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このドキュメントはソフトウェア機能の説明書です。トレーニングプロ

グラムに置き換わるものではありません。 このユーザーズガイドは、オ

プションを含め、すべてのモジュールについての情報を含んでいます。 

プログラム機能の詳細な情報は、Advance Steel （以下：Advance）の

オンラインヘルプを参照してください。 

このユーザーズガイドとソフトウェアの情報に矛盾がある場合、ソフト

ウェアが最新のソースになります。 

ユーザーズガイドの内容は予告なしに変更されることがあります。いか

なる形態、またいかなる手段（電子的、機械的等）によっても、

GRAITEC 社の許可なしにユーザーズガイドやそのほか書類内容を複製あ

るいは販売することは禁止されています。 

 

© GRAITEC, Bièvres . 無断複写・転載を禁じます。 

Windows XP® はマイクロソフト株式会社の商標または入力商標です。 

DXF™ と AutoCAD® はオートデスク株式会社（サンラファエル、カリ

フォリニア）の商標です。 

その他の商標は所有者に属しています。 
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ようこそ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この章ではは： 

GRAITEC 社は構造を照合、最適化できるグローバルな CAD/解析＆設計

プラットホームを開発しました。モデリングと建設処理ドキュメント作

成を速くするツールにより、鉄筋コンクリート補強用金具と鉄骨構造の

作成を速めます（図面、詳細、図面作成、リスト、BOM(部材リスト)な

ど）。Advance では下記が可能です： 

– 鉄骨構造の配置図面、施工図面、リスト、NC ファイルを作成する

鉄骨一式。 

– 鉄筋、構造コンクリート作成のコンクリート一式。 

– 鉄筋コン補強用金具と鉄骨構造の解析と設計の設計セット、設計レ

ポートの自動作成。 

Advance は GRAITEC 社の CAD/解析、設計ソフトの一つであり、他の

GRAITEC 社技術ソリューションに直接関連しています。 

鉄骨を専門的に取り扱うこのユーザーズガイドは鉄骨建設計画について

8つの章で構成されています。 

このユーザーズガイドに記述された全てのソフトウェアツールと製品に
関連する記述は Advance Steel にのみ適用されます。簡略化を読み込む
には、ジェネリック名 Advance のみが使われます。 

 

■ イントロダクション 

■ Advance 

■ 特殊エリア 

■ Advance と AutoCAD® 

■ テクノロジー 

■ コミュニケーションオプション 

■ 個別プリファレンス 
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イントロダクション 

このユーザーズガイドは Advance を使って作業する手引きで、重要なツールについての詳細な説明で、基本的

な Advance の使用方法を記載しています。 

ユーザーズガイドは学習ツールとしても使用できますが、個別トピックスはインデックスを使う各トピックス

の基本的なリファレンスとして役に立ちます。 

このユーザーズガイドに Advance のツールがすべて詳細に書かれているわけではありません。コマンドとパラ

メータに関する情報についてはオンラインヘルプを参照してください。典型的な産業アプリケーションを含ん

だ Advance の一般的な操作方法がこのイントロダクションで説明されています。 

3Ｄモデルの作成章は一般的な Advance 建築エレメント（すなわち、梁、プレート、ジョイントエレメント、

階段のような構造エレメント）とジョイントの使用について説明します。簡単な例を使って、基本ツールの一

般的な概要とモデル作成方法が紹介されています。 

ナンバリング章では特定部分とアセンブリマークにおいてモデルエレメントを自動的に割り当てるオプション

について説明しています。 

モデルチェックをする Advance の様々な方法は 3Ｄモデル建設、部材リストの正確性を保証します。この章は

モデルの衝突と正確な実験をチェックするツールについて説明しています。 

3Ｄモデルからドキュメント（部材リストのような）を自動作成することについては、部品リスト/部材リスト

章で紹介されています。 

一般的な配置図面と施工図面の作成章は自動的な一般調整図面の作成、製作、図面調整の多様なオプションの

オーバービューを示します。 詳細な図面クリーンアップを実例で示します。 

Advance 

Advance は Windows オペレーティング・システムの最新の AutoCAD®バージョンに統合される先端鉄骨構造

アプリケーションです。 

Advance オブジェクトで、3次元モデルが作られ図面に保存されます（DWG 設定）。 

Advance モデルは 3Ｄ建設の基礎を構成します。その機能と相互関係を含んだオブジェクト（例：梁、プレー

ト、ボルト、溶接点）から成り、それを管理します。コマンド内の必要な機能、ジョイント、連結で Advance

構造エレメント（例えば、ポータルフレームや階段）を使って、複雑な構造物が作成されます。 

Advance モデルは他ツールの主要リファレンスになります。 

• 計測され分類された一般的な配置図面と施工図面はモデル情報から自動的に作成されます。 ユーザー任意

の形式、ページ設定、図面を使い、別の DWG に保存されています（Advance の図面スタイル）。一枚の

シートに詳細をいくつか作成することが可能です。 
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• 一般的な配置図面と施工図面はモデルに含まれる情報から作成され、Advance ドキュメント管理によって

管理されます。 モデル変更後、ドキュメントマネージャーの更新ツールにより 1クリックで画像調整が可

能です。 

• 構造 BOM （部材リスト）とＮＣ情報も同様にモデルから作成され、部分マークや量のようなすべてのモ

デル情報を含みます。 これらのドキュメントは同じくドキュメントマネージャーによって管理されます。 

部材リスト/構造表とＮＣ情報がドキュメントマネージャーにリスト化され、プレビューできます。 

 

 

 

複数のインタフェースで、 GRAITEC 社 とアプリケーションを設計している第三者とのコミュニケーションが

保証されています。 

 

図 1：ドキュメント作成 

特殊エリア 

Advance Steel 構造ソフトウェア（3D）は標準的、特殊な構造両方に適合しています。母屋、手すり、アクセ

サリー、クラッド断面の様々な冷間圧延構造システムが Advance で利用可能です（すなわち、Albion、

Ayrshire、Canam Manac、Canfer、Fisher、HiSpan、Kingspan、Krupp、Metsec、SAB、SADEF、Staba、

Structural Sections、Ward、Zeta など）。各断面と他のエレメントがユーザー断面あるいは特別なエレメント

として簡単に設定でき、再利用できるようテーブル（ライブラリ）に保存されます。 

前に実行された建設業法は既存の建設システム、Advance エレメント、他のエレメントに適用可能です。 

Advance と AutoCAD® 

最新バージョンの AutoCAD®は梁、プレート、ボルトのような特定鉄骨構造エレメントにより（ARX-テクノロ

ジーで）機能が拡張しました。 Advance エレメントは標準 AutoCAD®オブジェクトのように使われる各オブ

ジェクトです。 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

13  

Advance は AutoCAD®に完全に統合されており、簡単に学習できます。 Advance は最新の AutoCAD®ARX テ

クノロジーの恩恵を受け、形状エレメント、スナップ、グリップなどのツール操作を含めた現存の作業方法が

可能な場合いつでも最適に使用できます。 ゆえにユーザーは基本ツールにすぐ慣れることができます。 

AutoCAD®は Advance 画像エンジンとオブジェクト指向データベース両方の役割を担います。 Advance オブ

ジェクトは AutoCAD®ツールで処理され、全情報が DWG に保存されるので、コマンドの複雑さが減っていま

す。 

AutoCAD®ユーザインタフェースの Advance 統合は完全に最適化されます。 すべての Advance ツールはツー

ルバーに保存され、タイプ毎にスペースにまとめられます。 

テクノロジー 

Advance はマイクロソフトオフィス環境で強力に接合する Windows と AutoCAD®のような最新標準産業テク

ノロジーを使います。 Advance 情報、建設業法、テーブル（ライブラリ）が MS-Access データベースに保存

されます。 

ODBC テクノロジーはモデルと図面をリンクさせ、ジョイントマクロ建設業法の素早いコミュニケーションを

提供します。 

新しい値の効果がすぐにわかるよう、Advance ユーザーメニューに入力された値は画面上で直接グラフィック

表示に変換されます（MFC ユーザインタフェースを通して）。 

ファイルサイズが小さいままなので、ファセットモデラー は高速で大きいモデルの操作を可能にします。 

Advance は有効なＭＤＩ（複数ドキュメントインタフェース）です。 これはモデルが図面とリンク詳細図面が

一つの AutoCAD®セッション内で、同時に開くことが可能だということを意味します。 この機能により、エレ

メントはある図面からもう一方の図面にドラッグ・元に戻す・ドロップを使ってコピーされます。 

コミュニケーションオプション 

Advance のエレメントはラインあるいはサーフェースでプロキシグラフィックとして保存されます。ゆえに

Advance DWG は標準 AutoCAD®でみることができます。保存プロキシグラフィックはシステム変数でクリッ

クできます。 

Advanceモデルから、情報転送ファイルが PCS（鉄構造のプログラムシステム）あるいは PSS（鉄骨構造のイ

ンタフェースプロダクト）によって作成されます。 

個別プリファレンス 

Advance は設定を何度もせずに作成するデフォルト値があります。 Advance は共通プロフィールサイズ、標

準プレート厚さ、標準ボルト情報などを使うよう事前に設定されます。 
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デフォルト値は Advance 管理ツールで変更します。 

断面の大きさに基づくデフォルトのジョイント設定は、ライブラリを簡単に使う情報を保存することにより、

各ユーザーの要求に合わせて設定できます。 

オブジェクトの寸法、分類、発表の規則を含む図面スタイルはモデルからの図面作成に使われます。 Advance

は自動的な図面作成のメニューを通してあらかじめ設定されたアクセス可能な図面スタイルを含んでいます：

一般的な配置図面、シングルパート施工図面、集合やそのほか。 

さらに個別の図面スタイルはユーザー定義です。 ユーザ定義図面スタイルの作成と編集は図面スタイル管理ガ

イドに記されています。 

 
 



 

  

 

第 1章 インストール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ システム必要条件 

■ 販売 

■ ライセンス 

■ USB ドングルを使う 

■ インストール 

■ サーバーとクライアントの設定 

■ ソフトウェアを認証する 

■ ライセンス管理 

■ データベースを変換する（ジョイン
トする） 

■ サポート 
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ジェネラル 

このユーザーズガイドを注意深く読んでください。 個別トピックの追加情報については近くの販売店もしくは

GRAITEC 社サポートに連絡してください。 

システム必要条件 

インストールを完了するには、Advance 必要特定条件が満たされていなければなりません。 

ハードウェア 

  Pentimu Processor 最小 2GHZ （4GHz 推薦） 

  メインメモリー 2GB 

  128 MB の グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド と 互 換 性 の あ る AutoCAD® （ 詳 細 は

http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard を参照) 

  ハードディスク 1GBのディスク空き容量（最小） 

  ネットワークアダプター 

  DVD ドライブ 

ソフトウェア 

−   オペレーティング・システムWindows XP Professional もしくは Windows Vista (32ビットもしく

は 64ビット版) 

  AutoCAD® 2004, ADT 2004, AutoCAD® 2005, ADT 2005, AutoCAD® 2006, ADT 2006, AutoCAD® 
2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD® 2009, AutoCAD® 
Architecture 2009. 

  TCP/IP プロトコル 

販売 

  Advance は DVD で納品されます。 

  ライセンスファイルは e-mail で送付されます。 
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ライセンス 

AutoCAD®で Advance コマンドを使うには認証コードが必要です。 認証なしの場合 AutoCAD®のみが機能し

ます。Advanceを使う各ワークステーションで認証コードが必要です。 

ユーザーライセンスの取得 

advance.aslic ライセンスファイルは Advance Steel がインストールされたコンピュータの特定情報に基づき 

GRAITEC 社により提供されます。 advance.aslic ライセンスファイルを作成するのに必要な情報は次の通りで

す： 

• コンピュータ名 HOSTNAME 

• アダプターアドレス ETHERNET ADDRESS 

この情報を入手するもは、インストールDVD をチェックしてツールフォルダに行き、LMTOOLS.EXE をダブル

クリックしてください。 システム設定 タブに行き、HOSTNAME と ETHERNET ADDRESS を書き留めてくださ

い。 

e-mail でライセンスファイルをリクエストしてください。 問題がある場合販売業者あるいは GRAITEC 社サポ

ートに連絡してください。 

Advance を購入後ユーザーライセンス、もしくは評価ライセンスをリクエストしてください。  advance.aslic 

ファイルは e-mail で送付されます。 

USB ドングルを使う 

USB ドングルを使うには、Advance Steel DVD の hasp ドライバをインストールしてください。 

インストールDVD をチェックし、ツールフォルダに行き hdd32.exe をダブルクリックしてください。 

ライセンスファイルはドングルＩＤに基づいて GRAITEC 社により提供されます。 

この情報を入手するにはツールフォルダでインストール DVD をチェックし、ツールフォルダの GetHaspDon-

gleId.exe をダブルクリックしてください。 
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 インストール 

インストール成功の必要条件： 

• Windows セッションでは、管理者としてログインしているか、管理者の権利を持っていなくてはなりませ

ん。  

• 管理者としてログインしているか、管理者の権利を持っていないとき、エラーメッセージがインストール

する間に現われます。 

• TCP/IP プロトコルは Winsdows によって適切に設定されます。問題が起きた場合、Ping コマンドを使い、

ライセンス管理ソフトウェアへの接続を確認してください。 このコマンドはホスト名と IP アドレスをテ

ストします。 IP アドレスが確定し、ホスト名でない場合、ネームサーバーに問題があるかもしれません。 

その場合、検出ホスト名がローカル HOSTS ファイルもしくは DNS データベースにあることを確かめてく

ださい。 下記は ping コマンドがどのように使われているかの一例です： 

C:\>ping kh.meinnetz.net 
PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ... ] with 32 Bytes of information: 
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 

 

Note：Advance Steel は複数のバージョンを同時にコンピューターにインストールすることが可能です。 
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インストール手順は下記の通りです： 

1．起動しているWindows アプリケーションをすべて閉じてください。 

2．インストール DVD を DVD ドライブに挿入してください。 

セットアッププログラムが自動的にスタートし、次のダイアログボックスが現われます。 

 

図 2：Advance インストールスタートアップ画面 

Advance をインストールするには Setup をクリックしてください。 

セットアップが自動的にスタートしない場合、次の手順に従ってください： 
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図 3：スタートメニューの実

行オプション 

コンピュータの自動再生ツールがオフになっている可能性があります。

その場合インストールは自動的にスタートしません。 実行コマンドを使

ってAdvance セットアッププログラムを始動させてください。 

実行コマンドを使ってプログラムをスタートするには： 

– スタートをクリックし、実行をクリックしてください。 

– パスとプログラム名をオープンフィールドに入力してください。 

 

図 4：実行ダイアログボックス 

– 「実行」ダイアログボックスで、図 4 に示されるように、フォルダ

のDVD の Setup.exe プログラムを選択するには ブラウズ をクリッ

クしてください。 

OK をクリックしてスタートしてください。 

 
インストールが開始します。 

 

図 5：インストールの進行 

 

3．希望言語を選択してください。 

 

図 6：言語の選択 

4．ライセンスアグリーメントを読んでください。 規約に同意する場合同意するをクリックし、次へをクリッ

クします。 
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図 7：ライセンスアグリーメント 

5．インストールタイプを選択し、適用するには次へをクリックします。 

 

図 8：インストールタイプ 

  通常：通常のアプリケーション機能をインストールします。ソフトウェアは C:\Program 

Files\Graitec\AdvanceSteel の Windows ドライブにインストールされます。 

  カスタム：選択アプリケーション機能のみをインストールします。 

  完全：すべてのアプリケーション機能をインストールします。 

6．カスタムインストール、あるいは別フォルダに Advance をインストールするには、カスタムを選択してく

ださい。 

インストール可能なコンポーネントが表示されます。 

 

図 9：コンポーネントの選択 
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  各ハードドライブで利用可能なスペースをチェックするには、ディスク使用をクリックしてくださ
い。 

 

Note：すでに Advance Steel をインストールしていた場合、もう 1つのインストールフォルダを選択してくだ
さい。 

目的パスを変更するには、ブラウズをクリックしてください。 次のダイアログボックスで、パスを入力するか

Advance をインストールする別のフォルダを選択し、OK をクリックし、次へをクリックしてください。 

 

図 10：インストールフォルダの選択 

7．インストールをスタートするには、インストール をクリックしてください。 

 

図 11：インストール完了 
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サーバーとクライアントの設定 

ライセンスには、コンピュータがライセンスサーバーと呼ばれるプログラムを使うサーバーあるいはクライア

ントであるかどうか明示してください。 このプログラムをインストールするには次のようにしてください： 

1．インストール DVD の Tools\License serverフォルダをブラウズしてください。 

2． Setup.exe ファイルを選択してください。 

3．希望言語を選択してください。 

 

図 12：言語選択 

4．メッセージを読み、次へをクリックしてください。 

 

図 13：Welcome ダイアログボックス 

サーバー 

1 つ以上のライセンスを持っていて、現在のインストールがそのサーバーに対する場合、サーバーライセンス

管理のみをインストールしてください。 他ワークステーションのクライアントとし製品をインストールすると

き、現在のコンピュータ名として、サーバー名を設定しなければなりません。 
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図 14：サーバーライセンスマネージャーの選択 

 

クライアント 

ライセンスを 1 つ以上持っていて、現在のインストールがサーバーではなくクライアントに対する場合、クラ

イアントオプションだけを選択してください。 

 

図 15：クライアントライセンスマネージャーの選択 

サーバー名は次のインストールステップに必要です。 

サーバー名を入力し、次へボタンをクリックした後、インストールプログラムは指定コンピュータを検索しま

す。 この検索にはしばらく時間がかかるかもしれません。 

 

図 16：ライセンスサーバーコンピュータ名 
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サーバーがみつからない場合、次のエラーメッセージが現われます： 

 

図 17：エラーメッセージ 

サーバー名をチェックしてください。 

サーバーがみつからない場合（例えばオンになっていなかったからなどの理由で）このメッセージが現われる

でしょう。インストールを継続することは可能です。 

同時サーバー/クライアント 

ネットワーク上で多数のライセンスをインストールし、ワークステーションが同時サーバー/クライアントであ

るなら、サーバーとクライアント両方にライセンス管理をインストールしなければなりません。次のステップ

では、ライセンス管理者がサーバーオプションにインストールするライセンス管理者のマシン名を与えなけれ

ばなりません。 

 

図 18：クライアントとサーバーライセンス管理者の選択 

ソフトウェアを認証する 

Advance 用語で「ソフトウェア認証する」ことはソフトウェアを使うライセンスをインストールすることを意

味します！ 

リクエストされたものからコンピュータを指定するライセンスファイル（Advance.aslic）は e-mail で送付さ

れます。 

Advance ソフトウェアを認証するため、下記記述方法に従ってください。 

ユーザーライセンスや評価ライセンスをリクエストするには、Advance をスタートし、「ユーザーライセンス

をリクエストする」オプションを選択し、次へをクリックしてください。 
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図 19：Advance の認証Window 

情報Windowが現われます。 メッセージを読んだ後、次へをクリックしてください。 

 

図 20：認証情報 

ライセンスのリクエストに必要とされるすべての情報を入力し、次へをクリックしてください。 

 

図 21：認証するのに必要な情報 

Advance は e-mail あるいは Fax によって情報を送るオプションを提供します。プリファレンスを選択し、次

へをクリックしてください。 

 

図 22：リクエストを送る方法の選択 
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新しい情報メッセージのWindowが現われます。 情報を読み、終了をクリックしてください。 

 

図 23：認証情報 

ライセンスのリクエストを送る方法は e-mail の場合、e-mail メッセージが自動的に準備されています。 リク

エストをauthorization.advance@graitec.comに送ってください。 

Note：ネットワークライセンスについて、このライセンスのユーザー数を指定してください。 

 

 

図 24：ライセンスリクエストの e-mail 

ライセンスリクエストを送る方法が Fax の場合、Fax はフォーマットテキストで自動的に準備されています。 

Fax を印刷して、(450)628-0400 に送ってください。 

24 時間以内に（ネットワークあるいはスタンドアローンライセンスのために）必要とされる advance.aslic フ

ァイルを含む e-mail が送られます。 

ハードドライブでファイルを保存し、ソフトウェアを認証するようダブルクリックしてください。 

詳細は Readme.pdf ファイルを参照してください。 
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ライセンス管理 

LMツール アプリケーションはライセンスサーバーソフトウェアにインストールされます。 このアプリケーシ

ョンはライセンスサーバーがアクティブであるかどうかを確かめます。 

1．スタートメニューで、 Graitec グループのライセンスサーバーアイコンを選択してください。 

2. 「LM ツール」ダイアログボックスで、 Service/License File タブのブラウズを使いライセンスファイル

に完全なパスを入力してください。 このファイルはライセンスサーバーがインストールされたディレクト

リにあります。 

 

図 25： LMツール ダイアログボックス －Service/Licenseタブ 

3．サーバー診断タブを選択し、診断を実行をクリックしてください。 

4．アプリケーションを閉じてください。 

 

図 26： LMツールダイアログボックス － サーバー診断タブ 
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データベースを変換する（ジョイントする） 

管理ツールを使って古いデータベースを新しいデータベースに変換することができます。ユーザーが情報を交

換したい場合、Advance Steel の新しい改定にこれが必要です。 

Note：前バージョンのデータベースのみが変換されます。 

著者情報の欄がデータベースの変換には必要です。 

Note：テーブル（ライブラリ）の構造が変更された場合、テーブル（ライブラリ）は変換できません。 

 

  それらを変更する前に、データベースを保存してください。 

 

管理ツールを開始してください。 

「データベースの変換」 .をクリックしてください。「データベースの変換」Windowが開きます。 

 

図 27：データベース変換Window － MDB データベースソース 

「何をジョイントするか」フィールドにファイル名を入力して、データベース（* .mdb）を選択してください。 

例えば、AstorBase.mdb データベースを検索してください。 

「データベース変換」Window で、オプションをクリックしてください。 「オプション」ダイアログボックス

で、プリファレンスの設定を選択してください。 

  

図 28：オプションダイアログボックス 
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テーブル（ライブラリ）の表示 

テーブル（ライブラリ）が解析されるとき（すなわち、現在あるいは前にリリースされた（変換された）別の

テーブル（ライブラリ）、同一のテーブル（ライブラリ））、このオプションで何を表示するかを定義します。 

デフォルトを使う 

このオプションは前のリリース（変換された）あるいは新しくリリースされたうちのどちらのデフォルトを使

うかを決定します。 

好みのサイズを使う（ライブラリオブジェクトに対して） 

このオプションは前のリリース（変換された）あるいは新しくリリースされたうちのどちらのサイズを使うか

を決定します。 

 

データベース選択後、 続く をクリックしてください。 データベースのテーブル（ライブラリ）が比較されま

す。 「比較結果」Windowがその後現われます。 

 

図 29：比較結果Window 

新しいAdvance Steel データベースは「グループ」ツリーの下にリスト化されます。 例えば、「ベース」の下

のリストを開くと、次の内容とともにWindow（図 30）が現れます。 

 

図 30：比較結果Window － 「ベース」下のリスト 
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テーブル名の前にあるアイコンは比較結果を示します： 

 テーブルは同一です 

 テーブルは自動的に変換できます 

 テーブル構造が修正されるのでテーブルは変換できません。 

 現在リリースされたバージョンでのみテーブル（ライブラリ）を利用可

能です。 

「自動」に設定されたステータスのテーブル（ライブラリ）のみが変換可能です。 

特定ステータスのテーブル（ライブラリ）は Windows のどちらかで右クリックすると選択できます。 コンテ

クストメニューから、基準を選択/非選択 してください（すなわち、様々な、同一の、あるいは現在/前のバー

ジョンで）。 

 

図 31：コンテクストメニュー 

 フィルタ を選択すると、もう 1 つの Window が表示テーブル（ライブラリ）が選択されるところに現われま

す。 

 

図 32：フィルターダイアログボックス 

右のWindowあるいは「フィルター」ダイアログボックスのコード文字が次のように定義されます： 

Ｉ テーブルは目的データベースではなく、ソースデータベースにあります 

Ｃ ソースデータベースは目的データベースで利用不可能な欄を含みます 

Ｅ ソースと目的データベースはフィールドの同一値の異なる欄があります 

Ａ ソースと目的データベースの項目は同一ですが、著者は様々です 

Ｓ テーブルはリンクのあるフィールドを含みます 

Ｘ テーブル（ライブラリ）には様々な構造があります 
 

自動変換可能なすべてのテーブル（ライブラリ）が新しいデータベースに変換されないとき、変換を非選択に

してください（変換－オフ）。 
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選択テーブルから情報レコードを変換するには、Window 右パネルのマニュアル変換オプションをクリックし

てください。 

 

図 33：変換オプション 

 状態は「自動」から下記に変更されます： 

 変換－オフ 

 マニュアル変換 
 

すべての変換可能なテーブル（ライブラリ）の変換方法を選択後、変換をクリックすると処理が始まります。 

マニュアル変換するすべてのエレメントは確認が必要です。 

 

図 34：変更の入力 

変換するとき、変換データベースツールのすべてのWindowを閉じなくてはなりません。 
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サポート 

GRAITEC は Advance に関するホットラインと e-mail サポートがあります。 

電話サポート 

販売代理店、あるいは近くのGRAITEC 社オフィスに適切な電話番号を問い合わせください。 

 
 
 





 

  

 

第 2章 3D モデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ 3Ｄモデルのエレメント 

■ 3Ｄモデリング ワークフロー 
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3Ｄモデルのエレメント 

Advance の 3Ｄモデルは梁、プレート、構造エレメント、ボルト、溶接、機能、ジョイントから作成されます。 

モデルが終了し、確認され、ナンバリングされると、構造 BOM(部材リスト) 、ＮＣデータ、一般的な配置図面、

詳細図面のようなすべての出力が完了されます。 

3Ｄモデリン

グ 

ナ ンバ リ

ング 
図面 

     
 BOM(部材リスト)/ＮＣ-

情報 

梁＆プレート 

3ＤモデルはAdvance の基本的なオブジェクトから主に作成されます： 

• 断面クラス、シンプル断面、複合断面、曲がり断面として作成された梁 

• 長方形プレートとして、もしくは輪郭のある多角形プレートとしてのプレート  

梁とプレートがモデルで直接作成され、「ワイヤフレーム」モードで、デフォルトにより表示されます。 

 

図 35：Advance の梁とプレート（標準） 

 

図 36：AutoCAD® 'の「隠し」で表示される複合断面と曲がり梁 
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処理 

基本オブジェクト（すなわち梁とプレート）は利用可能な処理機能があります。 最も重要な処理タイプは下記

のとおりです： 

• 梁処理：トリミング、コピー、留め継ぎカット、長方形と円形の輪郭カット、他全タイプの輪郭カット。 

• プレート処理：角仕上げ、フィレット、外部プレートの輪郭と内部輪郭など。 

 

