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1 Tekla Structures 2019 リリース ノ
ーツ

Tekla Structures 2019 へようこそ。

このバージョンのさまざまな新機能と改良点については、次のリンクから確認して
ください。

• Tekla Structures のインストールの変更点 (8 ページ)

• ライセンスの更新 (10 ページ)

• 起動画面、サイド パネル、クイック起動、およびプロジェクト プロパティの更
新 (15 ページ)

• 部材ラベル、クリップ平面、およびウィンドウ オプションの更新 (21 ページ)

• モデルおよび図面内のオブジェクトを検索および選択する新しい方法: ID 番号
で選択 (23 ページ)

• プロパティ パネルの扇形基準線プロパティおよび基準線プロパティ (25 ペー
ジ)

• 折れ板の新しいプレート タイプ: 単独折れ板 (29 ページ)

• 新しい曲線の作図オブジェクトおよびその他の改良点 (35 ページ)

• モデリングおよびディテールの改良点 (38 ページ)

• 丸め、ステップのテーパー、クランク、およびその他の鉄筋セットの改良点
(42 ページ)

• 図面で選択されている複製 (48 ページ)

• 図面内容管理、マーク、注記の改良点 (52 ページ)

• レイアウト エディターの改良点 (59 ページ)

• 寸法の改良点 (60 ページ)

• 図面のその他の改良点 (66 ページ)

• テンプレート エディター 3.8 の改良点 (73 ページ)

• 印刷の改良点 (73 ページ)
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• 図面のバージョンの管理 (74 ページ)

• Tekla Model Sharing の改良点 (77 ページ)

• DWG エクスポートの改良点 (80 ページ)

• 相互運用性のその他の改良点 (84 ページ)

• コンクリート製作用のツールの更新 (88 ページ)

• Tekla BIMsight および Web Viewer の Trimble Connect for Desktop への置き換え
(93 ページ)

• コンポーネントの改良点 (95 ページ)

• 詳細設定の変更点 (107 ページ)

• テンプレート属性の変更点 (108 ページ)

• Tekla Structures 2019 修正リスト

互換性

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

今回のバージョンには下位互換性がありません。Tekla Structures 2019 でモデルを
作成または保存すると、以前のバージョンではデータベースが異なるため開くこと
ができません。

Tekla Structures 2019 は、64 ビット版 Windows オペレーティング システムにのみイ
ンストールすることができます。

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。

Tekla Structures 2019 では、Tekla ライセンス サーバー 2017 以降が必要です。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、「Which license server version to use」を参照してください。

管理者向けリリース ノーツ

上級ユーザーは、「Tekla Structures 管理者向けリリースノーツ」を一読し、今回の
リリースで追加されたカスタマイズ設定の適用方法をご確認ください。

ローカライゼーション リリース ノーツ

環境固有の変更点については、「ローカライゼーション リリース ノーツ (156 ペー
ジ)」で説明しています。

Tekla Open API リリース ノーツ

Tekla Open API リリースノーツは「Tekla Developer Center」にあります。
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1.1 Tekla Structures のインストールの変更点

Tekla Structures 2019 では、インストールについて主に次の変更が行われています。

• 環境インストーラーが、環境に関連する .tsep インストーラーが含まれ

る .msi インストーラーになりました。

Tekla Structures 2019 環境インストーラーは、以前のバージョンの Tekla
Structures と同様に Tekla Downloads で入手できます。

• インストール フォルダー構造が変更され、\ProgramData および \Users の
下のフォルダー パスに Trimble が含まれるようになりました。

• Tekla Structures ソフトウェアは、これまでのようにデフォルトで \Program
Files にインストールされます。

• Tekla Structures 環境は、これまでのようにデフォルトで \ProgramData に
インストールされます。次のように、フォルダー パスに Trimble が含まれ

るようになっています。..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\Environments.このデフォルトの場所は、ソフ

トウェアを \Program Files にインストールする場合に使用されます。

• ユーザー固有の設定は、これまでのように \Users にインストールされま

す。次のように、フォルダー パスに Trimble が含まれるようになっていま

す。..\Users\<user>\Appdata\Local\Trimble\Tekla
Structures\<version>.

• Tekla Structures バージョン番号が、フォルダー構造に 2019.0 と書き込まれる

ようになりました。

• Windows レジストリのインストール設定が、HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION> レジストリ キーに

保存されるようになりました。このパスには、Trimble も含まれるようになり

ました。

• RPC インターフェイス メッセージのバッファ サイズが 4096 に増加されまし
た。すべての RPC ベースのジョイント、ディテール、およびディテール ツー
ルは、新しいデベロッパー キットでコンパイルする必要があります。

• このバージョンから、Tekla Structures のすべてのインストールをオンライン ラ
イセンスで使用できるようになり、標準バージョン、パートナー バージョン、
および Learning バージョン (Tekla Campus) を個別にインストールする必要はな
くなりました。詳細については、「ライセンスの更新 (10 ページ)」を参照して
ください。

• カナダ向けの新しい環境が使用可能になりました。

• 米国環境は 1 つだけになりました。設定を使用して、フィート インチ単位のモ
デリングとメートル単位のモデリングを切り替えることができます。

• デフォルトの環境では、役割 [すべて] を使用できなくなりました。
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環境インストーラーに、.tsep インストーラーが含まれるようになりました。

Tekla Structures 2019 の新機能として、.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、これまでのように
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

ーラーを実行するには管理者権限が必要です。.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\2019.0\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\2019.0\Environments\<environment> フォルダーにインスト

ールします。

Tekla Structures のバージョン更新では、Tekla Structures は変更後の .tsep インスト

ーラーのみをインストールします。

インストールされた .tsep 環境インストーラーは、Tekla Structures の [拡張管理] に
表示されます。

環境フォルダー構成

環境フォルダー構成 が新しくなり、これまでより簡単にフォルダーの内容を 新
の状態に保つことができるようになりました。

フォルダーは、設定または材質 (\Concrete、\Steel、\Engineering など) に
基づいて論理的に整理されます。\General フォルダーには、モデリングおよび図

面に固有のすべての役割および設定に共通する内容などが格納されます。フォル
ダーの構成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。
Tekla Structures 管理者は、役割フォルダーと材質フォルダー、それらのサブフォル
ダーの下のフォルダー構成を維持し、各自の環境の環境 ini ファイルで使用する設
定を定義します。

XS_SYSTEM 詳細設定を使用して、役割フォルダーと材質フォルダーを指定しま
す。デフォルトでは、環境に \Environments\<your environment>\system
フォルダーはなくなりました。

1.2 ライセンスの更新
Tekla Structures 2019 では、一部の構成にオンライン ライセンスが導入されました。
Tekla License Borrow Tool では、新しい [Setup] ダイアログ ボックスでライセンス
サーバーと製品 ID ファイルをより簡単に指定できるようになりました。ライセン
スの一部の製品名も変更されています。
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Tekla online ライセンス

Tekla Structures 2019 には、オンライン ライセンスで Tekla Structures を使用するた
めの新しいオプションが追加されています。現在このオプションは一部の構成で
のみ使用可能であり、有効な Trimble Identity が必要です。

• Tekla Structures 2019 をダウンロードし、インストールします。

• Tekla Structures 2019 を初めて起動すると、オンプレミス ライセンスではなく
Tekla online ライセンスを使用するための新しいオプション テクラオンライン
ライセンスを使用 が使用可能になっています。

• 以前のバージョンの Tekla Structures がインストールされており、オンプレミス
ライセンス サーバー (FlexNet) を使用している場合、Tekla Structures 2019 では
同じライセンス サーバーが使用され、構成選択画面が表示されます。

• Tekla Structures を使用していない場合、上記のオプションが表示されます。現
在使用中のライセンスは管理者にご確認ください。

• 現在 [テクラオンラインライセンスを使用] オプションは、以下の一部のライセ
ンスに対してのみ有効になっています。

• エデュケーション (Tekla Campus) - このライセンスを取得するには、
campus.tekla.com に登録します。

• パートナー - 従業員が developer.tekla.com で Tekla Partners Program に参加し
ます。承認されると、管理者が Tekla Admin Tool でライセンスを割り当てる
ことができます。

• EPM モデラー - この構成は Tekla PowerFab でのみ使用可能です。

• [テクラオンラインライセンスを使用] を選択して [OK] をクリックすると、ロ
グイン ダイアログ ボックスが表示されます。Trimble Identity およびパスワー
ドを入力します。起動ダイアログ ボックスに、使用可能な構成が表示されま
す。
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• [ファイル --> ライセンスサーバーの変更] から、または Tekla Structures の起動
ダイアログ ボックスで [ライセンスサーバーの変更] オプションをクリックす
ることによって、後でライセンスのタイプを変更することもできます。

オフラインでの使用

• パートナーは、アクティブなインターネット接続がない状態で 7 日間有効です。
オンラインでサインインする際に、モデルを開き、[Stay signed in] チェック ボ
ックスをオンにします。

• エデュケーションは、オフラインで 24 時間有効です。

• EPM モデラーは、オフラインで 24 時間有効です。

管理者向け

詳細設定 XS_LICENSE_SERVER_SELECTION を使用して、Tekla Structures の起動

時の動作をオーバーライドし、オプションを無効にすることができます。

• オンプレミスライセンスサーバーを使用:これを機能させるには、ライセンス サ
ーバー情報が既に指定されている必要があります。

• テクラオンラインライセンスを使用:Tekla Structures に、Trimble Identity へのサ
インインを求めるメッセージが表示されます。

この詳細設定が 1 または 2 のいずれかに設定されている場合、ライセンス サーバ
ー情報が見つからないか、Tekla Structures への接続に問題がある場合を除き、
Trimble Identity の起動時にダイアログが表示されません。値が 1 の場合には [オン
プレミスライセンスサーバーを使用] オプションが有効になり、2 の場合には [テク
ラオンラインライセンスを使用] オプションが有効になります。この詳細設定を機
能させるには、次のいずれかの方法を使用して設定する必要があります。

• Windows 環境変数:

• Windows 10: [設定] を開き、“システム環境変数の編集” を検索して [環境変
数] をクリックし、ユーザーまたはシステム変数を追加して、名前に 
XS_LICENSE_SERVER_SELECTION、値に 1 または 2 と入力します。

• 以前のバージョンの Windows: [コントロール パネル] を開き、[ システム -->
システムの詳細設定 --> 環境変数 ] をクリックし、ユーザーまたはシステム
変数を追加して、名前に XS_LICENSE_SERVER_SELECTION、値に 1 また

は 2 と入力します。
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• Tekla Structures の起動用のバッチ ファイル:

• 次の内容でバッチ ファイル (.bat または .cmd ファイル拡張子を持つテキ

スト ファイル) を作成します。

set XS_LICENSE_SERVER_SELECTION=2
start /D "C:\Program Files\Tekla Structures\2019\nt\bin
\" TeklaStructures.exe
exit /B 0

以下の記事も参照してください。
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• 『Tekla Structures ユーザー インターフェイスを使用せずにライセンス サーバー
アドレスを設定する方法』

• 『Tekla account とモデル共有ライセンスの管理』

Tekla License Borrow Tool での更新

Tekla License Borrow Tool を使用してライセンスを持ち出すには、ライセンス サー
バーと、そのライセンス サーバーに固有の製品 ID ファイル (.tpi) を指定する必

要があります。これらを 1 つのダイアログ ボックスで指定できるようになりまし
た。

• Tekla License Borrow Tool を開きます。

• Tekla License Borrow Tool を初めて開いたときに、[Setup] ダイアログ ボックス
が表示され、[Server] 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 の形式 (例: 27007@server_hostname)
で入力できます。次に、[Browse] をクリックし、製品 ID ファイルを選択しま
す。

[OK] をクリックすると、Tekla License Borrow Tool の [Products] 領域が更新さ
れ、利用可能なライセンスが表示されます。このライセンスを持ち出すことが
できます。
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• ウィンドウには [Setup] という新しいボタンもあり、このボタンを使用してラ
イセンス サーバーまたは製品 ID を変更できます。別のライセンス サーバーか
ら持ち出すために再起動する必要はなくなりました。

• すべてのライセンスを同時に複数のライセンス サーバーに返却できるように
なりました。

ライセンスの持ち出しの詳細については、「Tekla Structures をオフラインで使用す
るためのライセンスの持ち出し」を参照してください。

ライセンスの製品名の変更

古い名前 新しい名前

Tekla Structures License Server Tekla License Server
Tekla Structures Licensing Service Tekla Licensing Service
Tekla Structures License Administration
Tool

Tekla License Administration Tool

Tekla Structures License Borrow Tool Tekla License Borrow Tool
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1.3 起動画面、サイド パネル、クイック起動、およびプロジェク
ト プロパティの更新
Tekla Structures 2019 では、ユーザー インターフェイスが新しくなりました。Tekla
Structures 2019 のユーザー インターフェイスには、リボンとアイコンの明確さを強
調する、新しい中間色の配色が追加されています。この新しい青色ベースの配色
は、Trimble の他の製品の配色に従っています。

起動画面の更新

Tekla Structures 2019 では、起動画面が更新されました。

• 起動画面のすべてのタブに、専用ビューが追加されています。

• Tekla Model Sharing モデルが表示される新しい [Shared models] タブがありま
す。Tekla Model Sharing を使用して共有されているモデルを開く場合は、
Trimble Identity を使用してログインする必要があります。

• [ 近] タブまたは [すべてのモデル] タブでモデルを選択し、選択したモデルに
サムネイルが作成されていない場合、ハイパーリンクが表示されます。ハイパ
ーリンクをクリックすると、Tekla Structures により、サムネイルを作成する方
法を示すメッセージが表示されます。

• [ 近] タブまたは [すべてのモデル] タブでモデルを選択すると、[開く] ボタン
にドロップダウン メニューを開くための小さい矢印が表示されます。このド
ロップダウン メニューには、モデルのタイプに応じて、[マルチユーザー モデ
ルに変換]、[シングルユーザー モデルに変換]、または [モデル シェアリングか
ら除外] ボタンが含まれています。

• [ 近] タブおよび [すべてのモデル] タブでは、それぞれ列を並べ替えることが
できます。また、ドラッグすることで、列の順序を変更したり、サイズを変更
したりできます。

• If the [ 近] タブが空白の場合は、[すべてのモデル] タブが表示されます。

If the [すべてのモデル] タブが空白の場合は、[新規] タブが表示されます。
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• [ 近] タブでモデルのリストからモデルを削除する場合は、モデルを右クリッ
クし、いずれかのオプションを選択します。

• 選択したアイテムを削除:選択したモデルをリストから削除します

• すべてクリア:リストからすべてのモデルを削除します

• 無効なエントリをクリア:すべての無効なモデル (削除して開くことができ
なくなったモデルなど) をリストから削除します

• [新規] タブでは、不要なモデル テンプレートを非表示にしたり、重要なテンプ
レートをお気に入りとしてマークすることができます。

1. リストからモデル テンプレートを選択します。

2. 右クリックして [お気に入り] または [非表示] を選択します。

テンプレートを [お気に入り] としてマークしている場合、テンプレート リ
ストの上部に配置されます。別の方法として、テンプレート上の星のアイ
コンを使用して、[お気に入り] としてマークしたり、マークを削除したり
できます。

テンプレートを [非表示] としてマークしている場合、テンプレートのリス
トから削除されます。テンプレートを再度表示するには、[非表示アイテム
の表示] チェック ボックスをオンにします。

• [現在の Tekla Structures 設定]、[通知] などのサイド パネルを折りたたんでいる
場合、サイド パネルに折りたたまれた状態が記憶されるようになりました。

• 新しいコマンド ライン機能が追加されました。Tekla Structures ショートカット
でターゲットを追加することによって、新しいモデルを作成したり、自動保存
されたバージョンのモデルを開くことができるようになりました。

例:

既存のモデルを開く TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model"

既存のモデルを開く (自
動保存)

TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model" /autosaved

新規モデルを作成する
(テンプレートなし)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created"

新規モデルを作成する
(テンプレートあり)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /modelTemplate:"Cast-in-Place"

新しいマルチユーザー
モデルを作成する

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /server:"my-server:1234"
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クイック起動の更新

[クイック起動] が改良され、Tekla Structures 2019 向けに再設計されました。

• 検索結果にコマンドの場所が表示されるようになり、コマンドが場所ごとに表
示されるようになりました。[ 近] タブ、[リボン] タブ、[メニュー] タブ、お
よび [すべてのコマンド] タブをクリックすることによって、検索結果内を簡単
に移動できます。[ 近] タブには、検索結果から、 近実行されたコマンド 10
個が一覧表示されるため、よく使用するコマンドに簡単に繰り返しアクセスで
きます。

• キーボードの上下方向キーを使用して検索結果の間を移動することもできま
す。Enter キーを押して、選択したコマンドを実行します。

• 検索結果リストからコマンドを選択したときに、検索ボックスが自動的にクリ
アされることがなくなりました。検索語は表示されたままになり、検索ボック
スをクリックすると、以前の検索結果リストが自動的に開きます。[クイック起

動] ボックスの選択をクリアするには、  をクリックするか、Esc キーを押し
ます。

• [クイック起動] を使用して検索したコマンドがサイド パネルに表示される場
合、Tekla Structures により、サイド パネル ウィンドウが開かれます (まだ開い
ていない場合)。

• オンとオフを切り替えることができるコマンドおよびツールバーは、検索結果
リストを閉じなくてもオンとオフを切り替えられるようになりました。
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• リボン、ファイル メニュー、およびサイド パネルに表示される [クイック起動]
の検索結果は、黄色でハイライトされます。

• [クイック起動] 検索リストには、すべてのローカル コレクションおよびローカ
ル パッケージではなく、Tekla Warehouse のローカル コレクションが個別に一
覧表示されるようになりました。Tekla Warehouse の検索コンテンツは、表示さ
れる検索結果がある場合にのみ表示されます。[クイック起動] では、Web ブラ
ウザーで実際の検索を開くボタンに、見つかったアイテムの数が表示されます。

サイド パネルの変更点

Tekla Structures で同時に開けるサイド パネル ウィンドウは、デフォルトでは、1 つ
のみになりました。

サイド パネル ボタンを右クリックすると、[シングル パネル] オプションまたは
[パネルをスタック] オプションのどちらを使用するかを選択できます。

シングル パネル:Tekla Structures により、新しいサイド パネル ウィンドウが開き、
開いているその他のサイド パネル ウィンドウはすべて閉じられます。

パネルをスタック:Tekla Structures により、新しいサイド パネル ウィンドウが開き、
開いているその他のサイドパネル ウィンドウは互いに積み重なって維持されま
す。

または、Ctrl + サイド パネル ボタンをクリックすると、サイド パネル ウィンドウ
が互いに重なって開きます。

[シングル パネル] オプションまたは [パネルをスタック] オプションのどちらを選
択しても、浮動状態のパネルには影響しないことに注意してください。[シングル
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パネル] オプションを使用しているときに、1 つ以上の浮動状態のパネルを開くこ
とができます。

リボンのフォント サイズの新しいコントロール

リボンのフォント サイズを変更できるようになりました。リボンのフォント サイ
ズを調整するには、[ File --> Settings --> User interface ] の [Font size (Ribbon)] スラ
イダーを使用します。

リボンのフォント サイズは 9p から 14p の間で設定できます。デフォルトのフォ
ント サイズは 11p です。Tekla Structures を閉じて起動し直すと、設定が記憶されて
います。

ファイル メニューのプロジェクト プロパティの新しいスタイル

[ファイル] メニューの [プロジェクト プロパティ] が、プロパティ パネルと同じよ
うに機能するようになりました。

• 初に編集を有効にしなくても、テキスト フィールドの変更を開始できるよう
になりました。

• 変更されたテキスト フィールドは、明るい黄色の背景色でハイライトされま
す。

• [プロジェクト プロパティ] に変更を加えた場合は、[変更] ボタンがアクティブ
になります。[変更] をクリックして変更を適用します。

新しい伸縮可能アイコン

リボン、ファイル メニューなどのすべてのコマンドに、伸縮可能なベクター形式
のアイコンが追加されました。ベクター形式のアイコンは、品質を損なわずに任意
のサイズに拡大縮小できます。

これまでは、コマンドには小さいラスター形式のアイコンか大きいラスター形式の
アイコンしか使用できませんでした。
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1.4 部材ラベル、クリップ平面、およびウィンドウ オプションの
更新
Tekla Structures 2019 では、部材ラベルに新しいオプションが追加され、クリップ平
面の削除が簡単になり、ビュー ウィンドウのリストが変更されています。

部材ラベルの新しいオプション

[ビュープロパティ --> 表示] ダイアログ ボックスの部材ラベルに新しいオプショ
ンが追加されました。

部材ラベルに新しい [次を表示] リストが追加され、部材ラベルを表示する部材を
選択できるようになりました。

• すべて:部材ラベルは、ビュー内のすべての部材で表示されます。

• 選択対象:部材ラベルは、選択した部材にのみ表示されます。

• 選択対象のメイン部材:部材ラベルは、選択した製品のメイン部材にのみ表示さ
れます。

• すべてのメイン部材:部材ラベルはすべての製品のすべてのメイン部材で表示
されます。

[選択対象] または [選択対象のメイン部材] オプションを選択した後にビューを
選択する場合、まずビューにその変更を適用する必要があることに注意してく
ださい。その後で、部材ラベルを表示するオブジェクトを選択してください。

