります。または、コンピュータでライ
センスの認証を返却し、別のコンピュー
タで認証する必要もありますが、手間が
かかります。

ライセンスは、複数のユーザーにより頻
繁にチェックアウトされます。

共通のサーバーでライセンス認証を取
得すると、複数のユーザーがライセンス
を使用できるようになります。必要な
場合にのみ、ライセンスをライセンスサ
ーバーからチェックアウトします。ラ
イセンスが不要になった場合、ユーザー
が Tekla Structures を終了すると、別のユ
ーザーがそのライセンスを使用できる
ようになります。使用しているライセ
ンスの切り替えは簡単です。

 ライセンス使用のルール

Tekla Structures ユーザーは、共通ルール
または社内ポリシーを受け入れる必要
があります。ルールには、ライセンスの
持出しを許可されているユーザーなど、
ライセンスの管理に関する規則が含ま
れます。共通ルールを使用することで、
ライセンス管理における競合を 小限
に抑えます。
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さまざまな Tekla Structures ライセンスシステム設定の例

次の例の目的は、さまざまな規模の会社や組織におけるライセンス管理のガイドラ
インを示すことです。

例 1: Tekla Structures ユーザーが 1 人、すべてのライセンスが 1 台のコンピュータ
で認証される

社内で 1 人のユーザーだけが Tekla Structures を使用します。この場合、ユーザーは
Tekla Structures とライセンスサーバーを同じコンピュータにインストールします。

• ライセンスサーバーのインストールは簡単です。デフォルトのライセンスサー
バー設定を使用できます。ライセンスサーバーと Tekla Structures が同じコンピ
ュータ上で実行されるため、ユーザーはライセンスサーバーの設定を変更する
必要はありません。

• ライセンスサーバーを 1 台のコンピュータにインストールするので、Tekla
Structures を社外で使用するために、ライセンスを持ち出したり、VPN 接続を使
用したりする必要はありません。

例 2: Tekla Structures ユーザーが 3 人、必要なライセンスは各コンピュータで別個
に認証される

社内に Tekla Structures ユーザーが 3 人います。ユーザーはそれぞれ異なる Tekla
Structures 設定を使用するため、各ユーザーがライセンスを自分のコンピュータに
別個にインストールし、必要なライセンスのみ認証します。

• ライセンスサーバー管理者は必要ありません。ユーザーが自分のライセンスサ
ーバーを管理します。
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• ユーザーはライセンスサーバーを自分のコンピュータにインストールするの
で、Tekla Structures を社外で使用するために、ライセンスを持ち出したり、VPN
接続を使用したりする必要はありません。
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例 3: Tekla Structures ユーザーが 10 人、必要なライセンスは共通ライセンスサー
バーと 1 人のユーザーのコンピュータで認証される

社内には 10 人の Tekla Structures ユーザーがいます。

これら
のユーザーがさまざまな構成を使用するため、共通のライセンスサーバーを使用し
ています。

• 会社にはライセンスの使用に関する社内ポリシーがあり、ライセンスの管理に
関する規則が含まれています。

• メインユーザーの 1 人がライセンスサーバー管理者として割り当てられます。
管理者は、ライセンスサーバーをインストールし、他のユーザーにサーバーの
ホスト名とポート番号を知らせます。ライセンスサーバー管理者は、サーバー
の保守作業も実行します。

• ユーザーの 1 人は頻繁に出張し、出張中も Tekla Structures が必要です。そのユ
ーザーのコンピュータには、ライセンスサーバーが別途インストールされてい
るため、Tekla Structures をオフラインで使用するためにライセンスを持ち出し
たり、VPN 接続を使用したりする必要はありません。

• 他のユーザーが Tekla Structures をオフラインで使用する必要がある場合は、ラ
イセンスサーバーからライセンスを持ち出します。
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例 4: 2 つのオフィスに Tekla Structures ユーザーが 50 人、必要なライセンスは 2
つの別個のサーバーで認証される

2 つのオフィスに 50 人の Tekla Structures ユーザーがいます。両方のオフィスに、
それぞれライセンスサーバーがあります。

• 両方のオフィスで、ライセンスサーバー管理者が割り当てられます。ライセン
スサーバー管理者は、ライセンスサーバーをインストールし、ライセンスサー
バーの保守作業を行います。

• 会社には、ライセンスの使用に関する社内ポリシーがあります。ポリシーには、
ライセンスの持出しが許可されるユーザーを定義するルールなどが含まれてい
ます。

• Tekla Structures ユーザーの数が非常に多いので、ライセンスサーバー管理者は
tekla.optオプションファイルを作成して、ライセンスごとにアクセス権限

を制御します。

• 数人のユーザーだけが、Tekla Structures をオフラインで使用する必要がありま
す。ライセンスサーバー管理者は、オプションファイルを変更して、ライセン
スを持出す必要があるユーザーにのみライセンス持出しを有効にします。

• 1 台のサーバーで障害が発生した場合、ユーザーは他のオフィスのライセンス
サーバーに接続できます。ライセンスサーバーに使用可能なライセンスがある
場合、ユーザーはライセンスを使用できます。
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3.2 Tekla ライセンス サーバーのインストール

Tekla ライセンス サーバー インストール パッケージには、ライセンス サーバー フ
ァイル、ライセンス管理用アプリケーション、およびガイドが含まれています。ラ
イセンス サーバー ソフトウェアをインストールするには、 新の更新プログラム
が適用されたライセンス サーバー インストール パッケージを Tekla Downloads 製
品ダウンロード サービスからダウンロードすることもできます。

インストール時には、複数の選択肢があります。

• 自動デフォルトインストール: 通常のセットアップの場合は、自動インストール
を選択します。自動インストールをお勧めします。

詳細なインストール手順については、「Tekla ライセンス サーバーのインストー
ル - 自動インストール (45 ページ)」を参照してください。
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• 手動インストール:ライセンスサーバーを別個にインストールしてライセンス
ファイルを変更し、ライセンスサービスを設定してサーバーソフトウェアを起
動する必要がある場合は、手動インストールを使用します。これは、たとえば
自動インストールで使用されるポートとは別の TCP/IP ポートを使用する必要
がある場合などに必要です。手動インストールは、FlexNet または FlexIm ライ
センスの上級ユーザーのみが使用してください。

詳細なインストール手順については、「Tekla ライセンス サーバーのインストー
ル - 手動インストール (46 ページ)」を参照してください。

Tekla ライセンス サーバーをインストールする前に行うこと

• 管理者権限を使用してライセンスサーバーをインストールします。

• 内部ファイアウォールを無効にし、スパイウェア/ウイルス対策保護を一時停止
します。

• インターネットにアクセスできることを確認します。インターネット接続はラ
イセンス認証取得プロセスで必要となります。接続速度が不安定な場合はエラ
ーが発生する可能性があります。

• 他の FlexNet ライセンス サービスを使用している場合は、Tekla ライセンス サ
ーバーをインストールする前にそのライセンス サービスを停止しておく必要
があります。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。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストールとライセンス サーバーへの接続時の問
題 (88 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス認証の取得 (71 ページ)

Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ペー
ジ)

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。

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
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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

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

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、「Install Tekla Structures
license server」を参照してください。

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 自動インストール

ライセンスサーバーのインストールを開始する前に、FlexNet ライセンスサービス
と他のライセンスサービスを停止します。

どのライセンス サーバーのバージョンを使用するかについての詳細は、「どのライ
センス サーバーのバージョンを使用するか (44 ページ)」を参照してください。

Tekla ライセンス サーバーのデフォルト設定を、以前のバージョンの Tekla ライセ
ンス サーバーがインストールされていないコンピューターにインストールするに
は、次のようにします。

1. 新の更新プログラムが適用されたライセンスサーバーインストールパッケ
ージを Tekla Downloads 製品ダウンロードサービスからダウンロードします。

2. インストール言語を選択します。

3. ライセンスサービスのインストールタイプとして[自動]を選択し、デフォルト
設定をインストールします。

4. ライセンスサーバーをインストールするフォルダを選択し、インストールを完
了します。

Tekla ライセンス サーバーがインストールされます。

自動ライセンスサーバーインストールでは、ライセンスサーバーのアドレスが自動
的に 27007@your_hostnameに設定されます。ここで、27007はポート、

your_hostnameはコンピュータ名/ホスト名です。27007@your_hostnameは、

すべての Tekla Structures インストールでライセンスサーバーアドレスとして使用
されます。
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ライセンスサーバーをインストールしたら、以下を行う必要があります。

• エンタイトルメント証明書を保存してライセンスを認証します。詳細について
は、「自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ページ)」を参
照してください。

• Tekla Structures をライセンスサーバーに接続します。詳細については、「ライセ
ンスサーバーへの Tekla Structures の接続 (75 ページ)」を参照してください。

• Tekla License Administration Tool を開いて [言語] をクリックすることにより、ユ
ーザー インターフェイスの言語を変更することもできます。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 手動インストール (46 ページ)

Tekla ライセンス サーバーのインストールとライセンス サーバーへの接続時の問
題 (88 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 手動インストール
ライセンス サーバーを別個にインストールしてライセンス ファイルを変更し、ラ
イセンス サーバーを設定してライセンス サーバー ソフトウェアを起動する場合
は、手動インストールを使用します。Tekla ライセンス サーバーの手動インストー
ルでは、2 つのファイル installanchorservice.exe および

uninstallanchorservice.exe もインストールされます。FlexNet ライセンス

サービスを手動でインストールまたはアンインストールする場合は、これらのファ
イルが必要です。

たとえば、デフォルトの TCP/IP ポート 27007 を既に他のサービスまたはアプリケ
ーションが使用しているため、ライセンスファイル tekla.licで別のポートを定

義する必要がある場合は、ライセンスサーバーを手動でインストールする必要があ
ります。

ライセンスサーバーのインストールを開始する前に、他の FlexNet ライセンスサー
ビスを停止します。

ライセンスサーバーを手動でインストールするには、次のようにします。

1. 新の更新プログラムが適用されたライセンスサーバーインストールパッケ
ージを Tekla Downloads 製品ダウンロードサービスからダウンロードします。

2. インストール言語を選択します。

3. ライセンスサーバーのインストールタイプとして[手動]を選択し、インストー
ルを完了します。

4. [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
によって異なります)に移動し、管理者としてコマンドプロンプトを開きます。

5. コマンド プロンプトで、次のコマンドを入力します。

a. cd /d %SYSTEMDRIVE%\Tekla\License\Server
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b. installanchorservice.exe 

ライセンスサーバーがインストールされます。

6. ライセンス ファイルを変更してサーバーのホスト名または IP アドレスと、適
切な TCP/IP ポートを含めます。

a. サーバー コンピューターで、..\Tekla\License\Server フォルダー

を開きます。

b. テキストエディタで tekla.lic(ライセンスファイル)ファイルを開きま

す。

c. SERVER localhost ANY行の localhostをライセンスサーバーのホ

スト名(コンピュータ名)または IP アドレスに変更します。

d. SERVER server_hostname ANYというテキストの後に TCP/IP ポート

番号を入力します。

e. 変更を保存し、テキストエディタを終了します。

7. [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。

8. [Service/License File]タブで、[Configuration using Services]をクリックします。

9. [Config Services] タブで、ライセンス サービスを設定します。

a. [Service Name] ボックスに、サービスの名前を次のとおりに正確に入力し
ます: Tekla Licensing Service。

b. [Browse] ボタンをクリックし、lmgrd.exe (license server manager)、
tekla.lic、tekla_debug.log のファイルを選択します。 

デフォルトでは、lmgrd.exe、tekla.lic、および tekla_debug.log
は C:\Tekla\License\Server フォルダーにあります。

[Path to the debug log file] を "C:\ProgramData\..." フォルダの外に

設定すると、次のエラー メッセージが表示されます: "Windows preferred
path <SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set." このエラー
メッセージは無視することができます。

c. [Use Services]チェックボックスを選択すると、Windows サービスとしてラ
イセンスサービスが起動します。
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d. [Start Server at Power Up]チェックボックスを選択すると、Windows を起
動した後、自動的にライセンスサービスが開始されます。

e. [Trusted Storage in Use] チェック ボックスを選択します。Tekla
Licensing Service には、常にこれを選択する必要があります。

f. [Save Service]ボタンをクリックして、設定を保存します。 

10. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Start Server]をクリックしてライセンスサー
バーを起動します。 

11. [Server Status] タブを開き、[Perform Status Enquiry] をクリックします。 
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状態リストの「License server status」行に、ライセンスサーバーの

TCP/IP ポートとホスト名が表示されます。

これで、ライセンスを認証し、Tekla Structures をライセンスサーバーに接続で
きます。

Tekla License Administration Tool を開いて [言語] をクリックすることにより、
ユーザー インターフェイスの言語を変更することもできます。

参照項目

ライセンスファイル tekla.lic の手動変更 (49 ページ)

自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ページ)

手動での Tekla ライセンス サーバーの設定 (50 ページ)

Tekla ライセンスでの LMTOOLS の使用時の問題 (97 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

ライセンスファイル tekla.lic の手動変更

[自動]インストールオプションを選択した場合は、ライセンスサーバーがホスト名
27007@server_hostname (port@hostname).

ライセンスシステムは、使用可能な TCP/IP ポートを自動的に検索し、 初に検出
されたポートを使用します。[自動]インストールを使用すると、ポートが 27007 に
設定されます。

次のような場合は、tekla.licライセンスファイルを変更する必要があります。

• [手動]ライセンスサーバーインストールオプションを選択した場合

• ライセンスサーバーの TCP/IP ポートを変更する場合

• ホスト名ではなく、コンピュータの IP アドレスを使用する場合

ライセンスファイル tekla.licを手動で変更するには、次のようにします。

1. サーバー コンピューターで、..\Tekla\License\Server フォルダーに移

動します。

2. テキストエディタで tekla.licファイルを開きます。

3. 必要な変更を加えます。 

• ホスト名または IP アドレスを使用するには、単語 SERVERおよび ANYの

間の 初の行のテキストをライセンスサーバーのホスト名または IP アド
レスで置き換えます。

ライセンスサーバーのホスト名または IP アドレスを入力するときに、

SERVERと ANYを削除しないように注意してください。

有効な形式は次のとおりです。
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ホスト名:server_hostname
ドメイン名:server_hostname.mycompany.com
IP アドレス:10.0.0.12

ライセンスサーバーのホスト名は、[LMTOOLS]の[System Settings]タブで
確認できます。[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。

• TCP/IP ポートを手動で設定するには、SERVER server_hostname ANY
というテキストの後に TCP/IP ポート番号を入力します。

ポート番号は、0～64000 の空いているポートにすることができます。

4. 変更を保存し、テキストエディタを終了します。

5. [LMTOOLS] または Windows サービスで Tekla Licensing Service を再起動し
て、変更を適用します。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 手動インストール (46 ページ)
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手動での Tekla ライセンス サーバーの設定
Tekla ライセンス サーバーのインストール中に問題が発生した場合、ライセンス サ
ーバーが自動的に起動しない可能性があります。この場合、[LMTOOLS] を使用し
て、ライセンス サーバーを手動で設定する必要があります。

Tekla ライセンス サーバーを手動で設定するには、次のようにします。

1. [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。、LMTOOLS を管理者権限で起動します。

2. [Service/License File]タブに移動し、[Configuration using Services]を選択しま
す。

3. [Config Services] タブに移動し、次の操作を行います。 

[Service Name]: ライセンス サービスを選択します。Tekla ライセンス サーバ
ーを使用する場合は、常に Tekla Licensing Service を選択します。

[Path to the lmgrd.exe]: [Browse] をクリックし、lmgrd.exe を見つけます。デ

フォルトでは、このファイルは C:\Tekla\License\Server フォルダーに

あります。

[Path to the license exe]: [Browse] をクリックし、tekla.lic を見つけます。

デフォルトでは、このファイルは C:\Tekla\License\Server フォルダー

にあります。

[Path to the debug log file]: [Browse] をクリックし、tekla_debug.log を見

つけます。

デフォルトでは、このファイルは C:\Tekla\License\Server フォルダー

にあります。

デバッグログファイルにログエントリを追加するには、デバッグログファイル
名(デフォルトでは tekla_debug.logなど)のパスの先頭にプラス記号を付

けます。プラス記号がない場合、ログファイルはサービスを起動するたびに書
き換えられます。

[Path to the debug log file] を "C:\ProgramData\..." フォルダの外に設定

すると、次のエラー メッセージが表示されます: "Windows preferred path
<SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set." このエラー メッセー
ジは無視することができます。

[Use Services]: このチェックボックスを選択すると、Windows サービスとして
ライセンスサービスが起動します。

[Start Server at Power Up]: Windows の起動後、自動的にライセンスサービスを
起動するにはこのチェックボックスを選択します。

[Trusted Service in Use]: Tekla Licensing Service には、常にこのチェック ボック
スを選択します。

4. [Save Service]ボタンをクリックして、設定を保存します。

5. [Utilities] タブに移動して、次の操作を行います。 
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[Vendor Name]: 「tekla」(すべて小文字)を入力します。

[Path]: ライセンス サーバーの名前を入力します。

• ライセンスサーバーと Tekla Structures を同じコンピュータで実行する場合
は、「@localhost」と入力します。また、TCP/IP ポートを入力すること

もできます。たとえば、「27007@localhost」と入力します。

• ライセンスサーバーと Tekla Structures を別々のコンピュータで実行する場
合は、ライセンスサーバーのホスト名を入力します。たとえば、

「@server_hostname」と入力します。

• また、ライセンスサーバーの TCP/IP ポートを入力することもできます。た
とえば、「27007@server_hostname」と入力します。デフォルトのポー

トとは異なるポートを使用する場合、ポート番号を定義する必要がありま
す。

• 複数のライセンスサーバーを入力することもできます。サーバー名をセミ
コロンで区切り、「27007@server_hostname;27007@localhost」の

ように入力します。

6. [Override Path]ボタンをクリックし、[Server Status]タブの状態リストに表示
された既存のライセンスサーバーを置き換えます。

7. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Start Server]をクリックしてライセンスサー
バーを起動します。 

ステータスバーに、サーバーの起動に成功したことを示すメッセージが表示さ
れます。

8. [Server Status]タブに移動し、[Perform Status Enquiry]をクリックしてライセ
ンスサーバーの状態を照会します。

ステータスリストに、ライセンスサーバーの TCP/IP ポートとホスト名が表示され
ます。リストには、ライセンスサーバーとベンダーデーモン teklaが実行されて

いることが示されます。また、このサーバーで認証を取得したすべてのライセンス
も表示されます。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール (43 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)
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3.3 Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サー
バーの使用

ネットワークに Tekla ライセンス サーバーをセットアップする際、ファイアウォー
ルとウイルス対策ソフトウェアの設定も行う必要がある場合があります。

• アプリケーション tekla.exeおよび lmgrd.exeに、ライセンスサーバーと

クライアントコンピュータでのファイアウォール経由の動作を許可する必要が
あります。

• 社内ファイアウォールで、ライセンスコンピュータと Tekla Structures がインス
トールされたコンピュータの間の通信が許可されている必要があります。

• 使用するファイアウォールで例外を許可するだけでなく、Windows ファイアウ
ォールでも例外を設定する必要がある可能性があります。Windows アップデー
トにより Windows ファイアウォールが自動的に有効化されることがあるので、
知らないうちに Windows ファイアウォールが有効になっている場合がありま
す。

ファイアウォール設定を変更してライセンス サーバーの Windows ファイアウォー
ルでライセンス トラフィックを許可するには、以下を参照してください。

• ファイアウォールで lmgrd.exe および tekla.exe の例外を許可する: Windows
Server 2008 (53 ページ)

• ファイアウォールで lmgrd.exe および tekla.exe の例外を許可する: Windows 7、
8、8.1、10、Windows Server 2012 (56 ページ)

• 固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可する: Windows Server 2008 (57 ペー
ジ)

• 固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可する: Windows 7、8、8.1、10、Windows
Server 2012 (62 ページ)

提供される情報は、Windows ファイアウォールに加えて他のベンダーのファイアウ
ォールにも適用されます。

ファイアウォールで lmgrd.exe および tekla.exe の例外を許可する:
Windows Server 2008
ライセンストラフィックを有効にするには、アプリケーション tekla.exeおよび

lmgrd.exeに、ファイアウォール経由のライセンスサーバーコンピュータでの動

作を許可する必要があります。手順は Windows Server 2008 に適用されます。

lmgrd.exeおよび tekla.exeに例外を許可するには、次のようにします。

1. サーバーコンピュータで、 [スタート] --> [コントロールパネル] --> [Windows
ファイアウォール] を選択します。

2. 左パネルで、[Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリック
します。
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3. [全般] タブで、使用している Windows オペレーティング システムに応じて [例
外を許可しない] または [すべての着信接続をブロックする] をオフにしてい
ることを確認します。 

このチェックボックスがオンになっていると、変更内容は適用されません。

4. [例外]タブで、[プログラムの追加]をクリックして、[プログラムの追加]ダイア
ログボックスを開きます。 

5. [プログラムの追加] ダイアログ ボックスで、[参照] ボタンをクリックして
Server フォルダーを参照します。 

デフォルトのパスは ...\Tekla\License\Server です。

6. Server フォルダで、lmgrd.exeを選択します。 
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7. [開く] をクリックして、[プログラムの追加] ダイアログ ボックスのプログラム
リストに lmgrd.exe を追加します。

8. [プログラムの追加]ダイアログボックスで、lmgrd.exeが選択されているこ

とを確認し、[OK]をクリックします。 

lmgrd.exeアプリケーションが例外リストに追加されます。
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9. tekla.exeの例外も許可するには、手順 3～7 を繰り返します。

10. [OK]をクリックして、変更内容を適用します。

ファイアウォールで lmgrd.exe および tekla.exe の例外を許可する:
Windows 7、8、8.1、10、Windows Server 2012
ライセンストラフィックを有効にするには、アプリケーション tekla.exeおよび

lmgrd.exeに、ファイアウォール経由のライセンスサーバーコンピュータでの動

作を許可する必要があります。以下の手順は、Windows 7、8、8.1、10、Windows
Server 2012 に適用されます。

ライセンスサーバーコンピュータで lmgrd.exeおよび tekla.exeの例外を許

可するには、次のようにします。

1. キーボードで Windows ロゴキー+ R を押して[ファイル名を指定して実行]ダ
イアログボックスを表示し、「firewall.cpl」を入力して Enter キーを押し

ます。

2. 左パネルで、[Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許
可する]または[Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可]
(オペレーティングシステムに応じて)をクリックします。
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3. [許可されたプログラム]または[許可されたアプリ] (オペレーティングシステ
ムに応じて)で、[設定の変更]をクリックします。 

管理者権限が必要です。管理者のパスワードまたは確認を求められた場合は、
パスワードまたは確認用のパスワードを入力します。

4. [別のプログラムの許可]または[別のアプリの許可] (オペレーティングシステ
ムに応じて)をクリックします。

5. [参照] をクリックしてコンピューターで \Server フォルダーを参照し、

lmgrd.exe を選択して [開く] をクリックします。 

デフォルトのパスは ...\Tekla\License\Server です。

6. [追加]をクリックして、lmgrd.exeを[許可されたプログラム]または[許可さ

れたアプリ]と機能リスト(オペレーティングシステムに応じて)に追加します。

7. lmgrd.exe の横にある [ホーム/社内 (プライベート)] または [プライベート]
(オペレーティング システムに応じて) と [パブリック] チェック ボックスをオ
ンにします。

8. 手順 4～7 を繰り返して、tekla.exeにも例外を許可します。

9. [OK]をクリックして、変更内容を適用します。

参照項目

Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ページ)

固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可する: Windows Server
2008
固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可するには、ファイアウォール設定を変更
する必要があります。以下の手順は Windows Server 2008 に適用されます。

ライセンスサーバーコンピュータの Windows Server 2008 で固定 TCP/IP ポートを
許可するには、次のようにします。

1. 固定するポートを他のソフトウェアまたはサービスが使用していないことを
確認してください。 

コマンドラインでコマンド netstat -anp TCPを使用して、使用中のポー

トを確認できます。

[ローカルアドレス]列のコロン(:)の後の数字は、使用中のポート番号です。
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2. tekla.lic を参照し、テキスト エディターを使用して開きます。 

デフォルトのパスは ..\Tekla\License\Server です。

3. lmgrd.exeに対して固定ポートを設定するには、SERVER行の末尾に TCP/IP
ポート番号を入力します。 

[自動]インストールオプションを使用すると、ポートが 27007 に設定されま
す。

4. たとえば「port=1234」のように、テキスト「port=free_port」を

「VENDOR」行の末尾に入力します。 

VENDOR 行で TCP/IP ポート番号を定義すると、Tekla Licensing Service の再起

動に時間がかかる場合があります。

5. 変更を保存して tekla.licを閉じます。

6. ライセンス サーバーを更新して変更内容を反映します。
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a. [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。

b. [Service/License File] タブに移動して、[Configuration using Services] およ
び Tekla Licensing Service が選択されていることを確認します。 

c. [Start/Stop/Reread]タブに移動し、[Stop Server]をクリックしてライセン
スサーバーを停止してから、[Start Server]をクリックしてサーバーをもう
一度起動します。

7. [Start] --> [Control Panel] --> [Windows Firewall] をクリックします。

8. 左パネルで、[Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリック
します。

9. [全般]タブで、使用している Windows オペレーティングシステムに応じて[例
外を許可しない]または[すべての着信接続をブロックする]をオフにしている
ことを確認します。 

このチェックボックスがオンになっていると、変更内容は適用されません。

10. [例外]タブで、[ポートの追加]をクリックします。 
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11. [ポートの追加] ダイアログ ボックスで、次の設定を行います。 

• [名前] ボックスに、「lmgrd」と入力します。

• [ポート番号]ボックスに、手順 3 で設定した TCP/IP ポート番号を入力しま
す。

12. [OK]をクリックして、変更内容を適用します。 

lmgrdが例外リストに追加されます。

13. [例外]タブで、[ポートの追加]を再度クリックし、[ポートの追加]ダイアログボ
ックスを開きます。
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14. [ポートの追加] ダイアログ ボックスで、次の設定を行います。 

• [名前]ボックスに、「tekla」と入力します。

• [ポート番号]ボックスに、手順 4 で設定した TCP/IP ポート番号を入力しま
す。

15. [OK]をクリックして、変更内容を適用します。 

teklaが例外リストに追加されます。

16. [OK]をクリックして、変更内容を適用します。 
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参照項目

Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ページ)

固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可する: Windows 7、8、
8.1、10、Windows Server 2012
固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可するには、ファイアウォール設定を変更
する必要があります。以下の手順は、Windows 7、8、8.1、10、Windows Server 2012
に適用されます。

ライセンスサーバーコンピュータの Windows 7、8、8.1、10、Windows Server 2012
で固定 TCP/IP ポートでトラフィックを許可するには、次の手順に従います。

1. 固定するポートを他のソフトウェアまたはサービスが使用していないことを
確認してください。 

コマンドラインでコマンド netstat -anp TCPを使用して、使用中のポー

トを確認できます。

[ローカルアドレス]列のコロン(:)の後の数字は、使用中のポート番号です。

2. tekla.lic を参照し、テキスト エディターを使用して開きます。 

デフォルトのパスは ..\Tekla\License\Server です。

3. lmgrd.exeに対して固定ポートを設定するには、SERVER行の末尾に TCP/IP
ポート番号を入力します。 

[自動]インストールオプションを使用すると、ポートが 27007 に設定されま
す。
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4. たとえば「port=1234」のように、テキスト「port=free_port」を

「VENDOR」行の末尾に入力します。 

VENDOR 行で TCP/IP ポート番号を定義すると、Tekla Licensing Service の再起

動に時間がかかる場合があります。

5. 変更を保存して tekla.licを閉じます。

6. ライセンス サーバーを更新して変更内容を反映します。

a. [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。

b. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。 
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c. [Start/Stop/Reread]タブに移動し、[Stop Server]をクリックしてライセン
スサーバーを停止してから、[Start Server]をクリックしてサーバーをもう
一度起動します。

7. キーボードで Windows ロゴキーをクリックし、オペレーティングシステムに
応じて[スタート]メニューまたはスタート画面を表示します。

8. 「wf.msc」と入力し、Enter キーを押します。 [セキュリティが強化された

Windows ファイアウォール] MMS スナップインが表示されます。

9. ナビゲーションツリーで、[受信の規則]を選択し、[操作]パネルで、[新しい規
則]をクリックします。 

ライセンスの管理 64 Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセン
ス サーバーの使用



10. [規則の種類]パネルで、[ポート]を選択して[次へ]をクリックします。 
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11. [プロトコルおよびポート]パネルで[TCP]を選択し、[特定のローカルポート]に
手順 3 および 4 で設定した TCP/IP ポート番号を入力して[次へ]をクリックし
ます。 
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12. [操作]パネルで、[接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。

13. [プロファイル] パネルで、適切なプロファイルを選択し、[次へ] をクリックし
ます。 
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14. [名前]パネルで、ルールの名前を入力し、[完了]をクリックします。 
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ルールが作成されて自動的に有効になります。
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Tekla Structures
ファイアウォールで lmgrd.exe および tekla.exe の例外を許可する: Windows 7、8、
8.1、10、Windows Server 2012 (56 ページ)

Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ページ)

3.4 Tekla ライセンス認証の取得
ライセンスを使用するには、ライセンス サーバー上で認証を取得する必要があり
ます。ライセンスの認証を取得すると、ライセンス サーバーが Trimble Solutions の
アクティベーション サーバーに接続し、ライセンスの権利が企業のライセンス サ
ーバーまたは単一ユーザーの場合はコンピューターへ移行されます。Tekla License
Administration Tool を使用してライセンスの認証を取得します。ライセンスを認証
するには、エンタイトルメント証明書が必要です。

ライセンスを認証するときは、次の点を考慮してください。

• Tekla Structures と同じコンピュータにライセンスサーバーがインストールされ
ている場合、ユーザーがライセンスを認証します。
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• ライセンスサーバーが別個にサーバーコンピュータにインストールされている
場合、管理者がライセンスを認証して、認証されたライセンスを使用する権限
をユーザーに付与し、必要なすべての情報をユーザーに提供します。

• すべてのライセンスを同時に認証する必要はありません。たとえば、この時点
でライセンスの一部を認証し、後で他のコンピュータで残りのライセンスを認
証することができます。認証ごとに異なる構成およびバージョンを別個に選択
する必要があります。

• 会社のライセンスサーバーが Trimble Solutions の認証取得サーバーに接続する
必要があるため、ライセンス認証にはインターネットアクセスが必要です。

• ライセンスの変更を手動または自動のどちらでライセンスサーバーに通知する
かを決定する必要があります。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。

エンタイトルメント証明書 EntitlementCertificate.html
• ユーザー様は、Tekla Structures ライセンスのエンタイトルメント証明書を保存

する必要があります。この証明書は、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に、電子メールで送信され
ます。エンタイトルメント証明書には、ユーザー様が使用できる Tekla
Structures ライセンスの構成、数、および認証 ID が記載されています。認証 ID
を使用すると、ライセンスの権利を移行できます。ライセンスを認証する前に、
エンタイトルメント証明書ファイル EntitlementCertificate.html を電

子メールから ..\Tekla\License\Server フォルダーにダウンロードする

必要があります。その後、Tekla License Administration Tool でエンタイトルメン
ト証明書を開いて、ライセンスを認証できます。

参照項目

自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ページ)

手動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (74 ページ)

Tekla ライセンスの認証時の問題 (91 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証
Tekla Structures ライセンスは、Tekla License Administration Tool で認証できます。認
証では、会社のライセンス サーバーがインターネット接続を使用して Trimble
Solutions の認証取得サーバーに接続します。認証を完了する前に、エンタイトルメ
ント証明書を開く必要があります。ライセンス サーバーにライセンスの変更につ
いて自動または手動で通知することができますが、自動サーバー通知が推奨されま
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
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サーバーにライセンス変更を手動で通知するには「手動サーバー通知を使用し
た Tekla ライセンスの認証 (74 ページ)」を参照してください。

ライセンスを認証してライセンスサーバーに自動的に通知するには、次のようにし
ます。

1. [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。

2. まだ有効にしていない場合、[サーバーに通知する] ボタンをクリックして自動
ライセンス サーバー通知機能を有効にします。

3. [開く] をクリックして、..\Tekla\License\Server に移動し、

EntitlementCertificate.html を選択して、再度 [開く] をクリックする

ことで、..\Tekla\License\Server フォルダーにあるライセンス エンタ

イトルメント証明書を開きます。 [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。

4. [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。 

5. [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。

• 認証取得済みライセンスのトラステッド ストレージのバックアップ コピーを
必ず作成してください。

• 後で Tekla License Administration Tool を開くと、失効したライセンスや壊れたラ
イセンスが検出され、それらのライセンスを返却または修復するかどうかの確
認メッセージが表示されます。[はい] を選択すると、ライセンスの自動返却ま
たは自動修復が実行されます。

便利なリンク

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態と手動ライセンス
認証の詳細については、Tekla User Assistance にある次のサポート記事を参照してく
ださい。

コマンドラインを使用して認証取得済みのライセンスのリストを表示する方法

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認
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トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認(持出し情報
を含む)

コマンドラインを使用してライセンスを認証する方法-手動認証

参照項目

Tekla ライセンス認証の取得 (71 ページ)

Tekla ライセンスの認証時の問題 (91 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

手動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証
Tekla ライセンスは、Tekla License Administration Tool で認証できます。認証では、
会社のライセンス サーバーがインターネット接続を使用して Trimble Solutions の
認証取得サーバーに接続します。ライセンス サーバーにライセンス変更について
手動で通知できます。認証を完了する前に、エンタイトルメント証明書を開く必要
があります。

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。

ライセンスを認証し、サーバーに手動で通知するには、次のようにします。

1. [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。

2. [開く] をクリックして、..\Tekla\License\Server に移動し、

EntitlementCertificate.html を選択して、再度 [開く] をクリックする

ことで、..\Tekla\License\Server フォルダーにあるライセンス エンタ

イトルメント証明書を開きます。 [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。

3. [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。 

4. [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。
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5. 次に、サーバーに通知する必要があります。これは、ライセンスを認証するた
びに行う必要があります。

a. [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。

b. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

c. [LMTOOLS]ダイアログボックスで[Start/Stop/Reread]タブを開きます。

d. [ReRead License File]をクリックします。 

ライセンスサーバーがライセンス情報を読み取ります。

• 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。

• 認証取得済みライセンスのトラステッドストレージのバックアップコピーを必
ず作成してください。

• Tekla License Administration Tool を開くと、失効したライセンスや壊れたライセ
ンスが検出され、それらのライセンスを修復または返却するかどうかの確認メ
ッセージが表示されます。[はい] を選択すると、ライセンスの自動返却または
自動修復が実行されます。

参照項目

Tekla ライセンス認証の取得 (71 ページ)

Tekla ライセンスの認証時の問題 (91 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

3.5 ライセンスサーバーへの Tekla Structures の接続
コンピュータで Tekla Structures を使用できるようにするには、ライセンスサーバー
で使用可能なライセンスに Tekla Structures を接続する必要があります。

コンピューターで Tekla Structures を初めて起動したとき、同じコンピューター上に
インストールされているライセンス サーバーを Tekla Structures が見つけることが
できた場合を除き、Tekla ライセンス サーバーのアドレスを入力するよう促されま
す。

1. Tekla Structures を再起動します。 
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2. [サーバーのアドレス]ボックスに、"ポート番号@ホスト名"の形式でライセンス

サーバーのアドレスを入力します。 

たとえば、「27007@server_hostname」のように入力します。

複数のライセンスサーバーを指定するには、アドレスをセミコロン(;)で区切り
ます。たとえば、
「27007@server_hostname_1;27007@server_hostname_2」のように入

力します。

3. ライセンスサーバーで使用できるライセンスを確認する場合は、[ライセンス
の確認]をクリックします。

4. [OK]をクリックして Tekla Structures を起動します。

5. 何らかの時点でライセンスサーバーを再定義する必要がある場合は、Tekla
Structures の[ファイル]メニューで、 [設定] --> [ライセンスサーバーの変更] を
クリックします。 

Tekla Structures を次に起動したときに変更が有効になります。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 自動インストール (45 ページ)

ライセンスファイル tekla.lic の手動変更 (49 ページ)

自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ページ)

Tekla Structures の起動時の問題 (100 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)
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3.6 Tekla ライセンスの管理

ライセンスの設定後、ライセンスの使用を監視 (77 ページ)することで、ライセン
スの保有数が正しいか、ライセンスが適切に使用されているかを検証できます。

以下の場合は変更を加える必要があります。

• ユーザーが不適切なライセンス タイプを選択していたり、二次ユーザーが予約
しているライセンスの数が過大である場合、ライセンスの使用および持ち出し
に対するアクセス権を定義することで、 もライセンスを必要としているユー
ザーに適切なタイプのライセンスを割り当てることができます。「Tekla ライセ
ンスのアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)」を参照してください。

• 既存のライセンスを返却する (83 ページ) 必要があります。

• ライセンスの更新が必要になる新しいバージョンの Tekla Structures の使用
を開始した場合。

• 同一のライセンスで、変更を加えたものを認証する前 (たとえば、同時に利
用できるユーザーの数を変更した場合)。

• ライセンス サーバーに影響するハードウェアの変更をする前。

• 別のライセンス サーバーにライセンスを移動する場合。

• ライセンスが信頼できない状態になっているか、無効になっている場合、ライ
センスを修復することができます。ただし、修復回数には制限があります (「ラ
イセンスの修復 (85 ページ)」を参照)。

参照項目

Tekla ライセンスのトラブルシューティング (86 ページ)

Tekla ライセンスの使用状況の監視
Tekla ライセンス サーバーで提供されている LMTOOLS ソフトウェアを使用し
て、社内で現在使用中の Tekla Structures ライセンス数に関するレポートを取得でき
ます。

LMTOOLS アプリケーションを実行するには、Windows 管理者権限が必要です。

現在使用中のライセンスを表示するには、次のようにします。

1. [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。

2. 正しい Tekla ライセンス サーバーが定義されていない場合は、[Utilities] タブ
に移動して、ライセンス サーバーのパスを追加します。

a. [Vendor Name] ボックスに「tekla」と入力します。

b. [Path] ボックスに、ライセンス サーバーのアドレスを「port@host」と

入力します。

c. [パスを上書き]をクリックします。
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3. [Server Status] タブで、[Perform Status Enquiry] をクリックします。そのサー
バーで認証されたライセンス数と構成、照会時点で使用中のライセンス数のリ
ストが表示されます。 

ステータス照会では、こちらで説明されている (80 ページ) Tekla Structures 構
成の略称を使用します。略称の説明は、エンタイトルメント証明書または
Tekla License Administration Tool にもあります。

ステータス照会の構文の包括的な説明については、「LMTOOLS options and
settings used in Tekla Structures licensing」を参照してください。

Tekla ライセンスのアクセス権の変更 (tekla.opt)
ライセンス サーバー管理者は、tekla.opt オプション ファイルを変更すること

で、ユーザーおよびユーザー グループごとに異なるライセンス使用権限を付与で
きます。これにより、誰かが本当に必要とはしていないライセンスを予約または持
ち出ししたために、そのライセンスを必要とするユーザーが利用できるライセンス
がなくなるといった状況を避けることができます。

ライセンス オプション ファイル tekla.opt は、..\Tekla\License\Server
フォルダーにあります。

代表的な構成オプションには、次のようなものがあります。

• 特定のユーザー名またはホスト名/IP アドレスに対するアクセス権を個別また
は定義したグループのいずれかで定義することができます。複数のグループで
同じユーザー名またはホスト名を使用することもできます。

• 特定の構成 (鉄骨詳細設計など) に対する多数のライセンスを特定のユーザー
またはユーザー グループ専用として予約することができます。必要に応じて、
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グループのユーザーは、予約されたクォータ以上のライセンスを予約すること
ができます。その他のユーザーは、予約されたクォータ以外の残っているフリ
ー ライセンスしか使用することができません。

• ユーザーまたはグループが同時に使用することができるライセンスの 大数
( 大) を定義できます。この制限に含まれないユーザーは、フリー ライセンス
を自由に使用することができます。

• 特定の構成のすべてのライセンスを専用にし、ユーザーまたはグループを使用
者に含める (許可する) ことができます。その他のユーザーはその構成を使用
できません。

• 特定の構成のライセンスを使用できないように特定のユーザーを除く (禁止す
る) ことができます。その他のすべてのユーザーはその構成を使用できます。

• ライセンスの持ち出しについてユーザーを含めたり除いたりできます。

tekla.optファイルでアクセス権を変更するには、次のようにします。

1. ..\Tekla\License\Server フォルダーに移動します。

2. テキストエディタで tekla.optファイルを開きます。

3. ライセンスのアクセス権と制限の定義を入力します。 

定義文字列は、 [keyword] [Tekla Structures feature] [user
type] [name]で構成されます。

定義を記述するときは、以下のルールに従ってください。

• オプションファイルでは大文字と小文字が区別されます。

• ユーザーグループとホストグループを定義する必要がある場合、まずそれ
らを定義します。

ホストグループを定義する際にユーザーグループとホストグループまたは
IP アドレスを定義する場合、Windows ユーザー名を使用します。

• 行ごとに定義を 1 つ入力します。定義は次の内容で構成されています。

• アクションを定義するオプション キーワード。

• キーワードの影響を受ける、構成などの機能。

• キーワードの影響を受けるタイプ。

次のオプションがあります。USER、GROUP、HOST、および

HOST_GROUPです。

• キーワードの影響を受けるユーザー、ユーザーグループ、ホスト、また
はホストグループの名前。

コンピュータのホスト名または IP アドレスを HOSTキーワードおよび

HOST_GROUPキーワードと共に使用できます。

• オプションファイル内の行を無効にするには、行頭に「#」を入力します。

定義の例:
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INCLUDE PCD-C USER scarlett (ユーザー scarlett だけが、[PCa 詳細設計]
構成を使用できます)。

RESERVE 1 RCD-C USER vera ([RC 詳細設計] 構成の 1 ライセンスが、ユ

ーザー vera 用に予約されています)。

使用できるキーワードや構成コードの詳細と他の例については、「アクセス権
の定義で使用される構成コードとキーワード (80 ページ)」を参照してくださ
い。

4. 変更を保存し、テキストエディタを終了します。

5. [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。

6. LMTOOLS で、[Start/Stop/Reread]タブに移動し、[ReRead License File]ボタ
ンをクリックして、ライセンスファイルとオプションファイルの変更内容を更
新します。

便利なリンク

特定の Tekla Structures バージョンを特定のユーザーに制限する方法の詳細につい
ては、Tekla User Assistance のサポート記事「How to limit certain Tekla Structures
version to certain users (特定のユーザーに対して特定のバージョンの Tekla Structures
を制限する方法)」を参照してください。

アクセス権の定義で使用される構成コードとキーワード
tekla.optでアクセス権を定義する場合、構成の適切な略称(コード)を使用しな

いと、定義が機能しません。 アクセス権は特定のキーワードを使用して定義され
ます。

構成コード

異なる Tekla Structures 構成に対するアクセス権を tekla.opt オプション ファイ

ルで定義する場合、各構成の正しいコードを定義に追加する必要があります。

注 構成コードには上位互換性があるため、Tekla Structures の以前のバージョンで
ライセンスに使用されていたコードも使用できます。 ただし、構成の販売製
品名はバージョン間で異なる場合があります。 たとえば、STDL-C の販売製品
名は Steel Detailing Limited でしたが、現在は Primary です。

Tekla Structures 構成のコードを以下に示します。

構成コード 構成

CM-C CM モデリング

DEV-C デベロッパー

DFR-C ドラフター

EDU-C エデュケーション
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構成コード 構成

FUD-C 統合パッケージ

PCD-C PCa 詳細設計

RCD-C RC 詳細設計

SDE-C エンジニアリング

STD-C 鉄骨詳細設計

PPC-C プロダクション プランナー - コンクリ
ート

STDL-C プライマリー

VIE-C プロジェクトビューワー

も一般的なキーワード

tekla.optオプションファイルでライセンスのアクセス権と制限の定義に使用さ

れる も一般的なキーワードのリストと説明を以下に示します。

キーワード 説明 使用法情報

EXCLUDE Tekla Structures 構成への
アクセスを禁止します。

構成の略称と共に使用し
ます。

EXCLUDE_ENTITLEMENT ライセンスの持出しを禁
止します。

ライセンスの認証 ID と共
に使用します。

EXCLUDEALL Tekla Structures のすべて
の構成へのアクセスを禁
止します。

 

GROUP 任意のオプションで使用
するユーザーグループを
定義します。

スペースで区切った
Windows のユーザー名と
共に使用します。

HOST_GROUP 任意のオプションで使用
するホストグループを定
義します。

スペースで区切ったコン
ピュータのホスト名また
は IP アドレスと共に使用
します。

INCLUDE Tekla Structures 構成の使
用をユーザーに許可しま
す。

構成の略称と共に使用し
ます。

INCLUDE_ENTITLEMENT ユーザーがライセンスを
持ち出すことを許可しま
す。

ライセンスの認証 ID と共
に使用します。

INCLUDEALL ユーザーが Tekla
Structures のすべての構成
を使用することを許可し
ます。

MAX 構成の使用を制限します。ライセンス数および構成
の略称と共に使用します。
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キーワード 説明 使用法情報

RESERVE ユーザー/ホストまたはユ
ーザー/ホストのグループ
のライセンスを予約しま
す。

ライセンス数および構成
の略称と共に使用します。

• INCLUDEキーワードにより構成の使用を許可されたユーザーが定義されてい

る場合、他のユーザーは自動的にその構成の使用が禁止されます。

• EXCLUDEキーワードにより構成の使用を拒否されたユーザーが定義されてい

る場合、他のユーザーは自動的にその構成の使用は許可されます。

• ルールが定義されていない場合、すべてのユーザーが構成の使用を許可されま
す。

tekla.optオプションファイルの定義の例を以下に示します。

オプションファイルの定義 説明

INCLUDE PCD-C USER
scarlett

ユーザー scarlett だけが、[PCa 詳細設計] 構成
を使用できます。

EXCLUDE FUD-C USER justin ユーザー justin は、[ 統合パッケージ] 構成を
使用することができません。他のユーザーは
[ 統合パッケージ] 構成を使用することができ
ます。

GROUP tsusers jessica joe
neil
INCLUDEALL GROUP tsusers

ユーザー jessica、joe、および neil は tsusers グ
ループに属しています。tsusers グループだけ
がすべての構成を使用できます。

EXCLUDEALL HOST pcrobert コンピュータ pcrobert で使用できる構成はあ
りません。

INCLUDE_ENTITLEMENT
qwer-1234-asdf-5678-zx
USER gwen

認証 ID が qwer-1234-asdf-5678-zx のライセン
スを持ち出すことができるのは、ユーザー
gwen だけです。

EXCLUDE_ENTITLEMENT
rtyu-9876-fghj-5432-cv
USER matt

ユーザー matt は、認証 ID が rtyu-9876-
fghj-5432-cv のライセンスを持ち出すことは
できません。

GROUP students amy chloe
andy dean
MAX 3 EDU-C GROUP
students

ユーザー amy、chloe、andy、および dean は、
students グループに属しています。students
グループで[エデュケーション]構成を使用で
きるのは、3 ライセンスまでです。

RESERVE 1 RCD-C USER vera [RC 詳細設計] 構成の 1 ライセンスが、ユーザ
ー vera 用に予約されています。

GROUP STUDENTS user1
user2 user3
RESERVE 3 VIE-C GROUP
STUDENTS

ユーザー user1 user2 user3 は STUDENTS グ
ループに属しています。[プロジェクトビュー
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オプションファイルの定義 説明

ワー] 構成の 3 ライセンスが、STUDENTS グ
ループに予約されています。

STUDENTS はグループ名です。

user1～user 3 は、スペースで区切った
Windows のユーザー名です。

数字の 3 は、予約するライセンスの数です。

VIE-C は、[プロジェクトビューワー] 構成の
構成コードです。

グループに予約されたライセンスはそのグル
ープ専用である点に注意してください。その
グループがライセンスをあまり使用していな
い場合でも、他のユーザーがライセンスを使
用することはできません。

INCLUDE VIE-
C:VENDOR_STRING=Enterpris
e USER john

ユーザー john だけが、[企業] タイプの [プロ
ジェクトビューワー] 構成を使用できます。

便利なリンク

特定の Tekla Structures バージョンを特定のユーザーに制限する方法の詳細につい
ては、Tekla User Assistance のサポート記事「特定のユーザーに対して特定のバージ
ョンの Tekla Structures を制限する方法」を参照してください。

Tekla ライセンス認証の返却
ライセンスの認証を返却すると、ライセンスの権利はライセンス サーバーから
Trimble Solutions に移行されます。後から追加する Tekla ライセンスは、相互に関
連付けられます。つまり、関連付けられている前のライセンスを返却してから、次
のライセンスの認証を行う必要があります。この仕組みは逆の場合も同様で、別の
ライセンスの認証を取得した場合、それ以降、前のライセンスの認証を行うことは
できません。

• Tekla License Administration Tool の [認証取得済みのライセンス] セクションで
同じ行に表示されているライセンスは、すべて返却する必要があります。

• ライセンスの認証の返却にはインターネットアクセスが必要です。

• 認証を返却したら、同じサーバーまたは別のサーバー上でライセンスを再度認
証できます。

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。持ち出したライセンスは、認証を返却する前に返却する必要があります。

ライセンスの認証を返却する必要がある場合
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• ライセンスチェーンの次の一時ライセンスまたは永久ライセンスの認証を取得
する前。

• Tekla Structures 20 のライセンスから Tekla Structures 21 のライセンスに切り替
える場合など、年間保守を更新する際には、前の年のライセンスを返却してか
らでないと、次の年のライセンス認証を行うことはできません。

• 認証した構成が間違っていた場合や多すぎる場合。

• コンピュータ間でライセンスサーバーをホストし直す前。

• ライセンスサーバーでハードウェアまたは IP アドレスの変更を行う前。

• サーバーコンピュータで Windows を再インストールまたはアップグレードす
る前。

• サーバーコンピュータをフォーマットする前。

ライセンスの認証を返却する必要がない場合

ライセンスサーバーをアンインストールおよび再インストールする場合は、その前
にライセンスを返却する必要はありません。

参照項目

Tekla ライセンス認証の返却 (84 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却

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。持ち出したライセンスは、認証を返却する前に返却する必
要があります。

ライセンスの認証を返却するには、次のようにします。

1. [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。管理者権限で Tekla License Administration Tool を起動し
ます。

2. [Tekla License Administration Tool] ダイアログ ボックスで、[統計] タブに移動
し、ライセンスを使用しているユーザーがいないことを確認します。

3. 自動サーバー通知を有効にしなかった場合 ([Tekla License Administration
Tool] の [サーバーに通知する] オプション)、[LMTOOLS] でライセンス サー
バーを手動で停止する必要があります。

a. [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。LMTOOLS を管理者権限で起動します。

ライセンスの管理 84 Tekla ライセンスの管理



b. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

c. [Start/Stop/Reread] タブを開き、[Stop Server] をクリックします。

4. [Tekla License Administration Tool] で、[ライセンス] タブに移動します。 

[認証取得済みのライセンス] セクションに認証済みのライセンスがリストさ
れます。

5. [認証の返却]チェックボックスを選択して、非アクティブ化するライセンスを
選択します。 

同じタイプの複数のライセンスを同時に認証した場合、それらのライセンスの
認証を 1 つずつ返却することはできず、すべてのライセンスの認証を一度に返
却する必要があります。

6. [認証の返却]ボタンをオンにしたらクリックします。

ライセンス サーバーが Trimble Solutions の認証取得サーバーに接続されます。こ
の段階ではインターネット アクセスが必要です。認証の返却に成功すると、ライ
センスの認証が正常に返却されたことを示すメッセージが表示され、[Tekla
License Administration Tool] ダイアログ ボックスが更新されます。

ライセンスの認証の手動返却の詳細については、Tekla User Assistance の次のサポー
ト記事を参照してください。

コマンドラインを使用してライセンスの認証を返却する方法-認証の手動返却

参照項目

Tekla ライセンス認証の返却 (83 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

ライセンスの修復
ライセンスが信頼できない状態になっているか、無効になっている場合、使用でき
ないためライセンスを修復する必要があります。

ライセンスの信頼状態は、Tekla License Administration Tool の [認証取得済みのライ
センス] セクションに表示されます。信頼状態シンボルが緑色の場合、情報は信頼
状態です。赤色の場合、情報は信頼できません。

警
告

技術上およびセキュリティ上の理由のため、ライセンスを修復できる回数が
制限されています(現在のところ年に 2 回)。このため、お近くの Tekla
Structures 担当者にライセンスの修復処理について連絡し、修復回数をトラッ
クしておくことが重要です。

状態は次のいずれかです。
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• 赤色の H (ホスト)は、別のコンピュータにサーバーが移動したかどうか、また
はコンピュータのハードウェアが大幅に変更されたかどうかを示します。

ライセンスのホスト(H)は信頼できる状態ではありません。

注 ホストの信頼状態が信頼できない状態のライセンスは修復できません。

• 赤色の T (時間)は、システムの時計が意図的に変更されているかどうかを示し
ます。

ライセンスの時間(T)は信頼できる状態ではありません。

• 赤色の R (復元)は、ライセンスがバックアップコピーから取得されたかどうか
を示します。

ライセンスの復元(R)は信頼できる状態ではありません。

ライセンスを修復するには、次のようにします。

1. [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。 

[認証取得済みのライセンス]セクションに認証済みのライセンスが表示され
ます。

2. [修復] をクリックします。 

ライセンス サーバーが Trimble Solutions の認証取得サーバーに接続されます。
修復が正常に完了すると、Tekla License Administration Tool ダイアログ ボック
スの信頼状態が更新されます。

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態と手動ライセンス
認証の詳細については、Tekla User Assistance にある次のサポート記事の手順を参照
してください。

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認(持出し情報
を含む)
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Tekla ライセンスのトラブルシューティング

次の領域で発生した問題の解決に関するヘルプについては、以下のリンクをクリッ
クしてください。

• Tekla Structures ライセンスの認証、返却、持出し時のエラーの表示と診断 (87 ペ
ージ)

• Tekla ライセンス サーバーのインストールとライセンス サーバーへの接続時の
問題 (88 ページ)

• FlexNet の問題 (90 ページ)

• Tekla ライセンスの認証時の問題 (91 ページ)

• Tekla ライセンス認証の返却時の問題 (95 ページ)

• Tekla ライセンスの持ち出し時の問題 (95 ページ)

• Tekla ライセンスのトラステッド ストレージに関する問題 (96 ページ)

• Tekla ライセンスでの LMTOOLS の使用時の問題 (97 ページ)

• Tekla Structures の起動時の問題 (100 ページ)

• オプションファイル tekla.opt の問題 (101 ページ)

エラーコードで始まるエラーメッセージの詳細については、「Tekla ライセンスの問
題: エラー コードとその説明 (103 ページ)」を参照してください。

Tekla Structures ライセンスの認証、返却、持出し時のエラーの表示と診断
Tekla License Administration Tool と Tekla License Borrow Tool では、どちらもエラー
の発生時にエラー メッセージが表示されます。これらのツールは、エラーの診断
に必要なすべてのファイルのパッケージを自動的に作成します。

ライセンスの認証の取得または返却時や、ライセンスの持ち出しまたは返却時に問
題が発生した場合、エラーの内容に応じて Tekla License Administration Tool と Tekla
License Borrow Tool の [ライセンス認証の取得]、[ライセンス認証の返却]、[ライセ
ンスの持ち出し]、または [持出し中のライセンスの返却] ダイアログ ボックスにエ
ラー メッセージが表示されます。

• エラーダイアログボックスの[表示]ボタンをクリックすることで、エラーに関
する詳細情報を表示できます。

• Tekla License Administration Tool と Tekla License Borrow Tool は、エラーの診断
に必要なすべてのファイルの zip パッケージを C:\Tekla\License\Server
\Reports フォルダーと %TEMP%\Tekla License Borrow Tool
\Reports フォルダーに自動的に作成します。エラー レポート パッケージが

存在するフォルダーを参照するには、エラー ダイアログ ボックスで [ブラウズ]
をクリックします。ローカル サポートにパッケージを送信すると、サポートを
受けることができます。

エラーレポートパッケージには次のファイルが含まれています。

tekla_debug.log - Tekla ライセンス サーバーのデバッグ ログ ファイル。
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error.txt - エラー レポート。エラー情報が含まれています。Tekla License
Borrow Tool の zip パッケージにはこのファイルのみ含まれています。

tekla.opt - アクセス権のオプションファイル。

tekla.lic - Tekla ライセンス ファイル。

参照項目

Tekla ライセンスのトラブルシューティング (86 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス サーバーのインストールとライセンス サーバーへの接続
時の問題

ライセンスサーバーのインストールに失敗すると、次のメッセージが表示され
る:"A newer version of this application is already installed on this computer.If you
wish to install this version, please uninstall the newer version first.Click OK to exit
the wizard."
理由 新しいバージョンのライセンスサーバーがインストールされています。

解決策 古いバージョンのライセンスサーバーをインストールしないようにしま
す。Tekla Downloads の製品ダウンロードページで、入手可能な 新リリースのラ
イセンスサーバーがないかどうかを確認します。

ライセンス サーバーのバージョンは、Tekla Structures には依存していません。ただ
し、何らかの理由で古いバージョンのライセンス サーバーを使用する必要がある
場合は、コンピューター上の新しいバージョンをアンインストールしてから、古い
バージョンをインストールします。

ライセンスサーバーのインストールが完了しない(エラーメッセージなし)
理由 FlexNet ライセンスシステムを使用している他のソフトウェアがコンピュー
タ上で実行されています。

解決策 [LMTOOLS] ですべてのライセンス サービスを停止してから、Tekla ライセ
ンス サーバーをインストールします。インストールが完了したら、停止したライ
センス サービスを再起動します。

1. [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。

2. [Service/License File]タブで、[Configuration using services]が選択されているこ
とを確認してサービスリストからライセンスサービスを選択し、[Start/Stop/
Reread]タブに移動して[Stop Server]をクリックします。