 

オブジェクト内の緑の処理輪郭として（例：梁のトリミングやコピー）、現存する基本オブジェクトの処理が

表示されます。処理オブジェクトは単独で存在することがなく、基本エレメント（すなわち、梁あるいはプレ

ート）の一部です。オブジェクト処理は個別のオブジェクトとして編集されます。 

  

図 37：輪郭処理－処理と角断面 

Advance のオプション処理の多様性はほとんどどんな梁とプレート輪郭でも可能です。 

 

図 38：プレート処理 

ベースエレメントが削除される場合、すべての処理オブジェクトが同じく削除されます。 

ボルトパターン＆溶接 

基本オブジェクト（すなわち梁とプレート）は下記と接続します： 

• ボルトパターン（あるいは穴のみ） 

• 溶接 



ADVANCE STEEL ユーザーズガイド  
 
 

 38 

これらのオブジェクトはオブジェクト（例えば、梁とプレート）間に接点を作成します。 この情報は（その定

義で）ボルトパターン（その定義で）もしくは溶接を含むオブジェクト（すなわち梁あるいはプレート）に保

存されます。ジョイントの個々のエレメントはどの穴、ボルト、溶接を含んでいるかあるいはそれがどのエレ

メントに接続しているかを「わかっています」。 

ボルトパターンが 1 つあるいはいくつかのボルトを描くことができます。適切な穴と一緒にどのような平面で

も自動作成されます。 

  

図 39：ボルトパターン、溶接点 

 

ボルトパターンの変更が自動的に穴を更新します。 

ボルトパターンの作成ツールが下記に追加しボルトに使われます： 

• 穴、溝穴、カウンターサンク穴、めくら穴、ねじ穴、パンチマーク 

• せん断間柱 

上記はプロパティあるいは定義ですべて作成されます。 

ボルトオブジェクトと各穴オブジェクトの一部として様々な穴タイプを作成することが可能です。 

溶接点は交差してモデルに表示されます。 

ジョイント 

基本エレメントをつなぐもう 1 つのオプションは Advance ジョイントの利用です。 ジョイントは建設業法に

よってコントロールされる基本エレメントと従属エレメントから成り立つ複雑なエレメントです。 

プロパティやオブジェクト処理を含むジョイントにおける各エレメントは一緒にグレーボックスで表示されま

す（接続オブジェクト）。 

すべての接続オブジェクトと定義はグレーボックスにあります。 

 例：ハンチ接続 

ポータル柱と垂木はジョイントベースで接続します。例えば、これはプレート、スチフナー、ボルトを

含めたハンチ接続です。 
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図 40：接続オブジェクト（グレーボックス） 

次のジョイントがAdvance に含まれます： 

• 北アメリカの接続：エンドプレート、クリップ角接続、基本プレート、平面ブレース、HSS ブレース 

• フレーム角 

• 切妻壁接続とピンエンド柱接続 

• 棟接続 とジョイント部 

• プラットホーム接続、エンドプレート、ウェブ接続、せん断プレート 

• ガセットプレートと斜め材（HSS と平面） 

• 基本プレートとスチフナー 

• 管接続 

• ターンバックル 

• パイロン建設接続 

代わりの UKジョイントツールバーでは、次の追加フライアウトボタンが利用可能です： 

• UK熱間圧延ジョイント 

• UK冷間圧延ジョイント 

ジョイントの規則と構造がＭＳ-アクセステーブル（ライブラリ）に保存されます。 ユーザー必要条件に対する

これら規則の修正（あるいは新しい規則の作成）はAdvance のマクロプログラム言語の知識で可能です。 

標準 Advance パッケージで提供されるジョイントに追加して、相互作用するジョイント（マニュアルとも言わ

れます）が作成され、保存され、再利用されます。 

構造エレメント 

構造エレメントは次のように分類される基本エレメントと従属エレメントのグループです：対称ゴールポスト

フレームとポータルフレーム、単スパンブレース、母屋位置、いろいろな階段、パイロン、ジョイスと、2 分

の 1トラス。 
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これらのエレメントはお互いに関連するいくつかの基本エレメントのグループとして作成されます。 エレメン

トとそれらの関係は一緒のままで、構造フレームとともに保存されます。 構造フレームは白い途切れのない線

（図 41）で表示されます。 

 例：ポータルフレーム 

ポータルフレームは 4 つの断面から成り立ちます：構造エレメントマクロを使って連結された 2 本束

ねた柱と 2本束ねた垂木です。 

 

図 41：ポータルフレーム 

1 つのエレメントに対するすべての変更はすべてのグループに影響を与えます。垂木断面が変更された場合、2

番目の垂木断面が変更されます。フレームの柱断面が同じ方法で機能します。合計高さの変更や柱の高さは構

造エレメント全体に影響します。 

付属オブジェクト 

付属オブジェクトは下記のとおりです： 

• グリッド軸あるいは 

• レベルシンボル 

これらのオブジェクトは直接フレームに属しませんが、建設処理をサポートします。ですがそれらは重要なエ

レメントです。 

 例：建物グリッド 

建設の寸法に対応する建物グリッドが 3Ｄモデリングの基礎を構成し、3 次元空間で方向決定のサポー

トをします。 
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図 42：ポータルフレームがある建設グリッド 

特別な箇所 

Advance の標準オブジェクトでないオブジェクトは特別な箇所として作成されます。 Advance が図面を作成

するとき、特別な箇所のある部材リストが標準オブジェクトのように取り扱われます。 これらのオブジェクト

（特別な箇所）が部材リストに現れる場合、Advance プロパティと一緒に提供される必要があります。付加

Advance の情報は下記の通りです。： 

• 重量 

• 材料 

• 塗装 

• 名前 

• 商品 

• ロット/フェーズ 

• 部分マーク（シングルパートとアセンブリ） 

• モデル役割 

• 他 
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3Ｄモデリング ワークフロー  

 

建物グリッドを作成する 

 
 

 

梁、プレート、構造エレメントを作成する 

  

 

梁/プレート（処理）を編集する 

  

 

ジョイント/相互作用ジョイントの Advance エレメントを

追加する 

  

 

他の相互接続部材を追加する 

 
 

 

衝突と測定のコントロール/チェック 

 

 

 



 

  

 

第 3章 Advance インターフェース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ プログラム/作業環境の開始 

■ Advance のツールバー / メニュー 

■ Advance を使う 

■ Advance オブジェクト作成 
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プログラム/作業環境の開始 

デスクトップで Advance Steel アイコンをダブルクリックし、AutoCAD®をスタートします。 

 

図 43：デスクトップのAdvance Steel アイコン 

AutoCAD®と Advance がスタートし、ユーザインタフェースが現われます。 

AutoCAD®/Advance をスターとするとき、ASTemplate.dwt テンプレート図面が自動的に読み込まれます。モ

デリングがすぐにスタートできるよう、現在の座標システム、方向、オブジェクトスナップ設定、レイヤ割り

当て、色定義のような重要なデフォルトを含んでいます。 

Advance は 3 次元の同じ寸法のビューでスタートします。 ユーザー座標システム（UCS）はアクティブで、世

界座標システム（WCS）を設定します。すべての座標入力はUCS を参照します。 

• AutoCAD® DWG フォーマットで適切な名前でプロジェクトを保存します。画面の上部左角のファイルを

使ってください。 それぞれのプロジェクトは簡単なファイル管理ができるよう、そのフォルダに保存され

ます。 

他の機能のなかで、テンプレート図面と特定の図面フォーマットのファイルが Advance とともに送付されます。 

Advance のツールバー / メニュー 

Advance のツールはタイプごとにまとめられ、AutoCAD®の環境における様式を保存するスペースにあるツー

ルバー で利用可能です。 

インタフェースを明確にし、それぞれのコマンドを簡単にみつけられるよう、AutoCAD® /Advanceが開始され

るとき、2 つの Advance ツールバー（標準とAdvance Steel ）のみが現われるようになっています。 

ツールバーはコマンドとフライアウト設定のサブツールバーを含みます。 それをクリックするとフライアウト

が開き、他の Advance コマンドボタンを含んでいます。 

Advance Steel ツールバーアイコンは論理的に分類された Advance のツール、オブジェクト、エレメントを含

む Advance のメインツールバーを呼び出します。アクセスするときこれらのﾒｲﾝツールバーが互いに置き換え

られるので（設計補助ツールバーの例外で）、モデルワークプレースは多くのスペースで整えられたままです。 

 

図 44：Advance Steel －ツールバー 
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例えば、Advance Steel ツールバーで Advance のオブジェクトの作成ツールバー（左から 1番目のボタン）を

開くと、もう 1 つのメインツールバー（例えば、ジョイントツールバー、左からの 2 番目のボタン）が開くま

で、そのままディスプレイに残ります。 新たに開いたツールバー（例えば、ジョイントツールバー）はオブジ

ェクトの作成ツールバーに取って代わり、もう 1 つのツールバーが呼び出されるまで、開いたままになります。 

．．． 

．．．  

図 45：Advance 標準 － ツールバー 

標準ツールバーには構築、表示、変更、Advance のエレメントをマーク、Advance ドキュメント管理、図表レ

イアウト、他のヘルプツールを含みます。Advance で頻繁に使われる AutoCAD®ツールがあります。 
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フライアウト コマンド  

  オブジェクトを作る  

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド  

  ジョイント 

 

コマンド 

 

 

     

フライアウト コマンド 

  階段＆手すり 

 

コマンド 

 

 

 

     

フライアウト コマンド  

  リスト、チェック 

 

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド  

  ナンバリング、図面を描く 

 

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド  

  特別な断面 

 

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド  

  追加ツール 

 

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド  

  設計補助 

 

コマンド 

 

  

     

フライアウト コマンド 

  

 
ス
チ
ー
ル
を
進
め
て
く
だ
さ
い

 
  

 

標準 

 

コマンド 

 

 

図 46：Advance ツールバーの配置 

 

図 47：Advance のオブジェクトの作成ツールバー 

オブジェクトの作成ツールバーにはグリッド、構造エレメント、梁処理、プレート、プレート処理、建設シス

テム、ボルト、穴、せん断間柱、溶接、ジョイントの表示と修正のコマンドがあります。 
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図 48：Advance のジョイントツールバー 

ジョイントツールバーは各エレメントタイプによって配置されたすべてのジョイント、これらのジョイントと

ジョイントオブジェクトを扱う対応コマンドを含みます。 

これまで再検討されたツールバーは 3次元モデル作成に不可欠です。 設計補助ツールバーも同じく使用可能で

す。 

 

図 49：Advance の 階段&手すり ツールバー 

階段＆手すりツールバーには、階段、手すり、はしご、特定のジョイント（すなわち、階段足場、切欠きエン

ドプレート、せん断プレート、プラットフォームジョイント部、角接続、手すり固定、ボルト締めエンドプレ

ート）があります。 

 

 

図 50：設計補助ツールバー 

設計補助ツールバーには重要なチェック用ツール（すなわち、モデルとチェック用データベースの衝突）があ

り、これらは構築に必要であり、他のツールバーでも同じく利用可能です。コピー、回転、鏡像接続の特別な

Advance コマンドもその中に含まれます。1 箇所に頻繁に使われるコマンドがあるので、このツールバーは構

築作業を速めることができます。 

 

図 51：Advance リスト＆チェックツールバー 

リスト＆チェックツールバーには構造 BOM(部材リスト) 、衝突テスト、プロキシグラフィックの保存、

Advance 評価確認、鉄骨構造技術確認、特別な部分、更新デフォルトのコマンドがあります。 このツールバー

には構築環境のコマンドはありません。 モデルを管理/確認することや、他のプログラムとのコミュニケーショ

ンをとるのに使われます。 

 

図 52：Advance ナンバリング、図面作成ツールバー 

ナンバリング、図面作成ツールバーには、ナンバリング、図面作成、自動図面作成処理、ドキュメント管理を

する全コマンドがあります。前もって定義された図表スタイルは各インストール方法によって異なります。 
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図 53：Advance ユーザー断面ツールバー 

ユーザー断面ツールバーには、カスタム断面作成にすべて必要とされるコマンドがあります（テーブル（ライ

ブラリ）に直接追加可能）。 

 

図 54：Advance ボーナスツールバー 

ボーナスツールバーには今後のリリースに向けて開発されたアプリケーションがありますが、文書化はまださ

れていません。 
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Advance を使う 

メインツールバーにはツールか、あるいはフライアウトツールバーを呼び出すボタンがあります。 フライアウ

トツールバーボタンは下部右角に黒い三角形があります。 ボタンを押し続けるときこれらのフライアウトは自

動的に開始します。 

 例：開始グリッドコマンド 

• Advance Steel ツールバーにあるAdvance のオブジェクトの作成ツールバーを呼び出してください。 

 

  オブジェクトの作成 

図 55：Advance Steel ツールバーのにあるオブジェクトの作成アイコン 

• Advance の オブジェクトの作成ツールバーの最初のボタンを押したままにしてください。 

• サブ軸-グリッドのフライアウトが現われます。 

 

図 56：サブ-軸グリッドのフライアウトへのアクセス 

フライアウトを呼び出す代わりに（自然に終了する）、いくつかのツールバーは AutoCAD®メニューバーのビ

ューを使って呼び出されます。 サブツールバーから更に多くのツールがグリッド建設に必要とされるなら、ツ

ールバータブから他のツールバーを選択してください（例えば、AstBasic メニューグループを、次にサブ-軸グ

リッドを選択してください）。 

 

図 57：サブ-軸のグリッドツールバー 

ツールバーボタンをクリックすることにより、Advance のコマンドをスタートしてください。画面の最下部の

AutoCAD®コマンドラインにコマンドが現われます。 

Advance の他の重要なツール 

• Esc キーを押してコマンドを中止してください。 
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• 現在のコマンドとプロンプトは画面一番下のコマンドライン Window に示されます。 F2 キーでコマンド

ラインWindowを開いたり閉じたりしてください。 

• マウス右クリックは Enter キーのような動作をします（AutoCAD®システム設定による）。 

• ツールバーボタン上にカーソルを合わせ、ボタンツールチップを表示します。 

 
元に戻す 

図 58：AutoCAD®スタンダードツールバーの元に戻すコマンド 

• AutoCAD®スタンダードツールバーの「元に戻す」コマンドは 1 つ、もしくはいくつかの実行コマンドを

キャンセルします。 

• AutoCAD®スタンダードツールバーの「一致プロパティ」コマンドは 1 つのオブジェクトから他のオブジ

ェクトにプロパティをコピーします。 転送するプロパティはリストから選択します。 

 
一致プロパティ 

図 59：AutoCAD®スタンダードツールバーの一致プロパティコマンド 

Advance オブジェクト作成 

Advance オブジェクトはプログラムツールを使い 3Ｄ空間に作成されます。 オブジェクトの方向は最新のユー

ザー座標システム（UCS）に依存します。 

座標を選択、使用することにより、生じたポイントは空間でオブジェクトの位置と方向を決定します。 ダイア

ログボックスは様々な設定（例えば幾何サイズなど）に現れ、図面スタイルは変更可能です（例えば、図面の

寸法/分類）。 

ダイアログボックスの設定はオブジェクトタイプに基づいて様々なタブでソートされます。 

 

図 60：プレートダイアログボックス 
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ダイアログボックスフィールド（例えば、寸法、位置など）を変更するとき、モデルが直ちに更新されます

（モデルプレビュー）： 

• 次のフィールドをクリックすることによって、 

• Windowを閉じることによって（右上の角で Ｘ クリックしてください）、 

• タブ・キーを次のフィールドへ移動させることによって、 

• 現在のフィールドで値を選択するのに Enter キーを使うことによって 

オブジェクト（例：プレート）初期設定が保存され、同じダイアログボックスを使って常に再び呼び出し/更新

をすることができます。 

次に同じツールが使われるまで、Advance は最後のダイアログボックス値とプリファレンスを再呼び出ししま

す。AutoCAD®/Advance を再開後、ダイアログボックスはデフォルト設定に戻ります。 

デフォルト設定はダイアログボックスのシステムメニューを使って再び保存されます（ダイアログボックスヘ

ッダーラインを右クリックします）。 このシステムメニューのデフォルトの使用をクリックすると、ダイアロ

グボックス記入項目はデフォルト設定に戻ります。 

オブジェクトプロパティ 

すべての作成オブジェクトにはオブジェクトを作成すると自動的に現われる Advance のプロパティダイアログ

ボックスで変更できるデフォルトプロパティ があります。 

 

図 61：「梁」 － プロパティダイアログボックス 

オブジェクトのプロパティは下記のように仕分けされます： 

• 形状プロパティ（すなわち、モデルの位置と形） 

それらは作成に設定され、標準 AutoCAD®コマンド（例：移動、回転、コピーなど）とグリップを使って

その後変更できます。 

• AutoCAD®はプロパティを特定化します 

それらは AutoCAD®プロパティダイアログボックスに設定されます。 これらのプロパティは AutoCAD®

プロパティコマンドを使って変更できます。 

• 技術プロパティ  



ADVANCE STEEL ユーザーズガイド  
 
 

 52 

それらは画面上の（例：処理の有無にかかわらない梁）プロパティとグラフィックでないプロパティ

（例：材料、名前 など）です。 この情報は構造 BOM(部材リスト) と図面で開始します。 

  

図 62：梁の「機能」と「標準」表示 

 

図 63：構造 BOM(部材リスト) の非グラフィックプロパティ 

オブジェクトダイアログボックスを開くには、オブジェクトをダブルクリックしてください。 

プロパティにアクセスするもう 1 つの方法はオブジェクトを選択し、右クリックでコンテクストメニューから

Advance プロパティを選択します（AutoCAD®システム設定に依存します）。 

レイヤー 

Advance オブジェクトはアクティブなレイヤでデフォルトにより作成されます。異なるプロパティで特定レイ

ヤ上に自動的に配置できます。 この機能はAdvance の管理ツールを使って ASTemplate.dwt DWG 図面テンプ

レートファイルに設定されます。 

Advance のオブジェクトはデフォルトでは下記の色で表示されます： 

オブジェクト 色 

建物グリッド 緑 

梁 黄色 

プレート マゼンダ（ピンク） 

ボルト シアン（トルコ石色） 

 



 

  

 

第４章 3D モデルの作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ 建物グリッドの作成 

■ 梁を作成する 

■ プレートの作成 

■ 座標システム 

■ 梁加工 

■ プレート加工  

■ Advance のオブジェクトを変更する

■ Advance コマンドプロパティ 

■ 描写タイプ － スナップ － グリップ 

■ ボルトと穴パターン/せん断間柱 

■ 溶接 

■ Error! Reference source not found. 

■ 作業方法 1 

■ 構造エレメント 

■ ジョイントとジョイントオブジェク
ト 

■ 特別なパーツ、特別な形鋼鋼 

■ 作業方法 II 
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建物グリッドの作成 

Advance の付属オブジェクト「建物グリッド」を使用すると、建設設計の中で Advance のオブジェクトを容

易に作成できます。 

建物グリッドがＸ軸とＹ軸から成り立ちます。 グリッドは 3Ｄビューの方向に対して建設エレメントとの配置

を容易にします。 建物グリッドを置くことはAdvance3Ｄモデリングの最初の段階です。 

 

図 64：Advance の建物グリッド 

建物グリッドが現在の座標システムの X/Y 平面で作られ、2つの独立した軸グループから成り立ちます。 

3 点を選ぶと曲がった一つの軸を作ります。 

必要な場合、建物グリッドがコピーされます。例えば上方に数回コピーすることができます。さらに認識を深

めるために、グリッドは様々な色で（推薦された）新しい AutoCAD®レイヤ上に種々の平面分類（A’ 、A’ ’ 、

A’ ’ ）を作成できます。 

 

図 65：建物グリッド 

 例：軸間の距離を設定することによって、軸グループを作ります。 

• AutoCAD® / Advanceを ASTemplate.dwt テンプレートファイルで始めてください。 

• サブ軸グリッドツールバー（フライアウト）－ をクリックしてください 

 
 サブ軸グリッドのフライアウト 

 

図 66：サブ軸グリッドツールバー 
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• 最初のｸﾞリッドラインの始点を（0,0,0）として入力してください（グリッドラインの終了点を入力し

てください。始点：0.0.0 Enter） 

• X 方向に（直交モードオン、F8）マウスポインタをドラッグすることにより、グリッドラインの終端を

設定します。そして 8000 と入力してください（終点：8000 Enter）。 

• 画面のＹ方向でポイントを選ぶことにより、軸グループの方向を決めます（グループの方向：Enter）。 

• 次に、AutoCAD®コマンドラインが 8000 の合計値になるまで、軸の間の距離に対して 2000 を入力し、

Enter を 2 回押します。Ｘ方向の軸グループが作成され、軸、平行ダイアログ・ボックスが現われます。 

 

図 67：建物グリッド：Ｘ方向の軸 

 

図 68：軸、平行ダイアログ・ボックス 

• ダイアログ・ボックスの合計タブで、長さプロパティ（最初と最後の軸間の距離）と幅（軸の長さ）は

変更することができます。 軸は数字や文字で自動的に分類されます。 

• 上部右角の十字（X）をクリックするとダイアログ・ボックスが閉じます。 

• 完全な建物グリッドを作るため、Ｙ方向の軸グループに対して同じステップを繰り返してください。 

 

軸グループを変更するには、グループを選択して、コンテクストメニューから Advance プロパティを選択して

ください。 

グループタブを選択するとき選択グループの色は赤に変更されます。 単軸の数あるいは全体の長さ以内の距離

が示されます。 

単軸タブは個別の軸に分類されるオプションを提供します（合計タブで自動分類がオフの場合）。 選択軸は赤

で表示されます。 軸は、接尾辞と接頭辞をともなうメイン軸名を含む分類を使うオプションと一緒にメイン軸

の右か左に追加されます。 

グリッド軸は隠されるか、あるいは表示タイプタブで単軸表示に変更することができます。 
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• ＸとＹ方向両方の軸ｸﾞﾙｰﾌﾟで完全なグリッドを作成するには、「建物グリッド」ツールを使ってください。 

この建物グリッドは をクリックし右クリックを 2 回もしくは始点と対角線上の反対点の指定座標を与

えると標準グリッドとして作成されます。 

両方のケースで、グリッドの大きさ、区分、分類は Advance プロパティを使って修正することができます（グ

リッドをダブルクリックしてください）。2 つの軸グリッドがこのコマンドの中で作成されるので、ダイアロ

グ・ボックスは現われません。 

サブ軸グリッドツールバーは建物グリッドの作成と設計する次のツールを含みます： 

ボタン 機能 

 4 つの軸で各グループによるグリッドを作成

する 

 距離によりグリッドグループを作成する 

 グループに軸を作成する 

 グループから軸を削除する 

 グループに軸を挿入する 

 軸を切る 

 グループを拡張する 

 曲線軸を一つ作成する 

 レベルシンボルを作成する 

 

個別ツール、表示タイプ、スナップ、グリップ、オブジェクト座標システムについての詳細な情報は Advance

オンラインヘルプの軸グリッド章にあります。 

梁を作成する 

Advance では、圧延 I 形鋼、チャンネル、Ｔ形鋼、管、Z 形鋼、フラット、丸いバー、正方形バー、正方形/長

方形くぼみ形鋼、冷間圧延形鋼、母屋形鋼、他の形鋼クラスのようないろいろな梁が存在します（サブ形鋼ク

ラスツールバー）。あらゆるタイプの梁がリストに載っている形鋼から利用可能です。複合/溶接形鋼も同じく

作成することができます。2 つのフライアウトで利用可能な様々なタイプの複合/溶接部材があります。：サブ

溶接形鋼とサブ複合形鋼。 

梁は曲げ梁や重合梁として作成できます。 

さらに、個別の形鋼は特別な形鋼として設定できます（特別なパーツ、特別な形鋼章参照）。 

梁作成には、5つのフライアウトがオブジェクトの作成ツールバーで利用可能です： 
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図 69：梁作成のボタン 

• 梁の作成 － 形鋼クラス（フライアウト） 

• 複合形鋼の作成/分解（フライアウト） 

• いろいろな冷間圧延システムからの断面の作成（例： Canam Manac、Canfer など） 

• 梁の作成（フライアウト） 

• 溶接梁の作成（フライアウト） 

 

ボタンはフライアウトを含み、それは水平梁、複合形鋼、この章の建設システムで説明されています。 

垂直梁 

現在のUCS に関連して、始点と終点を入力すると、垂直梁が Advance の 3Ｄモデルに作成されます。 

現在の UCS は形鋼のメイン軸の位置を決定します。梁のウェブは UCS のＺ方向に伸びます（すなわち、形鋼

の「上部」はＺ方向にあります）。 

 例：長さ 400 ｘ 4000 ミリの水平梁 HEA を作成します。 

 

図 70：梁 HEA 400 

• 適応するUCS をクリックしてください（図 70 参照）。 

 

図 71：Advance サブ形鋼クラスツールバー（フライアウト） 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ形鋼クラスのフライアウト をクリック。 

• （0,0,0）で始点を選択してください。 

• マウスポインタをＹ方向に上に動かし（直交モードの設定により、正確な方向の入力が可能）、4000

と入力してください。 標準 I 形鋼が作成されます。 
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• 「梁」ダイアログ・ボックスが現われます。形鋼クラス（HEA）に続いて形鋼（HEA 400）を選択して

ください。 

 

梁の長さと配置には、3つの様々なオブジェクト軸タイプが利用可能です： 

• 挿入軸（システムライン）は 点が 2つあり、梁の関係を形作る軸です。 

• 参照軸はエッジラインもしくは中央ラインのような形鋼の重要な指定軸です。 

• 重力軸は重心の交差形鋼エリアのラインです。すべての形鋼にこれらのラインがあるわけではありませ

ん（例：Ｃ形鋼）。 

 

図 72：梁の軸 

梁の標準的な挿入軸（システムライン）は重心に存在します。 「梁」ダイアログ・ボックスの位置とオフセッ

トタブで値を変更することにより、梁は移動するか、挿入軸あるいはリファレンス軸に関連して回転します。 

図面スタイル（処理によって自動詳細設定するのに使われる寸法と分類のタイプ）、材料、動作の入力のよう

な様々な他プロパティは同一部分、衝突テスト、BOM(部材リスト)の作成に使われます。 

図面作成の間、タブに設定されたモデル役割は出力に影響することに注意してください。オブジェクトは柱と

して設定され、オブジェクトが梁として設定されるかどうかより自動詳細設定処理によって、計測され別々に

分類を貼られます。 

プロパティ 1 タブは重量と塗装表面積のような梁情報を表示します。プロパティ 2 タブはフランジ厚さ、ウェ

ブ厚さ、高さなどのような形鋼値を表示します。 

複合形鋼 

2 つあるいは 4 つの形鋼が、混合形鋼（複合形鋼と名づけられた）として、システムラインに作成されます。

トリムが全形鋼に影響を与えるように、形鋼は一つの形鋼として扱われます。 

複合形鋼を作成するには、オブジェクトの作成ツールバーからサブ複合形鋼フライアウトを使ってください。 

 