さらに、[追加 >] をクリックして [部材マーク] リストにプロパティを追加すると、
[部材マーク] チェック ボックスが自動的にオンになるようになりました。

クリップ平面の新しいコマンド: クリップ平面をすべて削除

一度にすべてのクリップ平面を削除できるようになりました。開いているすべて
のビューのすべてのクリップ平面を削除するには、[表示 --> クリップ平面をすべて
削除] をクリックします。

ウィンドウをアルファベット順に表示

[ウィンドウ] をクリックしてビュー リストを開くと、ビューがアルファベット順
に表示されます。
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1.5 モデルおよび図面内のオブジェクトを検索および選択する
新しい方法: ID 番号で選択
Tekla Structures 2019 では、GUID (グローバル一意識別子)、オブジェクトの ID、ま
たは参照オブジェクトの IFC GUID がわかっている場合、オブジェクトを簡単に検
索および選択できます。これは、モデリング モードおよび作図モードの両方で機
能します。

レポートおよびログ ファイルには、オブジェクトの GUID または ID に関する情報
が含まれていることがよくあります。これまでは、モデルまたは図面でこれらのオ
ブジェクトを検索する場合、特定の GUID または ID を使用して表示フィルターま
たは選択フィルターを定義する必要がありました。本バージョンから、新しい [ID
番号で選択] コマンドを使用して、GUID または ID に基づいてオブジェクトを検索
できます。IFC 参照オブジェクトの IFC GUID を使用することもできます。これ
は、IFC 参照モデルで更新と変更を追跡する必要がある場合に役立ちます。

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

目的 操作

オブジェクトの GUID、
ID、または IFC GUID 番号
に基づくオブジェクトの
検索

1. • モデリング モードのリボンで、矢印ボタン

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

• 図面モードの[クイック起動] に「ID 番号で選
択」と入力します。

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。
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目的 操作

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

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

3. 検索を定義するには、必要なチェック ボックスを
オンにします。

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

• 選択を固定:Tekla Structures で、現在選択され
ているオブジェクトを維持したまま、新しい
選択内容が追加されます。

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

4. 選択 をクリックします。

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

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

図面内のモデル オブジェ
クトの検索

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

1. モデリング モードのリボンで、矢印ボタン

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

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. モデル内で 1 つまたは複数のオブジェクトを選
択します。

3. 取得 をクリックします。
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目的 操作

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

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

4. ダイアログ ボックスを開いたままにします。

5. 図面を開きます。

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

見つかったオブジェクトで作業を続けることが
できます。

モデル内の図面オブジェ
クトの検索

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

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

[ID 番号で選択] ダイアログ ボックスが開きま
す。

2. 図面内で 1 つまたは複数のオブジェクトを選択
します。

3. 取得 をクリックします。

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

4. ダイアログ ボックスを開いたままにします。

5. 図面を閉じます。

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

見つかったオブジェクトで作業を続けることが
できます。

1.6 プロパティ パネルの扇形基準線プロパティおよび基準線プ
ロパティ
実際に扇形をした扇形基準線を作成できるようになりました。これまでは、直角の
基準線しか作成できませんでした。丸柱、塔、タンク、円形プラットフォームなど
の円形構造または曲線構造をモデリングする場合、扇形基準線を使用します。必要
に応じて、完全に 360 度の基準線を作成できます。
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さらに、直角の基準線、扇形基準線、および単独の基準線のプロパティにプロパテ
ィ パネルからアクセスできるようになりました。

1. [編集] タブで、[基準線 --> 扇形基準線の作成] をクリックします。

Tekla Structures に基準線のプレビューが表示されます。

基準線を挿入する前に、プロパティ パネルで [扇形基準線] プロパティを変更
できます。基準線のプレビューは、プロパティ パネル内の変更に応じて変化
します。

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

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

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

扇形基準線の変更

プロパティ パネルの [扇形基準線] プロパティに加えて、直接変更とコンテキスト

ツールバーを使用して扇形基準線を変更できます。  [直接変更] がオンになっ
ていることを確認します。
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• 円弧線をドラッグして半径を変更できます。

• 直線をドラッグして角度を変更できます。

• 既存の基準線 (円弧線および直線) の間に新しい基準線を追加できます。
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• コンテキスト ツールバーを使用して、基準線ラベルを変更できます。

• キーボードを使用して、半径と角度を変更できます。
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グループまたは単独の基準線のプロパティ パネル

直角の基準線、扇形基準線、および単独の基準線のプロパティにプロパティ パネ
ルからアクセスできるようになりました。

基準線プロパティに [基準線の色] および [ラベルのフォント サイズと色] が追加さ
れました。これまでは、これらのプロパティは詳細設定で使用できました。

1.7 折れ板の新しいプレート タイプ: 単独折れ板
入力部材を必要としない、単独折れ板を作成できるようになりました。単独折れ板
を使用して、フード、ホッパー、円錐などの円柱部材および円錐部材をモデリング
します。
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単独折れ板の作成を開始する前に、  [直接変更] がオンになっていることを確
認します。

1. [鋼材] タブで、 [ プレート --> 単独折れ板の作成 ] をクリックします。

2. 曲げの 初の半径を定義します。

a. 中心点をピックします。

b. 円弧の始点をピックします。

c. 円弧の終点をピックします。

ピックの順序によって上方向が定義されます。たとえば、XY 平面上で反時計
回りの方向に円弧を作成する場合、上方向は、右手の法則に従って正の Z 軸
の方向になります。

3. 点をピックして曲げの高さを定義します。
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または、折れ板のコンテキスト ツールバーで高さを入力することもできます。

4. 曲げの 2 番目の半径を定義します。

a. プレートのプレビューに基づいて点をピックします。

b. 点をピックした後にプレートの方向を変更する場合は、マウスの左ボタン
をクリックします。

または、円柱状の曲げを作成する場合は、マウスの中ボタンをクリックし
ます。この場合、半径 1 = 半径 2 になります。
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5. 折れ板の作成を完了するには、マウスの中ボタンをクリックします。

単独折れ板の形状の変更

直接変更の寸法値とハンドルを使用して、折れ板の形状を変更します。
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• 新しい寸法値を入力することで、曲げの角度、半径、および高さを変更できま
す。

• 折れ板の縁端をドラッグして伸ばすことができます。
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• 中間点を追加および削除できます。
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• 単独折れ板の展開図面を作成できます。

制限事項

• Tekla Structures では、完全に 360 度の単独折れ板はサポートされていません。
ただし、359 度のプレートを作成することはできます。

• 図面の作成時に、ローカル座標系を使用します。

• 180 度未満の円錐折れ板の展開図面は正しく機能します。ただし、図面の作成
時に、180 度を超える円錐折れ板があると、予期しない結果が生じる場合があ
ります。

1.8 新しい曲線の作図オブジェクトおよびその他の改良点
Tekla Structures 2019 では、補助円弧と補助連続曲線という 2 つの新しい作図オブジ
ェクト、および作図オブジェクトをコピーするための新しいコマンドが追加されま
した。補助円および補助線も改良されています。

補助円弧
モデル内の 3D 空間で 3 つの点をピックすることで、補助円弧を作成できます。

[編集] タブで [作図オブジェクト --> 円弧] コマンドを実行し、コンテキスト ツール
バーを使用してピックする点のセットを指定します。

たとえば、円弧の中心点、始点、および終点をピックできます。
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または、円弧上の始点、終点、および任意の点をピックできます。

詳細については、「補助円弧の作成」を参照してください。

補助連続曲線
ピックした点を通る 3D 補助連続曲線を作成できます。連続曲線には、直線セグメ
ントや曲線セグメントを含めることができます。
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[編集] タブで [作図オブジェクト --> 連続曲線] コマンドを実行します。コンテキ
スト ツールバーを使用して直線セグメントと曲線セグメントの作成を切り替え、
マウスの中ボタンをクリックして連続曲線を完成させます。

詳細については、「補助連続曲線の作成」を参照してください。

オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー
補助線、円、円弧、および連続曲線を、指定した方向に、指定したオフセット値を
使用してコピーできます。たとえば、新しい円と円弧を元の円または円弧と同じ場
所を中心として作成し、オフセット値を使用して半径を調整できます。

詳細については、「オフセットを使用した作図オブジェクトのコピー」を参照して
ください。

作図オブジェクトの変更

補助線を円弧に変更できるようになりました。円弧シンボル  を線の中点に
ドラッグします。

補助円弧を線に変更するには、円弧の中点  を削除します。

直接変更ハンドルを使用して作図オブジェクトを変更する方法の詳細については、
「作図オブジェクトの変更」を参照してください。

補助円および補助線の改良点

• コマンド [ 編集 --> 作図オブジェクト --> 円 ] は、これまでの 2 つのコマンド
[中心点と半径を使用した円] および [3 点で指定した円] に代わるものです。

コンテキスト ツールバーを使用してモデル内の 3D 空間でピックする 3 つの点
を指定し、補助円を作成できるようになりました。コンテキスト ツールバーは
コマンドを実行した後に表示されます。
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• プロパティ パネルを使用して補助線 および補助円 のラインのタイプを変更で
きるようになりました。

これまで線タイプの変更に使用されていた詳細設定 XS_CONSTRUCTION_
LINE_LINE_TYPE および XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE は削除

されました。

• 補助円に標準ファイルが追加されました。

補助円の他のプロパティ ファイルを保存することもできます。

1.9 モデリングおよびディテールの改良点
Tekla Structures 2019 では、モデリングおよびディテールの機能に多数の改良点が追
加されています。

直交スナップの改良点

• Tekla Structures 2019 では、スナップが改良され、[Ortho] ツールとの連携が強化
されています。

以前は、[Ortho] をオンにすると、Tekla Structures で 後の平面が記憶され、
後にピックした点が参照点として使用されて、 後に点をピックした平面への
スナップが続行されていました。これにより、部品が想定とは別の平面に作成
されるなど、スナップの結果が目的とは異なるものになっていました。
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現在はコマンドを中断すると、参照点情報がクリアされます。これにより、参
照点情報、つまり直交スナップで使用できる 後にピックした点がなくなりま
す。そのため、スナップがより正確になります。

参照点を使用する必要がある場合は、コマンドを実行するときに Ctrl キーを押
しながら点をピックして、参照点を手動で設定します。

• 以前は、[Ortho] ツールがアクティブな場合、スナップ距離の切り上げが正しく
ありませんでした。この不具合は修正されました。

• 直交スナップを使用するときに、スナップ ポイントが垂直スナップ シンボルで
表示されるようになりました。

ボルト孔の改良点

[ボルト] プロパティ に、どの接続部材に孔を作成しないかを指定できる新しいオ
プションが追加されました。

これを行うには、次のようにします。

1. [ボルト] プロパティ パネルの [孔] セクションに移動します。

2. [長孔対象部材] の横にある、目的の [特殊孔] チェック ボックスをオンにしま
す。

3. [特殊孔タイプ] リストで、[孔なし] を選択します。
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4. [変更] をクリックします。

[孔なし] オプションは、システム コンポーネントおよびカスタム コンポーネント
のボルトにも使用できます。

溶接の改良点

溶接に関する ISO 標準 (2553) に従っており、詳細設定 XS_AISC_WELD_MARK が
FALSE に設定されている場合、すみ肉溶接サイズによって脚の長さまたはのど厚

のどちらが決まるかを指定できるようになりました。

新しい詳細設定 XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE を次のように設定します。

• TRUE に設定して、すみ肉溶接の脚の長さ (z) に溶接サイズを使用します。

• FALSE に設定して、溶接サイズをすみ肉溶接ののど厚 (a) に使用します。

この詳細設定はモデル固有であり、設定はオプションデータベースに保存されま
す。 この詳細設定は、混合溶接のすみ肉溶接にも適用されます。

溶接サイズに影響する溶接の頭マークを設定すると、

XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE に設定された値よりも優先されることに注

意してください。

現場打ちコンクリート ユニットの内容の追加および削除

[現場打ちコンクリート --> 現場打ちコンクリート ユニットに追加] および [現場打
ちコンクリート --> 現場打ちコンクリート ユニットから削除] コマンドがコンテキ
スト メニューに表示される際に、右クリックで表示される選択オブジェクトの組
み合わせ数が多くなりました。

[クイック起動] では次のコマンドも使用できます。これらのコマンドにはキーボ
ード ショートカットを割り当てることができます。

• [現場打ちコンクリート ユニットに追加]

• [選択したオブジェクトを現場打ちコンクリート ユニットに追加]

• [現場打ちコンクリート ユニットから削除]
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• [現場打ちコンクリート ユニットから選択したオブジェクトを削除]

これらのコマンドを使用すると、現場打ちコンクリート ユニットに追加できない
オブジェクトも含むオブジェクトのセットを選択している場合でも、現場打ちコン
クリート ユニット への許可されたオブジェクトの追加、またはこれらのオブジェ
クトの削除を、これまでより簡単に行うことができます。

[現場打ちコンクリートを計算] コマンドおよび/または [現場打ちコンクリート ユ
ニットに追加] コマンドを使用して定義された現場打ちコンクリート ユニットの
内容および関係をリセットする必要がある場合、[クイック起動] で次のコマンドを
使用できます。

• [すべての現場打ちコンクリート ユニットの関係をリセット]

• [手動で割り当てたすべての現場打ちコンクリート ユニットの関係をリセット]

• [手動で割り当てた以外のすべての現場打ちコンクリート ユニットの関係をリ
セット]

モデルへのアイテムの配置の改良点

モデル内のアイテム をカスタム パーツと同じ方法で追加および移動したり、軸お
よび回転ハンドルを使用してアイテムの位置および回転を調整しやすくなりまし
た。

形状クリーナー ツール

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、新しい [Shape cleaner] アプリケーションを使用して Tekla Structures モデルの
形状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。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、バージョン 2018i 以
降に移行される形状で役立ちます。[Shape cleaner] には、形状ファイルのバックア
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ップを作成し、クリーニングの結果に満足できない場合は元のファイルに戻すオプ
ションがあります。

[形状クリーナー] は、[アプリケーションとコンポーネント] カタログで使用できま
す。

ナンバリングの改良点

[ナンバリング設定] ダイアログ ボックスで、[フェーズ] が [製品フェーズ] に変更
されました。[製品フェーズ] の設定は、部材ではなく、製品のナンバリングにのみ
影響するようになっています。つまり、ナンバリングでは、部材フェーズや部材の
製品フェーズではなく、製品の製品フェーズのみが比較されます。

1.10 丸め、ステップのテーパー、クランク、およびその他の鉄筋
セットの改良点
Tekla Structures 2019 では、鉄筋セットに関連する多くの新しい設定と便利な機能が
追加されました。
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モデル内の鉄筋の長さの丸め

これまでは、rebar_config.inp ファイルで定義された設定を使用して、レポー

ト テンプレートおよび図面テンプレートの鉄筋の長さの丸めのみを行うことがで
きました。

本バージョンから、モデル内の鉄筋セットの鉄筋の長さを丸めることができます。
新しい丸め設定は、[オプション] ダイアログ ボックス の現在のモデル、[鉄筋セッ
ト] プロパティ の鉄筋セット全体、および [鉄筋プロパティ モディファイアー] プ
ロパティ の特定の鉄筋セットの鉄筋に使用できます。

直線の鉄筋、 初と 後の脚、および中間の脚に個別の設定を定義し、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
めるかを定義できます。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
義する別の設定もあります。

レポート テンプレートおよび図面テンプレートでは、引き続き
rebar_config.inp ファイルの丸め設定が使用されます。モデル内で鉄筋セッ

トの鉄筋の長さが既に丸められており、モデルおよび rebar_config.inp ファイ

ルの丸め設定が一致している場合、追加の丸めはテンプレートでは行われません。

ステップのテーパー

傾斜した部材の縁端などで鉄筋セットの鉄筋をテーパーするかどうか、およびテー
パー ステップの作成方法を定義できるようになりました。新しいステップのテー
パー設定は、[オプション] ダイアログ ボックス の現在のモデル、[鉄筋セット] プ
ロパティ の鉄筋セット全体、および [鉄筋プロパティ モディファイアー] プロパテ
ィ の特定の鉄筋セットの鉄筋に使用できます。

直線の鉄筋、 初と 後の脚、および中間の脚にはテーパー ステップの値を個別
に定義できます。鉄筋セットのプロパティまたはプロパティ モディファイアーの
プロパティを使用して、1 つのテーパー ステップの鉄筋の本数を定義することもで
きます。

新しいコンテキスト タブを使用した鉄筋セット モディファイアー
の作成

鉄筋セット全体、または選択した鉄筋グループあるいは鉄筋に対して、鉄筋セット
モディファイアーを作成できるようになりました。3 つの鉄筋選択スイッチ

 のいずれかを使用して、モディファイアーを作成する鉄筋セットの鉄筋
を選択します。

次に、リボンの右端に表示される新しい [鉄筋セット] コンテキスト タブにあるモ
ディファイアー コマンドを使用します。コンテキスト タブは、鉄筋セットの鉄筋
が選択されている場合にのみ表示されます。
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コンテキスト タブの 初のボタンは、モデルにモディファイアーを配置する方法
およびピックする点の数を定義するために使用します。これまでの 1 点および複
数点ピッキング モードに加えて、選択した鉄筋セットの鉄筋に使用できる新しい

ピッキング モード  が追加されました。[ピッキング モード] ボタンをクリッ
クして、3 つのモードを切り替えます。

[鉄筋セット] コンテキスト タブには、鉄筋セットに副部材のガイドラインおよび
脚の面を追加するためのコマンドもあります。

分割線の改良点

• 分割線を使用して、鉄筋セットの鉄筋に標準およびカスタムの重ねプロパティ
およびクランク プロパティを定義できるようになりました。[分割タイプ]、
[Lapping type]、[Cranking] セクション全体など、プロパティ パネルの [Rebar
splitter] プロパティの新しい設定を使用します。

重ねプロパティおよびクランク プロパティの標準値は、環境フォルダー、企業
フォルダー、および/またはプロジェクト フォルダーの rebar_database.inp
ファイルから読み取られます。

• [分割する鉄筋] 設定が [影響を受ける鉄筋] になり、新たに [1/4] オプションが追
加されました。

• これまでの [ラップ タイプ] 設定は削除されました。

• 分割線を追加する場合または分割線を選択する場合に、影響を受ける鉄筋の長
さがモデルに表示されるようになりました。

• 鉄筋端部からの特定の距離または丸められた距離に分割線を作成し、表示され
る寸法をもう一方の鉄筋端部から測った寸法にする場合は、Shift キーを押しな
がら分割線をモデルに配置して、測定点をもう一方の鉄筋端部に切り替えます。
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端部ディテール モディファイアーの改良点

プロパティ パネルの [鉄筋端部ディテール モディファイアーを追加] プロパティ
で、次の新しい設定を使用できるようになりました。

• フックの回転:鉄筋平面からの鉄筋の終了フックを回転させることができます。
例:

• 調整タイプ:端部オフセットまたは指定した脚の長さに従って、鉄筋の長さを延
長または短縮できます。

• これまでの [ねじ切り] セクションが [端部開先] になり、いくつかの新しい設定
が追加されました。

• [カスタム プロパティ] セクション: [その他] ボタンをクリックして、端部ディテ
ール モディファイアーのユーザー定義情報 (UDA) にアクセスします。

リボンの新しい鉄筋表示オプション

リボンの [コンクリート] タブで、モデルに [鉄筋のオプションを表示] するための
新しいコマンドが追加されました。

• 脚の面の表示・非表示

クリックして、モデルへの鉄筋セットの脚の面の表示/非表示 を切り替えます。

これは、詳細設定 XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES を TRUE/FALSE に設定す

ることと同じです。
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• 鉄筋の寸法の表示・非表示

クリックして、選択した鉄筋、鉄筋グループ、または鉄筋セットの寸法のモデ
ルへの表示/非表示を切り替えます。

これは、詳細設定 XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS
を TRUE/FALSE に設定することと同じです。

• プロパティ モディファイアーの表示・非表示

クリックして、鉄筋セットのプロパティ モディファイアーの表示/非表示 を切
り替えます。

これは、詳細設定 XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS を TRUE/
FALSE に設定することと同じです。

• 端部ディテール モディファイアーの表示・非表示

クリックして、鉄筋セットの端部ディテール モディファイアーの表示/非表示を
切り替えます。

これは、詳細設定 XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS を TRUE/
FALSE に設定することと同じです。

• 分割線の表示・非表示

クリックして、鉄筋セットの分割線の表示/非表示を切り替えます。

これは、詳細設定 XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS を TRUE/FALSE に設定