停止する必要があるすべてのサービスに対して同じ操作を実行してください。

3. Tekla ライセンス サーバーをインストールします。
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4. LMTOOLS で、前の手順で停止したライセンスサービスを起動します。

ライセンスサーバー接続の問題。次のメッセージが表示される:"Error when
connecting to the license server.Contact your system administrator or try another
server".
理由 この問題は、多くの場合ファイアウォール設定に関連しています。

解決策 ファイアウォールでクライアントからライセンスサーバーへの接続が許可
されていることを確認します。

ライセンスライブラリの初期化が次のエラーで失敗した: "ライセンスのサービス
はインストールされていません"
理由 このエラーは、Tekla License Administration Tool を起動するときか、
serveractutil.exe コマンド ライン ツールを実行しようとすると発生します。

解決策 Tekla Licensing Service のインストールで [手動] オプションを選択した場
合、FLEXnet ライセンス サービスを手動でインストールする必要があります。

1. 他の FlexNet ライセンスサービスがサーバーで実行されている場合は、コマン
ドを入力する前にそのサービスを停止してください。

2. 使用している Windows オペレーティングシステムに応じて[スタート]メニュ
ーまたはスタート画面に移動し、管理者としてコマンドプロンプトを開きま
す。

3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

cd /D full_path_to_installation_directory
たとえば、デフォルトのフォルダーに Tekla ライセンス サーバーをインストー
ルする場合、「cd /D C:\Tekla\License\Server」と入力する必要があり

ます。

installanchorservice.exe

ライセンスサーバーに接続できない。

解決策 初めて Tekla ライセンス サーバーに接続する場合、新しいバージョンの
Tekla Structures がインストールされたクライアント コンピューターで、次の操作を
実行する必要があります。

• クライアントコンピュータとライセンスサーバーの両方が同じドメインに存在
することを確認します。

• ローカルエリアネットワーク接続が確立されていることを確認します。ライセ
ンスサーバーとクライアントコンピュータは、同じローカルエリアネットワー
ク上に存在する必要があります。

• ファイアウォールを無効にし、コンピュータのスパイウェア/ウイルス対策保護
を一時停止します。

ライセンスの管理 89 Tekla ライセンスの管理



上の手順に従った後、会社のライセンスサーバーで以下の操作を実行します。

1. Tekla Structures を使用しているユーザーがいないことを確認します(すべての
Tekla Structures ユーザーに確認します)。

2. C:\Tekla\License\Server に移動し、tekla.lic ファイルをテキスト エ
ディターで開きます。

3. 初の行の末尾にライセンスサービス用の空き TCP/IP ポートを追加します
(デフォルトでは存在しません)。自動インストールオプションはデフォルト
でポート 27007 に設定される点に注意してください。

初の行の例: SERVER MYSERVER ANY 27007。ここで、MYSERVERはライ

センスサーバーで、27007はポートです。

4. 変更後、ファイルを閉じて保存します。

5. [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。

6. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

7. [Start/Stop/Reread]タブで、[Stop Server]をクリックします。数秒待ってから、
[Start Server]をクリックします。

サーバーとポートを定義したら、Tekla Structures ワークステーションで次の操作を
実行します。

1. Tekla Structures を再起動します。

2. サーバーを確認するメッセージが表示されたら、サーバー定義の前にポートを
追加し、[OK] をクリックします。

例: 27007@MYSERVER

Tekla ライセンス サービスを開始できない。

理由 tekla-debug.logファイルがロックされているため、サービスの開始を妨

げている可能性があります。

解決策 tekla-debug.logを削除してコンピュータを再起動します。

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス サーバーのインストール (43 ページ)

Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ページ)
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FlexNet の問題

内部のエラーが発生した。FlexNet 内部エラー。

理由 Tekla ライセンス サーバーのインストールに問題があります。

解決策 このエラーは、多くの場合以下の手順を実行すると修正できます。

1. 既存の Tekla ライセンス サーバーのインストールをすべてアンインストール
します。

2. すべてのファイルが Tekla ライセンス サーバーのインストール フォルダーか
ら削除されたことを確認します (.. \Tekla\License\Server)。

3. 新の Tekla ライセンス サーバーをインストールします。Tekla Downloads で
新バージョンを確認します。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール (43 ページ)

Tekla Structures のアンインストール (373 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンスの認証時の問題

次のメッセージが表示される: "エンタイトルメント ファイルの読み込みにエラー
がありました"。
理由 .NET Framework が何らかの理由で機能していません。

解決策 既存の .NET Framework を再インストールするか、お使いのオペレーティン
グ システムで利用できる .NET Framework の 新のバージョンをインストールし
ます。

ライセンス認証の取得に失敗し、次のメッセージが表示される: "Unable to activate
more licenses than you are entitled to".
理由 この問題の原因としては、次のようなものが考えられます。

• 他のコンピュータでライセンスが認証されている可能性があります。認証でき
るライセンス数の上限を超えて使用することはできません。

• 以前の一時ライセンスの認証を返却せずに、更新された一時ライセンスまたは
期限のないライセンスの認証を取得しようとしました。

解決策 次の 2 つの解決策が考えられます。

• 別のコンピュータでライセンスの認証を返却し、自分のコンピュータ上でライ
センスを認証します。
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• 既存の一時ライセンスの認証を返却したうえで、次に使用する元のライセンス
と関連付けられているライセンスの認証を取得します。

ライセンスの認証の返却の詳細については、「Tekla ライセンス認証の返却 (84 ペー
ジ)」を参照してください。

Tekla License Administration Tool と LMTOOLS で、認証取得済みのライセンスの
数が一致しない。

理由 ライセンスサービスが新しいライセンス情報に更新されていません。

解決策 1: LMTOOLS でライセンスファイルを再読み込みします。

1. [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。

2. [Start/Stop/Reread]タブで、[ReRead License File]をクリックします。

解決策 2: 複数のライセンスサーバーに接続している場合、ライセンスファイルを
再読み込みできないことがあります。その場合、LMTOOLS でライセンスサーバ
ーを停止してから再起動する必要があります。

1. Tekla ライセンス サーバーを使用しているユーザーがいないことを確認しま
す。
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2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. LMTOOLS の[Start/Stop/Reread]タブで、[Force Server Shutdown]チェックボ
ックスを選択し、[Stop Server]を選択します。

4. 状態が"Stopping server"になっていることを確認します。数分間待機します。

5. [Start Server]をクリックし、"Server Start Successful"と表示されたことを確認し
ます。

ヒ
ン
ト

今後この問題が発生しないようにするには、ライセンスを認証、返却、また
は修復するとライセンスサーバーに自動的に通知されるようにします。

Tekla License Administration Tool で自動通知機能を有効にするには、[サーバ
ーに通知する] をクリックします。

サーバーの起動および停止とライセンス ファイルの再読み込みの詳細につ
いては、「LMTOOLS options and settings used in Tekla Structures licensing」を参
照してください。

ライセンスの認証の取得の詳細については、「自動サーバー通知を使用した
Tekla ライセンスの認証 (72 ページ)」を参照してください。

一時ライセンスの有効期限が 1 ヶ月に切れるが、警告が表示されない。

理由 有効期限の終了警告メッセージは、有効期限が近づいているライセンスを使
用しているユーザーがいる場合にのみ表示されます。複数の期限のないライセン
ス( 初に認証された)と、期限のないライセンスの後に認証されたいくつかの一時
ライセンスがあると思われます。

ユーザーが Tekla Structures を起動すると、システムは認証のためにライセンスを使
用します。たとえば、期限のないライセンスが 10 個と一時ライセンスが 2 個ある
場合、一時ライセンスを使用する取得する前に 10 個のライセンスがすべて使用中
になっている必要があるため、ライセンスの有効期限が近づいているという警告が
表示されます。

Tekla License Administration Tool でエンタイトルメント証明書を開こうとしても、
何も表示されない。

理由 1: 電子メール アプリケーションから添付のエンタイトルメント証明書をダウ
ンロードしていないにもかかわらず、インターネット ブラウザーで証明書を開き、
ブラウザーから .html ファイルとして保存しました。

解決策 エンタイトルメント証明書の添付ファイル
EntitlementCertificate.html を含む電子メールを開きます。電子メールか

ら ..\Tekla\License\Server フォルダーにエンタイトルメント証明書をダウ

ンロードします。その後、Tekla License Administration Tool で [開く] をクリックし
てもう一度開いてみます。

ライセンスの管理 93 Tekla ライセンスの管理



詳細については、「自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ペー
ジ)」を参照してください。

理由 2: コンピューターのウイルス保護システムにより、ライセンスのエンタイト
ルメント証明書から Trimble Solutions ロゴが削除されました。

解決策 エンタイトルメント証明書の送信者が、エンタイトルメント証明書ファイ
ルを ZIP 圧縮する必要があります。ライセンスを認証するコンピューターでエン
タイトルメント証明書ファイルを解凍します。

ライセンスが正常に認証されたが、コマンドラインで"serveractutil -view"コマンド
を実行すると次のエラーメッセージが表示される: "Activation library initialization
failed."
理由 ライセンスサーバーのインストールが正常に完了しませんでした。

解決策 次の操作を行います。

1. LMTOOLS で他の FlexNet ライセンスサービスを停止します。

2. コマンドプロンプトで installanchorservice.exeを実行し、ライセンス

サーバーを再起動します。

これを行うと、ライセンスを認証して Tekla Structures を使用できるようになりま
す。

上の手順でうまくいかない場合、ライセンスサーバーをアンインストールし、管理
者権限で新しいバージョンをもう一度再インストールする必要があります。

ライセンス サービスのアンインストールとインストールの詳細については、「手動
でのライセンス サーバーのアンインストール」と「Tekla ライセンス サーバーのイ
ンストール (43 ページ)」を参照してください。

Tekla License Administration Tool の自動通知機能が機能しない。[サーバーに通知
する] ボタンをクリックしても何も起こらない

理由 [サーバーに通知する] ボタンが Tekla License Administration Tool で機能しない
理由の 1 つに、Tekla Licensing Service がコンピューターで起動していないことが考
えられます。

解決策 この問題を解決するには、Windows の [コントロール パネル] --> [管理ツー
ル] --> [サービス] を開きます。Tekla Licensing Service の状態が [実行中] であるこ
とを確認します。サービスの [スタートアップの種類] が [自動] または [自動 (遅延
開始)] に設定されている必要があります。

ライセンスが認証取得済みのライセンスとして表示されなくなった。または、古い
バージョンのライセンスの認証を取得済みだが、機能しない。

理由 Windows システムの復元により、ライセンスの問題が発生することがありま
す。詳細については、「Windows system restore might affect your model and licensing
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(Windows システムの復元によりモデルとライセンスに影響が及ぶ)」を参照してく
ださい。

便利なリンク

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態と手動ライセンス
認証の詳細については、Tekla User Assistance にある次のサポート記事の手順を参照
してください。

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認

トラステッドストレージにある認証取得済みライセンスの状態の確認(持出し情報
を含む)

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却時の問題

認証を返却するライセンスを選択できない。

理由 認証を返却するライセンスがまだ持ち出されている場合、そのライセンスを
選択することはできません。

解決策 ライセンスを返却してから、ライセンス認証を返却します。

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却 (83 ページ)

Tekla ライセンスの持ち出し時の問題

 
[持出し期限] ボックスのカレンダーから日付を選択できない。

理由 持出し期間は 長 1 ヶ月です。

解決策 Tekla License Borrow Tool で、持出し日から 1 ヶ月以内の日付を選択します。

1. [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 License Borrow] --> [Tekla License Borrow
Tool] に移動します。
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2. [製品]セクションで[持出し期限]ボックスをクリックし、持出し日から 1 ヶ月
以内の有効期限をカレンダーから選択します。

Tekla Structures が持ち出したライセンスで起動しない。

問題: ライセンスを持ち出しましたが、ネットワークから切断されました。Tekla
Structures を開くと、ライセンス ダイアログ ボックスが表示されますが、Tekla
Structures は持ち出したライセンスを検出しません。

解決策 Tekla Structures が持ち出したライセンスで起動しない場合、ライセンス ダ
イアログ ボックスのサーバー ボックスにアスタリスク文字 (*) のみを入力してく
ださい。

これにより、ライセンスが存在する可能性があるすべての場所を Tekla Structures が
強制的に検索するようになります。ライセンスが見つかるまで時間がかかる場合
があります。

持ち出したライセンスを実行しているコンピュータがクラッシュした場合の対処
方法

解決策 コンピュータを再起動すれば問題ない場合、再起動後に持ち出したライセ
ンスを使用できます。コンピュータが完全に破損した場合、持出しの有効期限が切
れるとライセンスは自動的にライセンスサーバーで使用可能になります。

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

オフラインで使用するためのライセンスの持ち出し設定 (109 ページ)

Tekla ライセンスのトラステッド ストレージに関する問題

ライセンスを使用することができない。

理由 ライセンスのホスト(H)は信用できる状態ではありません。サーバーコンピ
ュータのハードウェア設定が大幅に変更されています。

解決策 [H] の信頼状態が信頼できない状態のライセンスを修復することはできま
せん。お近くのサポートに連絡してください。

定期的に保守されている適切なサーバーコンピュータでライセンスサーバーを実
行することをお勧めします。サーバーコンピュータで保守作業を行う前に、ライセ
ンスの認証を返却する必要があります。ただし、技術上およびセキュリティ上の理
由から、不要な認証の返却は行わないでください。

詳細について、「ライセンスの修復 (85 ページ)」を参照してください。
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ライセンスを使用することができない。

理由 ライセンスの時間(T)は信用できる状態ではありません。サーバーコンピュー
タの時間設定が大幅に変更されています。

解決策 Tekla License Administration Tool でライセンスを修復した後、適切なシステ
ムの日時を設定する必要があります。

認証取得済みのライセンスが存在するサーバーコンピュータのシステムクロック
設定を操作しないでください。

詳細について「ライセンスの修復 (85 ページ)」を参照してください。

ライセンスを使用することができない。

理由 ライセンスの復元(R)は信用できる状態ではありません。バックアップシステ
ムにより、一部のライセンス情報が上書きされた可能性があります。

解決策 Tekla License Administration Tool でライセンスを修復する必要があります。

既存のライセンスソフトウェア、ツール、およびファイルが復元されたもので上書
きされないように、システムのバックアップ設定を構成することをお勧めします。

詳細について、「ライセンスの修復 (85 ページ)」を参照してください。

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

ライセンスの修復 (85 ページ)

Tekla ライセンスでの LMTOOLS の使用時の問題

LMTOOLS がライセンスファイルを再読み込みしない。

理由 コンピュータ上でライセンスサービスをローカルに実行しているときに、別
のライセンスサーバーに接続していると、ライセンスファイルの再読み込みは機能
しません。

解決策 ライセンスサービスを停止し、再起動する必要があります。次の操作を行
います。

1. [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。
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2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [Start/Stop/Reread]タブで、[Stop Server]をクリックし、サービスが停止する
まで数秒間待ちます。

4. [Start Server]をクリックします。

LMTOOLS でライセンスサーバーを停止することができず、メッセージ"Unable to
Stop Server"が LMTOOLS メッセージバーに表示される。

理由 選択したライセンスサービスが正しくない可能性があります。

解決策 ライセンス サービスとして、Tekla Licensing Service を選択する必要があり
ます。次の操作を行います。

1. [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。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Stop Server]をクリックします。

4. これでうまくいかない場合、[Force Server Shutdown]チェックボックスを選択
してもう一度[Stop Server]をクリックします。

LMTOOLS でライセンスサーバーを停止することができない。

理由 LMTOOLS が管理者権限で実行されていません。

解決方法:LMTOOLS を管理者権限で実行します。詳細については、「Tekla
Structures ライセンスに関する管理者のタスクの実行に必要な権限 (36 ページ)」を
参照してください。

サーバーの起動や停止、またはライセンスファイルの再読み込みを実行できず、メ
ッセージが"No Server Selected"表示される。

理由 ライセンスサービスが選択されていません。

解決策 ライセンス サービスとして、Tekla Licensing Service を選択する必要があり
ます。次の操作を行います。

1. [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。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。
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3. [Start/Stop/Reread]タブに移動し、サーバーを起動または停止するか、ライセ
ンスファイルを再読み込みします。

サーバーの起動および停止、またはライセンスファイルの再読み込みを実行できな
い。

LMTOOLS のステータスリストに、ライセンスサーバーマネージャ(lmgrd)が起動
していないことが示されている: "Error getting status: Cannot connect to license server
system.The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong
port@hostname or license file is being used, or the port or hostname in the license file has
been changed".

理由 [LMTOOLS] が正しい lmgrd.exe を参照していません。

解決策 LMTOOLS の設定を変更する必要があります。次の操作を行います。

1. [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。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [構成サービス]タブに移動し、[ブラウズ]をクリックして lmgrd.exeファイ

ルを表示します。

デフォルトでは、このファイルは ..\Tekla\License\Server フォルダー

にインストールされます。

4. [Save Service]をクリックします。

5. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Stop Server]をクリックします。

6. [Start Server]をクリックしてサーバーを再起動します。

変更が適用されます。

LMTOOLS でライセンスサービスのステータスが表示されない。

LMTOOLS の[Server status]のステータスリストに、ライセンスファイルが見つか
らないとが示される: "Error getting status: Cannot find license file.The license files (or
license server system network addresses) attempted are listed below.Use
LM_LICENSE_FILE to use a different license file, or contact your software provider for a
license file".

理由 現在実行されていないライセンスサービスのステータスを照会しようとして
います。

解決策 Tekla Licensing Service を開始する必要があります。次の操作を行います。

1. [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。
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2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Start Server]をクリックします。

4. [Server Status]タブを開き、[Perform Status Enquiry]をもう一度クリックしま
す。

参照項目

Tekla ライセンス サーバーのインストール - 手動インストール (46 ページ)

手動での Tekla ライセンス サーバーの設定 (50 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla Structures の起動時の問題

 Tekla Structures が起動しない。次のメッセージが表示される:"Error when
connecting to the license server.Contact your system administrator or try another
server".

理由 ライセンスサーバーに接続していない。

解決策 次の点を確認します。

• ネットワーク接続が機能していることを確認します。

• ライセンスサーバーの名前を正しく入力したことを確認します。

詳細については、「ライセンスサーバーへの Tekla Structures の接続 (75 ページ)」
を参照してください。

• LMTOOLS のライセンス情報が正しいことを確認します。ライセンス情報が
正しくない場合は、LMTOOLS でライセンスファイルを再読み込みし、Tekla
Structures を再度起動してみます。

LMTOOLS の詳細については、「LMTOOLS options and settings used in Tekla
Structures licensing」を参照してください。

Tekla Structures が起動しない。次のメッセージが表示される:"License server
system does not support this feature".
理由 ライセンスサーバーが 新の状態ではない可能性があります。

解決策 ライセンスサーバーの状態を更新します。次の操作を行います。

1. [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。LMTOOLS を管理者権限で起動します。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [Start/Stop/Reread]タブで、[Stop Server]をクリックして数秒間待ちます。
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4. [Start Server]をクリックします。

5. Tekla Structures を再起動します。

それでも問題が解決しない場合は、 寄りの Tekla Structures サポートにお問い合わ
せください。サポートには、tekla.lic、tekla.opt、tekla_debug.logの各

ファイルのコピーが必要です。

Tekla Structures が起動しないことがある。

次のメッセージが表示される:"Cannot connect to license server system.The license
server manager (lmgrd) has not been started, the wrong port@host or license file is being
used, or the port and hostname in the license file has been changed".

理由:ライセンスサーバーのポート番号が定義されていない場合は、ライセンスサ
ーバーと Tekla Structures クライアントコンピュータとの間で通信に問題が発生し
ている可能性があります。

解決方法:ライセンスサーバーのポートを定義します。次の操作を行います。

1. [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。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. ライセンスサーバーコンピュータの tekla.licファイルで、空いているポー

トをライセンスサーバー用に定義します。詳細については、「ライセンスファ
イル tekla.lic の手動変更 (49 ページ)」を参照してください。

4. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Stop Server]をクリックしてライセンスサー
バーを停止します。

5. [Start Server]をクリックします。

6. クライアントコンピュータで Tekla Structures を起動します。

7. Tekla Structures で、 [ツール] --> [ライセンスサーバーの変更] をクリックしま
す。ライセンスサーバーのポートとホスト名を定義します。

8. Tekla Structures を閉じます。

9. すべての Tekla Structures クライアントコンピュータで、手順 5～7 を繰り返し
ます。

参照項目

ライセンスサーバーへの Tekla Structures の接続 (75 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)
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オプションファイル tekla.opt の問題

tekla.opt ファイルが有効にならない。

理由 ライセンスサービスがオプションファイルを読み込んでいません。

解決策 次の操作を行います。

1. [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。

2. [Service/License File] タブで、[Configuration using Services] および Tekla
Licensing Service が選択されていることを確認します。

3. [Start/Stop/Reread]タブで、[ReRead License File]をクリックします。

4. ..\Tekla\License\Server フォルダーを参照し、テキスト エディターで

tekla_debug.log ファイルと tekla.opt ファイルを開きます。

5. tekla_debug.logファイルに tekla.optファイルと同じキーワード文字

列が含まれていることを確認します。

これでうまくいかない場合は、 寄りのサポートにお問い合わせください。

参照項目

Tekla ライセンスのアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)
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Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明

エラー 6
問題 ライセンスライブラリの初期化が次のエラーで失敗した: Activation Library
Initialization error #6.Please, contact software vendor to resolve the problem.
理由 Tekla ライセンス サーバーのインストール フォルダーには、以前のバージョ
ンの Tekla ライセンス サーバーから取得された .dll ファイルが含まれています。

解決策 この問題を解決するには、次の操作を行います。

1. Tekla License Administration Tool を閉じ、[LMTOOLS] の [Start/Stop/Reread] タ
ブで [Stop Server] をクリックして Tekla ライセンス サーバーを停止します。

2. 既存の Tekla ライセンス サーバーのインストールをすべてアンインストール
します。

3. Tekla ライセンス サーバーのインストール フォルダーに .dll ファイルが含

まれている場合、ファイルを手動で削除します。

4. これで、アンインストールされたバージョンが存在していたのと同じフォルダ
ーに Tekla ライセンス サーバーをインストールできます。

ライセンス サーバーのインストールの詳細については、「Tekla ライセンス サーバ
ーのインストール (43 ページ)」を参照してください。

注 この場合は、認証を返却する必要はありません。ライセンスは、Tekla ライセ
ンス サーバーのインストール ディレクトリー外の Flexera Software の特定の
場所に安全に保存されます。

エラー 20
問題 エラー 20:"ライセンスのサービスはインストールされていません"
理由 このエラーは、Tekla License Administration Tool を起動するときか、
serveractutil.exe コマンド ライン ツールを実行しようとすると発生します。

解決策 Tekla Licensing Service のインストールで [手動] オプションを選択した場
合、FLEXnet ライセンス サービスを手動でインストールする必要があります。

1. 他の FlexNet ライセンスサービスがサーバーで実行されている場合は、コマン
ドを入力する前にそのサービスを停止してください。

2. 使用している Windows オペレーティングシステムに応じて[スタート]メニュ
ーまたはスタート画面に移動し、管理者としてコマンドプロンプトを開きま
す。

3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

cd /D full_path_to_installation_directory
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たとえば、デフォルトのフォルダーに Tekla ライセンス サーバーをインストー
ルする場合、「cd /D C:\Tekla\License\Server」と入力する必要があり

ます。

installanchorservice.exe

エラー 109
問題 返却する認証取得済みライセンスがない。別のプログラムが認証取得済みラ
イセンス権を同時に変更した可能性がある。(109) Unable to return as there is no
licenses in Trusted Storage.
理由 他のプログラムによりトラステッド ストレージが変更されたと思われます。

 赤色のライセンスの復元 (R) は信用できる状態ではありません。ライセ
ンスが破損しているため、返却することはできません。

解決策 持ち出し期間が終了すると、サーバー コンピューターでライセンスが自動
的に利用できるようになります。

エラー 123 またはエラー 50030
問題 メッセージ 1: Row n: An error occurred but FLEXnet Licensing did not return
an error number.(123)
メッセージ 2: トラステッドストレージまたは指定された ASR をロードできませ
ん。(50030)
理由 これらのエラーメッセージは、トラステッドストレージを読み込むことがで
きず、トラステッドストレージが破損していることを示しています。

解決策 ライセンスを置き換える必要があります。置き換えと手順については、お
客様の地域の Tekla 担当者にお問い合わせください。

エラー 1316
問題 ライセンスサーバーのインストールが失敗する。

次のメッセージが表示される: "ファイル C:\Documents and Settings
\<user>\Local Settings\Application Data\Downloaded
Installations\...\Tekla Structures License Server v1.01.msi か
らの読み込み中に、ネットワーク エラーが発生しました"。

理由 古いバージョンのライセンスサーバーがインストールされています。

解決策 古いバージョンのライセンスサーバーをアンインストールしてから、新し
いバージョンをインストールします。

サーバーのアンインストールの詳細については、「手動でのライセンス サーバーの
アンインストール」を参照してください。

エラー 7174
ライセンス認証の取得に失敗し、次のメッセージが表示される: "Unspecified
FLEXnet Error with code 7174 Only deployed entitlement line item can be fulfilled."
理由 無効なライセンスを認証しようとしています。
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解決策 お客様の地域の Tekla 担当者から新しいエンタイトルメント証明書が送付
されているはずです。新しいエンタイトルメント証明書を使用して認証を再試行
し、古い無効なエンタイトルメント証明書をアーカイブ フォルダーに移動します。

詳細については、「自動サーバー通知を使用した Tekla ライセンスの認証 (72 ペー
ジ)」を参照してください。

エラー 7284
問題 不明な FLEXnet エラー。コード: 7284。無効なフルフィルメントレコード
FID_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx でサポート操作を実行できない。

理由 トラステッドストレージが以前のバックアップコピーから復元されました。
フルフィルメント ID が FID_ xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx のライセンスは既に認
証が返却されています。

解決策 トラステッドストレージファイルを 新のバックアップコピーから復元
し、必要に応じてライセンスを修復する必要があります。

ライセンスの修復の詳細については、「ライセンスの修復 (85 ページ)」を参照して
ください。

エラー 7288 およびエラー 111
メッセージ 1: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy
because fulfill count exceeded the available seat count.
メッセージ 2: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy
because number of copies left is zero.
理由 1:別のサーバー/コンピュータで既に認証されているライセンスを認証しよう
とした可能性があります。

解決策 他のコンピュータからライセンスの認証を返却した後、新しいサーバー/コ
ンピュータ上でライセンスを認証します。

理由 2:既に関連付けられている認証取得済みライセンスの認証を返却せずに、更新
された一時ライセンスまたは期限のないライセンスの認証を取得しようとした可
能性があります。

解決策 まず、既存の一時ライセンスの認証を返却したうえで、次に使用する元の
ライセンスと関連付けられているライセンスの認証を取得します。

ライセンスの認証の返却の詳細については、「Tekla ライセンス認証の返却 (84 ペー
ジ)」を参照してください。

エラー 7343
問題 不明な FLEXnet エラー。コード: 7343。エンタイトルメント行項目が<date>
<time>に期限切れになった。

理由 ライセンスの有効期限が切れています。期限切れのライセンスを認証または
修復することはできません。

エラー 7466
問題 ライセンス認証の返却に失敗し、次のメッセージが表示された: "The return of
the fulfillment is denied by the return policy because max return exceeded".
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理由 30 日間でライセンス認証を返却できる回数の上限を超えています。

解決策 過去 30 日以内にライセンス認証を初めて返却した日から 30 日経過する
と、ライセンス認証の返却を再び実行できます。技術上およびセキュリティ上の理
由により、一定期間内にライセンスの認証を返却できる回数には制限を設けており
ます。

エラー 7581
問題 不明な FLEXnet エラー。コード: 7581。activationId XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XX のオンライン返却/修復リクエストの生成元が元のクライアント
マシンと異なる。

理由と解決方法: ライセンスがもともと認証されたコンピュータではありません。
ライセンスの返却/修復は元のコンピュータから行う必要があります。別の理由と
して、コンピュータが大幅に変更されたため、Trimble Solutions の認証取得サーバ
ーが同じコンピュータとして認識できなくなった可能性があります。この場合は、
ライセンスを置き換える必要があります。

ライセンスの返却と修復の詳細については、「持ち出した Tekla ライセンスの返却
(115 ページ)」と「ライセンスの修復 (85 ページ)」を参照してください。

エラー 9999
問題、理由、および解決策:: Trimble Solutions のライセンスサーバーがダウンして
います。しばらく待ってから再試行してください。

エラー 50005
問題 エラー(5005)ライセンス認証の取得の失敗-API の初期化が失敗しました。

問題 認証済みのライセンスが表示されず、新しいライセンスを認証できない。

理由 インストールパッケージで、一部のソフトウェアコンポーネントを初期化ま
たは登録できていません。

解決策 次の操作を行います。

1. 管理者権限でログインします。

2. Tekla License Administration Tool を閉じます。

3. [LMTOOLS] --> [Start/Stop/Reread] タブで、Tekla ライセンス サーバーおよび
同じコンピューター上にあるその他のライセンス サーバーを停止します。

4. ..\Tekla\License\Server フォルダーに移動します。

5. installanchorservice.exeをダブルクリックします。

6. [LMTOOLS] --> [Start/Stop/Reread] タブで、Tekla ライセンス サーバーおよび
同じコンピューター上にあるその他のライセンス サーバーを起動します。

7. Tekla License Administration Tool を開きます。メッセージは表示されなくなり
ます。

エラー 50018
問題 ライセンスを持ち出すことができない。
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理由 間違った製品 ID ファイルを使用しています。

解決策 次のいずれかの操作を行います。

• Tekla License Administration Tool で製品 ID ファイルをエクスポートし、ライセ
ンス持出しに使用します。

エラー 50033
問題 ライセンスを持ち出すことができない。

理由 1:ライセンスサーバーに 新のライセンス情報がない。

解決策 LMTOOLS で、サーバーを停止して再起動します。

理由 2:オプションファイルの INCLUDEキーワードによって、構成を持ち出すこと

ができなくなっている。

解決策 構成を持ち出すには、インクルードしたユーザーグループにダミーユーザ
ー"ACTIVATED LICENSE(S)"を追加する必要があります。次の操作を行います。

1. テキストエディタを使用して tekla.optを開きます。

2. インクルードしたユーザーグループに"ACTIVATED LICENSE(S)"を追加し

ます。次に例を示します。

GROUP steel "ACTIVATED LICENSE(S)" user1 user2 user3
user4
INCLUDE STD-C GROUP steel

3. tekla.optに加えて変更を保存します。

4. LMTOOLS で、ライセンスファイルを再読み込みするか、サーバーを停止し
てサーバーを起動します。

エラー 50035
問題 ライセンスを持ち出すことができない。

理由 ユーザーがライセンスサーバーで認証を取得していないライセンスを持ち出
そうとしています。たとえば、ユーザーがバージョン 20 のライセンスを持ち出し
そうとしているが、サーバーではバージョン 21 のライセンスしか認証されていな
いなどです。

解決策 次の操作を行います。

• 製品 ID ファイルが 新であることを確認します。 新でない場合、Tekla
License Administration Tool で新しい製品 ID ファイルをエクスポートし ( [ファ
イル] --> [エクスポート] )、持出しを行うユーザーにこのファイルを送信しま
す。次に、新しい製品 ID ファイルを保存して Tekla License Borrow Tool を開い
た後、[開く] をクリックして新しい .tpi ファイルを参照し、もう一度持出し

を行うようユーザーに指示します。

• LMTOOLS のライセンス情報が 新であることを確認します。 新でない場
合は、ライセンスファイルを再読み込みします。
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エラー 50036
問題 ライセンスを持ち出すことができない。

理由 ライセンスの持出しを許可されていない。

解決策 次のいずれかの操作を行います。

• ライセンスの持出しを行うことができるように、オプション ファイル
(tekla.opt) を変更する必要があります。詳細については、「Tekla ライセンス

のアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)」を参照してください。

• 別のライセンスを持ち出します。

エラー 50037
問題 ライセンスを返却できない。

理由 ライセンスを持ち出したライセンスサーバーとは別のサーバーに、ライセン
スを返却しようとしています。

解決策 ライセンスを持ち出したライセンスサーバーと同じサーバーに、ライセン
スを返却する必要があります。次の操作を行います。

1. [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 License Borrow] --> [Tekla License Borrow
Tool] に移動します。

2. [設定] をクリックし、 初にライセンスを借用したライセンス サーバーの名
前を入力して、[OK] をクリックします。

3. [持出し中のライセンス]領域の[返却]チェックボックスをオンにして、返却す
るライセンスを選択します。

4. [返却]ボタンをクリックして、ライセンスを返却します。

ライセンスの返却処理が正常に完了すると、[持出し中のライセンス]セクショ
ンが更新されます。

エラー 50040 またはエラー 50041
エラー 50040 またはエラー 50041、問題 1: ライセンスの認証の取得、返却、または
修復に失敗する

理由 ライセンスサーバーが Trimble Solutions の認証取得サーバーに正常に接続で
きませんでした。通常、これはオンライン認証時に発生する一時的な問題です。

解決策 次の操作を行います。

• インターネット接続が機能していることを確認します。ライセンスの認証の取
得および返却時には、インターネット接続が必要です。接続が低速の場合もエ
ラーが発生することがあります。

• Tekla License Administration Tool を終了し、しばらくしてからライセンスの認証
を行います。

• 別のライセンスの認証を行ってみます。

• ファイアウォールによって認証取得時の通信がブロックされる場合がありま
す。使用しているファイアウォールの設定を確認します。詳細については、
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「Windows ファイアウォール経由での Tekla ライセンス サーバーの使用 (53 ペ
ージ)」を参照してください。

• 新バージョンの Tekla ライセンス サーバーを使用していることを確認しま
す。

• このエラーは、サーバーコンピュータの Windows 更新プログラムがファイナラ
イズされていないために発生した可能性があります。サーバーを再起動して再
試行してください。

• Windows のログインユーザー名に特殊文字が含まれている可能性があります。
別のユーザー名（administrator など）でログインしてみてください。

• インターネット接続が機能していることを確認します。

• 寄りの Tekla Structures サポートに問い合わせて、手動認証を依頼してくださ
い。

エラー 50040 またはエラー 50041、問題 2: ライセンスを持ち出すことができない。

理由 ライセンスサーバーに接続していない。

解決策 次の操作を行います。

• ネットワーク接続が機能していることを確認します。

• Tekla License Borrow Tool を起動し、正しいライセンス サーバー情報が入力され
ていることを確認します。

参照項目

Tekla Structures ライセンスの認証、返却、持出し時のエラーの表示と診断 (87 ペー
ジ)

Tekla ライセンスの認証時の問題 (91 ページ)

Tekla ライセンスの持ち出し時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンス認証の返却時の問題 (95 ページ)

3.7 オフラインで使用するためのライセンスの持ち出し設定
ライセンス サーバーへの信頼できる接続を利用できない場所で作業するユーザー
は、Tekla ライセンス サーバーから認証取得済みのライセンスを持ち出すことがで
きます。ユーザーは、設定された期間有効になる一時的なローカル ライセンス フ
ァイルを受け取ります。

ユーザーは、Tekla License Borrow Tool により、オフラインで使用するために Tekla
Structures ライセンスを持ち出すことができます。ユーザーがライセンスの持ち出
しと返却を行うには、ライセンス サーバーへのネットワーク接続が必要です。

持ち出し中のライセンスは、使用中でなくても、持ち出し期間中は予約されるた
め、他のユーザーは、持ち出し中のライセンスを使用できません。
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設定ファイル

製品 ID (.tpi) ファイルがライセンスの持ち出しには必要です。ライセンス オプ

ション ファイル (tekla.opt) を使用してライセンスのアクセス権を管理する場

合は、必ず、カスタマイズした製品 ID ファイルをユーザーに提供する必要があり
ます。すべての設定をリスト表示するデフォルト ファイルは、技術的には他の場
合にも使用できますが、管理者は、カスタマイズした製品 ID ファイルを提供する
必要があります。カスタマイズしたファイルには、実際にサーバーで認証したライ
センスが含まれているため、このファイルを使用すると、ユーザーはライセンスを
簡単に選択できます。詳細については、「オフラインユーザーへのカスタマイズさ
れた製品 ID ファイルの提供 (111 ページ)」 を参照してください。

ライセンス サーバーのライセンス オプション ファイル (tekla.opt) で、どのラ

イセンスをどのユーザーが使用できるかを指定できます。詳細については、「Tekla
ライセンスのアクセス権の変更 (tekla.opt) (78 ページ)」を参照してください。

ライセンスの持ち出しの仕組み

ライセンスの持ち出しでは、ライセンスが次のように予約および開放されます。

• ライセンスの 大持ち出し期間は 1 か月です。ライセンスを持ち出すときに、
ユーザーが持ち出しの有効期限を指定します。持ち出し中のライセンスが返却
されるか、ライセンス持ち出し期間が終了するまで、他のユーザーはそれらの
ライセンスを使用できません。

• ユーザーは、ライセンス持ち出し期間が経過する前に、持ち出しに使用したコ
ンピューターで License Borrow Tool を使用してライセンスを返却することがで
きます。オペレーティング システムの大規模なアップグレード、再インストー
ル、またはそれらのコンピューターのハードウェアに関する重要な変更を行う
前に、ユーザーがすべての持ち出し中ライセンスを返却したことを確認してく
ださい。

• ライセンスを新しいバージョンにアップグレードしたり、ライセンス サーバー
を新しいハードウェアに移動したりする場合、ライセンス サーバーでライセン
スの認証を返却する前に、持ち出し中のライセンスを返却する必要があります。
誰がどのライセンスを持ち出しているか確認するには、ライセンス サーバー上
の LMTOOLS アプリケーションでライセンスの状態を紹介します。

注 上記のガイドラインに従わないと、ライセンス持ち出し期間が終了するまで、
元々ライセンスを持ち出したユーザーを含め、すべてのユーザーが持ち出し中
のライセンスを使用できなくなる場合があります。

1. カスタマイズした製品 ID ファイルを使用して、ユーザーのコンピューターに
Tekla License Borrow Tool をインストールします。

2. ライセンスを持ち出すには、ユーザーのコンピューターがオンラインで Tekla
ライセンス サーバーに接続できる状態で、そのコンピューターにインストー
ルされている Tekla License Borrow Tool をユーザーが開く必要があります。

Tekla License Borrow Tool のバージョンは、Tekla ライセンス サーバーのバージ
ョンと同じである必要があります。
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3. ライセンスを持ち出した後、ユーザーは、コンピューターをオフラインにし
て、ライセンス持ち出しの期間中は Tekla Structures で自由に作業でき、終了し
たり、開き直したりすることもできます。

4. ユーザーがコンピューターを再度オンラインにすると、持ち出しライセンスを
ライセンス サーバーに返却する必要があります。

ユーザーがライセンスを返却しない場合、ライセンス持ち出し期間が終了した
後に、他のユーザーがライセンス サーバーでそのライセンスを使用できます。
ただし、ユーザーが返却するまで、ライセンスは、そのユーザーの License
Borrow Tool にリスト表示されます。

詳細な手順については、Tekla Structures をオフラインで使用するための Tekla
License Borrow Tool の設定 (112 ページ) を参照してください。

エンド ユーザーの手順については、Tekla ライセンス サーバーからのライセンスの
持ち出し (113 ページ) および持ち出した Tekla ライセンスの返却 (115 ページ) を参
照してください。

参照項目

Tekla ライセンスの持ち出し時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

オフラインユーザーへのカスタマイズされた製品 ID ファイルの提
供
Tekla License Borrow Tool では、持ち出し中にライセンスの認証 ID が必要です。
Tekla License Administration Tool で製品 ID ファイル (.tpi) をエクスポートする

と、認証を取得したライセンスに関する認証 ID がファイルに書き込まれます。そ
の後、ファイルをオフライン ユーザーに送信できます。

Tekla License Borrow Tool をインストールすると、standard.tpi ファイルが自動

的に ..\Tekla\License\Borrow フォルダーにインストールされます。このデ

フォルトの製品 ID ファイルには、Tekla Structures のすべての構成とその製品 ID が
リストされます。ただし、持ち出すことができるのは、ライセンス サーバーで認
証を取得しているライセンスに限られます。

持ち出しに使用できる認証取得済みライセンスの認証 ID だけを表示する、カスタ
マイズした製品 ID ファイルを作成できます。Tekla License Administration Tool を
使用してライセンス サーバー コンピューターで製品 ID ファイルをエクスポート
し、ライセンスを持ち出すユーザーのコンピューターにファイルを保存する必要が
あります。認証 ID は暗号化されています。

警
告

製品 ID ファイルは自動的には更新されません。持ち出し可能なライセンス
の認証を返却する場合や、新しいライセンスの認証を取得後そのライセンス
を持ち出す場合には、新しい製品 ID ファイルをエクスポートし、ライセン
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スを持ち出す Tekla Structures オフラインユーザーに送信する必要がありま
す。

Tekla ライセンス サーバー コンピューターに製品 ID ファイルをエクスポートする
には、次のようにします。

1. [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。

2. [エクスポート]をクリックします。

3. [製品 ID ファイルの保存] ダイアログ ボックスに、製品 ID ファイルの名前を
入力するかデフォルト ファイル名を保持し、ファイルを保存するフォルダー
を選択して [保存] をクリックします。

4. ライセンスを持ち出す必要がある Tekla Structures ユーザーに製品 ID ファイル
を送付し、ファイルの使用方法を通知します。 

ファイル名が standard.tpi で、ユーザーのコンピューターの ..\Tekla
\License\Borrow フォルダーに保存されている場合は、Tekla License
Borrow Tool を起動するとファイルが自動的に開かれます。

参照項目

Tekla Structures をオフラインで使用するための Tekla License Borrow Tool の設定
(112 ページ)

Tekla Structures をオフラインで使用するための Tekla License
Borrow Tool の設定
Tekla License Borrow Tool を使用して Tekla ライセンスを持ち出すと、Tekla
Structures をオフラインで使用できます。

開始する前に、 新の Tekla License Borrow Tool を Tekla Downloads の製品ダウンロ
ード ページからダウンロードしてインストールします。

同じ Tekla License Borrow Tool を使用して、さまざまなバージョンの Tekla
Structures のライセンスを持ち出すことができます。Tekla License Borrow Tool のバ
ージョンは、Tekla ライセンス サーバーのバージョンと同じである必要がありま
す。

Tekla Structures をオフラインで使用できるように Tekla License Borrow Tool を設定
するには、次のようにします。

1. [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 License Borrow] --> [Tekla License Borrow
Tool] に移動します。

2. [設定] ダイアログ ボックスで、[サーバー] ボックスにライセンス サーバーの
ポート番号とホスト名 (コンピューター名) を「port@hostname」という形式

で入力します。たとえば、27007@server_hostname などです。
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3. [設定] ダイアログ ボックスを表示したままで、[ブラウズ] をクリックし、製品
ID ファイルを選択します。

4. [OK] をクリックします。 

Tekla License Borrow Tool の [Products] セクションが更新されます。

5. Tekla License Borrow Tool ダイアログ ボックスで、[言語] をクリックし、必要
に応じて Tekla License Borrow Tool ユーザー インターフェイスの言語を変更
します。

注 Tekla Structures を起動したときに、持ち出されたライセンスで Tekla Structures が起動
しない場合、ライセンス ダイアログ ボックスのサーバー ボックスにアスタリスク (*)
を入力します。これにより、ライセンスが存在する可能性があるすべての場所を Tekla
Structures が強制的に検索するようになります。これには時間がかかる場合がありま
す。

参照項目

Tekla ライセンスの持ち出し時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンス サーバーからのライセンスの持ち出し
Tekla License Borrow Tool では、オフラインで作業するときに Tekla ライセンス サー
バーからライセンスを持ち出すことができます。オフラインで作業するのと同じ
コンピューターでライセンスを持ち出します。
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ライセンスを持ち出す前に、Tekla License Borrow Tool をインストールし、Tekla
Structures がインストールされたコンピューターをライセンス サーバーに接続して
製品 ID ファイルを開く必要があります。

前提条件の詳細については、「Tekla Structures をオフラインで使用するための Tekla
License Borrow Tool の設定 (112 ページ)」を参照してください。

ライセンスを持ち出すには、次のようにします。

1. Tekla Structures を閉じます。

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 License Borrow] --> [Tekla License Borrow
Tool] に移動します。

3. ダイアログ ボックスの上部にある [設定] ボタンをクリックします。

4. [設定] ダイアログ ボックスで、[サーバー] ボックスにライセンス サーバーの
ポート番号とホスト名 (コンピューター名) を「port@hostname」という形式

で入力します。たとえば、27007@server_hostname などです。 

Tekla Structures 起動時とまったく同じポート番号とホスト名を使用する必要
があります。

5. [設定] ダイアログ ボックスを表示したままで、[ブラウズ] をクリックし、製品
ID ファイルを選択します。

6. [OK] をクリックします。

7. [製品]セクションで、[持出し期限]ボックスをクリックし、カレンダーから持
出し期間の有効期限を選択します。 

持出し期間は 長 1 ヶ月です。正確な 大持出し期間は、持出し日によって
29～32 日間です。

8. [持出し]ボタンをクリックして、ライセンスを持ち出します。 

[ライセンスの持出し]ダイアログボックスに、持出し処理の進捗状況が表示さ
れます。持出し処理が正常に完了すると、[持出し中のライセンス]セクション
に持出したライセンスが表示されます。

9. 持出しが成功したことを確認するため、ライセンスサーバーからコンピュータ
を切断し、持ち出したライセンスで Tekla Structures を起動して、ライセンスの
持出しが成功したことを確認してください。
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参照項目

Tekla ライセンスの持ち出し時の問題 (95 ページ)

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)

Tekla Structures ライセンスの認証、返却、持出し時のエラーの表示と診断 (87 ペー
ジ)

オフラインで使用するためのライセンスの持ち出し設定 (109 ページ)

持ち出した Tekla ライセンスの返却
持ち出したライセンスは、有効期限より前に Tekla ライセンス サーバーに返却する
ことができます。

持ち出したライセンスは、有効期限の翌日にライセンスサーバー上で自動的に使用
可能な状態になります。

ただし、Tekla License Borrow Tool の [持ち出し中のライセンス] セクションは自動
的に更新されません。ライセンスは、ライセンスを持ち出したサーバーの名前と同
じ名前のサーバーに返却する必要があります。ライセンスの持出しを停止する場
合、有効期限が切れたライセンスを必ず返却することをお勧めします。

持ち出した Tekla ライセンスを返却するには、次のようにします。

1. ライセンスサーバーに接続していることを確認します。

2. Tekla Structures を閉じます。

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 License Borrow] --> [Tekla License Borrow
Tool] に移動します。

4. [持出し中のライセンス]領域の[返却]チェックボックスをオンにして、返却す
るライセンスを選択します。

5. [返却]ボタンをクリックして、ライセンスを返却します。 

ライセンスの返却処理が正常に完了すると、[持出し中のライセンス]セクショ
ンが更新されます。

参照項目

Tekla ライセンスの問題: エラー コードとその説明 (103 ページ)
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4 カスタム構成の作成および配布

カスタマイズした Tekla Structures 構成を作成し、それらを異なるプロジェクトおよ
び異なるコンピューターで使用するには、次のようにします。

• さまざまな設定ファイルおよび Tekla Structures の動作を変更するいくつかの基
本的な方法に精通します (「管理者向けの Tekla Structures 設定ガイドライン
(116 ページ)」を参照)。

• Trimble のデフォルトの設定に加えて、会社の全般的な設定およびプロジェクト
固有の設定を作成します (「管理者向けの環境、企業、プロジェクトの設定
(128 ページ)」を参照)。

配布する構成の多くは、Tekla Structures での動作と密接に関連しています。このた
め、配布可能な設定ファイルに関する説明は、各機能のドキュメントの一部として
提供されています。また、以下のセクションでも全般的な構成タスクについて説明
されています。

• カスタマイズしたリボン (134 ページ)、タブ (136 ページ)、プロパティ パネル
レイアウト (137 ページ)、およびツールバー (138 ページ) を配布できます。

• 材質 (139 ページ)、プロファイル (147 ページ)、形状 (211 ページ)、ボルト (217 ペ
ージ)、およびアプリケーションとコンポーネントのカタログをカスタマイズで
きます。

4.1 管理者向けの Tekla Structures 設定ガイドライン
Tekla Structures 管理者は、Tekla Structures に確実に会社の規準を適用し、設定する
責任者です。以下の項では、Tekla Structures をカスタマイズする方法を説明しま
す。

Tekla Structures のカスタマイズ

Tekla Structures の新しいバージョンごとに、プロジェクトの遂行に使用する全体的
なプロセスを改善する新しい機能が導入されます。Tekla Structures には、特定の市
場のニーズや要件に適した複数の環境があります。Tekla Structures の各バージョ
ンでは、多数の機能がローカライズされています。バージョン間の変更の大部分
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は、デフォルトで保存される属性の一貫性の向上、整理、簡素化、使いやすさの向
上に重点を置いています。

ローカル技術チームは、新しい各バージョンに関するユーザーの知識と経験を高め
ることに集中して尽力します。このチームは、既存ユーザー、新しいユーザー、潜
在的なユーザーの意見から必須であると明らかにされたタスクを実行することに
よって、Tekla Structures のユーザー エクスペリエンスを強化することを目指しま
す。

会社およびプロジェクトのニーズに合わせて Tekla Structures をカスタマイズする
前に、図面の規格、使用するプロファイル、等級と材質、会社のロゴ、命名規則な
ど、必要な情報を収集してください。

Tekla Structures の全体的なローカライズは、4 つの異なるレイヤーに分けることが
できます。

• Tekla Structures 環境

• 会社レベルでの設定

• プロジェクト レベルでの設定

• マルチユーザー設定

後の 3 つは、社内の管理者によって主に管理されます。

会社が使用する規準と特定のプロジェクトに必要な規準を設定しておくと、エンド
ユーザーが設計プロセスに集中できるため、設計プロセスの効率が大きく向上しま
す。

Tekla Warehouse
Tekla Warehouse には、アプリケーション ツールや環境コンテンツなど、さまざま
な追加コンテンツが含まれています。プロファイル、ボルト、材質、および鉄筋な
ど環境のカタログの内容を含む Tekla Warehouse オフライン コンテンツをダウンロ
ードできます。

オフライン カタログの内容は、Tekla Warehouse の [Tekla Structures コレクション]
に含まれています。コンテンツは、Tekla Structures を開くときにインストールされ
る .tsep パッケージにあります。

会社のローカル コレクションを作成し、社内ネットワーク上で組織として共有す
ることもできます。フォルダーのアクセス権とコレクション レベルを各ユーザー
のコンピューターにある collections.json ファイルで管理できます。このフ

ァイルを各ユーザーのコンピューターの同じ場所にコピーします。このファイル
は、C:\Users\Public\Public Documents\Trimble\Tekla Warehouse
\collections.json にあります。

次の図は、4 つの Tekla Structures コレクションのコレクション パスの例を示してい
ます。
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Tekla Warehouse では、 [マイ コレクション] --> [ローカル/ネットワークコレクショ
ン] でマッピングした後にコレクションが表示されます。

環境、役割、およびライセンスの概要

Tekla Structures では、1 つの製品の中にさまざまな異なる構成 が含まれています。
ライセンスによって、使用できる構成が決まります。

Tekla Structures 環境は、特定の市場で使用する材質、等級、プロファイル、図面設
定、コンポーネント設定、.ini ファイル設定に合わせて設定されています。Tekla
Structures には、30 種類以上の異なる環境があります。Tekla Structures を起動する
ときに、特定の環境を選択することによって、その市場向け設定を使用できます。
複数の環境をインストールし、不足している環境を後で追加できます。

環境のリストに含まれている blank project は、独自の環境やプロジェクト設定のた
めの空のプラットフォームです。これには、標準のパラメトリック プロファイル、
未定義のボルト、材質、鉄筋の等級、基本的な図面レイアウトが含まれており、企
業フォルダー、プロジェクト フォルダー、および Tekla Warehouse から補完するこ
とができます。

カスタム構成の作成および配布 118 管理者向けの Tekla Structures 設定ガイドライン



一部の環境の場合、ログイン時に役割を選択できます。役割は、使用するライセン
スとは独立しています。役割の目的は、ユーザーのタスクに合わせ、ユーザー イ
ンターフェイスと設定を明確化、簡単化、高速化することです。

実際、これは、設定、フィルター、レポート、およびユーザー インターフェイス
が、ユーザーの役割に合わせて設定されることを意味します。たとえば、オブジェ
クト プロパティに事前に読み込まれる設定のうち、ユーザーの役割に関連しない
ものは表示されないため、オプションのリストが簡潔で明確になります。

設定の選択は、主に Trimble および販売店のローカライズ担当者によって構成され
るものであり、Tekla Structures インストール パッケージに含まれています。ただ
し、上級ユーザーや Tekla Structures システム管理者は、社内独自の設定を作成する
こともできます。追加コンテンツを Tekla Warehouse のオフラインおよびオンライ
ン コレクションで利用することもできます。オンライン コレクションのダウンロ
ードまたはインストールには Trimble Identity が必要であることに注意してくださ
い。詳細については、「Tekla Online services 用の Trimble Identity」を参照してくだ
さい。

フォルダー構造

Tekla Structures ソフトウェアと環境は、Windows 認定の要件によって異なる場所に
分かれています。デフォルトでは、ファイルは以下のフォルダーにインストールさ
れます。

• ソフトウェアは \Program Files\Tekla Structures フォルダーにインス

トールされます。

• 環境と拡張機能は、\ProgramData\Trimble\Tekla Structures フォルダ

ーにインストールされます。
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• ユーザー設定は、\Users\<username>\AppData\Local\Trimble\Tekla
Structures フォルダーにインストールされます。

プロジェクト フォルダーと企業フォルダー

プロジェクト フォルダーと企業フォルダーは、カスタマイズしたファイルを保存
するために使用します。会社の場合、すべてのユーザーがアクセスできる共有ファ
イル サーバーに企業フォルダーやプロジェクト フォルダーを設定することを強く
お勧めします。プロジェクト フォルダーと企業フォルダーの階層を使用すると、
企業フォルダーの更新、プロジェクトの全員が同じ設定を確実に使用すること、お
よび、Tekla Structures の新しいバージョンへのアップグレードが大幅に簡単になり
ます。

会社レベルで使用するすべての設定 (会社のロゴや図面の規格など) は企業フォル
ダーに保存し、特定のプロジェクトで使用するすべての設定は、対応するプロジェ
クト フォルダーに保存する必要があります。プロパティ ファイルは、現在のモデ
ル フォルダーにある \attributes フォルダー (\TeklaStructuresModels
\<my_building>\attributes など) に必ず保存されます。これらのファイル

は、プロジェクト フォルダーまたは企業フォルダーにコピーする必要があります。

企業フォルダーまたはプロジェクト フォルダーに保存された設定を使用するに
は、XS_PROJECT および XS_FIRM 詳細設定を使用して、フォルダーのファイルパ

スを設定します。これらの詳細設定は、初期化ファイル (.ini ファイル) に設定す

る必要があります。複数の異なる .ini ファイルを使用できます。Tekla Structures
のショートカットに、実行する .ini ファイルと適用する設定を定義できます。

企業フォルダーまたはプロジェクト フォルダーを使用する も重要な利点の 1 つ
は、新しいバージョンをインストールしても、Tekla Structures がプロジェクト フォ
ルダーと企業フォルダー内のファイルを置き換えることがないことです。つまり、
以前のバージョンからファイルをコピーして貼り付けたり、エクスポートしてイン
ポートしたりせずに、カスタマイズしたファイルを保持できます。これによって、
Tekla Structures の新しいバージョンへのアップグレードが容易になります。ファ
イルを 1 つの場所に保存すると、その設定を簡単に更新でき、プロジェクト内の全
メンバーに同じ設定を使用してもらうことが簡単になります。

例:
現在のプロジェクト 123_project_ABC では、コンクリート柱のプロパティを設定
し、column_ABC として保存しています。これらの保存された設定を
123_project_ABC プロジェクトで作業する全員が使用できるようにするには、モデ
ル フォルダーの下にある \attributes のフォルダーから column_ABC.ccl を
ファイル サーバーの \123_project_ABC プロジェクト フォルダーにコピーしま
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す。プロジェクトの全員の .ini ファイルに XS_PROJECT 詳細設定の正しいパス

が設定されていることを確認します。

詳細については、「プロジェクト フォルダーおよび企業フォルダーの作成 (242 ペー
ジ)」および「Tekla Structures のファイルとフォルダ (241 ページ)」を参照してくだ
さい。

フォルダーの検索順序

モデルを開くと、特定のフォルダーから特定の順序で関連ファイルが検索されま
す。ファイルを正しいフォルダーに配置しておくことが重要です。関連ファイル
が見つかると、その時点で、検索が終了します。これは、それよりも検索順序の下
位にある同じ名前を持つファイルは無視されることを意味します。Tekla
StructuresTekla Structures

フォルダーの基本的な検索順序は次のようになります。

フォルダー 以下によって定義される

モデル フォルダ
ー

現在開いているモデル

プロジェクト XS_PROJECT
企業 XS_FIRM
システム XS_SYSTEM

複数のシステム フォルダーを指定できます。これにより、役割ごとに特定の設定
を定義できます。XS_SYSTEM 詳細設定でシステム フォルダーを指定する場合
は、env_<environment>.ini で定義されている役割オプションを使用して、役

割を指定します。次の例のように、役割を示すオプションを入力し、セミコロンで
区切ります。set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;
%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common
\system\
この検索順序にはいくつかの例外があります。例外は、フォルダの検索順序
(326 ページ) に記載されています。

注 システム フォルダーには、カスタマイズしたファイルを保存しないでください。シス
テム フォルダー内のファイルは、新しいバージョンをインストールすると新しいファ
イルに置換されることがあります。Tekla Structures