図 73：サブ複合形鋼ツールバー（フライアウト） 
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現在の座標システムに従って始点と終了ポイントを入力することにより、複合形鋼が 1 つの形鋼のように作成

されます。 

 

図 74：複合形鋼 

位置、材料、図表スタイル、表示タイプのようにダイアログボックスにあるプロパティは 1 つの形鋼のそれら

に対応します。 

形状タブでは、ＸとＹ方向の一つのプロフィール間の距離を変更することができます。 

サブ複合形鋼ツールバーの最後のボタンは集合体を一つの梁に分けます。それぞれの梁は独自のシステムライ

ンを入手します。 一つの軸は重なり合い、各梁はオフセット値を持っています。 

ジョイント作成前に、ジョイントは一つの梁にのみ取り付けられているので、複合形鋼は一つの梁に分けられ

る必要があります。 

BOM(部材リスト)と詳細図作成前に、複合形鋼は一つの梁に分けられなくてはなりません。そうでなければ、1

つの梁として扱われ、これは BOM(部材リスト) で梁の正しくない量をもたらす結果になります。 

曲がり梁 

この章では前にリストされた形鋼クラスは曲がり梁として同じく作成することができます。曲がり梁を作成す

るには、対応するボタンをクリックし、形鋼の長さに対する始点と終点を与え、半径に対する円上の点を与え

ます。 

水平梁の場合と同じく、現在の座標システムは梁のメイン軸の位置を決定します。曲がり梁ウェブは最新の

UCS（すなわち、形鋼の「上部」はＺ方向にあります）のＺ方向上に伸びます。作成した曲がり梁はそのシス

テムラインについて 90°回転することができます。 

 例：2つの柱間の曲がり梁 HEA 240（水平梁）の作成 

 

図 75：曲り梁 
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• 図 75に示されるように、UCS を選択してください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ梁フライアウト をクリック。柱の上部システムライン末端

を始点と終点として使います。 

• 円地点で、曲がり梁の半径を定義してください。 円地点は座標システムのＸ/Ｙ平面で定義されなくて

はなりません。 代わりに、どんな半径においてでも 1 ポイントを選び、次にダイアログ・ボックスの

曲がりタブ上に半径を指定してください。 システムラインが中心ポイント（重心）であるように、半

径が設定されることは非常に重要です。システムラインはそれから 1 つのエッジ上に置くことができ

ます。前に入力された半径はそのエッジに対応します。形鋼の中心に半径を示すので、ダイアログボッ

クスの半径の値はそれから変化することに注意を払ってください！ 

• この例の曲がり梁は 90°回転するはずです。梁ダイアログボックスの位置タブ上で梁を回転させます。 

 

すべての他の梁のプロパティは水平梁のそれと同じです。半径が設定される曲がりタブ上に、円に描写の正確

さを与えるための誤差範囲フィールドがあります。 

重合梁 

この章の水平梁にリストされた形鋼クラスは重合梁として作成することができます。 

重合梁を作るには、ポリラインが作成されていなくてはなりません。2Ｄあるいは 3Ｄのポリラインはどれでも

重合梁に変換することができます。 

梁の位置はポリラインの位置によって決定されるので、梁の位置は座標システムから独立しています。 

 例： 重合梁の作成 

 

図 76：2Ｄ 重合梁 

 

 

• 適応するUCS で AutoCAD®ポリラインを描く。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ梁のフライアウト をクリック。 

• ポリラインを選択してください。 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

61  

• Enter を押して選択を確定してください。 

• ポリラインを保持するか、削除することができます。 

• イエスにはＹ（あるいはノーにはＮ）をタイプし、Enter を押して終了します。 

 

すべての他の梁プロパティは水平梁のそれと同じです。 

梁、ポリラインツールを使って、どんなラインあるいは弧でも梁に変換できます。 

折りプロフィール 

折りプロフィールはオブジェクトの作成ツールバーのサブ梁フライアウトを使って作成されます。最新の UCS

で（ポイントごとに 

）ポイントを指定することにより、あるいは AutoCAD®ポリラインを選択することにより、横断面はモデル内

で直接定義されます。 折りプレートは開いた/閉じた断面です。 

 例：最新のUCS で閉じ/折りプロフィールを作成する。 

 

図 77：閉じ/折りプロフィール（作成時Ｚが縦） 

• 座標システムをＸ/Ｙ平面と共に適切なプレート平面に配置する。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ梁フライアウト をクリック。 

• 次々に頂点を選択してください。 

• Enter を押して終了してください。 

• システムラインの始点をクリックしてください。 

• システムラインの終点をクリックしてください。 

• 折りプロフィールが作成されます。 

 

既存のポリラインを選択することにより、折りプロフィールが同じく作成されます。 

折りプロフィールプロパティが設定され、ダイアログボックスで変更可能です。 厚さと配置はプロパティダイ

アログボックスの形鋼タブで設定できます。 それぞれの角の半径は同じく変更できます。 
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図 78：折りプロフィールの形鋼プロパティ 

折りプロフィールには特定のタイプがあります：「正確（断面を修正可能）」。 

 

図 79：折りプロフィール － 描写タイプ 

描写タイプが「正確（断面を修正可能）」に設定されるなら、そのグリップを動かすことにより、折りプレー

トの形が修正されます。 

 

図 80：折りプロフィール － グリップポイント  

建設システム（冷間圧延プロフィール） 

サブ冷間圧延プロフィールツールバー（フライアウト）はいろいろな構造システムを含みます。それらは納入

業者によって調整された冷間圧延母屋、母屋装飾品、手すり、カーテン壁断面等を含みます。： AGBrown, 
Albion, Ayrshire, BW Industries, Canam Manac, Canfer, Fischer, HiSpan, Kingspan, Krupp, Metsec, SAB, 
SADEF, Staba, StructuralSections, Ward, Zeta, 等。新しいシステムが規則的に追加されます。 

 

図 81：サブ冷間圧延ツールバー（フライアウト） 
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始点と終点の入力により、これらのエレメントは同じ方法で他の形鋼として作成されます。 回転は現在の UCS

に依存しています。 

 例：Krupp ボックスチャンネル ZR の作成 

 

図 82：krupp ボックス形鋼 

 

• 適応するUCS を選択してください（図 82参照）。 

• サブ冷間圧延プロフィールツールバーで krupp ツール（Ｋボタン）をクリックしてください。 

• 始点、次に終点を選択してください。 

• 形鋼が作成されます。 

溶接梁 

溶接梁挿入軸に作成されます。トリムがすべての形鋼に影響を与えるように、形鋼は一つの形鋼として扱われ

ます。 

溶接梁を作成するために、オブジェクトの作成ツールバーでフライアウトを使ってください。 

 

図 83：サブ溶接梁ツールバー（フライアウト） 

現在の座標システムで始点と終点を入力することにより、溶接梁は同じ方法で 1 つの形鋼として作成されます。 

 

図 84：溶接梁 － くぼみ 
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形鋼クラスと溶接梁の各個別エレメントの形鋼はプロパティダイアログボックスの形鋼タブで制御されていま

す。溶接タブは様々なエレメント間に溶接点を配置します。 

溶接梁が保存、～として保存を使ってライブラリに保存されます。 

溶接梁には 2つの特定描写タイプがあります： 

• 完全：溶接梁を切るとき、全ての形鋼が切断されます。 

• 分割：溶接梁の選択エレメントのみが切断されます。 

 

図 85：複合梁プロパティ － 描写タイプ 

プレートの作成 

プレートは平面のほとんどどんな形と大きさでも Advance で作成されます。 Advance のデフォルトプレート

厚さは管理ツールによって制御されます。 

プレートを作成するツールはサブプレートとサブ折りプレートで オブジェクトの作成ツールバーのツールバー

（フライアウト）です。 

   

図 86：サブプレートとサブ折プレートのフライアウト 

組み込まれたツール： 

• 長方形プレート 

• 多角形プレート 

• ガセットプレート 

• 折りプレート 

• 円錐形、ねじれ折りプレート 

• 既存プレートを分割し、合成する 

異なるプレートをひとつにすることにより、どんな形の 3Ｄ折りプレートでも作成できます。 
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中心点を 1 つ使うか、２つの対角線の反対点を使うか、平面を定義する 3 つの点のいずれかを使って長方形プ

レートが作られます。 

多角形プレートを作るため、直接頂点を選ぶか、閉じる必要がないポリラインを作ってください。 多角形プレ

ートはサイズを変更できます。 

どんなプレートでもポリラインに変換することができます、そして逆もまた同様です。再度変換されたプレー

トはその最初のプロパティを維持します。 

長方形プレートを多角形プレートに換えることができます、しかしその反対はできません。 

長方形プレート 

長方形プレートは現在の座標システムのＸ/Ｙ平面に置かれます。 

 

 

図 87：長方形プレート、中心 

 例：中心点を使って長方形プレートを作成 

• Ｘ/Ｙ平面を持った座標システムを適切なプレート平面に置いてください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレートのフライアウト をクリック。 

• オブジェクトスナップで選択、あるいは座標に入力して、中心ポイントを設定してください。 

• Enterを押して終了してください。プレートはデフォルトの長さ、幅、厚さで作られます。 

 

オブジェクト作成の後に現われる「プレート」ダイアログ・ボックスでは、プレートサイズのような様々なプ

レートプロパティは、形状タブ（長さＸ、幅Ｙ）で定義、変更できます。 

 

図 88：「プレート」ダイアログボックス － 形状 タブ 
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プレート厚さを底、中心あるいはプレートの上部から変更するとき、プレート厚さタブは特に便利です。例え

ば、0.5 で始まる厚さ（デフォルト中心）を増やす時、Ｚ正方向におけるプレート厚さプロジェクトが半分、

Ｚ負方向におけるプロジェクトが半分になります。 

 

図 89：プレート厚さ 

位置タブで、プレート（例：中心、右中心、左中心、下部中心、下部右、下部左）への参照ポイントが割り当

てられます。 

 

図 90：プレート位置 

割り当てられた参照点は作成点に対応します。 形状タブのプレートサイズを変更するとき、このポイントは所

定の位置に残ります。 

多角形プレート 

現在の座標システムのＸ/Ｙ平面に多角形角ポイントを入力すると、多角形プレートが作成されます。  

  

図 91：多角形プレート 

 例：角点を使って多角形プレートを作成 

• 適応する座標システムを設定してください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレートのフライアウト をクリック。 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

67  

• 次々に角ポイントを選択してください。 

• Enter を押して終了してください。 プレートの輪郭は多角形プレートに対して閉じています。 

 

プレートのプロパティはダイアログボックスで設定/変更できます。Ｘ/Ｙ平面の寸法はこのプレートタイプで

利用可能です。 

多角形を作るもう 1つの方法はプレート内で閉じる必要がない現存するポリラインに変換することです。。 

この場合、プレート位置がポリラインの位置によって決定されるので、プレートの位置は座標システムから独

立しています。 

 

図 92： ポリラインと作成プレート 

• オブジェクトの作成ツールバーでサブプレートのフライアウト、「ポリラインからプレートへ」 を

クリックしてください。 

• ポリラインを選択し、Enter を押してください。 

プレートはどれでもポリラインに変換できます。 

• オブジェクトの作成ツールバーでサブプレートのフライアウト、「プレートからポリラインへ」 を

クリックしてください。 

• プレートを選択し、Enter を押してください。プレートを保持するか、削除することができます。 

• イエスにはＹ（あるいはノーにはＮ）をタイプし、Enter を押してください。 

• プレートはポリラインに変換され、削除されます。 

結果として生じたポリラインは修正され、プレートに戻って変更できます。 プレートはその最初のプロパティ

で作られます。 

ガセットプレート 

サブプレートのフライアウトを使って、ガセットプレートが前もって定義されたボルト（ボルトパターン）で

現存するブレース部材の現在の座標システム平面に配置されます。 

直線上の 2 点はガイドエッジを定義し、ガセットプレート作成時にも保持されます。ポイント選択後、ブレー

ス部材と付属ボルトパターンを選択します。もし必要があれば、他のブレース部材やボルトパターンも選択し

てください。 
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 例：ガイドエッジにガセットプレートを作成。 

 

図 93：ポイント 1と 2によってエッジをガイドするガセットプレート 

• ガセットプレートの平面にUCS を配置する。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレートのフライアウト をクリック。 

• ポイント（1と 2）2つでガイドエッジを決定してください。 

• ブレース部材と付属ボルトパターンを選択し、2 番目のブレース部材とボルトパターンを選んでくださ

い。 

• Enter を押して終了してください。 

 

作成されたプレートはすべて移動し、そして／あるいは AutoCAD®と Advance コマンドを使って移動、変更

します（この章のプレート処理セクション参照）。 

プレートの分割/合成 

既存の Advance プレートはポリラインあるいは 2 つのポイントを使って、2 つもしくはそれ以上のプレートに

分割されます。すべてのプレート処理（例：輪郭など）は保持されます。 

 例：ポリラインに分割された長方形プレート 

 

図 94：ポリラインでのプレート分割 

• 最初に、分割位置において既存プレートにポリラインを作ってください。 

• プレートを分割するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブプレートフライアウトで をクリッ

ク。 

• プレート/分割プレート（オブジェクトを識別する）を選択し、Enter を押してください。 

• 1 つ以上のポリラインを選択し、Enter を押してください。 

• プレート間の必要なギャップの値を入力し、Enter を押してください。 
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プレートをジョイントするには、サブプレートフライアウト をクリックし、ジョイントするプレートを選

択し Enter を押します。 

多角形プレートの縮小/拡大 

多角形プレートを縮小/拡大することができます。1 つ以上のプレートが識別される必要があり、プレートを縮

小/拡大するには寸法を入力します。正の値がプレートを拡大し、負の値はプレートを縮小します。 

 例：プレートの縮小。 

 

    

図 95：縮小前後の多角形プレート 

• 多角形プレートを縮小するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブプレートフライアウトで を

クリック。 

• 縮小するプレート（1つもしくはそれ以上）を選択し、Enter を押してください。 

• 寸法（例：10）を入力してください。プレートエッジは入力寸法値によって垂直方向に移動します。 

折りプレート 

折りプレートを作成するツールはオブジェクトの作成ツールバーのサブ折プレートフライアウトにまとめられ

ています。 

ボタン 機能 

 最初の選択プレートがメインプレートで、2 番目の選択プレート

は最初のプレートに加えるように動かされます。 

 2 つの選択プレートが拡大し、それらの交差部分に沿って切断さ

れ、1つになります。 

 AutoCAD 輪郭や梁から開始する円錐形の折りプレートを作成しま

す。 

 ポリラインあるいはスプラインからねじれた折りプレートを作り

ます。 
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 例 1：結合された 2つのプレート。 

 

図 96：折りプレート 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ折りプレートフライアウト をクリック。 

• エッジの近くでジョイントするプレートを選んでください。 

• エッジの近くでジョイントする 2番目のプレートを選んでください。 

• 角度に対して 90を設定してください。 

• Enter を押してください。 

• 2 つのプレートがジョイントされます。 

2 つのプレート間の関係は「折りプレートの関係」ダイアログボックスで修正することができます。赤

い関係シンボルをダブルクリックしてください。 

 

図 97： 折りプレートのプロパティを曲げる 

角度、突合わせ、半径の値は修正できます。 

 

作成された折りプレートからのどんなプレートでも「折りプレートのメインオブジェクトの設定」ツールを使

ってメインプレートとして設定できます。 

作成折りプレートが図面と BOM(部材リスト)で正しく広げることができる場合、「広げているかの確認」を有

効にします。 
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 例 2：AutoCADの輪郭を使った円錐形の折りプレート 

 

図 98：円錐形の折りプレート 

• 適応するUCS で 2 つの AutoCAD®円あるいは楕円を描いてください。 

• オブジェクトの作成ツールバーでサブ折りプレートフライアウト をクリック。 

• コマンドラインでＣをタイプし、最初の輪郭を選択するべく Enter を押してください。 

• 最初の円（あるいは楕円）を選択し、Enter を押してください。 

• コマンドラインでＣをタイプし、2番目の輪郭を選択するべく Enter を押してください。 

• 2 番目の円（あるいは楕円）を選択し、Enter を押してください。 

• 「円錐形の折りプレート」ダイアログボックスで、ファセットの数、プレート厚さ、位置を設定します。 

 

図 99：円錐形の折りプレートダイアログ・ボックス 

• 円錐形の折りプレートが作成されます。 

座標システム 

AutoCAD®/Advanceで世界座標システム（WCS）が固定されています。ユーザー座標システム（UCS）を移動/

回転することができます。ツールが WCS を特に参照する以外ほとんどすべてのケースで UCS が優先されます。 

（例：WCSにおいて 1ポイントでモデルビューを定義する） 

Advance の UCS ツールは Advance の標準ツールバーに位置しています。 

  ．．． 

図 100：Advance UCS ツール 

最初のボタンはサブ UCS フライアウトを開きます。そしてそれはオブジェクト座標システムのツール、曲がり

梁の座標システム、二分化するラインの座標システム、座標システム定義を含みます。 
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図 101：サブUCS フライアウト 

最新のUCS は 3 つのボタンを使う現在のUCS のＸ-/Ｙ-/Ｚ軸の周りを 90°回転します： 

ボタン 機能 

 UCS はＸの周りを回転します 

 UCS はＹの周りを回転します 

 UCS はＺの周りを回転します 

 

ボタン 機能 

 最新の UCS は軸の方向が同じままで新しい

始点に移動します。 

 

「UCS のビュー」 は UCS のＺ軸でビューを設定し、「UCS のクリップビュー」 は必要な建設のビュー

エリアを向上するクリップを設定します。 

サブアイソメ図ツールバー（フライアウト）は、ビュー角度は少し異なりますが、AutoCAD®アイソメ図と同

様に、Advance モデルのアイソメ図を提供します。 

 

図 102：サブアイソメ図フライアウト 

オブジェクト座標システム 

Advance のオブジェクトは常に現在の座標システムと比較して作られます。 

各 Advance のオブジェクトには独自のオブジェクト座標システムがあります。オブジェクト座標システムのＸ

/Ｙ平面は梁のウェブ（フランジと平行）に対してもしくはプレート表面に対して垂直です。Ｚ座標は梁の上部

を指し示すか、プレート厚さのデフォルト方向を表します。 

処理あるいはジョイントオブジェクトが梁あるいはプレートで作成される場合、適応するオブジェクト座標シ

ステムに対応する UCS 方向を設定するよう推奨されています。例えば、輪郭処理がこの平面で作成される場合、

オブジェクト座標システムはプレート平面で動作可能です。 
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• 長方形プレートには 10 のオブジェクト座標システムがあります。 

 

図 103：10 のオブジェクト座標システム、現在のオブジェクト座標システムがあるプレート 

• 梁には 6つの基本オブジェクト座標システムがあります。 

 

図 104：6つのオブジェクト座標システムがある梁 

サブ UCS フライアウトで最初のツール（「オブジェクトの UCS」）を使う UCS としてのオブジェクト座標シ

ステムを選択してください。 

 例： UCS として多角形プレートのオブジェクト座標システムを作動させる。 

  

図 105： UCS としてのオブジェクト座標システム 

• 標準ツールバーで、サブUCS フライアウト をクリック。  

• 多角形プレートを選択してください。 座標システムが表示されます。 それぞれの軸方向は様々な長さ

でラインとして表示されます。正のＺ軸は最も長いラインとして表示されます。 

• これらのライン（例：上方にポイントを合わせる黄色のライン）の 1 つを選択してください。UCS は

選択された座標システムに対応して設定されます。 
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曲がり梁の座標システム 

専用座標システムツールは曲がり梁に有効です。「曲がり梁における UCS」ツールを使って曲がり梁（Ｚ軸は

半径に続く）のどこかの点にオブジェクト座標システムを配置してください。 

 例：曲がり梁で座標システムを作成する。 

 

図 106：曲がり梁におけるUCS（UCS がその後Ｘ軸を中心に回転する） 

• 標準ツールバーで、サブUCS フライアウト をクリック。 

• 曲がり梁でポイントを選択してください。 

• 座標システム位置に対する追加作成ポイントを選択するか、Enter を押してください。 

• 座標システムが作成されます。 

追加ポイントは梁上に存在する必要がありません。ゆえにこの場所でジョイントする取り付け梁の正確な位置

にある曲がり梁上にUCS を設定します。 

交差線上のUCS  

「二分ラインの UCS」ツールは二分するラインで UCS を作ります。このツールは他 2つの梁の二分する角度に

おいて断面を作成するのにこのツールは適しています（例：ファサード建設）。 

 例：二分する角度でUCS を作成する。 

• 標準ツールバーで、サブUCS フライアウト をクリック。 

• UCS のもう 1つの始点を定めてください。 

• Ｚ方向を定義するもう 1つのポイントを選んでください。 

• 最初の二分平面を定義するために 1つのポイントを選んでください。 

• 2 番目の二分平面を定義するために 1つのポイントを選んでください。 

• 新しいUCS のＸ軸は 2つの選択平面を二分します。 
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座標システムを定義する 

「最初の座標システム」ツールは既存のオブジェクトの上に配置に役立ちます。 座標システムの位置と方向づ

けは作成の時点でオブジェクトの座標システムに対応します。 それで、同一の位置と方向づけを持った他のオ

ブジェクトを作成することができます。 

プレートに対して、座標システムはプレートが作られたときと同じ方向で作成されます。 

梁に対して、座標システムが梁システムラインの始めに作成されます。 この座標システムは同じ方向で新しい

梁が作成できる方向にあります。 

 例：オブジェクト上に座標システムを作成する。 

 

図 107：最初の座標システム 

• 標準ツールバーで、サブUCS フライアウト をクリック。 

• オブジェクトを選択してください（この場合曲がり梁）。梁の終わりで、赤い座標システムラインが現

われます。 

• 赤い座標システムラインとそれをともなう座標システムを選択してください。 

• Enter を押してください。 座標システムが作成されます。 

梁加工 

Advance の梁加工はほとんどどんな梁の輪郭加工でも作成します。 梁は他のエレメントによって処理すること

もできます（例：もう 1本の梁） 

梁加工はオブジェクトの作成ツールバーの 2つのフライアウトに位置しています。 

 

図 108：梁加工のツールバー 

• サブ処理形鋼のツールバー（フライアウト） 

• サブ形鋼輪郭ツールバー（フライアウト） 

フライアウトアイコンの 1つを選択し、加工すべき梁の端をクリックしてください（例：トリム、切欠き）。 
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2 本の梁が別々の場合、留め継ぎについては、ツールを始めた後で、両方の梁が識別されなくてはなりません。

AutoCAD®コマンドラインプロンプトに従ってください。 

加工は UCS に依存していて、現在の座標システムと平行して作成されます。適応する座標システムが最初に設

定される必要があります。処理前の梁に UCS を置くことが推奨されます（特に曲がり梁の処理輪郭について）。 

長方形処理作成のようないくつかのコマンドでは、梁の終点を識別後、外郭を決定するための中心点もしくは

対角線上の反対点が入力されなくてはなりません。 

  対角ポイントを作成するために、直交モードモードのスイッチを切ってください。 

処理ツールのいくつかは現在の座標システムから独立して動作します。例えば、ツールをトリムし、処理する

ことは識別オブジェクトに関連しています。 

梁処理を作成すると、他のパラメータを修正するダイアログボックスが現われます。 

加工オブジェクト 

加工オブジェクトを作成するとき、梁あるいはプレートが加工されます。加工はモデルの緑の輪郭として表示

されます。これらの機能は独立して存在することができない Advance のオブジェクトです；それらは基本オブ

ジェクト（例：梁あるいはプレート）に属します。 

加工オブジェクトは関連する基本オブジェクトと同じレイヤで作成され、別々に削除することができます。 

 例：オブジェクト梁加工トリミング 

 

図 109：梁トリミング、エンド平面の回転 

梁をトリムするには、「短縮」処理オブジェクトが同じレイヤの中に梁として作成されます。正の短縮値設定

により梁はトリミングされ、負の短縮値で梁は延長されます。 オブジェクト処理は緑で表示されます。 

処理オブジェクトが削除される場合、エンド平面回転を含む梁のトリミングは未完成です。 

梁が削除される場合、処理オブジェクトは同じく削除されます。 
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規則に基づく梁加工 

梁処理（1 本の梁を他の梁に合わせる）のうちいくつかは規則に基づいています。（「パラメトリック－規則

（輪郭加工）」コマンド参照。） これは梁（例：形鋼）を修正するとき、加工が同じく修正されることを意味

します。 

ジョイントについて、規則に基づく加工がジョイントオブジェクトでコントロールされます。それを通じ機能

的なプロパティが変更されます。 

 

図 110：ジョイントオブジェクト（破線）、加工オブジェクト（長方形） 

ジョイントオブジェクトはモデルでグレーのオブジェクト（ボックス）として描かれます。 

ジョイントオブジェクト（ボックス）はジョイントによって作成されたオブジェクトの一つを選択し、サブ-加

工形鋼ツールバー（フライアウト）の「表示」ツールを使うことにより、もしくはオブジェクトを右クリック

しメニューからジョイントプロパティを選択することによって表示されます。加工は「特徴」梁描写スタイル

を使ってモデルに表示されます。加工オブジェクトのみを作成するため、この表示スタイルはジョイントオブ

ジェクト（ボックス）を示すのに必要とされます。 

加工断面 

サブ処理形鋼フライアウトには次のツールがあります： 

 

図 111：梁の処理、サブ処理形鋼のフライアウト 

ボタン 機能 

 直線/曲がり梁を短くする 

 直線/曲がり梁をUCS で短くする 

 留め継ぎ 

 切欠き 

 斜め切欠き 

 梁を分割 

 梁を結合 
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ボタン 機能 

 切欠き（パラメータ使用） 

 オブジェクトをカット－規則：梁は斜めカットで他の梁に

合わせて修正されます 

 カット変数－規則：梁は留めでカットされ、ブレース部材

は他の梁に合わせて修正されます 

 ジョイントオブジェクトの表示は規則によって設定されま

す 

 

 例 1：100 ミリにトリムされた梁、30°に回転した梁のエンド平面（図 109 参照） 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ処理形鋼フライアウト をクリック。 