することと同じです。

• 鉄筋グループの色分け

クリックして、鉄筋セット クラスではなく鉄筋セット内の鉄筋グループを色分
けして示します。

これは、詳細設定 XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS を TRUE に設定する

ことと同じです。

脚の面の変更の改良点

脚の面 をドラッグして鉄筋セットを変更する場合に、新たに改良された次の方法
を使用できるようになりました。

• 脚の面をドラッグすると、接続されている脚の面の平面はそのまま維持されま
す。

• Alt キーを押しながら脚の面をドラッグすると、脚の面のサイズは同じままです
が、接続されている脚の面の平面は変化する場合があります。

これは、これまで脚の面をドラッグしたときに発生していた現象です。

• Shift キーを押しながら脚の面をドラッグすると、脚の面が、接続されている脚
の面から切り離されます。

これは、これまで Alt キーを押しながら脚の面をドラッグしたときに発生して
いた現象です。
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• Ctrl キーを押しながら脚の面をドラッグすると、新しい平行な脚の面が作成さ
れます。

その他の改良点

• 横筋セットの鉄筋を作成する際に、鉄筋をモデルに追加する前に鉄筋セットの
ガイドラインの長さを調整することによって、鉄筋の配置長さを変更できます。
[鉄筋セット --> 横筋を作成] コマンドの実行中に、コンテキスト ツールバーの

新しいボタン  をクリックし、ガイドラインの端部ハンドル  をドラッグし
てガイドラインを短縮または延長します。

• 鉄筋セット モディファイアー、分割線、ガイドライン、および脚の面を操作す
るために、[鉄筋グループの選択] 選択スイッチまたは [シングル鉄筋の選択] 選
択スイッチを使用することもできるようになりました。これまでは、[鉄筋セッ
トの選択] スイッチを使用する方法しかありませんでした。

• 分割線を含むすべての鉄筋セット モディファイアーに、次の新しい設定が追加
されました。

• [影響を受ける鉄筋] は、同じ場所で変更可能な鉄筋の数を定義するために使
用します。

これは、これまで分割線に使用されていた [分割する鉄筋] の設定に似てい
ますが、新たに [1/4] オプションが追加されています。

• [ 初の影響を受ける鉄筋] は、モディファイアーの 初の端部を基準とし
て、変更する 初の鉄筋を定義するために使用します。

• 各鉄筋セット モディファイアーの中点に近い場所にある矢印シンボル 
が、モディファイアーの方向、分割線の左側と右側などを示すようになりまし
た。矢印は、モディファイアーの始点から終点の方向に向いています。

鉄筋セットの第 1 のガイドラインと第 2 のガイドラインにも方向矢印がありま
す。

• シングル鉄筋セットの鉄筋または鉄筋グループを選択すると、選択した鉄筋に
影響するモディファイアーおよび分割線がモデルに表示されます。また、鉄筋
セットで選択されていないその他の鉄筋は半透明で表示されます。

モディファイアーまたは分割線を選択すると、このモディファイアーまたは分
割線の影響を受ける鉄筋セットの鉄筋がモデルに表示されます。影響を受けな
いその他の鉄筋は半透明で表示されます。

レンダリング オプション [選択部材のみ表示] (Ctrl + 5) を使用すると、モディ
ファイアーまたは分割線を選択した場合に、影響を受ける鉄筋が表示されます。

• 鉄筋セット モディファイアーが、他のオブジェクトの上に太い実線を使用し
て、より明瞭にモデルに表示されるようになりました。

• [長手方向鉄筋を作成]、[横筋を作成] コマンドおよび [平面鉄筋を作成] コマン
ドを使用してコンクリート部材の鉄筋セットを作成すると、Tekla Structures に
より、コンクリート部材の既存のカットを使用して、新しい鉄筋セットが自動
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的にカットされます。つまり、新しい鉄筋セットの個別のカットを作成する必
要はありません。

ただし、鉄筋セットのカットおよびコンクリート部材のカットは、個別に変更
および削除することができます。また、鉄筋セットのあるコンクリート部材に
新しいカットを追加する場合、鉄筋セットは自動的にはカットされません。

• カット プロファイルおよび中空プロファイルの内側に鉄筋セットの鉄筋を作
成できるようになりました。

• モデルと図面で鉄筋セットの鉄筋グループ情報を表示できるようになりまし
た。

• 鉄筋セット グループの色分けが有効な場合、グループ タイプが不明である鉄筋
セットのすべての鉄筋が異なる色で色分けされるようになりました。

• 新しいテンプレート属性 (108 ページ) を鉄筋に使用できます。

1.11 図面で選択されている複製

一般図を編集するとき、繰り返し行うタスクとして建築オブジェクトの注記、寸
法、スタイルの追加が必要になることがよくあります。新しい [選択部材の図面複
製] 機能を使用すると、既存の注記オブジェクト、図面オブジェクト表示およびス
タイルを、一般図の選択したソース オブジェクトから選択したターゲット オブジ
ェクトに複製できます。この機能を使用すると、手動での繰り返しを大幅に低減で
きます。

[選択部材の図面複製] コマンドを使用すると、以前に作成した注記オブジェクトと
図面オブジェクトの表示を、同じタイプ、同様の形状の製品またはキャスト ユニ
ット間で複製できます。

1 つの図面ビュー内で、または異なる図面ビュー間で注記オブジェクトおよび図面
オブジェクトの表示を複製できます。

[選択部材の図面複製] は、次のタイプの図面内容を認識します。

• 連動的なおよび独立した注記オブジェクト: 寸法、マーク、テキスト、シンボ
ル、テキスト ファイル、および DWG/DXF ファイル

• 円、四角形、ポリゴンなどのスケッチ オブジェクト

• オブジェクト表示とスタイル: 線の色、線タイプ、ハッチング

[選択部材の図面複製] に関連するコマンドは、図面モードの [図面] タブにありま
す。これらのコマンドは、一般図を開いている場合にのみアクティブになります。
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• 複製の前に、何をどのように複製するかを定義できます。これを行うには、[図
面複製の設定] を選択します。

• マージ:一致するコンテンツを複製ソースから複製し、複製ターゲットの注
記オブジェクトおよび建築オブジェクト プロパティをすべて上書きしま
す。これがデフォルトのモードです。

• すべて保持:複製ターゲットの既存の注記オブジェクトおよび建築オブジェ
クト プロパティを保持し、複製ターゲットにないコンテンツのみソースか
ら複製します。

• すべて破棄:複製ターゲットにある注記オブジェクトおよび建築オブジェク
ト プロパティをすべて破棄し、選択されたすべてのコンテンツを複製ソー
スから複製します。

• 建築オブジェクト プロパティとスタイルの図面複製:部材、鉄筋、ボルト、
および溶接の建築オブジェクト プロパティ ダイアログ ボックスで、線の色
およびタイプ、ハッチング スタイル、その他の表示プロパティなどの建築
オブジェクト プロパティを複製します。デフォルトでは、このオプション
は選択されていません。

• 保護設定に従ってマークとアソシエート マークを配置:エレベーション マ
ーク、溶接マーク、寸法および独立した注記オブジェクトを除き、すべての
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連動的な注記オブジェクトについて [現在位置の近くで図面オブジェクト
を配置調整] コマンドを自動的に実行します。このオプションを使用する
と、ターゲットで他のオブジェクトに重ならないように注記オブジェクトを
配置します。自由位置にあるオブジェクトは移動しません。重なっている
オブジェクトは現在位置に可能な限り近い位置に移動します。

• 複製する前に、まずソース オブジェクトを変更して必要な寸法と注記を持つよ
うにし、ソース オブジェクト プロパティを調整します。

• 複製するには、[選択部材の図面複製] タブで [図面] をクリックします。次に、
オブジェクトをクリックするか範囲選択を使用して、ソース オブジェクトを選
択します。マウスの中ボタンをクリックして、選択を完了します。次に、オブ
ジェクトをクリックするか範囲選択を使用して、ターゲット オブジェクトを選
択します。Esc キーを押して複製を停止します。

• [図面内容管理] および選択フィルターを使用してオブジェクトを選択する
こともできます。Ctrl キーを押しながら選択したオブジェクトをクリック
することで、オブジェクトを選択解除できます。

• 後に選択したソースから複製できます。これを行うには、[ 後に選択さ
れたソースから図面複製] タブで、[図面] をクリックします。

• 寸法を複製する際には、複製前に寸法の関連付けルールを設定し、寸法点が
関連付けられているオブジェクトがどれか明確にしてください。詳細につ
いては、「寸法の関連付けの表示」を参照してください。

以下、左側に詳細なフーチング、右側に複製のターゲットとなる類似したフーチン
グを示します。

以下で、左側の詳細なフーチングは右側のターゲットのソースとして使用されてい
ます。ディテールはターゲットに複製されています。
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制限事項

• 寸法線、断面図シンボル、図面ビュー名、隣接部材、隣接鉄筋などの一部の図
面オブジェクトは、ソース オブジェクトとして使用できません。これらのオブ
ジェクト タイプは、範囲選択または単体での選択の 中および後にハイライト
されません。オブジェクトを選択できない場合は、ステータス バーのメッセー
ジにより表示されます。

• [選択部材の図面複製] は現場打ちコンクリート ユニットがあるとき使用でき
ません。

• 正確な複製結果を得るには、すべての寸法を基準線交点または建築オブジェク
トと基準線の交点に関連付ける必要があります。

2 本の垂直な基準線の交点に関連付けられた寸法点:

部材側部と基準線の交点に関連付けられた寸法点:
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ソース選択の基準線に沿った任意の位置に配置されたすべての寸法点は、ター
ゲットの誤った座標に複製されることに注意してください。

• [選択部材の図面複製] は、半径寸法または円弧寸法の複製には使用できません。

• モデル内で [ミラー] コマンドで作成した対称なオブジェクトへの注記の複製
は、正確な結果になりません。

• 複製モードは、独立した注記オブジェクトまたはスケッチ オブジェクトの複製
には影響しません。表示されたオブジェクト タイプは、[選択部材の図面複製]
がターゲット オブジェクトに適用される回数だけターゲットにコピーされま
す。

• ソースとターゲットの図面ビューのビュー方向が一致しない場合、寸法は複製
されません。この場合、ステータス バーにメッセージが表示されます。

選択した注記、オブジェクトの表示、およびスタイルの複製の詳細については、「図
面で選択されている複製」を参照してください。

1.12 図面内容管理、マーク、注記の改良点
マークおよび注記に関連するいくつかの改良点があります。[図面内容管理] で、新
しいプロパティ列をリストに追加し、既存のプロパティ列を変更および移動した
り、非表示にしたりできるようになりました。いくつかの新しい建築オブジェクト
カテゴリーが追加されています。リボンには、選択したマークを点の周りに整列す
る新しいコマンドも追加されています。
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図面内容管理の改良点

プロパティ列の追加および変更

[図面内容管理] のリストへの新しいプロパティ列の追加、および既存のプロパティ
列の変更が可能になりました。これまでは、プロパティ列を編集できず、列数が固
定されていました。列を削除したり、列の順序を変更することもできます。さら
に、内容管理カテゴリーに加えられた編集が、特定の xml ファイルに保存されるよ
うになりました。生成されたファイルは、ユーザー定義の設定としてローカライズ
して使用できます。

• [図面内容管理] で新しいプロパティ列を追加するには、カテゴリーの横にある
矢印ボタンをクリックしてカテゴリーを展開し、プロパティ列のタイトル行に
ある + ボタンをクリックします。

• 新しい [プロパティの編集/追加] ダイアログ ボックスで、左側のリストから必
要なプロパティを選択し、右側のリストにドラッグします。[検索] ボックスを
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使用して、プロパティを検索します。同じ列に複数のプロパティを追加できま
す。次に、プロパティ列の名前を入力し、[OK] をクリックします。
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• 列のセルにカスタム テキストを追加するには、[カスタム テキスト] を選択し、
表示される [テキスト] ボックスに必要なテキストを入力します。Enter キーを
押して、カスタム テキストを右側のリストに追加します。

• 使用可能なプロパティ リストに表示されていない必要なプロパティを追加す
る、または object.inp ファイルで定義されたユーザー定義情報を追加するに

は、[カスタム プロパティ] を選択し、表示された [プロパティ] ボックスに必要
なプロパティまたは UDA を入力します。次に、Enter キーを押して、プロパテ
ィを右側のリストに追加します。

• 値がない場合でもプロパティ セルを表示するには、[列の空のフィールドを表
示] オプションを選択します。

• プロパティ列を変更するには、列名を右クリックし、[編集] を選択します。

• プロパティ列を削除するには、列名を右クリックし、[削除] を選択します。

• 列を新しい位置にドラッグするだけで、[図面内容管理] での既存の列の順序を
変更できます。
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• どのカテゴリーも選択していない状態で [図面内容管理] パネルを右クリック
し、表示されるリストの表示カテゴリーをクリックすることで、そのカテゴリ
ー タイプを非表示にすることができます。

• Tekla Structures 2019 以降では、すべての一般プロパティが
DrawingContentManagerCategories.xml ファイルに保存されます。こ

のファイルは、デフォルトで ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\common\system フォルダーに

置かれています。プロパティ列の変更 (新しい列、編集された列、列の順序)
は、現在のモデル フォルダーの下の \attributes フォルダーにある

DrawingContentManagerCategories_<user>.xml ファイルにすべて保

存されます。

まず、Tekla Structures は、ユーザー固有の設定ファイルである
DrawingContentManagerCategories_ <user>.xml を検索します。ファ

イルが見つからない場合、Tekla Structures は、次に
DrawingContentManagerCategories.xml を検索します。

ファイル名から _<user> を削除するだけで、ユーザー固有のファイルから汎

用ファイルに変換できます。

汎用的な設定ファイルを検索する際のフォルダーの検索順序は次のようになり
ます。

• モデル フォルダーの下の \attributes フォルダー

• プロジェクト フォルダー (XS_PROJECT)

• 企業フォルダー (XS_FIRM)

• システム フォルダー (XS_SYSTEM)

• 詳細設定 XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY で定義されたフォルダー
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建築オブジェクトの新しいカテゴリー

• [ジョイント] で、カテゴリー タイプの [隣接鉄筋] および [図面内容管理] が使用
できるようになりました。現在の図面で、ジョイントおよび隣接鉄筋オブジェ
クトの図面内容 (マークやアソシエート マークなど) を確認および編集できる
ようになっています。

• 隣接鉄筋オブジェクトおよび隣接鉄筋マークに関連するすべてのコマンドが、
コンテキスト メニューで使用できるようになりました。次の操作を迅速かつ
簡単に行うことができます。

• シングル鉄筋マークまたはアソシエート マークを選択した単体の鉄筋また
は鉄筋のグループに追加する

• 寸法マーク、注記寸法マーク、または寸法線を、選択した鉄筋のグループに
追加する

• 鉄筋グループ内の鉄筋の位置を調整する

• 図面内の鉄筋オブジェクトの表示/非表示を切り替える

• 鉄筋マークを追加、変更、または削除する

• コンポーネント オブジェクトが図面にシンボルで表示されるようになりまし
た。ジョイントの表示シンボルは、デフォルトでは、..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common
\symbols\ のフォルダーにある xsteel.sym ファイルのシンボル番号 142
です。シンボル エディターでジョイントの表示シンボルを変更できます。シ
ンボル エディターの詳細については、『Symbol Editor User's Guide』を参照して
ください。
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• [図面内容管理] のリストからオブジェクトを選択した場合、コンポーネント オ
ブジェクトは図面でハイライトされますが、それ以外の場合は非表示になりま
す。

• [図面内容管理] のリストからコンポーネント オブジェクトを選択した場合、コ
ンポーネント マークを追加、変更、または削除できます。

• [ジョイント] カテゴリーにはコンポーネントのジョイント タイプのみが表示
されることに注意してください。

選択したマークをポイントに合わせる

• 図面モードの [注記] タブには、選択したマークを点の周りに整列させるための
新しいコマンド [ポイントに合わせる] があります。この新しいコマンドでは、
引出し線と交差しないように配置されます。

[直交] がオンになっている場合、線は 0 度、90 度、180 度、または 270 度の角
度で配置されます。

コマンドの実行中にマウスの中ボタンを押したままにして、マークの角度を変
更することもできます。

このコマンドを使用するには、整列するマークを選択し、コマンドを選択して
点をピックします。
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• 新しい [一列に整列] メニューにマーク整列コマンドが追加されました。

1.13 レイアウト エディターの改良点
図面レイアウトでのテンプレートの配置および移動が非常に簡単になりました。
テンプレートを保存および閉じる操作も変更されました。

• [レイアウト エディター] で、図面レイアウトでのテンプレートの配置が改良さ
れ、図面枠または既存のテンプレートで角または中点をピックしたときにテン
プレートが自動的に配置されるようになりました。テンプレートは、既存のテ
ンプレートとのオーバーラップを回避しようとします。アンカーは、図面枠ま
たは既存のテンプレートの も近い角または中点に自動的にスナップします。

図面タイトル テンプレートの上にリビジョン テンプレートをドラッグしてい
る間、アンカーの候補が次のように表示されます。

図面タイトル テンプレートにリビジョン テンプレートをドラッグしている間、
スナップ ポイントの候補が次のように表示されます。
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• さらに、テンプレートの移動がより簡単になり、ドラッグするだけでテンプレ
ートを移動できるようになりました。ドラッグすると、テンプレートは既存の
テンプレートとのオーバーラップを回避しながら、自動的にその位置を定めよ
うとします。テンプレートを配置する場合と同様に、アンカーは図面枠または
既存のテンプレートの も近い角または中心点に自動的にスナップします。

• [名前を付けて保存] ボタンが [上書き保存] に変更されました。

• [閉じる] ボタンが削除されました。[レイアウト エディター] パネルを閉じる
と、レイアウト エディター モードが終了します。

• [レイアウトの保存] ダイアログ ボックスの 初のオプションの名前 [選択レイ
アウトを上書き] が、その意味がより明確に伝わるように [現在の名前でモデル
フォルダに保存(このレイアウトを使用するすべての図面が更新されます)] に
変更されました。

1.14 寸法の改良点
図面寸法にいくつかの重要な改良が加えられています。たとえば、寸法点をハンド
ルからドラッグし、寸法点の関連付けを表示および変更できるようになりました。
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寸法点のドラッグ

• 図面内の直線寸法が、寸法点ハンドルから寸法点をドラッグして変更できるよ
うになりました。

• 単一の寸法線をドラッグする場合: 既存の寸法線の後ろの位置に寸法点をドラ
ッグした場合、選択した寸法点は元の位置から削除され、新しい優先の位置に
再作成されます。点を既存の点があるのと同じ座標位置にドラッグした場合、
ドラッグした寸法点は自動的に 初の位置に戻されます。

• 寸法セットでドラッグする場合: 隣接する寸法線の 2 点間の領域に寸法点をド
ラッグした場合、選択した寸法点は元の位置から削除され、新しい優先の位置
に再作成されます。点を既存の点があるのと同じ座標位置にドラッグした場
合、ドラッグした寸法点は元の位置から削除され、新しい位置に移動した後、
既存の点と結合します。

• 追い寸法で座標がゼロの寸法点をドラッグすると、[寸法原点の指定] コマンド
を実行せずに開始寸法点を変更できます。
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• [ファイル] メニューの [設定] セクションの [図面ドラッグ アンド ドロップ] ス
イッチがオンの場合、寸法点ハンドルは 初にハンドルを選択せずにドラッグ
できます。

寸法の関連付けの表示

Tekla Structures で作成された寸法点は、その寸法点が追加されたオブジェクトに関
連付けられます。これにより、モデリング中にオブジェクトを変更したときに寸法
が自動的に更新されます。

場合により、直交投影のために寸法点の位置がわかりにくくなります。同じ点の位
置に他のオブジェクトが複数あるため、寸法点を目的のオブジェクトに関連付けら
れない場合があります。図面の更新および複製の際は、これにより寸法の値や関連
付けが目的のものと異なるものになる場合があります。

不正な関連付けを避けるか、簡単に関連付けの選択区間を作成するために、すべて
のタイプの図面で寸法関連付けルールを確認および変更できる新機能が追加され
ました。この機能は直線寸法でのみ使用できます。

• 寸法点関連付けルールを変更するには、目的の寸法または寸法セットを選択し
ます。次に、寸法点関連付けアンカーをクリックします。これにより、寸法点
を関連付けられるオブジェクトが記載された、寸法点関連付けルールリストが
表示されます。[デフォルト] 関連付けルールは、Tekla Structures により自動的
に選択されます。リスト内のルールをクリックして選択し、寸法点を新しいオ
ブジェクトに関連付けます。ルールをクリックすると、図面内の対応するオブ
ジェクトがハイライトされます。対応する基準線もハイライトされます。ルー
ル リストを閉じるには、図面の背景をクリックします。

• Ctrl または Shift キーを押しながら寸法点関連付けアンカーをクリックするか、
Alt キーを押して範囲選択を使用することで、複数の寸法の関連付けルール リ
ストを開くことができます。
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• 選択した寸法セットに関連するすべての関連付けルールを開くには、寸法セッ
トをクリックしてコンテキスト メニューから [寸法関連付けルールの表示] を
選択します。

• マウス カーソルをルール リストの上に合わせ、マウス ホイールでスクロール
することで、関連付けルールを変更できます。

• すべての開いているルール リスト内の同じオブジェクト タイプに関連する関
連付けルールを選択するには、目的のルールをダブルクリックします。選択さ
れたルールがすべての開いているルール リストにおいて黄色でハイライトさ
れます。

• ルール リストに表示されるルールの 大数を詳細設定 
XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT で制御できます。必要な関連付け設