初期化ファイル

初期化ファイル (243 ページ) (.ini) は、 Tekla Structures を起動するためのファイ

ルです。初期化ファイルには、さまざまな詳細設定が含まれます。これらの詳細設
定を使うと、標準規格や作業スタイルの違いに応じて Tekla Structures を設定するこ
とができます。Tekla Structures のインストール時に、必要な .ini ファイルが自動
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的に作成されます。作成される .ini ファイルの数は、インストールするよう選択

した国固有の環境の数によって決まります。

.ini ファイルが必要な理由

Tekla Structures を起動するとき、多数の設定が必要です。詳細設定は、使用する言
語、図面内の部材マークの動作、モデル フォルダーの位置など、Tekla Structures の
表示と動作を決定するのに使用されます。詳細設定は .ini ファイルで設定され

ます。さまざまな .ini ファイル、それらの役割と相互の関連について以下で説明

します。

さまざまな種類の .ini ファイル

.ini ファイルのデフォルトの読み取り順序 (243 ページ) を次の図に示します。

1. teklastructures.ini
Tekla Structures の実行に必要な設定を初期化します。

\bin フォルダーに格納された teklastructures.ini ファイルによって、

Tekla Structures が起動します。このファイルは一切変更しないことをお勧め
します。

2. env_global_default.ini
グローバルなデフォルト設定を設定します。

env_<your_environment>.ini ファイルは \Environments サブフォル

ダーにあり、すべての環境固有の設定が含まれています。これらのファイル
は、地域の Trimble オフィスまたは販売店で設定されます。

3. environment.ini
環境固有の設定内容を設定します。
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環境で役割に特定の設定を定義し、これらの設定を役割固有のフォルダーに保
存できます。役割に基づいてフォルダー構造を整理すると、役割の内容を 新
の状態に保つのに役立ちます。フォルダーの構造および内容は環境によって
異なる場合があるので注意してください。

env_<environment>.ini ファイルでは、各役割に、役割設定を保存したフ

ォルダーを指定するパスを追加できるオプションがあります。たとえば、

XS_STEEL (\Steel)、XS_CONCRETE (\Concrete)、XS_ENGINEERING
(\Engineering) および XS_PRECAST (\Precast) は、その役割に固有の設

定を含むフォルダーを指定します。鋼材の役割の例を次に示します。

set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%
\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel
\model_settings\

XS_GENERAL は、たとえば、モデリングおよび図面に固有のすべての役割と

設定に共通する内容が含まれている \General フォルダーを指定します。

XS_SYSTEM で役割の設定を定義するときは、env_<environment>.ini で
定義された役割のオプションを使用して、役割固有の設定を指定します。フォ
ルダー パスは、env_<environment>.ini で定義されているので、

XS_SYSTEM に追加する必要はありません。

4. role.ini
役割に対して定義された設定内容を設定します。

role_<role>.ini ファイルは \Environments サブフォルダーにあり、選

択した役割に固有の設定が含まれています。たとえば、\Environments\uk
フォルダーの role_Engineer.ini ファイルには、UK 環境でのエンジニア

リングの役割用の設定が含まれています。

5. user.ini
ユーザーが指定した設定内容を設定します。

user.ini ファイルには、個人用の設定が含まれています。user.ini ファ

イル内の詳細設定は、他の .ini ファイル内の設定よりも優先されます。たと

えば、環境サブフォルダーのファイルと user.ini ファイルに .ini ファイ

ルと同じ詳細設定を設定した場合、Tekla Structures は、user.ini ファイルの

値を使用します。この user.ini ファイルは、C:\Users\<user_name>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings フォルダー内にあります。

6. options.ini
会社、プロジェクト、またはモデルに指定した設定内容を設定します。

同じ詳細設定に複数の設定がある場合は、読み取り順序で後の設定が前の設定より
優先されます。これは、user.ini の設定が env_global_default.ini の設定

より優先されること、また options.ini の設定を user.in の設定より優先させ

ることができることを意味します。
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lang_enu.ini は、英語設定の初期化ファイルです。このファイルは、他のイン

ストール済み言語と共に \Tekla Structures\<version>\nt\bin フォルダ

ーにあります。

すべてのカスタマイズは、モデル フォルダーにある options.ini ファイルか

user.ini ファイルに対して行うことをお勧めしますこの方法により、Tekla
Structures の次のバージョンをインストールする場合にカスタマイズが維持されま
す。

.ini ファイルでの詳細設定の設定

Tekla Structures には、ユーザー固有の詳細設定、システム固有の詳細設定、および
モデル固有の詳細設定の 3 種類の詳細設定があります。

注 モデル フォルダー以外にある .ini ファイル内の詳細設定の値を変更しても、既存の

モデルには影響しません。詳細設定は、[詳細設定] ダイアログ ボックスまたはモデル
フォルダーにある options.ini ファイルでのみ更新することができます。

XS_FIRM または XS_PROJECT 詳細設定で定義されているフォルダー内にある

options.ini ファイルからは更新できません。.ini ファイルは既存のモデルを開

いたときにも読み取られますが、options_model.db または

options_drawings.db に存在していない新しい詳細設定のみが挿入されます。こ

れには、たとえば、[詳細設定] ダイアログ ボックスにはまだ表示されていないが、ソ
フトウェアでは追加されているオプションがあります。

ユーザー固有の詳細設定では、Tekla Structures ウィンドウの表示形態など、各ユー
ザー用の個別の設定を定義します。Tekla Structures では、ユーザー固有の詳細設定
の設定は、options_<your_username>.ini ファイル (C:\Users
\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings フォルダー内) に保存されます。

options.ini ファイルにはモデル固有の詳細設定の設定が含まれています。こ

のファイルは現在のモデル フォルダーにあります。設定を他のユーザーと共有す
るには、options.ini ファイルをシステム フォルダー、プロジェクト フォルダ

ー、または企業フォルダーにコピーします。

システム固有の詳細設定は、他のすべての .ini ファイルに保存されます。

詳細設定の設定

詳細設定を設定するには、次の 2 つの方法があります。

• [詳細設定] ダイアログ ボックスでは、これらの詳細設定が用途に応じて、いく
つかの異なるカテゴリーに分類されています。このダイアログ ボックスを表
示するには、 [ファイル] --> [設定] --> [詳細設定] をクリックします。詳細につ
いては、「Advanced options reference」を参照してください。

• .ini ファイルは、メモ帳などのテキスト エディターで編集できるプレーン テ
キスト ファイルです。設定は、開いたモデルのモデル フォルダーにある
options.ini ファイルに保存されます。設定は、別の .ini ファイルに簡単

にコピーして貼り付けることができます。詳細については、「オプションと詳細
設定が格納されるファイル (251 ページ)」を参照してください。
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上記のいずれか 1 つの方法だけを使用して詳細設定を設定することをお勧めしま
す。[詳細設定] ダイアログ ボックス内の詳細設定の設定値は、.ini ファイル内の

設定値よりも優先して適用されます。一部の詳細設定では、Tekla Structures を再起
動して設定を有効にする必要があります。

user.ini ファイルで詳細設定を設定するには、次のようにします。

1. C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla
Structures\<version>\UserSettings フォルダーで user.ini ファイ

ルを探します。

2. Windows エクスプローラーで user.ini ファイルを選択して右クリックし、

[プログラムから開く] をクリックします。このファイルは、標準のテキスト
エディターで開くことができます。

3. 詳細設定に目的の値が設定されているかチェックします。設定されている場
合は、ここで終了です。

4. 詳細設定を変更または追加するには、新しい行に「set」と入力し、スペース

を追加してから詳細設定の名前とその値を 1 つの行内に追加します。

Tekla Structures では、たとえば、set %XS_DIR%=C:\TeklaStructures
\2019 のように、初期化ファイルの set で始まる行だけを読み取ります。

5. user.ini ファイルを保存します。

ショートカットの作成

特定のプロジェクトで正しい .ini ファイルを使用する も簡単な方法は、デスク

トップにそのプロジェクト用のショートカットを作成することです。ショートカ
ットを使用すると、定義された初期設定で teklastructures.exe を起動できま

す。

1. デフォルトのショートカットのコピーを作成します。Windows の [スタート]
メニューまたは [スタート] 画面で、Tekla Structures <version> を見つけ、Tekla
Structures <version> を右クリックします。

2. ポップアップ メニューから [コピー] を選択します。

3. ショートカットをデスクトップに貼り付けます。

4. ショートカットを選択し、右クリックします。

5. ポップアップ メニューから [プロパティ] を選択します。

6. ショートカットの [リンク先] を変更して、プロジェクトの初期設定を追加し
ます。
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たとえば、ショートカットでは次のようなパラメーターを使用できます。

• -i InitializationFile:起動時に読み込まれる初期化ファイル (例: -i \
\MyServer\MyProject\Project1.ini)。このパラメーターは、必要なだけ

何度も繰り返すことができます。

• ModelToBeOpened:自動的に開かれるモデルのフル パス

• /create:ModelToBeCreated:自動的に作成されるモデルのフル パス。

.ini ファイルは、会社が設定したフォルダー構造に応じて、どこに何がどのよう

な順番で存在するかを示します。詳細については、「カスタマイズされた初期化を
使用する起動用ショートカットの作成 (20 ページ)」を参照してください。

ログイン画面の省略

独立した .ini ファイルを使用し、次の 3 つ詳細設定を設定することによって、ロ

グイン画面を省略できます。

• XS_DEFAULT_LICENSE は、ユーザーの役割のデフォルト ライセンスを設定し
ます。

• XS_DEFAULT_ENVIRONMENT は、環境固有の .ini ファイル (例:
%XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini) を指定します。

• XS_DEFAULT_ROLE は、役割固有の .ini ファイル (例: %XSDATADIR%
\Environments\uk\role_Engineer.ini) を指定します。

パラメーター -I (i の大文字) を使用して、起動用ショートカットを定義します (例:
-I %XSDATADIR%\Environments\uk\Bypass.ini)。これにより、環境用

の .ini の前に追加の初期化ファイルが読み込まれます。

そのようなファイルの内容は、たとえば次のようなものです。
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set XS_DEFAULT_LICENSE=FULL
set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=%XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini 
set XS_DEFAULT_ROLE=%XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini 

詳細については、「カスタマイズされた初期化を使用する起動用ショートカットの
作成 (20 ページ)」を参照してください。

ユーザー定義情報

ユーザー定義情報は、モデルまたは図面のオブジェクトに設定される属性です。こ
れらのユーザー定義情報は、フィルター、図面、レポート、エクスポート、インポ
ート、製作、架設、およびリビジョン処理などさまざまな用途に使用できます。

社内または特定のプロジェクトで必要な独自のユーザー定義情報を作成する
(278 ページ)ことができます。ユーザー定義情報には、番号、テキスト、リスト、
または日付を使用できます。それらの情報がオブジェクトごとに一意になるよう
に設定することもできますし、コピーを許すように設定することもできます。ま
た、ナンバリングによってそれらの情報を無視したり、それらの情報でナンバリン
グに影響を与えたりすることもできます。

ユーザー定義情報は、objects.inp ファイルで定義されます。これらのファイル

は、Tekla Structures のフォルダー設定に従って、異なるフォルダーにあり、起動時
に互いに結合されます。objects.inp ファイルには、次に示すフォルダーのユー

ザー定義情報が、モデル フォルダーから順に読み込まれます。

詳細設定で定義されるフォ
ルダー

詳細設定

モデル 現在のモデル フォルダー

プロジェクト XS_PROJECT (定義済みのプロジェクト フォルダー)
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詳細設定で定義されるフォ
ルダー

詳細設定

企業 XS_FIRM (定義済みの企業フォルダー)
システム XS_SYSTEM (定義済みのシステム フォルダー)
inp XS_INP (定義済みの inp フォルダー)

ファイルは、ユーザー定義情報がいずれかのファイルにある場合、ユーザー イン
ターフェイスで表示されるように結合されます。Tekla Structures では、重複する情
報を削除するようにファイルが結合されます。Tekla Structures が、異なる
objects.inp ファイルで同一の属性名を検出した場合、 初に読み込んだ

objects.inp ファイルの情報を使用します。

同じフォルダーに複数の objects.inp ファイルを配置する必要がある場合は、フ

ァイル名にサフィックスを使用して、すべてのファイルを使用することができま
す。こうすることで、同じフォルダー内に複数の objects_<suffix>.inp ファ

イルを置くことができます。たとえば、ファイル名を objects_precast.inp と
することができます。

4.2 管理者向けの環境、企業、プロジェクトの設定

環境設定

一般設定

すべての環境に共通する設定とファイルはすべて \Tekla Structures
\<version>\Environments\common フォルダにあります。環境に固有のファ

イルと設定は、個別の環境フォルダにあります。

env_global_default.ini ファイルは、\common フォルダーにもあります。こ

のファイルは標準設定を決定するもので、 初に読み込まれます。このファイルの
後に、他の初期化ファイル (243 ページ)が読み込まれ、他のファイルに同じ設定が
含まれている場合は、その設定が以前の設定よりも優先されます。

国固有の設定

国固有の設定は環境フォルダーにあり、地域の Trimble オフィスまたは販売店がロ
ーカライズします。国によって環境のフォルダー構造が異なる場合がありますが、
同じ種類の設定が含まれています。たとえば、ローカライズされる設定には、プロ
ファイル データベース、材質データベース、レポート、選択フィルター、表示フ
ィルター、コンポーネントとカスタム コンポーネント、マクロ、ユーザー定義情
報、図面の設定が含まれます。
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企業フォルダー

会社レベルの設定は主に、会社全体ですべてのプロジェクトに使用される設定で
す。これらの設定は、XS_SYSTEM と XS_FIRM を使用して設定されます。

系列会社のある大きな企業の場合、設定を次のように使用できます。

• XS_SYSTEM には、複数のパスが含まれている場合があり、社内の全般的な設

定を指定します。たとえば、会社のロゴ、レポート、プリンター設定、図面設
定、テンプレートなどの設定が該当します。これらの設定は、ほとんど変更さ
れることがなく、全員が利用できるサーバーに保存されます。たとえば、会社
のロゴを更新する場合には、1 つの場所で置き換えるだけで済みます。

• XS_FIRM は、会社または系列会社により設定される企業フォルダーを指定しま

す。このフォルダーには、特定のオフィスで使用されるすべての会社の設定が
含まれています。たとえば、ロゴ、図面設定、テンプレート、レポート、プリ
ンター設定などの設定が該当します。

• XS_PROJECT は、プロジェクト フォルダーを指定します。このフォルダーに

は、建設業者や工場のロゴ、図面設定などのプロジェクト設定が含まれていま
す。

フォルダーの検索順序の詳細については、「フォルダの検索順序 (326 ページ)」を
参照してください。

独自のネットワークで、Tekla Warehouse の会社固有のコレクションをオンラインま
たはオフラインで利用することもできます。オンライン コレクションからのダウ
ンロードまたはインストールには、Trimble Identity を使用します。「Tekla Online
services 用の Trimble Identity」もご参照ください。

オフライン コレクションのアクセスは、ネットワーク内のフォルダー権限と、各
ユーザーのコンピューターにある collections.json ファイルのコレクション

レベルに基づいて管理されます。

 "collections" 
"\\\\server-A\\company\\Tekla Structures collection" 
        

collections.json ファイルは、C:\Users\Public\Documents\Tekla
\Tekla Warehouse\ フォルダーにコピーすることによって、選択したユーザー

間で共有できます。

モデル テンプレート

必要な設定でモデルを保存し、新しいモデルを作成する際に、そのモデルをテンプ
レートとして 使用することができます。これは、駐車場、オフィス ビル、橋、工
業用など、さまざまな種類のプロジェクトがある場合に非常に便利です。

モデル テンプレートを作成するときは、何も設定されていない新規モデルを使っ
て作成してください。これは、実際のプロジェクトで使用した古いモデルから情報
を完全に削除することができないためです。古いモデルからすべてのオブジェク
トおよび図面を削除したとしても、モデルのサイズを増加させる余分な情報が含ま
れている可能性があります。

モデル テンプレートを作成するには、次のようにします。
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1. 新しいモデルを作成し、そのモデルに固有の名前を付けます。

2. 必要なプロファイル、カスタム コンポーネント、他の必要なアイテムをモデ
ルに追加します。

3. [ファイル] メニューで、[名前を付けて保存 --> Save ] をクリックします。

xslib.db1 ファイルにカスタム コンポーネントを含めるためにモデルを保

存する必要があります。モデルを保存しない場合、カスタム コンポーネント
はモデル テンプレートに含まれません。

4. [ファイル] メニューで、[名前を付けて保存 --> モデルテンプレートとして保
存 ] をクリックします。

5. モデル テンプレートに名前を入力し、モデル テンプレートに含めるカタログ、
図面テンプレート、レポート テンプレート、およびモデル サブフォルダーを
選択します。

6. [OK] をクリックします。

デフォルトでは、モデル テンプレート フォルダーは環境フォルダー
(..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<your environment>\ の下) に保存されます。フォル

ダーの正確な場所は、環境と役割によって異なることがあります。別の場所を
指定するには、詳細設定 XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY を使用します。

Tekla Warehouse で、モデルテンプレートをダウンロード、共有、および保存できま
す。下の図は、Tekla Warehouse 内のモデル テンプレートの例を示しています。

Tekla Warehouse の [Insert into model] ボタンを使用すると、

XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY で指定されたフォルダーにモデル テンプレ
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ートが直接インストールされます。新しいモデルを作成する際にこのテンプレー
トをすぐに使用できます。

Tekla Structures バージョン更新でのモデル テンプレート

Tekla Structures のバージョンをアップグレードする際に、モデル テンプレートを更
新することを強くお勧めします。

モデル テンプレートを更新するには、次のようにします。

1. 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。

2. 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。

3. 3D ビューを開きます。

4. [ファイル] メニューで、[ Diagnose and repair --> Diagnose model ] をクリック
します。

5. [View] タブで、[ Screenshot --> Project thumbnail ] の順にクリックして、プロ
ジェクトのサムネイルを作成するか、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。

6. [ファイル] メニューで、[名前を付けて保存 --> Save ] をクリックします。

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。

7. [ファイル] メニューで、[名前を付けて保存 --> モデルテンプレートとして保
存 ] をクリックします。

8. モデル テンプレートに含めるカタログ、図面テンプレート、レポート テンプ
レート、およびモデル サブフォルダーを選択します。

9. [OK] をクリックします。

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

ル、オプション データベース ファイル) を手動で削除します。

*.bak、*.log、xs_user の各ファイルは、モデル フォルダーから自動的に

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

め削除しないでください。

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。

レポートと図面のカスタマイズ

DXF、DWG、または DGN 形式のグラフィック テンプレートが既にある場合、こ
れらのテンプレートを Tekla Structures プロパティ テンプレートに変換できます。
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これを行う詳細な手順については、テンプレート エディターのヘルプで AutoCAD
および Microstation ファイルの情報を参照してください。

独自のテンプレートおよびレポートを作成する方法については、テンプレート エ
ディターのヘルプ、「Reports」、および「テンプレート (330 ページ)」を参照してく
ださい。

図面のテンプレートの複製

以下のような場合には、図面の複製を検討してください。

• 類似した部材、製品、またはキャスト ユニットがモデルに複数存在する場合。

• 類似した部材、製品、またはキャスト ユニットの、単品図、製品図、またはキ
ャスト ユニット図を作成する必要がある場合。

• 図面に多くの手動による編集が必要な場合。

たとえば、1 つのトラスの図面を作成して編集した後、その図面を複製して他の類
似したトラスに使用することができます。その場合、複製した図面をトラスの違い
に応じて一部変更するだけで済みます。

複製した図面には、元の図面より多くの部材を設定できます。部材プロパティ、マ
ーク、アソシエート マーク、および関連するテキスト オブジェクトが、元の図面
の類似した部材から複製されます。

マスター図面カタログの図面複製テンプレート

[マスター図面カタログ] テンプレートを使用して図面を複製できます。[マスター
図面カタログ] の図面複製テンプレートは、他のモデルでも使用できます。これら
は、同じ種類の図面を含むプロジェクトで使用できます。

図面複製テンプレートを作成するには、次のようにします。

1. ドキュメント管理で図面を選択してください。

2. 右クリックして [マスター図面カタログへの追加] を選択してから、目的のプ
ロパティを設定します。

図面複製テンプレートは、[マスター図面カタログ] の [図面複製テンプレート] にあ
ります。他のモデルで図面複製テンプレートを使用するには、そのモデルの [マス

ター図面カタログ] を開き、ツールバーの  ボタンをクリックし、そのテンプレ
ートが保存されているモデルを追加します。

[マスター図面カタログ] および図面複製テンプレートの詳細については、「Create
drawings in Master Drawing Catalog」を参照してください。

プロジェクト設定

独自のコンポーネント フォルダーを作成する

通常、1 つのプロジェクトでは、数個の異なるジョイントやコンポーネントのみが
使用されます。プロジェクトの全員が同じコンポーネントを確実に使用し、コンポ
ーネントを素早く見つけられるようにするには、独自のコンポーネント フォルダ
ーを作成することをお勧めします。
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1. サイドパネルで [アプリケーションとコンポーネント]ボタン  をクリック
し、 [アプリケーションとコンポーネント]カタログを開きます。

2. プロジェクト用に新しいグループを作成する: カタログ内で右クリックし、[新
規グループ] を選択します。

3. コンポーネントをグループに追加する: カタログでコンポーネントを選択し、
右クリックして [グループに追加] を選択します。次に、コンポーネントを追
加するグループを選択します。選択したコンポーネントを別のグループにド
ラッグすることもできます。

4. 不要なグループを非表示にする: グループを選択し、右クリックして [表示/非
表示] を選択します。

ヒ
ン
ト

[アプリケーションとコンポーネント] カタログで、[高度な機能へのアクセ

ス]  > [カタログ管理] のコマンドを使用すると、カタログ定義を変更で
きます。詳細については、「アプリケーションとコンポーネント カタログの
カスタマイズ (235 ページ)」および「XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_
SYSTEM_EDIT」を参照してください。

[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、「How to
use the Applications & components catalog」を参照してください。

プロジェクト プロパティを定義する

[プロジェクト情報] は、プロジェクトの途中で何度も必要になります。プロジェク
トの開始時にプロジェクト情報を定義して、レポートおよび図面に正しい情報が自
動的に表示されるようにします。プロジェクトの途中で、プロジェクト プロパテ
ィを更新することもできます。

1. [ファイル] メニューで、[プロジェクトプロパティ] をクリックします。

2. プロジェクト プロパティを編集します。

Tekla Structures では、プロパティを編集すると変更されたプロパティは黄色で
ハイライトされます。

3. 変更の準備ができたら、[変更] をクリックして変更内容を適用します。

テンプレートおよびレポートを作成・変更する

テンプレート エディターを使用して、既存のレポートまたはテンプレートを変更
したり、独自のテンプレート (330 ページ)を作成したりできます。テンプレート エ
ディターを開くには、[ファイル --> エディタ --> テンプレートエディタ ] をクリッ
クするか、開いている図面にある既存のテーブルをダブルクリックして、ツールを
開きます。詳細については、「Template Editor User's Guide」を参照してください。

テンプレートが保護されたフォルダーにある場合、テンプレートは読み取り専用で
あることに注意してください。保護されたフォルダーに変更したテンプレートを
保存することはできません。 その場合、管理者として Tekla Structures にログイン
してください。
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プリンターを設定する

Tekla Structures は、Windows ドライバーを通じて、Windows の出力デバイス インタ
ーフェイスにデータを直接書き込みます。PDF ファイルとして図面を出力したり、
プリンター/プロッターで印刷できるようにプロット ファイル (.plt) として保存

したり、選択したプリンターで印刷したりすることができます。複数の用紙サイズ
に印刷するには、drawingsizes.dat ファイルを変更する必要があります。詳細

については、「Configuration files used in printing」を参照してください。出力した図
面の線幅を変更することもできます。詳細については、「Print to a .pdf file, plot file
(.plt) or printer」と「Line thickness in drawings」を参照してください。

特定の図面タイプに固有の詳細設定を使用することで、Tekla Structures で .pdf フ
ァイルとプロット ファイルに自動的に名前が付けられる方法を変更できます。詳
細については、「Customize print output file names」を参照してください。

4.3 企業フォルダまたは環境フォルダを使用した、カスタマイズ
したリボンの配布
リボン ファイルを (プロジェクト フォルダーではなく) 企業フォルダーまたは環
境フォルダーに置くと、社内の別のユーザーにカスタマイズしたリボン ファイル
を配布できます。たとえば、管理者は会社用のリボンを作成し、企業フォルダーに
保存できます。これらのリボンは、同じ企業フォルダーを使用するすべてのユーザ
ーの Tekla Structures ユーザー インターフェイスに表示されます。

企業フォルダーまたは環境フォルダーへのリボンの追加

1. リボン エディター を使用し、共有するモデリング リボンと図面リボンを作成
します。 

リボンは ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\TeklaStructures\<version>\UI\Ribbons フォルダーに保存されま

す。

フォルダーが見つからない場合は、コンピューターで隠しファイルおよびフォ
ルダー (328 ページ) を表示できることを確認します。

2. \Ribbons フォルダー全体を会社の企業フォルダーまたはシステム フォルダ

ーにコピーします。

3. リボンにユーザー定義コマンドが含まれている場合、\Commands という名前

のサブフォルダーを \Ribbons フォルダーと同じレベルに作成し、..
\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures
\<version>\UI\Commands フォルダーの UserDefined.xml ファイルを、

作成した \Commands フォルダーにコピーします。

4. Tekla Structures を再起動します。
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カスタム リボンの読み込み順序

Tekla Structures は、次の順序でリボンを読み込みます。

1. Tekla Structures のデフォルトのリボン

2. 環境フォルダーにある会社のリボン

3. 企業フォルダーにある会社のリボン

4. %localappdata% 内のユーザー定義リボン

後から読み込まれたリボンは、構成と編集モードの組み合わせが同じ、前に読み込
まれたリボンよりも優先されることに注意してください。 たとえば、企業フォル
ダーで定義されたリボンは、環境フォルダーのリボンよりも優先されます。

カスタマイズしたリボンが ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\TeklaStructures\<version>\UI\Ribbons フォルダにある場合、そのリボ

ンは会社のリボンよりも優先されます。これを無効にするには、リボン エディタ
を開き、[復元] をクリックします。これで、環境フォルダまたは企業フォルダのリ
ボンが使用されます。または、独自にカスタマイズしたリボンを削除するか、その
名前を変更することもできます。

リボン ファイルの命名規則

カスタマイズ ツールはカスタム リボンを .xml ファイルとして保存します。 これ

らのファイルの命名規則は次のとおりです。

<Tekla-Structures-configuration_identifier>--<Tekla-
Structures-editing-mode>.xml
この名前は、内部構成名、2 つのハイフン (--) による区切り文字、内部編集モード
名、およびファイル名拡張子 .xml で構成されています。たとえば、[ 統合パッケ

ージ] ライセンスのモデリング リボンは、albl_up_Full--main_menu.xml と
いうファイル名です。

構成 ID 番号 名前

albl_up_Construction_Modeling CM モデリング

albl_up_Developer デベロッパー

albl_up_Drafter ドラフター

albl_up_Educational エデュケーション

albl_up_Engineering エンジニアリング

albl_up_Full 統合パッケージ

albl_up_PC_Detailing PCa 詳細設計

albl_up_Rebar_Detailing RC 詳細設計

albl_up_Steel_Detailing 鉄骨詳細設計

albl_up_Tekla_Structures_Prim
ary

プライマリー
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構成 ID 番号 名前

albl_up_Viewer プロジェクトビューワー

編集モード 目的

main_menu モデリング リボン

edit_draw_menu 図面リボン

plan_main_menu リボンのインポート

4.4 企業フォルダまたは環境フォルダを使用した、カスタマイズ
したタブの配布
カスタマイズしたリボン ファイルで既存のリボンを置き換える代わりに、外部カ
スタム タブをリボンにインポートできます。カスタマイズしたタブは、同じ企業
フォルダーまたは環境フォルダーを使用する全ユーザーのリボンの端に自動的に
追加されます。したがって、管理者は、個々のユーザーによるリボンのカスタマイ
ズを許可しながら、社内のすべてのユーザーにカスタマイズを配布できます。

カスタマイズしたタブはリボン エディタ に表示されないため、ユーザーが編集で
きないことに注意してください。管理者がカスタマイズしたタブの内容を更新す
ると、ユーザーは Tekla Structures を再起動したときに更新を受け取ります。タブは
構成に固有ではないため、ユーザーの Tekla Structures ライセンスに関係なくインポ
ートされます。ユーザーの構成では利用できないコマンドがタブに含まれている
場合、それらのコマンドはリボン上で淡色表示になります。

1. 会社の企業フォルダーまたはシステム フォルダーに、次のフォルダー構造を
作成します。 

2. リボン エディタ で、カスタマイズしたタブを作成し、いくつかのコマンドを
そのタブに追加します。

3. リボンを保存します。

4. ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures
\<version>\UI\Ribbons フォルダーに移動します。

5. テキスト エディターで、他のユーザーと共有するタブが含まれているリボン
ファイルを開きます。

6. 初の行と、共有するタブの説明を除き、リボン ファイルから他のすべての
内容を削除します。 
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次に例を示します。

<Tab Header="My Tab" IsCollapsed="false" IsUserDefined="true"> 
<SimpleButton X="0" Y="0" Width="3" Height="4" Command="Common.Interrupt" 
Text="command:ShortText" Icon="command:BigIcon" ShowText="true" 
ShowIcon="true" /> </Tab>

7. ファイルに新しい名前を付けて、..\CustomTabs\Modeling または ..
\CustomTabs\Drawing フォルダーに保存します。 

タブ ファイルのファイル名拡張子は *.xmlです。 タブと同じ名前を使用す

ることをお勧めします。 たとえば、MyTab.xml とします。 ファイル名では

大文字と小文字が区別されません。

ファイルを保存したフォルダーに応じて、タブがモデリング モードまたは図
面モードのリボンに追加されます。同じフォルダーに複数のカスタム タブ フ
ァイルが存在する場合があるので注意してください。 ファイルは順にリボン
に追加されます。 環境フォルダーと企業フォルダーの両方に同じタブ ファイ
ルが存在する場合、その企業バージョンで環境バージョンが上書きされること
に注意してください。

注 ファイル名の競合を回避するため、管理者がすべてのカスタム タブ ファ
イルの接頭辞として会社名を付け、機能拡張のデベロッパーがカスタム
タブ ファイルの接頭辞として機能拡張の名前を付けることをお勧めしま
す (例 MyExtension_TabName.xml)。

8. タブにユーザー定義コマンドが含まれている場合は、..\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<version>\UI
\Commands フォルダーの UserDefined.xml ファイルを、手順 1 で作成し

た \Commands フォルダーにコピーします。

9. Tekla Structures を再起動します。 

カスタマイズしたタブがリボンの端に表示されます。

4.5 プロジェクト フォルダー、企業フォルダー、または環境フォ
ルダーを使用した、カスタマイズしたプロパティ パネル レ
イアウトの配布
社内の管理者は、プロパティ パネル レイアウト ファイル
PropertyTemplates.xml をプロジェクト フォルダー、企業フォルダー、または

環境フォルダーの PropertyRepository\Templates という名前のフォルダー

に配置することで、カスタマイズしたプロパティ パネル レイアウトを社内の他の
ユーザーに配布することができます。たとえば、社内の管理者は、自社のプロパテ
ィ パネル レイアウトを作成し、企業フォルダーに保存できます。それらのプロパ
ティ パネルは、同じ企業フォルダーを使用するすべてのユーザーの Tekla Structures
ユーザー インターフェイスで使用することができます。
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注 企業フォルダを使用して PropertyTemplates.xml ファイルを配布する場合

は、.ini ファイルで企業フォルダ パスを設定する必要があります。詳細設定

XS_FIRM で企業フォルダ パスを設定した場合、PropertyTemplates.xml ファイル

は正しく機能しません。

プロジェクト フォルダー、企業フォルダー、または環境フォルダー
へのプロパティ パネル レイアウト ファイルの追加

1. プロパティ パネル エディタ で、共有するプロパティ パネル レイアウトを作
成します。 

プロパティ パネル レイアウトは、..\Users\<user>\AppData\Local
\Trimble\TeklaStructures\<version>\UI\PropertyTemplates フ
ォルダにある PropertyTemplates.xml ファイルに保存されます。

フォルダが見つからない場合は、コンピューターで隠しファイルおよびフォル
ダ (328 ページ) を表示できることを確認します。

2. PropertyRepository\Templates というフォルダーを会社のプロジェク

ト フォルダー、企業フォルダー、またはシステム フォルダーに作成します。

3. PropertyRepository\Templates フォルダーに

PropertyTemplates.xml ファイルをコピーします。

4. Tekla Structures を再起動します。

カスタマイズしたプロパティ パネル レイアウト ファイルの検索順
序

PropertyTemplates.xml ファイルには、異なるオブジェクト タイプのすべての

プロパティ パネル レイアウトがあります。異なるオブジェクト タイプのプロパ
ティ パネル レイアウトは、個別に処理されます。たとえば、Tekla Structures は、
鉄骨柱のプロパティ パネル レイアウトとは別の場所から鉄骨梁のプロパティ パ
ネル レイアウトを読み取ることができます。

異なるフォルダで異なるオブジェクト タイプが定義されている場合、定義が結合
されます。同じオブジェクト タイプが異なるフォルダで異なって定義されている
場合、検索順序の早い定義が使用されます。

..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures
\<version>\UI\PropertyTemplates\ フォルダのプロパティ パネル レイア

ウトが 優先され、その後は Tekla Structures によりデフォルトの検索順序が使用さ
れます。
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4.6 プロジェクト フォルダ、企業フォルダ、または環境フォルダ
を使用した、カスタマイズしたツールバーの配布
社内の管理者は、カスタマイズした [Selecting]、[Snapping]、および [Snap
override] ツールバーを社内の他のユーザーに配布できます。プロジェクト フォル
ダー、企業フォルダー、または環境フォルダーの \Toolbars というフォルダー

に、必要なツールバーの .json ファイルを配置します。たとえば、社内の管理者

は、自社のツールバーを作成し、企業フォルダーに保存できます。それらのツール
バーは、同じ企業フォルダーを使用するすべてのユーザーの Tekla Structures ユーザ
ー インターフェイスで使用することができます。

1. 共有するツールバーをカスタマイズ します。 

ツールバーは ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble
\TeklaStructures\<version>\Toolbars フォルダ内の対応する .json
ファイルに保存されます。

フォルダが見つからない場合は、コンピューターで隠しファイルおよびフォル
ダ (328 ページ) を表示できることを確認します。

2. \Toolbars というフォルダーを会社のプロジェクト フォルダー、企業フォル

ダー、またはシステム フォルダーに作成します。

3. 必要な .json ファイルを \Toolbars フォルダにコピーします。

4. Tekla Structures を再起動します。 
..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures
\<version>\Toolbars フォルダのファイルは検索の優先順位が も高く

なります。それ以降は Tekla Structures ではデフォルトの検索順序が使用され
ます。

4.7 材質カタログのカスタマイズ

材質カタログには、材質のタイプおよび等級に関する情報が登録されます。材質カ
タログでは、材質は材質タイプに基づいてグループ化された階層ツリーに表示され
ます。各材質タイプの下に材質の等級がリストされます。

Tekla Structures で使用できる材質タイプは次のとおりです。

• 鋼材

• コンクリート

• 鉄筋

• 材木

• その他

デフォルトでは、材質カタログには環境固有の標準的な材質が含まれています。材
質は追加、変更、および削除できます。

Tekla Structures によって、材質情報が matdb.binファイルに保存されます。
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参照項目

材質カタログの重要なボタン (140 ページ)

材質の追加 (141 ページ)

材質のコピー (141 ページ)

材質の変更 (142 ページ)

材質の削除 (142 ページ)

材質へのユーザー定義情報の追加 (143 ページ)

ユーザー定義の材質定義の作成 (144 ページ)

材質のインポートとエクスポート (145 ページ)

材質カタログの重要なボタン
材質を操作するときは、[材質カタログの編集]ダイアログボックスの次のボタンの
用途を確認してください。

ボタン 説明

[OK]をクリックするまで、編集した 1 つの材質の変更内容をコンピュ
ータのメモリに保存します。

モデルフォルダ内の変更を保存します。

Tekla Structures では、ユーザーが[OK]をクリックしてダイアログボック
スを閉じた後、[保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックした
ときに、変更済みのカタログがハードディスクに保存されます。

変更を保存しないで[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じ
ます。

カタログに対して行われたすべての変更は、[更新]をクリックした場合
でも失われます。これは、変更がハードディスクに保存されていないた
めです。 カタログに対して行われた変更は、カタログがコンピュータ
のメモリを使用しているため、1 回のセッション中に表示されます。
Tekla Structures の次回起動時に、以前のデータがハードディスクから復
元されます。

Tekla Structures によって、材質情報が matdb.bin ファイルに保存されます。 モデ

ルを初めて開いたときに、ハード ディスクからデータが読み取られ、コンピュー
ターのメモリに格納されます。

材質を選択すると、コンピューターのメモリからデータが読み取られ、[材質カタ
ログの編集] ダイアログ ボックスに表示されます。 これは、ハード ディスクのデ
ータにアクセスするよりも高速です。

参照項目

材質カタログのカスタマイズ (139 ページ)
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材質の追加

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

2. 材質タイプ(鋼材など)を選択します。

3. 右クリックして[材質の追加]を選択します。 

新しい材質が、選択した材質タイプの下に追加されます。

4. 材質の名前を変更するには、材質をクリックして、新しい名前を入力します。

5. 材質プロパティを入力します。

6. [OK]をクリックして材質を保存し、[材質カタログの編集]ダイアログボックス
を閉じます。

7. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

材質のコピー (141 ページ)

材質の変更 (142 ページ)

材質の削除 (142 ページ)

材質のインポートとエクスポート (145 ページ)

材質のコピー
既存の類似する材質のコピーを変更して、新しい材質を追加できます。

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

2. 作成しようとしている材質に似た材質を選択します。

3. 右クリックして[材質のコピー]を選択します。 

COPY という名前の材質のコピーが材質ツリーに追加されます。

4. 材質をクリックし、新しい名前を入力して材質の名前を変更します。

5. 材質プロパティを変更します。

6. [OK]をクリックして材質を保存し、[材質カタログの編集]ダイアログボックス
を閉じます。

7. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。

参照項目

材質の追加 (141 ページ)
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材質の変更 (142 ページ)

材質の削除 (142 ページ)

材質の変更
材質カタログを使用して既存の材質を変更できます。

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

2. ツリーで材質を選択し、そのプロパティを変更します。 

• [一般]タブを使用して、その材質に対する 3 通りの別名を入力します。通
常、これらの名前は、国や標準規格の違いに応じた名前です。このタブに
は、プロファイルと板の比重の値を示すフィールドもあります。

• [解析]タブを使用して、構造解析用のプロパティに関する情報を入力しま
す。

• [設計]タブを使用して、強度や部分安全係数など、設計固有のプロパティ
に関する情報を入力します。

• [ユーザー定義情報]タブを使用して、材質の属性を独自に作成します。

たとえば、ユーザー定義の属性を使用して塗装層の厚さ、またはコンクリ
ートの 大粒度を定義できます。

3. 材質の変更が終了したら、[更新]をクリックします。

4. [OK]をクリックして、[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じます。

モデルフォルダに変更を保存するかどうかを確認するメッセージが Tekla
Structures に表示されます。

5. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。

変更した材質カタログは現在のモデルフォルダに保存され、そのモデルにのみ
使用できます。変更したカタログをその他すべてのモデルに対して使用でき
るようにするには、エクスポートとインポートを使用します。

参照項目

材質の追加 (141 ページ)

材質のコピー (141 ページ)

材質の削除 (142 ページ)
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材質の削除

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

2. 削除する材質を選択します。

3. 右クリックでポップアップメニューを表示して[材質の削除]を選択します。

4. [OK]をクリックして、[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じます。

5. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

材質の追加 (141 ページ)

材質のコピー (141 ページ)

材質の変更 (142 ページ)

材質へのユーザー定義情報の追加
材質には、ユーザー定義情報やその値を追加できます。追加したユーザー定義情報
は、フィルタリングなどで使用できます。

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

2. [ユーザー定義情報]タブで、[定義詳細]をクリックし、[材質プロパティの編
集]ダイアログボックスを開きます。

3. [追加]をクリックして新しい行を追加します。

4. ユーザー定義情報を定義するには、行の各項目をクリックします。

a. [カテゴリ]リストで、ユーザー定義情報を適用する材質カテゴリを選択し
ます。

b. [設計基準]リストで、定義情報を追加する設計基準を選択します。

c. [材質タイプ]リストで、属性の材質タイプを選択します。

d. [分類]リストで、ユーザー定義情報に含まれる、重量、面積、比率、文字
列などの情報のタイプを選択します。

e. [順番]列で、ユーザー定義情報がダイアログボックスに表示される順番を
定義します。値の小さいものから順に表示されます。

f. [プロパティ名]列で、プロパティの名前を定義します。 

名前はカタログに保存され、レポートやテンプレートで使用できます。プ
ロパティ名をテンプレートで使用する場合、

MATERIAL.PROPERTY_NAMEはプロパティ名が表示される場所を示しま

す。
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g. [ラベル]列で、定義情報のラベルを定義します。

5. [更新]をクリックします。

6. [OK]をクリックして、[材質プロパティの編集]ダイアログボックスを閉じま
す。

参照項目

材質の変更 (142 ページ)

ユーザー定義の材質定義の作成
既存の材質定義を独自の定義で置き換えて、図面部材マークなどに使用できます。
材質定義にはテキスト、数字、および記号を含めることができます。

1. シンボル ファイル user_material_symbols.sym をシンボル フォルダー

(通常は、..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols\ フォルダー) に保存します。

2. 材質定義が含まれているテキスト ファイルを作成します。 

メモ帳などのテキストエディタでファイルを作成します。

ファイルの各行は材質を定義します。構文として material_name
symbol_file_name@nを使用します。

• material_nameは材質カタログで使用する材質の名前です。

• symbol_file_nameは使用するシンボルファイル名です。

• nはシンボルの番号です。

次に例を示します。

警
告

定義ファイルの材質名の順序は、変換に関連しています。より固有の名
前が付いた材質は類似した名前の材質より先に表示する必要があります
が、S235JRG1 などの簡単な名前は S235JR よりも先に表示する必要があ
ります。そうしないと、両方に同じシンボルが付くことになります。

3. たとえば、user_material_definitions.txtという名前でファイルを保

存します。 

材質カタログ内のすべての名前付き材質が、このファイルで定義されている材
質に置き換えられます。
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4. 次のように、ファイル名を詳細設定 
XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE の値として、 [ファイル]
メニュー --> [設定] --> [詳細設定] --> [図面プロパティ] で設定します。 
set
XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE=user_material_defi
nitions.txt
材質定義ファイルのフルパスを入力することもできます。パスを指定しない
場合は、Tekla Structures によりモデル、企業、プロジェクト、システムの各フ
ォルダでファイルが検索されます。

参照項目

材質カタログのカスタマイズ (139 ページ)

材質のインポートとエクスポート
材質カタログを結合するには、インポートとエクスポートを使用します。材質カタ
ログは、.lisファイルとしてインポートおよびエクスポートされます。

インポートとエクスポートは、次の場合に役立ちます。

• 新しいバージョンの Tekla Structures にアップグレードし、前のバージョンでカ
スタマイズした材質カタログを使用する場合。

• さまざまな場所に保存された材質カタログを結合する場合。

• 他のユーザーと材質カタログ情報を共有する場合。

• 異なる環境間で材質カタログを結合する場合。

ヒント Tekla Warehouse を使用して、材質をダウンロードおよび共有することもできま
す。

参照項目

材質カタログのインポート (145 ページ)

材質カタログ全体のエクスポート (146 ページ)

材質カタログの一部のエクスポート (147 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

材質カタログのインポート
材質カタログは、.lisファイルとして Tekla Structures モデルにインポートされま

す。エクスポートした.lisファイルをモデルフォルダに移動し、既存の材質カタ

ログにインポートできます。

1. 材質カタログをインポートするモデルを開きます。

カスタム構成の作成および配布 145 材質カタログのカスタマイズ



2. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [材質カタログ] をクリックして [材質カ
タログの編集]ダイアログボックスを開きます。

3. [インポート]をクリックします。

4. インポートファイルを含んだフォルダを参照し、ファイルを選択します。

5. [OK]をクリックします。 

インポートされる材質と同じ名前の材質が既に存在する場合は、[インポート
確認]ダイアログボックスが表示され、3 つのオプションが表示されます。

• [置換え]:既存の材質はインポートした材質で置き換えられます。

• [マージ]インポートファイルで異なる材質プロパティは、既存の材質に追
加されます。その他のすべてのプロパティは未変更のままとなります。

このオプションを使用して、ユーザー属性などの材質カタログの特定の要
素のみをインポートします。

• [キャンセル]:既存の材質は置き換えられず、インポートファイルの材質定
義は無視されます。

[すべて適用]チェックボックスをオンにすると、Tekla Structures はインポート
する材質と同じ名前を持つ既存のすべての材質で同じオプション([置換え]、
[マージ]、または[キャンセル])を使用します。

異なる定義を持つユーザー属性が既に存在する場合は、既存の属性を[置換え]
または[キャンセル]するように促すメッセージが表示されます。

6. [OK]をクリックして、[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じます。

7. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

材質カタログ全体のエクスポート (146 ページ)

材質カタログの一部のエクスポート (147 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

材質カタログ全体のエクスポート
エクスポートとインポートを使用して、材質カタログを結合します。材質カタログ
は、.lisファイルとして Tekla Structures モデルからエクスポートされます。[エク

スポート]コマンドでは、カタログ全体がエクスポートされます。

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

2. [エクスポート]をクリックします。

3. エクスポートしたファイルの保存先フォルダを参照します。 

デフォルトでは、現在のモデルフォルダにファイルが保存されます。
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4. ファイルの名前を入力し、[OK]をクリックします。

5. [OK]をクリックして、[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じます。

6. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

材質カタログのインポート (145 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

材質カタログの一部のエクスポート
材質カタログ全体をエクスポートする必要がない場合は、材質ツリーのグループ(1
つの材質タイプの下でグループ化されたすべての材質)または 1 つの材質だけをエ
クスポートできます。材質カタログは、.lisファイルとして Tekla Structures モデ

ルからエクスポートされます。

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

2. エクスポートする材質を選択します。 

• 材質ツリーのグループをエクスポートするには、グループを右クリックし、
[材料のエクスポート]を選択します。

• 1 つの材質をエクスポートするには、材質を右クリックし、[材料のエクス
ポート]を選択します。

3. エクスポートファイルの保存先フォルダを参照します。 

デフォルトでは、現在のモデルフォルダにファイルが保存されます。

4. ファイルの名前を入力し、[OK]をクリックします。

5. [OK]をクリックして、[材質カタログの編集]ダイアログボックスを閉じます。

6. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

材質カタログ全体のエクスポート (146 ページ)

材質カタログのインポート (145 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

カスタム構成の作成および配布 147 プロファイル カタログのカスタマイズ



4.8 プロファイル カタログのカスタマイズ
プロファイルカタログには、プロファイル、プロファイルのルールとタイプ、およ
びプロファイルの解析・断面算定プロパティに関する情報が含まれています。プロ
ファイルは、ルールに基づいてグループ化された階層ツリーに表示されます。

デフォルトでは、プロファイル カタログには環境固有の標準プロファイルと汎用
のパラメトリック プロファイルが含まれています。 プロファイルは追加、変更、
インポート、エクスポート、および削除できます。

独自のユーザー定義プロファイルを定義できます。ユーザー定義プロファイルは、
固定でもパラメトリックでもかまいません。 新しい固定プロファイルを作成する
には、プロファイル カタログを使用して 初から作成するか、既存のプロファイ
ルをコピーします。 新しいパラメトリック プロファイルを作成するには、スケッ
チ エディターまたは .clb ファイルを使用します。

Tekla Structures では、プロファイルカタログ情報は profdb.binファイルに保存

されます。

参照項目

プロファイルカタログの重要なボタン (148 ページ)

プロファイルのグループ化 (149 ページ)

プロファイルへのユーザー定義情報の追加 (151 ページ)

特定の材質へのプロファイルタイプの関連付け (154 ページ)

プロファイルカタログからのプロファイルの削除 (155 ページ)

プロファイルのインポートとエクスポート (156 ページ)

独自のプロファイルの作成 (164 ページ)

パラメトリックプロファイルの標準化された値の定義 (209 ページ)

プロファイルのイメージの作成 (210 ページ)

形状カタログのカスタマイズ (211 ページ)

プロファイルカタログの重要なボタン
プロファイルを操作するときは、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボック
スにある次のボタンの用途を確認してください。

ボタン 説明

[OK]をクリックするまで、編集した 1 つのプロファイルの変更内容を
コンピュータのメモリに保存します。

モデルフォルダ内の変更を保存します。

Tekla Structures では、ユーザーが[OK]をクリックしてダイアログボック
スを閉じた後、[保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックした
ときに、変更済みのカタログがハードディスクに保存されます。
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ボタン 説明

変更を保存しないで[プロファイルカタログの編集]ダイアログボック
スを閉じます。

カタログに対して行われたすべての変更は、[更新]をクリックした場合
でも失われます。これは、変更がハードディスクに保存されていないた
めです。 カタログに対して行われた変更は、カタログがコンピュータ
のメモリを使用しているため、1 回のセッション中に表示されます。
Tekla Structures の次回起動時に、以前のデータがハードディスクから復
元されます。

固定プロファイルの情報は、profdb.bin ファイルに保存されます。 モデルを初

めて開いたときに、ハード ディスクからデータが読み取られ、コンピューターの
メモリに格納されます。

プロファイルを選択すると、コンピューターのメモリからデータが読み取られ、
[プロファイル カタログの編集] ダイアログ ボックスに表示されます。 これは、ハ
ード ディスクのデータにアクセスするよりも高速です。

参照項目

プロファイル カタログのカスタマイズ (147 ページ)

プロファイルのグループ化

プロファイルカタログでは、プロファイルが階層ツリーに表示され、プロファイル

タイプ(例: H 形鋼・I 形鋼)やプロファイルサブタイプ(例: HEA)などのルール  に
従ってグループ化されます。プロファイルをプロファイルツリー内でグループ化
する方法を変更するには、ルールを変更する必要があります。

ルールの作成順序は関係ありません。プロファイルツリー内のルールの位置のみ
が関係します。

Tekla Structures ではルールをプロファイルツリーの上から下に向かって読み取り
ます。プロファイルは、ルールに定義されている基準を満たす 上位のグループに
含まれています。たとえば、すべてのプロファイルを収集するルールは、プロファ
イルツリーでそのルールの下にあるすべてのルールよりも優先されます。

参照項目

プロファイルカタログへのルールの追加 (149 ページ)

プロファイルカタログのルールの変更 (150 ページ)

プロファイルカタログへのルールの追加

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。
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2. 既存のルールを右クリックし、[ルールの追加]を選択します。 

[プロファイル仕分けルール]ダイアログボックスが表示されます。

3. ルールのプロパティを定義します。

a. ルール名を[ルール名]ボックスに入力します。

b. ルールを適用する[プロファイルタイプ]を選択します。

c. 新しいルールを定義する[名前フィルター]を入力します。 

デフォルトでは、“すべてのエントリ”を意味するワイルドカードシンボ
ル(*)が入力されます。

たとえば、名前が A で始まるカタログエントリをすべてグループ化する
には、「A*」を[名前フィルター]ボックスに入力します。名前に 100 を含

むカタログエントリをすべてグループ化するには、「*100*」を入力しま

す。Tekla Structures によって、新しいルールの基準を満たすカタログエン
トリがグループ化されます。

4. [OK]をクリックして、[プロファイル仕分けルール]ダイアログボックスを閉じ
ます。

5. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

6. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。

ヒン
ト

既存のルールの下にサブグループを作成するサブルールを追加できま
す。サブルールを追加するには、[サブルールの追加]コマンドを使用
します。

参照項目

プロファイルカタログのルールの変更 (150 ページ)

プロファイルカタログのルールの変更

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. 既存のルールを右クリックし、[ルールの編集]を選択します。 

[プロファイル仕分けルール]ダイアログボックスが表示されます。

3. ルールのプロパティを変更します。

4. [OK]をクリックして、[プロファイル仕分けルール]ダイアログボックスを閉じ
ます。

5. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。
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6. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。

プロファイルツリーのプロファイルはアルファベット順に表示され、ルールはユー
ザーが指定した順序で表示されます。ルールの表示順を変更するには、[上]および
[下]のコマンドを使用します。

ヒント ルールを削除するには、既存のルールを右クリックし、[ルールの削除]を選択し
ます。

参照項目

プロファイルカタログへのルールの追加 (149 ページ)

プロファイルへのユーザー定義情報の追加
プロファイルには独自の定義情報を追加できます。たとえば、塗装層の厚さの指
定、コンクリートの 大粒度の定義、各種プロファイルタイプの材質別の分類、ま
たはインペリアル単位とメートル単位間でプロファイルを変換するためのプロフ
ァイルエイリアスの作成などができます。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. [ユーザー定義情報]タブで、[定義詳細]をクリックします。 

[プロファイルプロパティの編集]ダイアログボックスが表示されます。

3. [追加]をクリックして新しい行を追加します。

4. ユーザー定義情報を定義するには、行の各項目をクリックします。

a. [プロファイルタイプ]リストで、ユーザー定義情報を適用するプロファイ
ルタイプを選択します。

b. [分類]リストで、ユーザー定義情報に含まれる、重量、面積、比率、文字
列などの情報のタイプを選択します。

c. [順番]リストで、ユーザー定義情報がダイアログボックスに表示される順
番を定義します。値の大きいものから順に表示されます。

d. [プロパティ名]リストで、プロパティの名前を定義します。 

名前はカタログに保存され、レポートやテンプレートで使用できます。プ
ロパティ名をテンプレートで使用する場合、PROFILE.PROPERTY_NAME
はプロパティ名が表示される場所を示します。たとえば、

PAINT_LAYER_THICKNESSのようになります。

e. [シンボル]列で、プロパティに使用できる、Ixや ctなどの略称を定義し

ます。

f. [ラベル]列で、定義情報のラベルを定義します。

5. [更新]をクリックします。
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6. [OK]をクリックして、[プロファイルプロパティの編集]ダイアログボックスを
閉じます。

参照項目

例: ユーザー定義情報のプロファイルへの追加とルールでの使用 (152 ページ)

例: ユーザー定義情報のプロファイルへの追加とルールでの使用
プロファイルには、独自の定義情報やその値を追加できます。追加したユーザー定
義情報は、プロファイルのフィルタリングなどで使用できます。

この例では、H 形鋼、I 形鋼のルールに対するユーザー定義情報を追加します。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. [ユーザー定義情報]タブで、[定義詳細]をクリックします。 

[プロファイルプロパティの編集]ダイアログボックスが表示されます。

3. [追加]をクリックして新しい行を追加します。

4. 作成された行を選択し、次のようにプロパティを変更します。 

• [プロファイルタイプ]を「H 形鋼・I 形鋼」に設定します。

• [分類]を[文字列]に設定します。

• [プロパティ名]を「HISTORICAL_PROFILE」に設定します。

• [シンボル]を「Hist」に設定します。

• [ラベル]を「履歴プロファイル」に設定します。

5. [更新]をクリックし、[OK]をクリックします。

6. プロファイルツリーで[H 形鋼・I 形鋼]を選択してから、[HEA]を選択します。

7. 右クリックして[サブルールの追加]を選択します。

8. [プロファイル仕分けルール]ダイアログボックスで、ルールのプロパティを次
のように設定します。 

• [ルール名]を「履歴プロファイル」に設定します。

カスタム構成の作成および配布 152 プロファイル カタログのカスタマイズ



• [プロファイルタイプ]で、[すべてのプロファイル]チェックボックスをオフ
にして[H 形鋼･I 形鋼]チェックボックスをオンにします。

• [名前フィルター]ボックスに「HEA*」と入力します。

• [ユーザー定義情報]を[HISTORICAL_PROFILE]および[=]に設定し、2 つ
の他のボックスの横にあるボックスに「はい」と入力します。

9. [OK]をクリックします。 

[履歴プロファイル]がプロファイルツリーに表示されます。

10. プロファイルツリーで、必要な履歴プロファイル(HEA120 など)を選択します。

11. [ユーザー定義情報]タブを開き、[履歴プロファイル]の[値]を「はい」に設定し

ます。 

カスタム構成の作成および配布 153 プロファイル カタログのカスタマイズ



12. [更新]をクリックします。

13. その他の必要なプロファイルについて、手順 10.～11.を繰り返します。

14. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

15. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

プロファイルカタログを次回開いたときに、プロファイルがプロファイルツリーの
[履歴プロファイル]の下に表示されます。

参照項目

プロファイルへのユーザー定義情報の追加 (151 ページ)

プロファイルカタログへのルールの追加 (149 ページ)

特定の材質へのプロファイルタイプの関連付け
鉄骨部材またはコンクリート部材、あるいはその両方に使用できるプロファイルを
定義できます。これは、部材の材質を変更するときに、[プロファイルの選択]ダイ
アログボックスに表示されるプロファイルタイプに影響します。

プロファイルタイプの材質を定義するには、次のようにします。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. たとえば[山形鋼(アングル鋼)]などのプロファイルタイプを選択します。

3. プロファイルを鋼材に関連付けるには、右クリックして [材質] --> [鋼材] を選
択します。 

カスタム構成の作成および配布 154 プロファイル カタログのカスタマイズ



[鋼材]の横にあるチェックマークは、プロファイルを鉄鋼部材に使用できるこ
とを示しています。

4. 選択したプロファイルをコンクリート部材にも使用できるようにするには、右
クリックして [材質] --> [コンクリート] を選択します。 

必要であれば、材質を再びクリックしてチェックマークをオフにすることがで
きます。

5. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

6. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

プロファイルカタログからのプロファイルの削除

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. 削除するプロファイルを選択します。

3. 右クリックでポップアップメニューを表示して[プロファイルの削除]を選択
します。
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4. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

5. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

部材を変更するか、モデルを再度開くまで、モデルビューには削除されたプロファ
イルを使用して部材が引き続き表示されます。 その後、プロファイルカタログで
使用できないプロファイルを持つ部材は、プロファイルのない線状で表示されま
す。 Tekla Structures

参照項目

プロファイル カタログのカスタマイズ (147 ページ)

プロファイルのインポートとエクスポート
インポートとエクスポートを使用して、プロファイルカタログ間でプロファイルを
結合します。 プロファイルカタログは.lisファイル、スケッチ断面は.uelファ

イル、ユーザー定義のパラメトリックプロファイルは.clbファイルとしてインポ

ートおよびエクスポートされます。

プロファイルカタログ全体をエクスポートすると、Tekla Structures では、
profiles.clb、profiles.lis、rules.lisの 3 つのファイルが作成されま

す。カタログ内のプロファイルでパラメトリックプロファイル定義が使用されて
いる場合、.clbファイルにこれらの定義が含まれます。それ以外の場合には、こ

のファイルは空になります。profiles.lisファイルには実際のプロファイル定

義が含まれ、rules.lisファイルにはグループルールが含まれます。プロファイ

ルカタログのグループをエクスポートすると、グループ名がプレフィックスとして
ファイル名に付加されます。

インポートとエクスポートは、次の場合に役立ちます。

• 新しいバージョンの Tekla Structures にアップグレードし、前のバージョンでカ
スタマイズしたプロファイルカタログを使用する場合。

• さまざまな場所に保存されたプロファイルカタログを結合する場合。

• 他のユーザーとプロファイルカタログ情報を共有する場合。

• 異なる環境間でプロファイルカタログを結合する場合。

制限事項

• PROFILE_ZZ、PROFILE_CC、PROFILE_CW などのハードコーディングされた
プロファイルをインポートおよびエクスポートすることはできません。

• 断面が定義されていないプロファイルをインポートすることはできません。

• 固定プロファイルの断面としてスケッチ断面またはユーザー定義のパラメトリ
ックプロファイルを使用している場合は、スケッチ断面またはユーザー定義の
パラメトリックプロファイルも新しいモデルにインポートする必要がありま
す。
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ヒント Tekla Warehouse を使用して、プロファイルをダウンロードおよび共有す
ることもできます。

参照項目

プロファイルカタログ全体のエクスポート (158 ページ)

プロファイルカタログの一部のエクスポート (159 ページ)

プロファイルカタログの項目のインポート (157 ページ)

スケッチ断面のインポートとエクスポート (162 ページ)

プロファイルカタログの項目のインポート
Tekla Structures には、固定プロファイル、ハードコーディングされたパラメトリッ
クプロファイル、スケッチ断面、ユーザー定義のパラメトリックプロファイル、ル
ールセットの 5 種類のプロファイルカタログに関する項目(アイテム)があります。
プロファイルとルールセットは.lisファイルとして、またスケッチ断面は.uel
ファイルとして、さらにユーザー定義のパラメトリックプロファイルは.clbファ

イルとして、Tekla Structures モデルにインポートされます。

プロファイルカタログ全体またはグループをインポートする場合は、関連ファイル
を個別のフォルダに保存することをお勧めします。 このようにすると、インポー
トプロセスが高速化されます。

1. プロファイルカタログをインポートするモデルを開きます。

2. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

3. 1 つのファイルだけをインポートする場合は[インポート]をクリックし、ファ
イルフォルダの内容をインポートする場合は[フォルダのインポート]をクリ
ックします。

4. インポートファイルまたはインポートフォルダを選択します。

5. [OK] をクリックします。Tekla Structures では、プロファイル カタログと比較
して、インポート ファイルにプロファイル名の重複があるかどうかをチェッ
クします。

a. [インポート アイテムの確認] ダイアログ ボックスが表示される場合は、
重複するプロファイル名があり、それぞれの重複を選択し、以下のボタン
を使用して、実行するアクションを割り当てる必要があります。 

• [キャンセル]: 既存のプロファイルは置き換えられず、インポートファ
イル内のプロファイル定義は無視されます。

• [マージ]インポートファイルで異なるプロファイルプロパティは、既
存のプロファイルに追加されます。その他のすべてのプロパティは
未変更のままとなります。

このオプションを使用して、ユーザー属性などのプロファイルカタロ
グの特定の要素のみをインポートします。
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• [置換え]: 既存のプロファイルがインポートしたプロファイルアイテ
ムで置き換えられます。

• プロファイル アイテムのアクションを [不明] のままにした場合、その
プロファイル アイテムはインポートされません。

Shift キーと Ctrl キーを使用して一度に複数のプロファイル アイテムを
選択し、同じアクションを選択全体に割り当てることができます。

注 それぞれの断面定義には、固有の名前と ID 番号があります。インポ
ート中に、既存のプロファイル カタログに同じ名前を持つがプロパ
ティが異なる断面が用意されている場合は、既存の名前の末尾に連
番を追加することで、インポート中の断面の名前が変更されます。

b. アクションを選択したら、[続行] をクリックして実行します。

6. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

7. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックして、変更を保存し
ます。

参照項目

プロファイルのインポートとエクスポート (156 ページ)

プロファイルカタログ全体のエクスポート (158 ページ)

プロファイルカタログの一部のエクスポート (159 ページ)

スケッチ断面のインポート (163 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

プロファイルカタログ全体のエクスポート
プロファイルカタログは、.lis、.uel、.clbの各ファイルとして、Tekla Structures
モデルからエクスポートされます。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. [エクスポート]をクリックします。

3. エクスポートファイルの保存先フォルダを参照します。 

デフォルトでは、現在のモデルフォルダにファイルが保存されます。 プロフ
ァイルカタログのインポートを高速化するために、カタログファイル用のサブ
フォルダを個別に作成することをお勧めします。

4. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。
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参照項目

プロファイルのインポートとエクスポート (156 ページ)

プロファイルカタログの一部のエクスポート (159 ページ)

プロファイルエクスポートファイルの例 (159 ページ)

プロファイルカタログの項目のインポート (157 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)

プロファイルカタログの一部のエクスポート
プロファイルカタログ全体をエクスポートする必要がない場合は、プロファイルツ
リーのグループ(1 つのルールの下でグループ化されたすべてのプロファイル)また
は 1 つのプロファイルだけをエクスポートできます。プロファイルとルールセッ
トは.lisファイルとして、またスケッチ断面は.uelファイルとして、さらにユ

ーザー定義のパラメトリックプロファイルは.clbファイルとして、Tekla
Structures モデルからエクスポートされます。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. エクスポートするプロファイルを選択します。 

• プロファイルツリーのグループをエクスポートするには、グループを右ク
リックし、[プロファイルのエクスポート]を選択します。

• 1 つのプロファイルをエクスポートするには、プロファイルを右クリック
し、[プロファイルのエクスポート]を選択します。

3. エクスポートファイルの保存先フォルダを参照します。 

デフォルトでは、現在のモデルフォルダにファイルが保存されます。

プロファイルを 1 つだけエクスポートする場合は、ファイルの名前を入力しま
す。

4. [OK]をクリックします。

5. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

参照項目

プロファイルカタログ全体のエクスポート (158 ページ)

プロファイルエクスポートファイルの例 (159 ページ)

プロファイルカタログの項目のインポート (157 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位 (161 ページ)
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プロファイルエクスポートファイルの例

エクスポート.lisファイルは特定のセクションに分かれています。

ファイルの 初の行は PROFILE CATALOG EXPORT VERSION = nです。ここ

で、nはバージョン番号です。

警告 この行は削除しないでください。この行がファイルにない場合、インポート
はキャンセルされます。

次のセクションでは、カタログのコンテンツを表示するために使用する階層ツリー
構造が定義されます。

次のセクションにはプロファイルが含まれています。

固定プロファイル

固定ユーザー定義プロファイル

固定ユーザー定義プロファイルでは、複数の断面を使用できます。固定ユーザー定
義プロファイルのプロファイルタイプは 998 です。SUB_TYPEは、断面の定義の名

前を意味します。固定ユーザー定義プロファイルをインポートする場合、関連する
断面の定義はプロファイルと同じインポートファイルにある必要があります。
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断面の定義

参照項目

プロファイルカタログ全体のエクスポート (158 ページ)

プロファイルカタログの一部のエクスポート (159 ページ)

インポートとエクスポートで使用される単位

次の表に、プロファイルカタログと材質カタログをインポートおよびエクスポート
する際に Tekla Structures で使用される単位を示します。

タイプ 単位(空白の場合は単位なし)
ブール  
整数  
文字列  
比率  
ひずみ  
角度 度

長さ mm
変位 mm
寸法 mm
断面二次半径 mm
面積 mm2

補強面積 mm2

横方向補強エリア mm2/m
面積/単位長 mm2/m
体積 mm3

断面係数 mm3

断面２次モーメント mm4
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タイプ 単位(空白の場合は単位なし)
ねじり係数 mm4

曲げねじり抵抗 mm6

力 N
重量 kg
面荷重 N/m
バネ定数 N/m
質量/長さ kg/m
面荷重（変分布） N/m2

力 N/m2

応力 N/m2

ヤング係数 N/m2

比重 kg/m3

モーメント Nm
分布モーメント Nm/m
回転バネ定数 Nm/rad
温度 K(oC)
温度膨張係数 1/K(1/oC)
係数  

参照項目

プロファイルカタログの項目のインポート (157 ページ)

材質カタログのインポート (145 ページ)

プロファイルカタログ全体のエクスポート (158 ページ)

材質カタログ全体のエクスポート (146 ページ)

スケッチ断面のインポートとエクスポート

スケッチ断面を他の Tekla Structures モデルで使用するには、スケッチ断面を*.uel
ファイルにエクスポートし、そのファイルを別の Tekla Structures モデルにインポー
トする必要があります。

スケッチ断面をインポートおよびエクスポートするときは、プロファイルカタログ
を使用することをお勧めします。[アプリケーションとコンポーネント]カタログ
を使用して、スケッチ断面と関連するカスタムコンポーネントを一緒にインポート
することもできます。

参照項目

スケッチ断面のインポート (163 ページ)
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スケッチ断面のエクスポート (163 ページ)

スケッチ断面のインポート

スケッチ断面をファイルにエクスポートしたら、別の Tekla Structures モデルにイン
ポートできます。

1. インポートする Tekla Structures モデルを開きます。

2. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

3. [インポート]をクリックします。

4. [プロファイルカタログのインポート]ダイアログボックスで、[フィルター]リ
ストから*.uelを選択します。

5. インポートするファイルを選択します。

6. [OK]をクリックします。

7. [OK]をクリックして、[プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを閉
じます。

8. [保存の確認]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。

ヒン
ト

新しいモデルを作成するときにフォルダからすべての*.uelファイルを自動的に

インポートするには、詳細設定 XS_UEL_IMPORT_FOLDER を使用します。

参照項目

スケッチ断面のエクスポート (163 ページ)

スケッチ断面のエクスポート

1. エクスポート元の Tekla Structures モデルを開きます。

2. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

3. Export Profile エクスポートするプロファイルを右クリックし、[プロファイル
のエクスポート]を選択します。

4. [プロファイルカタログのエクスポート]ダイアログボックスで、[選択]ボック
スにエクスポートファイルの名前を入力します。

5. エクスポートファイルを特定の場所に保存する場合は、そのフォルダを参照し
ます。 

デフォルトでは、Tekla Structures により現在のモデルフォルダにエクスポート
ファイルが保存されます。

6. [OK]をクリックします。
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参照項目

スケッチ断面のインポート (163 ページ)

独自のプロファイルの作成
独自のプロファイルを作成してプロファイルカタログに保存できます。

Tekla Structures でユーザー定義プロファイルを作成するには、次のいずれかの方法
を使用します。

プロファイルタイプ 作成方法

固定プロファイル • ユーザー定義断面の作成 (164 ペー
ジ)

• 固定プロファイルの作成 (170 ペー
ジ)

• コピーによる固定プロファイルの作
成 (172 ページ)

• パラメトリック プロファイルに基
づく固定プロファイルの作成
(173 ページ)

パラメトリックプロファイル • .clb ファイルを使用したパラメトリ
ック プロファイルの作成 (173 ペー
ジ)

• スケッチによるパラメトリック プ
ロファイルの作成 (181 ページ)

変化断面を含むパラメトリックプロフ
ァイル

• 変化断面を含むパラメトリック プ
ロファイルの作成 (206 ページ)

ユーザー定義断面の作成
固定プロファイルを作成する際に、ユーザー定義断面を使用できます。プロファイ
ルを作成する前に、必要な断面を定義します。

断面を定義するには、次のいずれかの方法を使用します。

• ポリゴンを使用して断面を定義する。

固定寸法の断面を作成する場合は、この方法を使用します。

• プレートを使用して断面を定義する。

モデルにポリゴン プレートがある場合は、この方法を使用します。

• DWG ファイルを使用して断面を定義する。

定義するプロファイルの .dwg ファイルがある場合は、この方法を使用します。
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ポリゴンを使用した断面の定義

断面の形状をピックして断面を定義します。

1. [ファイル] メニューで、[カタログ --> プロファイルを定義 --> ポリゴンで断面
を定義する ] をクリックします。

2. 穴カットを含むか、含まない断面を定義します。 

• 穴カットのない断面を作成するには、次のように操作します。

a. 形状を定義する断面の角点をピックします。右下から始め、点を反時
計回りにピックしていきます。

b. 開始点をピックし、マウスの中ボタンをクリックして形状を閉じま
す。

c. 断面の中心点をピックします。

ヒ
ン
ト

形状を簡単に定義するには、断面の参照モデルをモデルに挿入
し、この参照モデルを基礎として断面の形状をピックしていき
ます。

あるいは、モデルに補助線または補助点をいくつか作成し、こ
れらを使用して断面の形状を定義していきます。

ピックできる実際の点がないと、断面の中央点をピックするの
が難しくなります。これは、マウスの中ボタンをクリックして
形状を閉じた後、断面の形状が表示されなくなるためです。

• 穴カットのある断面を作成するには、次のようにします。

a. 形状を定義する断面の角点をピックします。

b. 開始点をピックして形状を閉じます。

c. 断面の穴カットの角点をピックします。

d. 開始点をピックして形状を閉じます。

e. 穴カットをすべてピックするまで繰り返します。
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f. マウスの中ボタンをクリックします。

g. 断面の中心点をピックします。

3. [ユーザー プロファイル断面] ダイアログ ボックスが表示されたら、断面の名
前を入力します。

4. [OK] をクリックして [ユーザー プロファイル断面] ダイアログ ボックスを閉
じます。

5. [保存の確認] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、変更を保存しま
す。 

これで、断面をプロファイル カタログで使用して、新規プロファイルを作成
できるようになりました。[プロファイルタイプ] は [ユーザー定義、固定] にな
ります。

プレートを使用した断面の定義

ポリゴン プレートを使用して断面を定義できます。

1. すべての角を含むポリゴン プレートを作成します。

2. [ファイル] メニューで、[カタログ --> プロファイルを定義 --> ポリゴンプレー
トで断面を定義する ] をクリックします。 

[プレートからプロファイル断面 (10)] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [パラメーター] タブで、[ユーザー定義断面名] ボックスと [プロファイル名] ボ
ックスに名前を入力します。 

その他のプロパティは省略可能です。

4. [OK] をクリックします。

5. ポリゴン プレートを選択します。 

Tekla Structures によって、ポリゴン プレートの形状の断面が作成されます。

これで、断面をプロファイル カタログで使用して、新規プロファイルを作成
できるようになりました。[プロファイルタイプ] は [ユーザー定義、固定] にな
ります。
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プロパティ: プレートからプロファイル断面 (10)
[パラメーター] タブを使用して、[プレートからプロファイル断面 (10)] コンポーネ
ントでプロファイルのプロパティを定義します。

オプション 解説

ユーザー定義断面名 [プロファイルカタログの編集] ダイア
ログ ボックスに表示される断面の名前。

このボックスを空白のままにした場合、
プロファイルは作成されません。

プロファイル名 [梁] プロパティと [プロファイルカタロ
グの編集] ダイアログ ボックスに表示
されるプロファイルの名前。

このボックスを空白のままにした場合、
プロファイルは作成されません。

保存先 プロファイル カタログの場所。

次のいずれかのオプションを選択しま
す。

• モデルフォルダ: 現在のモデル フォ
ルダ。

• グローバルフォルダ: ..
\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>
\environments\<environment>
\profil

• 保存しない: プロファイルを保存し
ません。これはテストに役立ちま
す。

点間の 短距離 断面の角間の 小距離。

複雑な断面を単純化した図面を作成す
るには、値を大きくします。

中心点オフセット プロファイルの参照線の位置を定義す
る平面の原点。

断面に相対した、参照線を移動するオフ
セット値を入力します。

座標系 次のいずれかのオプションを選択しま
す。

• ローカル

• グローバル XY
ミラーリング 次のいずれかのオプションを選択しま

す。

• ミラーリングなし
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オプション 解説

• X 方向にミラー

• Y 方向にミラー

• X・Y 方向にミラー

DWG ファイルを使用した断面の定義

DWG 形式の断面を使用できる場合は、断面をインポートし、DWG プロファイル
としてプロファイル カタログに追加できます。

Tekla Structures では、ACAD2012 以前のバージョンを使用して作成された DWG フ
ァイルをサポートしています。

DWG ファイルを使用して断面の定義を開始する前に、次のようにします。

• 断面のアウトラインを DWG ファイルとして保存します。DWG ファイルには
プロファイルのアウトラインのみが含まれていることを確認します。

• 断面が閉じたポリラインとして作成されていることを確認します。

• アウトラインが 1 つのみの閉じたポリラインで構成されていることを確認しま
す。たとえば、この方法で断面に穴を定義することはできません。穴または開
口部が必要な場合は、ポリゴンまたは平面の作成方法を使用してください。

• ハッチや不要な線を DWG ファイルから削除します。Tekla Structures では、
DWG ファイル内で見つかった線がすべてインポートされます。

• DWG ファイルにブロックが含まれている場合は、ブロックを分解する必要が
あります。

1. モデルを開きます。

2. [ファイル] メニューで、[カタログ --> プロファイルを定義 --> DWG ファイル
で断面を定義する ] をクリックします。 

[DWG プロファイルインポート (6)] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [パラメータ] タブで、DWG ファイルを参照します。

4. 断面のプロパティを定義します。

5. [OK] をクリックします。

6. モデルで、インポートする断面の開始点と終了点をピックします。 

Tekla Structures によって断面がインポートされ、プロファイルの参照線が
DWG ファイルの原点に配置されます。

これで、断面をプロファイル カタログで使用して、新規プロファイルを作成
できるようになりました。[プロファイルタイプ] は [ユーザー定義、固定] にな
ります。

プロパティ: DWG プロファイルインポート (6)
[DWG プロファイルインポート (6)] コンポーネントでプロファイルのプロパティ
を定義するには、[パラメーター] タブを使用します。
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オプション 解説

入力ファイル インポートする DWG ファイルを参照
します。

ユーザー定義断面名 [プロファイルカタログの編集] ダイア
ログ ボックスに表示される断面の名前。

プロファイル名 [プロファイルカタログの編集] ダイア
ログ ボックスに表示されるプロファイ
ルの名前。

保存先 プロファイル カタログの場所。

次のいずれかのオプションを選択しま
す。

• モデルフォルダ: 現在のモデル フォ
ルダ。

• グローバルフォルダ: ..
\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>
\environments\<environment>
\profil

• 保存しない: プロファイルを保存し
ません。これはテストに役立ちま
す。

点間の 短距離 断面の角間の 小距離。

複雑な断面を単純化した図面を作成す
るには、値を大きくします。

中心点オフセット プロファイルの参照線の位置を定義す
る平面の原点。

断面に相対した、参照線を移動するオフ
セット値を入力します。

ユーザー定義断面の変更

ポリゴン、平面、または DWG ファイルを使用して定義した断面を変更できます。

1. [ファイル] メニューで、[カタログ --> プロファイルを定義 --> ポリゴン断面の
編集 ] をクリックします。 

[断面の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 変更する断面を選択します。

3. 断面の点プロパティを変更します。 

• [数] は、断面の作成時にピックされた番号順の各点を示します。ピックさ
れた 初の点は 1、2 番目の点は 2 といった具合になります。

• [角タイプ] は、角形状を示します。
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• [x:] および [y:] は、角処理タイプに適用されます。たとえば、角の両側が
等しい角タイプが必要な場合は、[x:] の値のみを入力します。

不均等の角タイプの場合は、[x:] と [y:] の値を入力します。

4. [更新] をクリックします。

5. [OK] をクリックして、[断面の編集] ダイアログ ボックスを閉じます。

6. [保存の確認] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、変更を保存しま
す。

ヒント 断面を削除する場合は、断面を選択し、[削除] をクリックします。

固定プロファイルの作成
新しい固定プロファイルは、 初から作成することも、既存のプロファイルをコピ
ーして作成することもできます。また、パラメトリック プロファイルから固定プ
ロファイルに変換することもできます。

固定プロファイルの作成

単一の断面または複数の断面を含む固定プロファイルを定義できます。断面はプ
ロファイルの総重量に影響します。

警告 複数の断面を含むプロファイルを作成する場合は、同じ数の角を持つ断面を
同じ順番で作成します。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. プロファイル ツリー内の任意の場所を右クリックし、[プロファイルの追加]
を選択します。 

PROFILE1 という名前の新しい固定プロファイルが作成されます。

3. 新しい名前を [プロファイル名] ボックスに入力してプロファイル名を変更し
ます。 

プロファイル名は、大文字でスペースを入れずに指定する必要があります。
Tekla Structures では小文字が大文字に自動的に変換されます。

4. [プロファイルタイプ] リストで、[ユーザー定義、固定] を選択します。

5. [プロファイルサブタイプ] リストで、使用する断面を選択します。 

独自のユーザー定義断面を作成 (164 ページ) している場合は、それらの断面の
いずれかを使用できます。

6. [相当タイプ]で、新しい断面とできるだけ一致するプロファイルタイプを選択
します。 一部のコネクションは特定のタイプのプロファイルのみで機能する
ため、これは重要です。 

相当タイプと高さや幅などのプロファイル寸法は、どのコネクションをプロフ
ァイルに適用できるかに影響します。 適切でない相当タイプを使用したり、
寸法値が欠けていると、コネクションに問題が生じることがあります。
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7. [更新] をクリックします。

8. 寸法値を変更します。 

高さ h と幅 b の寸法値は必ず入力してください。これらの値はプロファイル
の表示方法に影響を与えることがあります。 値が 0 の場合、部材は線として
描画されます。

9. [断面] で、各断面の相対位置を定義します。

a. [数] リストで断面の数を選択します。

b. [相対位置] ボックスに断面の位置を入力します。 

この値は軸に沿った断面の位置を示します。始点は 0.0、参照点は 1.0 で
す。断面が 1 つしかない場合は、[数] で [1] を選択し、[相対位置] に

「0.000」と入力します。

c. 各断面を定義したら、[更新] をクリックします。

10. 必要に応じて、[追加] をクリックしてさらに断面を追加します。

11. プロファイルで別の断面を使用する場合は、[プロファイルサブタイプ] リスト
で新しい断面を選択します。

12. 断面を削除する場合は、断面を [数] リストから選択し、[削除] をクリックしま
す。

13. [OK] をクリックして、[プロファイルカタログの編集] ダイアログ ボックスを
閉じます。

14. [保存の確認] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、変更を保存しま
す。

例

ピッチ付きプロファイルには、中心点の高さが同じである 2 つの断面が必要です。
[相対位置] の値は、 初の断面が 0.0、2 番目の断面が 0.5、3 番目の断面が 1.0
になります。

カスタム構成の作成および配布 171 プロファイル カタログのカスタマイズ



コピーによる固定プロファイルの作成

既存の類似するプロファイルのコピーを変更して、新しい固定プロファイルを作成
できます。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. 作成しようとしているプロファイルに似た固定プロファイルを選択します。

3. 右クリックして [プロファイルのコピー] を選択します。 

<existing_profile_name COPY> という名前の新しいプロファイルが作成され
ます。

4. 新しい名前を [プロファイル名] ボックスに入力してプロファイル名を変更し
ます。 

プロファイル名は、大文字でスペースを入れずに指定する必要があります。
Tekla Structures では小文字が大文字に自動的に変換されます。

5. [一般]、[解析]、[ユーザー定義情報] の各タブで、プロファイルのプロパティ
を変更します。 

警
告

[相当タイプ]で、新しい断面とできるだけ一致するプロファイルタイプ
を選択します。 一部のコネクションは特定のタイプのプロファイルの
みで機能するため、これは重要です。

高さ h と幅 b の寸法値は必ず入力してください。これらの値はプロフ
ァイルの表示方法に影響を与えることがあります。 値が 0 の場合、部材
は線として描画されます。

相当タイプと高さや幅などのプロファイル寸法は、どのコネクションを
プロファイルに適用できるかに影響します。 適切でない相当タイプを
使用したり、寸法値が欠けていると、コネクションに問題が生じること
があります。
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6. [更新] をクリックします。

7. [OK] をクリックして、[プロファイルカタログの編集] ダイアログ ボックスを
閉じます。

8. [保存の確認] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、変更を保存しま
す。

パラメトリック プロファイルに基づく固定プロファイルの作成

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. リストからパラメトリック プロファイルを選択します。

3. 右クリックして [プロファイルの追加] を選択します。 

新しい標準固定プロファイルが作成され、パラメトリック プロファイルのプ
ロファイル値が含まれるようになります。

固定プロファイルの変更

必要に応じて、プロファイル カタログを使用して既存の固定プロファイルを変更
できます。固定プロファイルは業界標準に準拠しているので、管理者以外は変更し
ないでください。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. ツリーで固定プロファイル  を選択し、プロパティを変更します。 

• [一般] タブには、プロファイルのタイプと寸法の情報が含まれています。

• [解析] タブには、構造解析用のプロパティに関する情報が含まれています。
さまざまな解析ソフトウェアを使用して構造解析を行うことができます。

• [ユーザー定義情報] タブは、プロファイルのユーザー定義情報の表示また
は入力に使用します。

3. プロファイルの変更が終了したら、[更新] をクリックします。

4. [OK] をクリックして、[プロファイルカタログの編集] ダイアログ ボックスを
閉じます。 

モデル フォルダに変更を保存するかどうかを確認するメッセージが Tekla
Structures に表示されます。

5. [保存の確認] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、変更を保存しま
す。

.clb ファイルを使用したパラメトリック プロファイルの作成

.clb ファイルを使用して新しいパラメトリック プロファイルを作成できます。

.clb ファイルを使用してパラメトリック プロファイルを作成するには、以下の手

順に従います。
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.clb、components.clb、profitab.inp の各ファイルの連動のしくみ

この方法を使用して新しいパラメトリック プロファイルを作成するときは、次の 3
つのファイルが必要です。

• .clb

このファイルには、断面定義が含まれます。定義するパラメトリック プロファ
イルごとに、新しい .clb ファイルを ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\inp フォルダーに作成

します。

• components.clb

このファイルには、断面定義が含まれたすべての .clb ファイルのリストが含

まれます。新しい .clb ファイルを作成したときは、..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common
\inp フォルダーにある components.clb ファイルにファイル名を追加する

必要があります。

• profitab.inp

このファイルは、.clb ファイルとプロファイル カタログ間のリンクです。こ

のファイルには、Tekla Structures で使用できるすべてのパラメトリック プロフ
ァイルのリストが含まれています。ファイルによって、パラメトリック プロフ
ァイルが [Modify Profile Catalog] ダイアログ ボックスでどのように表示され
るかが制御されます。新しいシステム パラメトリック プロファイルを使用す
る場合は、プロファイル タイプ、頭文字、測定単位などの必要なプロファイル
定義を、profitab.inp ファイルに追加する必要があります。

profitab.inp ファイルは、環境フォルダー ..\ProgramData\Trimble
\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\ の
下にあります。ファイルの正確な場所は、環境ファイルのフォルダー構成によ
って異なることがあります。

profitab.inpファイルは、Tekla Structures によって標準の検索順序で検索さ

れた後、詳細設定 XS_PROFDB で指定されているフォルダーから検索されます。

プロファイルの形状と点の座標の定義

まず、新しいプロファイルの形状と点の座標を定義します。

1. 図面上でプロファイルを設計します。

a. 断面のアウトラインを作成します。

b. 必要な角を追加します。

c. 必要な寸法を追加します。

d. y-z 座標軸の中心点を断面の中央に配置します。 
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2. y 座標と z 座標の方向を定義します。例: 

• 正の y 軸: 上

• 負の y 軸: 下

• 正の z 軸: 右

• 負の z 軸: 左
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3. y ベクトルと z ベクトルを定義します。例: 

• y1、y2、y3

• z1、z2、z3

4. 点に座標ペアを作成します。 

y、z のベクトル ペアを各点に割り当てます。右下の角から始め、反時計回り
に各点を定義します。次に例を示します。

• 点 1: y1 z3

• 点 2: y2 z3

• 点 3: y3 z2

• 点 4: y3 z1

• 点 5: y1 z1
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.clb ファイルの作成

プロファイルの形状と点の座標を定義したら、実際の .clb ファイルを作成しま

す。

1. メモ帳などの標準のテキスト フォルダを使用して、新しい .clb ファイルを

作成します。

2. このプロファイルの profitab.inp ファイルで使用するライブラリ名を定

義します。 

次に例を示します。

library_id "1Gen"

3. このプロファイルの profitab.inp ファイルで使用する断面名を定義しま

す。 

次に例を示します。

4. 断面の寸法を定義します。 
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次に例を示します。

5. プロファイルの座標を定義します。 

座標は、以前に定義した y ベクトルおよび z ベクトルと同じである必要があり
ます。デフォルト値を定義します。次に例を示します。

6. プロファイルの 1 つまたは複数の面の形状を定義します。 

次に例を示します。
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注 インデックス番号は点番号を指します。0 は梁の始点、1 は梁の終点です。

7. .clb ファイルを ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\inp フォルダーに保存します。

8. components.clb ファイルを開きます。

9. 次の行を追加して、プロファイル定義を components.clb ファイルに追加し

ます。 

Include ”new_file_name.clb” // give comment

10. components.clb ファイルを保存します。

profitab.inp ファイルへのプロファイル定義の追加

新しいパラメトリック プロファイルを使用する前に、必要なプロファイル定義を
profitab.inp ファイルに追加しておく必要があります。

1. 環境フォルダー ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\<environment>\ の下にある

profitab.inp ファイルを見つけます。

2. モデル フォルダ、プロジェクト フォルダ、または企業フォルダに
profitab.inp ファイルをコピーします。

3. メモ帳などの標準のテキスト フォルダを使用して、新しい場所のファイルを
開きます。

4. 適切なカテゴリの下に、プロファイル定義の新しい行を追加します。 

以下の構文を使用します。

Prefix ! Type !SO !Z !MI !MA !G3-NAME !Z3-NAME !

5. ファイルを保存します。 

これで、プロファイルをプロファイル カタログで使用できるようになりまし
た。変更を反映するために、Tekla Structures を再起動することが必要な場合が
あります。

例

プロファイル定義の例を次に示します。

PNL_A ! USER !0 !!2 !3 !1Gen.RectChamfer !h*b-[c]

profitab.inp で使用されるプロパティ

profitab.inp ファイルを使用して新しいパラメトリック プロファイルを定義

するときは、次のプロパティを使用します。
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プロパティ 説明

Prefix パラメトリック プロファイルの頭マー
ク。頭マークは、プロファイル カタログ
に表示されます。

たとえば、PNL_A のようになります。

Type パラメトリック プロファイルのタイプ。

プロファイル タイプには、次のようなも
のがあります。

I、L、Z、U、PL、D、PD、P、C、T、
HK、HQ、ZZ、CC、CW、CU、EB、
BF、SPD、EC、ED、EE、EF、EZ、
EW、102、103、104、105、106、USER

たとえば、デフォルト環境では、頭マー
クが PD、EPD、CHS、CFCHS、O、Ø、
および TUBE であるすべてのパラメト
リック プロファイルがタイプ PD の下
でグループを形成し、プロファイル カタ
ログの [丸鋼管] の下に表示されます。

SO 並べ替え順。次のオプションがありま
す。

• -1:降順

• +1:昇順

• 0:並べ替え順なし

• -2:名前昇順、値降順

• +2:値昇順、名前降順

たとえば、プロファイルが PLT200*10 ま
たは PLT10*200 で、並べ替え順が +2 で
ある場合、両ケースの出力 (レポートな
ど) 結果は PLT200*10 です。並べ替え順
が -2 の場合、両ケースの結果は

PLT10*200 です。

Z 測定単位。次のオプションがあります。

• 0:ミリメートル

• 1:インチ

• 2:フィート

• 3:センチメートル

• 4:メートル
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プロパティ 説明

MI パラメトリック プロファイルで使用で
きるパラメーターの 小数。

たとえば、角鋼管 (SHS) には、プロファ
イル サブタイプとして h*t、h*b*t、
h1*b1-h2*b2*t があります。パラメータ
ーの 小数と 大数が 2 の SHS を定義
した場合、[プロファイルの選択] ダイア
ログ ボックスで使用できるオプション
は [h*t] のみになります。

MA パラメトリック プロファイルで使用で
きるパラメーターの 大数。

G3-NAME 断面ファイル (.clb ファイル) を参照

します。

ライブラリ ID と断面の名前の組み合わ
せを指定できます。ID と名前はピリオ
ドで区切ります。たとえば、

1Gen.RectChamfer のようになりま

す。

Z3-NAME プロファイル パラメーターと断面ファ
イルのパラメーターとの間の関連性を
定義します。

パラメーターは .clb ファイル内での

出現順に並べ、オプション パラメーター
は角括弧で囲みます。たとえば、h*b-
[c] のようになります。

詳細コンポーネントの名前にも指定で
きます。

スケッチによるパラメトリック プロファイルの作成
スケッチによってパラメトリック ユーザー定義プロファイルを作成できます。モ
デル内でパラメトリック プロファイルを使用するたびに、プロファイルの寸法を
変更することができます。

• 断面スケッチ エディタを使用して、スケッチ プロファイルを作成および変更し
ます。

• [スケッチブラウザー] に、スケッチ プロファイルのオブジェクトが表示されま
す。

• スケッチ プロファイルのプロパティは、[変数] ダイアログ ボックスを使って定
義します。

スケッチ エディタを開く

1. Tekla Structures モデルを開きます。
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2. [ファイル] メニューで、 [エディタ] --> [スケッチ エディタで断面を定義する]
をクリックします。 

Tekla Structures で、スケッチエディタ、[スケッチブラウザー]、および [変数]
ダイアログ ボックスが開きます。

スケッチエディタ を 初に開いたときには、ビューは空です。スケッチエデ
ィタ に表示される基準線の座標とラベルは、実際の Tekla Structures モデルの
基準線プロパティによって決まります。

スケッチ ブラウザー

[スケッチブラウザー] には、スケッチ プロファイルのオブジェクト (線、円弧、
円、拘束、寸法、角処理) が階層ツリー構造で表示されます。スケッチエディタを
開くと、[スケッチブラウザー] が自動的に開きます。
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スケッチエディタ内でオブジェクトをクリックすると、Tekla Structures の [スケッ
チブラウザー] 内のオブジェクトが強調表示されます。逆の場合も同様です。

[スケッチブラウザー] には、スケッチ プロファイルに関する次の情報が表示され
ます。

• 押し出しタイプ (0、1、または 2) とスケッチ プロファイルの厚さ

• 線、円弧、および円

• 拘束

• 距離および寸法とその値

• 角処理とそのタイプ (0=[なし]、1=[ライン] ... 7=[ラインと円弧]) および寸法。

スケッチ プロファイルの変数

スケッチ プロファイルのプロパティは、[変数] ダイアログ ボックスを使って定義
します。変数で固定プロパティを定義することも、変数に式を含めることもできま
す。式を含めると、モデルでプロファイルを使用するたびに、Tekla Structures によ
ってプロパティ値が計算されます。
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スケッチエディタを開くと、[変数] ダイアログ ボックスが自動的に開きます。

注 [変数] ダイアログ ボックスは、カスタム コンポーネント エディタの対応する
ダイアログ ボックスと同様に機能します。変数の使用方法の詳細について
は、「Add variables to a custom component」を参照してください。

プロファイルのアウトラインのスケッチ

新しいスケッチ プロファイルを作成するときには、線、円弧、および円を使用し
て、まずプロファイルのアウトラインと孔をスケッチします。

一貫した厚さのプロファイルを作成する場合を除き、冷間圧延プロファイルなど、
必ず閉じた形状を作成してください。

ポリラインのスケッチ
スケッチエディタ で点をピックすることにより、線分を作成できます。線分の間
に接触拘束が自動的に作成され、線分が互いに接する位置に角処理シンボルが表示
されます。

1. スケッチ エディタを開きます。 (181 ページ)

2. [ポリラインのスケッチ] ボタンをクリックします。 .

3. 点をクリックして、各線分を作成します。

4. マウスの中ボタンをクリックしてポリラインを作成します。 
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円弧のスケッチ
スケッチエディタ で 3 点をピックすることにより、円弧を作成できます。

1. スケッチ エディタを開きます。 (181 ページ)

2. [円弧のスケッチ] ボタンをクリックします。 .

3. 3 点をピックして円弧を定義します。 

ヒント 円弧の滑らかさは、詳細設定 XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE を
使用して定義できます。

円のスケッチ
スケッチエディタ で 2 点をピックすることにより、円を作成できます。

1. スケッチ エディタを開きます。 (181 ページ)

2. [円のスケッチ] ボタンをクリックします。 .

3. 円の中心を示す点をピックします (1)。

4. 円の半径を示す点をピックします (2)。 
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拘束の追加によるスケッチ プロファイルの形状の精緻化

プロファイルのアウトラインをスケッチしたら、拘束を使用してスケッチを整え、
形状をロックします。たとえば、線を直線にする、90 度の角度を作成する、線を
強制的に接触させる、形状を閉じる、コーナーに角処理を追加するなどの操作を行
います。

プロファイル全体を直線化するには、他の拘束と共に水平および垂直拘束を使用し
ます。形状はロックされますが、モデル内でプロファイルを回転できます。

平行拘束の追加
スケッチ プロファイルの 2 本の線を強制的に平行にすることができます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [平行拘束] ボタンをクリックします。 .

2. スケッチ内の線を選択します (1)。

3. スケッチ内の別の線を選択します (2)。 
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直角拘束の追加
スケッチ プロファイルで選択した 2 本の線の間の角度を強制的に 90 度にするこ
とができます。線が交差している必要はありません。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [直角拘束] ボタンをクリックします。 .

2. スケッチ内の線を選択します (1)。

3. スケッチ内の別の線を選択します (2)。 

接触拘束の追加
スケッチ プロファイルの 2 本の線の一方または両方の線を延長または短縮して、
同じ点で開始または終了させることができます。線が交差している必要はありま
せん。

注 以下の条件を満たす箇所には、接触拘束が自動的に作成されます。

• 2 つの線が交わっている箇所。

• [ポリラインのスケッチ] ツールで描画した線分 (セグメント) の間。

• 形状内で互いに特定の距離内にある 初の線分の始点と 後の線分の終点
の間。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [端点にスナップ]  スナップ スイッチが有効になっていることを確認しま
す。

2. [接触拘束] ボタンをクリックします。 .

3. 初の線の終点をピックします (1)。

4. 2 番目の線の終点をピックします (2)。 
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固定拘束の追加
スケッチ プロファイルで線の位置と角度をロックし、他の拘束の影響を受けない
ようにすることができます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [固定拘束] ボタンをクリックします。 .

2. スケッチ内の線を選択します。

水平拘束の追加
水平拘束を使用して、スケッチ プロファイルの線をローカル x 軸に対して強制的
に平行にします。ほぼ水平な線を作成すると、水平拘束が自動的に作成されます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [水平拘束] ボタンをクリックします。 .

2. 直線にする線を選択します (1、2)。 
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垂直拘束の追加
垂直拘束を使用して、スケッチ プロファイルの線をローカル y 軸に対して強制的
に平行にします。ほぼ垂直な線を作成すると、垂直拘束が自動的に作成されます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [垂直拘束] ボタンをクリックします。

2. 直線にする線を選択します (1、2)。 

拘束の削除
スケッチ プロファイルから拘束を削除することができます。

1.  をクリックして、[スケッチブラウザー]を開きます。

2. 削除する拘束を選択します。

3. 右クリックし、[削除]を選択します。

4. [更新]をクリックします。

スケッチ プロファイルへの寸法の追加

プロファイルをスケッチしたら、寸法を使用してパラメトリック プロファイルの
さまざまな距離を作成します。これらの寸法を使用して、モデル内でプロファイル
を使用するときのプロファイルのサイズを定義できます。

Tekla Structures では、作成した寸法を、計算に使用できる変数のリストに追加する
こともできます。

注 スケッチ内で寸法を大量に作成しないでください。寸法が多すぎると、値が変更され
たときに寸法を調整できなくなります。

次の例で、赤で示した寸法を作成した場合、寸法 b1 が機能しなくなります。
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スケッチへの半径寸法の追加
スケッチ プロファイルに円弧または円の半径寸法を作成できます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [スケッチの半径寸法] ボタンをクリックします。 .

2. 円弧または円を選択します。 

スケッチへの角度寸法の追加
スケッチ プロファイルの 2 本の線の間に角度寸法を作成できます。 初に選択し
た線から反時計回りに角度が計算されます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [スケッチの角度寸法] ボタンをクリックします。 .

2. 初の線を選択します (1)。

3. 2 番目の線を選択します (2)。 
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ヒント 角度記号が表示されない場合は、マウス ホイールでスクロールして
ズームします。

スケッチでの 2 点間の寸法の追加
スケッチ プロファイルに、ピックした 2 点間の寸法を追加できます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [任意寸法のスケッチ] ボタンをクリックします。

2. 寸法の始点となる点をピックします (1)。

3. 寸法の終点となる点をピックします (2)。

4. 寸法線およびテキストの位置を示す点をピックします。 

スケッチへの水平寸法の追加
スケッチ プロファイルに、ピックした 2 点間の水平寸法を追加できます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [水平寸法のスケッチ] ボタンをクリックします。 .

2. 寸法の始点となる点をピックします (1)。
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3. 寸法の終点となる点をピックします (2)。

4. 寸法線およびテキストの位置を示す点をピックします。 

スケッチへの垂直寸法の追加
スケッチ プロファイルに、ピックした 2 点間の垂直寸法を追加できます。

開始する前に、スケッチ エディタでプロファイルのアウトラインをスケッチしま
す。 (184 ページ)

1. [垂直寸法のスケッチ] ボタンをクリックします。 .

2. 寸法の始点となる点をピックします (1)。

3. 寸法の終点となる点をピックします (2)。

4. 寸法線およびテキストの位置を示す点をピックします。 

スケッチからの寸法の削除
スケッチから寸法を削除する場合は、スケッチ エディタ ビューの [変数] ダイアロ
グ ボックスまたは [スケッチブラウザー] で行うことができます。

1. 削除する寸法を選択します。

2. 以下のいずれかの操作を行います。 

• スケッチ エディタ ビューまたは [スケッチブラウザー] で、右クリックし
て [削除] を選択します。
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• [変数] ダイアログ ボックスで、[削除] ボタンをクリックします。

スケッチ プロファイルの配置平面の定義

プロファイルをスケッチした場合、その配置平面を定義できます。配置平面を使用
すると、Tekla Structures で部材やコンポーネントの配置に使用する平面を指定でき
ます。

部材配置平面
部材配置平面を使用すると、Tekla Structures でスケッチ プロファイルを持つ部材を
どのように配置するかを指定できます。これらの平面は、部材の [平面上] 設定と
[デプス] 設定で使用します。また、境界平面に結合されたカスタム コンポーネン
トを配置するときにも使用します。

部材配置平面は青色で表示されます。

[平面上] オプションの [左] と [右] は、青い垂直平面に従って設定され、[中間] オ
プションは、その中間になります。

同じ原則が [デプス] 設定にもあてはまります。[正面] オプションと [背] オプショ
ンは、青い水平平面に従って設定され、[中間] オプションはその中間になります。

例

非対称プロファイルがウェブのみに従って配置されるように、部材配置平面を定義
できます。次の例では、[中間] オプションがグレーの点線で示されています。
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(1) [中間] オプション

コネクション配置平面
コネクション配置平面を使用すると、Tekla Structures でスケッチ プロファイルを持
つコンポーネントのメイン部材を基準にしてコンポーネントをどのように配置す
るかを指定できます。

コネクション配置平面は緑色で表示されます。

例

次の図は、スケッチ プロファイルとして作成されているダブル T スラブのデフォ
ルトのコネクション配置平面を示しています。緑色の線は、デフォルトのコネクシ
ョン配置平面を示しています。
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ダブル T のステムの位置に応じてジョイントを配置するには、次のようにコネクシ
ョン配置平面を移動します。

配置平面の表示/非表示

配置平面を表示または非表示にするには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作

部材位置平面の表示/非表示を切り替え
る  をクリックします。

コネクション位置平面の表示/非表示を
切り替える  をクリックします。

配置平面の移動
ハンドルを移動することで配置平面を移動できます。スケッチ プロファイルの
も外側の角からハンドルを移動する場合は、各ハンドルに寸法を追加してハンドル
を結合する必要があります。そうしないと、モデル内で配置が正常に機能しなくな
ります。

1. 配置平面をクリックしてハンドルを表示します。 

ハンドルはピンク色で表示されます。デフォルトでは、ハンドルはスケッチ
プロファイルの も外側の角にあります。次に例を示します。

2. ハンドルをクリックして選択します。 

注 同じハンドルで垂直平面と水平平面の両方をコントロールできるため、両
方を同時に移動できます。
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3. Tekla Structures では、他のオブジェクトの場合と同様にハンドルを移動しま
す。 

たとえば、右クリックして [移動] を選択します。

4. ハンドルがプロファイルの も外側の角にない場合は、ハンドルと角との間に
寸法を追加します。

例

次の例では、水平寸法 (b1) を使用して、配置平面の左ハンドルを結合しています。

デフォルトの配置平面に戻す
配置平面を移動した場合、スケッチ プロファイルのデフォルトの配置平面に戻す
ことができます。

デフォルトの配置平面に戻すには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作

デフォルトの部材配置平面に戻す 1.
 をクリックして、部材配置平

面を表示します。

2. 部材配置平面を選択します。

3. 右クリックし、[削除]を選択します。

4.
再び  をクリックして、平面が
デフォルトに戻ったことを確認し
ます。

デフォルトのコネクション配置平面に
戻す

1.
 をクリックして、コネクショ

ン配置平面を表示します。

2. コネクション配置平面を選択しま
す。
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目的 操作

3. 右クリックし、[削除]を選択します。

4.
再び  をクリックして、平面が
デフォルトに戻ったことを確認し
ます。

スケッチ断面の確認

スケッチ断面に含まれている拘束と寸法が正しく機能するかどうかを確認できま
す。

1. 寸法線をダブルクリックして[距離プロパティ]ダイアログボックスを開きま
す。

2. [値]ボックスを変更します。

3. [変更]をクリックします。 

Tekla Structures によって、スケッチエディタ内のプロファイルが更新されま
す。

4. プロファイルの形状が変化せず、寸法が正しく調整されることを確認します。

5. [キャンセル]をクリックして[距離プロパティ]ダイアログボックスを閉じま
す。

参照項目

モデル内でのスケッチ断面の使用 (200 ページ)

スケッチ断面の保存

Tekla Structures では、スケッチ断面は現在のモデルフォルダの xslib.db1ファイ

ルに保存されます。このファイルは、カスタムコンポーネントとスケッチが格納さ
れるライブラリファイルです。スケッチ断面は、プロファイルカタログの[その他]
セクションで使用できます。

注 スケッチ断面に名前を付けるときには、次の制限事項に注意してください。

• 固定プロファイルの名前は使用できません。

• プロファイル名に数字、特殊文字、空白を含めることはできません。

• 小文字は自動的に大文字に変換されます。

スケッチ断面を保存するには、次のいずれかの操作を行います。

目的 操作

新しいプロファイルを保存する 1.
[スケッチの保存] をクリックします。
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目的 操作

2. [頭マーク]ボックスに名前を入力し、[OK]をクリ
ックします。

既存のプロファイルを更新する 1.
[スケッチの保存] をクリックします。

2. 既存の断面を更新するかどうかを確認するメッ
セージに対して[はい]をクリックします。

プロファイルのコピーを別名で
保存する

1.
[スケッチの別名保存] をクリックします。

2. [頭マーク]ボックスに新しい名前を入力し、[OK]
をクリックします。

参照項目

スケッチ断面のインポートとエクスポート (162 ページ)

スケッチ プロファイルの変更

角処理や寸法などを変更して、既存のスケッチ プロファイルを変更することがで
きます。ハンドルを移動することで、角または孔を移動することもできます。ハン
ドルを移動すると、角処理も自動的に移動します。

スケッチした断面の変更

注 • [変数] ダイアログ ボックス内で式を使用して計算された寸法は変更でき
ません。

• 拘束が設定されている場合も、寸法を変更できないことがあります。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。

2. プロファイル ツリーの一番下にある [その他] グループを開きます。

3. スケッチ プロファイルを右クリックして [プロファイルの編集] を選択し、ス
ケッチエディタ でプロファイルを開きます。

4. プロパティを変更するスケッチ オブジェクトをダブルクリックします。 

変更可能なスケッチ オブジェクトは、黄色で表示されます。

5. プロパティを変更し、[変更] をクリックします。

6. スケッチ オブジェクト プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。

7. [スケッチの別名保存]アイコン  をクリックして変更を保存します。

スケッチでの角処理の変更
スケッチ プロファイルの角処理の形状と寸法を変更できます。たとえば、プロフ
ァイルの丸い角を作成できます。
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1. スケッチエディタで角処理シンボル  をダブルクリックします。

2. [角処理プロパティ] ダイアログ ボックスで、角処理の形状と寸法を変更しま
す。

3. [変更] をクリックします。

4. [OK] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

5. [スケッチの別名保存]アイコン  をクリックして変更を保存します。

スケッチの厚さの設定
冷間圧延断面など、開いた形状をスケッチした場合は、[スケッチブラウザー] でス
ケッチの押し出しタイプと厚さを定義する必要があります。厚さは固定にもパラ
メトリックにもできます。

1. スケッチエディタ で、開いたポリラインをスケッチします (184 ページ)。

2. 以下のいずれかの操作を行います。 

• 固定の厚さを設定するには、次のようにします。

a. [スケッチブラウザー] で [厚さ] を右クリックして、[式の追加] を選択
します。

b. = の後に厚さの値を入力します。

• パラメトリック厚さを定義するには、次のようにします。

a. [変数] ダイアログ ボックスで、[長さ] に新しいパラメーター変数 (P1
など) を追加します。

b. [式] 列で、パラメーター変数の既定値を定義します。

c. [スケッチブラウザー] で [厚さ] を右クリックして、[式の追加] を選択
します。

d. = の後にパラメーター変数の名前 (P1 など) を入力します。

3. 押し出しタイプを定義するには、次のようにします。

a. [スケッチブラウザー] で [押し出しタイプ] を右クリックして、[式の追加]
を選択します。

b. = の後に押し出しタイプ番号 (0、1、または 2) を入力します。
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4. [スケッチの別名保存]アイコン  をクリックして変更を保存します。

押し出しタイプ
押し出しタイプでは、一貫した厚さのスケッチ プロファイルをどのように押し出
すかを定義します。厚さを変更すると、押し出しタイプに応じて、プロファイルは
内側、外側、または対称に両方向に押し出されます。開いたポリラインからなるス
ケッチの押し出しタイプを定義する必要があります。

タイプ 解説 イメージ

0 スケッチは、ポリラインの
内側と外側に対称に押し
出されます。

(デフォルト)

1 スケッチは、ポリラインの
外側に押し出されます。

2 スケッチは、ポリラインの
内側に押し出されます。

モデル内でのスケッチ断面の使用

スケッチ断面を作成して保存すると、その断面をモデル内で使用できるようになり
ます。拘束を正しく適用していれば、プロファイルの寸法を変更したときにプロフ
ァイルの形状が維持されます。

スケッチ断面をモデル内の新しい部材で使用するには、次のようにします。

1. プロパティ パネルで部材プロパティを開きます。 

たとえば、梁プロパティを開くには、[鋼材] タブで、Shift キーを押しながら

 をクリックします。

2. [プロファイル] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。 

[プロファイルの選択]ダイアログボックスが表示されます。

3. プロファイルツリーの一番下にある[その他]グループを開きます。
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4. スケッチ断面を選択します。

5. プロファイルがパラメトリックの場合は、[一般]タブの[値]列で寸法を定義で
きます。

6. [OK]をクリックして、[プロファイルの選択]ダイアログボックスを閉じます。

7. 点をピックしてモデル内に部材を配置します。

参照項目

プロファイルのイメージの作成 (210 ページ)

例: スケッチによる対称 C 形プロファイルの作成

この例では、変数を使用してスケッチ プロファイルを作成する方法を示します。

タスクを完了すると、寸法が b1 = b2、h2 = h3 の対称 C 形プロファイルが作成され
ます。モデルでプロファイルを使用する場合、以下の寸法を変更できます。

• 幅 (b1)

• 全体高さ (h1)

• 高さ (h2)

• 厚さ (P1)

• 角処理 (P2)

例: C 形プロファイルのスケッチ

まず、プロファイルのアウトラインをスケッチします。

1. スケッチエディタを開きます。

2. [ポリラインのスケッチ] コマンドを使用して、大まかな C 形プロファイルを作
成します。 
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この段階では、プロファイルが対称である必要はありません。また、寸法が正
確である必要もありません。

3. [水平拘束の追加]  コマンドと[垂直拘束の追加]  コマンドを使用し
て、線を真っ直ぐにします。 

4. プロファイルに「CSHAPE」という名前を付けて保存します。

例: スケッチ プロファイルへの寸法の追加

プロファイルのアウトラインをスケッチしたら、寸法を追加できます。

1. [水平寸法のスケッチ]  コマンドを使用して、距離 b1 および b2 を作成し
ます。 
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2. [垂直寸法のスケッチ]  コマンドを使用して、距離 h1、h2、および h3 を作
成します。 

3. [変数] ダイアログ ボックスで、以下の距離の値を入力します。 

変数名 式 戻り値 値のタイ
プ

変数タイ
プ

表示 ラベル名

b1 150.00 150.00 長さ 距離 表示 [幅]
b2 =b1 150.00 長さ 距離 非表示 [幅]
h1 300.00 300.00 長さ 距離 表示 [高さ]
h2 70.00 70.00 長さ 距離 表示 [高さ]
h3 =h2 70.00 長さ 距離 非表示 [高さ]

4. 距離 b1、h1、および h2 の [表示] が [表示] に設定されていることを確認しま
す。

5. スケッチ プロファイルを保存します。
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例: スケッチの厚さの設定

寸法をスケッチ プロファイルに追加したら、スケッチの厚さを定義できます。

1. [変数] ダイアログ ボックスで、以下の操作を行います。

a. [追加] をクリックして、パラメーター変数 P1 を追加します。

b. [式] 列に、20.00 を入力します。

c. [表示] 列で、[表示] を選択します。

d. [ラベル名] 列に「厚さ」と入力します。

2. [スケッチブラウザー] で、パラメーター変数 P1 を使用して厚さを設定します。

a. [厚さ] を右クリックして、[式の追加] を選択し、「=P1」と入力します。

b. [押し出しタイプ] を右クリックして、[式の追加] を選択し、「=2」と入力

して、ポリラインの内側に押し出されたスケッチを取得します。 

3. スケッチ プロファイルを保存します。

例: スケッチ プロファイルの角処理の変更

スケッチの厚さを設定したら、スケッチ プロファイルの角処理を変更できます。

1. スケッチエディタ で、以下の操作を行います。

a. 角処理シンボル  をダブルクリックします。

b. [角処理プロパティ] ダイアログ ボックスで、角処理のタイプを [ライン]

 に変更し、[変更] をクリックします。

c. すべての角処理に対して手順 1a ～ b を繰り返します。
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2. [変数] ダイアログ ボックスで、以下の操作を行います。

a. [追加] をクリックして、パラメーター変数 P2 を追加します。

b. [式] ボックスに、10.00 を入力します。

c. [表示] ボックスで、[表示] を選択します。

d. [ラベル名] ボックスに「角処理」と入力します。

3. [スケッチブラウザー] で、以下の操作を行います。

a. [角処理拘束] をダブルクリックして、角処理プロパティを開きます。

b. [コーナー処理 X] を右クリックして、[式の追加] を選択し、「=P2」と入

力します。

c. [コーナー処理 Y] に同じ値を入力します。

d. すべての角処理に対して手順 4a ～ c を繰り返します。 

4. スケッチ プロファイルを保存します。

例: モデル内でのスケッチ プロファイルの使用

スケッチ プロファイルが完成したので、モデル内で使用できます。

1. 部材をダブルクリックし、プロパティ パネルに部材プロパティを開きます。

2. [Profile] ボックスの横にある [...] ボタンをクリックします。 

[プロファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. プロファイル ツリーの 後にある [その他] グループを開いて、[CSHAPE] プ
ロファイルを選択します。

4. 必要に応じて、[一般] タブでプロファイルの寸法を変更します。 
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5. [OK] をクリックして変更内容を適用します。

6. 点をピックしてモデル内に部材を配置します。 

変化断面を含むパラメトリック プロファイルの作成
[プロファイル編集] を使用して、変化断面を含むユーザー定義のパラメトリック
プロファイルを作成できます。変化断面を含むプロファイルは、他のパラメトリッ
ク プロファイルと同じように使用できます。