• 参照終点で梁を選択してください。 

• 「梁を短くする」ダイアログ・ボックスが現われ、梁の処理はデフォルト値を使って緑の輪郭として描

かれます。 

• 角度タブを選択してください。梁終点平面の回転角度を入力してください。 参照ポイントでは梁シス

テムラインが切断平面と交差します。 梁終点平面が回転します。 

 例 2：既存の Advance（梁の）分割 

 

図 112：（梁の）分割 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ処理形鋼フライアウト をクリック。 

• 必要な梁を選択し、Enter を押してください。 

• 分離ポイントを選択し、Enter を押します、 

• 単一梁の間にあるべきギャップの値を入力してください。ギャップはシステムラインを短くしますが、

短くなった機能に適用しません。 
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選択された梁を使って、2 本以上の梁が作られます。 オリジナルの梁の処理は新たに作られた梁に変換されま

す。梁をジョイントするとき、合成される梁が 2本以上選択されなくてはなりません。 

形鋼輪郭 

サブ形鋼輪郭のフライアウトには次のツールがあります： 

 

図 113：梁の処理－サブ形鋼輪郭のフライアウト 

ボタン 機能 

 長方形輪郭、センター：長方形輪郭は梁から切り取られます。それは外側（処

理）あるいは内側（穴）輪郭です。輪郭はUCS と平行して作成されます。 

 長方形輪郭、2 ポイント：長さが変わった場合、その位置を保持するため、処理

は梁の端に割り当てられます。UCS と平行に機能が作成されます。 

 円形輪郭、センター、UCS に平行 

 円形輪郭、2ポイント 

 多角形輪郭：どんな輪郭（多角形、円形の形状）でも梁から切り取ることがで

きます。曲がり梁に対して、オブジェクトにおいて UCS を最初に設定すること

が推奨されています。 

 エレメント輪郭処理：直線/曲がり梁がもう 1 本の水平梁の形状を通して処理さ

れます。 

 エレメント輪郭－規則 

 

 例：曲がり梁での円形加工を作成する。 

 

図 114：曲がり梁での循環処理 

• 処理ツールは最新の UCS に依存しています。 従って、「曲がり梁の UCS」 ツール（標準ツールバ

ー）を使う梁座標システムを設定します。；必要であれば回転し、ゆえにＸ/Ｙ平面はウェブに位置し

ます。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ形鋼輪郭のフライアウト をクリック。 
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• 参照終点で梁を選択してください。 

• 次に、輪郭処理の中心ポイント（0,0,0）を設定してください。 

• 輪郭処理は作成され、「輪郭処理」ダイアログ・ボックスが現われます。 

• 半径、位置、輪郭（ギャップ、幅）、グリッド値は変えることができます。 

 

梁の処理は非常にパワフルな機能です。 詳細は Advance のオンラインヘルプを参照。 

プレート加工 

プレート加工のツールは 5つの様々なツールバー（フライアウト）にあります。 

 

図 115：プレート処理のツールバー 

処理オブジェクトが現在の座標システム、角の仕上げ、多角形プレートの機能から独立しているか、依存して

いるかのどちらかによって分類されます。5つの処理スタイルは独自のツールバーで調整できます。 

多角形プレートは「多角形プレートを縮小/拡大」ツールを使って拡大/縮小されます。このツールはカーテン

ウォールの建設にあたって頻繁に使われます。正/負の値を入力することにより作成エレメントに合わせます。

（例：フレーム内部でグレイジングを作成） 

プレート処理は緑の輪郭として作成されます。それらは常にプレート平面と垂直に交わります。斜め通過エレ

メントを使って作られた機能は処理エッジがプレート平面と垂直に交わるのと同じ方法で調節されます。 

Advance のプレート処理オブジェクトは独立して存在することができません；それらはプレートとつながって

いるオブジェクトとしてのみ存在できます。プレート処理は別のオブジェクトとして削除できます。 もし処理

プレートが削除される場合、機能も同様に削除されます。 処理オブジェクトが関連するプレートと同じレイヤ

にあります。しかし色は緑と認識される設定になっています。個別の処理オブジェクトを合成することは、考

えられる機能の形状を作成することができます。 

プレート処理オブジェクトを作成するとき、文脈依存のダイアログ・ボックスが現われます。 種々のタブは追

加の処理オプションを含んでいます。 

プレート加工 － 溶接準備 

溶接準備ツールはプレートエッジの溶接準備を設定し、斜めあるいフィレットで（Ｚ方向で）プレート前エッ

ジを変更します。 

サブプレートカットツールバー（フライアウト）は溶接準備ツールを含んでいます。 

 

図 116：プレート処理、サブプレートカットフライアウト 
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溶接準備を作成する方法が 5つあります： 

• UCS でのカットプレート 

• 他プレートでのカットプレート 

• 留めプレート 

• 溶接準備、面取り 

• 溶接準備、フィレット 

溶接準備を作成するため、ストレートエッジのある側を選択する必要があります。 「溶接準備で正確」描写タ

イプは斜面あるいはエッジのフィレットで正確なプレートの結果形状を示します。 溶接準備が緑で表されます。 

 例：斜め溶接準備を作成する。 

 
図 117：溶接準備のあるプレート 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレートカットフライアウト をクリック。 

• 参照エッジでプレートを選択してください。 

• 溶接準備が作成され、「溶接準備－斜め」ダイアログ・ボックスが現われます。斜角、斜面高さ、斜面

幅は斜面側と平行して変更することができます。 

 

図 118：「溶接準備」ダイアログ・ボックス 

斜角の値と斜面幅 Xは関連しているので、1つの値が入力されるとき 2番目の値が自動的に計算されます。 

斜面高さに関する有効な選択は相対的、あるいは絶対的の２つです。 

プレート輪郭が変更されると、溶接準備はプレートのエッジに応じて変更されます。 

UCS でのカットプレート 

「UCS でのカットプレート」と「別のプレートでのカットプレート」コマンドはﾌﾟﾚｰﾄを拡張するか、あるいは 

UCS あるいは別のプレートでカットし、面取り（溶接点準備のために）を作成します。 
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プレートを切断するとプレート輪郭が変更されます。斜角が相対的、絶対的として設定できる場合、カットは斜め

になる可能性があります。 

プレートに適用される面取りのタイプには 3つの主なオプションがあります： 

 

図 119：面取りオプション 

プレートでプレートを切断する 

このコマンドは1つのプレートを拡張するか、もう1つにカットし、修正プレートでフィレットを（溶接点準備の

ために）作成します。 

プレートに適用される面取りのタイプには 3つの主なオプションがあります： 

 
図 120：面取りオプション 

プレート加工 － UCS から独立 

サブプレート輪郭ツールバー（フライアウト）はプレート処理ツールを含みます。それは現在の UCS から独立

して使われます。 

 

図 121：プレート処理、サブプレート輪郭のフライアウト 

4 つの基本的な処理スタイルがあります。 

• 1 つあるいは 2つのポイントが長方形処理を決定します。 

• 1 つあるいは 2つの中心点（中心ポイントと半径ポイント）は円形処理オブジェクトを作成します。 

• （ポイントを通して選択された）輪郭処理はどれでも内部/外部輪郭として作成されることができます。 

• 「輪郭エレメント」 機能を使うと、プレートは梁や別のプレートによって処理することができます。 

 

プレート処理を作成するには、プレートをその角の近くで識別します。 それからプログラムは中心点あるいは

処理輪郭を決定する選択ポイントを要求します。 

  ポイントを作成するには、直交モードを最初にオフにしなくてはなりません。 

プレート輪郭（長さＸ、幅Ｙ）の設定、位置、輪郭(ギャップ幅)、グリッド値、角の機能(半径、穴あけ)を指定

可能な場合、「プレート輪郭」ダイアログ・ボックスが現われます。 
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 例：プレート輪郭エレメント処理 

 

図 122：ケーシングと正確な処理のプレート 

• このツールで、梁がプレートを処理します。 オブジェクトの作成ツールバー上のスイッチで処理タイ

プを選択してください。 

ボタン 機能 

 正確な横断面 

 ケーシング横断面 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレート輪郭のフライアウト をクリック。 

• 修正するにはプレートの角の近くでクリックしてください。 

• 次に、修正するエレメントを選んでください。 プレート処理が行なわれます。 

• 「輪郭処理」ダイアログ・ボックスが現われます。 輪郭（ギャップ幅）、グリッド（グリップによっ

て長さを修正するための増分）と角仕上げ（フィレット、穴あけ）を指定することができます。 

プレート処理 － UCS に依存 

プレート輪郭UCS ツールバー（フライアウト）のプレート処理は、現在の座標システムに依存しています。 

 

図 123：プレート処理、サブプレート輪郭UCS のフライアウト 

次のUCS 依存処理タイプが利用可能です： 

• 1 つあるいは 2つのポイントによって決定される長方形処理。 

• 1 つあるいは 2つのポイント（中心点と半径ポイント）によって決定される円形の処理。 

• 輪郭処理はどれでもポイントによって選択されます。 

  機能ツールを始動させる前に、適応するユーザー座標システム（UCS）が設定されていることを確かめて
ください。 

UCS 従属プレート作成の処理はUCS 非従属プレートの処理とまったく同じです。 
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いくつかのプレート機能は、独立しているだけでなく、現在のユーザー座標システム（UCS）に依存している

可能性があります。UCS に依存している処理には、オブジェクト処理の定義ポイントは UCS の座標システム平

面に配置され、プレート平面のＺ方向と平行して投影されます。 結果としてプレート平面の中の処理の長さと

幅がゆがめられています。 無所属のために処理、定義ポイントとオブジェクト処理は直接プレート平面に置か

れます。 

 例：プレート処理円輪郭と円輪郭 UCS 。 

 

図 124：座標システム上の独立（円）/非独立（楕円）処理 

この例は UCS 従属円処理の影響を示しています。円形処理は座標システムに存在します。 円はプレート平面に

投影され、楕円形の機能を示します。 処理エッジは常にプレート平面と垂直に交わります。 

角処理 

サブプレート面取りツールバー（フライアウト）は角処理とプレートのフィレットのコマンドを含みます。 

 

図 125：プレート処理、プレートフィレットのフライアウト 

角処理は 2つの方法で作成することができます。点を 1つか 2つ定義することです。 

 

図 126：プレートの角処理 

 例：点が 2つある角処理。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブプレートフィレットのフライアウト をクリック。 

• カットの始点でプレートの側面を選択し、最初のポイントを指定してください。 

• 2 番目のエッジに対し、この処理を繰り返してください。 
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• 角処理が 2 つの選択ポイント間に作成され、そしてグリーンの輪郭処理で表されます。角処理の長さ

Ｘと幅Ｙが変更できる「プレートフィレット」プロパティダイアログボックスが現れます。 最初に識

別されたエッジはＸ方向を表します。 

多角形プレート処理 

多角形プレートはオブジェクトの作成ツールバーのサブプレート角ツールバー(フライアウト)を使って作成さ

れます。 角が加えられるか、あるいはこのツールバーでコマンドを使って削除することができます。 

 

図 127：プレート処理、プレート角のフライアウト 

ボタン 機能 

 追加の角を作成するには、「角を作成する」ツールを選択し、プレートエッジを選択

してください。 追加の角は（その位置はグリップポイントを使い修正できます）選

択エッジの中心点に作成されます。 

 新しいエッジが近くの角ポイントの間に作られるよう、「角を取り除く」ツールは角

を削除します。 

 Advance のオブジェクトを変更する 

位置、形状、Advance オブジェクト（例：梁、プレート）の属性は下記を使って常に変更可能です。： 

• AutoCAD®/Advance グリップ 

• AutoCAD®ツール：移動、回転、コピー、鏡像 

• AutoCAD®プロパティコマンド 

• Advance プロパティコマンド 

グリップを使うオブジェクトの変更 

エレメント（例：プレートあるいはその機能）をクリックしてグリップが表示されます(AutoCAD®デフォルト

では青色)。そしてグリップをクリックして起動します(AutoCAD®デフォルトでは赤色)。エレメント形状ある

いは機能がグリップで変更されます。グリップをドラッグすることによりサイズや位置を変更できます。グリ

ップを使う変更は現在の座標システムの X/Y 平面に制限されます。 

 

図 128：プレート処理/プレートを変更するグリップ 
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いくつかの操作では、UCS Ｘ/Ｙ平面の外で修正する場合、グリップは効力がありません。 

 

図 129：梁処理を変更するAdvance グリップ 

上記の例では、グリップはＸ方向にのみ動かすことができます。 

いくつかのオブジェクトに対しては、グリップを使うときに使われるグリッド値を割り当てることが可能です。 

例えば、現在のユーザー座標システム（UCS）でグリップを使って所定のグリッド値（増分）により短縮を動

かすことができます。 

グリッド値が常にグローバルにあらゆるタイプのオブジェクトに適用され、オブジェクト毎には保存されませ

ん。 これは値がプレート機能に作成された場合、作成される他のプレート機能にも適用されます。 これは機能

と処理されるオブジェクトの間のギャップに対しても適用されます。 

AutoCAD®操作ツール 

Advance オブジェクトに対する、次の AutoCAD®操作ツールが実行されます： 

• 移動 

• 回転 

• 配列 

• 鏡像 

「移動」、「回転」等のような AutoCAD®標準ツールはマウスの右クリックによって使えます。 最初に、グリ

ップ（デフォルトでは赤色）をクリックし、それから右クリックしてください。 

 

図 130：AutoCAD®操作ツール 

右クリックメニューは状況に応じ、利用可能な機能/ツールのみがオブジェクトに対して表示されます。 

AutoCAD®グリップを使ってオブジェクト形状を変更するとき、移動ポイントの座標が現在の座標システムに

投影されています。 
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AutoCAD®コマンドプロパティ 

レイヤ、色等のようなエレメントの AutoCAD®プロパティを変更するには、オブジェクトを右クリックして、

プロパティ（Advance のプロパティではなく）を選択してください。 もしくは、コマンドラインに

AutoCAD® DDCHPROPコマンドを入力してください。 

 

図 131：選択プレートの AutoCAD®プロパティ 

修正するオブジェクトを選択し、AutoCAD®オブジェクトプロパティツールバー上で適したレイヤを選択する

ことにより、レイヤ変更はより簡単に行えます。 

Advance コマンドプロパティ 

各 Advance オブジェクトは初期デフォルトのプロパティを持っています。これらは Advance プロパティダイ

アログボックスで見て、変更することができます。 

 

図 132：Advance プロパティ梁ダイアログ・ボックス、形鋼タブ 

オブジェクトをダブルクリックすると Advance プロパティダイアログボックスが開きます。Advance プロパ

ティダイアログボックスはコンテクストメニューの Advance プロパティあるいは Advance ジョイントプロパ

ティを選択することによって、現れます。 

 

図 133：コンテクストメニュー 

プロパティダイアログボックスを呼び出すもう 1 つの方法は、必要なエレメントを選択し、Advance 標準ツー

ルバーで「プロパティ」アイコンをクリックすることです。 
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Advance プロパティ 

図 134：標準ツールバーのAdvance プロパティアイコン 

描写タイプ － スナップ － グリップ 

建設の様々な段階で、Advance を明確に単純にしておくために、Advance オブジェクトには独自の様々な描写

タイプがあります（例：「標準」「機能」「正確」）。 

オブジェクトの様々な描写タイプが通常様々な建設の流れと一致するので、各ケースの描写タイプは様々なス

ナップを使い、グリップを持っています。 

モデルの全体構造は処理オブジェクトが示されない「標準」描写タイプで最も明確です。 

梁あるいはプレートを加工やジョイントするとき、「機能」描写タイプが非常に便利です。機能を変更するの

に必要なグリップが利用可能だからです。 

• 描写タイプは各オブジェクトのダイアログボックスの中で（例：梁、プレート、描写タイプタブ）もしく

は Advance 標準ツールバーの をクリックして変更します（この章の描写タイプセクション参照）。 

描写タイプ（利用可能なグリップ）は各オブジェクトに対し指定されます。 例では梁とプレートオブジェクト

を使っています。 詳細は Advance オンラインヘルプを参照してください。 

 例：梁表示 

Advance の梁は 4つの表示スタイルの内の 1つで表示されます： 

 

図 135：描写タイプ「標準」、「機能」、「正確」、「シンボル」の梁 

梁 描写タイプ 名前 

描写 1 標準 梁の形鋼エッジと作成軸 

描写 2 機能 形鋼エッジと処理オブジェクト 

描写 3 正確 形鋼エッジとゲージラインは作成軸の終点と開

始/終了平面の 4つの参照点を横切ります 

描写 4 シンボル 作成軸と中心の梁の小さい部分 

 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

89  

梁はそれぞれの描写タイプで様々なグリップを持っています： 

 描写タイプ 名前 

描写 1 標準 終点作成軸、梁中心の参照ポイント 

描写 2 機能 処理を変更するグリップ 

描写 3 正確 梁の参照/角ポイント 

描写 4 シンボル 標準描写タイプ参照 
 
すべての描写タイプで梁は、「中点」、「中心」、「節」、あるいは「端点」スナップで選択されます。スナ

ップはそれぞれの描写タイプで異なっています。 

 例：プレート 

Advance プレートに対して、4つの描写タイプが利用可能です： 

 

図 136：「標準」、「機能」、「正確」、「溶接準備のある正確」のプレート、描写タイプ 

プレート 描写タイプ 名前 

描写 1 標準 処理のないプレート輪郭 

描写 2 処理 処理のあるプレート輪郭 

描写 3 正確 処理のあるプレート輪郭と穴パターン 

描写 4 溶接準備で正確 表示 3と同様、溶接準備をともなう 
 

プレートの描写タイプを変更することにより、次のグリップポイントの利用が可能です： 

プレート 描写タイプ 名前 

描写 1 標準 エッジのすべての頂点と中点 

描写 2 処理 エッジのすべての頂点と中点、処理を変更

するグリップ 

描写 3 正確 エッジのすべての頂点と中点 

描写 4 溶接準備をともなう

正確 

エッジのすべての頂点と中点 

 

プレートのすべての頂点は「端点」オブジェクトスナップで選ぶことができます。 
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ボルトと穴パターン/せん断間柱 

ボルト/穴パターンとせん断間柱はどのような平面にでも作成され、現在の座標システムに依存しています。 

ボルトパターンは各 Advance オブジェクト（例：梁/プレート、プレート/プレート）間にジョイントを作成し

ます。各ジョイントエレメントとプロパティは保存され、Advance によって管理されます。 

ジョイントされたエレメントによって構成される構造は、特別な Advancce コマンドで表示されます。ジョイ

ントするエレメントを追加し、削除することは簡単です。ナンバリングする間にジョイントが判断されるので、

メイン部分と付属部分を自動的に区別します。 

ボルトはシアン(青)（デフォルト）で Advance のエレメントとして作成され、Advance プロパティコマンドで

変更できます。 

ボルトが作成されるとき、穴が自動的に作成されます。ボルトパターンが削除されると、穴パターンも削除さ

れます。 

 

図 137：標準描写のボルト、穴、せん断間柱、 

ボルトのない穴パターンが次のオプションで作成されます。：丸い穴、溝穴、カウンターサンク穴、めくら穴、

ネジ穴、パンチマーク。 

処理機能のような穴はモデルで緑に表示されている従属オブジェクトです。機能をともなうので、それらが作

成されたオブジェクトが「機能」もしくは「正確な」描写タイプを使って表示されるときのみ目に見えます。

穴オブジェクトは（Advance プロパティコマンドで）変更したり、削除するために目にみえるようになってい

ます。 

せん断間柱は、表示/編集に対して同じオプションを持つボルトと同じように（シアン）モデルに作成されます。

穴は描写タイプに関し、参照オブジェクトに従属します。 

ボルト/穴パターンとせん断間柱にはエレメント数が構造 BOM(部材リスト)の一部であるかどうか、またどのよ

うなものかを記述する動作プロパティタブがあります。 

 

図 138：ボルト/穴/せん断間柱のアイコン、ボルト/穴パターンのツール 

3 つのジョイントタイプ全て（ボルトパターン、穴パターン、せん断間柱）は同じコマンドで作成されます。

オブジェクトを作るには対応するボタンをクリックしてください。 
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図 139：サブ-ボルト穴パターンのフライアウト 

ボルト/穴パターンとせん断間柱は作成ポイントのあるプリセットエリアかゲージライン上に作成されます。次

のツールバーボタンが利用可能です。： 

ボタン 機能 

 対角線上に対向する角ポイントで制限された長方形エリア 

 角作成ポイントのある、制限がない長方形エリア 

 中心作成ポイントのある、制限がない長方形エリア 

 中心作成点のある円形エリア 

 交差形鋼のゲージライン上のボルト 

 

他のツールを使って、ボルト/穴パターンは移動されるか単一ボルト/穴に分割されます。「グリップの長さを

計算」ツールはグリップの長さを再計算します。 

ボルトパターンの作成 

• 適切なUCS を設定してください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、デフォルト「ボルト」 を選択してください。 

• 必要に応じて描写タイプを設定してください。例えば、ボルトパターンがゲージ線上に作成される場合、

梁に対しては正確な描写タイプを使います。 

• オブジェクトの作成ツールバーのサブ-ボルト穴パターンのフライアウトで適切なツール（作成エリアに基

づいて）を選択してください。 

• ジョイントするエレメントを選んでください。 

• 対角線上の対向する頂点 2 つ（．．．下部左角．．．上部右角）あるいは始点 1 つ、もしくは中心点 1 つ

を使って長方形エリアを定義します。 

 

図 140：ゲージライン上にあるボルトパターン、「正確な」梁描写、「固定」ボルト描写 

ボルトパターンが作成され「ボルト」ダイアログボックスが現われます。 
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図 141：「ボルト」ダイアログボックス、定義タブ 

ダイアログボックスで修正できる重要な情報： 

• 定義：タイプ、グレード、直径など。 

• 大きさ：X/Y 方向のボルト数。 

• 距離：Ｘ/Ｙ方向の距離、エッジ距離（ボルト距離マイナス（－）プレートエッジもしくは梁エッジ）。 

• 描写タイプ：標準、フレーム、固体。 

• 備考：アセンブリタイプ（現場、現場ドリル、工場など） 

穴パターンの作成 

• 適切なUCS を設定してください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、デフォルト「穴パターン」を選択してください 。 

• 作成エリアに基づいたサブ-ボルト穴パターンフライアウトの適切なツールを選択してください。 

• プレートあるいは梁の端を一つ選択してください。 

• 対角線上の対向する頂点二つ（．．．下部左角．．．上部右角）あるいは始点一つ、あるいは中心ポイン

ト一つを使って長方形エリアを作成します。 

穴パターンが作成され、ダイアログ・ボックスが現われます。修正することができる重要な情報フィールド： 

• 穴定義：タイプ（例：溝穴、カウンターサンク穴など）。 

• 配置：Ｘ/Ｙ方向の穴の数。 

• 距離：Ｘ/Ｙ方向、エッジ距離。 

穴描写タイプは参照オブジェクトに依存しています。 

せん断間柱の作成 

• 適切なUCS を設定してください。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、デフォルト「せん断間柱」”を選択してください 。 

• 必要に応じて、描写タイプを設定してください。 
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• オブジェクトの作成ツールバーのサブ-ボルト穴パターンフライアウトの適切なツール（作成エリアに基づ

く）を選択してください。 

• せん断間柱のあるエレメントを選択してください。 

• 対角線上に向かい合う 2 つの頂点（．．．下部左角．．．上部右角）あるいは始点 1 つあるいは中心ポイ

ント 1つを使って長方形エリアを定義してください。 

 

図 142：「固定」描写タイプのせん断間柱 

せん断間柱が作成されます。標準的な描写で表示され、溶接ポイントを通して梁/プレートとジョイントします。

ダイアログ・ボックスが現われ、次の情報が入力できます： 

• 定義：ノルマ、直径、塗装 など。 

• 配置、距離、描写タイプ（すなわち、「標準」と「固体」）。 

ボルト/穴パターンの移動 

オブジェクトの不適当な面のボルトや穴はその軸に沿って正しい面に移動します。 

• 現在のボルトパターンを移動するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブ-ボルト穴パターンフライア

ウトの「ボルト/穴の移動」ツール をクリック。 

• 移動するべきボルト/穴パターンを選択し、Enter を押してください。次に、新しい参照平面でそれを選択

すると、エレメント（梁あるいはプレート）が選択されます。 

  

図 143：ボルト/穴の移動 

ボルト/穴パターンの分割 

いくつかのボルトから成り立つボルトパターンは一つのボルトに分割されます。これらの一つのボルトは「中

心」オプションで作成されたボルトパターンのように動作します。 
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• オブジェクトの作成ツールバーのサブ-ボルト穴パターンフライアウト をクリックするか、1 つ以上の

ボルトパターンを選択することにより、ボルトパターン（もしくは穴パターン）を一つのボルトに分割し

ます。 

グリップの長さを再計算 

• ボルトのグリップの長さを再計算するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブ-ボルト穴パターンフラ

イアウトの「グリップ長さを再計算」ツール をクリック。希望するボルトパターンとジョイントする

エレメントを選択してください。 

グリップの長さが再計算されます。 

ゲージライン上のボルト 

このツールは交差形鋼のゲージライン上にボルトを作成します（相互に接触していなくてはなりません）。 

 

図 144：ゲージライン上のボルト 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ－ボルト穴パターンフライアウト をクリック。 

• 最初に主な梁を選択し、Enter を押して他の梁を選択してください。ボルトパターンは 2 つの形鋼のゲー

ジライン上に作成されます。ボルトと位置の仕様を修正するダイアログ・ボックスが現われます。 

溶接 

溶接点や溶接線として溶接が作成されます。これらのオブジェクトはジョイントされた構造部分間に、溶接プ

ロパティだけでなく、論理的なジョイントも含んでいます。 

Advance の ASTemplate.dwt 標準テンプレートで、溶接点はピンクの十字で個別エレメントとして作成され、

溶接線は太いポリラインとしてモデルに表示されます。 

 

図 145：溶接パターン（フライアウト） 

溶接パターンが「溶接点」と「溶接線」ツール、サブ-溶接パターンフライアウトを使って作成されます。 
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図 146：溶接パターン（フライアウト） 

• その情報をともなう溶接点を作成するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブ-溶接パターンフライア

ウト をクリック。ジョイントするオブジェクトを選択し、Enter を押して溶接が作成されるように中

心点を入力します。 

• その情報をともなう溶接ラインを作成するには、オブジェクトの作成ツールバーのサブ-溶接パターンフラ

イアウト をクリック。ジョイントするオブジェクトを選択し、Enter を押し、最初の溶接線に対する

始点または 1つ以上の終点を入力してください。 

 