定がルール リストにない場合、XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT の値を

変更して、表示されるルールの数を増やします。

• 次の建築オブジェクトに対して、ルール リストに次の属性が表示されます。

• 鉄骨部材: "NAME"、"PART_POS"、"PROFILE"

• コンクリート オブジェクト: "NAME"、"PROFILE"

• ポリゴン カット: "NAME"、"PROFILE"

• 鉄筋: "NAME"、"REBAR_POS"

• ボルト: "NAME"

• 基準線: 基準線 "NAME"
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• 基準線と建築オブジェクトの面の交点: 基準線 “NAME” または建築オブジ
ェクトのラベル:

• 基準線の交点: 基準線 “NAME”/”NAME”:

• 現場打ちコンクリート ユニット: 現場打ちコンクリート ユニット
"POUR_TYPE"、# "POUR_NUMBER"

• [デフォルト] オプションが選択されていると、寸法更新中の寸法点の追従先
のオブジェクトは、オブジェクトの新しい位置に基づいて自動的に選択され
ます。[デフォルト] オプションの挙動に対応するルールがルール リストに
存在しない場合があることに注意してください。[デフォルト] とは別のオ
プションを選択することで、寸法の更新中にどのオブジェクトに追従するか
を制御することができます。
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• [図面複製] および [選択部材の図面複製] コマンドで寸法の関連付けを表示しま
す。

• 選択した寸法点の関連付けルールを変更することで、図面内の寸法の複製の
結果をより正確にできます。ルール リストで選択されている関連付けオプ
ションは、選択したルールが複製図面内、または一般図の選択したターゲッ
ト内の同様のオブジェクトに対応する場合、複製された寸法で保持されま
す。鉄骨梁、鋼板、鉄筋、ボルトなどの異なるコマンドを使用してモデリン
グされている場合、オブジェクトは同様と見なされません。複製図面内、ま
たは一般図の選択したターゲット内の適切なオブジェクトが見つからない
場合、寸法点は同じ座標点に配置されているオブジェクトに関連付けられま
す。この場合、問題の点での関連付けルールは [デフォルト] オプションに
戻ります。

• 再ナンバリングによって図面が自動的に複製されたとき、関連付けルールは
一から再計算され、ユーザーによって設定されたルールはすべて失われるこ
とに注意してください。

寸法のその他の改良点

キャスト ユニット、製品、または部材内に寸法を配置するための新しいオプショ
ン

• ビューベースの寸法設定では、[寸法作成ルールのプロパティ] ダイアログ ボッ
クスに、寸法タイプ [フィルター寸法] の新しい設定 [内側寸法の配置] が追加さ
れました。この設定を選択すると、寸法をキャスト ユニット、製品、部材の内
部に配置できます。

[内側寸法の配置] 設定の例:
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半径寸法の中点の関連付けアンカー

• 半径寸法の中点に対して関連付けアンカーが描画されるようになりました。中
点は常に連動していますが、これまでは関連付けアンカーが描画されていませ
んでした。

放射鉄筋セット グループへの円弧寸法線の使用

• 円弧寸法線を、放射鉄筋グループと同様に、放射鉄筋セット グループにも使用
できるようになりました。
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1.15 図面のその他の改良点
多くの図面機能にその他のさまざまな改良が加えられています。たとえば、[ドキ
ュメント管理] の手動のカテゴリーでドキュメントを整理できるようになりまし
た。図面内でのドラッグがより簡単かつシンプルになり、鉄筋図面ツールも更新さ
れています。さらに、図面ビュー ラベルに新しい配置オプションが追加されてい
ます。

ドキュメント管理の改良点

図面リスト ボタンの名前をドキュメント管理に変更

• リボンの [図面とレポート] タブで、コマンド ボタンの名前が [ドキュメント管
理] に変更されました。

• [クイック起動] で、document manager または drawing list のいずれかを

入力できます。実際のコマンド名は Document manager (drawing list)
です。

サイズ変更可能なドキュメント管理カテゴリー ダイアログ ボックス

• [ドキュメント管理] カテゴリー ダイアログ ボックスが改良され、検索文字列や
その他のプロパティを見やすくするためにサイズを変更することが可能になっ
ています。ダイアログ ボックスを閉じるとカテゴリー ダイアログ ボックスの
幅が保存され、ダイアログ ボックスを再度開くとモデルに保存されているデー
タから復元されます。

パフォーマンスの向上

• 図面での一部の [ドキュメント管理] 操作のパフォーマンスが向上しています。

手動カテゴリーでのドキュメントの整理

検索を使用して分類するのが困難なドキュメントのドキュメント カテゴリーをド
キュメント管理で使用したい場合があります。ドキュメントを選択するだけで、手
動カテゴリーを作成してそこにドキュメントを追加できるようになりました。既
存の手動で作成されたカテゴリーに対してドキュメントの追加や削除を行ったり、
検索ベースのカテゴリーと手動のカテゴリーの両方についてカテゴリーを結合し
たりすることもできます。手動のカテゴリーには図面とファイル ドキュメントの
両方を含むことができます。

手動のカテゴリーを作成すると便利な場合があります。たとえば [ドキュメント管
理] で [ボタンが有効になったときに設定されたチェックポイント以降の変更を表
示] 機能を有効にしている場合に、一部のドキュメントが変更され、表示されたと
きは、変更されたドキュメントを手動のカテゴリーに追加できます。

目的 操作

新しい手動のカテゴリー
を作成してそこにドキュ
メントを追加する

• リストからドキュメントを選択し、右クリックし
て [手動カテゴリー --> 新規に追加] を選択しま
す。次にカテゴリーの名前、オプションのツール
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目的 操作

ティップを入力し、その他の必要な設定を定義し
ます。次に、[上書き保存] をクリックします。

オプションは検索ベースのカテゴリーのものと同一
ですが、関連付けられているドキュメントがある場合
は、検索文字列に関する機能と [テスト] ボタンがあり
ません。関連付けられているドキュメントがない場
合、検索コントロールが表示され、カテゴリーは検索
ベースのカテゴリーにも手動のカテゴリーにもなり
ます。

新しく作成した、または変更した手動のカテゴリー
は、現在のモデル フォルダーの下の
DocumentManagerCategories_<user>.xml ファ

イルに保存されます。

ドキュメントを既存の手
動のカテゴリーに追加す
る

• リストからドキュメントを選択して、右クリック
して [手動カテゴリー --> 既存に追加] を選択し、
目的のカテゴリーを選択します。

すべての互換性のある手動のカテゴリーが表示され
ます。選択したドキュメントを複数のカテゴリーに
追加できます。

近変更されたドキュメ
ントを新しい手動のカテ
ゴリーに保存する

• [ドキュメント管理] で [ボタンが有効になったと
きに設定されたチェックポイント以降の変更を表
示] スイッチを有効にし、続いて無効にしたとき、
[「変更を表示」をオフにすると、変更のチェックポ
イントがリセットされ、チェックポイントがセッ
トされた後に変更されたドキュメントの履歴が失
われます。継続しますか?] というメッセージが表
示されます。[新しいカテゴリーの作成] を選択し
ます。

スイッチをオフにして、履歴を削除することもできま
す。

手動のカテゴリーを編集
する

• カテゴリー リストでカテゴリーを右クリックし
て、[編集] を選択します。

ドキュメントを手動のカ
テゴリーから削除する

以下のいずれかの操作を行います。

• ドキュメントをリストから選択して、右クリック
して [手動カテゴリー --> 外す] を選択し、ドキュ
メントを削除するカテゴリーを選択します。

• 初に手動のカテゴリーを選択して、それらのカ
テゴリーにあるすべてのドキュメントを表示し、
リストを右クリックして [手動カテゴリー --> 選択
対象から削除] を選択します。

手動のカテゴリーを削除
する

• カテゴリー リストでカテゴリーを右クリックし
て、[削除] を選択します。
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ドキュメント管理での検索の改良点

• [ドキュメント管理] で、一般的な検索 (検索文字列に検索する特定のプロパティ
を定義しない) を実行する場合、検索対象の値は表示されているプロパティのみ
に対して確認され、非表示の柱プロパティは無視されるようになりました。

ビュー ラベルの整列のための新しいオプション

これまでは、図面ビュー ラベル プロパティで、ビュー フレームまたはビュー範囲
ごとに水平なビュー ラベルを中央にのみ配置することができました。本バージョ
ンから、これ以外のオプションも使用できるようになりました。

• ビュー フレームに左揃え

• ビュー フレームに中央揃え

• ビュー フレームに右揃え

• ビュー範囲に左揃え

• ビュー範囲に中央揃え
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• ビュー範囲に右揃え

図面内でのドラッグ

• 図面モードの [設定] メニューの [ファイル] セクションに、新しいスイッチ [図
面ドラッグ アンド ドロップ] が追加されています。注記、スケッチ オブジェク
ト、基準線などの図面オブジェクトを、オブジェクトを 初に選択せずに移動
できるようになりました。

• [図面ドラッグ アンド ドロップ] を有効にすると、ハンドルを 初に選択せずに
スケッチ オブジェクトのハンドル点を移動することもできます。ハンドル点
の付近でマウスの左ボタンを押し、新しい位置にハンドル点をドラッグします。

基準線ラベルのハンドル点をドラッグする場合は、 初に基準線を選択する必
要があることに注意してください。

• [スマートセレクト] が図面モードから削除されています。新しいドラッグアン
ドドロップ機能にはこの機能が含まれています。新しい図面のドラッグアンド
ドロップを使用すると、新しい図面のドラッグを開始するときに前のオブジェ
クトの選択を解除する必要がなくなります。

選択部材にズーム機能の図面での使用

• 図面オブジェクトまたは図面ウィンドウを選択する場合、右クリックして [ズー
ム --> 選択部材にズーム] を選択すると、Tekla Structures により、選択したオブ
ジェクトまたはビューにズームされるようになりました。以前のバージョンで
は、[選択部材にズーム] はモデリング モードでのみ機能していました。選択し
たビューへのズームは、多くのビューが含まれる大きな一般図で特に便利です。

スナップショットの作成の変更点

• 詳細設定 XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION の機能が変更されています。

図面を保存するときに、スナップショットを作成するかどうかを確認するメッ
セージが表示されなくなりました。この詳細設定を TRUE (デフォルト) に設定

した場合は図面を保存するときにスナップショットが常に取得され、FALSE に
設定した場合はスナップショットが取得されません。
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図面作成

• 一度に複数の図面を作成すると、Tekla Structures の進捗ダイアログに [キャンセ
ル] ボタンが表示されます。しかし、[キャンセル] ボタンをクリックしても新し
い図面の作成は中止されず、テンプレートなしで図面が作成されていました。
この不具合は修正されました。さらに、ダイアログ ボックスに 2 つの進捗バー
が表示されるようになりました。1 つ目のバーには、各図面に対して行われる
操作およびその進捗が表示されます。2 つ目のバーは、1 つの図面が終了するた
びに少しずつ進みます。

鉄筋の図面ツールの改良点

[鉄筋グループ マーキング]
• [マーク 3] タブで、新しい設定 [マークの回転] を使用してマーク テキストの回

転方法を定義できるようになりました。マーク テキストは水平および垂直、ま
たはマーク線方向 (デフォルト) に回転できます。

• [合計値 A B C] ～ [正確な長さの合計] タブで、鉄筋長の出力方法 [マーク 1] の
名前が [マーク 3] に変更されました。

鉄筋グループ寸法

• テキストの配置が改良され、テキストが他のテキストや鉄筋と重ならなくなっ
ています。

• 図面ビューに鉄筋グループの鉄筋が部分的にのみ表示されている場合にも、寸
法線が正しく作成されるようになりました。

• 初と 後の鉄筋の線が表示されませんでした。この不具合は修正されまし
た。

• 定期的に表示されるグループをグループ化することも可能になりました。

• 円形鉄筋グループに寸法を追加することもできます。

• 梁タイプのパッド フーチングの寸法が再び機能するようになりました。
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• マーク内容の要素の順序が、すべての使用例で正しくなりました。この修正は、
特殊マークにも当てはまります。

• 鉄筋の長さの出力方法 [合計値 A B C] の名前が [正確な長さの合計] に変更さ
れています。

• 特殊マークが正しく配置されるようになりました。

• ツールによって正しい数の寸法線が追加され、線が正しく配置されます。

• 1 つの鉄筋グループでの CC の値が 0.0 になりました。

• 寸法線の方向に配置されたマークの静的な内容をカスタマイズできるようにな
りました。[前面の特殊マーク] タブまたは [背面の特殊マーク] タブの内容を指
定できます。

• [注記タイプ] タブの [ﾊﾟﾗﾒｰﾀ] リストの 初のタイプが変更されています。寸法
線の後ろのマークは表示されなくなりました。また、イメージが新しくなって
います。

• 鉄筋グループ化に変更が加えられ、間隔を変更すると縁端部鉄筋がより小さい
間隔のグループに移動するようになっています。

• [マーク 1 とマーク 2 間のスペース] タブの新しい設定 [詳細設定] を使用して、
マーク 1 とマーク 2 の間の間隔を定義できるようになりました。同じタブで、
[次のマークの間隔] が新しい領域 [グループ化] の下に移動し、名前が [グルー
プ マークのスペース] に変更されました。また、[鉄筋グループの許容値] が [グ
ループ化] 領域に移動し、名前が [グループ化許容値] に変更されました。

• 4K 画面でのオーバーラップを防止するために、フィールド間の間隔が追加され
ました。鉄筋グループ マーキング プラグインも 4K 画面に適応しています。

• 鉄筋の配置タイプと 初/ 後の鉄筋の除外の組み合わせによって鉄筋グルー
プの寸法が正しく設定されない不具合が修正されました。この修正は、[ 初を
除外]、[ 後を除外]、または [ 初および 後を除外] を選択し、[間隔で等分
割]、[間隔指定 - 始端調整]、[間隔指定 - 終端調整]、または [間隔指定 - 両端調
整] のいずれかの配置タイプと組み合わせた場合にのみ影響します。

• [Visibility of reinforcing bars in group] 設定と [two bars in the middle of group]
オプションを使用した場合に、寸法の矢印が正しく配置されていませんでした。
この不具合は修正されました。

鉄筋の解説図とマーキング

• 鉄筋セグメントの長さの配置と精度が改良されています。

• より多くの色を線に使用できるようになりました。

• 選択した部材からのみ鉄筋が選択されるようになりました。
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• 開いているアクティブな図面内でツールが呼び出された場合に、図面が保存さ
れなくなりました。

• 鉄筋サイズに数字以外の文字 ("HA20" など) が含まれている場合にクラッシュ
が発生しなくなりました。

• [寸法] タブの単位設定 "cm m" が正しく機能するようになりました。

• 螺旋鉄筋と円形鉄筋の解説図作成が正しく機能するようになりました。以前は
Tekla Structures がハングしていました。

• テキストの配置が改良され、テキストが他のテキストや鉄筋と重ならなくなっ
ています。

• 寸法テキストの配置は、枠の使用時に、使用するスペースが少なくなるように
改良されました。

1.16 テンプレート エディター 3.8 の改良点
テンプレート エディター 3.8 には、以下の改良点および修正点が含まれています。

• 複数のテキストと値フィールドの属性 (色、サイズ、フォントなど) の変更を修
正しました。

• オブジェクトの位置が、[Move Object] ダイアログ ボックスで新しい位置に設
定した後に、作業領域で更新されていませんでした。この不具合は修正されま
した。

• [Select font] ダイアログ ボックスのフォント タイプ アイコンが更新されまし
た。

• [Select font] ダイアログ ボックスでは、ダブルクリックでフォントを選択する
ようになりました。

• シンボル選択ダイアログのサイズを変更できるようになりました。

• [Extend] コマンドが再び機能するようになりました。

• すべてのアイコンとビットマップが更新されました。

• ツールバーを別の場所にドラッグしたときに、ツールバーのプレビューがカー
ソルから離れることはなくなりました。

• DpiAwareness を追加しました (highDpi 使用時のより大きいアイコン)。

• 以前のように、テンプレート エディターの式ダイアログ ボックスで式を変更で
きるようになりました。

テンプレート エディター 3.8 の詳細については、『テンプレート エディター ユーザ
ーズ ガイド』を参照してください。
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1.17 印刷の改良点
Tekla Structures 2019 では印刷機能がさらに改良されています。特に、線の色の表
示、枠と折り目マークの調整、ファイル名の内容の定義、およびダイアログ ボッ
クスの終了について更新が行われています。

プリンターの色および線重を図面で即座に確認

• 図面を開いているときに、[図面の印刷] ダイアログ ボックスを開いて、[ライン
プロパティ] タブで線の色および線の太さを変更すると、変更した色および線の
太さが図面に直ちに反映されるようになりました。これは、図面モードで [ファ
イル --> 設定] から [プリンターの線重] スイッチおよび新しい [プリンターの線
の色] スイッチを有効にしている場合にのみ発生します。

図面の印刷を使用した枠および折り目マークの直接調整

• [図面の印刷] ダイアログ ボックスで新たに [枠] ボタンが使用可能になり、[図
面枠プロパティ] ダイアログ ボックスで図面枠および折り目マークを調整でき
るようになりました。これらの設定はモデルを対象としており、すべての図面
に影響します。

図面を開いて枠と折り目マークを調整している場合、変更を有効にするには図
面を再度開く必要があります。[図面の印刷] ダイアログ ボックスのプレビュ
ーで表示される図面に対し、枠および折り目マークの設定を変更する場合、プ
レビューは更新されないため、プレビューの変更を確認するにはダイアログ ボ
ックスを再度開く必要があります。

以前の図面枠と折り目マークコマンドは、これまでのように [クイック起動] か
ら使用できます。

ファイル名にリビジョンマークの追加

• 新しい設定 [ファイル名にリビジョンマークの追加] では、図面の 新リビジョ
ンのリビジョン マークがファイル名に追加されます。

印刷のその他の変更点

• 個別の [閉じる] ボタンが [図面の印刷] ダイアログ ボックスから削除されてい
ます。右上隅の閉じるボタン [X] をクリックすると、ダイアログ ボックスを閉
じることができます。
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1.18 図面のバージョンの管理
同じ図面の異なるバージョンをリストにして、それらのスナップショットを表示
し、現在の図面のバージョンを変更できます。

図面のバージョンの一覧表示は、なんらかの理由で以前のバージョンの図面に戻す
必要がある場合に役立ちます。[ドキュメント管理] で、使用できなくなった削除済
みの図面のバージョンを一覧表示することもできます。一般図の場合は、削除済み
の一般図を新しい図面として開きます。Tekla Model Sharing では、図面に誤って加
えた変更を適切に管理して、正しい内容のバージョンに戻すことができるようにな
りました。

• 図面を保存するたびに、図面の新しいバージョンが保存されます。異なるバー
ジョンの図面を一覧表示するには、[ドキュメント管理] を開き、図面を選択し
て、下部にある [図面のバージョン] ボタンをクリックします。

現在の図面のバージョンが太字で表示されます。

• Tekla Model Sharing モデルでは、競合状態にある異なるバージョンの図面を一
覧表示できます。ローカル バージョンのモデルで同一の図面を変更し、あるユ
ーザーがアウトを行った場合、[変更リスト] を読み込むと、他のユーザーのロ
ーカル バージョンのモデルとの競合が表示されます。

[変更リスト] から [図面のバージョン] ダイアログ ボックスを開くことができ
ます。変更した図面を選択し、右クリックして [開いているバージョン] を選択
すると、図面のバージョンと図面に加えた変更が表示されます。

• 図面のスナップショットが別のウィンドウに表示されます。図面を保存する
と、デフォルトでスナップショットが取得されます。スナップショットの自動
保存を管理する詳細設定は XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION です。

詳細設定 XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION が FALSE に設定

されている場合、図面の作成時にスナップショットは作成されません。図面を
開いて保存する場合、XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION が TRUE に設定さ

れていればスナップショットが取得されます。詳細設定 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES により、詳細設定 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD のデフォルト値で

ある 7 日間が経過した dg ファイルが削除されます。
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• 以前のバージョンの図面を選択して、その図面のスナップショットを表示した
り、その図面を開いたりできるようになりました。

• 図面の現在のバージョンを変更する場合は、別のバージョンを開き、図面を閉
じて、[図面の変更を保存しますか？] というメッセージが表示されたら [はい]
を選択します。これにより、その図面のバージョンが現在の図面のバージョン
になります。

• 削除された図面も含め、モデルに関連するすべての図面とそのバージョンを表
示するには、[ドキュメント管理] に移動して、[ドキュメント管理] リストで図
面を選択せずに [図面のバージョン] をクリックします。このダイアログ ボッ
クスでは、図面のバージョンを表示したり、異なるバージョンを開いたり、そ
のスナップショットを表示したりできます。

2 つの異なるモデルの図面を比較することもできます。たとえば、現在のモデ
ルの図面と [図面のバージョン] ダイアログ ボックスの左上隅で選択したモデ
ルの図面を比較できます。
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• [図面のバージョン] ダイアログ ボックスのリストから図面を選択して削除さ
れた一般図のバージョンを開き、右クリックして [新規として開く] を選択でき
ます。