次の操作が可能です。

• プロファイル内の位置ごとに異なる寸法の断面を使用できます。

• 断面とプロファイルの変数を変更できます。

• プロファイルを保存し、プロファイル カタログを通じてパラメトリック プロフ
ァイルとして使用できます。

• 変化断面プロファイルをインポートおよびエクスポートできます。

注 この方法を使用した場合、変えることができるのは変化断面の寸法だけであ
り、断面の実際の形状を変えることはできません。プロファイルで複数の異な
る断面形状を使用する場合は、複数の断面を含む固定プロファイルを作成しま
す (170 ページ)。
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変化断面を含むプロファイルの作成

作業を始める前に、以下を行います。

• スケッチエディタ を使用して、スケッチ プロファイルを作成します (181 ペー
ジ)。

• スケッチエディタ の [変数] ダイアログ ボックスで、モデル内でプロファイル
を使用するときに変更する寸法について、[表示・非表示] を [表示] に設定しま
す。

1. [ファイル] メニューで、 [カタログ] --> [プロパティの定義] --> [変化断面を定
義する] をクリックします。 

[変化断面の定義] ダイアログ ボックスが開きます。

2. プロファイルの開始断面および終了断面として使用するスケッチを選択しま
す。

3. [OK] をクリックします。 

[プロファイル編集] および [プロファイル プレビュー] ビューが表示されま
す。

4. [プロファイルに含まれる断面] で、[追加] または [削除] をクリックして、断面
を追加するか、選択した断面を削除します。 

[追加] をクリックすると、Tekla Structures によって、プロファイルの終点の位
置 1.0 に新しい断面が追加され、既存の断面がプロファイルの始点に向かって
移動します。デフォルトでは、断面は 0.1 間隔でプロファイルに配置されま
す。

5. [断面の変数] で、次の内容を定義します。 
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• プロファイル内の各断面の相対位置。

*.Location 変数を使用します。たとえば、始点 = 0.00、中央 = 0.5、終点

= 1.00 と定義します。

• 水平方向および垂直方向での断面の整列方法。

*.HorPos 変数と *.VerPos 変数を使用します。

• 配置からの断面のオフセット。

*.HorOffset 変数と *.VerOffset 変数を使用します。

6. 新しい断面を追加した場合は、既存の断面と重なっていないことを確認しま
す。

7. モデル内でプロファイルを使用するときに変更する寸法について、[表示・非
表示] を [表示] に設定します。

8. パラメーター変数と式を使用して断面寸法を定義する場合は、[変数追加] をク
リックして変数値を定義します。

9. プロファイルを保存します。

a. [上書き保存] をクリックします。

b. [プロファイルに名前付けて保存] ダイアログ ボックスで、プロファイル
の一意な名前を入力します。 

プロファイル名に番号を含めたり、標準プロファイル名を使用したりする
ことはできません。

c. [OK] をクリックします。 

現在のモデル フォルダにプロファイルが保存されます。

変化断面を含むプロファイルの変更

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [プロファイルカタログ] をクリックし
て [プロファイルカタログの編集]ダイアログボックスを開きます。
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2. プロファイル ツリーの一番下にある [その他] グループを開きます。

3. 変化断面を含むプロファイルを右クリックし、[プロファイルの編集] を選択し
て、[プロファイル編集] でプロファイルを開きます。

4. プロファイル プロパティを変更します。

5. [上書き保存] をクリックします。

パラメトリックプロファイルの標準化された値の定義
パラメトリックプロファイルの寸法には標準化された値を定義できます。標準化
された値はプロファイルカタログに表示されます。プロファイルカタログでは、プ
ロファイルに適した寸法値を選択できます。

1. ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<environment> フォルダーの下にある

industry_standard_profiles.inp ファイルを見つけます。 ファイルの

正確な場所は、環境ファイルのフォルダー構成によって異なることがありま
す。

2. メモ帳などの標準のテキストエディタを使用して、
industry_standard_profiles.inpファイルを開きます。

3. ファイルを変更します。 

ファイル形式は次のとおりです。

• プロファイルおよびプロファイル サブタイプ

• スペースで区切られたパラメーター

• 各パラメーターの単位

• 各パラメーターの標準化された値

各寸法の組み合わせには固有の行が含まれています。

4. ファイルを保存します。

例

たとえば、溝形鋼の寸法値の標準化された組み合わせは、次のようになります。
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プロファイルのイメージの作成
作成したプロファイルの形状と寸法を示すために、プロファイルのイメージを作成
することができます。Tekla Structures では、プロファイルカタログでプロファイル
を参照したときに、このイメージが表示されます。イメージは Windows ビットマ
ップ形式(.bmp)である必要があり、Microsoft ペイントなど、どのビットマップエ

ディタでも作成できます。

1. 描画またはスケッチしたプロファイルのスクリーンショットを作成します。 

たとえば、デスクトップ全体のスクリーンショットを作成するには、Print
Screen(Prt Scr)キーを押します。アクティブウィンドウのスクリーンショッ
トを作成するには、Alt + Print Screen キーを押します。スクリーンショットが
クリップボードにコピーされます。

2. ビットマップエディタ(Microsoft ペイントなど)でスクリーンショットを開き、
必要に応じてイメージを変更します。

3. イメージを .bmp 形式で ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Bitmaps フォルダーに保存します。 

ファイル名は実際のプロファイル名と一致する必要があります。たとえば、プ
ロファイル名が mysketch の場合、イメージの名前を mysketch.bmp にする

必要があります。

4. Tekla Structures を再起動します。 

プロファイルカタログにイメージが表示されます。
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4.9 形状カタログのカスタマイズ
[形状カタログ] ダイアログ ボックスには、形状に関する情報が含まれています。
形状プロパティの表示や形状のインポートおよびエクスポートに使用されます。

Tekla Warehouse からダウンロードした形状も [形状カタログ] ダイアログ ボックス
に表示されます。

カタログには、 [デフォルト] と [コンクリートのデフォルト] の 2 つのデフォルト
の形状が含まれています。 形状はアイテムの定義に使用します。 Tekla Structures
では、アイテムは梁や柱などの他の部材に似ています。 アイテムと他の種類の部
材の主な違いは、アイテムの形状が 3D 形状によって定義されるのに対して、部材
には部材の長さを作成するために押し出される 2D プロファイルがあるという点
です。

形状カタログにインポートした形状は、現在のモデル フォルダに保存されます。
形状ごとに 2 つのファイルがあります。1 つの .xml ファイルは \Shapes フォル

ダに保存され、もう 1 つの .tez または .xml ファイルは \ShapeGeometries フ
ォルダに保存されます。

プロジェクトまたは会社で作成されるすべての新しいモデルで使用できるように、
[形状カタログ] ダイアログ ボックスに形状を用意する場合は、プロジェクトまた
は企業フォルダの下にある \profil フォルダの適切なサブフォルダ (\Shapes
および \ShapeGeometries) に、対応する .tez および .xml ファイルをコピー

します。

注 プロジェクト、会社、または環境で、複数の Tekla Structures バージョン (2017i 以前の
バージョンを含む) で使用される形状について共通の場所を使用する場合は、形状ファ
イルについて .xml 形式を使用してください。Tekla Structures 2017i 以前のバージョ

ンでは、圧縮形式の .tez ファイルは機能しません。

参照項目

形状のインポート (211 ページ)

形状ファイルの圧縮 (212 ページ)

形状ファイルのクリーニング (213 ページ)

形状のエクスポート (214 ページ)

形状の削除 (215 ページ)

形状のインポート

インポートできる形状ファイルのタイプは、 dgn、tsc、skp、dxf、dwg、ifc、
ifcZIP、ifcXML、igs、iges、stp、および stepです。

他のモデリングソフトウェアを使用して、Tekla Structures にインポートする形状を
モデリングするときは、原点を中心に部材を配置し、部材を x 軸に沿った方向にす
ることをお勧めします。

カスタム構成の作成および配布 211 形状カタログのカスタマイズ



1. [ファイル] メニューで、[ カタログ --> 形状カタログ ] をクリックします。 

[形状カタログ] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [インポート]をクリックします。

3. インポートする形状ファイルを選択します。 

複数の形状ファイルを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら
選択します。

4. [OK] をクリックします。 

サイズの大きいファイルのインポートには数分かかることがあります。

形状のインポートの結果として、次の 3 種類が考えられます。

• Tekla Structures で、閉じたソリッド形状として形状がインポートされます。す
べてのソリッド操作を使用できます。

• Tekla Structures で、非ソリッド形状として形状がインポートされます。非ソリ
ッド形状は、オブジェクトが閉じていない可能性があることを意味します。た
とえば、孔のあるオブジェクトや、面や縁端がないオブジェクトです。

• インポートに失敗します。 これは、形状が非常に複雑である場合や、形状に体
積がない場合などに発生する可能性があります。 形状の作成に使用された元
のソフトウェアと Tekla Structures とで許容値が異なる場合もあります。 イン
ポートに失敗した理由を突き止めるには、 [ファイル] メニュー --> ログ --> [セ
ッション履歴ログ] をクリックして、セッション履歴ログを確認します。

形状を [形状カタログ] にインポートすると、Tekla Structures により 2 つのファイル
が作成されます。1 つは名前や GUID などの形状属性の .xml ファイルで、もう 1
つは座標などの幾何学プロパティの .tez ファイルです。これらのファイルは、現

在のモデル フォルダの \Shapes および \ShapeGeometries サブフォルダに保

存されます。

ヒント Tekla Warehouse から形状をダウンロードすることもできます。

参照項目

例: SketchUp Pro からの形状のインポート (216 ページ)

形状ファイルの圧縮 (212 ページ)

形状ファイルのクリーニング (213 ページ)

形状のエクスポート (214 ページ)

形状の削除 (215 ページ)

形状カタログのカスタマイズ (211 ページ)
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形状ファイルの圧縮
ファイルを .xml 形式から圧縮形式の .tez に変換することで、形状ファイルを圧

縮することができます。.tez 形式を使用することで、ディスク スペースを節約で

きます。

Tekla Model Sharing モデルでは、Tekla Structures 2018 またはそれより新しいバージ
ョンを使用すると、形状ファイルが .xml から .tez に自動的に変換されます。

以前のバージョンと共有されていないモデルでは、現在のモデル フォルダーの
\ShapeGeometries サブフォルダーに保存されている形状ファイルを手動で圧

縮できます。\Shapes サブフォルダにあるファイルは圧縮されません。

形状を既にモデルのアイテムに使用している場合、圧縮後も同じように機能しま
す。

注 圧縮は永久的な操作で、モデルを保存していなくても、元に戻すことはできません。

Tekla Structures 2017i 以前のバージョンを使用して開く必要があるモデルで形状ファ
イルを使用する必要がある場合は、形状ファイルを圧縮しないでください。それらの
バージョンでは、.tez ファイルは機能しません。

プロジェクト、会社、または環境で、2017i 以前のバージョンを含む複数の Tekla
Structures バージョンで使用される形状について共通の場所を使用する場合は、それら
の形状ファイルを .tez 形式に変換しないでください。変換すると、形状がすべての

バージョンで機能しなくなります。

形状ファイルを圧縮する方法

既存の形状ファイルを圧縮するには、元の形状ファイルを再度インポート (211 ペ
ージ) するか、次のように [形状の圧縮] アプリケーションを使用します。

1. 形状ファイルを圧縮するモデルを開きます。

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

3. [形状の圧縮] アプリケーションを検索し、ダブルクリックして開きます。

4. [形状 XML ファイルを TEZ 形式に圧縮] ダイアログ ボックスで、[圧縮] をク
リックします。

5. モデルを開き直します。

形状ファイルのクリーニング
以前にインポートした図形の一部によってアイテムや図面の面や縁端が欠落した
場合、形状ファイルをクリーニングできます。クリーニングとは、Tekla Structures
が形状を調査して修正し、ソリッド オブジェクトを作成することを意味します。
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これは、バージョン 2018i より前の Tekla Structures モデルにインポートされた形状
で役立ちます。

[形状クリーナー] アプリケーションには、元の形状ファイルのバックアップを作成
し、必要に応じて元の形状ファイルに戻すためのオプションが用意されています。

形状ファイルをクリーニングする方法

既存の形状ファイルをクリーニングするには、元の形状ファイルを再度インポート
(211 ページ) するか、次のように [形状クリーナー] アプリケーションを使用しま
す。

1. 形状ファイルをクリーニングするモデルを開きます。

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

3. [形状クリーナー] アプリケーションを検索し、ダブルクリックして開きます。

[形状クリーナー] ダイアログ ボックスが開きます。

4. クリーニングする形状を選択します。

5. 形状ファイルのバックアップを作成する場合は、[クリーニングする前に形状
からバックアップを作成する] チェック ボックスをオンにします。

6. [クリーニング] をクリックします。 

Tekla Structures により、形状がクリーニングされ、ソリッド オブジェクトに変
換された形状の数と、非ソリッドの形状の数を表示されます。

クリーニング プロセスを中断する必要がある場合は、[中断] をクリックしま
す。

7. モデルを開き直すと、モデル内のアイテムに変更された形状が表示されます。

8. 期待した結果が得られなかった場合、バックアップ ファイルを作成していた
なら、元の形状ファイルに戻ることができます。 

a. [形状クリーナー] ダイアログ ボックスをもう一度開きます。

b. 復元する形状を選択します。

c. [元に戻す] をクリックします。

形状のエクスポート

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [形状カタログ] をクリックします。 

[形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。
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2. エクスポートする形状を選択します。 

複数の形状を選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択しま
す。

3. [エクスポート]をクリックします。

4. 形状を 1 つだけエクスポートする場合は、形状のエクスポート先フォルダーを
選択し、[選択] ボックスにエクスポート ファイルの名前を入力します。

5. 複数の形状をエクスポートする場合は、形状のエクスポート先フォルダーを選
択します。 

Tekla Structures によって、形状の名前をファイル名として使用して、各形状の
個別のエクスポート ファイルが作成されます。

6. [OK] をクリックします。

形状は、エクスポート先フォルダーに .tsc ファイルとして保存されます。

ヒント 形状を Tekla Warehouse にアップロードすることもできます。

参照項目

形状のインポート (211 ページ)

形状の削除 (215 ページ)

形状カタログのカスタマイズ (211 ページ)

形状の削除

作業を開始する前に、削除する形状が Tekla Structures モデルで使用されていないこ
とを確認します。 形状を[形状カタログ]から削除すると、モデル内のどの場所でも
その形状を使用できなくなります。 モデルに削除した形状が含まれている場合、
そのモデルは元の参照点間の直線として表示されるだけになります。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [形状カタログ] をクリックします。 

[形状カタログ]ダイアログボックスが開きます。

2. 形状の名前を右クリックします。

3. [削除]をクリックします。

Tekla Structures により形状が削除されます。

参照項目

形状のインポート (211 ページ)

形状のエクスポート (214 ページ)

形状カタログのカスタマイズ (211 ページ)
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例: SketchUp Pro からの形状のインポート
この例では、ソリッド 3D 形状を Trimble SketchUp Pro から Tekla Structures モデル
にインポートします。

1. SketchUp Pro で空のモデルを作成します。 

図面領域のデフォルトのユーザーなど、余分なエンティティを削除します。

2. エンティティのグループを作成します。 

Tekla Structures では個々のエンティティを個別にインポートできますが、
SketchUp でエンティティのグループまたはコンポーネントを作成することを
お勧めします。

SketchUp のグループとコンポーネントは、いずれも密閉されたソリッドを形
成する必要があります。 グループまたはコンポーネントを選択し、[Entity
Info]を開いて選択対象がソリッドであることを確認します。 SketchUp のソリ
ッドは体積を持ちます。 体積が表示されていない場合、選択対象はソリッド
ではありません。

3. グループを選択し、 [Solid Tools] --> [Union] をクリックして、エンティティの
グループをソリッドの統合にします。 

グループが 1 つの実体積 (ソリッド)になります。

4. ソリッドが正の x 軸(赤)に沿い、y 軸(緑)と z 軸(青)の中間に位置するように、
SketchUp でソリッドを配置します。Tekla Structures では、黄色とマゼンタ色の
部材ハンドルが SketchUp で使用される x 軸に一致します。 

Tekla Structures にアイテムを挿入して配置する方法は、SketchUp でのソリッド
の配置と回転によって決まるため、これらが重要になります。 SketchUp での
配置が異なると、Tekla Structures でオフセットが発生します。

5. SketchUp ファイルを保存します。

6. Tekla Structures モデルで [形状カタログ] を開き、[インポート] をクリックしま
す。

7. SketchUp ファイルを選択します。

8. [OK] をクリックします。

Tekla Structures により、形状が [形状カタログ] にインポートされます。この形状を
使用して、アイテム またはコンクリート アイテムの形状を定義できます。
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参照項目

形状カタログのカスタマイズ (211 ページ)

形状のインポート (211 ページ)

4.10 ボルト カタログのカスタマイズ

さまざまなサイズと長さのボルト、ナット、ワッシャーなどの個々のボルトセット
要素は、ボルトセットカタログに表示されます。各ボルトセットは、これらのボル
トセット要素で構成されます。ボルトセットに属しないボルトは使用できません。
ボルトセットは、ボルトセットカタログに表示されます。

Tekla Structures により、ボルトカタログ情報が screwdb.dbファイルに、ボルト

製品カタログ情報が assdb.dbファイルに保存されます。

参照項目

ボルトカタログとボルトセットカタログの連動のしくみ (217 ページ)

ボルトとボルトセットの管理 (218 ページ)

ボルトとボルトセットのインポートおよびエクスポート (223 ページ)

ボルト長の計算 (229 ページ)
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ボルトカタログとボルトセットカタログの連動のしくみ

(1) [ボルト セット名] オプションは、ボルト セット カタログから読み取られます。

(2) ボルト セット カタログによって、ボルト セットで使用するボルト セット名が
定義されます。

(3) ボルト セット カタログは異なるボルト径、長さ、ボルト セット名で使用され
るその他のプロパティを含んでいます。

(4) [ボルト呼び] オプションは、選択した [ボルト セット名] オプションに応じてボ
ルト カタログから読み取られます。

参照項目

ボルト カタログのカスタマイズ (217 ページ)

ボルトカタログのプロパティ (232 ページ)

ボルトセットカタログのプロパティ (233 ページ)
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ボルトとボルトセットの管理
ここでは、ボルトカタログとボルトセットカタログを使用して、ボルトとボルトセ
ットを管理する方法について説明します。 ボルトとボルトセットは、追加、変更、
および削除できます。

詳細を確認するには、下のリンクをクリックしてください。

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

カタログへのスタッドボルトの追加 (220 ページ)

カタログのボルト情報の変更 (221 ページ)

カタログからのボルトの削除 (222 ページ)

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

カタログのボルトセット情報の変更 (223 ページ)

カタログからのボルトセットの削除 (223 ページ)

カタログへのボルトの追加
ボルトセットを定義してモデルで使用するには、ボルト、ナット、ワッシャーなど
の個々のボルト要素をボルトカタログに追加する必要があります。

次の手順では、ボルトを追加しますが、ナットとワッシャーの追加にも当てはまり
ます。

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

2. 次のボックスにボルトの名前を入力します。 

名前ボックスには、 大 40 文字入力できます。

3. [タイプ]リストで、ボルト要素タイプを定義するオプションを選択します。

4. 新しいボルトのその他のプロパティを定義します。 

[標準]ボックスには、 大 25 文字入力できます。

ボルトセットを定義するときは、ボルト要素タイプを互いに区別できるように
するため、ボルト、ナット、ワッシャー、スタッド標準に異なる名前を使用し
ます。

5. [追加]をクリックし、ボルトをボルトカタログに追加します。 

ボルトセットに属しないボルトは使用できません。 そのため、ボルトセット
を作成できるように、新しいボルトで機能するナットとワッシャーもカタログ
に含まれているのを確認することをお勧めします。 カタログに適切なナット
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とワッシャーが含まれていない場合は、新しいボルトを追加したときと同様に
ナットとワッシャーを追加します。

6. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

7. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの screwdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

ヒント ボルトをボルトカタログにインポートすることでボルトを追加することもできま
す。

参照項目

カタログへのボルトのインポート (224 ページ)

カタログへのスタッドボルトの追加 (220 ページ)

カタログのボルト情報の変更 (221 ページ)

カタログからのボルトの削除 (222 ページ)

ボルト長の計算 (229 ページ)

ボルトカタログのプロパティ (232 ページ)

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

カタログへのスタッドボルトの追加
スタッドは、鋼材とコンクリートの間の荷重を転送するために鉄骨部材に溶接され
る特殊なタイプのボルトです。製品の名前と材質を含んだスタッドセットを定義
していないと、スタッドは使用できません。

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

2. 以下のプロパティの値を入力します。 

• [名前]: スタッドボルトの名前。

• [タイプ]:

• [標準]: スタッドのボルトセットを作成するときは、この名前が必要です。

• [直径]:シャンク径。

• [長さ]: スタッド長さ。

• [重量]:スタッドの重量。

• [頭部厚]:頭部の厚さ。
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• [上部径]:頭部の直径。

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

3. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

4. スタッドボルトの標準を選択します。

5. 他のすべてのボルトセットの要素を[なし]に設定します。 

6. モデルにスタッドを作成するには、ボルトを作成してスタッドセットを選択し
ます。

参照項目

ボルトカタログのプロパティ (232 ページ)

カタログのボルト情報の変更

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

2. リストからボルトを選択します。

3. プロパティを変更します。

4. [更新]をクリックします。

5. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの screwdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

カタログからのボルトの削除 (222 ページ)

ボルトカタログのプロパティ (232 ページ)
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カタログからのボルトの削除

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

2. リストからボルトを選択します。 

複数のボルトを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用します。

3. [削除]をクリックします。

4. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

5. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの screwdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

カタログのボルト情報の変更 (221 ページ)

カタログへのボルトセットの追加
新しいボルトセットをボルトセットカタログに追加できます。ボルトセットには、
ボルトまたはスタッドのいずれかを含めることができます。この両方を含めるこ
とはできません。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

2. 次のボックスにボルトセットの名前を入力します。 

3. 新しいボルトセットのその他のプロパティを定義します。 

[標準]ボックスには、 大 30 文字入力できます。他のすべてのプロパティで
は、 大 25 文字入力できます。

4. [追加]をクリックして、ボルトセットをカタログに追加します。

5. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの assdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトセットのインポート (225 ページ)
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カタログのボルトセット情報の変更 (223 ページ)

カタログからのボルトセットの削除 (223 ページ)

ボルトセットカタログのプロパティ (233 ページ)

カタログのボルトセット情報の変更

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

2. リストからボルトセットを選択します。

3. プロパティ (233 ページ)を変更します。

4. [更新]をクリックします。

5. [OK] をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの assdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

カタログからのボルトセットの削除 (223 ページ)

ボルトセットカタログのプロパティ (233 ページ)

カタログからのボルトセットの削除

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

2. リストからボルトセットを選択します。

3. [削除]をクリックします。

4. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

5. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの assdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

カタログのボルトセット情報の変更 (223 ページ)
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ボルトとボルトセットのインポートおよびエクスポート
ボルトとボルトセットをカタログ間で結合するには、インポートとエクスポートを
使用します。 ボルトは.boltsファイル、ボルトセットは.bassファイル、ボル

トカタログは.lisファイルとして、それぞれインポートおよびエクスポートされ

ます。

単一ボルトまたはボルトセットをエクスポートするときには、.boltsまた

は.bassファイルに含めるボルトまたはボルトセットを選択できます。 ボルトセ

ットをインポートおよびエクスポートすると、関連するボルトも.bassファイル

に含まれます。

ボルトカタログ全体をインポートおよびエクスポートできます。 また、エクスポ
ートされたボルトカタログの一部をインポートすることもできます。

ボルトカタログのインポートとエクスポートは、次の場合に役立ちます。

• 新しいバージョンの Tekla Structures にアップグレードし、以前のバージョンで
カスタマイズしたボルトカタログを使用する場合。

• 異なる場所に保存されたボルトカタログを結合する場合。

• 他のユーザーとボルトカタログ情報を共有する場合。

ヒント Tekla Warehouse を使用して、ボルトセットをダウンロードおよび共有することも
できます。

参照項目

カタログへのボルトのインポート (224 ページ)

カタログからのボルトのエクスポート (225 ページ)

カタログへのボルトセットのインポート (225 ページ)

カタログからのボルトセットのエクスポート (226 ページ)

ボルトカタログのインポート (227 ページ)

ボルトカタログの一部のインポート (227 ページ)

ボルトカタログ全体のエクスポート (228 ページ)

カタログへのボルトのインポート

ボルトは、.boltsファイルとしてインポートおよびエクスポートされま

す。 .boltsファイルには、1 つまたは複数のボルトを含めることができます。

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

2. [ボルト]リスト内で右クリックし、[インポート]を選択します。

3. インポートファイルを選択します。
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4. [OK]をクリックします。 

[ボルト]リストにボルトが元の名前で表示されます。

5. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの screwdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

ボルトカタログのインポート (227 ページ)

ボルトカタログの一部のインポート (227 ページ)

カタログへのボルトセットのインポート (225 ページ)

カタログからのボルトのエクスポート (225 ページ)

カタログからのボルトのエクスポート

ボルトは、.boltsファイルとしてインポートおよびエクスポートされま

す。 .boltsファイルには、1 つまたは複数のボルトを含めることができます。

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

2. [ボルト]リストからボルトを選択します。 

複数のボルトを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用します。

3. [ボルト]リスト内で右クリックし、[エクスポート]を選択します。

4. エクスポートファイルの保存先フォルダを参照します。

5. [選択]ボックスにファイルの名前を入力します。

6. [OK]をクリックします。

参照項目

カタログからのボルトセットのエクスポート (226 ページ)

ボルトカタログ全体のエクスポート (228 ページ)

カタログへのボルトのインポート (224 ページ)
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カタログへのボルトセットのインポート

ボルトセットは、.bassファイルとしてインポートおよびエクスポートされま

す。 .bassファイルには、1 つまたは複数のボルトセットを含めることができま

す。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

2. [ボルトセット]リスト内で右クリックし、[インポート]を選択します。

3. インポートファイルを選択します。

4. [OK]をクリックします。 

[ボルトセット]リストにボルトセットが元の名前で表示されます。

5. [OK]をクリックします。 

[保存の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [変更をモデルディレクトリに保存]を選択して、変更内容を現在のモデルフォ
ルダの assdb.dbファイルに保存し、[OK]をクリックします。

参照項目

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

ボルトカタログのインポート (227 ページ)

カタログへのボルトのインポート (224 ページ)

カタログからのボルトセットのエクスポート (226 ページ)

カタログからのボルトセットのエクスポート

ボルトセットは、.bassファイルとしてインポートおよびエクスポートされま

す。 .bassファイルには、1 つまたは複数のボルトセットを含めることができま

す。

1. [ファイル]メニューで、 [カタログ] --> [ボルトセットカタログ] をクリックし、
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを開きます。

2. [ボルトセット]リストからボルトセットを選択します。 

複数のボルトセットを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用します。

3. [ボルトセット]リスト内で右クリックし、[エクスポート]を選択します。

4. エクスポートファイルの保存先フォルダを参照します。

5. [選択]ボックスにファイルの名前を入力します。

6. [OK]をクリックします。
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参照項目

ボルトカタログ全体のエクスポート (228 ページ)

カタログからのボルトのエクスポート (225 ページ)

カタログへのボルトセットのインポート (225 ページ)

ボルトカタログのインポート
ボルトカタログは、.lisファイルとして Tekla Structures モデルにインポートされ

ます。

1. ボルトカタログをインポートするモデルを開きます。

2. インポートする screwdb.lisファイルを現在のモデルフォルダにコピーし

ます。

3. 現在のモデルフォルダから screwdb.lisボルトカタログファイルをインポ

ートするには、[クイック起動]に移動し、「ボルトデータベースのインポート」

と入力して、表示されるリストから[ボルトデータベースをインポート]コマン
ドを選択します。 

Tekla Structures では、インポートファイルにあるエントリと同じ名前のエント
リは置き換えられません。

4. ステータスバーにエラーメッセージが表示されていないかどうかをチェック
します。 

エラーを表示するには、[ファイル]メニューに移動し、 [ログ] --> [セッション
履歴ログ] をクリックします。

参照項目

ボルトカタログの一部のインポート (227 ページ)

ボルトカタログ全体のエクスポート (228 ページ)

ボルトカタログの一部のインポート
ボルトカタログ全体をインポートする必要がない場合は、インポートする部分を選
択できます。

ヒン
ト

一部のボルトまたはボルトセットだけをインポートする場合は、対応する
カタログのインポート/エクスポートコマンドを使用します。

1. 使用するボルトカタログを含むモデルを開きます。

2. [クイック起動]に移動し、「ボルトデータベースのエクスポート」と入力して、

表示されるリストから[ボルトデータベースをエクスポート]コマンドを選択
します。 

ボルトカタログは screwdb.lisファイルとして現在のモデルフォルダに保

存されます。
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3. メモ帳などのテキストエディタで screwdb.lisファイルを開きます。 

各エントリが個別の行に表示されます。

4. ファイルから不要な行を削除します。 

警告 STARTLIST行と ENDLIST行は削除しないでください。

5. ファイルを screwdb.lisという名前で保存します。

6. ボルトカタログをインポートするモデルを開きます。

7. インポートする screwdb.lisファイルを現在のモデルフォルダにコピーし

ます。

8. 現在のモデルフォルダから screwdb.lisボルトカタログファイルをインポ

ートするには、[クイック起動]に移動し、「ボルトデータベースのインポート」

と入力して、表示されるリストから[ボルトデータベースをインポート]コマン
ドを選択します。

参照項目

カタログへのボルトのインポート (224 ページ)

カタログへのボルトセットのインポート (225 ページ)

ボルトカタログのインポート (227 ページ)

ボルトカタログ全体のエクスポート (228 ページ)

ボルトカタログ全体のエクスポート
ボルトカタログは、Tekla Structures モデルから.lisファイルとしてエクスポート

されます。

1. エクスポートするボルトカタログを含んだモデルを開きます。

2. [クイック起動]に移動し、「ボルトデータベースのエクスポート」と入力して、

表示されるリストから[ボルトデータベースをエクスポート]コマンドを選択
します。 

エクスポートされたボルトカタログは、screwdb.lisファイルとして現在の

モデルフォルダに保存されます。

ヒ
ン
ト

[ボルトデータベースをエクスポート]コマンドでは、ボルトカタログ全
体がエクスポートされます。 ボルトカタログの一部のみをエクスポー
トするには、エクスポートファイルを変更して必要な要素だけを含めま
す。 [ボルトカタログ]ダイアログボックスからボルトをエクスポート
することもできます。また、[ボルトセットカタログ管理]ダイアログボ
ックスからボルトセットをエクスポートすることもできます。
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参照項目

カタログからのボルトセットのエクスポート (226 ページ)

カタログからのボルトのエクスポート (225 ページ)

ボルトカタログのインポート (227 ページ)

ボルトカタログの一部のインポート (227 ページ)

ボルト長の計算
Tekla Structures では、ボルト長を計算するときに、ボルトカタログとボルトセット
カタログから取得した値が使用されます。ボルトカタログに目的を満たす長さの
ボルトが含まれていない場合は、ボルトカタログに追加する必要があります。

[ボルト] プロパティ の次の [製品] 設定は、ボルト長の計算プロセスに影響します。
チェック ボックスがオンになっている場合は、ボルト要素がボルト セットで使用
されます。

ボルト セット ボルト要素

1:チェック ボックスがオフになってい
る場合は、孔のみが作成されます。

2:ワッシャー (1)

3:ワッシャー (2)

4:ワッシャー (3)

5:ナット (1)

6:ナット (2)

以下のチャートと詳細な手順は、ボルト長の計算のプロセスを示しています。
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1. Tekla Structures では、次のようにボルトの 小長が計算されます。

ワッシャー(1)の厚さ(チェックボックスがオンの場合)+

材質の厚さ+

ワッシャー(2)の厚さ(チェックボックスがオンの場合)+

ワッシャー(3)の厚さ(チェックボックスがオンの場合)+

ナット(1)の厚さ+

ナット(2)の厚さ+

付加長

2. Tekla Structures では、ボルトカタログで一致する も近いものが検索されま
す。

3. Tekla Structures では、軸の長さが次の値よりも短くなるように、必要なワッシ
ャーの数( 大 10 個)が計算されます。

ナット(1)の厚さ+

材質の厚さ+

ナット(2)の厚さ+

ワッシャー(1)の厚さ+

ワッシャー(2)の厚さ+

(ワッシャーの数*ワッシャー(3)の厚さ)

4. Tekla Structures により、手順 2 で検索されたボルトの長さが次の値を超えてい
るかどうかがチェックされます。

付加長+
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ナット(1)の厚さ+

材質の厚さ+

ナット(2)の厚さ+

(ボルトカタログからの)余長+

ワッシャー(1)の厚さ+

ワッシャー(2)の厚さ+

(フィッティングワッシャーの数*ワッシャー(3)の厚さ)

5. 選択したボルトが手順 4 の条件を満たしていれば手順 6 に進み、満たしていな
ければ手順 2 に戻ります。

6. Tekla Structures は、選択したボルトが次のすべての条件を満たしているかどう
かを確認します。

• 部材内ねじ山が可能なこと。これができない場合でも、ボルト径に応じて、
3～4mm の部材内ねじ山を常に使用できる計算になります。ボルト径が
24 mm 以上の場合は、4mm を使用できます。それ以外の場合は、3mm を
使用できます。

• 軸の長さは次の長さを超えている必要があります。

材質の厚さ+

付加長+

ワッシャー(1)の厚さ（チェックボックスがオンの場合）-

使用できる 大部材内ねじ山(部材内ねじ山なしの場合) = 3 mm または 4
mm

• 軸の長さは次のように計算されます。

ねじの長さ - ねじ山の長さ - ねじ端部。

• ねじ端部は、軸とねじとの間のボルトの部分を指します。ねじ端部の長さ
は次のように計算されます。

ボルトの直径 (mm) ねじ端部 (mm)
>33.0 10.0
>27.0 8.0
>22.0 7.0
>16.0 6.0
>12.0 5.0
>7.0 4.0
>4.0 2.5
≤4 1.5

7. 選択したボルトが上記のすべての条件を満たさない場合、Tekla Structures は手
順 2 に戻り、次に も長いボルトを試します。
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8. 詳細オプション XS_BOLT_LENGTH_EPSILONが設定されていれば、ボルト長

の計算が不正確になるのを回避するために、材質厚に対して ε(イプシロン)の
加減算が行われます。

たとえば、長さの計算値が 38.001mm の場合に ε が考慮されないと、39mm の
ボルトの長さが選択される可能性があります。

参照項目

ボルトカタログとボルトセットカタログの連動のしくみ (217 ページ)

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

ボルトカタログのプロパティ
[ボルトカタログ]ダイアログボックスを使用して、ボルト、ワッシャー、ナットな
どの個々のボルト要素を表示および変更します。単位は、 [ファイル] メニュー -->
設定 --> オプション --> 単位と小数点 の設定によって異なります。

オプション 解説

タイプ ボルト要素のタイプ。次のオプションがあります。

 (ナット)

 (ワッシャー)

 (スタッド)
[標準] ボルト要素標準の名前。

ボルトセットでボルト要素を定義するために、[ボルトセットカタロ
グ]ダイアログボックスで使用されます。

ボルト要素タイプを互いに区別できるように、ボルト、ナット、ワ
ッシャー、スタッド標準に異なる名前を使用します。

直径 ボルト要素の直径。

[長さ] ボルト要素の長さ。

重量 ボルト要素の重量。
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オプション 解説

[余長設定...] ナットから突出するボルトの部分の長さ。

この値は、ボルトの長さを計算する場合に使用されます。

頭部厚 ボルトヘッドの厚み。

ねじ切長 ボルト軸のねじ部分の長さ。

頭なしボルトを使用する場合、ボルトの長さの計算(値は 0)には使用
されません。

ﾜｯｼｬｰ許容精度 ワッシャーの内径とボルト径との間の隙間。

ボルトに合ったサイズのワッシャーを検索する場合に使用されま
す。ボルトの長さを計算する場合には使用されません。

6 角短径 必要なレンチのサイズ。

計算上の厚さ ナットまたはワッシャーの計算上の厚さ。

余長の値は、ボルト長の計算に使用されます。

実際の厚さ ナットまたはワッシャーの実際の厚さ。

情報提供目的のみに使用します。

内径 ナットまたはワッシャーの内径。

情報提供目的のみに使用します。

外径 ナットまたはワッシャーの外径。

情報提供目的のみに使用します。

6 角長径 6 角形の直径。

情報提供目的のみに使用します。

参照項目

カタログへのボルトの追加 (219 ページ)

ボルトカタログとボルトセットカタログの連動のしくみ (217 ページ)

ボルトセットカタログのプロパティ
[ボルトセットカタログ]ダイアログボックスを使用して、ボルトセットのプロパテ
ィを表示および変更します。単位は、 [ファイル] メニュー --> 設定 --> オプション
--> 単位と小数点 の設定によって異なります。

オプション 解説

短縮名 この名前は図面とレポートで使用されます。通常は、特定のボル
トの商品名です。
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オプション 解説

[標準] [ボルトセットカタログ]ダイアログボックスのボルトセットリス
トに表示されるフルネームです。[ボルトプロパティ]ダイアログ
ボックスの[ボルトセット名]リストにもこの名前が表示されます。

この値は、ボルトの長さを計算する場合に使用されます。

[材質] ボルトセットの材質。

[仕上げ] 仕上げのタイプ。

[等級] ボルトセットの等級。

[呼びに加える
値]

ボルトセットの隙間。

ボルトの計算に付加する長さ。

オプション 解説

[余長設定...] [余長設定]オプションで、ボルトがナットから突出する長さを制御
します。

[余長設定]オプションを使用して、選択したボルトセット名を使用
し、選択した径を持つすべてのボルトの余長設定の値を更新しま
す。

この値は、ボルトの長さを計算する場合に使用されます。

付加長の値が 1 つのボルトセットの全部または個々の径に
影響するかどうかを選択します。

付加長の値を入力します。

値が径に対して絶対的または相対的であるかどうかを選択
します。
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参照項目

カタログへのボルトセットの追加 (222 ページ)

4.11 アプリケーションとコンポーネント カタログのカスタマイ
ズ
カタログ定義ファイルを使用してアプリケーションとコンポーネントカタログの
カタログ定義設定を変更し、グループ構造を会社のニーズに合わせて設定できま
す。新しい Tekla Structures バージョンにアップグレードしたときは、設定とグルー
プ構造を必ず確認してください。

カタログの定義ファイル (ComponentCatalog.xml) は、XS_SYSTEM、

XS_FIRM、XS_PROJECT で指定されたフォルダーおよびモデル フォルダーにあり
ます。フォルダー検索順序の詳細については、「フォルダーの検索順序 (326 ペー
ジ)」を参照してください。フォルダー検索順序の詳細については、「フォルダーの
検索順序 (326 ページ)」を参照してください。

アプリケーションとコンポーネント カタログのグループ構造を作成するときに、

XS_SYSTEM で指定されたフォルダーにあるカタログ定義ファイルの 上位の構造

を定義します。特定の設定に不要なグループ構造およびカタログの内容を非表示
にするには、それらの設定のカタログ定義ファイルを編集します。

[アプリケーションとコンポーネント] カタログの使用方法についての一般的な指
示は、「[アプリケーションとコンポーネント] カタログの使用方法」を参照してく
ださい。

カタログの編集

1. XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT 詳細設定を TRUE に設

定すると、カタログ定義ファイルを編集できます。

2. [アプリケーションとコンポーネント] カタログで  [高度な機能へのアク
セス] > [カタログ管理] > [編集モード] をクリックして、編集するカタログ定義
ファイルを選択します。 

ファイルのリストには、すべての環境フォルダー、プロジェクトおよび企業フ
ォルダー (定義されている場合)、およびモデル フォルダーが表示されます。
必要なカタログ定義ファイルフォルダーのパスは、XS_SYSTEMXS_SYSTEM に
定義できます。

XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT が TRUE に設定されてい

ない場合は、XS_SYSTEM 内のファイルの横に小さい警告アイコンが表示され

ます。この図は、淡色表示のファイルの横に警告アイコンが表示されている状
態を表しています。
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淡色表示のファイルは存在していませんが、それらを選択し、[編集モード] メ
ッセージ ボックスで [はい] と答えることで、それらのファイルを作成できま
す。

ファイルの横にある  をクリックして既存のファイルを削除できます。
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3. 編集するファイルを選択します。 
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フォルダー名の前にあるチェック マークは現在編集中のファイルを示しま
す。

4. カタログの内容を整理するためのグループおよびサブグループを新規作成す
るには、カタログ内で右クリックし、[新規グループ...] を選択します。

5. グループ化が解除されたアイテム から、新しいグループまたは事前定義した
その他のカスタム グループに内容を移動します。アイテムを別のグループに
移動するには、そのアイテムを右クリックし、[グループに追加] を選択して、
目的のグループを選択します。 
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[グループ化が解除されたアイテム] グループは常に空にしておくことが重要
です。Tekla Warehouse からダウンロードされるすべてのアイテムが、このグ
ループ内に置かれるためです。[グループされたアイテムを配置すると、
ungrouped アイテムに自動的に削除されます。

コンテンツをグループに収集し、カタログ定義ファイルとして発行する方法に
ついては、「Publish a group in the Applications & components catalog」を参照して
ください。
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カタログの維持

[アプリケーションとコンポーネント] カタログの構造とコンテンツを明確で秩序
のある状態に維持するには、グループを 新で整理された状態に保ち、不要なアイ
テムをカタログ定義ファイルから削除します。

1. [アプリケーションとコンポーネント] カタログの右下隅にある  をクリ
ックし、メッセージ ログを表示します。 

カタログ定義ファイルで定義されたアイテムが Tekla Structures ソフトウェア
から削除された場合、削除されたアイテムは [アプリケーションとコンポーネ
ント] カタログのエラー メッセージ ログに含まれます。

2. ログに、見つからないアイテムの参照が含まれている場合は、該当する
ComponentCatalog.xml ファイルを編集して参照を手動で削除します。 

編集する前に、そのファイルのバックアップ コピーを取ることをお勧めしま
す。

3. これらの変更によって新たにエラーが生じないこと、または [アプリケーショ
ンとコンポーネント] カタログ内のグループ構造が崩れないことを、十分にテ
ストします。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。

4. 新たに追加されたアイテムは [グループ化が解除されたアイテム] グループに
置かれます。グループ内に新しいアイテムがある場合は、それらを適切な事前
定義グループに移動し、必要に応じて特定の設定に対して非表示にします。

5. 適切なサムネイルを必要に応じてアイテムに追加します。
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5 Tekla Structures のファイルとフォ
ルダ

Tekla Structures が情報をどこに保存するのか、また Tekla Structures に含まれるファ
イルのタイプ、ファイルの場所、そしてファイルの使用方法について理解しなけれ
ばならない場合があります。

Tekla Structures には、ソフトウェアの動作方法に影響する大量のファイルが含まれ
ています。どのファイルがどの機能を制御するか、および触れることをお勧めしな
いファイルについて知っておくことが重要です。

初期化ファイルの読み取り順序も非常に重要です。Tekla Structures を開いたとき
にファイルが読み取られる順序を把握して、ファイルに不要な変更を加えないこと
が重要です。

参照項目

初期化ファイル(.ini ファイル) (243 ページ)

入力ファイル(.inp ファイル) (273 ページ)

オプションと詳細設定が格納されるファイル (251 ページ)

データファイル(.dat ファイル) (286 ページ)

メッセージファイル (287 ページ)

標準ファイル (289 ページ)

プロパティ ファイル (289 ページ)

カタログファイル (292 ページ)

フォント ファイルとフォント変換ファイル (295 ページ)

シンボルファイル (296 ページ)

イメージファイル (297 ページ)

テンプレート、レポート、および図面に関連するファイル (296 ページ)

ログファイル (297 ページ)

モデルフォルダのファイルとファイル拡張子 (304 ページ)
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ディレクトリ ブラウザーでの Tekla Structures のファイルとフォルダーの場所の確
認と変更 (325 ページ)

フォルダの検索順序 (326 ページ)

プロジェクト フォルダーおよび企業フォルダーの作成 (242 ページ)

特定の隠しファイルおよびフォルダーの場所 (328 ページ)

5.1 プロジェクト フォルダーおよび企業フォルダーの作成
プロジェクト フォルダーと企業フォルダーは、カスタマイズしたファイルに使用
します。 そのようなファイルとしては、カスタム リボン、図面スタイル、プロフ
ァイル カタログ、材質カタログ、後で使用するために保存するその他の設定があ
ります。 新しいモデルを作成したり、新しいバージョンの Tekla Structures をイン
ストールするたびに、同じファイルを使用できます。 また、システム ファイルを
上書きしないため、簡単にデフォルト設定に戻すことができます。

プロジェクト フォルダーは、特定のプロジェクトでのみ使用するカスタマイズし
たファイルに使用します。 プロジェクトが、異なる場所の別々のチームによって
作成された複数のモデルで構成されている場合があります。 このような場合、プ
ロジェクト固有のファイルと設定をプロジェクト フォルダーに保存すると、プロ
ジェクトの全員がそれらのファイルと設定を使用できます。 また、プロジェクト
が、異なる会社で共有される 1 つのモデルで構成されている場合もあります。

企業フォルダーは、組織または会社全体のためにカスタマイズしたファイルの保存
場所となります。 これらの設定とファイルは、会社内のすべてのプロジェクトで
使用するためのものです。 たとえば、使用すべき特別な図面レイアウト基準があ
る会社の仕事を定期的にするとします。 その会社用に図面テンプレートを一度カ
スタマイズし、企業フォルダーのサブフォルダーに保存します。 そうすることで、
その会社の以後のすべてのプロジェクトでカスタマイズした図面テンプレートを
使用できます。

1 つの会社だけで作業する場合、全員がアクセスできるように、通常、企業フォル
ダーとプロジェクト フォルダーはネットワーク フォルダーに置かれます。 それ
らのフォルダーは、XS_FIRM と XS_PROJECT によって定義されます。 モデル シ
ェアリング プロジェクトで作業する場合、それぞれの会社の企業設定を XS_FIRM
によって定義されたフォルダーに格納し、プロジェクト設定を XS_PROJECT によ

って定義された共通のプロジェクト フォルダーに格納する必要があります。 各プ
ロジェクトについて、必要なすべてのフォルダーが含まれた起動用ショートカット
(20 ページ)をデスクトップに作成しておくと便利な場合があります。

警
告

モデル フォルダー以外にある .ini ファイル内の詳細設定の値を変更しても、既存

のモデルには反映されません。 詳細設定は、[詳細設定] ダイアログ ボックスまたは
モデル フォルダーにある options.ini ファイルでのみ更新することができます。

詳細設定 XS_FIRM または XS_PROJECT で定義されているフォルダー内にある
options.ini ファイルからは更新できません。 .ini ファイルは既存のモデルを

開いたときにも読み取られますが、options_model.db または

options_drawings.db に存在していない新しい詳細設定のみが挿入されます。
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これには、たとえば、[詳細設定] ダイアログ ボックスにはまだ表示されていないが、
ソフトウェアでは追加されているオプションがあります。

プロジェクト フォルダーや企業フォルダーの作成

1. ネットワーク ドライブなどの共有場所に空のフォルダーを作成します。

2. フォルダーに適切な名前を付けます。

3. Tekla Structures で、[ファイル] メニューを開いて、[設定 --> 詳細設定 ] をクリ
ックします。

4. [ファイルフォルダ] カテゴリで、手順 1 で詳細設定 XS_FIRM または 
XS_PROJECT 用に作成した企業フォルダーまたはプロジェクト フォルダーの

パスを指定します。

5. Tekla Structures を再起動して、変更内容を反映させます。

参照項目

フォルダの検索順序 (326 ページ)

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

5.2 初期化ファイル(.ini ファイル)
初期化ファイルは、Tekla Structures の起動パラメーターおよびデフォルト設定を定
義するために使用されます。初期化ファイルには、さまざまな詳細設定が含まれま
す。これらの詳細設定を使用して、標準規格や個人または会社の作業スタイルの違
いに応じて Tekla Structures を設定します。

Tekla Structures では、必要な初期化ファイル (243 ページ)がインストール時に自動
的に作成されます。作成される初期化ファイルの数は、インストールした Tekla
Structures 環境の数によって決まります。

参照項目

グローバルなデフォルトの環境設定 - env_global_default.ini (248 ページ)

ローカルな環境設定 - env_<environment>.ini (249 ページ)

役割設定 - role_<role>.ini (249 ページ)
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一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序

以下は、Tekla Structures の起動時に読み取られるすべての一般的な初期化ファイル
のリストです。数字は起動時の読み取り順序を示しています。競合する設定があ
る場合、後に読み取られた設定が前に読み取られた設定よりも優先されます。

警
告

モデルフォルダ以外にある.iniファイル内の詳細設定の値を変更しても、

既存のモデルには反映されません。詳細設定は、[詳細設定]ダイアログボッ
クスまたはモデルフォルダにある options.iniファイルでのみ更新する

ことができます。詳細設定 XS_FIRM または XS_PROJECT で定義されてい
るフォルダ内にある options.iniファイルからは更新できません。.ini
ファイルは既存のモデルを開いたときにも読み取られますが、
options_model.dbまたは options_drawings.dbに存在していない新

しい詳細設定のみが挿入されます。これには、たとえば、[詳細設定]ダイア
ログボックスにはまだ表示されていないが、ソフトウェアでは追加されてい
るオプションがあります。

読み取られたファイルとその読み取り順序を確認するには、 [ファイル]メニュー --
> [ログ] --> [セッション履歴ログ] にアクセスします。

ファイルと読み取り順序 説明

1. fonts_<lang>.ini このファイルはオプションであり、特殊
文字を使用する言語でのみ必要です。
一例としては、日本語用の
fonts_jpn.iniファイルがあります。

このファイルは Tekla Structures
\<version>\nt\bin\ から読み取ら

れます (ファイルが存在する場合)。こ
のファイルは、Tekla Structures がインス
トールされるときに、..\nt\bin フォ

ルダーにインストールされます。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。

2. teklastructures.ini teklastructures.iniファイルは

Tekla Structures を起動します。このファ
イルは..\Program Files\Tekla
Structures\<version>\nt\bin
\から読み取られます。

このファイルには、ソフトウェア ファイ
ルや環境ファイルの場所などの、基本的
なシステム設定が含まれます。このフ
ァイルは、Tekla Structures がインストー
ルされるときに、..\nt\bin フォルダ

ーにインストールされます。このファ
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ファイルと読み取り順序 説明

イルは常に、Tekla Structures の起動時に
読み取られます。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。

3. lang_<lang>.ini このファイルには言語設定が含まれま
す。このファイルは..\Program
Files\Tekla Structures
\<version>\nt\bin\から読み取ら

れます。

このファイルは、Tekla Structures がイン
ストールされるときに、..\nt\bin フ
ォルダーにインストールされます。

..\nt\binフォルダにどの

lang_<lang>.iniファイルが存在す

るかは、ソフトウェアのインストール時
にインストールすることを選択した言
語によります。

読み取られる言語は、前の Tekla
Structures セッションにおいて [ File
menu --> Settings --> Change language ]
で選択した言語によります。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。

4. env_global_default.ini このファイルはすべての環境のデフォ
ルトとして使用されます。このファイ
ルには、グローバルな設定が含まれま
す。env_global_default.iniファ

イル内の設定は、すべての環境設定の基
礎をグローバルに提供します。このフ
ァイル内の設定は、このファイルよりも
後に読み取られる環境固有の初期化フ
ァイルでローカライズし、異なる設定に
することができます。

このファイルは、共通環境インストール
パッケージから ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments
\common\ にインストールされ、Tekla
Structures の起動時にそこから常に読み
取られます。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。
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ファイルと読み取り順序 説明

5. ショートカット/コマンド ラインで -
I <name>.ini を使用して定義されて

いるすべての .ini ファイル

通常はありません。

6.env_<environment>.ini env_<environment>.ini ファイル

には、環境固有の設定を定義するすべて
の詳細設定が含まれます。このファイ
ルは環境フォルダー ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\ から読

み取られます。正確な場所は環境によ
って異なることがあります。

コンピュータ上に存在する
env_<environment>.iniファイル

は、インストールした環境パッケージに
よって異なります。どの
env_<environment>.iniファイル

が読み取られるかは、Tekla Structures の
起動ダイアログボックスで選択する環
境によって異なります。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。

7.role_<role>.ini role_<role>.ini ファイルには、一般

的な役割固有の設定を定義するすべて
の詳細設定が含まれます。このファイ
ルは環境フォルダー ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\ から読

み取られます。正確な場所は環境によ
って異なることがあります。

利用可能な役割は、インストールした環
境によって異なります。

Tekla Structures の起動ダイアログボック
スで役割を選択できます。

たとえば、このファイルには、米国フィ
ート インチ環境設定では、フィート イ
ンチ単位を使用すること、分数を正しく
表示すること、および入力をフィート イ
ンチとして解釈することが定義されま
す。米国メートル法環境設定ではメー
トル単位が使用されます。

注記:これらの設定は変更しないでくだ
さい。
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ファイルと読み取り順序 説明

8. ショートカット/コマンド ラインで -
i <name>.ini を使用して定義されて

いるすべての .ini ファイル

通常はありません。

9.company.ini company.iniファイルは、特定の企業

レベルの設定を統一したい大きな会社
の場合に特に便利です。このファイル
は、詳細設定
XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTOR
Y で指定されたフォルダから読み取ら
れます。このファイルは、詳細設定
XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY
が設定されている場合にのみ読み取ら
れます。

このファイルは必要に応じてシステム
管理者が作成します。インストールに
よって作成されることはありません。

10.user.ini user.iniファイルは、個人のユーザー

設定を保存できる場所です。

このファイルは、ユーザー固有の
options.bin ファイルと同じ場所 (た
とえば、C:\Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Tekla
Structures\<version>
\UserSettings) にあります。

user.iniは、Tekla Structures を初めて

起動し、現在のバージョンを使用してモ
デルを作成および保存したときに、前述
の場所に作成されます。このファイル
は、Tekla Structures の起動時に読み取ら
れます。

[詳細設定]ダイアログボックスで行う詳
細オプションの変更は、その他すべての
初期化ファイル内の設定よりも優先さ
れます(その詳細オプションが両方の場
所に存在する場合)。

user.iniにシステムオプションが含

まれている場合、Tekla Structures を開い
たときにそれらが常に読み取られます。

user.iniにモデル固有のオプション

が含まれている場合、新しいモデルが作
成されるときにそれらが使用されます。

user.iniにユーザー固有のオプショ

ンが含まれている場合、Tekla Structures
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ファイルと読み取り順序 説明

が初めて使用されるときにそれらが使
用されます。

11.システム フォルダー内の
options.ini

フォルダは、詳細設定 XS_SYSTEM で指
定されます。

12.options.ini、企業固有 (存在する

場合)

13.options.ini、プロジェクト固有

(存在する場合)

企業固有またはプロジェクト固有のモ
デル設定が含まれる option.iniファ

イルは、ユーザーが詳細設定 XS_FIRM
および XS_PROJECT で指定した場所に
保存され、そこから読み取られます。こ
れらのファイルは、これらの場所から設
定を読み取るようにモデルが設定され
ている場合、およびユーザーが
options.iniファイルをこれらの場

所に手動で移動した場合に、対象の企業
または指定されたプロジェクト向けに
指定された方法で機能します。
options.iniは、企業フォルダまたは

プロジェクトフォルダにコピーまたは
移動すると、それらのフォルダで作成さ
れます。

モデル固有およびユーザー固有の詳細
オプションの更新は、[詳細設定]ダイア
ログボックスまたはモデルフォルダに
ある options.iniファイルからのみ

実行できます。企業固有またはプロジ
ェクト固有の options.iniファイル

からは更新できません。

企業フォルダまたはプロジェクトフォ
ルダ内の options.iniは、Tekla
Structures を起動するか、モデルを開く
ときに読み取られます。

14.options.ini、モデル固有 モデルフォルダ内の options.ini。

参照項目

カスタマイズされた初期化を使用する起動用ショートカットの作成 (20 ページ)

詳細設定で定義した設定 (271 ページ)

グローバルなデフォルトの環境設定 - env_global_default.ini
env_global_default.ini ファイルでは、詳細設定のグローバルなデフォルト

値が定義されます。ファイルは ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\ から読み取られます。
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警
告

env_global_default.iniファイルを変更しないでください。一部の環

境設定を変更する必要がある場合は、必要な詳細設定をこのファイルからユ
ーザーの user.ini (250 ページ)ファイルにコピーしてそこで設定を変更する
か、[詳細設定]ダイアログボックスで設定を変更します。

ローカルの基準に従って設定される詳細設定については、環境設定ファイル
env_<environment name>.ini (249 ページ) および役割設定ファイル role_<role
name>.ini (249 ページ)を参照してください。ローカルファイルは、
env_global_default.iniで設定されている詳細設定よりも優先されます。

env_global_default.iniファイル内の詳細設定の先頭に remが付いている

場合、ソフトウェアのデフォルト値が使用され、値として表示されます。 新でな
い詳細設定はファイルの 後に表示されます。

参照項目

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

ローカルな環境設定 - env_<environment>.ini
env_<environment>.ini ファイルにはローカルの基準に従って設定される詳

細設定が格納されています。これらはグローバルなデフォルト値とは異なります。
このファイルは環境フォルダー ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\ から読み取られます。正確な場所は

環境によって異なることがあります。

警
告

env_<environment>.iniファイルは変更しないでください。一部の環境

設定を変更する必要がある場合は、必要な詳細設定をこのファイルからユー
ザーの user.ini (250 ページ)ファイルにコピーしてそこで設定を変更するか、
[詳細設定]ダイアログボックスで設定を変更します。

グローバルなデフォルトの環境設定ファイル env_global_default.ini (248 ページ)に
は、詳細設定の完全なリストが格納されています。ローカルファイルは、
env_global_default.iniで設定されている詳細設定よりも優先されます。

参照項目

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

役割設定 - role_<role>.ini
role_<role>.ini ファイルには、一般的な役割固有の設定を定義するすべての

詳細設定が含まれます。このファイルは環境フォルダー ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\ から読み取られ