図 147：溶接点と溶接線 

溶接オブジェクトは上部下部の溶接に対して、情報を別々に保存することができます：基本溶接、表面形状、

溶接設計、溶接厚さ、溶接定義、溶接位置、単一の長さ、円（連続）、描写タイプ、「標準」あるいは溶接を

隠す「オフ」、追加情報に溶接テキストを追加する「追加情報」オプション。 

ジョイント 

Advance のオブジェクトは Advance のツールでボルトあるいは溶接ジョイントに加えられるか、あるいは削

除されます。同時に、グリップの長さ（とボルトの長さ）が修正されます。 

チェックツールは赤でジョイントオブジェクトを強調します。ボルトあるいは溶接ジョイントオブジェクトを

チェックすることは正しい部分が施工図面に表されることを確認するのに重要です。 

既存のジョイントオブジェクトのチェックツールは 2つのフライアウトにあります。 

 

図 148：ツールジョイント / チェックジョイント 

サブ-ジョイントフライアウトのツールはジョイントから Advance のオブジェクトを追加、あるいは削除しま

す（ジョイントを変更します）。 

サブ-ジョイントチェックフライアウトはジョイントオブジェクトをチェックしたり強調する（赤で）ツールを

含みます。 
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ジョイントの変更 

（グリップとボルトの長さ調整で）ボルトもしくは溶接ジョイントからオブジェクトを追加するか移動するに

はオブジェクトの作成ツールバーのサブ-ジョイントフライアウトのツールを使ってください。 

 

図 149：サブ－ジョイントフライアウト 

ボタン 機能 

 ジョイント、オブジェクトをの追加 

 ジョイント、オブジェクトの分離 

 

• サブ-ジョイントフライアウトの対応するアイコンをクリックしてください。  

• ジョイントエレメントを選択してください。 

• 追加/削除するオブジェクトを選択してください。 

ジョイントチェック 

次のツールはジョイントオブジェクトのジョイント部分をチェックし、赤く強調します。 

 

図 150：サブ－ジョイントチェックフライアウト 

「ジョイントされたオブジェクトの表示」と「マーキングの除去＋ジョイントオブジェクトの表示」ツールは、

梁、プレート、ボルトパターン、溶接を含む工場と現場の両方のジョイントを伴うオブジェクトを強調します。 

 例：ポータルフレームジョイントをチェック。 

• 2 本の柱と 2 本の垂木から成り立つポータルフレームが頂点、軒、基礎プレートに対する様々なジョイ

ントを使ってジョイントされています。 

• オブジェクトの作成ツールバーで、サブ－ジョイントのチェックフライアウト、「ジョイントオブジェ

クトの表示」 をクリックしてください。 

• ポータルフレームのエレメントを選択してください。 

• すべてのジョイントが正しく適用された場合、フレーム全体が赤く強調されます。 

 

「工場でジョイントされるオブジェクトの表示」と「工場でジョイントされるオブジェクトのマーキング+表

示の除去」ツールを使って、工場でジョイントされたオブジェクトが、梁、プレート、ボルトパターン、溶接

を含んで表示されます。 
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「ジョイントエレメントの表示」と「ジョイントエレメントのマーキング＋表示の除去」ツールを使うと、そ

のジョイントエレメントのあるオブジェクトを調べ、それらを識別することが可能です。例えば、溶接点が溶

接されるオブジェクトから離れて存在していることが分かります。 

コマンドの間に識別されたジョイントエレメントオブジェクトが赤く強調されます。そしてその数はテキスト

ウィンドウで表示されます。 

• 強調されたオブジェクトの表示をクリアするには、Advance 標準ツールバーで「強調オブジェクトのクリ

ア」アイコンをクリックしてください。 

・・・  

図 151：Advance 標準ツールバー（枠内）、表示の除去 

作業方法 1 

オブジェクトを選択し、フィルターし、マーキングする Advance ツールは標準ツールバーで利用可能です。 

．．．  

図 152：Advance標準ツールバー（枠内） 

オブジェクトの選択 

コピー、ナンバリング、構造 BOM(部材リスト)へのエクスポートのために選択できるのはある特定の Advance

エレメントのみです。 

オブジェクトを選択する様々なオプションがあります。エレメントが（一つ選択）クリックされるか、ウィン

ドウを交差するか、囲むように AutoCAD®ツールを使って選択されます。もしくは、前に強調されたオブジェ

クトは（赤で－この章のジョイントのチェックを参照）「強調されたオブジェクトの選択」ツールで選択する

ことができます。 

もう 1つのオプションは「Advance Steel オブジェクトの選択」で、AutoCAD®図面にある Advanceオブジェク

トを選択することです 。 

「逆選択」ツールでは、選択オブジェクトが非選択となり、非選択オブジェクトが選択されます。 

これらの選択ツールは隠しオブジェクトや凍結レイヤのオブジェクトにも適用されます。 

オブジェクトを選択する非常に便利なツールは Advance フィルターツールです。このツールはオブジェクトが

重複するとき（例：建物グリッド軸にある構造エレメントの線を選択）や標準描写で配置するオブジェクトタ

イプ（例：プレート）を選択するとき、梁に構造 BOM(部材リスト)を作成するときに特に便利です。 
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オブジェクトフィルター 

AutoCAD®/Advance でコマンドを使うには、最初にエレメント、次にツールを選択します。あるいはその逆で

す。 

  Advance エレメントフィルターはコマンド前の選択です。コマンド後の場合、フィルターはコマンドをキ
ャンセルします。 

Advance のフィルターは 2つのステップで動作します： 

• フィルターツールをクリックしてください。 

• オブジェクトタイプを選択してください。 

2 つのアイコンが Advance の標準ツールバーのフィルターツールで利用可能です：AutoCAD®/Advanceデータ

ベース全体を使って選択する「フィルターデータベース」とフィルターツールが選択オブジェクトにのみ適用

される「選択オブジェクトフィルター」。 

最初のツール呼び出し後、サブ－オブジェクトのフライアウトでオブジェクトタイプが選択されなくてはなり

ません。 

 

図 153：オブジェクトの選択 

次のオブジェクトタイプが選択オブジェクトとして利用可能です：構造エレメント、ジョイントオブジェクト、

梁、曲がり梁、梁－機能、梁－穴、プレート、プレート－機能、プレート－穴、ボルト、溶接、せん断間柱、

レベルシンボル、特別部分、カメラ、グリッドです。 

 例：選択されたAdvance エレメントから梁をフィルター。 

• Advance オブジェクトのグループを選択してください。「ジョイントオブジェクトの表示」 を使っ

て（しかし他の方法によって選択されるかもしれません）溶接あるいはボルトオブジェクトにジョイン

トするオブジェクトグループをマーキングすることによって、これがなされます。 

• 次に、強調オブジェクトを ツールで選択して下さい。 

• をクリックして Advance フィルターツールを開始します（「選択オブジェクトをフィルター」）。 

• フィルターするオブジェクトタイプを入力するには、2 番目のアイコン（サブ-オブジェクトフライア

ウト）をクリックし、Enter を押してください。 

• 選択オブジェクトがフィルターされ、結果がテキストウィンドウに表示されます。 
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Advance データベース（モデル）からあるオブジェクトタイプをフィルターするには、サブ－オブジェクトツ

ールバの「データベースのフィルター」アイコンを使います。 

オブジェクトのマーキング/非マーキング 

選択オブジェクトを個別に強調することができるので、現在の強調オブジェクトグループに追加オブジェクト

を加えることができます。 

 例：梁の選択/マーキング＋プレートの追加マーキング 

• 「フィルターデータベース」 ツールを使ってモデルの全梁を選択します。そして選択オブジェクト

（サブ-オブジェクトツールバー）として梁を選択します。モデル内のすべての梁が選択されます

（点々で表示）。 

• 「マーキングする選択オブジェクトの追加」 ツールをクリック。すべての梁は赤で強調されます。 

• プレートに対して上記ステップを繰り返すと、モデル内のすべての梁とプレートは赤く強調されます。 

標準ツールバーの「選択の除去」 ツールを使って選択オブジェクトを選択から外すことができます。マー

キングは強調オブジェクトのグループから削除することができます。 

• モデルからすべてのプレートをフィルターし、「選択オブジェクトをマーキングから取り除く」 をク

リックしてください。すべての選択された Advance オブジェクト（この場合プレート）は選択が外され

ます。 

オブジェクトの検索/マーキング 

標準ツールバーの「検索フィルター」” ツールは同じプロパティを持つエレメントグループを選択するのに

使われます。 

このツールを呼び出すと、ダイアログ・ボックスが現れ、検索基準、オブジェクトの仕様が入力できます。OK

をクリックすることにより、検索が開始します。みつけられ、強調されたオブジェクトのリストがテキストウ

ィンドウで表示されます。 

「強調オブジェクトの選択」 ツール（標準ツールバー）で、選択設定に（例：それをコピーする）強調オ

ブジェクトが置かれます。 

他のツールバーが Advance Steel ツールバーから呼び出されるとき、選択はそのまま残ります。どのように選

択されるかは重要ではありません。 

大きいモデル内では、強調されたオブジェクト（例：衝突固体、ジョイントオブジェクト）は常に簡単にみつ

けられるわけではありません。オブジェクトを簡単に識別するために、ビュー点の中心から開始する矢印で表

示します。矢印は他のオブジェクトのように削除されるか、隠されます。 
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• 標準ツールバーで、サブ－マーキングフライアウト「強調されたオブジェクトの検索」 をクリックし

てください。ビュー点の中心から強調されたオブジェクトに向けて矢印がポップアップします。 

• 「強調されたオブジェクトにズーム」 ツール（サブ-マーキングフライアウト）は選択された矢印によ

って指されたエリアに直接ズームします。 

 

図 154：サブ－マーキングのフライアウト 

描写タイプの変更 

Advance エレメントの描写タイプは一つのオブジェクトのダイアログボックスの描写タイプタブで変更されま

す。 

 

図 155：「梁」ダイアログボックス－描写タイプタブ 

オブジェクトを表示する更なるツールは、Advance 標準ツールバーに位置しています。これらのツールは、ダ

イアログボックスと対照的に、各描写タイプを素早く変更し、様々なオブジェクトタイプ（例：梁とプレー

ト）を同時に修正します。 

．．． 

図 156：標準ツールバー － 描写タイプ 

ボタン 機能 

 「描写タイプの変更」は個別の描写タイプを示します。梁の描写

タイプは「標準」、「機能」、「正確」、「シンボル」（この章

の描写タイプ－スナップ－グリップセクションの梁の例を参照）

です。 

 「標準描写」が現在の描写タイプにかかわらず描写タイプを「標

準」に設定します。 

 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

101  

• ツールバーの追加フライアウトはさらに 2つのツールがあります。 

ボタン 機能 

 「選択オブジェクトオフ」が画面表示でオブジェクトを隠しま

す。 

 「選択オブジェクトオン」が隠しオブジェクトを表示します。 

 

オブジェクトが画面表示で隠された場合、オブジェクトフィルターを使ってそれが選択され、そして次に「選

択されたオブジェクト ON」コマンドで表示します。 

 例：隠し梁を選び表示します。 

• Advance 標準ツールバーの「フィルターデータベース」ツール でフィルターします。 

• 次に、標準ツールバーのサブ－オブジェクトのフライアウト「梁」 を選択オブジェクトとして選び

ます。隠し梁も合わせてすべて選択します。 

• サブ-プレゼンテーションフライアウトの「描写オブジェクト」ツール を選ぶとすべての梁を示し

ます。 

モデルのビュー 

モデルのビューはカメラを使うとどのビュー方向でも設定できます。モデルの平面ビューはズーム設定も含め

てすぐに作成され、建設する際の補助としても使用されます。 

「カメラ」ツールはビューツールバーにあります。 

 

図 157：ビューツールバー 

カメラ位置とビュー方向を提供するターゲットとともにビューを定義してください。 

またもう一つの方法として、同じツールバーから標準 AutoCAD®ビュー方向が使われるかもしれません。 これ

らのツールがモデルの全ての深さに関するビューを作成し、指定平面にクリップされないことに注意してくだ

さい。さらなるビューの作成には、作業方法 II 章を参照してください。 

構造エレメント 

構造エレメントは梁や短縮のような関係する特長的な基本オブジェクトから成り立つオブジェクトをグループ

化します。 これらは一つにされ、連続する線として表示される白い構造フレームによって描かれます。 
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様々な形状の構造エレメントは Advance オブジェクトの作成ツールバーのサブ-構造エレメントフライアウト

にあります。 

 

図 158：Advance サブ－構造エレメントツールバー 

• 平面フレームとポータルフレーム。 

• 単支間ブレース 

• 棟木  

• パイロン 

• 根太 

構造エレメントから作成される基本オブジェクトは、その動作を決定する構造内においてモデル的な役割を担

っています。同一のモデル役割がある基本オブジェクトは共に変更されます（例：棟木のサイズが変更される

と、構造エレメントのすべての棟木は同じ大きさに変更されます）。 構造エレメントを分解すると、各部材が

変更されます。 

作成ダイアログボックスは構造エレメントタイプを特定化します。構造エレメントに対する描写タイプは 1 つ

だけです。それらは形状（高さ、幅等）を変更するのに使われるタイプ、スナップとグリップの数という点で

異なります。 

構造エレメントは現在の UCS の X/Y 平面に作成されます。ゆえに構造エレメントを作成する最初のステップは

正しいUCS を設定することです。 

グレーの構造フレーム建物ボックスはプロパティダイアログボックスを呼び出します。構造エレメントの梁が

変更される場合、対応する梁を選択しなければなりません。 

サブ－ジョイントユーティリティーのフライアウトの「選択」ツールは、各構造エレメントをコピー、回転、

鏡像する構造フレームやジョイントオブジェクトに属するすべてのエレメントを探します。 

構造エレメントのいくつかは、根太、棟木、ポータルフレームのようなジョイントオブジェクトテクノロジー

を使います。ジョイントオブジェクトはグレーのボックス（3Dバウンディングボックス）として描かれます。 

ポータルフレーム 

 

Figure 159: ポータルフレーム、中心柱切断なし 
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ポータルフレームは 2 本の柱と 2 本の垂木から成り立っています。4 つのエレメントは一つのコマンドで作成

されます。4 つのエレメントのうち、2 本の梁が柱のモデル役割を、2 本の梁が垂木のモデル役割をします。同

じモデル役割のエレメントがグループを作ります。各柱あるいは垂木のプロパティを直接変更することはでき

ません。 

基本点 2 つ、頂点 1 つ(角度)の入力、あるいはデフォルトの高さでよければ右クリックによって最新の UCS 平

面のポータルフレームが作成されます。 

ポータルフレームのプロパティを修正するには、コンテクストメニューからオブジェクトの（柱あるいは垂

木）Advance ジョイントプロパティを選択してください。「ポータルフレーム」ダイアログ・ボックスのレイ

アウトタブには幅、高さ、全体の高さと水平線からの垂木角度の設定項目があります。 これらのプロパティは

「構造エレメント」ダイアログボックスで同じく変更されます。 

フレームと切妻フレームという、利用可能な 2 つのポータルフレームタイプがあります。切妻フレームの柱数

はポータルフレームプロパティダイアログボックスで修正されます。 

平面フレーム 

 

図 160：2-ヒンジフレーム 

高さに対する基礎点 2 点と頂点 1 点を入力するか、デフォルトの高さでよければ右クリックするかでこの構造

エレメントが最新のUCS 平面に作成されます。 

平面フレームは 3 つのタイプで利用可能です。フレームが水平まくら木梁で作成されます。柱は外側あるいは

内側へ移ります。 

単支間ブレース 

基礎ポイントと斜めポイントを入力すると、現在のＸ/Ｙ平面に斜め部材が作成されます。 

 

図 161：作成された単支間ブレース 
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ブレースタイプが 3 つあります。作成されたブレース、同じあるいは反対方向の角がある/ない交差ブレース、

K-ブレースと交差平面。ブレースはダイアログ・ボックスの選択点の上や下で様々な距離をもつことができま

す。 

棟木  

これは選択された一連の垂木の定間隔部材を作成します。単純に垂木と棟木を選択すると、棟木が自動的に作

られます。 1 オプションにより、柱の選択でオプション軒梁を配置することが可能です。 

 

図 162： 棟木 

棟木のプロパティはプロパティダイアログ・ボックスの棟木タブで変更できます：棟木断面、最初と最後の垂

木の投影、追加棟木長さ、間隔タイプ。距離は距離タブで修正できます。中間距離は変更可能で、棟木数もそ

れに応じて修正されます。 

軒梁を追加することができ、断面タイプ、位置、オフセット、方向を選択することができます。 

パイロン 

このツールはパイロンブレースを含む構造フレームを作成します。パイロンブレースは対称のテーパを含んで

います。構造エレメントを定義するには、まず最初の支柱の基礎点、幅点、ブレースの高さと傾斜の第三点を

入力します。 

 

図 163：パイロンブレース 

高さと数のフィールドがダイアログボックスで設定されます。 

根太 

二重角度根太を作成するには、長さを定義する始点と終点を入力します。3 番目のポイントは根太の高さと方

向を決定します。 
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図 164：根太 

いったん作成されると、ボックスのグリップポイントを使うか、あるいはプロパティダイアログ・ボックスで

プロパティを変更することにより、長さあるいは高さが修正されます。 

半トラス 

半トラスを作成するには、両方の断面が一点に集まる最初の基礎ポイントを選択してください。2 番目のポイ

ントは幅を、3番目のポイントはトラスの高さを決定します。 

 

図 165：半トラス 

上、下の距離、中間の高さと幅がダイアログ・ボックスで変更されます。 

ジョイントとジョイントオブジェクト 

Advance が Advance エレメントをジョイントするために、Advance はあらかじめ設定された様々なパラメト

リックジョイントを含んでいます。ジョイントはプレート、スチフナー、梁、ボルト、溶接のようないくつか

のエレメントから成り立っています。Advance のジョイントはそのすべての部分、ジョイントオブジェクト、

一つの作業を使う機能で作成されます。同時に、現存するジョイントエレメントが処理され（短縮、切欠き、 

等）、部分間のジョイントロジックが作られます。 

すべてのジョイント部分を含むグレーボックスのジョイントオブジェクトによってジョイントがモデルで表さ

れます。 

ジョイントとジョイントオブジェクトは Advance Steel ツールバーでアクセス可能なAdvance ジョイントツー

ルバーでグループ化されます。 

 

図 166：ジョイントツールバー 
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ジョイントオブジェクトのツールは、Advance ジョイントツールバーのサブ-ジョイントユーティリティーフラ

イアウトにあります。 

 

図 167：サブ－ジョイントユーティリティーツールバー 

ジョイントはフライアウトを使ってアクセスされます。全体のジョイントは各部材のタイプに従って分類され

ます： 

• 梁-柱ジョイント（フライアウト） 

• カンチレバー梁-柱ジョイント（フライアウト） 

• 梁端-端ジョイント（フライアウト） 

• プレートジョイント（フライアウト） 

• クリップ角ジョイント（フライアウト） 

• モーメントジョイント（フライアウト） 

• 一般ブレースジョイント（フライアウト） 

• HSS と平面ブレースジョイント（フライアウト） 

• 基礎プレートジョイント（フライアウト） 

• 管ブレースジョイント（フライアウト） 

• ターンバックルブレース（フライアウト） 

• クルップ棟木システム（フライアウト） 

• パイロンジョイント（フライアウト） 

• パンチマークジョイント（フライアウト） 

UKジョイントツールバーの代わりに、次の追加のフライアウトが利用可能です： 

• UK 熱間圧延ジョイント 

• UK 冷間圧延ジョイント 

ジョイントは高度です：ジョイントを使ってつながれた梁が変更される場合、ジョイントは自動的に設定パラ

メーターによって新しい状況に順応します。 

これらの設定パラメータは、ジョイントが作成されるとき、（デフォルトで）隠されているジョイントオブジ

ェクト（グレーのボックス）に保存されます。 ジョイントの全情報を含んでいますが、各コンポーネントプロ

パティは含みません。 
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図 168：ジョイントオブジェクトボックス 

ジョイントを修正するには、プロパティダイアログボックスを呼び出すジョイントオブジェクト（グレーのボ

ックス）をダブルクリックしてください。 ジョイントオブジェクトを表示し、最新のものに更新し、完全に削

除し、コピーし、変更することができます。それらのパラメータは他の既存のジョイントに転送することがで

きます。 ジョイントオブジェクトを選択することができます。 

ジョイント 

ジョイント作成時、ダイアログ・ボックスが現われます。 

ジョイントをクリック後、各選択後に Enter を押し接続する部材を選びます。 

 例： 

．．．通過メイン梁・・ Enter．．．ジョイントされる梁・・・Enter 

既存梁に対する特別な入力がジョイントライブラリにない場合、警告ウィンドウが現われます（図 169）。 

 

図 169：ジョイントに対する警告ウィンドウ 

ジョイントが作成され、利用可能なパラメータの図による説明のあるダイアログボックスが現われます。 

ジョイントダイアログ・ボックスのタブはジョイントタイプによって変わります。ほとんどすべてのダイアロ

グボックスにプロパティ、更新、テーブル、ボルトのような共通のタブがあります。 

プロパティタブで、タイププルダウンジョイントが 1 つ以上のタイプから選択できます（例：「エンドプレー

トとテーパープレートハンチをともなったフレームの膝」あるいは「直線」）。 図描写は選択されたタイプに

よって変化します。 

 

図 170：「プレートハンチをともなうフレームの膝」ダイアログ・ボックス－タイプ 
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各ジョイントボックスにある更新タブでは、個別の梁が修正される場合、ジョイントの自動更新をするチェッ

クボックスがあり、また、手動更新するボタンもあります。 

 

図 171：「プレートハンチのあるフレームの膝」ダイアログボックス－更新 

他のタブでは（例：プレート、ボルト、ボルト距離など）スケッチの数は情報入力ボックスと一致します。 

 

図 172：「プレートハンチのあるフレームの膝」ダイアログボックス－エンドプレート 

ジョイントダイアログボックスでの設定はテーブルに保存することができます。ある梁の組み合わせに対する

企業独自のジョイント設定が保存され、他のプロジェクトに再利用されます。 

• テーブルにジョイントを保存するには、ダイアログボックスタブで適切な調整をしてください。 

• ライブラリタブをクリックして、値保存をクリックしてください。次に、テーブルを開くために編集をク

リックしてください。ジョイントを識別化するコメントを入力し、適切な形鋼の大きさを記入してくださ

い。 

• OK をクリックして確定し、そしてジョイントダイアログボックスに戻ってください。 

 

図 173：「プレートハンチのあるフレームの膝」ダイアログ・ボックス－テーブル 

ジョイント部材がテーブルへの入力と一致する場合、テーブル（ライブラリ）への入力を使ってジョイントが

作成されます。テーブル（ライブラリ）へのデフォルト値がない場合は、メッセージが以前に記述されたよう

に表示されます。 
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梁-柱ジョイント 

小屋梁を柱に接続するジョイントはジョイントツールバー(フライアウト)のサブ-梁-柱で利用可能です。小屋梁

は柱で終了します。ハンチのある/ないボルト締めされ溶接されたジョイントが有効です。 

 

図 174：サブ-梁-柱ツールバー 

 例：プレートハンチとエンドプレートのあるフレームの膝を作成。 

• ジョイントツールバーで、サブ－梁-柱フライアウト をクリック。 

• 柱を選択して、Enter を押し、小屋梁を選択し、Enter を押してください。 

• ハンチのあるジョイントが柱のフランジに作成され、接続される梁が修正されます。小屋梁がプレート

ハンチとともに柱のフランジに接続されます。エンドプレートにより小屋梁でハンチが接続されます。

プロパティダイアログ・ボックスが現われます。 

• 「タイプ」の下で、直線あるいはテーパーハンチを選択できます。他のタブは様々なグラフ描写のハン

チパラメータを設定するオプションがあります。 

 

「フレームのボルト締めされた膝」ジョイントには様々なスチフナーのタイプがあります。カバープレートの

有無に関わらず様々な設計が可能です。カバープレートを設計するとき、柱の長さが自動的に修正されます。 

「ハンチのあるボルト締めされたフレームの膝」ツールは柱フランジにおいてハンチとの梁ジョイントを作成

します。梁切断やプレートからハンチが作成されます。様々なスチフナーのタイプが利用可能です。カバープ

レートの有無に関わらずハンチが設計され、長さに沿って柱が修正されます。最高 4 つの様々なボルトグルー

プを設定することができます。これらのボルトグループはそれぞれいくつかの水平ボルト線を含むことができ

ます。 

「ボルト締めされたウェブのフレームの膝」ツールはエンドプレートとともに柱ウェブに小屋梁を接続します。

このジョイントは「ハンチ 1つ」あるいは「ハンチ 2つ」で利用可能です。 

2 本のハンチがあるフレームの膝はサブ-梁-柱フライアウトで「2 本のハンチをともなうボルト締めされたフレ

ームの膝」ツールを使って作成されます。 

「フレームの膝」あるいは「Ｔジョイント」が溶接ジョイントとして選択可能です。 

モーメントジョイント 

サブ－モーメントジョイントフライアウトにモーメントジョイントが含まれています。 

 

図 175：サブ－モーメントジョイントツールバー 
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「モーメントエンドプレート」ジョイントは小屋梁を柱に、2 本のフロア梁と同様にジョイントするのに使わ

れます。モーメントジョイントはジョイントに対する追加補助を作成します（例：溶接、プレート、スチフナ

ー）。 

「モーメントフランジ」ジョイントはフランジプレートから作成されます。すべての形鋼可能な組み合わせに

関してジョイントが機能します。また、傾斜もしくはゆがんだ状況で動作します。 

「モーメントフランジＴ」ジョイントはＴプロフィールから作成され、形鋼のすべての可能な組み合わせで動

作します。 

カンチレバー梁-柱ジョイント 

切妻柱/柱はジョイントツールバーのサブ-柱のカンチレバー梁ツールを使って垂木/梁にジョイントします。柱

の方向は垂木に平行か、垂直に交わります。 ジョイントはエンドプレートを使って作成されます。 エンドピン

柱が垂木に溶接されたフィンプレートにジョイントされています。フィンプレートに溶接したエンドプレート

を使ってジョイントは作成されます。 

 

図 176：サブ－カンチレバー梁-柱ツールバー 

 例：距離によるエンドピン柱。 

 

図 177：距離によるエンドピン柱 

• ジョイントツールバーで、サブ－カンチレバー梁-柱フライアウト をクリック。 

• 小屋梁を選択し、Enter を押し、柱を選択し、Enter を押してください。 

• エンドピンジョイントが作成され、ダイアログボックスが現われます。 

エンドピン柱は小屋梁に溶接された単一フィンプレート(プロパティタブ、タイプ：単一ジョイント)を

使うか、フィンプレートとエンドプレート（プロパティタブ、タイプ：カバープレートのあるジョイン

ト）を使って垂木に接続されます。プレートとボルトの情報が修正されます。 

エンドプレートのあるジョイントに対して、エンドプレートは垂木に合わせた幅に修正され、ボルトは

自動的に垂木ゲージ線で作成されます。 

柱と垂木（垂木に垂直）間の距離を設定することができ、柱の長さはそれに応じて変更できます。 
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フィンプレートが柱システム軸の終わりに作成されるので、「エンドピン柱、一定の長さ」は Advance のシス