1.19 Tekla Model Sharing の改良点
Tekla Structures 2019 では、Tekla Model Sharing に複数の改良点があります。

図面のバージョンの管理

Tekla Model Sharing モデルでは、競合状態 にある異なるバージョンの図面を一覧表
示 (74 ページ) したり、図面スナップショットを表示したりできます。図面に誤っ
て加えた変更を適切に管理して、正しい内容のバージョンに戻すことができるよう
になりました。

ローカル バージョンのモデルで同一の図面を変更し、あるユーザーがアウトを行
った場合、[変更リスト] を読み込むと、他のユーザーのローカル バージョンのモ
デルとの競合が表示されます。

[図面のバージョン] ダイアログ ボックスおよび図面のスナップショットを開くに
は、[変更リスト] で変更された図面を選択し、右クリックして [開いているバージ
ョン] を選択します。
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[図面のバージョン] ダイアログ ボックスで、図面のバージョンを選択し、右クリ
ックして選択したバージョンを開くことができます。図面のバージョンを保存し、
アウトを行って、そのバージョンをすべてのユーザーの現在のバージョンにするこ
とができます。

地域の設定の確認

共有モデルに参加すると、Tekla Model Sharing により、現在の Windows システム ロ
ケールに、モデルの共有時に使用されたシステム ロケールとの互換性があるかど
うかが確認されるようになりました。現在のシステム ロケールに互換性がない場
合、Tekla Structures により、システム ロケールの変更を求められます。これは、共
有モデルへの参加にかかる労力と時間が 小限に抑えられるため、特に Tekla
Model Sharing の新しいユーザーにとって便利です。

この確認機能は、分散したチームがモデルを使用する場合の問題を回避するのに役
立ちます。モデルの共有の開始時に使用されたシステム ロケールとの互換性がな
いシステム ロケールで共有モデルが開かれると、Tekla Structures が正しく機能しな
いことがあります。

出力装置設定 (plotdev.bin) の共有

plotdev.bin ファイルがモデル フォルダーにある場合、このファイルが共有されるよ
うになりました。これにより、1 人のユーザーによって管理されている同じ設定を
使用して、すべてのチーム メンバーがプリンター出力を生成できます。

plotdev.bin ファイルには、[プリンターカタログ] (以前の印刷) で作成した、PDF
への出力、ファイルまたは別のプリンターへの出力、および異なるサイズでの出力
に使用可能な出力装置定義が含まれています。

図面の印刷に関する一般情報については、「図面の印刷」を参照してください。
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参照モデル オブジェクトを使用した共有操作のパフォーマンスの
向上

インおよびアウト中の参照モデル オブジェクトの照会が 適化され、以前よりも
高速になっています。これにより、特に共有モデルに多数の参照モデル オブジェ
クトがある場合に、インおよびアウト操作が高速化されます。

[変更リスト] には、新しい参照モデル オブジェクトの名前が表示されなくなりま
した。

パラメトリック プロファイルの処理の改良

共有モデルでパラメトリック プロファイル (.clb) が正しく表示されるようにな

りました。

以前のバージョンでは、パラメトリック プロファイルを持つ部材が線状で表示さ
れ、正しく表示するには Tekla Structures を再起動する必要がありました。場合によ
っては、ユーザーがパラメトリック プロファイルを手動でインポートしたことが
原因で、問題が発生することもありました。

競合する変更の処理の改良

インを行うときに、部材カット、現場ボルト、追加された部材、角処理 (面取り)、
現場溶接、工場溶接、ポリライン溶接、およびサブアセンブリの競合する変更が削
除されるようになりました。

たとえば、1 人のユーザーが部材カットを削除してアウトを行います。別のユーザ
ーが同じカットを変更している場合、変更を共有するにはインを行う必要がありま
す。インを行うと、部材の正しいナンバリングが維持され、部材カットが削除され
るようになりました。

図面の状態の正しい表示

2 人のユーザーがローカルでナンバリングを実行した場合に、[ドキュメント管理]
の図面状態フラグが正しく表示されるようになりました。ナンバリングの実行後、
1 人のユーザーがアウトを行います。もう 1 人のユーザーは引き続き部材を変更
し、インを行います。このユーザーのローカル モデルのナンバリングが上書きさ
れます。以前のバージョンでは、実際には 新の図面でも、もう 1 人のユーザーに
は図面が 新の状態ではないと表示されていました。本バージョンから、この状態
フラグがクリアされ、図面の状態が想定どおりに正しく表示されます。

Tekla Structures 2019 リリース ノーツ 79 Tekla Model Sharing の改良点



次世代の共有サービスによる拡張性の向上

Tekla Structures 2019 は、次世代の共有サービス (v. 2.0) を使用する 初のバージョ
ンです。この共有サービスは、モデル シェアリングの使用を拡大するための確実
な拡張を可能にします。

新しくリリースされた共有サービスでは、サービス アーキテクチャが更新されて
います。旧バージョンの Azure サービスはすべて、新バージョンの Azure サービス
に置き換えられています。Tekla Structures の以前のバージョンでは、旧バージョン
の Azure サービスを利用する旧型の共有サービスが使用されます。

共有サービスへの接続の簡略化

新しい共有サービスでは、必要なネットワーク設定をより簡単に行えるようになり
ました。

Tekla Structures 2019 以降では、送信 TCP ポート 443 (HTTPS のデフォルト) のみが
送信用として開いている必要があります。通常、これはデフォルトで開いていま
す。

以前のバージョンの Tekla Structures では、 高のパフォーマンスを得るために、
Microsoft の推奨に従い、これまでのように TCP ポート 9350 ～ 9354 が送信用とし
て開くように設定する必要があります。

1.20 DWG エクスポートの改良点
DWG エクスポート ダイアログ ボックスに、いくつかの改良が加えられています。
たとえば、プレビューが別のウィンドウで開くようになっています。また、[レイ
ヤルール] タブに新しいカラー コードが追加されています。これらのカラー コー
ドは、新しい DWG ファイルが読み込まれること、および DWG ファイルにレイヤ
ーがないことを示します。また、DWG エクスポートではいくつかの新しい確認メ
ッセージが表示されます。エクスポートされたブロックの名前には、識別しやすく
するために図面 ID が含まれるようになりました。さらに、出力フォルダー定義に
相対位置を入力できるようになりました。
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エクスポート ダイアログ ボックスの変更点

[図面を DWG/DXF にエクスポート] ダイアログ ボックスが次のように改良されま
した。

• エクスポート ダイアログ ボックスのレイアウトが、使いやすく明確になりまし
た。
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• 図面プレビューが別のウィンドウで開き、そのウィンドウで現在の図面の変更
もできるようになりました。プレビューを開くには、[プレビューを開く] をク
リックし、[プレビューを更新] をクリックします。

• [レイヤルール] ルール タブで、設定 [DWG テンプレート] の名前が [DWG の対
象のレイヤ] に変更されています。[DWG の対象のレイヤ] リストから新しい
DWG ファイルが読み込まれるときに、対象のレイヤー ボックスが一時的に黄
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色に変わります。DWG ファイルに利用可能なレイヤーが存在しない場合は、
ボックスが赤色に変わります。

• DWG または DXF ファイルが検索されて読み込まれるまで、[ブラウズ...] ボタ
ンの横に DWG ファイルが見つかりません というテキストが表示されます。

• [エクスポートファイル] ボタンをクリックすると、エクスポートを開始する前
に Tekla Structures によりファイルを書き込むことができるかどうか確認され、
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必要なアプリケーションを閉じるように求められます。また、ファイルが既に
存在するかどうか確認され、既存のファイルを上書きするかどうか尋ねられま
す。

DWG エクスポートのその他の改良点

• DWG エクスポートで、エクスポートされたブロックの名前に図面 ID が含まれ
るようになり、識別しやすくなりました。以前のバージョンでは、ブロック名
はオブジェクト タイプとエクスポート順番番号で構成されていました。

• DWG エクスポートで、相対位置が出力フォルダー定義でサポートされるよう
になりました。定義された出力フォルダーがエクスポート設定に保存されるよ
うになりました。相対フォルダー位置を使用するには、フォルダー名の前に .\
を追加します。

• 複数の図面に対して図面の DWG エクスポートを使用する場合、これまではエ
クスポート前に更新が必要な図面ごとにダイアログ ボックスが表示されてい
ました。本バージョンから、 後に 1 つのダイアログ ボックスが表示されま
す。

• DWG エクスポートで、エクスポートする線タイプが Tekla Structures オブジェ
クトおよびレイヤーに追従することを選択している場合、連続した線タイプが
明示的に連続した線タイプとしてエクスポートされるようになりました。これ
までは、連続する線タイプはレイヤーとしてエクスポートされていました。

1.21 相互運用性のその他の改良点
Tekla Structures 2019 では、参照モデルの変更確認、IFC オブジェクトの変換、NC
ファイル、および Trimble Connector にいくつかの改良が加えられています。

参照モデル

変更確認の更新

• 新しい許容値設定を使用すると、関連する変更をより簡単に行うことができま
す。同じ参照モデルの 2 つのバージョンを比較する場合、[変更確認] で [プロパ

ティ セットの比較許容値] ボタン  をクリックします。値を変更して許容値
を変更し、ダイアログ ボックスを閉じて [ビューの更新] をクリックすることに
よって変更を適用します。許容値を保存することもできます。
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許容値が差分より大きい場合、変更された行は薄黄色で表示されます。

プロパティ セットの比較許容値および比較設定許容値の詳細については、「参
照モデルの変更確認のための比較設定を定義する」を参照してください。

• IFC 変更確認では、形状および位置の比較に関する詳細データが改良されてい
ます。

• 形状の変更では、変更に関する詳細リストにフィードバックが表示されるとは
限りませんでした。この点が改良され、いくつかの新しいプロパティが追加さ
れています。

• 参照モデルのバージョンを削除し、[変更] をクリックせずに新しいバージョン
を追加すると、参照モデルのバージョン処理が中断されていました。バージョ
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ンを削除するときに、モデルを現在のモデルとして設定して変更を保存するか
を確認するメッセージが表示されるようになりました。

• 変更確認で、変更リストおよびモデル ビューからの選択が改良されています。
これまでは、削除されたオブジェクトと新しく挿入されたオブジェクトを選択
できませんでした。

参照モデルのその他の変更点

• 参照モデルの挿入および参照モデルの表示状態について、ステータス バーのメ
ッセージとログ エントリが更新されています。 大作業領域外の参照モデル
に関する情報がステータス バーに表示されるようになりました。次のメッセ
ージが表示されます。

• 挿入の成功。オブジェクトの場所: (境界ボックス 小 X、Y、Z)。

• 挿入の失敗。オブジェクトの場所: (境界ボックス 小 X、Y、Z)。オブジェ
クトが離れすぎていて表示できません。

• 参照モデルに複数のバージョンがある場合の参照モデルの処理速度が向上して
います。たとえば、参照モデルがより高速に開かれるようになっています。

• 参照モデル リストでの複数の参照モデルのロックおよびロック解除のパフォ
ーマンスが向上しています。

Trimble Connector
• 新しい [Trimble Connect] プロジェクトを Trimble Connector で直接作成できるよ

うになりました。これまでは、まず Trimble Connect for Desktop または Trimble
Connect for Web でプロジェクトを作成する必要がありました。
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IFC オブジェクトの変換

• IFC オブジェクトの変換で、日付タイプ プロパティを日付として定義されたユ
ーザー定義情報にコピーすると、日付が機能するようになりました。IFC オブ
ジェクト変換設定では、タイプを整数として設定する必要があります。

• IFC オブジェクトの変換で、[プロパティをユーザー定義情報にコピー] が変更
され、参照オブジェクト レポート機能が使用されなくなっています。これによ
り、変換がより高速になり、日付のユーザー定義情報が整数として使用されま
す。

• IFC オブジェクトの変換のプロファイル マッピングでスペースを使用できるよ
うになりました。内部マッピングではこれらのスペースが削除されます。たと
えば、UB 356x171x45 では、これまでと同様に、UKB356x171x45 ではなく UB
356x171x45 が検出されます。

• IFC オブジェクトの変換が改良されています。たとえば、円弧上の点計算、角
処理の結合、カット プロファイルの命名などが改良されています。

• IFC オブジェクトの変換は、プレートの丸カットを処理または変換していませ
んでした。この不具合は修正されました。

NC ファイル

• 曲げ線の情報に曲げの実際の長さが含まれるようになり、線がプレートの周囲
ボックスまで延長されなくなりました。

• DSTV 座標系は代表的な部材ではなく、選択した部材の座標系を表すようにな
りました。

• NC データで一部のボルト孔が欠落していました。この不具合は修正されまし
た。

• オプション [ドリルする円カットの 大径] を使用すると、角切りが円形と認識
されることがありました。この不具合は修正されました。

• フランジののこ引角度が、部分的なカットの場合でも使用できるようになりま
した。

• ハード スタンプの位置が罫書きを回避するようになりました。

• ハード スタンプを配置すると、Tekla Structures により、反対側にモデリングさ
れたボルトがあるかどうか、ボルト孔の端部がハード スタンプと重ならないか
が確認されるようになりました。

モデルのインポート

• 以前のバージョンの Tekla Structures からのモデルのインポートはできなくなり
ました。
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相互運用性のその他の更新

• Tekla Structures 2019 には、新しい LandXML プラグイン バージョン 1.19 が含ま
れています。

• Tekla Structures 2019 の参照モデルの挿入では、Sketchup 2019 以前のバージョン
がサポートされるようになりました。

1.22 コンクリート製作用のツールの更新
[エクスポート：ユニテクニック] に複数の新しい便利な機能が追加され、[エクス
ポート：EliPlan] と [エクスポート：BVBS] も改良されました。

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

• エクスポートで、サンドイッチ パネルのシェル間のギャップ幅の値が自動的に
認識されてエクスポートされるようになりました。

• 角処理のサイズが要素の厚さの半分より大きい場合、ライン プロパティのスキ
ャンで角処理が正しく認識されるようになりました。

• 2 重壁の 2 番目のシェルについて、ライン プロパティのエクスポート機能が改
良されています。

• 電気チューブが、常に Z 位置を Z=0 としてエクスポートされるようになりまし
た。

• これまでは、2 重壁のシェルを複数の部材から作成する場合に [製品外形をカッ
トする] 設定がオンになっていると、エクスポートから埋込み材が欠落していま
した。この不具合は修正されました。

• 取り付け部材がポリゴンと重なっているときに [製品外形をカットする] 設定
がオンになっている場合、取り付け部材は対応する長さと幅を持つ単線として
エクスポートされるようになりました。

• B-rep アイテムとして作成された埋込み材の幅が正しくエクスポートされるよ
うになりました。

• 2 重壁のシェルの製作上の厚さが計算されるようになり、1 番目のシェルの厚さ
はトラス梁を含むサブアセンブリの厚さを報告し、2 番目のシェルは、選択し
たダイアログ ボックスのオプションに関係なく、完全なキャスト ユニットの厚
さを報告するようになりました。これにより、製作上の厚さの値が養生槽スロ
ットの 大高さに従うようになります。

• [テキスト [テンプレート] #Counter] オプションで、<VALUE> を使用して部材の

ユーザー定義情報を確認できるようになりました。また、同オプションで、

{VALUE} を使用して製品のユーザー定義情報を確認できるようになりました。

これにより、テンプレート プロパティを使用してユーザー定義情報を指定する
よりも文字列を短くすることができます。
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• オプション [テキスト [テンプレート] #Counter] で、テキスト、テンプレート、
およびカウンター シンボルのすべての組み合わせを使用できるようになりま
した。

• 鉄筋および溶接金網は、エクスポートから除外された場合、キャスト ユニット
の周囲の計算には使用されなくなりました。そのため、突き出た鉄筋が除外さ
れている場合、オフセットが作成されなくなります。

• 新しい表面オブジェクトのユーザー定義情報 [パレット ベースプレートとして
表面を使用] を使用して、エクスポート設定で上面や回転を変更することなく、
オブジェクトの向きを設定できます。

• キャスト ユニットで第 1 ステージ (または第 2 ステージ) として指定された複
数の部材がある場合にも、2 重壁が正しくエクスポートされるようになりまし
た。

• 終了フックの曲げ形状を使用した鉄筋または溶接金網ワイヤーでは、境界線の
場合、幾何学データ シリーズが系統的に丸められるようになりました。

• 溶接金網にまとめられた鉄筋グループが正しく折梁展開されるようになりまし
た。

• 埋込み材としてエクスポートされる鉄筋は、正しい形状でエクスポートされる
ようになりました。

• トラス梁は、特に 2 番目のシェルに追加されていない限り、モデリング方法に
関係なく 2 重壁の 1 番目のシェルに配置されるようになりました。

• 両方の 2 重壁シェルが製品内で同じ階層レベルを持つ場合の埋込み材の認識が
改良されました。

• 埋込み材の周囲ボックスが常にパレットに対して垂直にエクスポートされるよ
うになりました。

• 座標系およびスキャンされた形状が、モデル データベースに保存されている補
助線ではなく、単純な線で描画されるようになりました。

• 幾何学的なプロット データが、カットされたオブジェクトから作成され、異な
る厚さを持つ埋込み材に対して 適化されました。幾何学的な線またはポリゴ
ンの中間ポイントの数は、 小数に維持されます。

• 鉄骨部材の [取り付け部材データ仕様] タブからのデータ読み込みが正しく機
能するようになりました。

• [主部材] タブ:

• ファイル名マスク設定で追加の文字数オプション 13、14、15、16、および
20 を使用できるようになりました。

• [TS ライセンス] タブ:

• 設定 [パレット幅を超過した場合は 90° 回転] の名前が [パレット上で自動
回転] に変更され、機能が変更されています。要素幅がパレットの幅を超え
ている場合や、要素幅が要素長さを超えている場合に、エクスポートの座標
系を +90° または -90° 回転できるようになりました。
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• 設定 [位置をスキャン] を使用して、異なる平面でエクスポートする要素を
スキャンできます。同時に 3 つの平面でスキャンできる新しいオプション
が追加されました。

• [埋込み材] タブ:

• オプション [面をエクスポート] を [いいえ] に設定することによって、仕上
げ材をエクスポートしないことを選択できるようになりました。

• メイン部材周囲ボックスまたはすべての部材の周囲ボックスを角シンボル
表示と一緒にエクスポートできるようになりました。これらのオプション
は、[製品をエクスポート] リストに追加されています。角シンボルの幅と高
さを設定することもできます。

メイン部材周囲ボックスを角シンボルと一緒にエクスポートします。

すべての部材の周囲ボックスを角シンボルと一緒にエクスポートします。

• [鉄筋コンクリート] タブ:

• 設定 [収集済み] の新しいオプション [鉄筋をエクスポート] を使用して、未
収集の鉄筋を除外するかどうかを指定できるようになりました。

• トラス梁をプロットするための新しいオプションが追加されています。

• トラス梁上弦プロファイルとして (デフォルト): 主弦 (上弦) の形状とす
べての情報がエクスポートに含まれます。

• トラス梁下弦プロファイルとして:トラス梁は 1 つのオブジェクトとし
てエクスポートされますが、数量は 2 で、間隔が含まれます。

• 弦プロファイルすべてトラス梁として:上記と同じく 1 つのオブジェク
トですが、数量は 3 です。
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• 終了シンボルを持つ上弦プロファイルとして:2 つの取り付け部材シン
ボルが、トラス梁の方向に向いて上弦の終点に配置され、線の長さは 20
mm です。また、上記の BRGIRDER 情報が含まれます。

• 終了シンボルを持つ下弦プロファイルとして:4 つの取り付け部材シン
ボルが、トラス梁の方向に向いて下弦の終点に配置され、線の長さは 20
mm です。また、上記の BRGIRDER 情報が含まれます。

• 上弦プロファイル終了シンボルのみ:2 つの取り付け部材シンボルが、ト
ラス梁の方向に向いて上弦の終点に配置され、線の長さは 20 mm です。
BRGIRDER はありません。

• 下弦プロファイル終了シンボルのみ:4 つの取り付け部材シンボルが、ト
ラス梁の方向に向いて下弦の終点に配置され、線の長さは 20 mm です。
BRGIRDER はありません。

• 設定 [曲げ鉄筋(展開)] に新しいオプション [溶接金網のみ] が追加されまし
た。このオプションを使用すると、別の曲げ鉄筋を曲げた状態でエクスポー
トしながら、曲げ溶接金網を折梁展開された状態でエクスポートできます。

• 設定 [鉄筋の長さ] に新しいオプション [端の線 (すべての脚の長さ)] が追加
され、鉄筋の縁端にある鉄筋の脚の長さが計算されるようになりました。

• 新しい設定 [鉄筋グループ化] を使用して、類似する鉄筋を等間隔でグルー
プ化できるようになりました。類似した鉄筋が、1 つ RODSTOCK 行を使用
して、適切な数量と間隔でエクスポートされます。オプションは [はい] お
よび [いいえ] (デフォルト) です。鉄筋グループ化は、単純な金網および鉄
筋の製作に使用することを主な目的としています。

• [SLABDATE ブロック データ仕様] タブ:

• 新しい設定 [アイテムの指定] を使用して、エクスポートされた要素に関す
るデータを指定できます。

• 新しい設定 [輸送タイプ] を使用して、輸送手段の情報をエクスポートでき
るようになりました。

• 2 重壁の製作上の厚さのエクスポートが変更されました。[キャストユニッ
トの幅] オプションを使用すると、両方のシェルのキャストユニット厚がエ
クスポートされます。