ます。正確な場所は環境によって異なることがあります。
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警
告

role_<role>.iniファイルは変更しないでください。一部の環境設定を

変更する必要がある場合は、必要な詳細設定をこのファイルからユーザーの
user.ini (250 ページ)ファイルにコピーしてそこで設定を変更するか、[詳細設
定]ダイアログボックスで設定を変更します。

role_<role>.iniファイルには、ローカル領域の一般的な役割要件に従って設

定される詳細設定が格納されています。この設定は env_<environment name>.ini
(249 ページ)の環境設定とは異なります。グローバルなデフォルトの環境設定ファ
イル env_global_default.ini (248 ページ)には、詳細設定の完全なリストが格納されて
います。role_<role>.ini内の詳細設定の設定値は、

env_<environment>.ini内の設定よりも優先されます。

参照項目

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

user.ini ファイルへの詳細設定の追加
user.ini ファイルは、個人のユーザー設定を保存できる場所です。user.iniフ

ァイルは、ユーザー固有の options.bin ファイルと同じ場所にあります (例: ..
\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>\UserSettings)。

注 user.iniファイルにはシステム固有 (271 ページ)の詳細設定のみを追加す

ることをお勧めします。モデル固有 (271 ページ)の詳細設定を追加すること
もできますが、モデル固有の詳細設定は作成される新しいモデルにのみ影響し
ます。ユーザー固有の詳細設定を user.iniに追加しても、options.bin
が user.iniの後に読み込まれ、その値が優先されるため、要望どおりに機

能しない可能性があります。

1. Windows エクスプローラで user.iniファイルを右クリックし、[プログラム

から開く]を選択します。使用可能なプログラムの一覧で、標準のテキストエ
ディタを選択します。

2. 新しい行を挿入して、set、スペース、詳細オプション名、等号、値を続けて

入力します。途中で改行しないでください。

Tekla Structures では、初期化ファイルの setで始まる行だけを読み取ります。

3. user.iniを保存します。

4. Tekla Structures を再起動して、変更内容を反映させます。
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有効な値 例

TRUE
FALSE

set XS_DISABLE_WELD_PREP_SOLID=TRUE
set
XS_UNDERLINE_AFTER_POSITION_NUMBER_IN_HARDSTA
MP=FALSE

1 set XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS=1
0 set XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS=0
文字列値 set

XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol
_table.txt

スイッチ set
XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STR
ING=%%TPL:PROJECT.NUMBER%%
2 つのスイッチを使用します。

ヒ
ン
ト

Tekla Structures の新しいバージョンに移行する場合は、移行ウィザードを使
用して自動的に user.iniファイルを新しいバージョンにコピーできま

す。インストール後、 初に Tekla Structures を起動すると、移行ウィザード
が表示されます。

参照項目

特定の隠しファイルおよびフォルダーの場所 (328 ページ)

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

5.3 オプションと詳細設定が格納されるファイル

警
告

モデルフォルダ以外にある.iniファイル内の詳細設定の値を変更しても、

既存のモデルには反映されません。詳細設定は、[詳細設定]ダイアログボッ
クスまたはモデルフォルダにある options.iniファイルでのみ更新する

ことができます。詳細設定 XS_FIRM または XS_PROJECT で定義されてい
るフォルダ内にある options.iniファイルからは更新できません。.ini
ファイルは既存のモデルを開いたときにも読み取られますが、
options_model.dbまたは options_drawings.dbに存在していない新

しい詳細設定のみが挿入されます。これには、たとえば、[詳細設定]ダイア
ログボックスにはまだ表示されていないが、ソフトウェアでは追加されてい
るオプションがあります。

モデル作成時に起きる事柄

新しいモデルが作成されるときに、Tekla Structures は、モデル固有のオプションと
詳細設定の値を standard.optファイル、および.iniファイルから特定の読み

取り順序 (243 ページ)で読み取り、データベース options_model.dbおよび
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options_drawings.dbと、options.iniファイルをモデルフォルダに作成し

ます。

モデル固有のオプションまたは詳細設定の変更

• [オプション] または [詳細設定] ダイアログ ボックスでモデル固有 (271 ページ)
のオプションまたは詳細設定を変更して、[OK] または [適用] をクリックする
と、その設定が適用されます (適用されない場合は警告メッセージが表示されま
す)。

• 更新されたモデル固有のオプションまたは詳細オプション設定は、モデルが保
存されるときに、モデルフォルダにある options_model.dbおよび

options_drawings.dbに保存されます。

• また、モデルフォルダにある options.iniファイルから更新できる特別なモ

デル固有の詳細設定もいくつかあります。これには、たとえば、[詳細設定]ダ
イアログボックスではまだ表示されていない新しい詳細設定があります。

• モデル固有の詳細オプションは、[詳細設定]ダイアログボックス、またはモデ
ルフォルダにある options.iniファイルでのみ変更できます。

• モデル固有のオプションは、[オプション]ダイアログボックスで手動で変更を
行うか、ダイアログボックスで standard.optファイルの値を読み込むこと

によってのみ変更できます。

ユーザー固有のオプションまたは詳細設定の変更

• [オプション] または [詳細設定] ダイアログ ボックスでユーザー固有 (271 ペー
ジ)のオプションまたは詳細設定を変更して、[OK] または [適用] をクリックす
ると、その設定が ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla
Structures\<version>\UserSettings にある options.bin に保存さ

れます。

• ユーザー固有の詳細オプションは、[詳細設定]ダイアログボックスでのみ変更
できます。

• ユーザー固有のオプションは、[オプション]ダイアログボックスで手動で変更
を行うか、ダイアログボックスで standard.optファイルの値を読み込むこ

とによってのみ変更できます。

[オプション]ダイアログボックスでのカスタム設定の保存

• [上書き保存] ボタンを使用して、[オプション] ダイアログ ボックスで独自のモ
デル固有の設定を保存できます。これにより、standard.opt ファイルがモデ

ル フォルダーにある \attributes フォルダーに保存されます。

詳細設定とその値のリストの作成

• [詳細オプション]ダイアログボックスで[ファイルへの書き込み]をクリックす
ると、テキストファイルに詳細オプションの完全なリストを作成できます。リ
ストには、詳細オプションの名前、現在の値、およびタイプが示されます。

standard.optファイルの詳細については、「Standard.opt の設定」を参照してく

ださい。
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[オプション]ダイアログボックス内の設定
[オプション]ダイアログボックス([ファイル]メニュー > [設定] > [オプション])に
は、多数の Tekla Structures 設定の現在の値が含まれています。

モデリングを開始する前に設定を確認して、必要に応じて変更してください。

このダイアログ ボックス内のモデル固有 (271 ページ) の設定はモデル フォルダに
ある options_model.db データベースと options_drawings.db データベー

スに保存され、ユーザー固有 (271 ページ) の設定はローカルの <user> フォルダに

ある options.bin に保存されます。[オプション] ダイアログ ボックス内のユー

ザー固有のオプションまたはモデル固有のオプションを変更する際に、Tekla
Structures を再起動する必要はありません。

[上書き保存]ボタンを使用して、独自の設定を保存することもできます。次に、
standard.optファイルがモデルフォルダ内の\attributesフォルダに保存さ

れます。このファイルを企業フォルダにコピーできます。モデルを作成するとき
に、standard.optが企業フォルダから読み取られます。

[オプション]ダイアログボックス内のオプションについて以下で説明します。

干渉チェックの設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

干渉チェックのために選択されているオブジェクトのモデリング状態によって、異
なった干渉チェック設定が使用されます。 たとえば、埋込み材をスタッド、鉄骨
部材、鉄筋としてモデリングした場合、それぞれボルト設定、部材設定、鉄筋設定
が該当します。

干渉チェックに関する詳細については、「Detect clashes」を参照してください。

オプション 解説

許容干渉体積 小さい干渉であれば許容でき、無視でき
る場合に、干渉チェックでの許容値を定
義します。

干渉体積が指定した値よりも小さい場

合、たとえば 1 mm3 であった場合、干渉
箇所として検出されません。

現在の体積単位の値を入力します。

[ボルトとボルト付けされた部材の干渉
チェック]

ボルトと関連するボルト部材の間に生
じた干渉をモデルでチェックするかど
うかを定義します。

[はい]を選択した場合、ボルトの実際の
寸法を使用して、丸めなどのボルト部材
の輪郭の実際の形状が Tekla Structures
によりチェックされます。
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オプション 解説

ボルト干渉チェックのエリア定義 ボルトが部材と干渉しているかどうか、
およびボルトを締めるために十分なス
ペースがあるかどうかをチェックする
ために使用します。

ボルト頭またはナットの直径 d(大きい
方の値)、およびナット厚さ t に対するク
リアランス寸法を入力します。 ボルト
部材正面のクリアランスはボルト長と
同じです。

値を入力しない場合、Tekla Structures の
デフォルト値が使用されます。

チェックボックスをオフにすると、クリ
アランスはゼロになります。

Tekla Structures でボルト頭またはナット
の直径がボルトカタログにない場合は、
代わりにシャンク径が使用されます。

鉄筋と鉄骨部材のクリアランス(重なり
を許容する場合は負の値)

鉄骨部材を基準にした場合の鉄筋の
小クリアランスまたは許容される重な
りの長さを定義します。

鉄筋と鉄骨部材の重なりを許容し、鉄筋
のリブを無視するには、負の値を入力し
ます。 大の重なりの長さは、実際の鉄
筋の半径です。

Tekla Structures は鉄筋側面から部材まで
の距離だけをチェックします。Tekla
Structures は鉄筋端部から部材までの距
離はチェックしません。

チェック ボックスをオフにすると、
Tekla Structures はクリアランスをチェッ
クしません。

[鉄筋の隙間(重なりを許容する場合は負
の値)]

他の鉄筋を基準にした場合の鉄筋の
小クリアランスまたは許容されるオー
バーラップを定義します。

鉄筋のオーバーラップを許容する場合
は、負の値を入力します。

チェック ボックスをオフにすると、
Tekla Structures はクリアランスをチェッ
クしません。
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[鉄筋のかぶり厚] 鉄筋のかぶり厚を定義します。

Tekla Structures は、鉄筋が属する部材に
対してかぶり厚をチェックします。
Tekla Structures がチェックするのは、鉄
筋側面から部材表面までの距離のみで
す。鉄筋端部から部材表面までの距離
は、Tekla Structures によってチェックさ
れません。鉄筋が部材表面を貫通して
いる場合は、鉄筋が完全にキャストユニ
ットまたは現場打ちコンクリート部材
の内部に存在していても干渉がレポー
トされます。

チェックボックスをオフにすると、Tekla
Structures によってかぶり厚さはチェッ
クされません。

コンポーネントの設定

Tekla Structures が[コンポーネント]タブの情報を使用するのは、コンポーネントを
使用した部材を作成する場合です。

コンポーネントダイアログボックスで定義されているコンポーネントのプロパテ
ィがこれらの設定よりも優先されます。Tekla Structures でこれらの設定が使用さ
れるのは、コンポーネントダイアログボックスの対応するボックスが空白の場合の
みです。

ここで設定を変更した場合、Tekla Structures 新しい設定は今後作成するコンポーネ
ントにのみ適用されます。つまり、デフォルト値の変更前に作成したコンポーネン
トには、変更が反映されません。

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

オプション 解説

[プロファイル名] プレートのパラメトリックプロファイ
ル頭マークを定義します。フィルター
とウィザードを効果的に使用できるよ
うに、プロファイル名を正しく設定する
ことが重要です。

プロファイル名がプロファイルカタロ
グ内に存在している必要があります。
カタログに名前がないパラメトリック
プロファイルを使用する場合は、 初に
[プロファイルカタログ]にパラメトリッ
クプロファイルの名前を追加してから、
ここで入力します。コンポーネントで
折板を使用する場合は、Tekla Structures
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によって折プレート頭マークが使用さ
れます。

[ボルト] コンポーネントでは、Tekla Structures は
[ボルト縁端距離係数]と[縁端距離の計
算基準]を使用して、作成するボルトが
部材の縁端に近すぎないかどうかをチ
ェックします。近すぎる場合は、警告を
表示します。使用する標準規格に合わ
せてボルト縁端距離係数をチェックし
ます。デフォルトの縁端距離設定は環
境によって異なります。

[縁端距離の計算基準]では、縁端距離の
確認をボルトまたは孔径のどちらに基
づいて行うかを定義します。

接続で使用するデフォルトのボルトプ
ロパティを定義するには、[ボルトセッ
ト名]と[ボルトサイズ]を選択します。

[部材] [材質]では、デフォルトの部材の材質を
定義します。

部材開始番号では、[メイン部材へ溶接
する部材のマーク]と[副部へ溶接する部
材のマーク]、[フリー部材の部材マー
ク]、および[フリー部材の製品マーク]で
ある部材の開始番号を定義します。

定義するマーク シリーズとこれらの設
定を照合して、重複していないことを確
認します。 重複している場合、Tekla
Structures によって同じ部材番号を持つ
2 つの異なる部材が作成される可能性が
あります。 この場合、ナンバリング履歴
ログ ファイル (301 ページ)にエラーが
生成されます。

図面寸法の設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

寸法設定の詳細については、「Define dimensioning」を参照してください。
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[強調] この設定は、[誇張するサイズ]および[誇
張サイズの対象]のデフォルト値を定義
します。

寸法の誇張表示を有効化すると、定義さ
れた上限値より狭い図面寸法が誇張さ
れます。[誇張するサイズ]では、この上
限のデフォルト値を定義します。

[誇張サイズの対象]では、誇張の方法と
して[図面]または[モデル]のどちらを使
用するかを定義します。

• [図面]を選択すると、上限値はビュー
の縮尺で乗算されます。

• [モデル]を選択し、縮尺が 1:10 の場
合は、図面縮尺に関係なく 10mm 未
満のすべての寸法が誇張されます。

誇張した寸法の詳細については、「Create
exaggerated dimensions」を参照してくだ
さい。

[絶対寸法] [絶対寸法の 0(ゼロ)表示] --> [はい] に設
定すると、絶対寸法の 0(ゼロ)表示で 0
が表示されます。

[絶対寸法値を寸法線に平行で表示] -->
[はい] に設定すると、寸法が、絶対寸法
で寸法線に平行に表示されます。

詳細については、「Change the appearance
of absolute dimensions」を参照してくださ
い。

[寸法を注記に含む] [単位]、[表示形式]、および[精度]では、
寸法注記で使用されるデフォルトの単
位、表示形式、および精度を定義しま
す。

使用できる単位:mm、cm、m、フィート
- インチ、cm / m、インチ、フィート。

使用できる形式:###、###[.#]、###.#、
###[.##]、###.##、###[.###]、###.###、
### #/#および###/##.###。

使用できる精度: 0.00, 0.50, 0.33, 0.25,
1/8, 1/16, 1/32, 1/10, 1/100, 1/1000

[自動寸法の中央注記に次の寸法を表示
する]では、製品図、単品図、キャスト
ユニット図、または一般図で二重寸法注
記を作成するかどうかを定義します。
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自動二重寸法の詳細については、「What
are automatic view-level dimensions」を参
照してください。

手動二重寸法の詳細については、「Add
dual dimensions manually」を参照してく
ださい。

Tekla Structures は、図面を作成するとき
に、選択された単位、表示形式、および
精度で、下部の寸法注記を追加します。

[鉄筋にマークを追加] [寸法マーク設定]および[注記付き寸法
マーク設定]では、寸法マークファイル
および注記付きの寸法マークファイル
に使用される事前定義プロパティファ
イルを定義します。

[寸法線の設定]オプションを使用して、
寸法記号プロパティファイルを[寸法記
号プロパティ]ダイアログボックスに保
存すれば、鉄筋の寸法設定に使用できま
す。

寸法と注記の追加の詳細については、
「Add dimensions to reinforcement 」を参照
してください。

[寸法線] [矢印の寸法引出し線の長さ]では、線の
矢印がある寸法の引出し線の長さを定
義します。

引出し線は、線の矢印とは異なる矢印が
ある寸法、および特定のタイプの控え寸
法には適用されません。

[テーパースキュー鉄筋グループ]オプシ
ョンでは、スキュー表示か水平表示を選
択できます。

以下は、スキュー表示されたテーパース
キュー鉄筋グループの寸法例です:
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[テーパー曲線鉄筋グループ]オプション
では、曲線表示か水平表示を選択できま
す。

以下は、曲線表示されたテーパー曲線鉄
筋グループの寸法例です:

図面オブジェクトの設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

オプション 解説

[角処理(面取り)] [ラインの色]では、図面内の角処理のデ
フォルトのラインの色を定義します。

[ラインのタイプ]では、図面内の角処理
のデフォルトのラインのタイプを定義
します。

これらの値は、[部材辺面取りプロパテ
ィ]ダイアログボックスで設定されてい
る値によって上書きされます。

図面上での角処理 (面取り) についての
詳細は、「Edge chamfers in drawings」を
参照してください。
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一般の設定

注意: このページの [自動保存] 設定はユーザー固有です。他の設定はすべてモデ
ル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures を再起動する必要はありませ
ん。

オプション 解説

[自動保存] [自動保存間隔]: [モデル： xx のモデリン
グと編集コマンド実行毎に自動保存]で
は、Tekla Structures によってモデルおよ
び図面が自動保存される頻度を定義し
ます。

この値は、指定したコマンドの実行回数
を表します。たとえば、中断(Esc キーま
たは[編集][中断])せずに多数のオブジェ
クトを作成した場合は、1 つのコマンド
としてカウントされます。

[図面： xx 枚の図面作成毎に自動保存]で
は、何枚の図面が作成されたら Tekla
Structures によって作業を自動保存する
かを定義します。

詳細については、以下を参照してくださ
い。

Save a model

Autosaving in multi-user mode
[デフォルトの適応性] [オフ]は、適応性が定義されないことを

意味します。

[相対]は、ハンドルが、 も近い部材面
までの、部材の外形サイズを基準にした
相対距離を維持することを定義します。

[固定]は、ハンドルが、 も近い部材面
までの絶対距離を維持することを定義
します。

適応性の設定は、部材ごとに個別に変更
することもできます。これらの変更は、
[オプション]ダイアログボックス内のデ
フォルト設定よりも優先されます。

適応性の詳細については、「Modify the
adaptivity of reinforcement, surface
treatment and edge chamfers in parts」を参
照してください。
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荷重モデリングの設定

[矢印のサイズ] タブの設定を使用して、モデル ビューで荷重をスケーリングしま
す。

このページの他のタブを使用して、Tekla Structures が荷重組み合わせに使用する建
物コードと安全係数を定義します。

ノート:

• このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures を
再起動する必要はありません。

• プロジェクトの途中で建物コードや安全係数を変更する必要がないようにしま
す。これらの設定を変更すると、荷重グループ タイプも変更し、荷重組み合わ
せを確認する必要が生じます。

ナンバリングの設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

オプション 解説

[マーク区切り文字] デフォルトのマーク区切り文字を定義
します。オプションは、ドット(.)、カン
マ(,)、スラッシュ(/)、ハイフン(-)です。

[鉄筋マークの区切り文字] デフォルトの鉄筋マークの区切り文字
を定義します。オプションは、ドット
(.)、カンマ(,)、スラッシュ(/)、ハイフン
(-)です。

[部材マーク] デフォルトの部材マークを定義します。
オプションは、[部材マーク]および[結
合:製品マーク/部材マーク]です。

方向マークの設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

部材の向きに影響を与える要因とその影響の詳細については、「Indicate part
orientation」を参照してください。

オプション 解説

[北の指定] [プロジェクト北（グローバル X から半
時計周りの角度)]では、モデル内での北
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方向を定義します。全体座標の x 軸に
対する反時計回りの角度を指定します。

[部材のビュー方向] 図面内でどの方向から部材を表示する
かを定義します。

[梁の斜め許容値]
[柱の傾き許容値]

Tekla Structures では、方向マークを作成
するときに、角度の許容範囲を使用して
部材が梁と柱のどちらであるかを判断
します。Tekla Structures では、許容範囲
外の部材はブレースとして処理されま
す。

角度が 80°を超える斜めの部材は柱で
す。

角度が 10°未満の斜めの部材は梁です。

[優先するマークの位置] 図面内の部材マークの位置(部材の左端
または右端)を定義します。

[柱マークを中心に配置] この設定は柱にのみ影響します。

[はい]を選択すると、プランビューで柱
の中心に部材マークが配置されます。
部材の方向を示すには、部材マークに方
位([正面の方位])を代わりに含めます。

[いいえ]を選択すると、一般図および製
品図で同じフランジに部材マークが配
置されます。
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鉄筋セットの設定

注意: このページの設定はモデル固有であり、鉄筋セットのみに適用され、単体の
鉄筋、鉄筋グループ、または溶接金網には適用されません。これらの設定を変更し
ても Tekla Structures を再起動する必要はありませんが、[コンクリート] タブで [鉄
筋セット] --> [鉄筋セットの再生成] コマンドを使用して、変更をモデル内の既存の
鉄筋に適用する必要があります。

オプション 解説

[コンクリート カバー] 鉄筋セット内の鉄筋と、コンクリート部
材または現場打ちコンクリート部材オ
ブジェクトの次の面の間の、デフォルト
のコンクリートかぶり厚を定義します。

• 上面

• 下面

• 側面

オブジェクト側面のコンクリート カバ
ーは、現在の作業平面ではなくモデルの
全体座標系にに従います。

また、ユーザー定義情報を使用して、部
材ごとに個別にコンクリート カバーの
設定を定義できます。これらの変更は、
[オプション] ダイアログ ボックス内の
デフォルト設定を置き換えます。詳細
については、「Define the reinforcement
cover thickness」を参照してください。

[作成する 小長] Tekla Structures が短すぎる鉄筋を作成し
ないように、[鉄筋 小長] を定義しま
す。この設定は、主に直線の鉄筋用で
す。鉄筋の 小長を [距離] または [鉄筋
径の係数] として入力します。

曲げ鉄筋の [開始/終了脚の 小直線長]
を定義します。脚の 小長を [距離] ま
たは [鉄筋径の係数] として入力します。

切欠 モデル内で直線の鉄筋の長さ、 初と
後の脚の長さ、および中間の脚の長さを
丸めるかどうかと、鉄筋の長さを丸めの
精度に従って も近い適切な数に切り
上げるか、切り下げるか、または丸める
かを定義します。

分割線の位置で、鉄筋の長さをどの程度
切り上げるかを定義します。

丸め設定は、[鉄筋セット] プロパティ お
よび [鉄筋プロパティ モディファイア
ー] プロパティ でも使用できます。
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ステップのテーパー 直線の鉄筋、 初と 後の脚、および中
間の脚にテーパー ステップの値を定義
します。

ステップのテーパー設定は、[鉄筋セッ
ト] プロパティ および [鉄筋プロパティ
モディファイアー] プロパティ でも使
用できます。

単位と小数点の設定

注意: このページの設定はモデル固有です。設定を変更する際に、Tekla Structures
を再起動する必要はありません。

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

単位と小数点の設定の詳細については、「単位と小数点の変更」を参照してくださ
い。

オプション 解説

[長さ] mm、cm、m、in、ft、ft-in
[角度] o、rad
[バネ定数]
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[回転バネ定数]

[係数] 矢印ボタンを使用して値を入力します。

[力]

[分布荷重]

[分布荷重（変分布）]
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[モーメント]

[分布モーメント]

[温度] oC、oF、K
[変位]

[断面寸法]

[角度] o、rad
[面積]

[断面係数]

[断面２次モーメント] mm4、cm4、in4
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[断面二次半径]

[ねじり係数] mm4、cm4、in4
[曲げねじり抵抗] mm6、cm6、in6
[塗装面積]

[力]
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[ヤング係数]

[比重]

[重量]

[ひずみ] o/oo、%
[温度膨張係数] 1/oC、1/oF、1/K
[比率] o/oo、%
[体積]

[長さ] mm、cm、m、in、ft、ft-in
[角度] o、rad
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[補強面積]

[横方向補強]

[重量]

[質量/長さ]

[体積]

[力]

[分布荷重]
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オプション 解説

[分布荷重（変分布）]

[モーメント]

[温度] oC、oF、K
[応力]

[変位]
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参照項目

オプションと詳細設定が格納されるファイル (251 ページ)

詳細設定で定義した設定

詳細オプションは、ユーザー固有、モデル固有、システム固有、役割固有のいずれ
かになります。

• [ユーザー固有の詳細設定] は、ローカルの options.bin ファイルに保存され

ます。このファイルはデフォルトで C:\Users\<user>\AppData\Local
\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings に保存され、

ユーザーが所有するすべてのモデルにおいて、指定された方法で機能します。
詳細設定 XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY を使用すると、フォルダーを変更
できます。[詳細設定] ダイアログ ボックスでは、タイプは USER になります。
一部のユーザー固有の詳細設定については、値を変更した後に Tekla Structures
を再起動する必要があります。

• モデル固有の詳細オプションは、現在のモデルにおいてのみ、指定された方法
で機能します。モデル固有の詳細オプションは、モデルフォルダにある
options_model.dbおよび options_drawings.dbに保存されます。[詳細

オプション]ダイアログボックスでは、タイプは MODEL または DRAWING に
なります。[詳細オプション]ダイアログボックスに表示されない一部の特別な
モデル固有のオプションは、モデルフォルダにある options.iniファイルか

ら変更できます。

• システム固有の詳細設定は、Tekla Structures のすべてのセッションに適用され、
指定された方法ですべてのユーザーのすべてのモデルで機能します。[詳細設
定] ダイアログ ボックスでは、タイプは SYSTEM になります。システム固有の
詳細設定は、オプションの横にある [SYSTEM] をクリックし、これを
[MODEL(SYSTEM)] に変更することによって、オプション データベースに保
存されます。変更された値は、現在のモデルにのみ適用されます。
[MODEL(SYSTEM)] 詳細設定は、[SYSTEM] に変更することによって
[SYSTEM] に戻すことができます。この場合、そのオプションの値はオプショ
ン データベースから削除されます。一部のシステム固有の詳細設定について
は、値を変更した後に Tekla Structures を再起動する必要があります。

システム固有の詳細オプションは、次の環境.iniファイルから読み込まれま

す。

• グローバルなシステム設定は、..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\ にある共通の

env_global_default.ini (248 ページ) から読み取られます。これらの設定がす
べての環境で使用されます。

• 環境固有のシステム設定は、環境フォルダにある env_<environment>.ini
(249 ページ)から読み取られます。役割固有のシステム設定は、グローバル
レベル(env_global_default.ini)で定義されているいずれの設定より

も優先されます。
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• 役割固有のシステム設定は、環境フォルダにある role_<role>.ini (249 ペー
ジ)から読み込まれます。役割固有のシステム設定は、グローバルレベル
(env_global_default.ini)および環境レベル

(env_<environment>.ini)で定義されているいずれの設定よりも優先さ

れます。

• 会社レベルのシステム固有のシステム設定は、他のすべてのシステム固有の
詳細設定よりも優先されます。詳細設定 XS_FIRM および XS_PROJECT の
フォルダを設定して、会社レベルのシステム固有の設定を企業フォルダまた
はプロジェクトフォルダに保存できます。

• 通常、SYSTEM(ROLE)オプションは役割固有です。この設定は、.iniファイ

ルから読み込まれ、データベースには保存されません。設定が変更された場合
やタイプが変更された場合、そのオプションはモデル固有になり、データベー
スに保存されるようになります。MODEL/DRAWING(ROLE)オプションは、タ
イプや設定が変更された SYSTEM(ROLE)オプションです。変更は、モデルと
ともに SYSTEM(ROLE)オプションを、モデルフォルダの下にある
options_model.dbおよび options_drawings.dbに保存する場合に使用

されます。これらの設定は、SYSTEM(ROLE)に戻すこともできます。この場
合、デフォルト値が適用されます。

参照項目

一般的な初期化ファイル(.ini ファイル)とそれらの読み取り順序 (243 ページ)

[詳細設定]ダイアログボックスでの詳細設定の値の変更
詳細設定を使うと、実際のニーズ、プロジェクト固有の必要条件、工業規格などに
合わせて Tekla Structures をカスタマイズすることができます。詳細設定の変更は
[詳細設定]ダイアログボックスでのみ行います。[詳細設定]ダイアログ内の設定
は、他の初期化ファイル内の設定よりも優先されます。

1. [ファイル] メニューで、 [設定] --> [詳細設定] をクリックして [詳細設定] ダイ
アログ ボックスを開くか、Ctrl+E キーを押します。

2. カテゴリをブラウズして目的の詳細設定を探します。 

[検索]ボックスに、検索語を入力することもできます。すべてのカテゴリーで
検索語を検索するには、[すべてのカテゴリー]を選択します。ワイルドカード
も使用できます。たとえば、アンカーおよびフィルターという単語が含まれ、

これら 2 つの単語の間に文字が含まれるすべての詳細オプションを検索する
には、アンカー*フィルターと入力します。

3. 値を入力するかリストから選択して、詳細設定の値を設定します。 

• オプションタイプの横のリストを使用して、役割固有の詳細オプションの
タイプを SYSTEM (ROLE)から MODEL (ROLE)または
DRAWING(ROLE)に変更できます。また、この逆も可能です。オプション
タイプを SYSTEM(ROLE)に変更すると、値が自動的にデフォルト値に変
更されます。SYSTEM (ROLE)オプションに値を入力すると、タイプが
MODEL (ROLE)または DRAWING(ROLE)に変更されます。
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• システム固有の詳細設定のタイプを [SYSTEM] から [MODEL (SYSTEM)]
に変更できます。この場合、値はオプション データベースに保存されま
す。詳細設定をリセットして [SYSTEM] に戻した場合、値はオプション デ
ータベースから削除され、初期化ファイルで指定された値が使用されます。

• 一部の詳細設定では、スイッチを使用してマークの内容の定義などを実行
できます。 %TPL:PROJECT.NUMBER%.

• [詳細設定] ダイアログ ボックスで詳細設定のスイッチを定義する場合、単
一のパーセント記号でスイッチを囲みます (%xxx%)。ini ファイルでスイ
ッチを定義する場合、二重のパーセント記号でスイッチを囲みます (%
%xxx%%)。

• フォルダー パスを入力する必要がある場合は、フォルダー パスの末尾に円
記号を入力するか、円記号を省略することができます。

4. [適用] または [OK] をクリックします。 

ヒ
ン
ト

テキスト ファイルで詳細設定の完全なリストを作成するには、[ファイ
ルへの書き込み] をクリックします。 リストには、詳細設定の名前、現
在の値、およびタイプが示されます。 ファイルへの書き込みでは、現在
の設定がエクスポートされるだけで、詳細設定を変更することはできま
せん。

参照項目

詳細設定で定義した設定 (271 ページ)

5.4 入力ファイル(.inp ファイル)
Tekla Structures では、入力ファイルを使用してダイアログボックスを管理し、コン
ポーネントの動作を定義します。すべての入力ファイルが拡張子.inpを持ちま

す。

たとえば Tekla Structures のカスタマイズに使用できる入力ファイルを以下に示し
ます。

ファイル 解説

analysis_design_conf
ig.inp

解析設計の設定が含まれています。

fltprops.inp 使用可能な平鋼 (283 ページ)の材質と寸法が含まれ
ています。

objects.inp ユーザー定義情報 (276 ページ)の管理に使用されま
す。

pop_mark_parts.inp ポップマーキングの設定が含まれています。

privileges.inp アクセス権限の制御に使用されます。
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ファイル 解説

profitab.inp 使用可能なパラメトリックプロファイル (164 ペー
ジ)が含まれています。

rebar_config.inp 鉄筋マークの設定が含まれています。

rebar_schedule_confi
g.inp

鉄筋の内部曲げタイプおよびエリア固有の曲げコー
ドに対するそのマッピングが含まれています。

[鉄筋の形状管理]では、より幅広い方法で鉄筋の曲
げ形状を定義できます。

参照項目

環境データベースファイル (278 ページ)

objects.inp ファイルのプロパティ

次の例は、objects.inpの主なプロパティを示しています。

プロパティ 例で使用されている値 説明

attributeまたは
unique_attribute

attribute attributeは、他の部材

プロパティと共にコピー
される通常の属性です。

unique_attributeは、

コピー不可の属性です。
属性の値は他の部材には
コピーされません。たと
えば、通常、部材チェック
の状態の属性はコピーで
きません。

attribute_name MY_INFO_1 属性名です。属性値を検
索するために使用されま
す。

使用する属性名が、Tekla
Structures でまだ使用され
ていないことを確認して
ください。名前を常に固
有なものにするには、自分
の名前のイニシャルや会
社名の略称などを名前の
先頭に付けるなどの方法
が考えられます。
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プロパティ 例で使用されている値 説明

属性名では大文字と小文
字が区別されます。属性
名ではスペースまたは予
約文字を使用しないでく
ださい。名前の 大長は
19 文字です。

属性をレポートまたはテ
ンプレートに含めるには、
テンプレートエディタで
属性の名前をレイアウト
に追加します。レポート
の際、または図面を作成す
る際に Tekla Structures が
属性の現在値を表示しま
す。

label_text My Info 1 Tekla Structures のダイア
ログボックスで表示され
るラベルです。

デフォルトの属性が

j_commentのようになっ

ている場合、そのラベルは
joints.ailメッセージ

ファイルからのものです。

value_type string 数値の場合は integer
または float
テキストの場合は
string
変更を禁止するテキスト
の場合は
string_not_modifiab
le。
string_not_modifiab
leプロパティが設定され

たフィールドは常に淡色
表示され、有効と無効を切
り替えることができませ
ん。このフィールド内の
値は、[既定値に設定]ボタ
ンをクリックしても保存
されず、[変更]ボタンをク
リックしても変更されま
せん。

リストの場合は option
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プロパティ 例で使用されている値 説明

小さいカレンダー付きの
日付の場合は date
小さいカレンダー付きの
日付と時刻[12:00]の場合
は date_time_min
小さいカレンダー付きの
日付と時刻[12:00:00]の場
合は date_time_sec

field_format %s ダイアログボックス内の
フィールドの表示形式の
定義

• 文字列の場合は%s
• 数値の場合は%d

特殊なフラグ no noまたは yes
部材の場合: ナンバリング
で考慮されます。

図面の場合: ドキュメント
管理に属性値が表示され
ます。

他の要素の場合: 無効で
す。

check_switch none none
このオプションは使用さ
れません。

attribute_value_max 0.0 0.0
このオプションは使用さ
れません。

attribute_value_min 0.0 0.0
このオプションは使用さ
れません。

ユーザー定義情報 (UDA) の定義と更新
プロパティ パネルおよび多くのダイアログ ボックスには、梁、柱、ボルト、図面
などのさまざまなオブジェクトのユーザー定義情報 (UDA) が含まれています。プ
ロパティ パネルの [その他] ボタンをクリックするか、ダイアログ ボックスの [ユ
ーザー定義情報] ボタンをクリックすると、Tekla Structures にこれらのフィールド
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が表示されます。たとえば、コメント、ロック状態、および架設状況はユーザー定
義情報です。

新しいユーザー定義情報を定義する場合

ユーザー定義情報は、objects.inp (274 ページ) ファイルで管理されます。新しいユ
ーザー定義情報を定義するには、モデル フォルダー、プロジェクト フォルダー、
または企業フォルダーに独自の objects.inp ファイルを作成します。独自のユ

ーザー定義情報を追加したら、[属性定義のエラーチェックと変更] コマンドを実行
してモデルの定義を更新 (277 ページ)する必要があります。

新しいユーザー定義情報を定義する (278 ページ)際は、ユーザー定義情報を一意に
定義する必要があります。これはユーザー定義情報では、梁や柱などのオブジェク
ト タイプごとに異なる定義を設定できないためです。

object.inp ファイルは、ユーザー定義情報がいずれかのファイルにある場合、

ユーザー インターフェイスで表示されるように結合されます。Tekla Structures で
は、情報が重複しないようにファイルが結合されます。Tekla Structures が、異なる
objects.inp ファイルで同一の属性名を検出した場合、 初に読み込まれた

objects.inp ファイルの情報が使用されます。

同じフォルダーに複数の objects.inp ファイルを配置する必要がある場合は、フ

ァイル名にサフィックスを使用して、すべてのファイルを使用することができま
す。こうすることで、同じフォルダー内に複数の objects_<suffix> .inp ファ

イルを置くことができます。たとえば、ファイル名を objects_precast.inp と
することができます。

警
告

objects.inp ファイルを ..\environments\common\inp\ フォルダー

にコピーしないでください。ファイルをコピーすると、不要な重複が作成さ
れ、以後の Tekla Structures による objects.inp の更新が失われる場合があ

ります。

Tekla Structures は、次のフォルダから次の順序で objects.inpを読み込みます。

1. モデル フォルダー

2. プロジェクト フォルダー

3. 企業フォルダー

4. システム フォルダー

5. inpフォルダー

参照項目

環境データベースファイル (278 ページ)

モデルのユーザー定義情報(UDA)の定義の更新
objects.inpファイルを変更してユーザー定義情報の定義を変更したら、モデル

の定義を更新する必要があります。
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1. モデルを開きます。

2. [ファイル]メニューで[エラーチェックと修復]をクリックし、[ユーティリテ
ィ]領域で[属性定義のエラーチェックと変更]をクリックします。 

[属性定義のエラーチェックと変更]ダイアログボックスが開きます。

3. 左側のリストから属性を選択して、現在の定義と objects.inpの定義の比

較を確認します。

4. [現在の設定と比較して objects.inp で違いがあるオブジェクトクラス]リスト
で、更新する定義を選択します。

5. [現在の設定を、選択した objects.inp の設定に変更]をクリックします。

参照項目

ユーザー定義情報 (UDA) の定義と更新 (276 ページ)

環境データベースファイル (278 ページ)

objects.inp ファイルのプロパティ (274 ページ)

例: ユーザー定義情報(UDA)の作成と更新 (278 ページ)

環境データベースファイル
モデルがさまざまな役割で使用される際のモデルの動作の一貫性を確保するため
に、環境データベースファイル(environment.db)には、モデルで使用されるユー

ザー定義情報(UDA)の定義が含まれています。

新しいモデルを作成すると、Tekla Structures によって、objects.inp (274 ページ)ファ
イル内の定義が environment.dbファイルに結合されます。後で新しいユーザ

ー定義情報を objects.inpファイルに追加すると、モデルを開いたときにその定

義が environment.dbに保存されます。

objects.inpファイル内のユーザー定義情報 (276 ページ)は変更できますが、変

更された定義は自動的には有効になりません。競合がある場合は、
environment.db内の定義が優先されます。[属性定義のエラーチェックと変更]
コマンドを実行して environment.dbと objects.inpの間の競合を確認し、更

新する属性の定義を選択する必要があります。

参照項目

モデルのユーザー定義情報(UDA)の定義の更新 (277 ページ)

例: ユーザー定義情報(UDA)の作成と更新 (278 ページ)

例: ユーザー定義情報(UDA)の作成と更新
次の例は、独自のユーザー定義情報(UDA)を作成し、変更された属性定義を使用す
るようにモデルを更新する方法を示しています。
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ユーザー定義情報の作成

1. 新しいモデルを作成して保存します。

objects.inp (276 ページ) ファイルからモデルのユーザー定義情報が結合され、
Tekla Structures によってモデル フォルダーにある environment.db (278 ページ)
ファイルに属性定義が保存されます。

2. モデルを閉じます。

3. 標準のテキストエディタを使用して、モデルフォルダに objects.inpとい

う名前の入力ファイルを作成します。

4. objects.inp に以下の情報を入力します。属性の文字列のプロパティの詳

細については、objects.inp (276 ページ) を参照してください。

/
*********************************************************
******************/
/* 部材のプロパティ */
/
*********************************************************
******************/
part(0,"Part")
{
/* ユーザー定義タブページ */
tab_page("My UDA tab")
{
/* ユーザー定義情報 */
attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none,
"0,0", "0,0")
{
value("", 0)
}
}
tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
modify (1)
}
/
*********************************************************
******************/
/* 柱のプロパティ */
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/
*********************************************************
******************/
column(0,"j_column")
{
/* 上記の part()セクションで定義した */
/* ユーザー定義タブページへの参照*/
tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
modify (1)
テキストファイルの例を表示するには、objects.inp - example 1 をクリックしま
す。

注 ナンバリングにも影響を与えるユーザー定義情報を作成する場合、情報の
special_flag (274 ページ)プロパティを yesに設定します(上記の例では

noです)。さらに、上の例と同様、tab_pageの定義は partセクション

に存在している必要があり、column(beamなど)セクションにはその定義

への参照が 1 つだけ存在している必要があります。

5. objects.inpを保存します。

ユーザー定義情報のテスト

1. モデルを開きます。

2. 鉄骨の柱を作成します。

3. 鉄骨柱をダブルクリックし、プロパティ パネルで鉄骨柱のプロパティを開き
ます。

4. [その他] ボタンをクリックします。

5. [ユーザー定義情報]タブに移動します。

6. [ユーザー定義情報]ボックスに値を入力します。

7. [変更]をクリックします。

8. 鉄骨の柱をコピーします。

9. 新しい鉄骨の柱の[ユーザー定義情報]ボックスを確認します。

属性値もコピーされています。

10. モデルを閉じます。
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一意にするためのユーザー定義情報の変更

1. 標準のテキストエディタを使用して、モデルフォルダにある objects.inp
ファイルを開きます。

2. ユーザー定義情報の前に「unique_」と入力します。

/
*********************************************************
******************/
/* ユーザー定義情報 */
/
*********************************************************
******************/
part(0,"Part")
{
/* 部材属性に共通のタブページ */
tab_page("My UDA tab")
{
unique_attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no,
none, "0,0", "0,0")
{
value("", 0)
}
}
tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
modify (1)
}
/
*********************************************************
******************/
/* 柱のプロパティ */
/
*********************************************************
******************/
column(0,"j_column")
{
tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
modify (1)
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}
これにより、ユーザー定義情報が一意になります。これは、ユーザー定義情報
の値が別の部材にコピーされないことを意味します。

3. objects.inpを保存します。

テキストファイルの例を表示するには、objects.inp - example 2 をクリックしま
す。

一意のユーザー定義情報のテスト

1. モデルを開きます。

2. 鉄骨の柱の[ユーザー定義情報]ボックスに値を入力し、[変更]をクリックしま
す。

3. 鉄骨の柱をコピーします。

4. 新しい柱の[ユーザー定義情報]ボックスを確認します。

5. 値がコピーされているため、モデルのユーザー定義情報は一意ではありませ
ん。environment.db内の定義と objects.inp内の定義が競合していま

す。

ユーザー定義情報の定義の更新

1. [ファイル]メニューで[エラーチェックと修復]をクリックし、[ユーティリテ
ィ]領域で[属性定義のエラーチェックと変更]をクリックします。

[属性定義のエラーチェックと変更]ダイアログボックスが開きます。

2. 左側の[属性]領域で[ユーザー定義情報]を選択します。

[ユーザー定義情報]が、現在の設定では一意ではありませんが、objects.inp
では一意に設定されていることがわかります。

3. 右側の領域で定義を選択します。

4. [現在の設定を、選択した objects.inp の設定に変更]をクリックします。

モデルでユーザー定義情報の定義が更新されました。

[ユーザー定義情報]の値を持つ鉄骨の柱をコピーしても、値は新しい柱にコピ
ーされません。

参照項目

モデルのユーザー定義情報(UDA)の定義の更新 (277 ページ)

ユーザー定義情報 (UDA) の定義と更新 (276 ページ)

objects.inp ファイルのプロパティ (274 ページ)
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図面とレポートでプレートを平鋼として表示
Tekla Structures では、製作のためにプレートを同等の平鋼として表示できます。
Tekla Structures のレポートおよび図面でプレートが平鋼として表示されます。

1. 詳細設定 XS_USE_FLAT_DESIGNATION を TRUEに設定します。

2. 詳細設定 XS_FLAT_PREFIX で平鋼に割り当てる頭マークを設定します。 

たとえば、XS_FLAT_PREFIX=FLATのようになります。

3. 必要に応じてその他の板・フラットバー関連の詳細オプションを設定します。

4. 平鋼の材質、厚み、および幅を Fltprops.inp (283 ページ)ファイルに登録しま
す。

ヒ
ン
ト

• Tekla Structures の米国フィート インチ環境設定で、プロファイルがメートル単位
で表示されることを防ぐには、profitab.inp (179 ページ) ファイルに平鋼の頭マー
クをパラメトリック プロファイルとして追加します。

• 板・フラットバーに関連する詳細オプションについては、[詳細オプション]ダイ
アログボックスの[板・フラットバー]ページも参照して下さい。

Fltprops.inp を使用した平鋼のサイズの定義
環境フォルダー ..\ProgramData\Trimble\TeklaStructures\<version>
\environments\ の下の \profil フォルダーにある Fltprops.inp ファイル

を使用して、平鋼の厚み、幅、および材質を定義します。正確な場所は環境によっ
て異なることがあります。

注 Fltprops.inpファイルをモデルフォルダ、プロジェクトフォルダ、または企業フォ

ルダにコピーし、必要に応じて新しい場所のファイルを変更します。

ファイルの 初の行には、平鋼の材質の定義(引用符" "で囲まれている)と、その後
にプレート厚が含まれています。材質を定義しない場合は、すべての平鋼ですべて
の材質を使用できます。以降の行では、使用可能な平鋼の幅を定義しています。

単位はミリメートルです。

例

Fltprops.inpには次のデータが含まれています。
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上記のデータでは、Tekla Structures によって以下のプレートが平鋼として表示され
ます。

プレート 材質

5x40、5x45、6x50、6x55 すべての材質

8x60、8x65、10x70、10x75 S235
10x100、10x110、15x200、15x220 S275J0

平鋼には、詳細設定 XS_FLAT_PREFIX で設定されている頭マークが割り当てられ
ます。

参照項目

図面とレポートでプレートを平鋼として表示 (283 ページ)

unfold_corner_ratios.inp ファイル内の展開パラメーターの定義
折梁展開パラメーターは、プロファイルが折梁展開されるときの中心軸の位置を定
義します。中心軸は、応力とひずみがゼロのプロファイルの長さに沿って走る線で
す。Tekla Structures では、これらのパラメーターを使用して、NC ファイルを作成
したり、単品図で折梁展開されたプロファイルを表示したりします。

折梁展開パラメーターを定義するには、標準のテキスト エディターを使用して、..
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments
\common\system にある unfold_corner_ratios.inp ファイルを変更しま

す。unfold_corner_ratios.inp ファイルをモデル フォルダー、プロジェクト

フォルダー、または企業フォルダーにコピーし、必要に応じて新しい場所のファイ
ルを変更できます。Tekla Structures では、このファイルがデフォルトの検索順序で
検索されます。

unfold_corner_ratios.inpファイルを変更した後、Tekla Structures を再起動

して変更を反映させます。

注 次のような場合、unfold_corner_ratios.inpファイルの設定は無効にな

ります。

• 詳細設定 XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION が TRUE
に設定されている場合。

• 詳細設定
XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE が
TRUE に設定されている場合。 これは直線区間がある折れ梁にのみ適用
されます。

展開パラメーターのプロパティ

以下では、unfold_corner_ratios.inpファイル内の展開パラメーターの例を

示し、それらのパラメーターについて説明します。

1 HE300A S235JR 0 180 2 0 1000 .7

Tekla Structures のファイルとフォルダ 284 入力ファイル(.inp ファイル)



プロパティ 例で使用されている値 説明

タイプ 1 1は、折れ梁を表します。

2は、折れ梁としてモデリ

ングされたプレート(PLT
など)を表します。

3折梁展開されず、古い折

れ梁計算に従う部材を表
します(たとえば、3 L* *
という行は山形鋼の折梁
展開を無効にします)。

プロファイル HE300A プロファイルでワイルド
カードを使用することも
できます(例: HE300*)。

材質 S235JR 材質でワイルドカードを
使用することもできます
(例:S235*)。

回転/厚さの 小値 0 折れ梁の場合: 長手軸を中
心にプロファイルを回転
させるときの 小角度。

プレートの場合: プレート
の厚さの 小値。

回転/厚さの 大値 180 折れ梁の場合: 長手軸を中
心にプロファイルを回転
させるときの 大角度。

プレートの場合: プレート
の厚さの 大値。

フラグ 2 このプロパティは、次の 2
つのプロパティの影響を
受ける部材の種類を定義
します。

1は鋭角折を表します。

直線状の角処理がある折
れ梁のみが影響を受けま
す。

2は曲線の曲げを表しま

す。曲線状の角処理があ
る折れ梁のみが影響を受
けます。

角度/半径の 小値 0 鋭角折の場合: 小角度

曲線の曲げの場合: 小半
径
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プロパティ 例で使用されている値 説明

角度/半径の 大値 1000 鋭角折の場合: 大角度

曲線の曲げの場合: 大半
径

比率 .7 展開時にプロファイルを
どの程度拡大または縮小
するかを定義します。

比率 = (1 - 中心軸の相対
位置)。

プロファイルの内面のみ
を縮小する場合、比率は 1
です。プロファイルの外
面のみを拡大する場合、比
率は 0 です。デフォルト
では、長さの計算における
比率は 0.5、曲げ半径の計
算における比率は 0.0 で
す。

Tekla Structures は、プロフ
ァイルプロパティが 小
および 大値の範囲内に
ある場合、展開比を適用し
ます。

参照項目

フォルダの検索順序 (326 ページ)

5.5 データファイル(.dat ファイル)
データ ファイルには、特定のコンポーネント (鉄筋の形状管理 など) で使用される
情報が含まれます。

警
告

これらのファイルはコンポーネントの処理または [鉄筋の形状管理] に影響
します。管理者でない限り、この一覧に示すファイルは変更しないでくださ
い。

ファイル 解説

joints.dat ハンドレール(1024)コンポーネントと支柱(S76)コン
ポーネントで使用されるデータが含まれます。[支柱
結合タイプ]オプションで使用されます。

railings.dat ハンドレール(1024)で使用されるデータが含まれま
す。[支柱結合タイプ]オプションで使用されます。
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ファイル 解説

steps.dat 階段(S82)と階段(S71)のデータが含まれます。[踏板]
オプションと[カタログの踏み板]オプションで使用
されます。

std_flange_plates.d
at

テーパーコラム(S99)のデータが含まれます。次のオ
プションで使用されます。

• 外ﾌﾗﾝｼﾞ

• 内ﾌﾗﾝｼﾞ

• ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ

std_stiffener_plate
s.dat

テーパーコラム(S99)で使用されるデータが含まれま
す。[水平スチフナー]ボックスで使用されます。

marketsize.dat 特定の材質の使用可能なマーケットサイズが含まれ
ます。カスタムコンポーネントエディタで

fMarketSize()関数と共に使用できます。

import_macro_data_t
ypes.dat

属性インポートで入力ファイルに含めることができ
るユーザー定義情報が含まれます。

RebarShapeManager.C
ustomProperties.dat

[鉄筋の形状管理] の曲げ形状ルール で使用すること
ができるカスタム プロパティ、テンプレート属性、
およびユーザー定義情報が含まれます。

デフォルト データ ファイルは環境のシステム フォルダーから読み込まれますが、
ユーザー定義データ ファイルはモデルの \attributes フォルダーに保存される

ことに注意してください。

参照項目

Fltprops.inp を使用した平鋼のサイズの定義 (283 ページ)

5.6 メッセージファイル
Tekla Structures では、メッセージファイル内の情報を使用して、ユーザーインター
フェイスにメッセージを表示します。メッセージファイルには、たとえば、ダイア
ログボックスで使用されるテキストが含まれます。

• 拡張子が.ailのメッセージファイルは、..\Tekla Structures
\<version>\messagesフォルダにあります。

• 拡張子が.xmlのメッセージファイルは、..\Tekla Structures
\<version>\messages\DotAppsStringsフォルダにあります。

ファイルには、Tekla Structures ユーザーインターフェイスで利用可能な言語のテキ
ストが含まれます。
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参照項目

メッセージファイルのカスタマイズ (288 ページ)

メッセージファイルのカスタマイズ
Tekla Structures のユーザーインターフェイスに表示されるメッセージをカスタマ
イズできます。

1. 以下のいずれかの操作を行います。 

• .ailメッセージファイルを変更するには、..\Tekla Structures
\<version>\messagesフォルダに移動します。

• .xmlメッセージファイルを変更するには、..\Tekla Structures
\<version>\messages\DotAppsStringsフォルダに移動します。

2. 標準のテキストエディタを使用して、カスタマイズするメッセージファイルを
開きます。

3. 必要に応じて、メッセージを編集します。

4. メッセージファイルを保存します。

例: メッセージファイルのカスタマイズ

この例では、Tekla Structures によって図面内の手前側のプレートに使用されるメッ
セージを変更します。Tekla Structures に、(N/S)ではなく(NS)が表示されるよう

に変更します。

1. ..\Tekla Structures\<version>\messagesフォルダに移動します。

2. 標準テキストエディタを使用して by_number.ailを開きます。

by_number.ailファイルには、Tekla Structures が図面で使用するプロンプト

とデフォルトテキストの両方が含まれています。

3. 次のセクションに移動します。

string by_number_msg_no_675
{
...
entry = ("enu", "(N/S)");
};

4. entry 行の(N/S)を(NS)に変更します。

5. ファイルを保存して閉じます。

参照項目

メッセージファイル (287 ページ)
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5.7 プロパティ ファイル
プロパティ ファイルは、異なるモデル オブジェクトや図面オブジェクトのダイア
ログ ボックスまたはプロパティ パネルで表示されるオブジェクト プロパティと
設定を含むファイルです。

Tekla Structures では、コマンドを適用するときにデフォルトで標準 (289 ページ)プ
ロパティ ファイルが使用されます。デフォルトの標準プロパティ ファイルは、環
境のシステム フォルダーから読み込まれます。

デフォルトのプロパティ ファイルとは別に、ユーザー定義のプロパティ ファイル
を定義できます。定義したプロパティを保存すると、新しいモデル オブジェクト
や図面オブジェクトを作成したときなどに、後で読み込むことができます。Tekla
Structures では、保存したユーザー定義のプロパティ ファイルを、現在のモデルの
\attributes フォルダーに保存します。Tekla Structures

ユーザー定義のプロパティ ファイルを保存するには、以下の操作を行います。

プロパティ パネルを使用する場合 ダイアログ ボックスを使用する場合

1.
[ ] ボタンの横にあるボックス
に、プロパティ ファイルの名前を
入力します。

2.
[ ] をクリックして、プロパティ
ファイルを保存します。

1. [名前を付けて保存] ボタンの横に
あるボックスに、プロパティ ファ
イルの名前を入力します。

2. [上書き保存] または [名前を付けて
保存] をクリックして、プロパティ
ファイルを保存します。

例

標準 (289 ページ)の鉄骨柱プロパティを変更して、custom1 という名前の新しいタ

イプの柱を作成します。

1. プロパティ パネルの鉄骨柱プロパティを開きます。

2. 保存するプロパティを入力または変更します。

3.  ボタンの横のボックスに、新しい柱プロパティの名前 (custom1 など) を
入力します。

4. をクリックします。

Tekla Structures では、新しい custom1.clm プロパティ ファイルを、現在の

モデルの \attributes フォルダーに保存します。

参照項目

モデルフォルダのファイルとファイル拡張子 (304 ページ)
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5.8 標準ファイル
標準ファイルは、コマンドを適用するときに Tekla Structures がデフォルトで使用す
るプロパティ ファイルです。

標準プロパティは、さまざまなモデル オブジェクト (梁、柱、プレートなど) のプ
ロパティ パネルか、図面オブジェクトなどのダイアログ ボックスに表示されます。

標準ファイルを使用する方法

• プロパティ パネルを使用する場合: プロパティ パネルの上側にある [standard]
オプションを選択すると、プロパティが読み込まれます。プロパティはすぐに
使用できます。

読み込んだ値が前の値と異なる場合、プロパティ パネル上で変更したプロパテ
ィがハイライトされます。

• ダイアログ ボックスを使用する場合: [読み込み(L)] ボタンの横にあるリストで
[standard] オプションを選択し、[読み込み(L)] ボタンをクリックすると、プロ
パティが読み込まれます。

標準ファイルには standard.* という名前が付けられます (記号 * はファイル名

拡張子)。たとえば、鉄骨柱のプロパティには standard.clm ファイルが使用され

ます。ユーザー定義情報は、standard ファイルを使用した *.more ファイルとい

う名前で保存されます。たとえば、鉄骨柱のユーザー定義情報には
standard.clm.more ファイルが使用されます。

Tekla Structures では、環境のシステム フォルダーから、デフォルトの standard
ファイルが読み込まれます。

一連の標準ファイルの保存

必要に応じて、一連の standard ファイルを、現在のモデルの \attributes フ
ォルダーに保存できます。

保存した standard ファイルは、後で使用する (作業方法に合わせて Tekla
Structures をセットアップする) ために、プロジェクト フォルダーまたは企業フォル
ダーにコピーできます。

1. 一連の標準ファイルを保存するには、[クイック起動] に移動します。

2. 「現在の設定を登録する」と入力します。

3. リストから [現在の設定を登録する] コマンドを選択します。

Tekla Structures では、以下に列挙する standard ファイルおよび *.more フ
ァイルを ..\TeklaStructuresModels\<model_name>\attributes フ
ォルダーに保存します。

Tekla Structures のファイルとフォルダ 290 標準ファイル



ファイル プロパティ

standard.bpl
standard.bpl.more

折れ板プロパティ

standard.clm
standard.clm.more

鉄骨柱プロパティ

standard.cpl
standard.cpl.more

ポリゴン プレート プロパティ

standard.crs
standard.crs.more

梁 (直交) プロパティ

standard.dia
standard.dia.more

ツイン プロファイル プロパティ

standard.fms
standard.fms.more

フレームの図面出力

standard.fpl
standard.fpl.more

折板プロパティ

standard.ipc
standard.ipc.more

コンクリート アイテム プロパティ

standard.ips
standard.ips.more

アイテム プロパティ

standard.ler
standard.ler.more

レイヤ プロパティ

standard.mvi
standard.mvi.more

モデル ビュー プロパティ

standard.num
standard.num.more

ナンバリングの設定

standard.prf
standard.prf.more

プロジェクトプロパティ

standard.prt
standard.prt.more

鉄骨梁プロパティ

standard.scr
standard.scr.more

ボルト プロパティ

standard.wld
standard.wld.more

溶接プロパティ
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4. attributes フォルダーに保存されている standard ファイルからデフォル