テム長さによって修正されなくてはなりません。 

「切妻の壁、ウェブ平行」で、ジョイントは対称的であるか、非対称です。非対称のジョイントに対して、ボ

ルトグループは柱外側に位置します。 垂木のボルトは自動的にゲージ線上に置かれます。 

「切妻の壁、ウェブ平行」で、スチフナーは垂木に垂直か柱に平行する垂木に作成されます。 

梁端から端へのジョイント 

サブ-梁端から端へのジョイントツールバー（フライアウト）におけるジョイントはハンチ、エンドプレートジ

ョイント部、ジョイント部の有無に関わらず、ボルト締めされた頂点の梁ジョイント部につなぎます。パラメ

ータの変更はこれらのジョイントをカスタマイズします。 

 

図 178：サブ-梁端から端へのジョイントツールバー 

 

「ボルト締めされた頂点」で、2 本の梁がボルト締めされたエンドプレートでジョイントされます。最高 4 つ

の様々なボルトグループを設定することができます。 

「ボルト締めされた頂点」で、1 本あるいは 2 本のハンチで、ハンチとスチフナーの追加情報が入力できます。 

「前面プレートジョイント部、変数」で、4 つの別個のボルトパターンが作成され、プレートは 2 点の溶接点

で梁にジョイントします。 

「真ん中の切妻柱」で、2 本の垂木が 2 つのエンドプレートを使って柱にジョイントしています。エンドプレ

ートは垂木にボルト締めされ、二重切断柱に溶接されます。 

「前のプレートジョイント部分」で、2 本の梁がエンドプレートで継がれます。上、下に追加のボルト線を付

加することができます。 

「溶接された前プレートジョイント部分、平面、垂直」はエンドプレート平面を梁と溶接点に一緒に追加しま

す。プレート厚さはダイアログ・ボックスで指定されます。梁の交差は垂直（垂線）もしくはタイプタブの交

差角で設定されます。 

「ジョイント部分」を作成することができます。 

「柱ジョイント部分」は 2つの水平、垂直、あるいは傾いている柱をジョイントします。 フランジガセットプ

レートと同様に、モーメント切断とバッキングバーを作成します。 

「棟木ジョイント部分」はＣ形状プロフィールや平鋼とともに棟木をジョイントします。断面、プレートジョ

イント部、側面、柱はプレートジョイント部タブで指定されます。 
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クリップ角ジョイント 

ジョイントツールバーのサブ-クリップ角ジョイントツールバー（フライアウト）のツールは床梁を梁にクリッ

プ角によって梁が柱にジョイントするのと同様にジョイントされます。 

 

図 179：サブ－クリップ角ジョイントツールバー 

 例：クリップ角ジョイントの作製。 

 

図 180：クリップ角ジョイント 

• ジョイントツールバーの、サブ-クリップ角ジョイントフライアウト をクリック。 

• 通過するメイン梁を選択し、Enter を押してください。 

• ジョイントする梁を選んで、Enter を押してください。 

• ジョイントが作成され、ダイアログボックスが現われます。 

 

「クリップ角」は折りクリップ角で似たようなジョイントを作成します。付属梁はメイン梁に対して斜めに傾

いています。 

「二重サイドクリップ角」は床梁と梁 2 本を柱と梁 2 本を接続するのと同じようにつなげます。クリップ角が

メイン梁に合わせて整列するので、付属梁はメインに対して斜めです。曲がり通過梁や、梁が複合もしくは溶

接されるときに、ジョイントが作動します。 

「両側のウェブジョイント、角-エンドプレート」とともに反対梁がメイン梁にジョイントされます。最初の梁

は二重角にジョイントされ、二番目の梁はエンドプレートにジョイントされます。 

「座梁せん断ジョイント」が 2 本の梁をジョイントする溶接/ボルト締めされた角度を使います。角度の数と大

きさは可変的です。 

「根太座下部」ジョイントが梁や可能形状の柱に作成することができます。 

プレートジョイント 

ジョイントツールバーのサブ－プレートジョイントツールバー（フライアウト）のツールは梁を梁にジョイン

トします。エンドプレートとモーメントエンドプレートジョイントがまた含まれています。 
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図 181：サブ－プレートジョイントツールバー 

 例：安全ボルトのある両側エンドプレートの作成。 

 

図 182：両側エンドプレートジョイント 

• ジョイントツールバーのサブ－プレートジョイントフライアウト をクリック。 

• 通過メイン梁を選択し、Enter を押してください。ジョイントする最初の梁を選び、Enter を押してく

ださい。 ジョイントする 2番目の梁を選んでください。 

2 つの反対の梁がエンドプレートによってメイン梁を通してジョイントされます。ジョイントが床梁間

で使われる場合、デフォルトにより処理は自動的に作成されます。 

ジョイントが柱（ウェブ）と 2 本の梁間で使われ、梁が柱フランジ間のスペースに適切ではない場合、

トリムがフランジの左側と右側に作成されます（二次的な梁）。 

対処するパラメータはジョイントプロパティダイアログボックスの 4 つのタブに設定されます。プレ

ートの大きさはボルト水平とボルト垂直の距離を使って計算されます。上部と下部の切欠き長さと切欠

き深さはジョイント梁の両方に対して設定することができます。溶接線の太さは各梁に対して別々に設

定されています。 

 

「片側エンドプレート」床梁 2 本か梁に対する柱にジョイントします。二次的な梁は傾斜し、ゆがみ、回転で

きます。 

「モーメントエンドプレートジョイント」で、投影がジョイントの上部か下部に設定されます。モーメントエ

ンドプレートジョイントの作成は、つなぎ張りを柱にジョイントするのに使われます。この機能を補助するジ

ョイントの上部か下部で投影が指定されます。 

「安全ボルトのある両側エンドプレート」は 2 本の梁を床梁あるいは柱にジョイントします。付加梁はメイン

に対して斜めで、安全ボルトを追加することができます。 

「プラットホームジョイント部分」（止端プレート）はエンドプレートとスチフナーのある梁でのせん断ジョ

イントです。最高 4つのボルトグループへの延長を設定することができます。  

「非対称のエンドプレート」はメイン部材（柱や梁）の中心に実行しない梁にジョイントします。 

「せん断プレート」は床梁 2本もしくは柱 1本や床梁 1本にジョイントします。 
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それがプレートによって 2 本の二次梁を柱とジョイントすることを除いて、「スループレート」ジョイントは

外せん断プレートと似ています。プレートは柱（メイン梁）を通過し、自動的にメイン梁の輪郭を作ります。

それは水平、あるいは傾いている/歪んだ梁に対して動作します。 

「エンドプレート」ジョイントはエンドプレートを小屋梁に溶接し、柱あるいは床梁にそれをボルト締めしま

す。エンドプレートは梁上端に関連して中心部あるいは平面に作成されます。 

一般的ブレースジョイント 

ジョイントツールバーのサブ-一般的ブレースジョイントツールバー（フライアウト）はガセットプレートを使

ってブレース部材に接続するツールをグループ化します。 

 

図 183：サブ－一般ブレースジョイントツールバー 

ガセットプレートジョイントは基礎プレートのある柱、あるいは他タイプの梁上で使われます。必要なボルト

と溶接が自動的に作成されます。 

 例：柱と基礎プレートにおけるガセットプレート。 

 

図 184：3つのガセットプレートタイプ 

• ジョイントツールバーのサブ－一般的ブレースジョイントフライアウト をクリック。 

• ジョイントする柱を選択し、Enter を押してください。 

• ジョイントする基礎プレートを選んで、Enter を押してください。 

• ジョイントする斜線を選択し、Enter を押してください。 

• ガセットプレートが作成され、ダイアログボックスが現われます。 

 

「柱と基礎プレートに対するガセットプレート」が柱と基礎プレートを対角線とジョイントします。柱ウェブ

あるいはフランジ上で使えます。 

「ガセットプレート、対角線 1つ」が一つの対角線にジョイントします。 

対角線を短縮し、メイン梁からの距離を修正することにより 2、3、4本の対角線をつなぐことができます。 
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中心の「ガセットプレート」は同じく 2 本の対角線を結ぶことができます。この場合、斜めの 1 つは連続した

もので、他 2本は中心点にジョイントします。 

対角線はガセットプレート、2 つの角によって梁にジョイントすることができます。距離、対角線トリミング、

他の様々な仕様が「角ブレース」ダイアログ・ボックスに入力することができます。 

「対角線ブレース」は柱、縦梁、斜めブレースをジョイントします。穴のあいた突合わせストラップが対角線

にボルトで締められ、ガセットプレートに溶接されます。ガセットプレートは柱と縦梁に溶接されます。縦梁

はエンドプレートを使って柱にジョイントしています。 

「プレートのある角ブレース」はプレートに対して 4 つのブレースＬプロフィールを作り、ジョイントします。

ブレースプロフィールはプレートにボルト締めされます。 

HSS と平面ブレースジョイント 

ジョイントツールバーのサブ－HSS と平面ブレースジョイントツールバー（フライアウト）がジョイントブレ

ース部材のツールをグループ化します。 

 

図 185：サブ－HSS と平面ブレースジョイントツールバー 

ガセットプレートジョイントは基礎プレート、あるいは梁の他のタイプで柱上に使われます。必要なボルトと

溶接は自動的に作成されます。 

 例：サンドウィッチプレートでHSS ブレース中心接続を作成。 

• ジョイントツールバーのサブ－HSS と平面ブレースジョイントのフライアウト をクリック。 

• ジョイントする主な梁を選んで、Enter を押してください。 

• 最初の対角線を選択し、Enter を押してください。 

• 2 番目の対角線を選択し、Enter を押してください。 

• ジョイントが作成され、ダイアログ・ボックスが現われます。 

 

図 186： サンドウィッチプレートをともなうHSS ブレース中心 

「HSS ブレース」は角度、せん断プレート、折り補強用金具で長方形、正方形、丸い管を梁とジョイントしま

す。 

「サンドウィッチプレートのあるHSS ブレース中心」は 1つの主な梁と 2つの HSS 対角線を結びます。 



ADVANCE STEEL ユーザーズガイド  
 
 

 116 

「サンドウィッチプレートのあるHSS ブレース」は 1つの主な梁と対角線を結びます。 

「サンドウィッチプレートのある HSS ブレース－追加オブジェクト」は柱、基礎プレート（あるいは梁）、対

角線を結びます。 

「サンドウィッチプレートのあるHSS ブレース中心」は 1つの主な梁と 2つの HSS 対角線を結びます。 

「平面ブレース」はプレートを使って主な梁と平面対角線を結びます。 

スチフナージョイント 

サブ－スチフナージョイントツールバーはスチフナーとジョイントプレートを作成するツールを含んでいます。

これらは現在のUCS で、あるいは独立して作成されます。 

 

図 187：サブ－スチフナージョイントツールバー 

「エンドプレート」が梁のシステム終点に付加されます。梁はプレート厚さによって短縮され、建設ギャップ

が作成されます（「エンドプレート変数」ダイアログボックス、プレートタブ）。 

「垂直スチフナー」ツールは UCS に従って選択されたポイントにおいて梁と垂直に交わるスチフナーを作りま

す。「スチフナー、UCS」ツールは最新の UCS のＺ方向にスチフナーの厚さでスチフナーを座標システムの平

面に置きます。フルスチフナーとフランジ内部間の距離は両方のケースで設定できます。 

3 つのツールが 2 本梁の間をジョイントするプレート作成に有効です。「点からのジョイントプレート」ツー

ルで、最初のプレート、次にそれぞれのプレート間の中間距離を作成するために始点を入力してください。「2

点間のジョイントプレート」で、開始/終了点を入力してください、そうすると設定距離をともなうプレートが

作成されます。「ジョイントプレート、エンド距離」で、梁と最初のプレートへの距離を選択してください。

プレート間の距離はプロパティダイアログボックスのパターンタブ上に設定されます。 

「スチフナー、くぼみ断面」ツールは正方形、あるいは長方形管にスチフナープレートを作ります。このジョ

イントは溶接するくぼみ梁上で同じく動作します。 

 例：開始/終了点のある 2本梁の間にジョイントプレートを作成。 

 

図 188： 2 点間のジョイントプレート 
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• ジョイントツールバーのサブ-スチフナージョイントフライアウト をクリック。 

• 最初の梁を選択し、Enter を押してください。次に、2番目の梁を選択し、Enter を押してください。 

• 始点と終点を入力してください。 

• ジョイントプレートは標準値で作成され、「2 点間のジョイントプレート」ダイアログ・ボックスが現

われます。 

• プレートタブ上に、ジョイントプレートの中間距離、数、大きさを指定してください。梁間の距離が厚

さを決定します。 

• ジョイントプレートはそれらを結ぶ梁に溶接されます。溶接線タブ上に、溶接の仕様を入力してくださ

い。 

基礎プレートジョイント 

ジョイントツールバーのサブ-基礎プレートジョイントツールバー（フライアウト）には基礎プレートジョイン

トエレメントと単プレートがあります。 

 

図 189：サブ－基礎プレートジョイントフライアウト 

 例：非対称の基礎プレートを作成。 

 

図 190：ジョイント－非対称のベース図版 

• ジョイントツールバーのサブ-基礎プレートジョイントフライアウト をクリック。 

• 基礎プレートがジョイントされる柱を選択し、Enter を押してください。 

• ジョイント設定が保存されない場合、警告が現われます（形鋼のデフォルト値がみつかりません、ジョ

イントの標準値をとります）。 OKをクリックして確定してください。 

アンカーボルトのある基礎プレートが柱の端に作られます。柱はプレート厚さによって短縮され、プレ

ートは柱に溶接されます。ボルトとプレートのプリファレンスに対する様々なオプションが利用可能で

す。 

タイプフィールドにはボルトパターン、梁中心のボルトパターン、対称ボルトパターンに対応する基礎

プレートの選択があります。 

図で表される他のパラメータは基礎プレート、アンカーボルト、ボルト距離タブで修正されます。 
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「水平基礎プレート」が斜め柱に作成されます。基礎プレートは基礎に水平か、柱に垂直です。利用可能な 2

種類の水平基礎プレートがあります：対称/非対称 

角柱ジョイントが「角基礎プレート」ジョイントで作成されます。基礎プレートはＬ形状で、ボルトは別の場

所で作られます。基礎プレートはプロフィール形状（例：I, U, C, くぼみ正方形、くぼみ長方形、丸い管）に作

成され、星角と二重チャンネルのような合成形鋼に作成されます。 

「基礎プレート、ねじれ」ツールは現在の UCS の位置を使って柱でプレートを作成します。基礎プレートの裏

側は UCS 平面に置かれ、基礎プレート上部にトリムされた柱が置かれます（「上部」は最新の UCS の＋Ｚ方

向を参照）。基礎プレートはその中心点の周りを回転できます。 

「せん断形鋼とスチフナーのある基礎プレート」で、スラストアンカー、スチフナー、溶接を決定するのに

様々なパラメータを指定することができます。 ダイアログボックスに図で描かれたタブはパラメータを設定す

るのを助けます。 

「トラバースがある基礎プレート」ツールは柱の終わりで伸びる基礎プレートを作成します。（Ｃ形状プロフ

ィールの）横断部材はボルト締めされ柱のフランジに溶接されます。 

管ブレースジョイント 

ジョイントツールバーのサブ-管ブレースジョイントツールバー（フライアウト）は圧縮パイプを梁にジョイン

トします。エレメントの寸法はパラメータを使って設定されます。 

 

図 191：サブ－管ブレースジョイントツールバー 

ジョイントを作るには、梁を選択し、Enter を押してください。次に、ジョイントする圧縮パイプを選んでく

ださい。 

 例：エンドプレートのある、両側の圧縮パイプを作成。 

 

図 192：エンドプレートのある、両側の圧縮パイプ 

• ジョイントツールバーのサブ－管ブレースジョイントフライアウト をクリック。 

• 梁を選択し、Enter を押してください。次に管を選択し、Enter を押してください。 
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• ジョイントが作成され、ダイアログボックスが現われます。 

「ガセットプレートと吊木受のある圧縮パイプ」ツールは 3 つの種類で利用可能です。穴のあいた吊木受とガ

セットプレートのある圧縮パイプ、穴のあいたパイプとガセットプレートのある圧縮パイプ、付け加えられた

吊木受とガセットプレートのある圧縮パイプの 3種類です。 

「溶接Ｔ断面のある圧縮パイプ」ツールで、ガセットプレートが梁に溶接されます。Ｔ断面は圧縮パイプに溶

接されます。Ｔ断面とガセットプレートはお互いにボルト締めされ、圧縮パイプの長さが調節されます。 

ツールバーの他ツールは：カバープレートとガセットプレートのある圧縮パイプ、穴の開いた吊木受のある圧

縮パイプ、穴の開いた管のある圧縮パイプ、吊木受が付け加えられた圧縮パイプ、溶接Ｔ形鋼のある圧縮パイ

プ、エンドプレートのある圧縮パイプ、エンドプレートが複数ある圧縮パイプ、両側圧縮パイプ、斜め圧縮パ

イプ、プレート接続の管。詳細はAdvance オンラインヘルプを参照してください。 

ターンバックルブレース 

ジョイントツールバーのサブ-ターンバックルブレースツールバー（フライアウト）は単一ブレース部材をグル

ープ化し、丸、あるいは平面鉄鋼横断ブレースを完成させます。ブレースは梁あるいはプレートに溶接されま

す。 

 

図 193：サブ－ターンバックルブレースツールバー 

 例：鉄鋼球状キャップのあるターンバックルブレース。 

 

図 194：鉄鋼球状キャップのあるターンバックルブレース  

• ジョイントツールバーのサブ－ターンバックルブレースフライアウト をクリック。 

• 最初の柱を選択し、Enter を押してください。 

• 2 番目の柱を選択し、Enter を押してください。 

• 第 1番目の柱のシステムラインの始まりを選択してください（点 1）。 

• 第 2番目の柱のシステムラインの終端を選択してください（ポイント 2）。 



ADVANCE STEEL ユーザーズガイド  
 
 

 120 

• 第 2番目の柱のシステムラインの始まりを選択してください（ポイント 3）。 

• 最後に、第 1番目の柱のシステムラインの終端を選択してください（ポイント 4）。 

ターンバックルブレースが作成されます。柱内でブレースの位置を設定するために、Z 方向にシステム

ラインを動かすような個別の設定が、ダイアログ・ボックスで修正されます。これらの設定はブレース

の上部と下部で設定されます。このブレースに対する変種は「ピンと張られた架台のあるブレース」や

「プレートブラケットとパッドのあるブレース」を含みます。似たような方法で、球状キャップ、張力

のある架台、プレートブレース、パッドのある単一ブレースを作成することができます。 

 

「ガセットプレートのあるターンバックルブレース」はターンバックルのあるブレース、溶接吊木受、梁に溶

接されたガセットプレートを作成します。両方の梁が選択されなくてはなりません、そして次にブレース部材

の開始/終了ポイントが定義されなくてはなりません。 

「2 本梁のターンバックル」はターンバックルでブレース部材を作成します。梁にボルト締めされた溶接吊木

受も作成します。ブレースは梁のフランジに配置されます。 

「2 つのプレートのターンバックルブレース」を作成するには、プレートを選択し、ブレース部材の開始/終了

点を設定します。ブレースは梁のフランジに配置されます。 

「梁のターンバックルブレース－プレート」は「2 本梁のターンバックルブレース」と「2 つのプレートのタ

ーンバックルブレース」ツール両方を合成します。ブレースの始点は梁とプレートのエンド点にジョイントさ

れます。ブレースは梁のフランジ上に置かれます。 

「バー骨組みのあるブレース」はキャスト鋼鉄吊木受(骨組み)のあるブレース部材や梁にボルト締めされた吊

木受を作成します。両方の梁を選択し、ブレースの開始/終了点を定義してください。 

クルップ棟木システム 

クルップ（形鋼クラス、クルップ形鋼、棟木 ZG）による Z-棟木で、様々なジョイントが、ジョイントツール

バーのサブ-クルップ棟木システムツールバー(フライアウト)を使って、梁の上部フランジで作成されます。ツ

ールバーは、最終スパンとジョイント部における単一間隔棟木のジョイント、上部フランジに対する連続棟木

の追加を含んでいます。 

 

図 195：サブ－クルップ棟木システムツールバー 

棟木ジョイントを作るには、最初に棟木が付加された梁を選択し、Enter を押してください。そして 1 つか 2

つの棟木（使われたツールによる）を選択し、毎回 Enter を押してください。 
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 例：単一間隔棟木、エンドスパンの作成。 

 

図 196：単一間隔棟木、エンド支間 

• ジョイントツールバーのサブ-クルップ棟木システムのフライアウト をクリック。 

• 梁を選択し、Enter を押してください。 

• 棟木を選択し、Enter を押してください。 

• メッセージウィンドウのOKをクリックしてください。 

補強用金具エレメントがボルト締めされ、メイン部材に溶接されています。棟木はそれにボルト締めさ

れています。「クルップ棟木ジョイント部」ダイアログボックスで、ジョイント（すなわち、ボルト締

めされた、溶接されたジョイント、構造オフセット、そでの長さ、ボルトの情報等）についての詳細を

入力してください。 

 

「単一間隔棟木、ジョイント部分」ツールで、2つの単一感覚棟木が上部フランジ上でジョイントされます。 

「連続棟木」を上部フランジに追加することができます。エンド支間のジョイントあるいは、連続ジョイント

のどちらかが選択されます。 

「ジョイントエレメントのある連続棟木」が上部フランジ上に棟木ジョイント部分を作ります。そでや吊木受

のあるジョイントが選択されます。 

ジョイントパイロン構造 

ジョイントツールバーのサブ-パイロンジョイントツールはパイロン構造のジョイントを含んでいます。 

 

図 197：サブ－パイロンジョイントツールバー 

2 つの管（同一線上か、同一線上でない）間のジョイントはフランジプレート、ストラップのある 2 つの管の

横断ジョイント、ブラケットのある管状斜めのジョイントを使って作られます。 

パイロン構造ジョイントを作るには、最初の管（通過）を選択し、次に 2 番目の（ジョイントする）管を選択

してください。 
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 例：2 本の管エンドをフランジジョイントに接続。 

 

図 198：フランジジョイントのある管エンド 

• ジョイントツールバーのサブ－パイロンジョイントフライアウト をクリック。 

• 最初の管を選択し、Enter を押してください。 

• 次に、2番目の管を選択し、Enter を押してください。 

• メッセージウィンドウで、OKをクリックしてください。 

管ジョイントが作成され、「フランジプレートのある管パイロンジョイント部分」ダイアログボックス

が現われます。 

ダイアログボックスで、ボルト、フランジプレート、スチフナー、リングプレート 1、リングプレート

2の情報を入力できます。 

 

「平行でない管ジョイント」は一目瞭然でわかります。 

「ストラップのあるジョイント」ストラップとオプションスチフナーをともなうエンドプレートを使って 2 つ

の管を結びます。 

「基礎ポイントのジョイント」はカバープレート、吊木受、スチフナー、ガセットプレートを使って管を結び

ます。入ってくる管は最初の管に対して正方形である必要があります。 

ユーザージョイント 

サブ－ユーザーテンプレートジョイントツールバーのツールは対話型のジョイントを作成し、保存し、再利用

します。 

 

図 199：サブ－ユーザーテンプレートジョイントツールバー 

「テンプレートジョイントの作成」は対話型のジョイントをライブラリに保存します。 
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 例：ユーザージョイントの作成。 

• すべてのジョイントエレメントの作成：プレート、溶接、ボルト（ボルト穴を含む）、切断など。 

• ジョイントテンプレートフォルダにジョイントエレメントを含む.dwg ファイルを保存してください。 

• ジョイントツールバーのサブ-ユーザーテンプレートジョイントフライアウト をクリック。 

• 新しいテンプレートジョイントの名前を入力してください： My Connection 。 

• すべての接続エレメントを選択し、Enter を押してください。青いジョイントオブジェクトがジョイン

ト場所の周りに現われます。 

ジョイントを呼び出すため、「テンプレートジョイントをインポート」ツールを使ってください。ライブラリ

ダイアログボックスには保存されたジョイントが素速く見られるビジュアルプレビューがあります。 

 

図 200：ユーザージョイントエクスプローラー 

適切な指示でそれらを選択することにより、ジョイントを選択し、梁を結んでください。方向と梁の間の角が、

ジョイントが保存されたときと同じである場合に限り、保存されたジョイントが機能します。 

パンチマークジョイント 

ジョイントツールバーのサブ-パンチマークツールバー（フライアウト）にはパンチマークを作るツールがあり

ます。ジョイントは二次エレメントの位置によってメインエレメント（梁や柱）にパンチマークを置きます

（梁や柱）。 

 

図 201：サブ－パンチマークツールバー 
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 例：パンチマークの作成。 

 