• 新しい設定 [露出クラス] を使用して、露出クラスをエクスポートできるよ
うになりました。

• [パレット] タブ:

• 新しい設定 [Y 軸で整列] を使用して、要素を Y 方向に整列させることがで
きるようになりました。以下の整列オプションから選択できます。

• 要素の上端をパレットの上端に

• 要素の上端をパレットの中心線に

• 要素の中心線をパレットの中心線に

• 要素の下端をパレットの中心線に

• 要素の下端をパレットの下端に
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• [検証] タブ:

• 鉄筋および溶接金網の脚の長さ、および溶接金網の定着および間隔を検証で
きるようになりました。

• 無効な鉄筋を非自動でエクスポートするか、またはエクスポートしないかを
選択できるようになりました。

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

• [製品コード] タブの新しい設定 [データ内容] で、さまざまな製品コード マッピ
ングを使用できるようになりました。

• カットされた中空スラブについて、長さ L1 および L2 データのエクスポート機
能が改良されています。

• 斜めにカットされたスラブに作成されたカットが L1 および L2 値の計算に影
響しなくなりました。

BVBS エクスポート

[エクスポート：BVBS] が次のように改良されました。

• 鉄筋の複数のセグメントの曲げ角度が 0 度の場合、連続する直線区間としてエ
クスポートされます。
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• エクスポートされた円形鉄筋と螺旋鉄筋は、中心線の半径ではなく円弧の内側
の半径を取得するようになりました。この値はレポート プロパティ DIM_R か
ら照会され、DIM_R がない場合は鉄筋の形状から計算されます。

• 円形鉄筋および螺旋鉄筋の間隔が誤っていました。この不具合は修正されまし
た。

• 新しいユーザー定義情報 BVBS_BENDING_ROLL が追加されています。

BVBS_BENDING_ROLL ユーザー定義情報は鉄筋から取得されます。このユー

ザー定義情報の新しい設定 [Bending roll diameter] を含む鉄筋プロパティに
[BVBS] タブが追加されています。

1.23 Tekla BIMsight および Tekla Web Viewer の Trimble Connect
for Desktop への置き換え

Tekla BIMsight
Tekla BIMsight は、2019 年末にサービスが終了します。2019 年 12 月 31 日に、Tekla
BIMsight の配布、サポート、およびメンテナンスが終了します。この日付の翌日以
降も使用は可能です。

Tekla BIMsight の代わりに、Trimble Connect for Desktop のオフライン バージョン
(無料) を使用できます。これには Tekla BIMsight のほとんどの機能と、いくつかの
新機能が含まれています。特定の機能については、以下の比較表を参照してくださ
い。

機能/ソフトウェア Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

3D ナビゲーション

複数のモデルの表示

測定

クリップ平面

マークアップ

デスクトップ API  

カスタマイズ可能なユーザー インター
フェイス

 

3D エクスペリエンスの向上 (directX)  

モデル ビューの保存

オブジェクト/モデルの色および透明度
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機能/ソフトウェア Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

点群  

モデルのオブジェクトの検索およびグ
ループ化

オブジェクト グループごとの数量  

メモの作成 (ToDo)

状態の共有  

干渉チェック  

メモの共有  

洗い出しプロジェクトの共有  

Trimble Connect for Desktop の機能に関するビデオ『Trimble Connect デスクトップ機
能の概要』をご覧ください。

Trimble Connect for Desktop の使用を開始するには、次のように操作します。

1. Tekla Structures で、Trimble Connect リボン タブに移動し、[Desktop] を選択し
ます。

2. Trimble Connect for Desktop を使用して Trimble Identity にログインします。

Trimble Connect for Desktop を起動すると、次のようになります。

• Trimble Connect for Desktop によって、現在の Tekla Structures モデルに追加され
ているデスクトップ プロジェクトが開きます。

• プロジェクトを追加していない場合、Trimble Connect プロジェクト ページが開
きます。

• Trimble Connect for Desktop をインストールしていない場合、Trimble Connect for
Desktop をダウンロードするためのウェブ ページ (https://
app.connect.trimble.com/tc/app#/store) が開きます。

Tekla Web Viewer
このバージョンでは、以前の Tekla Web Viewer のサポートは終了します。Trimble
Connect には、Tekla Web Viewer の使用に代わる 新のウェブ テクノロジが用意さ
れています。使用される Web テクノロジは複数あります。このウェブ ページ
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(https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started/api-documentation) で詳
細をご覧いただくか、connect-structures@trimble.com までお問い合わせください。
https://connect.trimble.com で、Trimble Connect の機能をご覧いただけます。詳細情
報は https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started を参照してくださ
い。

1.24 コンポーネントの改良点
Tekla Structures 2019 では、コンクリート コンポーネントと鉄骨コンポーネントに
複数の改良点があります。

コンクリート コンポーネント

埋め込みアンカー (8)
[配置] タブでは、 も近いトラス梁にアンカーを移動できるようになりました。上
部のトラス梁のクラスと名前、およびアンカーの 大変移を選択できます。

鉄筋配置 - 2 重 T 梁 (51)
[緊張材パターン] タブで、外部の .CSV ファイルを使用して、無限数の個々の緊張
材を定義できます。

鉄筋配置 - 段付き PC 梁 (55)、鉄筋配置 - PC 梁 (56)
• ステムあばら筋および段部主筋の作成に変更が加えられ、[緊張材端部] オプシ

ョンで [両方] を使用する場合にユーザー入力間隔を超過しなくなりました。
ほとんどの場合、中央では 2 つの間隔が入力値より小さくなります。

• [ステム　あばら筋] (55 用) および [段部　主筋] タブで、鉄筋グループの詳細な
フック プロパティを定義できるようになりました。これらの改良点により、コ
ンポーネントには以前のバージョンとの完全な下位互換性はありません。

段付き PC 躯体 - 鉄筋配置 (55)
• [端部鉄筋ラベル属性] タブで、2 番目の鉄筋セットを制御できるようになりま

した。

梁鉄筋 (63)
[パラメータ] タブで追加のリンクを作成することを選択できるようになりました。
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あばら筋配置 (67)
偶数または奇数の位置ごとに鉄筋ポリゴンを時計回りに回転させることができる
ようになりました。[ 初のあばら筋] ボックスに値 (1、2、3、4 など) を入力する
と、奇数の位置にある鉄筋ポリゴンが回転します。2 番目のあばら筋] ボックスに
値を入力すると、偶数の位置にある鉄筋ポリゴンが回転します。

ストリップ フーチング鉄筋 (75)
[あばら筋] タブで、新しいフック タイプとして 2 重あばら筋鉄筋を作成できるよ
うになりました。[あばら筋] タブに横断方向の設定が追加され、曲げ方向がイメー
ジとして表示されるようになりました。
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位置決めピン付きシーティング (75)、両面位置決めピン付きシーティング (76)、位
置決めピン付きフランジ シーティング (77)、両面位置決めピン付きフランジ シー
ティング (78)
柱を基準としてベアリング プレートを作成できるようになりました。改良によ
り、[両面位置決めピン付きフランジ シーティング (78)] には、以前のバージョンの
Tekla Structures との完全な下位互換性がなくなっています。
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丸柱の鉄筋 (82)
[詳細 (主筋)] タブで、作成された鉄筋を親部材のカットによってカットするかどう
かを選択できるようになりました。

正方形柱の鉄筋 (83)
• [中間リンク] タブで、すべてのあばら筋を単一のグループとして作成するかど

うかを選択できるようになりました。

• [あばら筋] タブで、あばら筋グループ間のギャップを定義できるようになりま
した。

スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84)
• 既存の孔を補強し、作成している孔の位置オフセットを適用できるようになり

ました。
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フーチング定着筋 (87)
新しい [下部かぶり] タブを使用して、鉄筋グループごとに一意の下側かぶり厚を
設定できるようになりました。もう 1 つのオプションでは、すべての角鉄筋と側面
鉄筋に共通の下側かぶり厚を設定します。

RC 階段 (95)
• [部材] タブで仕上げ済み床面レベルを作成するかどうかを選択できるようにな

りました。仕上げ済み床面レベルはオフセット階段ポリゴンから作成されたポ
リゴンで定義され、図面に使用されます。ポリゴンの各頂点で作成されるダミ
ー部材のプロファイル、プロパティ、およびオフセットを定義します。

• 新しい [側桁の鉄筋] タブで、側桁の鉄筋を作成できるようになりました。

• [バー C] タブには、新しい鉄筋踊り場形状のオプション、および段鼻形状適応
の設定があります。

• [バー E] タブでは、ステップの傾斜した縁端部と平行にあばら筋およびピンを
作成することを選択できるようになりました。

• [バー K] タブには、新しい鉄筋形状と適切な I バーに関するオプションがあり
ます。

• [バー L] タブでは、 上段と 下段の間で鉄筋を作成するかどうかを定義でき
るようになりました。
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• [パラメータ] タブには、下部踊り場の新しい形状があります。

• [溶接金網] タブ、[下部アンカー バー] タブ、[上部アンカー バー] タブ、および
[Z アンカー バー] タブで、鉄筋および溶接金網の各タイプに名前、頭マーク、
および開始番号を定義できるようになりました。

コンクリ－ト柱-梁 (110)
• [アンカー バー] タブで、X 方向と Y 方向の両方のチューブ プロファイルのオフ

セットを定義できるようになりました。

• [ソケット] タブで [対称形の脚] 設定を使用して、カスタム パーツのソケットを
対称的に作成するかどうかを選択できるようになりました。

• [パラメータ] タブで、クラスまたは名前の検索を使用して、余分な副部材を見
つけてカットできるようになりました。副部材の 大幅を定義して、副部材を
この幅にカットすることもできます。

コンクリート梁 - 梁 (112)
• ネオプレンを定義するときに、[部材] タブで、ネオプレンをメイン部材と副部

材の間のカット間隔を埋められるようにフィットさせるか、ネオプレンを長方
形で作成するかどうかを選択できるようになりました。
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• [アンカー] タブで、チューブをメイン部材に合わせて配置するか、副部材の上
部または下部に合わせて配置するかどうかを選択できるようになりました。

2 重壁エッジと開口部鉄筋

[ピクチャー] タブに、新しいかぶり厚オフセット C3 が追加されました。[鉄筋] タ
ブおよび [開口] タブで、縁端と開鉄筋の (鉄筋ではなく、あばら筋のみを作成す
る) 新しいオプションが追加されました。

溶接金網

メイン部材および副部材の 小長さを個別に制御できるようになりました。

鉄筋カプラー、鉄筋端部アンカー

• [鉄筋カプラー] および [鉄筋端部アンカー] コンポーネントが変更され、これら
を鉄筋セットで使用する場合、端部固有のユーザー定義情報の値が端部モディ
ファイアーで設定されるようになりました。鉄筋セットの場合、端部モディフ
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ァイアーのプロパティのねじ切り長、追加製作長、およびねじ切りタイプの値
が (カスタムのユーザー定義情報の値の代わりに) 設定されます。

カプラー/端部アンカー コンポーネントで制御されるねじ切りタイプを取得す
るには、この値を RebarCoupler.Udas.dat ファイルに追加する必要があり

ます。

• [鉄筋カプラー] が変更され、[属性] タブで新しい寸法属性を使用して、2 本の鉄
筋の間の間隔を制御できるようになりました。この値は、手動で設定すること
も、自動属性ファイルを使用して設定することもできます。

[鉄筋端部アンカー] が変更され、鉄筋セットで使用すると、指定されたオフセ
ットを使用して鉄筋が短縮され、アンカーに元の鉄筋端部と同じかぶりが設定
されるようになりました。コンクリート カバーは自動にすることも、(入力) 端
部ディテール モディファイアーを使用して上書きすることもできます。

壁レイアウト

• [ユーザー定義情報] タブの内容をカスタマイズする場合、[壁レイアウト レイヤ
ー スワッパー] ツールを使用するときにレイヤーのユーザー定義情報値を入れ
替えないことを WallLayout.Udas.dat ファイルに定義できるようになりま

した。これを行うには、行の末尾に NoSwap を追加します (4 番目のフィール

ド)。string comment j_comment NoSwap.

• [壁レイアウト] が変更され、上部/下部の [形状ディテール ストリップ] が部材の
縁端の極値によってデフォルトで延長されるようになりました。

壁配置 T 形接続材

[シームの追加] 設定に新しいオプション [第一レイヤーのみ] が追加されました。
このオプションを使用すると、 初のレイヤーのみが 2 つの部材に分割されます。
これまでは、[いいえ] オプションにこの機能がありました。[いいえ] オプションを
選択しても 初のレイヤー部材は分割されず、代わりに部材を 2 つのソリッド オ
ブジェクトに分割するカットが作成されるようになりました。

壁溝シーム

[縁端形状] タブの新しい [フィッティングの作成] オプションを使用して、部材端の
フィッティングを作成するかどうかを制御できるようになりました。
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壁溝シーム、壁ジョイント

• [接続材] タブで、壁の上端の 後の鉄筋/埋込み材の位置を制御できるようにな
りました。

• [縁端形状] タブに新しい縁端形状オプションが追加されています。このオプシ
ョンを使用すると、グルーブを作成して、いずれかの段鼻を指定した距離だけ
短縮できます。

• [接続材] タブで、ジョイントの下部/シームの始点にあるフリーの鉄筋のオフセ
ットを制御できるようになりました。

• 壁の厚みを増加できる、[厚みを増加] タブが追加されています。

• 部材カットを作成するか、または追加の部材カットのみを作成するかを選択し、
カットの名前を定義できるようになりました。これは、[壁ジョイント] で両方
の壁に個別に設定できます。追加の部材カットの部材プロパティについては、
保存された設定ファイルを選択します。

鉄骨コンポーネント

結合プレート (14)、スチフナー済みエンド レート (27)、補剛エンド プレート (65)、
両面エンド プレート (142)、エンド プレート (144)
[ボルト] タブでボルト コメントを定義できるようになりました。

三角材 (19)
新しい [角] タブで、作成した三角プレートの角処理を定義できるようになりまし
た。

[チューブ ガセット (20)]
[ブレース接合] タブで、コネクション プレート スチフナーを作成し、スチフナー
の角を定義できるようになりました。
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溶接された T (32)
製品位置番号と [仕上げ] プロパティを [部材] タブで定義できるようになりまし
た。

ハンチ (40)
[孔] タブでボルト タイプを定義できるようになりました。

クランク梁 (41)
[ピクチャー] タブで部材間のギャップを定義できるようになりました。

シート継手 1 (52)
[副部材ボルト] タブで、すべての基本的なボルト プロパティと、長孔、ボルト セ
ット、およびボルト長の増加のプロパティを定義できるようになりました。

チューブ ガセット ラップ付 (59)
[ブレース接合] タブで、割込プレートの幅を定義できるようになりました。
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ガセット ラップ付 (58)、チューブ ガセット ラップ付 (59)、ガセット クロス ラップ
付 (60)
[ガセット] タブで、ジョイントのメイン部材と副部材を貫通して延長するファスナ
ー プレートを作成できるようになりました。ファスナー プレート周辺の個々のカ
ットのサイズも定義できます。

ボルト ガセット (11)、ガセット クロス (62)
[ピクチャー] タブで、メイン部材を貫通するガセット プレートを作成するかどう
かを選択できるようになりました。

ボルト ガセット (11)、チューブ ガセット (20)、ガセット クロス (62)
ガセットとベース プレートの間に溶接を作成できるようになりました。

ガセットクロス (62)
• 両方のコネクション プレートを作成するときに、[ブレース接合] タブでフィラ

ー プレートの作成側を定義できるようになりました。

• ベース プレートを使用せずに、ガセット プレートをブレースに平行に作成でき
るようになりました。
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角鋼管ブレース 特殊 (66)
[角鋼管ブレース 特殊 (66)] に [設計] タブが追加されました。

レール ジョイント (70)
[S ボルト] タブで、ボルト セットを定義できるようになりました。

スプライス ジョイント (77)
• 溶接 6 と 7 が追加されました。

• [溶接開先] タブで、溶接アクセス孔の形状を変更できるようになりました。副
部材の溶接タイプを定義できるようになりました。

• [パラメータ] タブで、フランジ プレートの作成側を選択できるようになりまし
た。これまで、この設定は [溶接開先] タブにありました。

クリップアングル (116)
[ボルト] タブで、ボルトのカット長さを定義できるようになりました。

梁 - 梁溶接 (123)
[角] タブで、溶接アクセス孔のオフセットを定義できるようになりました。

Tekla Structures 2019 リリース ノーツ 106 コンポーネントの改良点



シンプルシアープレート (146)
[ボルト] タブで、ボルトのカット長さを定義できるようになりました。

フィン プレート 3 (149)、フル デプス拡張 (185)
[ボルト] タブでボルト付けの方向を定義できるようになりました。

オフショア (194)
ハンチ付き梁フランジのギャップ距離を定義できるようになりました。

補剛ベース プレート (1014)
[部材] タブで、プレート、ウェブ プレート、フランジ プレート、およびレベリン
グ プレートの [クラス] プロパティを定義できるようになりました。プレート、ウ
ェブ プレート、フランジ プレート、レベリング プレート、フィッティング プレー
ト、追加の梁、水平プレート、および L プロファイルの [仕上げ] プロパティを定
義できるようになりました。

1.25 詳細設定の変更点

新しい詳細設定

• XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS

• XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES

• XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS
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• XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT

• XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

• XS_APPLICATIONS_PATH

• XS_MESSAGES_PATH

変更された詳細設定

• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS は部材にのみ適用
され、新しい詳細設定
XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS は鉄筋に適用され
るようになりました。

• XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING を TRUE に設定し、[ナンバリ

ング設定] ダイアログ ボックスで名前が変更された [製品フェーズ] チェック
ボックスをオンにすると、ナンバリング時に各製品の製品フェーズのみが比較
されるようになりました。部材フェーズや部材の製品フェーズは比較されませ
ん。

• 詳細設定 XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION の機能が変更されています。
図面を保存するときに、スナップショットを作成するかどうかを確認するメッ
セージが表示されなくなりました。この詳細設定を TRUE (デフォルト) に設定

した場合は図面を保存するときにスナップショットが常に取得され、FALSE に
設定した場合はスナップショットが取得されません。

削除された詳細設定

• XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID
詳細設定を使用する代わりに、プロパティ パネルの基準線のプロパティで基準
線のフォント サイズを制御できるようになりました。

• XS_GRID_COLOR
詳細設定を使用する代わりに、プロパティ パネルの基準線のプロパティで基準
線の色を制御できるようになりました。

• XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE, XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_
LINE_TYPE
詳細設定を使用する代わりに、プロパティ パネルで補助線 および補助円 のラ
インのタイプを制御できるようになりました。

1.26 テンプレート属性の変更点
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新しいテンプレート属性

• ADDED_TO_POUR_UNIT

• IS_REBARSET_BAR

• SUB_ID_LAST

• CRANK_SIDE_START, CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_START, CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_START, CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_START, CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_START, CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_START, CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_START, CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_START, LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_START, LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_START, LAP_LENGTH_END
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2 Tekla Structures 2019 管理者向け
リリース ノーツ

Tekla Structures 2018i から Tekla Structures 2019 へのアップグレード ガイド

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

管理者向けリリースノーツ: 一般の設定 (110 ページ)

管理者向けリリースノーツ: 鉄骨設定 (125 ページ)

管理者向けリリースノーツ: コンクリート設定 (136 ページ)

2.1 管理者向けリリースノーツ: 一般の設定

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

管理者向けリリース ノーツ: バージョン更新でのモデル テンプレート (111 ペー
ジ)

管理者向けリリース ノーツ: [アプリケーションとコンポーネント] カタログのメ
ンテナンス (114 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 扇形基準線 (115 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 新しい作図オブジェクト (116 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 図面内容管理のユーザー定義列 (117 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: ドキュメント管理の手動カテゴリ (118 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 図面の改良点 (120 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 現場打ちコンクリート ユニットおよび仕上げ材の新
しいテンプレート属性 (122 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 一般的なアイテムの小規模な更新 (123 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ: バージョン更新でのモデル テンプレ
ート

1. Tekla Structures 2019 を開きます。

2. 既存のモデル テンプレートを使用して新しいモデルを作成します。

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

4. 3D ビューを開きます。

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

推奨サイズは 120 x 74 ピクセルです。
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7. モデルを保存します。

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

8. モデルをモデル テンプレートとして保存します。

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

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

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

除されます。

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

め保管する必要があります。

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

れた場所に保存されます。

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

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

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

XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT を TRUE に設定し、アプリケー

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

以下を確認して修正します。

1.グループに項目を追加します

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

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

ーネント] カタログの右下にメッセージ ログ  ボタンが表示されます。

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

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

上の例のように、次のエラーが発生する場合があります。

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

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

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

4.カスタム サムネイルを作成します

[アプリケーションとコンポーネント] カタログでのコンポーネントの出力

同じコンポーネントを異なる場面で設定を変更して使用する必要がある場合があ
ります。コンポーネントを簡単に使用できるように、場面ごとに設定を定義して、
コンポーネントをカタログに登録することができます。この機能は、一部の役割に
便利です。
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管理者向けリリース ノーツ: 扇形基準線