トのプロパティ設定を読み込む場合、[クイック起動] に移動して、[デフォル
トを読み込む] コマンドを使用します。

ユーザー定義標準ファイルの作成

独自の standard ファイルを作成することもできます。Tekla Structures では、ユー

ザー定義標準ファイルを、現在のモデルの \attributes フォルダーに保存しま

す。

1. ユーザー定義 standard ファイルを保存するには、standard ファイルを使

用した名前を付けて保存するプロパティのダイアログ ボックスまたはプロパ
ティ パネルを開きます。

2. プロパティを変更または入力します。

3. プロパティを上書き保存します。

• プロパティ パネルを使用する場合: standard を名前として入力し

、  をクリックします。

• ダイアログ ボックスを使用する場合: [名前を付けて保存] ボタンの横にあ
るボックスに、standard を名前として入力し

、[名前を付けて保存] をクリックします。

Tekla Structures では、standard ファイルと関連する *.more ファイルを、現

在のモデルの \attributes フォルダーに保存します。同じファイル名拡張

子が付いた standard ファイルが \attributes フォルダーにある場合、

Tekla Structures では以前のファイルが上書きされます。

4. standard ファイルを読み込む場合、プロパティ パネルまたはダイアログ ボ
ックスにあるプロパティ ファイルのリストからそのファイルを選択します。

または、attributes フォルダーに保存されている standard ファイルから

デフォルトのプロパティ設定を読み込む場合、[クイック起動] に移動して、[デ
フォルトを読み込む] コマンドを使用します。

参照項目

プロパティ ファイル (289 ページ)

[オプション]ダイアログボックス内の設定 (253 ページ)

5.9 カタログファイル
Tekla Structures では、ASCII ファイルとバイナリファイルを使用して、プロファイ
ル、材質、鉄筋、ボルト、ボルトセットのカタログが管理されます。

各環境に、さまざまなカタログに関連するファイルが格納される独自のフォルダー
があります。たとえば、..\environments\uk\general\profil\ には、英国
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で使用されるカタログ ファイル管理用のファイルが格納されています。ファイル
の正確な場所は、環境ファイルのフォルダー構成によって異なることがあります。

次の表は、カタログに関連するファイルとファイルタイプを示しています。

ファイルタイ
プ

ファイル名 用途 場所

.inp profitab.inp パラメトリックプ
ロファイルに使用
できる名前を定義
します。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

rebar_databas
e.inp

コンクリート構造
で使用される鉄筋
の詳細が含まれま
す。標準の曲げ半
径と標準のフック
寸法の両方が含ま
れます。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

mesh_database
.inp

コンクリート構造
で使用される溶接
金網の詳細が含ま
れます。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

.cnv matexp_<softw
are>.cnv

リンクを通じてモ
デル情報を変換す
るときに材質名を
変換するための情
報が含まれます。
たとえば、DSTV の
場合に S235JR を
FE360B に変換しま
す。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

prfexp_<softw
are>.cnv

リンクを通じてモ
デル情報を変換す
るときに、プロファ
イル名を変換する
ための情報が含ま
れます。たとえば、
DSTV の場合、

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

Tekla Structures のファイルとフォルダ 293 カタログファイル



ファイルタイ
プ

ファイル名 用途 場所

HEA100 を HE100A
に変換します。

にある \profil フォル

ダー内

.clb たとえば、
RU_CF.clb

profitab.inpで

使用されるパラメ
トリックプロファ
イルの定義が含ま
れます。

..\ProgramData
\Tekla Structures
\<version>
\environments
\common\inp

.lis エクスポート時に
ファイル名を定義
できます。

ボルト、プロファイ
ル、および材質のカ
タログをエクスポ
ートするときに作
成されます。

ファイルのエクスポート
先のフォルダを定義でき
ます。

.db assdb.db ボルトセットカタ
ログ。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

screwdb.db ボルトカタログ。 環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

.bin profdb.bin プロファイルカタ
ログ。

環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内

matdb.bin 材質カタログ。 環境フォルダー ..
\ProgramData\Tekla
Structures
\<version>
\environments
\<environment>\ の下

にある \profil フォル

ダー内
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参照項目

プロファイル カタログのカスタマイズ (147 ページ)

材質カタログのカスタマイズ (139 ページ)

ボルト カタログのカスタマイズ (217 ページ)

5.10 フォント ファイルとフォント変換ファイル
フォント ファイルの場所は、teklastructures.ini または環境初期化ファイル

で、詳細設定 DXK_FONTPATH を使用して定義できます。たとえば、..
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments
\common\fonts フォルダーに含まれているフォントを使用できます。

このフォルダには、以下のフォントが含まれます。

フォント フォントタイプ

fixfont.fon Tekla Structures のシステム フォント

romco.fon Tekla Structures のシステム フォント

romsim.fon Tekla Structures のシステム フォント

romsim8.fon Tekla Structures のシステム フォント

フォントは、同じフォルダにあるフォント変換ファイルを使用して変換されます。

ファイル 説明

template_fonts.cnv DWG/DXF にエクスポートするときに、
Tekla Structures のシステム フォント (テ
ンプレート エディタ フォント) を
Windows フォントに変換する場合に使
用されます。

dxf_fonts.cnv DWG/DXF にエクスポートするときに、
True Type フォントを SHX フォント
(AutoCAD が理解できるフォント形式)
に変換する場合に使用されます。

注 キリル文字のフォント GOST 2.304-81 type A.ttf および GOST 2.304-81
type B.ttf は C:\Windows\Fonts フォルダーにあります (..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\fonts フ
ォルダーではありません)。

参照項目

初期化ファイル(.ini ファイル) (243 ページ)
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5.11 シンボルファイル
シンボルは、図面(たとえば、個別のオブジェクトとして)のさまざまな場所やマー
クで使用されます。

シンボルはシンボルエディタで作成できます。この場合、ファイル名拡張子
は.symです。.dwg形式のシンボルも使用できます。

デフォルトでは、Tekla Structures のシンボルファイルは..\environments
\common\symbolsフォルダにあります。

5.12 テンプレート、レポート、および図面に関連するファイル
Tekla Structures には、テンプレート、レポート、図面、および印刷に関連するいく
つかのファイルがあります。

ファイルまたはファイル
タイプ

説明 場所

.rpt テンプレートエディタで
作成されたレポートテン
プレート (330 ページ)

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

.tpl テンプレートエディタで
作成された図面テンプレ
ート (330 ページ)

詳細設定 
XS_TEMPLATE_DIRECTO
RY に定義されているテン

プレート フォルダー

.lay [ Drawings & reports -->
Drawing properties -->
Drawing layout ] コマンド
で作成されたレイアウト
定義。

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

plotdev.bin 出力装置定義。

[Printer Catalog] プリンタ
ー インスタンスです。

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

xdproc マスター図面カタログの
ルールセット

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

xdproc.master マスター図面カタログの
マスター図面ファイル

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

xdproc.master.png マスター図面カタログの
サンプル(プレビュー)イ
メージファイル

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー
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ファイルまたはファイル
タイプ

説明 場所

xdproc.png マスター図面カタログの
サムネールイメージファ
イル

詳細設定 XS_SYSTEM に
定義されているシステム
フォルダー

フォルダー検索順序の詳細については、「フォルダーの検索順序 (326 ページ)」を
参照してください。

デフォルトの図面、レポート、およびテンプレートのファイルは、XS_SYSTEM で
定義されているシステム フォルダー (または XS_TEMPLATE_DIRECTORY フォル

ダー) から読み込まれますが、ユーザー定義ファイルはモデルの \attributes フ
ォルダーに保存されることに注意してください。

5.13 イメージファイル

Tekla Structures では、次のようないくつかの場所でイメージファイルが使用されま
す。

• 図面内のテンプレート

• 図面スナップショット

• コンポーネントのダイアログボックスとサムネール

• 図面の線タイプ

• 仕上げ材ダイアログボックス

• [マスター図面カタログ] (サムネールおよびサンプルイメージ)

• プロファイルプロパティダイアログボックス

Tekla Structures では、以下のイメージファイル形式がサポートされます。

• テンプレート: bmp、gif、grd、jpg、ppm、pgm、rle、tiff、xkrl
• 図面スナップショット、および[マスター図面カタログ]のサムネールおよびサ

ンプルイメージの場合: png
• その他の状況: bmp

参照項目

テンプレートへのイメージの追加 (345 ページ)

5.14 ログファイル
たとえば、モデルにナンバリングしたり、モデルを保存したりすると、Tekla
Structures により情報がログファイルに書き込まれます。
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ファイル 説明

analysis.log 解析を実行すると情報がこのファイル
に格納されます。このファイルには、荷
重分布の実施中に発生したエラーに関
する情報も含まれます。このログ ファ
イルは、現在のモデル フォルダに保存さ
れます。

check_database.log Tekla Structures では、[ ファイル メニュ
ー --> エラー チェックと修復 --> モデ
ル ] で、[修復] コマンドを実行すると、
このファイルに情報が保存されます。
このログ ファイルは、現在のモデル フ
ォルダに保存されます。

ClashCheck.log 後に実行された干渉チェックで見つ
かった干渉が含まれます。このログ フ
ァイルは、現在のモデル フォルダに保存
されます。

conflict.log マルチユーザー モードで複数のユーザ
ーがオブジェクトを変更したときに発
生した競合が含まれます。このログ フ
ァイルは、現在のモデル フォルダに保存
されます。

drawing_cloning.log 複製された図面に関する情報が含まれ
ます。このログ ファイルは、現在のモデ
ル フォルダに保存されます。

drawing_history.log 図面履歴に関する情報が含まれます。
ファイルの内容を定義するには、詳細設
定 XS_DRAWING_HISTORY_LOG_
TYPE を使用します。このログ ファイ
ルは、現在のモデル フォルダに保存され
ます。

dstv_nc.log NC ファイルを作成するたびに、処理さ
れた製品に関する情報がこのファイル
に格納されます。このログ ファイルは、
現在のモデル フォルダに保存されます。

filetranerror.log Albion、Ayrshire、Hispan などの冷間圧延
コンポーネントでのみ使用されます。
ファイル移動コンポーネントが想定ど
おりに機能しない場合、エラー メッセー
ジがこのファイルに格納されます。こ
のログ ファイルは、現在のモデル フォ
ルダに保存されます。

numberinghistory.txt モデルで実行された各ナンバリング セ
ッションの完全な詳細が含まれます。
各セッションがファイルの別々のブロ
ックに格納されます。このログ ファイ
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ファイル 説明

ルは、現在のモデル フォルダに保存され
ます。

save_history.log モデルを保存するたびに情報がこのフ
ァイルに格納されます。このログ ファ
イルは、現在のモデル フォルダに保存さ
れます。

TeklaStructures_<user>.log モデルを開いてから閉じるまでの Tekla
Structures セッション全体に関する情報
が含まれます。このファイルには、エラ
ーや、使用されたカタログに関する情報
などが含まれます。この一時ログ ファ
イルは、 \TeklaStructuresModels
フォルダに保存され、Tekla Structures を
閉じると削除されます。

wizard.log 図面のルール セット (ウィザード) ファ
イルを実行すると、情報がこのファイル
に格納されます。このファイルには、エ
ラーや、作成された図面数などが含まれ
ます。このログ ファイルは、現在のモデ
ル フォルダに保存されます。

参照項目

ログファイルの表示 (299 ページ)

ログファイルの表示
ログ ファイルにリストされている部材をモデル内で表示できます。

1. ログ履歴を表示するモデルを開きます。

2. [ファイル] メニューで、[ログ] をクリックし、表示するログ ファイルを選択し
ます。 

• 干渉チェック履歴ログ(ClashCheck.log)

• セッション履歴ログ (TeklaStructures_<user>.log)

• ナンバリング履歴ログ (numberinghistory.txt)

• 保存履歴ログ(save_history.log)

• 図面履歴ログ(drawing_history.log)

• 解析履歴ログ(analysis.log)

3. ログ ファイル内で、部材または製品が含まれている行を選択します。 
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部材と製品には頭マーク guid が付いています。

Tekla Structures は、モデル内の部材をハイライト表示します。 複数の部材また
は製品が含まれる行を選択すると、Tekla Structures が、モデル内のすべての部
材をハイライト表示します。 異なる行の部材を選択することもできます。

4. Microsoft のメモ帳など、ファイル タイプに関連付けられたビューワーでログ
ファイルを表示する場合は、[ファイル] メニューで [ログ] をクリックし、[デ
フォルトのアプリケーションで表示] を選択します。

ヒ
ン
ト

部材または製品が含まれている行を右クリックして、ログ ファイルから部
材または製品のポップアップ メニューにアクセスできます。Tekla
Structures は、モデル内の部材または製品を右クリックした場合と同じポッ
プアップ メニューを表示します。

参照項目

ログファイル (297 ページ)

セッション履歴ログ ファイルの名前と場所を変更する (300 ページ)

ナンバリング履歴ログ ファイル (301 ページ)

セッション履歴ログ ファイルの名前と場所を変更する
セッション履歴ログ ファイル (<codeph translate="no" id="GUID-F22F041F-
BDC7-437B-93EF-E6DC6D9F7FC1">TeklaStructures_&lt;user&gt;.log</codeph>) の名
前と場所を変更できます。TeklaStructures_<user>.log).管理者でないユー

ザーは、これらの設定を変更しないでください。

1. 適切な 初期化ファイル (243 ページ) を編集のために開きます。 

たとえば、user.ini または company.ini などです。

2. セッション履歴ログ ファイルの名前を変更するには、初期化ファイルに次の
行を追加します。 
set XS_LOG_FILE_NAME=<name of the file>
次に例を示します。

set XS_LOG_FILE_NAME=sessionhistory.log
デフォルトの名前は、<filepath translate="no">TeklaStructures_&lt;user&gt;.log</
filepath> です。 TeklaStructures_<user>.log.

3. セッション履歴ログ ファイルの保存場所を変更するには、初期化ファイルに
次の行を追加します。 
set XS_LOGPATH=<location of the file>
デフォルトの場所: \TeklaStructuresModels

4. 初期化ファイルを保存します。
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5. Tekla Structures を再起動して、変更を有効にします。

参照項目

ログファイル (297 ページ)

ログファイルの表示 (299 ページ)

ナンバリング履歴ログ ファイル
numberinghistory.txt ログ ファイルには、モデルで実行された各ナンバリン

グ セッションの完全な詳細が含まれます。各ナンバリング セッションがファイル
の別々のブロックに格納されます。

注 numberinghistory.txt ログ ファイルを削除すると、次にナンバリングを実行した

ときに、Tekla Structures によって同じ名前の新しいファイルが作成されます。新しい
ファイルには、それまでのナンバリング セッション履歴は含まれません。

例

以下は、numberinghistory.txt ログ ファイルの内容の例です。

1 ユーザー名、ナンバリングの日時。

2 ナンバリング方法。

• 変更されたナンバリングは、[変更部分のナンバリングを実行する]
コマンドを実行した場合に表示されます。

• Modified numbering for selected seriesは、[選択オブジ

ェクトのシリーズのナンバリング]コマンドを実行した場合に表示
されます。

• Diagnose & Repair Numbering:Allは、[ナンバリングのエラ

ーチェックと修復: すべて]コマンドを実行した場合に表示されま
す。

• Diagnose & Repair Numbering:Series of selected
objectsは[ナンバリングのエラーチェックと修復: 選択オブジェ

クトのシリーズ]コマンドを実行した場合に表示されます。

• Renumber allは、[ナンバリング設定]ダイアログボックスの[すべ

てのマークの付け直し]オプションを選択した場合に表示されます。
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3 [ナンバリング設定]ダイアログボックスで設定される以下に示すいく
つかの[比較]オプションは、それらがデフォルト値と異なる設定になっ
ている場合にのみ numbering.historyログファイルで表示されま

す。

• Compare modified to old parts
• Compare new to old part
• No holes comparing
• No part name comparing
• Beam orientation
• Column orientation
以下に示すいくつかの[比較]オプションはまったく表示されません。

• 鉄筋

• [埋め込み半製品]
• 仕上げ材

4 ナンバリングのオプション。

• Use old numbersは、[ナンバリング設定]ダイアログボックスの

[欠番(マーク)の利用]オプションを選択した場合にのみ表示されま
す。

• Check for standard partsは、[ナンバリング設定]ダイアログ

ボックスの[標準部材ライブラリーの使用]オプションを選択した場
合にのみ表示されます。

5 許容値は[ナンバリング設定]ダイアログボックスで設定します。

6 その 1 回のナンバリングセッションにおける位置番号およびマークシ
リーズの変更点。

 追加事項:

あるマークシリーズが別のマークシリーズと重複する場合、ログファイ
ルにエラーが書き込まれます。

参照項目

ナンバリング履歴ログ ファイル内のマークシリーズ (302 ページ)

ナンバリング履歴ログ ファイル内のマークシリーズ
Tekla Structures によって、numberinghistory.txt ログ ファイルに、ナンバリ

ングされた部材と製品に関する情報が示されます。

例 1
1 つのコンクリート梁 B/20 が作成され、ナンバリングされた後の
numberinghistory.txt ログ。
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1 部材位置番号。

• GUID ID510F595D-0000-0030-3133-353939383335の部材が

マークシリーズ Concrete_B-20/1に含まれています。

• この部材がこのマークシリーズの 1 つ目の部材になります。
(Concrete_B-20/0 -> Concrete_B-20/1)。

2 製品位置番号。

• 部材の製品 ID は

ID510F595D-0000-002F-3133-353939383335です。

• 部材は、B/20製品マークシリーズ(キャストユニットマークシリーズ

でもある)に属しています。

• 部材には製品位置番号が割り当てられます。(B/20: B/0 -> B/
20)。

例 2
もう 1 つのコンクリート梁 B/21 が作成され、ナンバリングされた後の
numberinghistory.txt ログ。

1 新しい部材の部材位置番号。

• ID ID510F595D-0000-0030-3133-353939383335の部材がマー

クシリーズ Concrete_B-20/1に含まれています。

• この部材がこのマークシリーズの 2 つ目の部材になります。
(Concrete_B-20/0 -> Concrete_B-20/2)。
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2 製品位置番号。

• 部材の製品 ID は ID510F595D-0000-002F-3133-353939383335
です。

• 部材は、B/20製品マークシリーズ(キャストユニットマークシリーズ

でもある)に属しています。

• 部材には製品位置番号が割り当てられます。(B/20 B/0 -> B/21)。

参照項目

ナンバリング履歴ログ ファイル (301 ページ)

5.15 モデルフォルダのファイルとファイル拡張子

次の表は、Tekla Structures のモデルフォルダ内にあるフォルダ、ファイル、ファイ
ルのファイル名拡張子を示しています。

Tekla Structures モデルフォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.db1 モデルデータベース

.db2 ナンバリングデータベース

environment.db ユーザー定義情報の定義用のデータベ
ース

xslib.db1 ユーザー定義のジョイントとディテー
ルに関する情報と、デフォルトコンポー
ネントの説明が含まれます。

.idrm ID を処理するマッピングファイル。変
更しないでください。

xslib.db2 ナンバリング情報が含まれます。

options_model.dbおよび
options_drawings.db

[オプション]ダイアログボックスで指定
されたモデル固有のオプションの値と、
[詳細オプション]ダイアログボックスで
指定されたモデル固有の詳細オプショ
ンの値が含まれます。モデルが作成さ
れるときに、Tekla Structures は、モデル
固有のオプションと詳細オプションの
値を環境フォルダにある
standard.opt ファイルと.iniファ

イルから読み取り、これら 2 つのデータ
ベースに保存します。

history.db モデル履歴データベース。
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

xsdb.xs [開く]ダイアログボックスでモデル名を
表示するために使用されるファイル。

xs_user.<username> ユーザーによって指定されたインター
フェイス設定が含まれます。

モデルが保存されるたびに、
xs_user.<username> ファイルが作

成または更新されます。これらの設定
はユーザー固有です。モデルを開いた
ときに xs_user.<username> ファイ

ルがモデル フォルダーに見つからない
場合、Tekla Structures は
xs_user.default ファイルの検索を、

model、model\attributes、project、
XS_FIRM\attributes, system のフォルダー
の順に行います。このファイルが見つ
からなかった場合、Tekla Structures のデ
フォルト設定が使用されます。

このファイルには、[オプション]ダイア
ログボックスの多くのオプションの設
定と、[選択]ツールバーおよび[スナッ
プ]ツールバーのアイコンの設定が含ま
れています。

save_history.log モデルを保存するたびに Tekla Structures
により情報がこのファイルに格納され
ます。ファイルには、保存日時、および
保存時に発生した競合に関する情報が
含まれます。

notification_report.xsr モデルを開くときに、割り当ての通知レ
ポートを表示するために使用されるフ
ァイル。

TeklaStructuresModel.xml 開く、閉じる、使用されているカタログ
などの、Tekla Structures セッションに関
する情報が含まれます。

dotlog.txt Tekla Open API アプリケーションの使用
に関する情報が含まれるログファイル。

.locked モデル使用中の変更を防止するために
モデルフォルダのファイルをロックす
る一時ファイル。

.bak モデルデータベースのバックアップコ
ピー。

assert.txt アサーションエラーに関する情報が含
まれるログファイル。
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

ClashCheck.txt 後に実行された干渉チェックで見つ
かった干渉に関する情報と、干渉チェッ
クの日時が含まれるログファイル。

ClashCheck.history すべての干渉チェックで見つかったす
べての干渉に関する情報と、干渉チェッ
クの日時が含まれるログファイル。

wizard.txt 図面のルールセット(ウィザード)ファイ
ルを実行すると、Tekla Structures により
情報がこのファイルに格納されます。
このファイルには、エラー、作成された
図面数、使用されたコマンドに関する情
報などが含まれます。

.lis さまざまなカタログを .lis ファイル

としてさまざまな Tekla Structures モデ
ルからエクスポートしたり、それらのモ
デルにインポートしたりできます。こ
れらには、プロファイル、材質、および
ボルトのカタログが含まれます。

.tsc 形状を .tsc ファイルとして、さまざま

な Tekla Structures モデルからエクスポ
ートしたり、それらのモデルにインポー
トしたりできます。

.This_is_multiuser_model Tekla Structures マルチユーザーサーバー
を実行している PC に関する情報が含ま
れます。

通常の環境では、このファイルを変更ま
たは削除しないでください。モデルを
別のサーバーに移動する場合は、このフ
ァイルを削除する必要があります。そ
の場合は、同じ名前のファイルが Tekla
Structures によって生成されます。

ComponentCatalog.xml [アプリケーションとコンポーネント]カ
タログのモデルレベルカタログ定義が
含まれています。

<user>_ComponentCatalogUserSe
ttings.xml

[アプリケーションとコンポーネント]カ
タログ構造の 近使用したアプリケー
ションとコンポーネント、およびそれら
の保存場所が示されています。

Worktypes.xml 使用可能なタスクのタイプを示します。
タスク管理の起動時に作成されます。

WorkTypeProperties.xml 使用できるプロパティタイプとそれら
の単位を示します。

.tmp 一時データを格納するために使用され
るファイル。
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.cnv Tekla Structures のプロファイルおよび材
質の名前を他のソフトウェアで使用さ
れている名前にマッピングするために
使用されるファイル。

.colorset オーガナイザーから色セットをエクス
ポートする際に作成されます。

\Analysis フォルダ内のファイル:

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.ifc IFC 形式でエクスポートされた解析モ
デル。

.stp CIS/2 形式でエクスポートされた解析モ
デル。

.map 解析モデルのデバッグに使用されるフ
ァイル。

analysis_results.db5 荷重組み合わせを使用した解析結果用
のデータベース。

.db6 解析モデルのデータベース。

\attributes フォルダ内のファイル

  
.rop 参照オブジェクトのプロパティ

.rop.more 参照オブジェクトのユーザー定義情報
のプロパティ

.m10000017 FabTrol XML のインポートのプロパテ
ィ

.m10000015 属性インポートのプロパティ

.ncf NC ファイルのプロパティ

.ExportIFC.MainDialog IFC エクスポートのプロパティ

.m440000004 3D DWG/DXF エクスポートのプロパテ
ィ

.m440000003 3D DGN エクスポートのプロパティ

.m1000004 FEM エクスポートのプロパティ

.m10000011 CIS 解析モデルのエクスポートのプロ
パティ

.m10000026 CIS 製作モデルのエクスポートのプロ
パティ

.m1000007 CAD エクスポートのプロパティ

.m10000016 カバーシートのエクスポートのプロパ
ティ
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.SObjGrp モデル選択フィルターのプロパティ

.VObjGrp モデル ビューのフィルターのプロパテ
ィ

.OrgObjGrp オーガナイザーのフィルターのプロパ
ティ

.PObjGrp オブジェクトグループフィルタのプロ
パティ

.grd 直角の基準線のプロパティ

.grd.more 直角の基準線のユーザー定義情報のプ
ロパティ

.rgrd 扇形基準線のプロパティ

.rgrd.more 扇形基準線のユーザー定義情報のプロ
パティ

.grdp 基準線（単独）のプロパティ

.grdp.more 基準線(単独)のユーザー定義情報のプロ
パティ

.cnl 補助線のプロパティ

.cncrl 補助円プロパティ

.cnarc 補助円弧のプロパティ

.cnplycrv 補助連続曲線のプロパティ

.mvi モデルで保存したモデルビュープロパ
ティ。

デフォルトの 3D、部材、コンポーネン
ト、カスタムコンポーネント、製品、お
よびキャストユニットのビュー設定フ
ァイルは、共通環境で使用される名前で
保存する必要があります。

3D ビュー: 基本ビュー

3D 部材ビュー: part_basic_view

部材正面ビュー: part_front_view

部材上面ビュー: part_top_view

部材端部ビュー: part_end_view

部材 3D 投影ビュー: part_persp_view

3D コンポーネント ビュー:
component_basic_view

コンポーネント正面ビュー:
component_front_view
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コンポーネント上面ビュー:
component_top_view

コンポーネント端部ビュー:
component_end_view

コンポーネント 3D ビュー:
component_persp_view

カスタムコンポーネント正面ビュー:
custom_object_editor_front_view

カスタムコンポーネント上面ビュー:
custom_object_editor_top_view

カスタムコンポーネント端部ビュー:
custom_object_editor_end_view

カスタムコンポーネント 3D 投影ビュ
ー: custom_object_editor_perspective_view

3D 製品/キャストユニットビュー:
assembly_basic_view

製品/キャストユニット正面ビュー:
assembly_front_view

製品/キャストユニット上面ビュー:
assembly_top_view

製品/キャストユニット端部ビュー:
assembly_end_view

製品/キャストユニット背面ビュー:
assembly_back_view

製品/キャストユニット下面ビュー:
assembly_bottom_view

製品/キャストユニット 3D 投影ビュー:
assembly_persp_view

.gvi 基準線に沿ったビューを作成するため
の保存されたプロパティ

.rep オブジェクト表示プロパティ

.clm 鋼材柱プロパティ

.clm.more 鋼材柱のユーザー定義情報のプロパテ
ィ

.prt 鋼材梁プロパティ

.prt.more 鋼材梁のユーザー定義情報のプロパテ
ィ

.sb 鉄骨螺旋梁プロパティ
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.sb.more 鉄骨螺旋梁のユーザー定義情報のプロ

パティ

.crs 梁（直交）プロパティ

.crs.more 梁(直交)のユーザー定義情報のプロパテ
ィ

.dia ツイン部材プロパティ

.dia.more ツイン部材のユーザー定義情報のプロ
パティ

.cpl ポリゴンプレートプロパティ

.cpl.more ポリゴンプレートのユーザー定義情報
のプロパティ

.ips アイテムプロパティ

.ips.more ユーザー定義のアイテム情報のプロパ
ティ

.cpf パッドフーチングプロパティ

.cpf.more パッドフーチングのユーザー定義情報
のプロパティ

.csf ストリップフーチングプロパティ

.csf.more ストリップフーチングのユーザー定義
情報のプロパティ

.ccl コンクリート柱プロパティ

.ccl.more コンクリート柱のユーザー定義情報の
プロパティ

.cbm コンクリート梁またはコンクリート梁
(折)のプロパティ

.cbm.more コンクリート梁またはコンクリート梁
(折)のユーザー定義情報のプロパティ

.csb コンクリート螺旋梁のプロパティ

.csb.more コンクリート螺旋梁のユーザー定義情
報のプロパティ

.csl コンクリートスラブプロパティ

.csl.more コンクリートスラブのユーザー定義情
報のプロパティ

.cpn コンクリートパネルプロパティ

.cpn.more コンクリートパネルのユーザー定義情
報のプロパティ

.ipc コンクリートアイテムプロパティ

.ipc.more コンクリートアイテムのユーザー定義
情報のプロパティ
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.rbr 鉄筋プロパティ

.rbr.more 鉄筋のユーザー定義情報のプロパティ

.rbg 鉄筋グループプロパティ

.rbg.more 鉄筋グループのユーザー定義情報のプ
ロパティ

.rcu 鉄筋グループ(曲)プロパティ

.rci 鉄筋グループ(円)プロパティ

.rbm 溶接金網プロパティ

.rbm.more 溶接金網のユーザー定義情報のプロパ
ティ

.rbs 緊張材パタンプロパティ

.rbs.more 緊張材パタンのユーザー定義情報のプ
ロパティ

.rsp 鉄筋継手プロパティ

.rsp.more 鉄筋継手のユーザー定義情報のプロパ
ティ

.rst 鉄筋セットのプロパティ

.rst.more 鉄筋セットのユーザー定義情報のプロ
パティ

.rst.zones 鉄筋セットの間隔ゾーンのプロパティ

.rst_pm 鉄筋セットのプロパティ モディファイ
アのプロパティ

.rst_pm.more 鉄筋セットのプロパティ モディファイ
アのユーザー定義情報のプロパティ

.rst_edm 鉄筋セットの端部ディテール モディフ
ァイアのプロパティ

.rst_edm.more 鉄筋セットの端部ディテール モディフ
ァイアーのユーザー定義情報のプロパ
ティ

.rst_sm 鉄筋セットの分割線のプロパティ

.admodel 解析モデルプロパティ

.admodel.more 解析モデルのユーザー定義情報のプロ
パティ

.lm1 集中荷重プロパティ

.lm2 分布荷重のプロパティ

.lm3 面荷重(変分布)プロパティ

.lm4 面荷重(等分布)プロパティ

.m10000028 風荷重プロパティ

.lm6 温度荷重プロパティ
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.lco 荷重組み合わせのプロパティ

.adnode 解析節点プロパティ

.adnode.more 解析節点のユーザー定義情報のプロパ
ティ

.prt_ad、.prt_design 鉄骨梁の解析プロパティの設定に関連
付けられたファイルタイプ。.prt_ad
には解析部材のプロパティに関連する
情報が含まれ、.prt_designには実際

の鉄骨柱の設計に関連する情報が含ま
れます。

.crs_ad、.crs_design 直交鉄骨梁の解析プロパティの設定に
関連付けられたファイルタイ
プ。.crs_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.crs_designには直交鉄骨梁の設

計に関連する情報が含まれます。

.clm_ad、.clm_design 鉄骨柱の解析プロパティの設定に関連
付けられたファイルタイプ。.clm_ad
には解析部材のプロパティに関連する
情報が含まれ、.clm_designには実際

の鉄骨柱の設計に関連する情報が含ま
れます。

.dia_ad、.dia_design 鋼材のツインプロファイルの解析プロ
パティの設定に関連付けられたファイ
ルタイプ。.dia_adには解析部材のプ

ロパティに関連する情報が含ま
れ、.dia_designには実際のツインプ

ロファイルの設計に関連する情報が含
まれます。

.cpl_ad、.cpl_design ポリゴンプレートの解析プロパティの
設定に関連付けられたファイルタイ
プ。.cpl_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.cpl_designには実際のポリゴン

プレートの設計に関連する情報が含ま
れます。

.cpf_ad、.cpf_design パッドフーチングの解析プロパティの
設定に関連付けられたファイルタイ
プ。.cpf_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.cpf_designには実際のパッドフ

ーチングの設計に関連する情報が含ま
れます。
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.csf_ad、.csf_design ストリップフーチングの解析プロパテ

ィの設定に関連付けられたファイルタ
イプ。.csf_adには解析部材のプロパ

ティに関連する情報が含ま
れ、.csf_designには実際のストリッ

プフーチングの設計に関連する情報が
含まれます。

.ccl_ad、.ccl_design コンクリート柱の解析プロパティの設
定に関連付けられたファイルタイ
プ。.ccl_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.ccl_designには実際のコンクリ

ート柱の設計に関連する情報が含まれ
ます。

.cbm_ad、.cbm_design コンクリート梁の解析プロパティの設
定に関連付けられたファイルタイ
プ。.cbm_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.cbm_designには実際のコンクリ

ート梁の設計に関連する情報が含まれ
ます。

.csl_ad、.csl_design コンクリートスラブの解析プロパティ
の設定に関連付けられたファイルタイ
プ。.csl_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.csl_designには実際のスラブの

設計に関連する情報が含まれます。

.cpn_ad、.cpn_design コンクリート壁の解析プロパティの設
定に関連付けられたファイルタイ
プ。.cpl_adには解析部材のプロパテ

ィに関連する情報が含ま
れ、.cpl_designには実際のコンクリ

ート壁の設計に関連する情報が含まれ
ます。

.srf 仕上げ材プロパティ

.srf.more ユーザー定義の仕上げ材属性のプロパ
ティ

.srfo 表面プロパティ

.srfo.more ユーザー定義の仕上げ材属性のプロパ
ティ

.cha 角処理（面取り）プロパティ

.cha.more ユーザー定義の部材エッジ属性のプロ
パティ
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.scr ボルトプロパティ

.scr.more ユーザー定義のボルト属性のプロパテ
ィ

.wld 溶接プロパティ

.wld.more ユーザー定義の溶接属性のプロパティ

*.udwcs ユーザー定義の溶接断面
(UserDefinedWeldCrossSections.udwcs)

.m1000009 製品管理番号プロパティ

.m1000010 製品管理番号のロックプロパティ

.num ナンバリング設定プロパティ

.rpr レポートプロパティ

.4d 進捗状況の表示プロパティ

standard.opt [オプション] ダイアログ ボックスで [上
書き保存] を使用して独自の設定を保存
した場合にのみ、それらの設定が
\attributes フォルダーにある

standard.opt に保存されます。

モデルの作成時に読み込まれる初期値
を提供する standard.optファイルが

環境フォルダにあります。

\attributes フォルダ内のコンポーネントプロパティファイル

• [アプリケーションとコンポーネント]で使用可能なコンポーネントのプロパテ
ィファイル。たとえば、2L Splice (63)コンポーネントプロパティ
の.j310000063があります。これらのファイルは、モデルフォルダの

attributesフォルダに格納されます。

\attributes フォルダに保存されるオブジェクトレベルの図面設定

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.dprt オブジェクトレベルの部材のプロパテ
ィ

.dim オブジェクトレベルの寸法のプロパテ
ィ

.pm オブジェクトレベルの部材マークのプ
ロパティ

.jm オブジェクトレベルのコンポーネント
マークのプロパティ

.sm オブジェクトレベルのボルトマークの
プロパティ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.rm オブジェクトレベルの鉄筋マークのプ
ロパティ

.mrms オブジェクトレベルの結合鉄筋マーク
のプロパティ

.pom 現場打ちコンクリート部材マークプロ
パティ

.surfm オブジェクトレベルの仕上げ材マーク
のプロパティ

.note オブジェクトレベルのアソシエートマ
ークのプロパティ

.wls オブジェクトレベルの溶接マークのプ
ロパティ

.lev オブジェクトレベルのエレベーション
マークのプロパティ

.rev オブジェクトレベルのリビジョンマー
クのプロパティ

.drmsh オブジェクトレベルの溶接金網のプロ
パティ

.drbr オブジェクトレベルの鉄筋のプロパテ
ィ

.po オブジェクトレベルの現場打ちコンク
リート部材プロパティ

.sc オブジェクトレベルのボルトのプロパ
ティ

.srf オブジェクトレベルの仕上げ材のプロ
パティ

.dgr オブジェクトレベルの基準線のプロパ
ティ

.sbl オブジェクトレベルのシンボルのプロ
パティ

.wls オブジェクトレベルの溶接マークのプ
ロパティ

.drtxt オブジェクトレベルのテキストのプロ
パティ

.gln オブジェクトレベルの線のプロパティ

.grt オブジェクトレベルの四角形のプロパ
ティ

.gci オブジェクトレベルの円のプロパティ

.gar オブジェクトレベルの円弧のプロパテ
ィ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.gpl オブジェクトレベルのポリラインのプ
ロパティ

.gpg オブジェクトレベルのポリゴンとクモ
マークのプロパティ

\attributes フォルダに保存されるビューレベルの図面設定

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.vi ビューレベルのビューのプロパティ

.vi.copt ビューレベルの詳細なオブジェクトレ
ベル設定

.vpm ビューレベルの部材マークのプロパテ
ィ

.vsm ビューレベルのボルトマークのプロパ
ティ

.vnpm ビューレベルの隣接部材マークのプロ
パティ

.vsurfm ビューレベルの仕上げ材マークのプロ
パティ

.vjm ビューレベルのコンポーネントマーク
のプロパティ

.vrm ビューレベルの鉄筋マークのプロパテ
ィ

.vnrm ビューレベルの隣接鉄筋マークのプロ
パティ

.vpom ビューレベルの現場打ちコンクリート
部材マークプロパティ

.vp ビューレベルの部材のプロパティ

.vs ビューレベルのボルトのプロパティ

.vnp ビューレベルの隣接部材のプロパティ

.vsurf ビューレベルの仕上げ材のプロパティ

.vw ビューレベルの溶接のプロパティ

.vr ビューレベルの鉄筋のプロパティ

.vnr ビューレベルの隣接鉄筋プロパティ

.vrmp ビューレベルの参照オブジェクトのプ
ロパティ

.vpo ビューレベルの現場打ちコンクリート
部材プロパティ

.vg ビューレベルの基準線のプロパティ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.vf ビューレベルのフィルターのプロパテ
ィ

.vnf ビューレベルの隣接部材フィルターの
プロパティ

\attributes フォルダに保存される、単品図、図面レベルのプロパティに関連するフ
ァイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.wd 単品図のプロパティ

.wd.copt 単品図の詳細なオブジェクトレベル設
定

.wd.more 単品図のユーザー定義情報

.wdf 単品図のフィルターのプロパティ

.wdnf 単品図の隣接部材フィルターのプロパ
ティ

.wdl 単品図のレイアウトのプロパティ

.wdl.more 単品図のユーザー定義のレイアウト属
性

.wdv 単品図のビューのプロパティ

.wdv.more 単品図のユーザー定義のビュー属性

.wdc 単品図の断面図のプロパティ

.wdc.more 単品図のユーザー定義の断面図属性

.wdd 単品図の寸法のプロパティ

.wdd.more 単品図のユーザー定義の寸法属性

.wdcd 単品図の寸法内容のプロパティ

.wdcd more 単品図のユーザー定義の寸法内容属性

.wpm 単品図の部材マークのプロパティ

.wsm 単品図のボルトマークのプロパティ

.wnpm 単品図の隣接部材マークのプロパティ

.wdsurfm 単品図の仕上げ材マークのプロパティ

.wdsurfm.more 単品図のユーザー定義の仕上げ材マー
ク属性

.wjm 単品図のコンポーネントマークのプロ
パティ

.wdp 単品図の部材のプロパティ

.wds 単品図のボルトのプロパティ

.wds.more 単品図のユーザー定義のボルト属性

.wdnp 単品図の隣接部材のプロパティ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.wdnp.more 単品図のユーザー定義の隣接部材属性

.wdsrf 単品図の仕上げ材のプロパティ

.wdsrf.more 単品図のユーザー定義の仕上げ材属性

.wdgr 単品図の基準線のプロパティ

.wdgr.more 単品図のユーザー定義の基準線属性

.wdr 単品図の保護設定のプロパティ

.wdr.more 単品図のユーザー定義の保護設定属性

\attributes フォルダに保存される、製品図、図面レベルのプロパティに関連するフ
ァイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.ad 製品図プロパティ

.ad.more 製品図のユーザー定義情報

.adf 製品図のフィルターのプロパティ

.adnf 製品図の隣接部材フィルターのプロパ
ティ

.adl 製品図のレイアウトのプロパティ

.adl.more 製品図のユーザー定義のレイアウト属
性

.adv 製品図のビューのプロパティ

.adc 製品図の断面図のプロパティ

.add 製品図の寸法のプロパティ

.add.more 製品図のユーザー定義の寸法属性

.adcd 製品図の寸法内容のプロパティ

.adcd.more 製品図のユーザー定義の寸法内容属性

.apm 製品図の部材マークのプロパティ

.asm 製品図のボルトマークのプロパティ

.anpm 製品図の隣接部材マークのプロパティ

.adsurfm 製品図の仕上げ材マークのプロパティ

.adsurfm.more 製品図のユーザー定義の仕上げ材マー
ク属性

.ajm 製品図のコンポーネントマークのプロ
パティ

.adp 製品図の部材のプロパティ

.adp.more 製品図のユーザー定義の部材属性

.ads 製品図のボルトのプロパティ

.adnp 製品図の隣接部材のプロパティ

Tekla Structures のファイルとフォルダ 318 モデルフォルダのファイルとファイル拡張子



ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.adnp.more 製品図のユーザー定義の隣接部材属性

.adsrf 製品図の仕上げ材のプロパティ

.adsrf.more 製品図のユーザー定義の仕上げ材属性

.adw 製品図の溶接のプロパティ

.adw.more 製品図のユーザー定義の溶接属性

.adgr 製品図の基準線のプロパティ

.adgr.more 製品図のユーザー定義の基準線属性

.adr 製品図の保護設定のプロパティ

\attributes フォルダに保存される、キャストユニット図、図面レベルのプロパティ
に関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.cud キャストユニット図プロパティ

.cud.copt キャストユニット図の詳細なオブジェ
クトレベル設定

.cud.more キャストユニット図のユーザー定義情
報

.cudl キャストユニット図のレイアウトのプ
ロパティ

.cudl.more キャストユニット図のユーザー定義の
レイアウト属性

.cudv キャストユニット図のビューのプロパ
ティ

.cudv.more キャストユニット図のユーザー定義の
ビュー属性

.cudc キャストユニット図の断面図のプロパ
ティ

.cudc.more キャストユニット図のユーザー定義の
断面図属性

.cudd キャストユニット図の寸法のプロパテ
ィ

.cudd.more キャストユニット図のユーザー定義の
寸法属性

.cudcd キャストユニット図の寸法内容のプロ
パティ

.cudcd.more キャストユニット図のユーザー定義の
寸法内容のプロパティ

.cupm キャストユニット図の部材マークのプ
ロパティ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.cusm キャストユニット図のボルトマークの
プロパティ

.cunpm キャストユニット図の隣接部材マーク
のプロパティ

.cudsurfm キャストユニット図の仕上げ材マーク
のプロパティ

.cudsurfm.more キャストユニット図のユーザー定義の
仕上げ材マーク属性

.cudrm キャストユニット図の鉄筋マークのプ
ロパティ

.cudrm.more キャストユニット図のユーザー定義の
鉄筋マーク属性

.cudp キャストユニット図の部材のプロパテ
ィ

.cudp.more キャストユニット図のユーザー定義の
部材属性

.cuds キャストユニット図のボルトのプロパ
ティ

.cuds.more キャストユニット図のユーザー定義の
ボルト属性

.cudnp キャストユニット図の隣接部材のプロ
パティ

.cudnp.more キャストユニット図のユーザー定義の
隣接部材属性

.cudsrf キャストユニット図の仕上げ材のプロ
パティ

.cudsrf.more キャストユニット図のユーザー定義の
仕上げ材属性

.cudr キャストユニット図の鉄筋のプロパテ
ィ

.cudr.more キャストユニット図のユーザー定義の
鉄筋属性

.cudw キャストユニット図の溶接のプロパテ
ィ

.cudw.more キャストユニット図のユーザー定義の
溶接属性

.cudgr キャストユニット図の基準線のプロパ
ティ

.cudgr.more キャストユニット図のユーザー定義の
基準線属性
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.cudrp キャストユニット図の保護設定のプロ
パティ

.cudrp.more キャストユニット図のユーザー定義の
保護設定属性

.cuf キャストユニット図のフィルターのプ
ロパティ

.cunf キャストユニット図の隣接部材フィル
ターのプロパティ

\attributes フォルダに保存される、一般図、図面レベルのプロパティに関連するフ
ァイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.gd 一般図プロパティ

.gd.copt 一般図の詳細なオブジェクトレベル設
定

.gd.more 一般図のユーザー定義プロパティ

.gdl 一般図のレイアウトのプロパティ

.gdl.more 一般図のユーザー定義のレイアウト属
性

.gdv 一般図のビューのプロパティ

.gdv.more 一般図のユーザー定義のビュー属性

.gdd 一般図の寸法のプロパティ

.gdd.more 一般図のユーザー定義の寸法属性

.gdcd 一般図の寸法内容のプロパティ

.gdcd.more 一般図のユーザー定義の寸法内容属性

.gpm 一般図の部材マークのプロパティ

.gsm 一般図のボルトマークのプロパティ

.gnpm 一般図の隣接部材マークのプロパティ

.gdsurfm 一般図の仕上げ材マークのプロパティ

.gdsurfm.more 一般図のユーザー定義の仕上げ材マー
ク属性

.gjm 一般図のコンポーネントマークのプロ
パティ

.gdrm 一般図の鉄筋マークのプロパティ

.gdrm.more 一般図のユーザー定義の鉄筋マーク属
性

.gnrm 一般図の隣接鉄筋マーク プロパティ

.gpom 一般図の現場打ちコンクリート部材マ
ークプロパティ
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ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.gdp 一般図の部材のプロパティ

.gdp.more 一般図のユーザー定義の部材属性

.gds 一般図のボルトのプロパティ

.gds.more 一般図のユーザー定義のボルト属性

.gdnp 一般図の隣接部材のプロパティ

.gdnp.more 一般図のユーザー定義の隣接部材属性

.gdsrf 一般図の仕上げ材のプロパティ

.gdw 一般図の溶接のプロパティ

.gdw.more 一般図のユーザー定義の溶接属性

.gdr 一般図の鉄筋のプロパティ

.gdr.more 一般図のユーザー定義の鉄筋属性

.gnr 一般図の隣接鉄筋プロパティ

.gpo 一般図の現場打ちコンクリート部材プ
ロパティ

.gpbr 一般図の打ち継ぎプロパティ

.gdrmp 一般図の参照オブジェクトのプロパテ
ィ

.gdrmp.more 一般図のユーザー定義の参照モデル属
性

.gdgr 一般図の基準線のプロパティ

.gdgr.more 一般図のユーザー定義の基準線属性

.gdrp 一般図の保護設定のプロパティ

.gdrp.more 一般図のユーザー定義の保護設定属性

.gdf 一般図のフィルターのプロパティ

.gdnf 一般図の隣接部材フィルターのプロパ
ティ

\attributes フォルダに保存される、マルチ図、図面レベルのプロパティに関連する
ファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.md マルチ図プロパティ

.md.more マルチ図のユーザー定義情報

.mdl マルチ図のレイアウトのプロパティ

.mdl.more マルチ図のユーザー定義のレイアウト
属性

.mdr マルチ図の保護設定のプロパティ

.mdr.more マルチ図のユーザー定義の保護設定属
性
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すべての図面に共通のファイルと、\drawings フォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.dg 図面ファイル

.ldb 図面エクスポートのレイヤプロパティ

.ldr 図面リンクプロパティ

.cs 矢視記号プロパティ

.detail 部分詳細シンボルプロパティ

.fas テキストファイルプロパティ

.fhl ハイパーリンクプロパティ

.dsf 図面選択フィルターのプロパティ。こ
のファイルは、[フィルター] または [選
択フィルター] プロパティで [図面] -->
[選択フィルター] を選択すると、保存さ
れます。

.GridsDimXml

.ShapeDimXml

.HolesDimXml

.FilterDimXml

.OverallDimXml

.RecessesDimXml

.SecPartsDimXml

寸法内容のルール

.dg.DPM \<model>\drawings\snapshots サ
ブフォルダの図面スナップショット フ
ァイル。ファイルは、ユーザーの要求に
応じて作成するか、自動的に作成するこ
とができます。

図面を作成したときに図面のスナップ
ショットを自動的に作成するには、詳細
設定 XS_DRAWING_CREATE_
SNAPSHOT_ON_DRAWING_
CREATION を TRUE に設定します。ス

ナップショットの作成に関する詳細に
ついては、「Snapshots in drawings」を参
照してください。

\IFC フォルダ内の IFC エクスポートに関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.ifc エクスポートされた IFC ファイル
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\DSTV_Profiles フォルダ内の NC に関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.nc1 NC (数値制御)ファイル

\ModelSharing フォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

ModelSharingService.key キーファイルは、Tekla Model Sharing で
の共有の実行に必要です。

FileSharing.ini Tekla Model Sharing のファイル共有設
定。

FileSharing.xml Tekla Model Sharing でのファイル共有に
必要なファイル。

\ProjectOrganizer フォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.db 初めてオーガナイザーを開いたときに
作成されます。 モデルで使用するすべ
てのプロパティテンプレートとカテゴ
リーの情報が格納されます。

データベース名は、データベースのバー
ジョン(ProjOrg000020.dbなど)を示

しています。

.propertytemplate [オーガナイザー]からプロパティテンプ
レートをエクスポートするときに作成
されます。

.category [オーガナイザー]からカテゴリーをエク
スポートするときに作成されます。

\Reports フォルダ内のレポートに関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.xsr Tekla Structures のレポート

\SessionFileRepository フォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

SessionFileRepositoryフォルダ

内のファイル

Tekla Model Sharing の読み込み時に更新
または削除されたファイルのバックア
ップコピー。

SessionFile.db Tekla Model Sharing でモデルフォルダフ
ァイルを管理するためのデータベース。

.storage SessionFile.dbの設定ファイル。
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\ShapeGeometries フォルダおよび\Shapes フォルダ内の形状に関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.tez

.xml
\ShapeGeometriesフォルダ内の形

状に関する説明

.xml Shapesフォルダ内の形状に関する説

明

\screenshots フォルダ内のファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.png Tekla Structures で作成されたスクリーン
ショット。

\UT_files フォルダ内の Unitechnik エクスポートに関連するファイル

ファイルまたはファイル名拡張子 解説

.uni エクスポートされた Unitechnik ファイ
ル

5.16 ディレクトリ ブラウザーでの Tekla Structures のファイルと
フォルダーの場所の確認と変更
[フォルダブラウザ] は、Tekla Structures のさまざまなファイルとフォルダーの場所
の確認と変更、およびユーザー設定のカスタマイズに役立つツールです。

注 通常は、これらの設定の変更は管理者のみが行うようにしてください。自身で
これらの設定を変更し、他のユーザーと同じモデルを共有している場合、自身
の設定がプロジェクトの設定と異なり、問題が生じます。また、これらのフォ
ルダの一部では、ファイルを追加したり、フォルダ内のファイルを変更したり
するのに、管理者権限が必要な場合があります。

ファイルとフォルダを見つけて Tekla Structures の設定をカスタマイズするには、次
のようにします。

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

2. アプリケーションリストを開くには、 [アプリケーション]の横にある矢印をク
リックします。
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3. [フォルダブラウザ] をダブルクリックします。 

[フォルダブラウザ] ダイアログ ボックスが開きます。 も一般的なフォルダ
ー パスを確認したり、user.ini ファイルや、ユーザー固有またはモデル固

有の options.ini ファイル内の設定をカスタマイズしたりできます。

4. フォルダパスを確認し、必要に応じて[基本]タブの左側にあるボタンをクリッ
クして変更してください。 

企業とプロジェクトフォルダが設定されていない状態で[プロジェクト]ボタ
ンまたは[企業]ボタンをクリックすると、Tekla Structures は、それらのフォル
ダを設定し、フォルダパスの定義を user.iniファイルに追加するよう促す

メッセージを表示します。

5. user.iniファイルと options.iniファイルで設定を確認し、必要に応じ

て[基本]タブの右側にあるボタンをクリックして変更してください。

6. [詳細設定]タブに移動し、カスタムコンポーネントやユーザーマクロなど、ア
クセスする必要が生じる可能性のある追加のフォルダのフォルダパスを定義
します。

5.17 フォルダの検索順序
モデルを開くと、Tekla Structures によって、特定のフォルダから特定の順序で関連
ファイルが検索されます。

ファイルを適切なフォルダで管理することが重要です。 Tekla Structures により関
連ファイルが見つかると、その時点で、検索が終了します。 これは、それよりも
下位の検索順序で見つかった同じ名前を持つファイルは無視されることを意味し
ます。

フォルダの検索順序は以下のとおりです。

フォルダ 以下によって定義される

現在のモデル 開いているモデル

プロジェクト 詳細設定 XS_PROJECT
企業 詳細設定 XS_FIRM
システム 詳細設定 XS_SYSTEM

下の表に示すように、Tekla Structures によりこの検索順が厳密に適用されない 例外
的なファイルもあります。

例外を以下に示します。

ファイル(タイプ) 検索順序

objects.inp (276 ページ) • モデルフォルダ
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ファイル(タイプ) 検索順序

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• システムフォルダ(XS_SYSTEM)

• inp フォルダ(XS_INP)
privileges.inp • モデルフォルダ

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• システムフォルダ(XS_SYSTEM)

• inp フォルダ(XS_INP)
.dat ファイル (286 ページ) システムフォルダ(XS_SYSTEM)
テンプレート (330 ページ) • 詳細設定

XS_TEMPLATE_DIRECTORY で指
定されている、テンプレートが含ま
れているフォルダ

• モデルフォルダ

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• 詳細設定
XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYST
EM で指定されている環境固有のシ
ステムテンプレート

• システムフォルダ(XS_SYSTEM)
カタログ プロファイル (147 ページ)、ボルト

(217 ページ)、材質 (139 ページ)および鉄
筋のカタログ:

• モデルフォルダ

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• 詳細設定 XS_PROFDB で指定されて
いるフォルダ

形状カタログ (211 ページ):

• モデルフォルダ

Tekla Structures のファイルとフォルダ 327 フォルダの検索順序



ファイル(タイプ) 検索順序

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• システムフォルダ(XS_SYSTEM)

• 詳細設定
XS_DEFAULT_BREP_PATH で指定
されているフォルダ

プリンターカタログ:

• モデルフォルダ

• プロジェクトフォルダ
(XS_PROJECT)

• 企業フォルダ(XS_FIRM)

• 詳細設定 XS_DRIVER で指定されて
いるフォルダ

警
告

システムフォルダには、カスタマイズしたファイルを保存しないでくださ
い。システムフォルダにカスタマイズしたファイルを保存すると、ソフトウ
ェアの新しいバージョンへのアップグレード時に問題が生じたり、不要な作
業に時間を取られる結果になります。

5.18 特定の隠しファイルおよびフォルダーの場所

Tekla Structures が ..\Program Files フォルダーにインストールされている場

合、Tekla Structures の実行に必要なファイルの一部は隠しフォルダーにあるため、
表示されません。Windows の [Folder Options] で表示するようにしている場合は、
隠しファイルおよびフォルダーを確認できます。

注 以下の設定はいつでも確認できます。設定に問題が発生した場合は、管理者または
寄りのサポートにお問い合わせください。

ソフトウェアに関連するファイル

ソフトウェアのほか、たとえば、以下のファイルが ..\Program Files\Tekla
Structures\<version>\フォルダーの下にインストールされています。

• contentattributes_global.lst
• contentattributes_userdefined.lst

(米国の環境の場合: contentattributes_customer.lst)
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環境に関連するファイル

環境のほか、たとえば、以下のファイルが ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\<environment>\フォルダーの下

にインストールされています。ファイルの正確な場所は、環境ファイルのフォルダ
ー構成によって異なることがあります。

• analysis_design_config.inp
• contentattributes.lst
• dimension_marks.sym
• InquiryTool.config
• objects.inp
• objects.inp
• privileges.inp
• product_finishes.dat
• rebar_config.inp
• TeklaStructures.lin
• TilePatternCatalog.dtd
• TilePatternCatalog.xml

ユーザー設定に関連するファイル

ユーザー設定のほか、たとえば、以下のファイルが ..\Users\<username>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\フォルダーの

下にインストールされています。

• user.ini
• options.bin
• カスタマイズしたプロパティ パネル レイアウトの

PropertyTemplates.xml ファイル

• カスタマイズしたリボンおよびカスタマイズしたタブの ..xml ファイル

• カスタマイズしたコンテキスト ツールバーの .xml ファイル

• カスタマイズしたツールバーの .json ファイル
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6 テンプレート

テンプレートとは、Tekla Structures に含めることのできるフォームとテーブルの記
述です。 グラフィック形式とテキスト形式のテンプレートがあります。 グラフィ
ック テンプレートは、たとえばテーブル、テキスト ブロック、図面ヘッダーとし
て図面レイアウトに挿入できます。 テキスト テンプレートはレポートを作成する
のに使用されます。 テンプレート フィールドの内容は、実行時に、Tekla Structures
によって挿入されます。

Tekla Structures には、使用可能な標準テンプレートが豊富に用意されています。テ
ンプレートエディタを使用して、既存のテンプレートを変更したり、目的に合った
新しいテンプレートを作成したりできます。グラフィックテンプレート定義のフ
ァイル名には、拡張子.tplが付けられます。テキストテンプレート定義のファイ

ル名には、拡張子.rptが付けられます。

既定のテキスト テンプレートとグラフィック テンプレートは、環境フォルダ
ー ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\ の下にあります。ファイルの正確な場所は、環境ファイルのフ

ォルダー構成によって異なることがあります。

例

表題欄の例:

情報レポートの例:
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部材リストのレポートの例:

テンプレートの使用方法の詳細については、『Template Editor User's Guide』を参照
するか、テンプレート エディターで [ヘルプ] --> [目次] をクリックして、テンプレ
ート エディターのヘルプを開いてください。
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参照項目

テンプレートの作成 (332 ページ)

6.1 テンプレートの作成

1. [ファイル]メニューで、[エディタ] --> [テンプレートエディタ]をクリックしま
す。

2. テンプレートエディタで、[ファイル] > [新規作成]をクリックします。

3. テンプレートタイプを選択し、[OK]をクリックします。新しい空のテンプレ
ートが作成されます。

4. テンプレートに新しい行を追加します。

a. [挿入] --> [コンポーネント] --> [行] をクリックして、新しい行を追加しま
す。

b. 行の内容タイプを選択して、[OK]をクリックします。

c. 新しい行ごとに手順 a～b を繰り返します。

5. Tekla Structures データベースから必要なデータを取得できるように、値フィー
ルドを追加します。

a. [挿入] --> [値フィールド]をクリックします。

b. 行内のフィールドの場所を定義する点をクリックします。 

値フィールドの属性を選択するように促す[属性の選択]ダイアログボッ
クスが表示されます。

c. 属性を選択し、[OK]をクリックします。

d. 値フィールドごとに手順 a～c を繰り返します。

6. テンプレートを保存します。

a. [ファイル] --> [名前を付けて保存] をクリックします。

b. 詳細設定 XS_TEMPLATE_DIRECTORY に定義されているテンプレート フ
ォルダーに移動します。

c. [ファイル名]フィールドにテンプレートの名前を入力します。

d. [OK]をクリックします。

参照項目

テンプレート (330 ページ)

HTML 形式でのテンプレートの作成 (333 ページ)

ネストされた製品用のテンプレートの作成 (337 ページ)

鉄筋加工図または解説図のテンプレートの作成 (341 ページ)
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テンプレートへのイメージの追加 (345 ページ)

6.2 HTML 形式でのテンプレートの作成
HTML 形式のテンプレートでは、レイアウト、フォント、およびイメージをより柔
軟に使い分けることができます。HTML 形式の出力を生成するテンプレートはグ
ラフィック形式であり、ファイル名には*.html.rptの拡張子が付けられます。

1. [ファイル]メニューで、[エディタ] --> [テンプレートエディタ]をクリックしま
す。

2. テンプレートエディタで、[ファイル] > [新規作成]をクリックします。

3. [グラフィックテンプレート]を選択し、[OK]をクリックします。

4. テンプレートに新しい行を追加します。

a. [挿入] --> [コンポーネント] --> [行] をクリックして、新しい行を追加しま
す。

b. 行の内容タイプを選択して、[OK]をクリックします。

c. 新しい行ごとに手順 a～b を繰り返します。

5. Tekla Structures データベースから必要なデータを取得できるように、値フィー
ルドを追加します。

a. [挿入] --> [値フィールド]をクリックします。

b. 行内のフィールドの場所を定義する点をクリックします。 

値フィールドの属性を選択するように促す[属性の選択]ダイアログボッ
クスが表示されます。

c. 属性を選択し、[OK]をクリックします。

d. 値フィールドごとに手順 a～c を繰り返します。

6. 値フィールドごとにヘッダーを追加します。

a. [挿入] --> [コンポーネント] --> [ヘッダー...] をクリックします。

b. [挿入] --> [テキスト...] をクリックします。

c. テンプレートの見出しを入力し、[OK]をクリックします。

d. 点をクリックして、ヘッダー行の中の見出しの位置を定義します。

e. 手順 a～d を繰り返して、すべての値フィールドの見出しを作成します。

7. テンプレートを保存します。

a. [ファイル] --> [名前を付けて保存] をクリックします。

b. 詳細設定 XS_TEMPLATE_DIRECTORY に定義されているテンプレート フ
ォルダーに移動します。
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c. [ファイル名]フィールドにテンプレートの名前を入力します。 

ファイル名の拡張子は*.html.rptにします。たとえば、

Part_list.html.rptのようになります。

d. [OK]をクリックします。

注 HTML テンプレートにイメージを追加する場合、それらのイメージが..\Program
Files\Tekla Structures\<version>\nt\TplEd\bitmapsフォルダに配置さ

れている必要があります。このフォルダにない場合、HTML 出力にイメージは表示さ
れません。

例

1. テキストフィールドが含まれているヘッダー

2. 2 つの値フィールドが含まれている行

参照項目

テンプレート (330 ページ)

テンプレートへのイメージの追加 (345 ページ)

6.3 .pdf のレポートテンプレートの作成
.pdf レポートに使用するグラフィック テンプレートを作成できます。

1. [ファイル] メニューで、 [エディタ] --> [テンプレートエディタ] を選択します。

2. [ファイル] --> [新規作成] --> [グラフィックテンプレート] を選択します。

3. [編集] --> [プロパティ(&P)] をクリックします。
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4. [テンプレートページプロパティ] ダイアログ ボックスで、目的のページサイ
ズ (A4 など) に合わせてページ サイズを設定します。 

サイズが PaperSizesForDrawings.dat 設定ファイルに定義されたサイズと一致
する必要があります。

5. Tekla Structures データベースから必要なデータを取得できるように、新しい行
および値フィールドを追加します。新しい行および値フィールドの追加方法
については、「 テンプレートの作成 (332 ページ)」を参照してください。

6. [ファイル] --> [名前を付けて保存] をクリックして、ファイル名拡張
子 .pdf.rpt が付いたレポートを保存します。

7. 新しいテンプレートを、モデルフォルダまたは会社フォルダ(XS_FIRM)などの
テンプレートフォルダにコピーします。 

これで新しい.pdfレポートテンプレートを使用して.pdfレポートを作成で

きます。レポートの作成に関する詳細については、「Create a report」を参照し
てください。

.pdf レポートの例

このレポートの例では、次のページ サイズを使用します。
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このレポート テンプレートを使用して作成したレポートの例を次に示します。ブ
ラウザーでレポートを開くには、ここをクリックしてください。
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6.4 ネストされた製品用のテンプレートの作成
この例は、ネストされた製品の階層構造を示すテンプレートの生成方法を示してい
ます。 テキストテンプレート内で次の図のようなネストされた製品の構造を作成
します。
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1. [ファイル]メニューで、[エディタ] --> [テンプレートエディタ]をクリックしま
す。

2. テンプレートエディタで、[ファイル] > [新規作成]をクリックします。

3. [テキストテンプレート]を選択し、[OK]をクリックします。

4. テンプレートに 4 つの新しい行を追加します。

a. [挿入] --> [コンポーネント] --> [行] をクリックして、新しい行を追加しま
す。

b. 行の内容タイプを選択して、[OK]をクリックします。 

1 行目と 3 行目については[製品]内容タイプを選択し、2 行目と 4 行目に
ついては[部材]内容タイプを選択します。

c. 新しい行ごとに手順 a～b を繰り返します。

5. [並べ替えおよび作画の順序]の下の矢印ボタンを使用し、テンプレートに対し
て、ネストされた製品構造を作成します。

a. 2 行目と 3 行目を 1 レベル下に移動します。

b. 4 行目を 2 レベル下に移動します。 

これにより、次のような構造が出来上がります。
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6. Tekla Structures データベースから必要なデータを取得できるように、値フィー
ルドを追加します。 

この例では、製品または部材の位置、番号、および重量を値フィールドとして
追加しています。

a. [挿入] --> [値フィールド]をクリックします。

b. 行内のフィールドの場所を定義する点をクリックします。 

値フィールドの属性を選択するように促す[属性の選択]ダイアログボッ
クスが表示されます。

c. 属性を選択し、[OK]をクリックします。

d. 値フィールドごとに手順 a～c を繰り返します。

7. テンプレートのレイアウトを変更します。次に例を示します。

a. 印刷レポートにネストされた製品の構造が表示されるようにオブジェク
トを移動します。 これを行うには、移動するオブジェクトを選択し、目
的の位置までドラッグします。

b. オブジェクトを整列します。これを行うには、整列するオブジェクトをす
べて選択し、右クリックで表示されるポップアップメニューから適切なオ
プションを選択します。たとえば、 [整列] --> [右] を選択します。

c. ヘッダーとフッターを追加します。これを行うには、 [挿入] --> [コンポー
ネント] --> [ページヘッダー] および[ページフッター]をクリックし、ヘッ
ダーとフッターに必要な情報を追加します。

8. テンプレートを保存します。

例

テキストテンプレートとそれを使って作成したレポートの例を次に示します。
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注 ネストされた製品に対しては、テキストテンプレートと同様の方法でグラフィックテ
ンプレートを作成できます。 グラフィックテンプレートは、プロジェクトや会社の情
報のほか、表の罫線、画像、記号などのグラフィックを表示できる点がテキストテン
プレートと異なっています。

参照項目

テンプレート (330 ページ)
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6.5 鉄筋加工図または解説図のテンプレートの作成
テンプレートエディタを使用して、鉄筋および曲げ溶接金網の鉄筋加工図や解説図
を作成し、鉄筋加工図に表示する情報のタイプを制御できます。

1. [ファイル]メニューで、[エディタ] --> [テンプレートエディタ]をクリックしま
す。

2. [ファイル] --> [新規] をクリックします。

3. [グラフィックテンプレート]を選択し、[OK]をクリックします。

4. [挿入] --> [コンポーネント] --> [行] をクリックして、新しい行を追加します。

5. 行の内容タイプとして[REBAR]または[MESH]を選択します。

6. Tekla Structures データベースから必要なデータを取得できるように、値フィー
ルドを追加します。

a. [挿入] --> [値フィールド]をクリックします。

b. 行内のフィールドの場所を定義する点をクリックします。 

値フィールドの属性を選択するように促す[属性の選択]ダイアログボッ
クスが表示されます。

c. 属性を選択し、[OK]をクリックします。

d. 値フィールドごとに手順 a～c を繰り返します。

7. [REBAR] または [MESH] コンテンツ タイプ行にグラフィック フィールドを
挿入します。

a. [挿入] --> [グラフィックフィールド...] をクリックします。

b. マウスをクリックしたままドラッグし、枠を描画します。

8. グラフィックフィールドをダブルクリックして、[グラフィックフィールドの
プロパティ]ダイアログボックスを開きます。

9. [自由属性]をクリックし、[ユーザー]タブに移動します。

10. 必要な曲げ図属性を追加します。 

テンプレートの鉄筋加工図で使用可能な属性と値のリストについては、「加工
図属性 (343 ページ)」を参照してください。

11. テンプレートを保存します。
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例

解説図のオートスケール

グラフィック テンプレートの PULLOUT 属性には、縮尺のタイプを定義するのに使

用できる自由属性があります。[Free attributes] ダイアログ ボックスの [User] タ
ブで自由属性 ScaleType を 1 に設定すると、使用可能なスペースの X 寸法と Y
寸法の両方に収まるように解説図が縮小/拡大されます。その結果、形状の縦横比
が変わりますが、小さいセグメントは、より見やすくなります。
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自由属性 ScaleType を定義しない場合、曲げ形状は下のように表示される可能性

があります。

自由属性 ScaleType が 1 に設定されている場合、同じ曲げ形状が次のようになり

ます。

解説図の表示設定の変更

Tekla Structures では、詳細設定 XS_SYSTEM で定義されているシステム フォルダー

にある rebar_config.inp ファイル内の設定を使用して、解説図の表示設定を定

義します。解説図で使用する色、線、寸法単位、書式、精度などを変更することが
できます。rebar_config.inp の設定と値のリストについては、「Reinforcement
settings for drawings (rebar_config.inp)」を参照してください

加工図属性
次の表に、テンプレート内の加工図で使用可能な属性と値を示します。

属性 デフォルト値 可能な値

FontName romsim 使用可能なテンプレート
フォント

FontSize 2.0 使用可能なフォントサイ
ズ

FontColor 1 (黒) 1 = 黒

2 = 赤

3 = 明るい緑

4 = 青

5 = シアン

6 = 黄

7 = マゼンタ

8 = 茶
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属性 デフォルト値 可能な値

9 = 緑

10 = 紺青

11 = 深緑

12 = オレンジ

13 = グレー

RotationAxis 2 0 = ビュー

1 = グローバル Z

2 = ローカル軸

ScaleType 0 0 = いいえ

1 = はい

PULLOUT 属性に対して、

自由属性 ScaleType を 
1 に設定すると、使用可能

なスペースの X 寸法と Y
寸法の両方に収まるよう
に解説図が縮小/拡大され
ます。 その結果、形状の
縦横比が変わりますが、小
さいセグメントは、より見
やすくなります。

Exaggeration 1 0 = いいえ

1 = はい

EndMark 1 1 = 直線

2 = 半矢印

3 = 全矢印

Dimensions 1 0 = いいえ

1 = はい

BendingRadius 0 曲げ半径を曲げロールの
直径として表示します。

0 = いいえ

1 = はい

BendingAngle 1 0 = いいえ

1 = はい

ImageWidth グラフィックフィールド
の幅の 4 倍。

ピクセル数
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属性 デフォルト値 可能な値

ImageHeight グラフィックフィールド
の高さの 4 倍。

ピクセル数

参照項目

鉄筋加工図または解説図のテンプレートの作成 (341 ページ)

6.6 テンプレートへのイメージの追加
グラフィックテンプレートにイメージを追加することができます。 たとえば、図
面に会社のロゴを含めることができます。Tekla Structures のグラフィックテンプ
レートでは、 .bmp、.jpg、.jpeg、.tif、.tiff、および .pngのイメージ形

式がサポートされます。

1. 既存のグラフィックテンプレートを開くか、テンプレートエディタで新しいグ
ラフィックテンプレートを作成します。

2. テンプレートに新しい行を追加します。

a. [挿入] --> [コンポーネント] --> [行] をクリックして、新しい行を追加しま
す。

b. 行の内容タイプを選択して、[OK]をクリックします。

3. 行が選択されていることを確認し、[挿入] > [ピクチャー]をクリックして、[画
像ファイルの選択]ダイアログボックスを開きます。 

ローカルシンボルフォルダが存在する場合は、デフォルトではそのフォルダの
内容が表示されます。common\symbolsフォルダを選択して、そのフォルダ

の内容を参照することもできます。ローカルシンボルフォルダが存在しない
場合は、Tekla Structures により common\symbolsフォルダの内容が表示され

ます。

4. 他のフォルダにイメージがある場合は、[画像ファイルの選択]ダイアログボッ
クスにそれらのフォルダを表示できます。 

a. テンプレートエディタで、 [オプション] --> [デフォルト値の設定] をクリ
ックします。

b. [既定のファイル]タブに移動し、[シンボル, 画像]行で、以下の例のように
セミコロンで区切って新しいフォルダを追加します。

定義したフォルダが[フォルダ]リストに表示されます。

テンプレート 345 テンプレートへのイメージの追加



5. [ファイル]リストからイメージを選択し、[OK]をクリックしてイメージを追加
します。 

イメージのハンドルをドラッグして、サイズを調整することができます。

テンプレートにイメージを追加するときは、次の点に留意してください。

• 大きいイメージは、更新に大変な時間がかかるため追加しないでください。

• 印刷したものやエクスポートした DWG ファイルのものと、イメージエディタ
のものとではイメージの見た目が異なる場合があります。

• DWG に図面をエクスポートすると、Tekla Structures では DWG ファイルと同じ
フォルダにイメージがコピーされます。 何らかの理由でイメージが同じフォ
ルダにない場合、DWG にはイメージではなくイメージ名だけが空のフレーム
と一緒に表示されます。

• 環境にローカルシンボルがある場合、ローカルシンボルフォルダも common
\symbolsフォルダと共に検索パスに含まれます。 ローカルシンボルフォル

ダに、common\symbolsフォルダと同じ名前のファイルが含まれている場合

は、ローカルシンボルファイルが使用されます。

• テンプレートに挿入されたイメージを含む図面を開くと、Tekla Structures によ
ってそのイメージは、まず、モデルフォルダ内で検索され、次に、現在の環境
の\symbolsフォルダ内で検索されます。

• 詳細設定 DXK_SYMBOLPATHを使用して、Tekla Structures によるイメージの検

索先フォルダを定義できます。イメージは、常にこのフォルダから検索されま
す。イメージ用の企業フォルダを定義することもできます。

例

以下に、さまざまな環境でのフォルダ構造を示す[画像ファイルの選択]ダイアログ
ボックスの例をいくつか示します。
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次の例では、会社のロゴがテンプレートに追加されています。
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参照項目

テンプレート (330 ページ)

6.7 内容タイプ
テンプレート内に新しい行を作成する場合、行のコンテンツタイプを選択する必要
があります。 たとえば、行を追加した後に値フィールドを追加するとき、テンプ
レートエディタによってコンテンツタイプが要求されます。 コンテンツタイプに
よって、その行で使用できるテンプレート属性が決まります。

指定可能な内容タイプは以下のとおりです。

内容タイプ 解説

ANALYSIS_RIGID_LINK 解析剛結リンクのリストを作成します。

カット部材 [孔]および[リセス]、またはカットの結果削除された部
材のリストを作成するために使用します。

テンプレート エディターでは、PART で使用できる同

じ属性が ANTIMATERIAL でも使用できます。 ただ

し、表示されるのは NAME、LENGTH、WIDTH、
HEIGHT、AREA、PROFILE、および NUMBER、またユ

ーザー定義情報などの、ANTIMATERIAL で使用する

ときに便利な属性だけです。

ASSEMBLY 製品および単品のリストを作成します。選択した部
材とボルトが使用されている製品がすべてリストに
含まれます。

BOLT ねじとボルトのリストを作成します。 選択した部材
に接続されているボルトがすべてリストに含まれま
す。

CAST_UNIT キャストユニットのリストを作成します。

CHAMFER 角処理の長さのリストを作成します。

COMMENT 空白行、またはテキストデータまたは線のみが存在す
る行をテンプレートの任意の場所に作成します。

CONNECTION ジョイントのリストを作成します。

DRAWING リビジョン履歴情報なしの図面リストを作成しま
す。 レポートおよび含まれている図面に使用します。

HIERARCHIC_OBJECT さまざまな階層のリストを作成します。たとえば、オ
ーガナイザーの階層オブジェクトのリストを作成し
ます。
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内容タイプ 解説

HISTORY モデルの履歴情報を取得するために使用します。こ
の内容タイプは、PART、REBAR、CONNECTION、お

よび DRAWING行で使用できます。

この内容タイプで使用できるテンプレート属性は次
のとおりです。

• TYPE:更新またはナンバリングなど、過去の操作の

タイプ。

• USER:変更を行ったユーザー。

• TIME:変更された時間。

• COMMENT:[上書き保存]をクリックしたときに入力

されたコメント。

• REVISION_CODE:[上書き保存]をクリックしたと

きに入力されたプロジェクトコード。

HOLE 孔のリストを作成します。

LOAD 荷重のリストを作成します。

LOADGROUP 荷重グループのリストを作成します。

MESH 溶接金網のリストを作成します。

NUT ナットのリストを作成します。 選択した部材に関連
付けられているボルトのナットがすべてリストに含
まれます。

PART 部材のリストを作成します。

POUR_BREAK 現場打ちコンクリート部材の打ち継ぎのリストを作
成します。

POUR_OBJECT 現場打ちコンクリート部材オブジェクトのリストを
作成します。

POUR_UNIT 現場打ちコンクリート ユニットのリストを作成しま
す。

REBAR 鉄筋のリストを作成します。

REFERENCE_MODEL 参照モデルをリストします。

REFERENCE_OBJECT 参照モデルの参照モデルオブジェクトをリストしま
す。

ユーザー定義情報を持つ参照モデルオブジェクトだ
けをレポートに表示します。

REFERENCE_ASSEMBLY 参照モデルの参照製品のリストを作成します。

REVISION リビジョンマークのリストを作成します。

SIMILAR_ASSEMBLY 類似した部材のリストを作成します。

この内容タイプを使うには、SIMILAR_*内容タイプ

の行の上層に空の(出力から非表示になってい

SIMILAR_CAST_UNIT
SIMILAR_PART
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内容タイプ 解説

る)ASSEMBLY行、PART行、または CAST_UNIT行が

必要です。

行階層内で SIMILAR_*行内容タイプの下層に行を置

くことはできません。

注意: これらは、図面内で使用され、類似したオブジ
ェクト情報がモデルから収集されます。他のすべて
の属性情報は、表示された図面オブジェクトから収集
されます。

SINGLE_REBAR 鉄筋グループの個々の鉄筋リストを作成します。

たとえば、テーパー鉄筋グループの個々の鉄筋の長さ
を取得するのに使用します。

鉄筋セットの場合、SINGLE_REBAR は REBAR と同様

に機能します。

SINGLE_STRAND 個々のプレストレス緊張材のリストを作成します。

STRAND プレストレス緊張材のリストを作成します。

STUD スタッドのリストを作成します。

SURFACE 表面のリストを作成します。

SURFACING 仕上げ材のリストを作成します。

SUMMARY 階層で SUMMARYの上部にある行の内容のサマリーを

作成します。

たとえば、PART - SUMMARY階層を使って、PART行の

内容のサマリーを作成します。

TASK タスクのリストを作成します。

WASHER ワッシャーのリストを作成します。 選択した部材に
関連付けられているボルトのワッシャーがすべてリ
ストに含まれます。

WELD 溶接リストを作成します。
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参照項目

テンプレート属性ファイル(contentattributes.lst) (351 ページ)

6.8 テンプレート属性ファイル(contentattributes.lst)
テンプレート属性はオブジェクトプロパティを表します。テンプレート属性を値
フィールド、式、行ルール内で使用して、必要なデータを Tekla Structures データベ
ースから取得できます。

テンプレートを出力すると、属性は、Tekla Structures により対応するオブジェクト
プロパティの実際の値で置き換えられます。たとえば、属性 WEIGHTをレポートテ

ンプレートに含めた場合、Tekla Structures ではモデルオブジェクトの重量がレポー
トに表示されます。

テンプレート属性は次のファイルに定義されます。

ファイル名 解説

contentattributes.lst これは、実際の属性定義を格納するすべ
てのファイルを含むコンテナファイル
です。INCLUDE文を使用してファイル

を追加します。
contentattributes.lstに含まれ

るファイルの順序によって、ファイルの
読み取り順序が定義されます。

Tekla Structures の新しいバージョンをイ
ンストールすると、このファイルはイン
ストール中に上書きされます。更新の
前に、このファイルのコピーを必ず作成
してください。

通常は、contentattributes.lstを

変更する必要はありません。管理者以
外のユーザーは変更しないでください。

contentattributes_global.lst このファイルには、プログラムにハード
コーディングされている属性が含まれ
ます。このファイルは編集しないでく
ださい。

contentattributes_userdefined
.lst

このファイルには、objects.inpファ

イルに定義されたものと同じユーザー
定義情報が含まれます。

Tekla Structures の新しいバージョンをイ
ンストールすると、このファイルはイン
ストール中に上書きされます。テンプ
レートおよびレポートで独自の属性を
使用するには、このファイルのコピーを
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ファイル名 解説

作成し、必要な属性をそのファイルに追
加します。

デフォルトでは、これらのファイルは..\Program Files\Tekla Structures
\<version>\nt\TplEd\settingsにありますが、この場所は環境によって異な

る場合があります。

contentattributes.lstファイルの検索順序は以下のとおりです。

1. モデルフォルダ

2. XS_PROJECT によって定義されたプロジェクトフォルダ

3. XS_FIRM によって定義された企業フォルダ

4. XS_TPLED_INI によって定義されたフォルダ

5. XS_TEMPLATE_DIRECTORY/settingsによって定義されたフォルダ

参照項目

ユーザー定義のテンプレート属性 (352 ページ)

特定の隠しファイルおよびフォルダーの場所 (328 ページ)

6.9 ユーザー定義のテンプレート属性
ユーザー定義のテンプレート属性は、contentattributes_userdefined.lst
ファイルに定義されます。デフォルトでは、部材プロパティダイアログボックスに
表示されるユーザー定義情報のほとんどがこのファイルに含まれます。テンプレ
ートおよびレポートで独自の属性を使用するには、このファイルのコピーを作成
し、必要に応じて名前を変更して、必要な属性をそのファイルに追加します。
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contentattributes_userdefined.lstファイルは 2 つのセクションに分か

れています。

• 属性名およびデフォルト設定のリスト:

• 内容タイプに割り当てる属性のリスト：

1. テンプレートエディタ内の行の内容タイプ

2. テンプレートエディタ内の属性階層

3. カスタマイズ可能なコメント。ユーザー定義情報ダイアログボックス内の
タブ名など

4. objects.inpファイルに指定されたものと同じユーザー定義情報の名前

参照項目

テンプレートエディタへのユーザー定義のテンプレート属性の追加 (354 ページ)
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ユーザー定義のテンプレート属性へのコメントの追加 (355 ページ)

ユーザー定義のテンプレート属性への階層の追加 (356 ページ)

テンプレートエディタへのユーザー定義のテンプレート属性の追
加
次の例は、独自のユーザー定義情報をテンプレートエディタの属性ツリーに追加す
る方法を示しています。

起動前に、ユーザー定義情報を objects.inpファイルに追加します。たとえば、

MY_ATTRIBUTEという名前の属性を図面のユーザー定義プロパティに追加できま

す。

1. contentattributes_userdefined.lstファイルをテキストエディタで

開きます。

2. 適切な名前を付けて(MY_contentattributes_userdefined.lstなど)、
ファイルを同じフォルダに保存します。

3. 属性名のリストに MY_ATTRIBUTEを追加し、次のように設定を定義します。 

4. 内容タイプに割り当てられた属性のリストに MY_ATTRIBUTEを追加しま

す。 

objects.inpファイル内でどのオブジェクトに属性が関連付けられている

かに応じて、内容タイプを選択します。この例では、内容タイプは DRAWING
です。USERDEFINED.<ATTRIBUTE_NAME>の形式で属性を追加します。

5. 変更を保存します。
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6. contentattributes.lstファイルを開きます。

7. ファイルに次の行を追加します。 
[INCLUDE MY_contentattributes_userdefined.lst]

8. 変更を保存します。 

属性は、テンプレートエディタの属性ツリー(DRAWING > USERDEFINEDの

下)に表示されます。

参照項目

ユーザー定義のテンプレート属性 (352 ページ)

ユーザー定義のテンプレート属性へのコメントの追加
テンプレートエディタ属性ツリーのユーザー定義の属性に独自のコメントを追加
できます。

1. contentattributes_userdefined.lstファイルのコピーを開きます。 

たとえば、MY_contentattributes_userdefined.lstです。 元の

contentattributes_userdefined.lstファイルは変更しないでくださ

い。

2. 内容タイプに割り当てられている属性のリストを下方向へスクロールします。

3. 属性名の後ろに、引用符で囲んでコメントを追加します。 

次に例を示します。

4. 変更を保存します。 
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追加したコメントは、テンプレートエディタ内の属性ツリーに表示されます。

参照項目

ユーザー定義のテンプレート属性 (352 ページ)

ユーザー定義のテンプレート属性への階層の追加
テンプレートエディタの属性ツリーに独自の階層を追加できます。

1. contentattributes_userdefined.lstファイルのコピーを開きます。 

たとえば、MY_contentattributes_userdefined.lstです。 元の

contentattributes_userdefined.lstファイルは変更しないでくださ

い。

2. 内容タイプに割り当てられている属性のリストを下方向へスクロールします。

3. USERDEFINED.と属性名の間に、角括弧で囲んだ階層名を追加します。 

次に例を示します。

注 括弧の後ろ、および階層の間にピリオドがあることに注意してください。

4. 変更を保存します。 
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新しい階層は、属性ツリー内に次のように表示されます。

警告 ユーザー定義情報では、大文字と小文字が区別されます。 属性名のどの文字につい
ても、大文字と小文字を正しく区別しながら入力してください。

参照項目

ユーザー定義のテンプレート属性 (352 ページ)

6.10 テンプレートのヒント
テンプレートをより効率的に使用するために検討できるいくつかの点があります。

詳細を確認するには、下のリンクをクリックしてください。

• 計算でのテキストタイプの属性の使用 (357 ページ)

• 値フィールドの内容の変更によるフィート・インチ単位の使用 (358 ページ)

• カスタマイズされた日付形式の定義 (358 ページ)

• 製品図またはキャストユニット図のシート番号 (359 ページ)

• 値フィールドでフォーマット機能を使用します。 (359 ページ)

計算でのテキストタイプの属性の使用

テキストを数値形式に変更します。

double(GetValue("ASSEMBLY_TOP_LEVEL"))
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計算に適した形式に変更します(double=decimals)。
format(double(GetValue("ASSEMBLY_TOP_LEVEL")),"Length", "mm",
1)
上記のすべてを計算式に追加します。

format(double(GetValue("ASSEMBLY_TOP_LEVEL")),"Length", "mm",
1)+15000
別の例 - 部材のエレベーションの場合

(double(GetValue("TOP_LEVEL"))-
(double(GetValue("BOTTOM_LEVEL"))))*1000

値フィールドの内容の変更によるフィート・インチ単位の使用

フィート・インチ単位が使用されているかどうかを確認する詳細設定:
GetValue("ADVANCED_OPTION.XS_IMPERIAL")==TRUE
多言語テキストの翻訳済み文字列の呼び出し:
GetValue("TranslatedText("albl_Diameter_")")
単位の書式設定:
format(GetValue("DIAMETER"),"Length","inch-frac", 1/16)
format(GetValue("DIAMETER"),"Length","mm", 1)
上記のすべてをルールに結合します。

if GetValue("ADVANCED_OPTION.XS_IMPERIAL")==TRUE then
GetValue("TranslatedText("albl_Diameter_")")+
format(GetValue("DIAMETER"),"Length","inch-frac", 1/16) + "
Inches"
else
GetValue("TranslatedText("albl_Diameter_")")+
format(GetValue("DIAMETER"),"Length","mm", 1)+" mm"
endif

カスタマイズされた日付形式の定義

mid 関数を使用して、年、月、日を検索します。

mid("","","") string, offset, n
年:
mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"6","4")
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月:
mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"3","2")
日:
mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"0","2")
ルールで上記のすべてを結合します。

mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"6","4")
+"-"+
mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"3","2")
+"-"+
mid(format(GetValue("DATE"),"Date","dd.mm.yyyy", ),"0","2")

製品図またはキャストユニット図のシート番号

match 関数を使用して、"-" 文字を検索します。

match(GetValue("NAME_BASE"),"*-*")
mid 関数を使用して、"-"の後の文字だけを返します。

mid(GetValue("NAME_BASE"),(1+
(find(GetValue("NAME_BASE"),"-"))),2)
ルールで上記のすべてを結合します。

if (match(GetValue("NAME_BASE"),"*-*"))
then mid(GetValue("NAME_BASE"),(1+
(find(GetValue("NAME_BASE"),"-"))),2)
else ""
endif

値フィールドでフォーマット機能を使用します。
値フィールドで使用する形式は 2 つの方法で定義できます。 [値フィールドプロパ
ティ] ダイアログ ボックスで [タイプ]、[意味]、[単位]、[小数点] のフィールドを入
力するか、または [式] フィールドで式を作成するという方法です。 式ではフォー
マット機能を使用して、属性値をフォーマットされた情報文字列に変換できます。

式でフォーマット機能を使用するときは、常に [値フィールドプロパティ] ダイア
ログ ボックスで [タイプ] を [テキスト] に設定します。 [フォーマット] 領域の他
のフィールドは空白のままにしておきます。

たとえば、レポートで属性値を小数点付数値に変換する場合、変換機能 double を
フォーマット機能に含める必要があります。
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単位と小数点のデフォルト値は contentattributes_global.lst ファイルで

定義されています。 フォーマット機能は、フォーマット機能で定義した内容に基
づいて属性値をフォーマットされた情報文字列に変換します。 フォーマット機能
は、contentattributes_global.lst ファイル内の定義および [値フィールド

プロパティ] ダイアログ ボックスの [フォーマット] 領域に定義された設定に優先
されます。

上記の式を使用した場合のレポートでの結果の例:
Mesh Information:
Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000
Length: 9'-1/4"
Height: 6'-6 3/4"
XS_IMPERIAL 詳細設定に TRUE ではなく FALSE を設定した場合の式の結果の例:

Mesh Information:
Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000
Length: 2750 mm
Height: 2000 mm
有効な単位と精度の文字列のリストについては、..\Program Files\Tekla
Structures\<version>\nt\TplEd\settings フォルダーにある

valuefieldclasses.lst ファイルを参照してください。 このファイルは変更

しないでください。 以下は、ファイルの内容の一例です。Tekla Structures バージョ
ンによって異なる場合があります。

// 
--------------------------------------------------------------------------
-------------
// 
// - Use only letters, numbers, slashes and underlines.
//
// 
--------------------------------------------------------------------------
-------------
//
// Class               =        units { presicions }

Length                 =        mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac 
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{1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }
Angle                  =        Degrees, radians
Area                   =        mm2, cm2, dm2, m2, sq.inch, sq.ft, sq.yd
Area/length            =        mm2/m, cm2/m, dm2/m, m2/m, in2/in, in2/
ft, ft2/ft, sq.yd/ft
Volume                 =        mm3, cm3, dm3, m3, cu.in, cu.ft, cu.yd 
Weight                 =        kg, T, N, lbf, kip
Weight/length          =        kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/ft
Density                =        kg/m3, T/m3, N/m3, kN/m3, lbf/ft3
Temperature            =        Kelvin, Celsius, Fahrenheit
Section_modulus        =        mm3, cm3, in3
Moment_of_inertia      =        mm4, cm4, in4
Warping_modulus        =        mm6, cm6, in6
Force                  =        kg, T, N, daN, kN, lbf, kip
Force/length           =        kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/in, lbf/
ft, kip/in, kip/ft
Force/area             =        kg/m, kg/cm, kg/mm, T/m, T/cm, T/mm, N/m, 
N/cm, N/mm, daN/m, daN/cm, daN/mm, kN/m, kN/cm, kN/mm, lbf/in, lbf/ft, 
kip/in, kip/ft
Moment                 =        kgm, Tm, Nm, daNm, kNm, lbf-in, lbf-ft, 
kip-in, kip-ft
Moment/length          =        kgm/m, Tm/m, Nm/m, daNm/m, kNm/m, lbf-ft/
ft, kip-ft/ft
Stress                 =        kg/m2, kg/cm2, kg/mm2, T/m2, T/cm2, T/
mm2, N/m2, N/cm2, N/mm2, daN/m2, daN/cm2, daN/mm2, kN/m2, kN/cm2, kN/mm2, 
psi, psf, ksi, ksf
Date                   =        dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, 
yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time                   =        hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time             =        dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, 
yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Date_local             =        dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, 
yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time_local             =        hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time_local       =        dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, 
yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yyLeadingZeroes
LeadingZeroes
DistanceList           =        mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac 
{1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }

値フィールド、フォーマット、フォーマット機能、およびその他の機能の詳細につ
いては、「Template Editor User's Guide」を参照してください。
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7 管理者向けの Tekla Model Sharing
とマルチユーザー機能

7.1 Tekla Model Sharing
Tekla Model Sharing では、共有された Tekla Structures モデル内でグローバルなコラ
ボレーション モデリングを効率的に行うことができます。Tekla Model Sharing を
使用すると、ユーザーは異なる場所やタイム ゾーンにいても同じモデルを使って
同時に自由に作業できます。

Tekla Model Sharing では、ユーザーが自分のコンピューターまたはネットワーク ド
ライブにモデルのローカル バージョンを保存します。モデル データは、Microsoft
Azure クラウド共有サービスを使用してインターネット経由で共有および同期さ
れます。モデルが共有されるときは、クラウドベースの共有サービスに接続されま
す。いつでもサービスの状態を確認できます。

注 同じ共有モデルのユーザーは、同じバージョンの Tekla Structures を使用し、同じ 新
のサービス パックを使用する必要があります。

ユーザーがモデルの共有を開始すると、そのユーザーが所属する組織にモデルの所
有権が与えられます。組織は、Tekla Model Sharing を使用して、必ず組織内のユー
ザーによって共有されるすべてのモデルを所有します。共有モデルには常に、1 つ
のみの組織によって所有されます。ウェブベースの Tekla Model Sharing 用の
Management Console により、組織が所有しているすべての共有モデルを管理および
表示することができます。ログインするには、Trimble Identity の管理者権限が必要
です。

Tekla Model Sharing を使用するには、有効な Tekla Model Sharing ライセンスに加え、
有効な組織の一部である Trimble Identity が必要です。Trimble Identity 情報に基づ
いて、ウェブベースの Tekla Online Admin Tool で Tekla Model Sharing ライセンスの
割り当てと管理を行うことができます。詳細については、「Trimble Identity と Tekla
Model Sharing ライセンスの管理」を参照してください。
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Tekla Model Sharing クラウド共有サービスのステータスは、Tekla Model Sharing の
ステータスに公開されています。このウェブ サイトでは、すべてのサービス停止
に関する情報を確認することもできます。

Tekla Model Sharing のしくみの詳細については、以下を参照してください。

• What is Tekla Model Sharing

• Work with Tekla Model Sharing

• What is shared in Tekla Model Sharing

• Best practices in Tekla Model Sharing

• Management Console for Tekla Model Sharing でのモデルの管理

注 Tekla Model Sharing にはシングルユーザー モデルが必要です。マルチユーザー モー
ドでは、モデルを同時に共有して使用することができません。Tekla Model Sharing の
代わりにマルチユーザー モデルを使用してモデルの共有を始める場合は、まず共有サ
ービスからモデルのローカル バージョンを除外した後、マルチユーザー モデルに変換
する必要があります。

除外されたモデルには、共有サービスにある元の共有モデルとのつながりがありませ
ん。つまり、共有サービスからモデルのローカル バージョンを除外してマルチユーザ
ー モードでモデルを使用し始めると、後になって元の共有モデルとマルチユーザー モ
デルとの結合ができないということです。

7.2 マルチユーザー モデル

シングルユーザー モードまたはマルチユーザー モードのいずれかで Tekla
Structures モデルを操作できます。マルチユーザー モードでは、複数のユーザーが
同じモデルに同時にアクセスできます。複数のユーザーが、互いの進捗を把握しな
がら、同じプロジェクトに取り組むことができ、モデルのコピーや結合などの作業
が不要です。

マルチユーザー モデルは、ネットワーク内の任意の場所に配置できる単一のマス
ター モデルで構成されます。各ユーザーは、このモデルにアクセスして、クライ
アント コンピューター上でモデルのローカル ビューを開くことができます。この
ローカル ビューを作業モデルと呼びます。ユーザーが作業モデルに行った変更は
ローカルであり、作業モデルがマスター モデルに保存されるまで、その変更は他
のユーザーには表示されません。

マルチユーザー モデルは、開くとき、保存するとき、ナンバリングするときには
ロックされます。ユーザーのうちの 1 人がいずれかの操作を行うと、他のユーザー
はその間、これらの操作を実行できません。詳細については、「How multi-user
works」を参照してください。

注 マルチユーザー モデルのすべてのユーザーが、同じ設定、同じバージョンと
サービス パックの Tekla Structures を使用する必要があります。

Tekla Structures マルチユーザー サーバーは、コンピューターを起動したときに自動
的に始まるサービスとして実行されます。このサービスにログインする必要はあ
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機能
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りません。使用する Tekla Structures のバージョンに関係なく、入手できる 新バー
ジョンのマルチユーザー サーバーを使用することをお勧めします。

マルチユーザー モデルにアクセス権限を設定する

権限を使用して、ユーザー定義情報を保護できます。[ロック] ユーザー定義情報
(UDA) を使用することで、使用中のモデルと図面が誤って変更されないようにする
こともできます。部材 (個別の梁、柱など)、ボルト、溶接、特定の図面タイプ、プ
ロジェクト プロパティ、フェーズ プロパティに、ユーザー定義情報を使用できま
す。

[ロック] ユーザー定義情報と権限を併せて使用して、特定のユーザーや組織がモデ
ルを変更できないように制限することもできます。アクセス権限の詳細について
は、「Access rights in multi-user mode」を参照してください。

[ロック] ユーザー定義情報には、[はい]、[いいえ]、および [組織] の 3 つの値があ
ります。[はい] に設定された場合、オブジェクトはロックされ、そのプロパティを
変更することはできません。オブジェクトの、ナンバリングに影響しないユーザー
定義情報のみを変更できます。ロックされたオブジェクトを変更しようとした場
合、Tekla Structures は次の警告メッセージを表示します。

ロックされているオブジェクトがあるため、処理できません。レポートを参照下さ
い。

ユーザー インターフェイスにロック属性を追加するには、objects.inp ファイル

内のオブジェクトのセクションに次の行を追加する必要があります。

 attribute("OBJECT_LOCKED", attribute("OBJECT_LOCKED", "Locked:", 
option,"%s", none, none, "0.0", "0.0") { value("No", 1) value("Yes", 0) 
value("Organization", 0) } 

管理者向けの Tekla Model Sharing とマルチユーザー
機能
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8 Tekla Structures のモデルと図面を
別のモデルにインポートする

[モデルインポート] コマンドを使用して、Tekla Structures のモデルと図面を別のモ
デルにインポートできます。インポートしたモデルを後で更新する場合、更新した
モデルを再インポートできます。

• そうしたモデルや部材を同一のモデルに直接インポートすることはできません
(たとえば、モデル フォルダーをファイル システムにコピーして、別々に作業
する場合など)。たとえば、新しい空のモデルを作成して新規にモデルをインポ
ートするか、名前を付けて保存 コマンドを使用してモデルのコピーを作成する
ことで、これを避けることができます。

• 既存のモデルにインポートする場合は、マーク シリーズに頭マークを追加し
て、ナンバリングの競合を修正してください。

• 以前のモデル ダンプのインポートの代わりに [モデルインポート] コマンドを
使用できます。モデル テンプレートを使用せずに作成した空の Tekla Structures
モデルに目的のモデルをインポートします。

1. もう一方のモデルにインポートする Tekla Structures のモデルを開きます。

2. クイック起動に移動して「モデルのインポート」と入力し、表示されたリスト

から [モデルのインポート] コマンドを選択します。

3. インポートするモデル フォルダーを選択し、[OK] をクリックします。 

モデル オブジェクトと図面をインポートすると、Tekla Model Sharing と同様の
リストを使用して変更が表示されます。

デフォルト設定により、インポートされたオブジェクトでは、[ﾛｯｸ] 属性が [はい]
に設定されています。ロックは、[詳細設定] ダイアログ ボックスの [インポート]
カテゴリーにある詳細設定 XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS で制御されてい

ます。

Tekla Structures のモデルと図面を別のモデルにイン
ポートする
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9 属性インポート

ユーザー定義情報(UDA)の値をテキストファイルからモデルにインポートできま
す。たとえば、製作済みまたは確認済みの製品のリストをインポートできます。

モデル内の領域またはモデル全体を選択して、Tekla Structures モデルオブジェク
ト、図面、または一部の参照モデルオブジェクトに属性値をインポートできます。

インポートするファイルとして、次のファイルを使用できます。

• 他のソフトウェアからエクスポートしたファイル。

• メモ帳などの標準のテキストエディタを使用して手動で作成したファイル。

• 部材 GUID とユーザー定義情報を含む簡単な Tekla Structures レポート。

参照項目

属性のインポート (366 ページ)

属性インポートの入力ファイル (367 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例 (368 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル (370 ページ)

属性インポート設定 (370 ページ)

9.1 属性のインポート
テキストファイルからユーザー定義情報(UDA)の値をインポートすることができ
ます。

1. インポートするテキストファイルを現在のモデルフォルダにコピーします。

2. ユーザー定義情報を Tekla Structures モデルの選択した領域にインポートする
場合は、モデル内で領域を選択します。

3. [ファイル]メニューで、 [インポート] --> [属性] をクリックします。 

[属性インポート]ダイアログボックスが開きます。
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4. [入力ファイル]ボックスの横の[...]ボタンをクリックして、インポートするファ
イルを参照します。

5. テキストファイルで使用する区切り文字を選択します。

6. [情報の対象]、[ログファイルを作成する]、[ログファイルを表示する]の各ボッ
クスでオプションを選択します。

7. [作成]をクリックしてファイルをインポートします。

参照項目

属性インポートの入力ファイル (367 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例 (368 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル (370 ページ)

属性インポート設定 (370 ページ)

9.2 属性インポートの入力ファイル

ユーザー定義情報(UDA)の値のインポートで使用する入力ファイルは、カンマ、タ
ブ、セミコロン、スペース、またはユーザー定義の区切り文字で区切られたテキス
トファイルです。入力ファイルには、Tekla Structures モデルにインポートするユー
ザー定義情報の名前と値が含まれます。

入力ファイルの列の先頭行には、モデルオブジェクトおよび図面のプロパティおよ
びユーザー定義属性の名前を記述する必要があります。残りの行には、プロパティ
とユーザー定義情報の値を記述します。

列見出しには、「キー フィールド」を少なくとも 1 つ定義する必要があります。キ
ー フィールドは、図面またはモデル オブジェクトのプロパティです。Tekla
Structures では、キー フィールドを使用して、ユーザー定義情報を割り当てるモデ
ル オブジェクトまたは図面が特定されます。

モデルオブジェクトのキーフィールドを以下に示します。

キーフィール
ド

例 実行

GUID ID4FEAFC88-0
000-0004-313
3-
343038303031

Tekla Structures により、GUID 値が 
ID4FEAFC88-0000-0004-3133-34303830303
1 であるモデル オブジェクトに入力ファイルのこ

の行のユーザー定義情報が割り当てられます。

ASSEMBLY_PO
S
or
MARK

A3 Tekla Structures により、ASSEMBLY_POS 値が A3
である製品に入力ファイルのこの行のユーザー定
義情報が割り当てられます。

含める製品ごとにこの行を繰り返します。
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キーフィール
ド

例 実行

PHASE 2 Tekla Structures により、PHASE 値が 2 である製品

に入力ファイルのこの行のユーザー定義情報が割
り当てられます。

このオプションと共に、ASSEMBLY_POSもキーフ

ィールドとして使用する必要があります。

図面オブジェクトのキーフィールドを以下に示します。

キーフィー
ルド

例 実行

TYPE NAME A D4 Tekla Structures により、TYPE 値が A、MARK 値が D4 である

図面に入力ファイルのこの行のユーザー定義情報が割り当
てられます。

入力ファイルで両方のキーフィールドを使用します。

ID 134 Tekla Structures により、ID 値が 134 である図面オブジェクト

に入力ファイルのこの行のユーザー定義情報が割り当てら
れます。

入力ファイルで文字列以外の値タイプのユーザー定義情報を使用する場合は、..
\Tekla Structures\<version>\environments\common\systemフォルダ

にある import_macro_data_types.datファイルでそれらの情報を定義する

必要があります。

ヒン
ト

Microsoft Excel を使用して入力ファイルを作成する場合は、[名前を付けて
保存]コマンドで[テキスト (タブ区切り) (*.txt)]形式を指定してファイルを
保存します。

参照項目

属性インポート (366 ページ)

属性のインポート (366 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例 (368 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル (370 ページ)

属性インポート設定 (370 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例

部材の入力ファイルの例

ASSEMBLY_POSと PHASEがキーフィールドです。ASSEMBLY_POS列と PHASE
列に示されている値と一致する値を持つ製品に、ユーザー定義情報がいくつか追加
されます。
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たとえば、フェーズ「1」内の製品で ASSEMBLY_POS(製品マーク)が「B5」の製品

に下記のユーザー定義属性が設定されます。

STATUS:3

USER_PHASE:6

USER_ISSUE:3/25/2012

この入力ファイルには、B1 のエントリが複数あります。この場合、入力ファイル
に重複したデータがある。というメッセージがログファイルに書き込まれます。
ファイル内で先にリストされたユーザー定義情報が、それより後にリストされた情
報によって上書きされることはありません。今回の例では、インポート後 B1 の製
品は下記の属性を持つようになります。

STATUS:7

USER_PHASE:3

USER_ISSUE:3/25/2012

この入力ファイルは、タブ区切りです。カンマ、セミコロン、スペース、またはユ
ーザー定義の区切り文字も使用できます。

図面の入力ファイルの例

TYPEと NAMEがキーフィールドです。TYPE列と NAME列に示されている値と一

致する値を持つ図面に、ユーザー定義情報 User field 4の値が追加されます。

たとえば、TYPE A(製品図)の NAMEが B.2 の図面には、User field 4の値 4 が

割り当てられます。

参照項目

属性インポート (366 ページ)

属性のインポート (366 ページ)
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属性インポートの入力ファイル (367 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル (370 ページ)

属性インポート設定 (370 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル

属性インポートの入力ファイルで文字列以外の値タイプのユーザー定義情報を使
用する場合は、..\Tekla Structures\<version>\environments\common
\systemフォルダにある import_macro_data_types.datファイルでそれら

の情報を定義する必要があります。

import_macro_data_types.datファイルは、入力ファイルに含めることがで

きるユーザー定義情報が示された簡単なテキストファイルです。

このファイルは、メモ帳などの標準のテキストエディタを使用して編集できます。

次の操作が可能です。

• キーフィールドではないユーザー定義情報を変更できます。

• INT、STRING、FLOAT、DATEの各値タイプのユーザー定義情報を追加できま

す。

このファイルには、次の列あります。

VARIABLE_NAME, VARIABLE_TYPE, CONVERSION_FACTOR, COMMENT

注 Tekla Structures では、CONVERSION_FACTORを使用してフィート・インチ値をメート

ル値に変換します。この値は、フィート・インチ環境でのみ使用されます。 変換係数
の誤差が生じないように、FLOAT値を確認することをお勧めします。

ダブルスラッシュ(//)で始まる行はコメントとして扱われ、ファイルの読み取り時

に無視されます。

参照項目

属性インポート (366 ページ)

属性のインポート (366 ページ)

属性インポートの入力ファイル (367 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例 (368 ページ)

属性インポート設定 (370 ページ)
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9.3 属性インポート設定

ユーザー定義情報(UDA)の値をテキストファイルからモデルにインポートすると
きは、[属性インポート]ダイアログボックスのオプションを使用して、情報の対象
とログファイルのプロパティを定義します。

オプション 説明

[データの区切り
文字]

入力ファイルで使用する区切り文字を選択します。

情報の対象 • [デフォルト]、[モデル全体]
Tekla Structures はモデルのすべての部材の中からインポートフ
ァイルに一致する部材に属性情報を与えます。

• 選択部材

Tekla Structures は選択中の部材の中からインポートファイルに
一致する部材に属性情報を与えます。

このオプションは、ユーザー定義情報をモデルにインポートす
る場合に使用します。図面にインポートする場合は使用しない
でください。

• 参照モデル

Tekla Structures では、入力ファイルでオブジェクトのユーザー
定義情報の値が、参照モデルの一致するオブジェクトに割り当
てられます。

[ログファイルを
作成する]

• [作成]
ユーザー定義情報をインポートするたびに、現在のモデルフォ
ルダに attribute_import.logという新しいログファイル

を作成します。属性インポートの以前のログファイルは上書き
されます。

• [追加]
ユーザー定義情報をインポートするたびに、現在のモデル フォ
ルダの attribute_import.log ファイルにログ エントリを

追加します。 ログ ファイルが存在しない場合には作成されま
す。

• [いいえ]
ログファイルを作成しません。

履歴表示 • [いいえ]
ログファイルは表示されません。

• [ダイアログ使用]
別ウィンドウでログ ファイルが表示されます。 ログ ファイル
でオブジェクト GUID をクリックすると、モデル内でその部材
がハイライトされます。
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参照項目

属性インポート (366 ページ)

属性のインポート (366 ページ)

属性インポートの入力ファイル (367 ページ)

属性インポートで使用する入力ファイルの例 (368 ページ)

属性インポートで使用するデータファイル (370 ページ)
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10 Tekla Structures のアンインストー
ル

特定のバージョンの Tekla Structures または関連するコンポーネントが必要なくな
った場合は、アンインストールしてコンピューターの容量を節約することができま
す。

ライセンス サーバーをアンインストールする前に、ライセンスを返却 (84 ページ)
します。

10.1 Tekla Structures のアンインストール
Windows のコントロール パネルで Tekla Structures ソフトウェアと環境をアンイン
ストールします。

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
ールする必要はありません。

不要になった Tekla Structures バージョンは、その他のインストール済みの Tekla
Structures バージョンに影響を与えることなく、アンインストールすることができ
ます。

1. Windows の [コントロール パネル --> プログラム --> プログラムと機能 ] に移
動します。

2. コンポーネントを選択して、[アンインストール] をクリックし、プロンプトに
従います。次の順序に従ってください。

a. サービス パックをアンインストールします。

b. Tekla Structures 環境をアンインストールします。 
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まだ使用している Tekla Structures ソフトウェアバージョンの環境をアン
インストールすると、アンインストールした環境は Tekla Structures の設定
ダイアログボックスに表示されなくなります。

Tekla Structures の再起動時に、.tsep 環境パッケージがアンインストール

され、環境ファイルが削除されます。

詳細については、「.tsep パッケージのインストール (15 ページ)」を参照し
てください。

c. メインの Tekla Structures ソフトウェアをアンインストールします。

d. インストールされている場合は、オフライン ヘルプ パッケージをアンイ
ンストールします。

e. 必要に応じて、Tekla Structures に関連するその他のファイルや拡張機能を
インストール フォルダー から手動で削除します。

3. いずれのバージョンの Tekla Structures もコンピューターで実行しない場合は、
バージョンに固有でないコンポーネントをアンインストールします。

a. Tekla Warehouse サービスおよびコンテンツ コンポーネント

b. Tekla License Borrow Tool。 

ライセンス持ち出しツールをアンインストールする前に、持ち出した
Tekla ライセンスの返却 (115 ページ) をします。

c. Tekla License Administration Tool。

d. Tekla ライセンス サーバーをアンインストールする場合は、以下の手順を
参照してください。

10.2 ライセンス サーバーのアンインストール

このコンピューターからライセンス サーバーを完全に削除するには、以下の手順
に従ってください。同じコンピューター上で新しいバージョンにアップグレード
する場合は、「Update the Tekla Structures license server」を参照してください。

1. すべての持ち出し中のライセンスが返却されている (115 ページ) ことを確認
します。LMTOOLS を使用すると、誰がライセンスを持ち出したかを確認でき
ます。

2. Tekla ライセンス認証の返却 (84 ページ). 

ライセンスを返却すると、ライセンスが解放されます。これにより、後で別の
ライセンス サーバーのインストールでライセンスを取得できます (これは、期
限切れまたは新しい Tekla Structures バージョンに更新されたライセンスにつ
いても当てはまります)。
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3. Windows サービス スナップインに移動し、Tekla Licensing Service を停止しま
す。 

Windows の [スタート] メニューにある検索機能を使用してスナップインを見
つけることができます。

4. Windows の [コントロール パネル --> プログラム --> プログラムと機能 ] に移
動します。

5. Tekla ライセンス サーバーを選択し、[アンインストール] をクリックします。

ライセンス サーバーのアンインストールに失敗した場合は、ライセンス サー
バーを手動でアンインストールします。

10.3 手動でのライセンス サーバーのアンインストール

Tekla ライセンス サーバーの自動インストールは、通常コントロール パネルからア
ンインストールできます。

自動アンインストールを実行できない場合(手動インストールの場合など)、ライセ
ンスサーバーを手動でアンインストールする必要があります。

ライセンスサーバーのアンインストールを開始する前に、FlexNet ライセンスサー
ビスと他のライセンスサービスを停止します。

ライセンスサーバーを手動でアンインストールするには、次のようにします。

1. すべての持ち出し中のライセンスが返却されている (115 ページ)ことを確認
します。 LMTOOLS を使用すると、誰がライセンスを持ち出したかを確認で
きます。

2. Tekla ライセンス認証の返却 (84 ページ). 

ライセンスを返却すると、ライセンスが解放されます。これにより、後で別の
ライセンス サーバーのインストールでライセンスを取得できます (これは、新
しい Tekla Structures バージョンに更新されたライセンスについても当てはま
ります)。

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 ライセンス] --> [LMTOOLS] に移動しま
す。

4. [サービス/ライセンス ファイル] タブに移動して、[Configuration using
Services] を選択し、リストで [Tekla Licensing Service] が選択されていることを
確認します。

5. [Start/Stop/Reread]タブを開き、[Stop Server]をクリックしてライセンスサー
バーを停止します。

6. [Config Services] タブに移動し、[Service name] ボックスに [Tekla Licensing
Service] が表示されていることを確認してから、[Remove Service] をクリック
します。

Tekla Structures のアンインストール 375 手動でのライセンス サーバーのアンインストール



7. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。
uninstallanchorservice.exe

8. コントロール パネルから Tekla ライセンス サーバーをアンインストールし
て、アンインストールを完了します。

Tekla ライセンス サーバーがアンインストールされます。
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11 Tekla Open API を使用したアプリ
ケーションの開発

Tekla Open API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を使用して
Tekla Structures 用に独自のアプリケーションや追加機能を開発することができま
す。Tekla Open API は Microsoft .NET テクノロジを使用して実装されます。

Tekla Open API を使用して Tekla Structures と連動するように開発されたアプリケ
ーションのことを拡張と呼びます。Tekla Open API を活用するには、Tekla
Structures の外でプログラム コードを記述する必要があります。プログラムの知識
がない場合でも、Tekla Warehouse から他のユーザーによって作成された拡張をダウ
ンロードすることで、Tekla Open API の恩恵を受けることができます。

Tekla Open API を使用して次のことを行えます。

• ユーザーインターフェイス操作を記録して実行できます。

ユーザーインターフェイス操作を記録して実行することにより、日々のレポー
ト作成などの繰り返し作業を自動化できます。

• 自動化ツールを作成できます。

頻繁に必要とするオブジェクト用に自動化ツールを作成できます。たとえば、
自動化ツールを使用して、基本的な構造を作成したり、典型的な詳細を図面に
追加することができます。

• Tekla Structures を他のソフトウェアに統合できます。

Tekla Structures と分析や設計などのソフトウェア間での情報の変換には、Tekla
Open API と.NET を利用できます。

• 新しい機能を作成できます。

Tekla Open API と拡張の詳細については、「Tekla Developer Center」を参照してくだ
さい。
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