図 202：パンチマーク 

• ジョイントツールバーのサブ－パンチマークフライアウト「パンチマーク」 をクリック。 

• 主なエレメントを選択し、Enter を押してください。 

• 次に、2番目のエレメントを選択し、Enter を押してください。 

• パンチマークが作成され、「パンチマークジョイント」ダイアログ・ボックスが現われます。 

UK ジョイント 

（オプションの）UK ジョイントツールバーは 2 つの追加フライアウトを含んでいます：熱間圧延と冷間圧延

ジョイント。 

熱間圧延ジョイントフライアウトは次のジョイントを含んでいます： 

• エンドプレート 

− エンドプレートを使って、生じる二次部材を通過するメイン部材に接続します。部材はお互いにどん

な角においてでもどんなプロフィール形状にでもなり得ます。パラメータは処理フィレットとボルト

とエンドプレート配置のフルコントロールのオプションを含んでいます。すべての部品は自動的に必

要に応じてボルト締めされるか、溶接されます。 

• 両側エンドプレート 

− メイン部材ウェブの各側面の二次部材二つをジョイントするエンドプレートと等しくなります。パラ

メータは各エンドプレートの様々なサイズやレイアウトの追加オプションがあるエンドプレートのそ

れと等しくなります。 

• 柱エンドプレートの二重梁 

− 柱に溶接され、梁の下部フランジにボルト締めされたエンドプレート(キャッププレート)を使って、

柱の上部に梁をジョイントします。プレートとボルトレイアウトは完全に制御可能で、梁の張り出し

は修正可能です。 
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• 柱エンドプレートの二重梁 

− 柱の上部の隣接している 2 本の梁を結びます（柱エンドプレートの単一梁と類似）。梁間のギャップ

は幅とオフセットで修正されます。 

• 軒ハンチ 

− ハンチのあるエンドプレートを使って、柱に垂木/梁をジョイントします。部材は平面でお互いどん

な角度でもどんなプロフィールの形状にでもなり得ます。様々なハンチオプションがプレートとハン

チがない断面切断から利用可能です。様々なスチフナー形状が追加され、必要に応じて、柱の上部が

トリムされるか種々のキャッププレートオプションで斜角をつけることができます。すべてのボルト

レイアウト、エンドプレート、ハンチ、スチフナーサイズ、位置は制御可能です。すべての部分は自

動的にボルト締めされ必要に応じて溶接されます。 

• 頂点ハンチ 

− ハンチのあるエンドプレートを使って、頂点に 2 本の垂木をジョイントします。部材は平面でお互い

どんな角度でもどんなプロフィール形状にでもなり得ます（垂木が平行な場合には、エンドプレート

ジョイントを使う）。様々なハンチオプションがプレートとハンチがない断面切断から有効です。す

べてのボルトレイアウト、ハンチ、エンドプレートサイズ、位置は制御可能です。制限たわみに対す

るあらかじめ設定された垂木の角度修正を追加するオプションがあります。すべての部分は自動的に

ボルト締めされ、必要に応じて溶接されます。 

• フィンプレート 

− フィンプレートを使って生じる二次部材を通過メイン部材にジョイントします。部材はお互いどんな

角度でもどんなプロフィール形状にでもなり得ます。パラメータは処理フィレット、ボルトとフィン

プレートの位置コントロール、溝穴 等を含む多くのオプションがあります。フィンプレートは生じ

る部材ウェブやフランジのどちらかの側面に位置します。すべての部分は自動的にボルト締めされ、

必要に応じて溶接されます。 

• 角度補強用金具  

− 角度補強用金具を使って生じる二次部材を通過メイン部材につなぎます。部材は（平面で）お互いに

どんな角度でもどんなプロフィールの形状にでもなり得ます。パラメータは処理フィレット、ボルト

と角度補強用金具の位置コントロールを含む多くのオプションがあります。また溝穴を作成するオプ

ションもあります。角度補強用金具は生じる部材ウェブについて、あるいはそのフランジのいずれか

の上に（あるいは共に）いずれかの側（あるいは両側）に対して与えることができます。角度補強用

金具はボルト締めされいずれかの部材に溶接されます。 

• 両側の角度補強用金具 

− （角度補強用金具に類似）メイン部材ウェブの各側面の二次部材をジョイントします。パラメータは

ジョイントの各側面の角度補強用金具の様々なサイズとレイアウトの追加お疲れさまです。オプショ

ンがある角度補強用金具のそれと同じです。 
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• 基礎プレート 

− 基礎プレートと部材の選んだ端のアンカーを作成します。部材はどんな角度でも（例：柱、梁、対角

線 など）どんな形状でもなり得ます。基礎プレートは部材に対して正方形か WCS に対して垂直か水

平に設定できます。パラメータはボルトと基礎プレートの配置と大きさのフルコントロールを可能に

します。すべての部分は必要に応じて自動的にボルト締めされるか、溶接されます。 

• 単一管ブレース 

− ガセットプレートやメイン部材のボルト化された角度補強用金具、二次部材のティー(プレートから作

成される)を使って生じる二次部材を通過するメイン部材に接続します。部材はお互いどんな角度でも

どんな形状にでもなり得ます。ブレースプレートの曲がった溝穴を使って、ボルト正方形をボルト部

材に配置し、正方形をメイン部材に配置する様々なルールがあります。パラメータはボルトとプレー

トの配置と大きさのフルのコントロールを可能にします。プレートの方向は 90 度に回転します。す

べての部分は必要に応じて自動的にボルト締めされるか、溶接されます。 

• 二重の管ブレース 

（一つの管ブレースに類似）二次部材を 2 本、メイン部材の共通がセットプレートにジョイントします。

すべてのボルトレイアウトとプレートの詳細は各ブレースそれぞれに設定することができます。 

• 3 つの管ブレース 

− （一つの管ブレースに類似）3 つの二次部材をメイン部材のガセットプレートとジョイントします。

すべてのボルトレイアウトとプレートの細部が各ブレースにそれぞれ設定できます。 

• ガセットプレート－単一部材 

− ガセットプレートを使って生じる二次部材を通過するメイン部材につなぎます。部材は（平面で）お

互いに（管以外）どんな角においてもどんなプロフィールの形状になり得ます。パラメータはボルト

とプレートの配置と大きさのフルコントロールを可能にします。ガセットプレートはそのプロフィー

ルの形状によっていずれかあるいは共にフランジ上にあるいは二次部材のウェブに置かれます。ガセ

ットプレートはボルト締めされるかいずれかの部材に溶接されます。 

• ガセットプレート－二重の部材 

− （ガセットプレート－単一部材に類似）2 つの二次部材をメイン部材の共通ガセットプレートとジョ

イントします。 

• ガセットプレート－3つの部材 

− （ガセットプレート-単一部材に類似）3 つの二次部材をメイン部材の共通ガセットプレートとジョイ

ントします。 

• 直接ボルト締め－エンド 

− 直接ボルト締めをすることにより、生じる二次部材を通過するメイン部材につなぎます。部材は（平

面で）お互いに（管以外）どんな角度においてでもどんなプロフィールの形状にでもなり得ます。パ

ラメータはボルト配置のフルコントロールを可能にします。 
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• 直接ボルト締め－交差 

− （直接ボルト締め－エンドに類似）2つの交差部材をつなぎます。 

• 重なりジョイント－角度 

− 重なりとボルトを形成することにより、2 つのジョイントした角度をジョイントします。パラメータ

はボルト配置、重なった長さの定義のフルコントロールを可能にします。 

• 重なりジョイント－平面 

− （重なりジョイント－角度に類似）平面をジョイントします。 

• スチフナー－垂直 

− 所定の現場で選ばれた部材に垂直に交わるスチフナーを作ります。部材はほとんどどんな形にでもな

り得ます。パラメータはスチフナーのサイズ、形状、位置のフルコントロールを可能にします。部材

に沿ったスチフナーのパターンが同じく作成されます。必要に応じて、すべてのスチフナーが自動的

に溶接されます。 

• スチフナー－傾斜 

− スチフナーに類似して、2 点がスチフナーの角度を決定するのに選択されるスチフナーを作成すると

きをのぞいて、垂直です。角度はパラメータを通してその後変更できます。 

• 平面キャッププレート 

− どんなプロフィール形状でも、部材の選択された端において平面キャッププレートを作成します。キ

ャッププレートはプレートの大きさによって、あるいは投影によって設定でき、円形も可能です。キ

ャッププレートは部材と合うようにトリミングされた部材に沿って移動します。キャッププレートを

部材に対して斜めに形成することが可能です。 

• 適応するジョイント 

− 溶接点を使って生じる二次部材を通過するメイン部材につなぎます。 部材はお互いにどんな角度にお

いても、どんなプロフィール形状にでもなり得ます。生じる部材は自動的にメイン部材の正確なプロ

フィールに「合わせられます」、あるいは代わりにその正面をトリミングできます。2 つの部材の調

整された正面の間にギャップが作成されます。 

• 座席補強用金具  

− 生じる二次部材を通過するメイン部材に、座席（サポート）補強用金具を使ってジョイントします。

部材はどんなプロフィール形状にでもなり得、二次部材が通過する（交差せず）場合、お互いにどん

な角度にでもなり得ます。補強用金具はメイン部材にボルト締めされるか、溶接されます。しかし二

次部材にはジョイントしません。二次部材はトリミングされず、このジョイントを他のジョイントと

つなぐのに使うことを可能にします。 
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• 曲がり梁 

− 溶接された留め継ぎを使い 2 つの隣接している部材を結びます。そしてオプション的に中心プレート

を含みます。部材はお互いにどんな角度においてでも、どんなプロフィール形状でもなり得ます。中

心プレートはプレートの大きさ、あるいは投影によって設定できます。中心プレートが必要でないな

ら、厚さをゼロに設定してください。 

• エンドプレートジョイント部分 

− エンドプレートを使って 2 つの隣接している部材を結びます。部材はどんなプロフィール形状にでも

なり得ますが、お互いに平行でなければなりません（角度のある部材には、頂点ハンチジョイントを

使います）。パラメータはボルト、プレート、溶接の大きさと位置にについてのフルコントロールを

可能にします。 

• ジョイント部プレート 

− ジョイント部プレートを使って 2 つの隣接している部材を結びます。部材はほとんどどんなプロフィ

ール形状にでもなり得ますが、お互いに平行していなければなりません。部材が様々な大きさ（しか

しおよそ同じ）であるなら、ジョイントは自動的にパッキングプレートを作ります、しかしこれらを

スイッチオフにすることもできます。ウェブプレート、内部フランジプレート、外部フランジプレー

トは厚さをゼロに設定することにより、削除されます。ジョイント部プレートは部材のどれかにボル

ト締めされ、溶接されます。また、溝穴のオプションもあります。パラメータはボルト、プレート、

溶接のサイズと位置のフルコントロールを可能にします。 

冷間圧延ジョイントのフライアウトには次のジョイントがあります： 

• 二重棟木  

− 2 つの冷間圧延棟木をメイン部材とジョイントします。部材はお互いにどのような角度でも可能です

が、棟木は平行である必要があり、メイン部材に交差してはいけません。棟木はメイン部材と比較し

てそれらの縦軸を中心に回転されます。棟木補強用金具はプレートあるいは溶接するティーからメイ

ン部材あるいはメイン部材にボルト締めされ、溶接される標準供給補強用金具までなり得ます。どち

らの場合でも、棟木は 補強用金具にボルト締めされ、ボルトの大きさと位置はサプライヤーの標準的

な詳細によって決まります。棟木の端は正しい位置にトリミングされます。ジョイントはそでを加え

たり保持するオプションがあり、「ファイアウォール条件」も可能です。 非標準の詳細が Metsec 棟

木上でそでとともに設定される場合（例：ファイアウォール条件）、そでは Metsec がファイアウォ

ールそでを供給できないので、そでは「有効でない」と呼ばれる 10X10 バーとして表示されます。

棟木にたいする様々なサプライヤーによって、この詳細が根拠のあるものとなります。もしそうなら、

オブジェクトが正常として作成されます。特定のサプライヤーに対して選択されたどんな「非標準

の」詳細でも「利用できない」プロフィールの作成という結果になります。棟木と手すり両方、そし

てサプライヤーといわれるすべての標準断面形状にたいしてジョイントが使われます。（例：Z 形鋼,、

C形鋼、Zeta 形鋼、シグマ形鋼 等） 

 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

129  

• 単一棟木  

− 単一棟木に対するものだということを除き、二重棟木と同じです。デフォルトによると、棟木はトリ

ミングされないので、ジョイントが連続棟木(複数)に使えます。エンド条件では、棟木はトリミング

され拡張されます。それは特定張り出しや標準ボルトエンド距離を与えるためです。その代わり、棟

木の短い突出部も作成されます。 

• 非連続棟木  

− 非連続棟木をメイン部材とジョイントします。非連続棟木がその深さの一部またはすべてにおいて、

メイン部材を交差するものとして設定されます。棟木補強用金具はメイン部材に溶接されたプレート

あるいは、メイン部材にボルト締めされるか溶接される角度補強用金具になります。プレートに関し

ては、ウェブあるいはフランジの周辺のどちらかにメイン部材をあわせるよう形づくられます。角度

補強用金具で、ウェブ正面、フランジ正面、メイン部材のフランジ止端を交差して配置されます。棟

木は補強用金具にボルト締めされ、ボルトの大きさと位置はサプライヤーの標準的な詳細によって決

まります。棟木の終端は指定された位置に角度を調節し、ジョイントには保持を追加するオプション

があります。 

• 二重棟木隅ジョイント 

− そでプレートで中心プレートを使って 2 つの棟木を隅垂木とジョイントします。棟木は垂木に対して

どんな角度にでも存在できます。そしてマクロは隅谷ジョイントに使われます。中心プレートは垂木

に溶接されるか、基礎プレートを使ってボルト締めされます。そでプレートは中心プレートに溶接さ

れ、ボルトの大きさとエッジ距離のサプライヤーの標準的な詳細を使って、棟木にボルト締めされま

す。 

• 単一棟木隅ジョイント 

− 単一と動くにジョイントされることを除き、二重棟木隅ジョイントと同じです。単一プレートが形作

られ、垂木に直接溶接され、棟木にボルト締めされる詳細があります。 

• 二重軒梁 

− どんな角度においてでも（2 本の軒梁は平行していなければなりません）2 本の冷間圧延軒梁をメイ

ン部材とジョイントします。軒梁補強用金具はプレートとプロフィールの種々の組み合わせ、メイン

部材にボルト締めされ、溶接される標準サプライヤー補強用金具からできます。軒梁は補強用金具に

ボルト締めされ、ボルトサイズと位置はサプライヤーの標準詳細によって決まります。軒梁端は正し

い位置にトリミングされます。ジョイントによって作られたすべての冷間圧延コンポーネントは特定

のサプライヤーに対する正しい参照名があります。 

• 単一軒梁 

− それが単一軒梁であることを除いて、二重軒梁と同じです。デフォルトによると、軒梁はトリミング

されないので、ジョイントは連続（複数スパン）軒梁に使われます。エンド条件では、軒梁はトリミ

ングされ指定された張り出しあるいは標準的なボルトエンド距離を与えるため拡張されます。 
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• 中間階 

− サプライヤーの標準的な詳細に従って中二階梁のレイアウトを作ります。対角線上の向かいあった 2

点を選ぶと床のエリアを設定できます。梁とはめ込み、張り出し、直接固定構造のオプション配置に

対するフルコントロールがあります。様々なオプションが様々なプロフィールと位置の抑制つなぎを

含むのにも利用可能です。 

• 二重挿入床梁 

− 2 本の冷間圧延床の梁を熱間圧延/冷間圧延プロフィールになるメイン梁のいずれかの側面とジョイン

トします。ジョイントは適切なレイアウトとボルト詳細で標準的なサプライヤー補強用金具を使いま

す。いくつかのレイアウトオプションがサプライヤーの標準的な詳細の制約内で利用可能です。 

• 単一挿入床梁 

− 単一冷間圧延床梁をメイン部材の片面にジョイントする以外は、二重挿入床梁と同じです。このジョ

イントは、ボルト締めされたサプライヤーの標準補強用金具の代わりに、メイン部材に溶接されたフ

ィンプレートを使うことに対して、二者択一的な規則があります。この規則は冷間圧延床梁がメイン

部材と垂直に交わらないとき、同様に使われます。 

− 重要な注意－いくつかのサプライヤーの特定プロフィールに対して、プレートは詳細をサポートして

いません。なぜならサプライヤーの標準補強用金具は転送ロードを助ける特別な形状があるボルト

（friction）を通してのみせん断力を転送するからです。この場合、それはジョイントする設計を証

明するユーザーの責任になります。 

• 二重張り出し床梁 

− どんなプロフィールにでもなるメイン部材全体に 2 本の冷間圧延床梁をジョイントします。ジョイン

トはメイン部材にボルト締めされ溶接される適確なレイアウトとボルト詳細で標準的なサプライヤー

補強用金具を使います。代わりに溶接されたプレートあるいはティー補強用金具が使われます。 

• 単一張り出し床梁 

− メイン部材に対して単一冷間圧延梁をジョイントする以外は、二重張り出し床梁と同じです。 

上記の冷間圧延ジョイントは次のサプライヤーによって現在断面をサポートします：A Ｇ Brown、Albion、

Ayrshire、Banro、B W産業、Elwell、Hi Span、Kingspan、Kingspan Metl-Con（以前のWard）、Metsec、

Phoenix、Steadmans、StructuralSections、Tegral。ジョイントは将来的に他の冷間圧延形鋼をサポートする

よう強化されます。 

これらのジェネリック冷間圧延マクロに加えて、いくつかのサプライヤーに特定されたマクロがあります： 

• Ayrshire 単一スエージ梁柱ジョイント 

− 適切な標準サプライヤーブレースを使って、220 あるいは 300 本の深い Ayrshire スエージ 梁を柱と

ジョイントします。様々な梁サイズに対して非常に様々な詳細のため、220 のジョイントは柱正面の

梁クリアをトリミングし、300 のジョイントが梁を柱の張り出しを可能にします。 
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• Ayrshire 二重スエージ梁柱ジョイント 

− 適切な標準サプライヤーブレースを使って、柱に 2 つのの 300 本の深い Ayrshire スエージ梁をジョ

イントします。様々な梁サイズに対して様々な詳細があるので、このジョイントは 300 本の深い梁に

のみ当てはまります。2つの 220 本の深い梁が単一ジョイントを 2回用います。 

• Ayrshire CAM 

− このツールは実際にジョイントマクロではありません。Ayrshire D3 ファイル設定の製造 CAM情報を

自動的に作成するのに使われます。CAM ファイルはモデル全体あるいは選択された部分にのみ作成

されます。選択は Ayshire コンポーネントに限定されていません。なぜならツールは自動的に

Ayrshire によるものでないオブジェクトは無視されるからです。出力には 3 つファイル設定がありま

す：D3 CAM ファイル、警告ログ、エラーログ。警告ログはAyrshire がまだ提供できるが、おそらく

追加費用がかかる非標準の詳細を含んでいます。エラーログは間違って詳述される Ayrshire コンポー

ネントを含んでおり、正しくサポートされていないコンポーネントに沿って提供されることはできま

せん。エラーログにリスト化されたどんなオブジェクトは D3 CAM ファイルから除外されます。3 つ

のファイルすべてはAdvance Steel ドキュメントマネージャーを使ってみることができます。 

•  Metl-Con 非たるみ手すり 

− このマクロは Kingspan Metl-Con 手すりの標準非たるみシステムを作成します。ユーザーは関連する

手すりに続くベイの各サイドのサポート柱を選択します。非たるみシステムが自動的に作成され、

様々なオプションによりブレースタイプがその位置や関連する斜めまくら木等に沿って選択できます。 

• Metl-Con 非たるみ屋根 

− このマクロは Kingspan Metl-Con 棟木/軒梁の標準非たるみシステムを作成します。ユーザーはベイ

の両サイドのサポート垂木を選択します。関連する棟木と(オプションで)軒梁が続きます。非たるみ

システムが自動的に作成され、様々なオプションによりブレースタイプがその位置等に沿って選択で

きます。軒梁が選択された場合、軒梁制限が作成されます。 

• Metl-Con 頂点まくら木 

− このマクロは頂点棟木 2本の間に標準 Kingspan Metl-Con 頂点まくら木を作成します。頂点まくら木

は選択による現存する非たるみシステムに関連して配置、もしくは選択された垂木に関連したベイに

配置されます。 

• 構造断面手すり非たるみ 

− このマクロは構造断面手すりの標準非たるみシステムを作成します。ユーザーはベイの両側のサポー

ト柱を選択し、次に関連する手すりと(オプションで)軒梁が続きます。非たるみシステムは自動的に

作成され、様々なオプションがブレースタイプをその位置と関連する斜めまくら木に沿って選択する

ことができます。軒梁が選択される場合、非たるみシステムはそれから設定され、関連するスチフナ

ー補強用金具や軒制限が追加できます。 
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• 構造断面屋根非たるみ 

− このマクロは構造断面棟木/軒梁の標準非たるみシステムを作成します。ユーザーはベイの両側のサ

ポート垂木を選択し、関連する棟木や(オプションで)軒梁によって続きます。非たるみシステムが自

動的に作成され、様々なオプションによりブレースタイプがその位置や関連する斜めまくら木にそっ

て選択できるようにします。軒梁が選択された場合、軒梁制限が作成され、手すり非たるみマクロに

よって作成されたブレースに直接に接続、もしくは直接ブレースを作成することができます。 

• 構造断面頂点まくら木 

− このマクロは 2 つの頂点棟木間に標準構造断面頂点まくら木を作成します。頂点まくら木は選択によ

って既存の非たるみシステムに関連して配置されるか、選択された垂木に関連してベイに配置されま

す。様々なまくら木タイプが作成されます。 

• Tegral 単一スエージ梁柱ジョイント 

− 適切な標準サプライヤーブレースを使って、220 あるいは 300 本の深い Tegral スエージ梁を柱をジ

ョイントします。様々な梁サイズの様々な詳細によって、220 のジョイントが柱正面から梁をトリミ

ングし、300 のジョイントにより梁が柱を張り出すこと可能にします。 

• Tegral に重スエージ梁柱ジョイント 

− 適切な標準サプライヤーブレースを使って、柱上に 300 本の深い Tegral スエージ梁を 2 つジョイン

トします。様々な梁サイズの様々な詳細により、このジョイントは 300 本の深い梁にのみ適用されま

す。220 本の深い梁 2つに対して、単一ジョイントが二回適用されます。 

• Tegral CAM 

− このツールはジョイントマクロではありません。Tegral D3 ファイル設定で、製造する CAM情報を自

動的に作成するのに使われます。CAM ファイルはモデル全体あるいは選択された部分に対してのみ

作成されます。選択は Tegral コンポーネンツに制限されてはいません。なぜならツールは自動的に

Tegral 以外によるオブジェクトは無視されるからです。出力にはファイル設定が 3 つあります。：

D3 CAMファイル、警告ログ、エラーログ。Tegral が提供できるけれど追加料金のかかる非標準詳細

を警告ログは含んでいます。エラーログは間違って詳述される Tegral コンポーネントを含み、現在

サポートされたコンポーネントに沿って提供されることができません。エラーログでリスト化された

オブジェクトは、D3 CAM ファイルから除外されます。3つのファイルすべては Advance Steel ドキ

ュメントマネージャーを使ってみることができます。 

 

UK の熱間/冷間圧延ツールバーフライアウトの下は、ジョイントマクロデフォルトエディタがあります。この

ツールは UK のジョイントによって使われたデフォルト値をコントロールするのに使われ、グローバルに構成

されるより更なる柔軟性を提供するジョイントごとに構成することができます。このツールは様々な国や顧客

の必要条件に応じて各ジョイントに複数のデフォルトプロフィール作成を可能にします。 
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階段 

Advance Steel では、様々なタイプの階段を作成できます。階段、手すり、はしご、特定のジョイントのツー

ルは階段&手すりツールバーでグループ化されます。 

 

図 203：Advance 階段&手すりツールバー 

らせん階段 

「らせん階段」ツールは中央のポスト、手すり、踏み面、ジョイント、手すりを作成します。オプションとし

て上部のキャッププレートは柱に追加できます。 

階段を作るためには、3 つのポイントと最初の踏み面（あるいは最後の）を定義してください。最初の 2 ポイ

ントは中心の柱高さと位置を定義します。3 番目のポイントは最初の踏み面の方向（あるいは最後の）と幅を

定義します。 

らせん階段を作る方法が 2つあります： 

• 下部から上部：ユーザーは最初のステップを定義します；最後のステップ位置は最初のステップ位置、数、

ステップの高さ、それらの間の回転角度を使って計算されます。 

• 上部から下部：ユーザーは最後のステップを定義します。 

 例：らせん階段の作成。 

• 適切なUCS を設定してください。 

• 階段&手すりツールバーで をクリック。 

• 最初のポイントをらせん中心を定義するよう選んでください：0.0.0。 

• 2 番目のポイントをらせん高さを定義するよう選んでください：0.0.2800。階段高さはＺ軸にあります。 

• 最初のステップを作成するには Fをタイプし、Enter を押してください。 

• ステップとステップ幅の開始方向を定義するには 3番目の点を指定してください：1500.0.0。 

 

らせん階段が作成され、ダイアログ・ボックスが現われます。そこには柱、横梁、踏み板、柱 等の情報が入

力できます。階段方向と踏み板と横梁間のジョイントタイプを選択することができます（例：溶接、ボルト、

溶接やボルト締めされる角度）。好みの設定がテーブルに保存されます。 
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直線階段 

元の位置と（階段踏板の）奥行きのエンドを定義する 2点は直線階段を作成します。 

 
図 204：直線階段 

Advance は横梁と横梁にジョイントしている踏板を作成します。 

幅とオフセットはプロパティダイアログ・ボックスで制御されます。 

踏板の数はステップの人間工学的な高さと幅を入手するのに通常使われる式によって作成されます。 

オプションとして、下部/上部の踊り場が作成されます。 

 例：直線階段を作成。 

• 適切なUCS を設定してください。 

• 階段&手すりツールバーで をクリック。 

• （階段踏板の）奥行きの元の位置を定義する最初の点を選択してください。 

• （階段踏板の）奥行きのエンドを定義する 2番目のポイントを選んでください。 

• 中央の階段を整列するよう 1を入力し、Enter を押してください。 

階段が作成され、ダイアログ・ボックスが現れます。踏板と踊り場の情報を入力することができます。 

階段エレメントを編集するダイアログ・ボックスはコンテクストメニューの Advance ジョイントプロパティを

選択することによりアクセス可能です。 

ジョイントオブジェクト 

ジョイントに変更が必要な場合、ジョイントグレーボックスを右クリックし、Advance プロパティを選択して

ください。もう 1つのオプションはオブジェクトをダブルクリックすることです。 

代わりに、ジョイント（例：プレート）の 1 部分を右クリックし、メニューから Advance ジョイントプロパティ

を選択してください。 

ジョイントプロパティの表示、選択、リピート、コピー、転送はジョイントツールバーのサブ-ジョイントユー

ティリティフライアウトにあります。 

 

図 205：Advance サブ－ジョイントユーティリティーフライアウト 
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ボタン 機能 

 「テンプレートによって作成」：選択されたジョイントをコピーします。新しい作成ポイントに

おいて、適切なエレメントが新しいジョイントを作成するのと同様に選択されなくては

なりません。ジョイントは新たに選択された部材に対して前の設定がすべてコピーされ

ます。 

 「表示」：ジョイントで作成された目に見えるオブジェクトをオンにします。「表示」をクリッ

クして、ジョイントエレメントを選択してください。 

 「選択」：ジョイントオブジェクト（グレーボックス）を最初に選択することにより、ジョイン

トのすべてのエレメントを識別します。 

 「リピート規則」：ジョイントに対して前に実行されたことを繰り返します。エレメントは前に

実行されたジョイントと同様に選択されます。 

 「転送プロパティ」：追加スチフナーや同じタイプのほか既存ジョイントに対する変更されたハ

ンチ長さのようなパラメータをコピーします。このコマンドの作業フローはまず変更する各ジョ

イントからエレメントを選択します（ジョイントの数が選択されます）、次にプロパティが転送

されるジョイントを選択します。すべての選択されたジョイントは最後に選択されたジョイント

のプロパティに合うよう最新のものに更新されます。 

 「更新」：自動的な更新が更新タブでスイッチオフされたジョイントが変更された場合、ジョイ

ントオブジェクトは赤く強調されます。「更新」ツールは手作業でジョイントオブジェクトを修

正します。 

 「すべてを削除」：1 つ以上のジョイントオブジェクトを選択したり、や「すべてを削除」をク

リックすると、選択されたジョイントオブジェクトは完全に削除されます。ジョイントオブジェ

クト以外の同時に選択されたオブジェクトは削除されません。 

 