解説

これまで Tekla Structures では、直線の基準線を持つ直角の基準線のみを作成できま
した。ただし、扇形基準線または極座標基準線が必要な場合もあります。この場
合、Tekla Structures モデルで扇形基準線システムを作成するための回避策 (扇形基
準線の延長など) があります。

ただし、扇形基準線の延長を使用しても、曲線の基準線を作成することはできませ
んでした。この場合、不完全な外観の扇形基準線が作成されていました。これらの
問題を解決するために、Tekla Structures で扇形基準線を作成できるようになりまし
た。

従来の基準線プロパティ ダイアログ ボックスは、直角の基準線と扇形基準線の両
方について、プロパティ パネル ウィンドウで置き換えられました。

モデル内の基準線 (ビュー平面) の色、ラベルのフォントの色、ラベルのフォント
サイズを基準線ごとに選択できるようになりました。これは、詳細設定 
XS_GRID_COLOR および XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID が使用されなくなった

ことも意味します。

この機能は、丸柱、塔、タンク、コンテナ、円形プラットフォーム、スタジアムな
どの円形構造または曲線構造をモデリングするときのように、扇形基準線または曲
線の基準線が必要な場合はいつでも使用できます。扇形基準線や曲線の基準線に
スナップでき、部材のモデリングが非常に簡単になります。

操作方法

必要な扇形基準線を例として作成し、それらを XS_SYSTEM、XS_FIRM または

XS_PROJECT パス内の目的のフォルダーに保存します。

管理者向けリリース ノーツ: 新しい作図オブジェクト

操作方法

古い詳細設定を削除し、標準ファイル内のそれらの値を更新します。

新しい設定 ([色] および [線種]) を使用して必要な標準ファイルを作成します。

新しい作図オブジェクト

円弧 と連続曲線 は新しい作図オブジェクトです。[円] コマンドは [3 点で指定し
た円] および [中心点と半径を使用した円] に代わるものです。

詳細設定

作図オブジェクトの線種プロパティが詳細設定からオブジェクト プロパティに移
動されました。詳細設定 XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE および 
XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE は削除されました。
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管理者向けリリース ノーツ: 図面内容管理のユーザー定義列

解説

図面モード サイド パネルの [図面内容管理] は、現在の図面でモデル オブジェクト
や図面の内容を表示および編集するための対話型ツールです。この機能を使用す
ると、すべての図面オブジェクトを個別に参照しなくても、見つからない情報、重
複する情報、または誤った情報を確認できます。この機能は、新規ユーザーまたは
経験の浅いユーザーが図面プロパティを設定せずに図面の内容に注記を追加する
のにも役立ちます。

これまで、[図面内容管理] 機能は、カテゴリ タイプごとにプロパティ列の数が制
限されていました。既存の列プロパティ タイプを編集したり、新しいプロパティ
列を追加したりできるようになりました。

今後は、列プロパティ タイプを定義したり、各カテゴリに必要な列の数を定義し
たりできます。また、[図面内容管理] で列を追加、編集、および削除したり、列の
順序を変更したりすることもできます。

ノート:

• [カスタム テキスト] を除き、同じプロパティを同じカテゴリに 2 回追加するこ
とはできません。

• マーク数量と数量 ("NUMBER") プロパティに、それらが配置される列の他のプ
ロパティを含めることはできません。

• 使用できるプロパティは、テンプレート エディターに定義されているプロパテ
ィです。

設定は 2 つのレベルで機能します。 初に、ユーザー固有の設定ファイル
DrawingContentManagerCategories_<username>.xml が検索され、見つか

った場合は、それが使用されます。このファイルが見つからない場合、
DrawingContentManagerCategories.xml が検索され、見つかった場合は、

これが使用されます。ユーザー固有のファイルを汎用ファイルに変換するには、単
にファイル名から _username の部分を削除します。

設定は、モデル フォルダーの \attributes フォルダー内で検索され、さらに 
XS_PROJECT、XS_FIRM、XS_SYSTEM、および XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY
内で検索されます。

操作方法

必要なカテゴリを作成します。それらのカテゴリは、<model>\attributes
\DrawingContentManagerCategories_<username>.xml にあります。

ファイル名から "_username" の部分を削除し、環境の XS_PROJECT、XS_FIRM、
または XS_SYSTEM パスの任意のフォルダーにコピーします。

参照項目

図面内容管理、マーク、注記の改良点 (52 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ: ドキュメント管理の手動カテゴリ

検索を使用して分類するのが困難なドキュメントのドキュメント カテゴリーをド
キュメント管理で使用したい場合があります。ドキュメントを選択するだけで、手
動カテゴリを作成してそこにドキュメントを追加できるようになりました。既存
の手動で作成されたカテゴリーに対してドキュメントの追加や削除を行ったり、検
索ベースのカテゴリーと手動のカテゴリーの両方についてカテゴリーを結合した
りすることもできます。手動のカテゴリーには図面とファイル ドキュメントの両
方を含むことができます。

手動のカテゴリーを作成すると、たとえばドキュメント管理で [ボタンが有効にな
ったときに設定されたチェックポイント以降の変更を表示] 機能を有効にしてい
て、一部のドキュメントが変更されリストされたときに、変更されたドキュメント
を手動のカテゴリーに追加でき、便利な場合があります。

• 新しいカテゴリを手動で作成するには、そこにドキュメントを追加して、リス
トからドキュメントを選択して右クリックし、[手動カテゴリー --> 新規に追加]
を選択します。カテゴリの名前、オプションのツールティップを入力し、その
他の必要な設定を定義します。オプションは、検索ベースのカテゴリと同じで
す。次に、[上書き保存] をクリックします。

• 新しく作成した、または変更した手動のカテゴリーは、現在のモデル フォルダ
ーの下の DocumentManagerCategories_<username>.xml ファイルに保

存されます。

• 既存の手動カテゴリにドキュメントを追加するには、リストからドキュメント
を選択して右クリックし、[手動カテゴリー --> 既存に追加] を選択してから、
目的のカテゴリを選択します。すべての互換性のある手動のカテゴリーが表示
されます。1 つのドキュメントを複数のカテゴリに追加できます。

• 手動カテゴリを編集するには、カテゴリ リストでカテゴリを右クリックし、[編
集] を選択します。
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• ドキュメントをカテゴリから削除するには、ドキュメントを右クリックし、手
動カテゴリー --> 外す を選択してから、ドキュメントを削除するカテゴリを選
択します。

• 手動カテゴリを削除するには、カテゴリ リストでカテゴリを右クリックし、[削
除] を選択します。

設定は 2 つのレベルで機能します。 初に、ユーザー固有の設定ファイル
DocumentManagerCategories_<username>.xml が検索されます。見つかっ

た場合は、それが使用されます。見つからない場合は、
DocumentManagerCategories.xml が検索され、見つかった場合は、これが使

用されます。

ユーザー固有のファイルを汎用ファイルに変換するには、単にファイル名から
_username の部分を削除します。

設定は、まずモデル フォルダーでスキャンされ、さらに XS_PROJECT、
XS_FIRM、XS_SYSTEM、および XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY でスキャンさ

れます。

操作方法

必要なカテゴリを作成します。それらのカテゴリは、<model>
\DocumentManagerCategories_<user>.xml にあります。

ファイル名から "_username" の部分を削除し、環境の XS_PROJECT、XS_FIRM、
または XS_SYSTEM パスの任意のフォルダーにコピーします。

参照項目

図面のその他の改良点 (66 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ: 図面の改良点

ビュー ラベルの配置を設定するオプション

これまでは、図面ビュー ラベル プロパティで、ビュー フレームまたはビュー範囲
ごとに水平なビュー ラベルを中央にのみ配置することができました。これ以外の
オプションも使用できるようになりました。

• ビュー フレームに左揃え

• ビュー フレームに中央揃え

• ビュー フレームに右揃え

• ビュー範囲に左揃え

• ビュー範囲に中央揃え

• ビュー範囲に右揃え
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寸法: コンクリートのポリゴン内の寸法線

ビューベースの寸法設定では、[寸法作成ルールのプロパティ] ダイアログ ボック
スに、寸法タイプ [フィルター寸法] の新しい設定 [内側寸法の配置] が追加されま
した。この設定を選択すると、寸法をキャスト ユニット、製品、部材の内部に配
置できます。
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寸法作成ルールのプロパティを使用する方法の詳細については、「」を参照してく
ださい。

管理者向けリリース ノーツ: 現場打ちコンクリート ユニットおよ
び仕上げ材の新しいテンプレート属性

仕上げ材と現場打ちコンクリート ユニットの新しいテンプレート属性がありま
す。フィルター、テンプレート、およびレポートでこれらの使用を開始できます。
また、情報レポートも確認してください。

仕上げ材

部材または現場打ちコンクリート部材に仕上げ材があるかどうかを確認するため
のテンプレート属性 ATTACHED_TO が追加されました。

有効な値は以下のとおりです。

• 0 (部材)

• 1 (現場打ちコンクリート部材)
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現場打ちコンクリート ユニット

オブジェクトが現場打ちコンクリート ユニットにどのように追加されたか (自動
か手動か) を確認するためのテンプレート属性 ADDED_TO_POUR_UNIT が追加さ

れました。

有効な値は以下のとおりです。

• 0 (未割り当て、または現場打ちコンクリート ユニットが 後に計算された後に

変更された)

• 1 (手動で割り当てられた)

• 2 (自動的に割り当てられた)

この属性は、フィルターのテンプレート カテゴリと、以下のオブジェクト タイプ
のテンプレート属性に追加されました。

• ASSEMBLY
• BOLT
• CAST_UNIT (プレキャストのみ、現場打ちを含まない)

• MESH
• REBAR
• SINGLE_REBAR
• SINGLE_STRAND
• STRAND
• STUD

管理者向けリリース ノーツ: 一般的なアイテムの小規模な更新

プロジェクト プロパティの他のフィールド

IFC4 標準からプロジェクト プロパティに以下のプロジェクト フィールドが追加
されました。

• ASSEMBLY = PROJECT.LOCATION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_BOX

• ASSEMBLY = PROJECT.TOWN

• ASSEMBLY = PROJECT.REGION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_CODE

• ASSEMBLY = PROJECT.COUNTRY

これらの新しいプロパティは、レポートおよびテンプレートで使用できます。
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新しいラベル設定

[表示] ダイアログ ボックスに、さまざまな条件で部材ラベルを表示する機能を拡
張するための新しいオプションが追加されました。

次のオプションを使用する新しい設定 [次を表示] が追加されました。

• すべて:これは、部材ラベルの以前の動作です。部材ラベルは、ビュー内のすべ
ての部材で表示されます。

• 選択対象:部材ラベルは、選択したすべての部材にのみ表示されます。

• 選択対象のメイン部材:部材ラベルは、選択した部材が製品のメイン部材である
場合にのみ表示されます。

• すべてのメイン部材:部材ラベルは、製品のメイン部材であり表示されるすべて
の部材にのみ表示されます。

[選択対象] および [選択対象のメイン部材] オプションでは、ビューが選択されてい
るときに、 初にダイアログ ボックスの変更をビューに適用し、その後で、調査
するオブジェクトを選択する必要があることに注意してください。

複数のフォルダーからのアプリケーションと拡張機能の読み込み

拡張機能をサポートするには、.tsep インストール パッケージを作成し、

%commonEnvFolder%\extensions\applications の下の環境にそれらのパ

ッケージを配置します。

会社固有のアプリケーションを Tekla Structures のインストール フォルダーではな
く、会社固有のフォルダーに配置できるようになりました。新しい場所は、

XS_APPLICATIONS_PATH に追加する必要があります。

新しい XS_APPLICATIONS_PATH 詳細設定では、複数のパスを追加できます。
Tekla Structures では、そのパスを使用してシステム コンポーネントが読み込まれま
す。
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teklastructures.ini の現在の設定は次のとおりです。

set XS_APPLICATIONS=%XS_DIR%\applications\ set
XS_APPLICATIONS_PATH=%XS_APPLICATIONS%;%XSDATADIR
%environments\common\Extensions\applications\

複数のフォルダーからの拡張機能の翻訳の読み込み

会社固有の翻訳を Tekla Structures のインストール フォルダーではなく、会社固有
のフォルダーに配置できるようになりました。新しい場所は、

XS_MESSAGES_PATH に追加する必要があります。

新しい XS_MESSAGES_PATH 詳細設定では、複数のパスを追加できます。Tekla
Structures では、そのパスを使用して、翻訳ファイルが読み込まれます。

teklastructures.ini の現在の設定は次のとおりです。

set XS_MESSAGES=%XS_DIR%\messages\ set XS_MESSAGES_PATH=
%XS_MESSAGES%;%XSDATADIR%environments\common\Extensions
\messages\

2.2 管理者向けリリースノーツ: 鉄骨設定

以下のカスタマイズ設定は、鉄骨ユーザーグループのみに適用されます。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨アイテムの改良点 (125 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨コンポーネント (126 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨アイテムの改良点

単独折れ板

単独折れ板は、Tekla Structures の複雑な形状のソリューションの一部として実装さ
れています。これは、Tekla Structures 2018i で実装された円錐折れ板機能をさらに
発展させたものと見なすこともできます。単独折れ板は、円柱折れ板や円錐折れ板
のような入力部材を必要としません。単独折れ板を使用すると、円柱部材と円錐部
材の両方をモデリングできます。たとえば、フード、ホッパー、円錐などを作成す
る場合に使用できます。

操作方法

必要な標準ファイルを作成します。

すみ肉溶接サイズ コントロールのプロジェクト レベル設定

すみ肉溶接または混合溶接をモデリングするときに、すみ肉溶接サイズを解釈する
方法を制御できるようになりました。これは、新しい詳細設定 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE を使用して行われます。これは、

XS_AISC_WELD_MARK が FALSE に設定されている場合のみ、効果を持ちます。
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XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE が FALSE に設定されている場合、すみ肉溶

接サイズは、のど厚として扱われます。XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE が 
TRUE に設定されている場合、すみ肉溶接サイズは、脚の長さとして扱われます。

溶接サイズに影響を与える頭マークをユーザーが設定した場合、頭マークは詳細設
定値よりも優先されます。

操作方法

必要に応じて、新しい詳細設定の使用を開始します。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄骨コンポーネント

[チューブ ガセット (20)]
コネクション プレートのスチフナーを作成し、その角処理を [ブレース接合] タブ
で定義できるようになりました。スチフナー プレートで溶接を使用できるように
なりました。

溶接された T (32)
製品位置番号と [仕上げ] プロパティを [部材] タブで定義できるようになりまし
た。

ハンチ (40)
[孔] タブでボルト タイプを定義できるようになりました。
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クランク梁 (41)
[ピクチャー] タブで部材間のギャップを定義できるようになりました。
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シート継手 1 (52)
[副部材ボルト] タブで、すべての基本的なボルト プロパティと、長孔、ボルト セ
ット、およびボルト長の増加のプロパティを定義できるようになりました。一部の
ボルト プロパティは、適切なタブに移動されました。

ガセット ラップ付 (58)、チューブ ガセット ラップ付 (59)、ガセット クロス ラップ
付 (60)
• [ガセット] タブで、コネクション プロファイルを貫通するファスナー プレート

を定義できるようになりました。

• [ガセット] タブで、副部材の異なる側面に対してプレート隙間を定義できるよ
うになりました。

• 共通の [ガセット] タブが削除され、変更したレイアウトで再作成されました。
[チューブ ガセット ラップ付 (59)] に、L 以外のプロファイルのファスナー プレ
ートを移動する機能が追加されました。

チューブ ガセット ラップ付 (59)
[ブレース接合] タブで、割込プレートの幅を定義できるようになりました。

Tekla Structures 2019 管理者向けリリース ノーツ 128 管理者向けリリースノーツ: 鉄骨設定



ボルト ガセット (11)、ガセット クロス (62)
[ピクチャー] タブで、メイン部材を貫通するガセット プレートを作成するかどう
かを選択できるようになりました。

ガセットクロス (62)
両方のコネクション プレートを作成するときに、[ブレース接合] タブでフィラー
プレートの作成側を定義できるようになりました。

レール ジョイント (70)
[S ボルト] タブで、ボルト セットを定義できるようになりました。

スプライス ジョイント (77)
• 溶接 6 と 7 が追加されました。
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• [溶接開先] タブで、溶接アクセス孔の形状を変更できるようになりました。副
部材の溶接タイプを定義できるようになりました。

• [パラメーター] タブで、フランジ プレートの作成側を選択できるようになりま
した。これまで、この設定は [溶接開先] タブにありました。

支柱サイド プレート (83)
長方形またはひし形のプレートを作成するときに、ボルト間隔を設定できるように
なりました。また、上方向を [自動] に設定したときに、コンポーネントが正しく
機能するようになりました。

梁 - 梁溶接 (123)
[角] タブで、溶接アクセス孔のオフセットを定義できるようになりました。
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ボルト-モーメント コネクション (134)
[フランジ ボルト] タブで、メイン部材または副部材からボルト オフセットを選択
できるようになりました。

両面エンド プレート (142)
補正フランジ プレートを作成できるようになりました ([プレート 1] および [プレ
ート 2] タブで使用可能)。

フランジ プレートに溶接 9 と 10 が追加されました。

Tekla Structures 2019 管理者向けリリース ノーツ 131 管理者向けリリースノーツ: 鉄骨設定



両面クリップ アングル (143)
[ピクチャー] タブにおいて、副部材をプロファイルの高さで並べ替えることができ
るようになりました。[はい] に設定すると、選択順序に関係なく、常に も高い副
部材が 初の副部材と見なされます。副部材の選択順序が副部材のコピーに影響
しなくなりました。

上部フランジへの溶接 (147)
フィン プレートの溶接 8 と 9 が追加されました。

フィン プレート 3 (149)、フル デプス拡張 (185)
[ボルト] タブでボルト付けの方向を定義できるようになりました。
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折れ板 (151)
[ノッチ (上部)] タブと [ノッチ (下部)] タブでノッチのカット半径を定義できるよ
うになりました。

根太 - 梁タイプ 1 (160)
[スタビライザー] タブで、フル デプスのスチフナーを定義し、それに対して角処
理を定義できるようになりました。
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根太 - 柱 2 (163)
スタビライザー プレートの溶接とシート ジョイントの上部/下部の溶接を定義で
きるようになりました。シート ジョイントの 2 番目の側の溶接が削除されまし
た。

補剛ベース プレート (1014)
[部材] タブで、プレート、ウェブ プレート、フランジ プレート、およびレベリン
グ プレートの [クラス] プロパティを定義できるようになりました。プレート、ウ
ェブ プレート、フランジ プレート、レベリング プレート、フィッティング プレー
ト、追加の梁、水平プレート、および L プロファイルの [仕上げ] プロパティを定
義できるようになりました。
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シート Det 継手 1 (1033)
シート プロファイルに対して水平方向の溶接 (溶接 3) を定義できるようになりま
した。

US ベース プレート (1047)
[ピクチャー] タブでスチフナーの角処理タイプを選択できるようになりました。

円形ベース プレート (1052)
[アンカー バー] タブで、円に沿ってプレート ワッシャーを作成するように選択で
きるようになりました。
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2.3 管理者向けリリースノーツ: コンクリート設定

以下のカスタマイズ設定は、コンクリートユーザーグループにのみ適用されます。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋セットの改良点 (137 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋の図面ツール (140 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: コンクリート製作用のツールの更新 (141 ページ)
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管理者向けリリース ノーツ:コンクリート コンポーネント (141 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋セットの改良点

端部ディテール モディファイアー

操作方法

現在の環境で端部ディテール モディファイアーの標準ファイル
(standard.rst_edm および standard.rst_edm.more) を更新します。

1. [鉄筋セットの作成]、[中断] を順に選択し、鉄筋セットを選択します。

2. 端部ディテール モディファイアーの作成を開始し、中断します。端部ディテ
ール モディファイアーを選択します。プロパティ パネルが開きます。

3. 適切な標準値を入力し、標準として保存します。

4. 新しく作成した標準ファイルを再度環境にアップロードします。

分割線の改良点

操作方法

現在の環境で分割線の標準ファイル (standard.rst_sm) を更新します。

1. [鉄筋セットの作成]、[中断] を順に選択し、鉄筋セットを選択します。

2. 分割線の作成を開始し、中断します。分割線を選択します。プロパティ パネ
ルが開きます。

3. 適切な標準値を入力し、標準として保存します。

4. 新しく作成した標準ファイルを再度環境にアップロードします。

クランクおよび重ねレポート属性

新しいプロパティのレポート用のレポート テンプレートを作成する場合、以下の
クランクおよび重ねレポート属性を使用できます。

• CRANK_SIDE_START
• CRANK_ROTATE_START
• CRANK_STRLEN_START
• CRANK_LENTYPE_START
• CRANK_RATIO_START
• CRANK_DIST_START
• CRANK_OFFSET_START
• LAP_SIDE_START LAP_PLACEMENT_START
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• LAP_LENGTH_START
• CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_END
これらの属性は、レポートの REBAR 行と SINGLE_REBAR 行の両方で使用できま

す。

鉄筋データベース ファイルの更新

現在の環境で鉄筋データベース (rebar_database.inp) をローカライズして、新

しい標準重ねプロパティおよび標準クランク プロパティを使用します。

• 環境の rebar_database.inp を開き、領域のニーズに応じて値をファイルに

追加します。

• 各行の右端に 5 列追加します。タブを使用して、それぞれの値を区切ります。
下の例の図を参照してください。

列のタイトル (CrankSL など) は重要でないことに注意してください。値を正しい

順序で指定する必要があります。
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モデル レベルの設定での丸めおよびステップのテーパー

操作方法

鉄筋設定の領域で 適な値を確認します。環境の standard.opt ファイルで、こ

れらの値をローカライズします。

上記の値はファイル内で次のように定義されます。

dia_option_settings.StepTaperingSingle 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingFree 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingIntermediate 0.000000
dia_option_settings.RoundingSingle 1.000000
dia_option_settings.RoundingFree 1.000000
dia_option_settings.RoundingIntermediate 1.000000
dia_option_settings.RoundingTypeSingle 1
dia_option_settings.RoundingTypeFree 1
dia_option_settings.RoundingTypeIntermediate 1
dia_option_settings.RoundupInSplitters 1.000000

また、残りの [鉄筋] 設定を [オプション] ダイアログ ボックスでローカライズでき
ます。必要に応じて、同じファイルでこれらの設定を変更します。

dia_option_settings.ConcreteCoverTop 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverBottom 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverSides 25.000000
dia_option_settings.MinimumBarLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumLegLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumBarLengthType 0
dia_option_settings.MinimumLegLengthType 0
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鉄筋セットおよびプロパティ モディファイアー レベルへの丸めおよびステ
ップのテーパー コントロールの追加

操作方法

鉄筋セットの標準ファイルの更新

現在の環境で鉄筋セットの標準ファイル (standard.rst、
standard.rst.more、および standard.rst.zones) を更新します。

1. [鉄筋セットの作成]、[中断] を順に選択し、鉄筋セットを選択します。プロパ
ティ パネルが開きます。

2. 適切な標準値を入力し、標準として保存します。

3. 新しく作成した標準ファイルを再度環境にアップロードします。

プロパティ モディファイアーの標準ファイルの更新

現在の環境でプロパティ モディファイアーの標準ファイル (standard.rst_pm)
を更新します。

1. [鉄筋セットの作成]、[中断] を順に選択し、鉄筋セットを選択します。

2. プロパティ モディファイアーの作成を開始し、中断します。プロパティ モデ
ィファイアーを選択します。プロパティ パネルが開きます。

3. 適切な標準値を入力し、標準として保存します。

4. 新しく作成した標準ファイルを再度環境にアップロードします。

..\common\inp フォルダーに従わない環境の場合

ファイル objects_length_adjustment.inp を ..\common\inp フォルダー

からコピーし、環境フォルダーに配置します。このようにしなかった場合は、鉄筋
セットの自動適用は機能しません。

IS_REBARSET_BAR
従来の鉄筋を鉄筋セットの鉄筋と区別する必要がある場合に、次のレポート テン
プレート属性を使用できるようになりました。IS_REBARSET_BAR.値 1 は鉄筋セ

ットの鉄筋、値 0 は従来の鉄筋を示しています。この属性は、REBAR 行と 
SINGLE_REBAR 行の両方で使用できます。

管理者向けリリース ノーツ: 鉄筋の図面ツール

鉄筋グループ寸法

• [特殊マーク] タブは 2 つの別個の特殊マーク タブ [前面の特殊マーク] と[背面
の特殊マーク] に分割されていました。

各タブで、[マーク 1] と [マーク 2] の内容を定義できます。

前面の特殊マークと背面の特殊マークにおけるマークのグループ化と配置は、
初の特殊マーク タブでのみ実行されます。
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• [詳細設定] タブの新しい設定 [マーク 1 とマーク 2 間のスペース] を使用して、
マーク 1 とマーク 2 の間の間隔を定義できるようになりました。同じタブで、
[次のマークの間隔] が新しい領域 [グループ化] の下に移動され、名前が [グル
ープ マークのスペース] に変更されました。また、[鉄筋グループの許容値] が
[グループ化] 領域に移動され、名前が [グループ化許容値] に変更されました。

• [マーク 1] ～ [マーク 3] タブで、鉄筋長の出力方法 [合計値 A B C] の名前が [正
確な長さの合計] に変更されました。

[鉄筋グループ マーキング]
• [マーク 3] タブで、新しい設定 [マークの回転] を使用してマーク テキストの回

転方法を定義できるようになりました。マーク テキストは水平および垂直、ま
たはマーク線方向 (デフォルト) に回転できます。デフォルトのマーク線方向
は維持されます。

• マーク要素を囲む枠を追加できるようになりました。シンボル、新しい行、お
よび解説図に枠を付けることはできません。

• 従来の合計値 A B C は、正確な長さの合計に置き換えられています。

[鉄筋の解説図とマーキング]
• 新しい線の色を追加しました (表示されていなかった色オプションを追加)。

• セグメントの長さで固定オプション "m/cm" を修正しました。

図面の 0.0 cm の不具合を修正しました。

寸法を使用した Tekla Structures の値への変換を修正しました。

参照項目

図面のその他の改良点 (66 ページ)

管理者向けリリース ノーツ: コンクリート製作用のツールの更新

[エクスポート：ユニテクニック] に複数の新しい便利な機能が追加され、[エクス
ポート：EliPlan] と [エクスポート：BVBS] も改良されました。

改良点の詳細については、Tekla Structures 2019 リリース ノーツの「コンクリート
製作用のツールの更新 (88 ページ)」を参照してください。

管理者向けリリース ノーツ:コンクリート コンポーネント

埋め込みアンカー (8)
[入力] タブに、アンカー バーのタイプの組み合わせオプションが表示されるよう
になりました。
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鉄筋配置コンポーネント (51 ～ 57) および緊張材配置 (66)
• [逆 T 梁 - 自動鉄筋配置 (52)]、[段付き梁 - 鉄筋配置 (53)]、[矩形 RC 梁 - 鉄筋配

置 (54)]、[段付き PC 躯体 - 鉄筋配置 (55)]、[矩形 PC 壁 - 鉄筋配置 (56)]、およ
び [緊張材配置 (66)] について、[緊張材パターン] タブで外部 CSV ファイルを使
用して緊張材の鉄筋を無制限に読み込むことができるようになり、[属性] タブ
で緊張材コードを定義できるようになりました。
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段付き PC 躯体 - 鉄筋配置 (55)
• [長手方向鉄筋] タブで、長手方向鉄筋の外部 CSV ファイルを読み込んで、本数

の制限なく鉄筋を定義できるようになりました。
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• [端部鉄筋ラベル属性] タブで、2 番目の鉄筋セットを制御できるようになりま
した。
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鉄筋配置 - 段付き PC 躯体 (55)、鉄筋配置 - 矩形 PC 壁 (56)
[ステム　あばら筋] (55 用) および [段部　主筋] タブで、鉄筋グループの詳細なフ
ック プロパティを定義できるようになりました。これらの改良点により、コンポ
ーネントには以前のバージョンとの完全な下位互換性はありません。
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梁鉄筋 (63)
[パラメーター] タブで追加のリンクを作成し、 小プロファイル長を定義できるよ
うになりました。

ストリップ フーチング鉄筋 (75)
[あばら筋] タブで、新しいフック タイプとして 2 重あばら筋鉄筋を作成できるよ
うになりました。2 重あばら筋鉄筋 (135°、90°、または重なりあり) の端部の形状
と、重なり長さを定義できます。[あばら筋] タブに横断方向の設定が追加され、曲
げ方向がイメージとして表示されるようになりました。
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丸柱の鉄筋 (82)
柱の上部と下部の両方で、クランク鉄筋を作成できるようになりました。[主筋] タ
ブに水平、垂直、および斜めの距離の寸法を入力します。
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正方形柱の鉄筋 (83)
• 柱の下部にも鉄筋クランクを定義できるようになりました。垂直寸法の代わり

に傾斜した寸法を使用して、クランクの長さを定義できるようになりました。

• [中間リンク] タブで、すべてのあばら筋を単一のグループとして作成するかど
うかを選択できるようになりました。

• [あばら筋] タブで、あばら筋グループ間のギャップを定義できるようになりま
した。

スラブ・壁の開口部の鉄筋詳細 (84)
• 既存の孔を補強し、作成している孔の位置オフセットを適用できるようになり

ました。
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• 水平および垂直オフセットなど、すべての鉄筋制御オプションを含む新しい [追
加鉄筋] タブが追加されました。
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フーチング定着筋 (87)
新しい [下部かぶり] タブを使用して、鉄筋グループごとに一意の下側かぶり厚を
設定できるようになりました。もう 1 つのオプションでは、すべての角鉄筋と側面
鉄筋に共通の下側かぶり厚を設定します。

範囲指定の溶接金網 (89)
ポリゴン生成の始点インデックスを定義できるようになりました。

RC 階段 (95)
[バー E] タブのあばら筋とピンは、形状を長方形にしたり、(傾斜が許される場合
には) ステップの傾斜した縁端部と平行にしたりできます。
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コンクリ－ト柱-梁 (110)
• T 形鋼を中心として傾斜している柱の切り取り部を作成できるようになりまし

た。

• メイン部材または副部材からデフォルトのコンソールの厚さを選択できるよう
になりました。

• [パイプ周辺の断面図の作成] オプションを使用して、パイプの周囲に断面図を
作成するかどうかを定義できるようになりました。これは、[ジョイント] タブ
で実行できます。

• [アンカー バー] タブで、X 方向と Y 方向の両方のチューブ プロファイルのオフ
セットを定義できるようになりました。

• [ソケット] タブで [対称形の脚] 設定を使用して、カスタム パーツのソケットを
対称的に作成するかどうかを選択できるようになりました。

• [パラメータ] タブで、クラスまたは名前の検索を使用して、余分な副部材を見
つけてカットできるようになりました。副部材の 大幅を定義して、副部材を
この幅にカットすることもできます。
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コンクリート梁 - 梁 (112)
• ネオプレンを定義するときに、[部材] タブで、ネオプレンをメイン部材と副部

材の間のカット間隔を埋められるようにフィットさせるか、ネオプレンを長方
形で作成するかどうかを選択できるようになりました。

• [アンカー] タブで、チューブをメイン部材に合わせて配置するか、副部材の上
部または下部に合わせて配置するかどうかを選択できるようになりました。

自動スプライス ツール

ラップ長さを絶対値として設定できるようになりました。ラップ長さを測定値と
して指定できるようになりました。

2 重壁エッジと開口部鉄筋

[ピクチャー] タブに、新しいかぶり厚オフセット C3 が追加されました。

[鉄筋] タブおよび [開口] タブで、縁端と開鉄筋の (鉄筋ではなく、あばら筋のみを
作成する) 新しいオプションが追加されました。
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溶接金網

メイン部材および副部材の 小長さを個別に制御できるようになりました。

鉄筋カプラーおよび端部アンカー ツール

[鉄筋カプラー] および [鉄筋端部アンカー] コンポーネントが変更され、これらを鉄
筋セットで使用する場合、端部固有のユーザー定義情報の値が端部モディファイア
ーで設定されるようになりました。鉄筋セットの場合、端部モディファイアーのプ

Tekla Structures 2019 管理者向けリリース ノーツ 153 管理者向けリリースノーツ: コンクリート設定



ロパティのねじ切り長、追加製作長、およびねじ切りタイプの値が (カスタムのユ
ーザー定義情報の値の代わりに) 設定されます。

カプラー/端部アンカー コンポーネントで制御されるねじ切りタイプを取得するに
は、この値を RebarCoupler.Udas.dat ファイルに追加する必要があります。

サンドイッチ パネルと 2 重壁

フォイルの垂直/水平分割を制御する [フォイル] タブを使用できるようになりまし
た。

壁レイアウト

[ユーザー定義情報] タブの内容をカスタマイズする場合、[壁レイアウト レイヤ ス
ワッパ] ツールを使用するときにレイヤーのユーザー定義情報値を入れ替えないこ
とを WallLayout.Udas.dat ファイルに定義できるようになりました。これを

行うには、行の末尾に NoSwap を追加します (4 番目のフィールド)。string
comment j_comment NoSwap.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
wall layout component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option', 'integer' and 'string'
// compatible with the actual user defined attributes as specified in 
objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set 
for the layer part.
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// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be 
a translatable label (albl_) or any text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' 
to swap the values. 
// 
string comment j_comment NoSwap
string USER_FIELD_1 _user_field_1
string USER_FIELD_2 _user_field_2 
string USER_FIELD_3 _user_field_3
string USER_FIELD_4 _user_field_4
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3 ローカライゼーション リリース
ノーツ

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

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

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

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

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

1. Tekla ライセンス サーバーの更新 (158 ページ).更新されたバージョンがイン
ストールされている既存のバージョンと置き換わります。

2. ライセンスを更新します (「Tekla ライセンスの更新 (159 ページ)」を参照)。

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

3. Install Tekla Structures.

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

4. 新しいバージョンの Tekla Structures への個人設定のコピー (160 ページ).

一部の個人設定は、移行ウィザード (160 ページ) ツールを使用して新しいバー
ジョンにコピーできます。設定をコピーしない場合や、移行ウィザードで推奨
されるバージョン以外のバージョンの Tekla Structures から設定をコピーする
場合は、コピーをスキップできます。

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレ
ード
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5. 新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした情報の転送 (161 ペ
ージ).

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

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

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

古いバージョンの Tekla Structures は、新しいバージョンのライセンス サーバーで
使用できます。この場合、古いバージョンの Tekla Structures の一部では、必要とさ
れる 近の更新がインストールされている必要があります。Tekla Structures のバ
ージョンと Tekla ライセンス サーバーのバージョン間の互換性の詳細については、

「Which license server version to use」を参照してください。

Tekla ライセンス サーバーを更新するには、次のようにします。

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

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

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

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

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

ックアップします。 

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

これらのファイルをバックアップする必要はありません。

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

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

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

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

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

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

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

ライセンスを更新するには、次のようにします。

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

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

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

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

ント証明書が添付された電子メールを受け取っています。

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

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

返却が完了すると、ライセンス管理ツールに確認メッセージが表示されます。

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

6. 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。

7. [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。

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

9. [認証の取得] ボタンをクリックします。 

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

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

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。
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4.3 新しいバージョンの Tekla Structures への個人設定のコピー
移行ウィザードツールを使用して、古いバージョンの Tekla Structures から新しいバ
ージョンの Tekla Structures にいくつかの個人設定をコピーできます。移行ウィザ
ードは、新しいバージョンの Tekla Structures の初回起動時に自動的に開きます。

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

1. 新しいバージョンの Tekla Structures を起動します。

2. 移行ウィザードで、[次へ]をクリックして設定のコピーを開始します。

3. コピーする設定を選択し、[次へ]をクリックします。

4. 適切な設定が選択されていることを確認します。

5. [コピー]をクリックします。

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

参照項目

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード (157 ページ)

4.4 新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした
情報の転送
以前のバージョンの Tekla Structures から新しいバージョンの Tekla Structures に、カ
スタマイズした情報を転送できます。

1. 以前のバージョンの Tekla Structures でプロジェクト フォルダーや企業フォル
ダー を使用してモデル内にカスタマイズしたファイルを保存している場合、
[ファイル] メニュー --> [設定] --> [詳細設定] に移動し、XS_FIRM、
XS_PROJECT、および XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY の各詳細設定に

カスタマイズしたファイルがあるフォルダーが指定されていることを確認し
ます。

2. カスタマイズしたファイルをプロジェクト フォルダーや企業フォルダーに保
存していない場合、情報を使用するには、カスタマイズしたファイルを新しい
バージョンの Tekla Structures に手動で移動する必要があります。 

さまざまなタイプのファイルを、ローカルまたは非公開のオンライン Tekla
Warehouse コレクションを使用してコピーすることができます。詳細につい
ては、Tekla Warehouse の手順 を参照してください。

少なくとも以下を確認してください。

• 詳細設定
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• テンプレート、レポート、および図面に関連するファイル

• カタログファイル: プロファイルカタログ、材質カタログ、ボルトカタロ
グ、ボルトセットカタログ、鉄筋の形状カタログ

• 変換ファイル

• 拡張ツール

新しいバージョンの Tekla Structures の拡張ツールを再インストールする必
要があります。

• NC エクスポート設定

• プリンターカタログ設定

• ユーザー定義情報

• 保存済みのモデルオブジェクトプロパティ

一部の情報は、移行ウィザード (160 ページ)ツールを使用して新しいバージョ
ンに自動的にコピーできます。

参照項目

新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード (157 ページ)
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5 Tekla Structures サービス パック

Tekla Structures サービス パックは、Tekla Structures のバージョン更新です。

サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルは、完全な Tekla Structures
バージョン ソフトウェアが含まれたスタンドアロン インストーラーです。関連す
る Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックを別途インストールす
る必要はありません。たとえば、サービス パック 1 をインストールしなくても、
サービス パック 2 をインストールできます。

• サービス パックには、新機能と既存の機能への改良や修正が含まれている場合
があります。すべてのユーザーが 新のサービス パックをインストールする
ことをお勧めします。

• 新の環境をインストールして、サービス パックで環境が正しく動作すること
を確認することをお勧めします。また、使用しているすべての環境を更新する
ことをお勧めします。

サービス パック ソフトウェアと環境インストール ファイルは、Tekla Downloads で
確認できます。

参照項目

Tekla Structures のサービス パックをインストールする (163 ページ)

以前の Tekla Structures サービス パックをインストールする (164 ページ)

5.1 Tekla Structures のサービス パックをインストールする
サービス パックをインストールして、Tekla Structures バージョンまたは以前のサー
ビス パックを更新することができます。サービス パックには、新機能と既存の機
能への改良や修正が含まれている場合があります。

注 サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルは、完全な Tekla
Structures バージョン ソフトウェアが含まれたスタンドアロン インストーラ
ーです。関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックを
別途インストールする必要はありません。

Tekla Structures サービス パック 163 Tekla Structures のサービス パックをインストールす
る



関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックがコンピュータ
ーにインストールされている場合、新しいサービス パックをインストールする前
にそれらを削除する必要はありません。

注 Tekla Structures ソフトウェアをコンピューターにインストールするには、管理
者権限でログインする必要があります。

1. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。

a. サービス パック ソフトウェアのインストール ファイルを、Tekla
Downloads から使用中のコンピューターにダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックが既に
インストールされている場合は、インストール フォルダーを選択するこ
とはできません。サービス パックは、更新しようとしているバージョン
と同じフォルダーにインストールされます。

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックをイン
ストールしていない場合は、インストール フォルダーおよびモデル フォ
ルダーを選択することができます。

2. Tekla Structures 環境をインストールします。 

環境のインストール フォルダーの場所は、ソフトウェアがインストールされ
ている場所によって決まります。インストール ウィザードで環境のインスト
ール フォルダーを選択することはできません。

どの環境も削除する必要はありません。環境の新しいバージョンをインスト
ールすると、その環境の古いバージョンが自動的にアップグレードされます。

a. 必要な環境のインストール ファイルを Tekla Downloads から使用中のコ
ンピューターにダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。
インストール後に Tekla Structures を起動すると、環境設定ファイルが環境
フォルダーにインストールされます。Tekla Structures で、インストールの
進行状況を示すダイアログ ボックスが開きます。

関連情報

参照項目

Tekla Structures サービス パック (163 ページ)

5.2 以前の Tekla Structures サービス パックをインストールする
新の Tekla Structures サービス パックを使用することをお勧めします。状況によ

っては、新しいサービス パックを既に使用している場合でも、以前の Tekla

Tekla Structures サービス パック 164 以前の Tekla Structures サービス パックをインストー
ルする
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Structures のサービス パックまたは関連する Tekla Structures バージョンを使用する
ことが必要になる場合があります。

1. 現在使用している Tekla Structures サービス パック ソフトウェアを、Windows
の [コントロール パネル] でアンインストールします。

2. Windows の [コントロール パネル] で、関連する Tekla Structures 環境をアンイ
ンストールします。

3. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。

a. サービス パックのソフトウェアのインストール ファイルを Tekla
Downloads からダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。 

インストールフォルダおよびモデルフォルダを選択できます。

4. Tekla Structures 環境をインストールします。 

新の環境は、Tekla Downloads に用意されています。

a. インストールしたサービス パックに関連する環境のインストール ファイ
ルをダウンロードします。

b. インストールファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

c. インストールウィザードの手順に従って、インストールを完了します。
インストール後に Tekla Structures を起動すると、環境設定ファイルが環境
フォルダーにインストールされます。Tekla Structures で、インストールの
進行状況を示すダイアログ ボックスが開きます。

参照項目

Tekla Structures サービス パック (163 ページ)

Tekla Structures サービス パック 165 以前の Tekla Structures サービス パックをインストー
ルする
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6 免責条項

© 2019 Trimble Solutions Corporation and its licensors. All rights reserved.

本ソフトウェアマニュアルは、該当ソフトウェア製品と共に使用する目的で作成さ
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