ジョイントライブラリはほとんどの標準タイプを含み、絶えず増えています。即刻で直接的なソリューション

がない特別なケースでは、必要条件に最も近いジョイントを使い、最も良いパラメータを設定し、ジョイント

ロジックを「分解」するようジョイントオブジェクトを削除します。次に、個別コンポーネントの Advance プ

ロパティを調整し、最終的に必要に応じて部分を追加/削除します。 

注意：ジョイントオブジェクトを削除するとき、ジョイントの高度な情報は排除され、個々の部材は設計変更
時に自動的に更新されません。 
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特別なパーツ、特別な形鋼 

特別なパーツ 

Advance モデルと構造 BOM(部材リスト)もしくは他の Advance オブジェクトから作成できない図面で使われ

たパーツは、特別なパーツ（例：ターンバックル）です。 

別の DWG に設計され（AutoCAD®固体として）、Advance 特別なパーツツールで Advance オブジェクトとし

て作成されなければなりません。 

「Advance 特別なパーツ」ツールはリスト＆チェックツールバーにアクセス可能です（Advance Steel ツール

バーの第 4番目のアイコン）。 

 

図 206：Advance リスト＆チェック ツールバー 

 例：鋳鋼キャップを特別なパーツとして作成。 

 

図 207：特別なパーツとして鋳鋼キャップ 

• 別個の DWG を作成し、AutoCAD®固体を使ってパーツを描きます。次にファイルを保存して、閉じま

す。AutoCAD®変数 Insunits がモデルで使われた単位の正しい値に設定されることを確認します。mm

には値を 4に設定してください。 

• 特別なパーツを作成するには、リスト＆チェックツールバーで をクリック。 

• DWGのゼロポイントに対応する作成ポイントを指示します。 

• 最新の UCS により特別なパーツが作成されます。そしてダイアログ・ボックスが現れ、特別なパーツ

の名前、（DWG の名前）、縮尺、材料、構造 BOM(部材リスト)の情報、他プレファレンスすべてをそ

こで設定することができます。 

 

ジョイントとともに、特別なパーツの情報が「バウンディング」ボックスに保存されます。特別なパーツを動

かすには、そのボックスが選択されなければなりません。これは特別なパーツのオブジェクトを選択する上で

自動的にされます。 
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標準ツールバーや特別なパーツの Advance プロパティダイアログボックスにある描写タイプタブにあるツール

を使って特別なパーツのボックスが目に見えるようにされます。 

特別なパーツはどんな縮尺でも作成できます。Advance が同一のパーツをチェックするとき、同じ特別なパー

ツの様々な縮尺は考慮されません。これは特別なパーツが様々な縮尺で同じ位置の数を入手可能なことを意味

します。従ってそれはフルサイズ（1：1）において特別なパーツを描いたり作成するよう推奨します。 

特別なパーツの情報は構造 BOM(部材リスト)にエクスポートされ、図面作成の間に考慮されます。 

デフォルトは特別なパーツが衝突チェックに含められるべきであるかどうかを定義するよう修正することがで

きます。 

特別なパーツはターンバックルのあるブレースのように、ジョイント規則を使って作成されます。 

 

特別なパーツが他の Advance オブジェクトに溶接され、ボルト締めされます。ボルトグリップの長さはデフォ

ルトで設定されていない限り、特別なパーツに対して計算することはできません。 

 

ユーザー形鋼 

非標準のプロフィール横断面はユーザー形鋼と呼ばれます。Advance に設定されていて、Advance プロパティ

と機能の標準形鋼と同じ方法で作動します。 

すべての形鋼は、ユーザー形鋼を含めて、MS-Access テーブル（ライブラリ）に保存されます。 ユーザー形鋼

のテーブル構造は標準的な形鋼の構造とは違います。 ユーザー形鋼は横断面形状の頂点だけを含むのに対して、

標準形鋼テーブルは限界値を含みます。 

ユーザー形鋼は手作業でテーブル（ライブラリ）に入力できません；プロフィール横断面を識別し、形状を

MS-Access テーブル（ライブラリ）に入力するAdvance のユーザー形鋼ツールを使って変換されます。 

 

図 208：ユーザー形鋼 

ユーザー形鋼の定義 

特別なパーツと同様に、「ユーザー形鋼」は 2つのステップで作成されます。 

最初に、形鋼（2Ｄ横断面）は AutoCAD®エレメントで描かれます。それから、2 つのテキストは形鋼名（例：

IPE 200）と形鋼クラス名（例：IPE）で作成されなくてはなりません。 
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2 番目のステップはコマンドと描かれたエレメントの識別による実際の定義です。 情報が証明され（例：輪郭

が重なり合うのは許されません）、データベースに作成されます。形鋼はAdvance で利用可能です。 

正しい転換と情報レイヤは特別な形鋼を描き、分類するときに考慮されなくてはなりません。いくつかのユー

ザー形鋼ツールがこれを簡単にします。 これらのツールはフライアウトでユーザー形鋼ツールバーで利用可能

です。 

 

図 209：Advance のユーザー形鋼ツールバー 

図面の一般的なワークフローとユーザープロフィールの定義は次の通りです： 

• DWG を作って、世界座標システムに基づいたビュー方向を「トップビュー」に設定します。 

• ユーザー形鋼に対し、コンポーネントは対応するレイヤを設定します。これは現在のレイヤを変更フライ

アウトを使ってなされます。 

注意：特別な形鋼定義は独自のアプリケーション（ARX）です。ユーザー形鋼ツールバーの をクリックす
ると自動的に読み込まれます。 

 

図 210：現在のレイヤを変更フライアウト 

• 「形鋼の外郭」：正確で、単純な外郭を作るためには、外郭を選択するか、外郭レイヤ設定を選んでくだ

さい。 エレメントは閉じたポリライン（pline）、円、長方形を使って作成しなければなりません。 

 

図 211：ユーザー断面の外郭－標準/正確な描写 

• 「形鋼の内部輪郭」：（単純で/正確）内部輪郭のレイヤが起動されなければなりません。閉じポリライン

（pline）、円、長方形がエレメントとして許容されています。 

• 形鋼名を置き、形鋼クラスに形鋼を割り当てます。これは特定のレイヤにのテキスト作成を使ってなされ

ます。1 行のテキストのみが認められています。そこには空白があり、形鋼クラスのテキストにはネガテ

ィブサインはありません。 
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図 212：ユーザー形鋼分類とフレーム 

• 定義フレームはその情報とともにプロフィールを含まなければなりません。そして形鋼を作成するのに必

要です。適切なレイヤ上に描かれた長方形だけがこのために認められます。 

• 「座標システム」：Advance オブジェクト表面が UCS を配置するよう選択できます。これらの表面はユ

ーザー形鋼に使われます。形鋼の上部表面における座標システムは自動的に設定されます。特別な形鋼ツ

ールバーの「座標を追加」で、表面は選択により設定できます。シンボルがラインセグメントの中心に作

成されます。 

• 形鋼形状の頂点が作成軸（参照軸あるいはシステムライン）の位置ポイントとして設定できます。形鋼の

位置はこれらのポイントに従って動かすことができます。形鋼を作るとき、標準位置は重心にあります。

参照軸の位置ポイントはユーザー形鋼ツールバーの参照軸の追加フライアウトで設定されます。 

 

図 213：参照軸を追加フライアウト 

• フライアウトから必要とされる位置を選択し、カーソルが十字照準線になるように、画面をクリックして、

次に（オブジェクトスナップを使って！）、あるいはもう 1 つのポイントから外の輪郭の上にそれぞれの

角を選んでください。 シンボルが対応するレイヤ上に自動的に作成されます。 

• 「形鋼を作成」：形鋼が幾何情報から作成され、データベースに保存されます。 「選択された形鋼を作

成」、あるいは「すべての形鋼を作成」（いくつかの特別な形鋼が 1 つの図面で設計されることができま

す）をクリックしてください。 フレームを選ぶことにより、作成すべき形鋼を選択してください。 メッセ

ージが形鋼の作成完了を示すために示されます。 

 

図 214：特別な形鋼－作成 フライアウト 

• ひとたびデータベースが Advance に読み込まれると（リスト＆チェックツールバーの「デフォルトを更

新」アイコン）新たに作成された形鋼が利用可能です。 

• もし変更が既存のユーザー形鋼の形状になくてはならないなら、形状は 2Ｄ図面に変えられるべきで、形

鋼は再作成されるべきです。形鋼名を評価するとき、Advance データベースで既存の項目を置き換えます。 
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 形鋼の位置を設定する図面を保持します。もし移動するならこれらの形鋼を配置するオプションがないから
です。データベースが失われるとき、すべての横断面は描き直されなくてはなりません。 

ユーザー形鋼作成 

ユーザー形鋼を作成後、使用する準備ができています。 2 つのオプションが利用可能です： 

• オブジェクトの作成ツールバーのサブ-断面クラスツールバー（フライアウト）の「他の形鋼」(最後のア

イコン)をクリックしてください。そして希望する特別な形鋼を選択してください。 

 

図 215：特別な形鋼（1）を作成 

• オブジェクトの作成ツールバーの「梁」アイコンをクリックし、最後の作成タイプ形鋼を作成してくださ

い。 

 

図 216：特別な形鋼（2）を作成 

• 「梁」ダイアログボックスが現われます。 形鋼クラスと形鋼でリストからユーザー形鋼を選んでください。 

作業方法 II  

モデルブラウザ 

このツールはモデルの全エレメントのフルコントロールを提供します。各オブジェクトの最新情報を表示する

ために、このツールはアクセスできます。 

モデルブラウザは標準ツールバーでアクセス可能です。 

 

モデルブラウザ 

 

図 217：モデルブラウザ 
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エレメントはメインあるいは単一部分マークによってソートされます。エレメントプロパティは追加の柱を作

るか、あるいは取り除いてモデルブラウザで表示されます： 

• テーブルを右クリックしてください。 

• コンテクストメニューから作成する柱を選択してください。 プロパティのリストが現われます。 

• プロパティをモデルブラウザで表示するよう選んでください。 モデルブラウザは選択されたプロパティを

表示します。 

プロパティがモデル ブラウザ で修正されます。 プロパティを編集がチェックされるとき、モデルブラウザの

選択ラインのプロパティが変更されます。 

モデルビュー 

多くのエレメントをともなう大きなモデルを構築するときアイソメ図では見にくいです。 

モデルビュー機能は特定の境界線の中にあるそれらのエレメントのみを表示するローカルビューエリアを作成

します。よりよい見える化のため、モデルから一部分がカットされます（例：2Ｄビューで単一フレームの作

業）。 

ビュー方向が設定され、ノードは同時に 6つの様々な方向からみることができます。 

Advance 標準ツールバーでサブーモデルビューツールバー（フライアウト）にアクセス可能です。 

 

図 218：Advance モデルビューツールバー 

最初に一つの Window（「モデルビューを定義」アイコン）でプレゼンテーション、あるいは同時に 6 つの

Window（「モデルビューを定義」）でプレゼンテーションを選択してください。 

ボックスとビュー方向を定義するには、様々な方法が有効です（下の例参照）。 

ローカルモデルビューを作成後、モデル全体が再び表示されます（「すべて表示」アイコン）。「1 つのビュ

ーポート」アイコンで、6 つのビューポートが 1 つのビューポートに切り替えられます。 他のアイコンはビュ

ーを上、下、左、右に回転させるツールがあります。 

 例：最初のフレームをモデルビューと定義し、6つのウィンドウでそれを描写します。 

• ツールを選んでください：標準ツールバーのサブ-モデルビューフライアウト により 6 つのウィンドウで

モデルビューを定義してください。 

• ダイアログ・ボックスで、New をクリックし、3 ポイント、表面方法の垂直に交わるビュー方向を選

んでください。 

• グリッドの左のバック終点を元のポイントとして選んでください。 Ｘ方向におけるポイントとしてグ

リッドの左前終点を入力し、Ｙ方向におけるポイントとして柱のシステムラインの終わり点を入力して

ください。 
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• 余白部分には 100 を、ビュー深さに 1000 を入力してください。 名前（例えば、「グリッド 1」）でビ

ューを説明し、Enter を押してください。 

• ダイアログ・ボックスで、 OK をクリックしてください。「グリッド 1」ビューのスイッチを入れ、最

初のフレームだけが表示されます。 

• 「すべて見える、、1つのビューポート」と「Advance ビュー南東」ツールを設定することにより、ア

イソメ図でモデルに戻ります。 

Advance－コピー/回転/反映 

構造処理ワークフローは頻繁に、ポータルフレームの作成をすすめます。モデルのある部分はすべての機能と

ジョイントによって完成されコピーされます。これらの場合、コピー、回転、反映、整列する AutoCAD®コマ

ンドを使います。 

 

図 219：Advance の設計補助ツールバー 

Advance の設計補助ツールバーで、コピー、回転、反映する様々な Advance ツール（チェックツールに加え

て）があります。これらは溶接とボルトで選択されたオブジェクトをコピー、ジョイント、リンクするサポー

トを追加する AutoCAD®コマンドの上位集合があります。ジョイントをコピーするようツールが設計されてい

たとしても、いくつの形鋼や他のオブジェクト（例：穴、トリミング、外郭）に使われます。そしてほとんど

の場合、複数のコピーが可能です。 

コピーするのに選択されたすべてのエレメントは目に見えます。これはまた短縮、コピー等のオブジェクト機

能にとっても当てはまります。 

ジョイントエレメントを含むジョイントエレメントをコピーするとき、情報がコピーされ、カスタマイズ可能

です。もしすべてのエレメントがコピーされないなら、ターゲットコピーには情報がありません。 

 例：単一ジョイントをコピー。 

 

図 220：Advance 階段 
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• コピーされるジョイントは階段横梁と基礎プレートのある手すり柱間のジョイントです。 横梁プロフ

ィールは 2 つのボルトを使って基礎プレートにジョイントしています；手すり柱は短縮され、基礎プ

レートに溶接されます。この基礎の詳細はもう 1 本の手すり柱にコピーされます。すべてのエレメン

トが柱で処理オブジェクトを含み目にみえます（必要であれば、対応するダイアログ・ボックスの描写

タイプタブで設定を変更してください）。 

• 設計補助ツールバーで をクリック。 

• 選択されない場合、コピーするエレメント（基礎プレート、ボルト 2 本、溶接、トリミング）を選択

肢、Enter を押します。 

• コピーする開始/終点を入力してください。柱（「標準」描写で見える）のシステムラインの終わりを

使うことが推奨されます。 

• 次に、コピーベクトルの座標を入力してくださいい。 すべての座標（X、Y、Z）で Enter を押してくだ

さい。 

• コピー先において、最初の状況でオブジェクトに一致するオブジェクトが求められます。最初のエレメ

ントは点線で強調されます。 コピー先において強調されたものと対応するオブジェクトを選択してく

ださい。これは正確にジョイントオブジェクトを割り当てます。 

• 他のあて先ポイントが複数コピーに対して入力されます。ツールは Enter あるいは Esc を押して閉じら

れます。 

 

このAdvance コピーツールで、すべての機能がある完全な詳細がもう 1つの場所にコピーできます。 

コピー、回転、鏡像する次の Advance コマンドが設計補助ツールバーで利用可能です： 

ボタン 機能 

 Advance コピー 

 コピー 

 2Ｄをコピー、回転 

 3Ｄをコピー、回転 

 2Ｄをコピー、反映 

 3Ｄをコピー、反映 

 調整してコピー 

 コピー、長方形配列 

 コピー、環状配列 

 





 

  

 

第５章 ナンバリング 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ ナンバリングツール 

■ ナンバリングの開始 

■ ナンバリングオプション 

■ メインパートの作成 

■ アセンブリパートの作成 
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ナンバリングツール 

Advance のナンバリングツールはモデル全体をとおして、自動的にシングルパートとアセンブリに番号を付け

ます。 ナンバリングの基礎は同じマークを持つ同一の部分を見いだすことです。 

エレメントはジオメトリー、マテリアルプロパティ、コーティング、商品（作業）によって比較されます。プ

ロパティ名とロット/フェースはナンバリングに検討されます。モデル役割は接頭辞を割り当てる接頭辞ツール

によって使われますが、それは直接ナンバリングのためには使われません。 

最初、すべての構造部分はナンバリングされるべきで、シングルパートマークで開始します。 

プログラムは施工で接続される部分のアセンブリマークを決定します。アセンブリの大部分はメイン部分で、

アセンブリマークを入手します。そして他の部分は追加と考慮され、シングルパートマークがあります。 

ナンバリング処理の間に梁そして次にプレートは最初のナンバリングになります。それぞれのケースで、最多

のエレメントがあるグループは最小の数を入手することになります。 

もし何も選択されないなら、モデル全体がナンバリングされます。 Advance オブジェクトが選択されるとき、

これらの項目だけがナンバリングされています。 結果はどちらの場合も AutoCAD®テキスト Window に記録

されます（あるいはデフォルト設定を使ってテキストファイルに記録され、保存できます）。 

すべてのナンバリングツールはAdvance のナンバリング、図面ツールバーで利用可能です。 

 

図２２１：Advance ナンバリング、図面ツールバー 

• 最初のツールバーボタンはシングルパート/アセンブリ間のスイッチです。 

ボタン 機能 

 シングルパートに変換 

 メイン部分に変換 

 

• スイッチ位置を使って、次のナンバリングツールはシングルパートあるいはアセンブリを参照します。シ

ングルパートとアセンブリのナンバリングがともにされなければ(推奨)、シングルパートのナンバリング

が最初にされなければなりません。 

• サブ-ナンバリングフライアウトの他のアイコンがシングルパートとアセンブリマークを割り当て削除し、

その接頭辞を定義するツールです。 

 

図２２２：サブ－ナンバリングフライアウト 
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• ナンバリング、図面ツールバーのサブ-表示 POS フライアウトで様々なツールがナンバリングをチェック

するのに有効です。 

• メインとアセンブリ部分を作成するコマンドはナンバリング、図面ツールバーのサブ-POS チェックフライ

アウト にあります。 

ナンバリングの開始 

• Advance ナンバリング、図面ツールバーのサブ-ナンバリングフライアウトのナンバリングツール を使

ってナンバリング処理を開始します。 

• ダイアログボックスが現われます。 シングルパートとアセンブリパートのナンバリングはワンステップ、

あるいはばらばらに行なうことができます。 シングルパートとアセンブリが一緒ナンバリングされる（推

薦）なら、シングルパートのナンバリングが最初にされなくてはなりません。 

 

図２２３：「ナンバリング」ダイアログボックス 

 例１：シングルパートナンバリング。 

• シングルパートの処理オプションをチェックしてください。 

• デフォルトによると、シングルパートマークは１０００から始まって、そして１ずつ増加します。 

• 利用可能な方法の１つを選択してください。 

• Window側の OK をクリックすることによって、ナンバリング処理を始めてください。 

割り当てられたマークはオブジェクトダイアログボックスの構造 BOM(部材リスト) タブ上にみられます。 

 例２：アセンブリナンバリング。 

• アセンブリの処理オプションをチェックしてください。 

• デフォルトによると、アセンブリマークが１から始まって、そして１ずつ増加します。 
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図２２４：アセンブリナンバリング 

• 利用可能なナンバリング方法の１つを選択してください。「図面番号」のナンバリングには、図面ナン

バリング処理によって自動的に与えられた接頭辞を定義します。 図面作成において、最初の部分は接

頭辞 a001 、それから b001 などを入手できます。 

• OK をクリックすることによって、ナンバリング処理を始めてください。 結果は AutoCAD®テキスト

Windowで表示されます。 

トグルスイッチ設定にかかわらず、「シングルパート」と「アセンブリ」のナンバリングが、ナンバリングダ

イアログボックスのチェックボックスでオンになっていていることに注意してください。これは同じく推薦さ

れる「シングルパート」と「アセンブリ」ナンバリングを行なうのに使用します。 

ナンバリングオプション 

いくつかのナンバリングオプションが柱番号方法リストで利用可能です： 

• アセンブリグループ：ナンバリングはメイン部分のシングルパートマークに自動的にアセンブリマークを

割り当てます。 

• SP No （メイン部分に対して） ＝アセンブリNo.：アセンブリの大部分のシングルパートマークは、個別

シングルパートマークを持つ代わりに、アセンブリマークの値と同じに割り当てられます。 

このオプションでシングルパートナンバリングとアセンブリナンバリングは同時にされなくてはなりませ

ん、そして、他のチェックボックスを外すことによって、Advance がこれを強制します。 

完全にどんなナンバリング情報でも削除する「グループ化されていない同一部分」ツールが使われないな

ら、、、、、ナンバリングがされると、このオプションを変更することはできません   

• SP No （スタンドアローン部分） ＝ アセンブリ No：シングルパートマークを持つ代わりに、スタンドア

ローン部分のシングルパートマークはアセンブリマークと同じ値を割り当てられます。 
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結果チェック 

 例：シングルパートマーク / オブジェクトのアセンブリ番号を示す： 

• それをクリックすることによって、Advance 構造部分を選択してください。 ダイアログ・ボックスを

開いてください。 

• 構造 BOM(部材リスト) タブを選択してください。 シングルパートとアセンブリマークはそれらの接頭

辞と共に示されます。 

 

図２２５：マークと接頭辞 

標準部分のナンバリング 

標準部分は、標準 Advance Steel 機能を使ってテンプレートモデルに作られ、必要な部分マークを割り当てら

れます。 ナンバリング処理の間オブジェクトが同一の部分を検出するために比較されます。 テンプレートで標

準部分と一致する現在のモデルのどんな部分でも同じマークを得られます。 

フォルダ 

．．．...\Graitec\AdvanceSteel\Shared\StandardPartTemplate 

には標準部分のモデルがあります。 

このフォルダの中のテンプレートは「ナンバリング等しい部分検出」ダイアログボックスの標準部分テンプレ

ートタブにリスト化されます。 

• 標準部分で DWG モデルを作ってください。 

• 必要に応じてこの図面の中でナンバリングを行ない、手作業で標準部分マーク（そして接頭辞）を組んでく

ださい。 

• この図面を保存してください： 

 ...\Graitec\AdvanceSteel\Shared\StandardPartTemplate  

• もう１つのモデルでナンバリングをするには、「ナンバリング等しい部分検出 」ダイアログボックスを開

いてください。上記のフォルダからすべての図面が表示される標準部分テンプレートタブを選択してくだ

さい。参照モデルを付加し、シングルパートナンバリングあるいはアセンブリナンバリングのテンプレー

トを使うオプション、シングルパートあるいはアセンブリをチェックするよう新しくクリックしてくださ

い。 
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• いくつかの標準部分 テンプレートは様々な部分マークで、同じオブジェクトを含みます。この場合最も高

いプライオリティを持っているテンプレートの部分マークが使われます。 テンプレートのシーケンスを変

更するため、ツールバー上の矢印ボタンを使ってください。 

部分マークの削除 

このツールは部分マークを削除します。 

• 部分マークが削除されるべきである構造部分を選び、ナンバリング、図面ツールバーのサブ-ナンバリング

フライアウト のツール を使います。 

アセンブリマークを削除するとマークのみが削除されます。メイン部分識別あるいはその接頭辞は削除されま

せん。 

接頭辞の割り当て/変更 

シングルパートとアセンブリマークに別個のテキスト接頭辞が部分マークの前に記入できます。 

• 希望するエレメントを選択し、サブ－ナンバリングフライアウトの ツールを使い、スペースや特別な

文字なしで的確な接頭辞を入力します。 

割り当てられた接頭辞が示され、エレメントダイアログボックスの構造 BOM(部材リスト) タブ上で変更されま

す。接頭辞がダイアログボックスで同じく割り当てられます。 

接頭辞コンフィギュレーション 

シングルパートとアセンブリのナンバリングの自動接頭辞を設定できます。接頭辞はモデル役割に基づいてい

ます。 

• ナンバリング、図面ツールバーで、サブ－ナンバリングのフライアウト をクリック。 

接頭辞コンフィギュレーションダイアログボックスが現われます。 

 

図２２６：接頭辞コンフィギュレーションダイアログボックス 
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さまざまな仕事の様々なプロフィールが設定されます。希望するプロフィールは最新のものとして設定される

べきです。 

 

図２２７：接頭辞コンフィギュレーション－現在のプロフィールを設定 

メインパートの作成 

メインパートの割り当ては手作業で作業されるか、自動的に付加部分を検出するアセンブリのメインパートの

作成を使ったナンバリング作業によりなされます。、アセンブリナンバリングの間に、最も大きい部分は自動

的にメインパートになります。 

• ナンバリング－図面ツールバーのサブ-ＭＰＡＰフライアウト をクリック。 

• メイン部分を作る部分を選んでください。 オブジェクトダイアログボックスは選択された構造 BOM(部材

リスト) タブで現われます。 

• アセンブリマークを入力し、ダイアログボックスを閉じてください、あるいはただダイアログボックスを

閉じて、自動的なナンバリングを行なってください。 

アセンブリパートの作成 

ジョイント部分（施工溶接あるいは施工ボルトによる）をアセンブリパートに割り当てることができます。  

 

図２２８：アセンブリ部分 

• ナンバリング、図面ツールバーのサブ－MP AP フライアウト をクリック。 ジョイント部分の１つを選

択してください、そうすればダイアログボックスが現われます。  

• アセンブリマークを入力し、ダイアログボックスを閉じてください、あるいはただダイアログボックスを

閉じて、自動的なナンバリングを行なってください。 
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青いボックスオブジェクト（アセンブリパート）がジョイントされたパーツの周りに作成されます。これはア

センブリのメインパートになります。 すべての他の部分は自動的に付加されている部分になります。 

例えば、階段は通常メイン部分のように横梁が一つあります。ほかの部分はすべて追加部分なので、同一の横

梁はさまざまなマークを入手します（ナンバリング方法によります）。「アセンブリパートの作成」ツールは

構造 BOM(部材リスト) でメイン部分タイトルになるアセンブリパートボックスを作ります。 青いボックスの中

のすべてのパートは付加されている部分であり、シングルパートマーク（すなわち、横梁が両方とも同じマー

ク）でリスト化されます。 

 

標準ツールバーの ツールを使って、アセンブリ部分オブジェクトを隠すことができます。 



 

  

 

第６章 モデルチェック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ エラーのモデルチェック 

■ モデル内の衝突 

■ ナンバリングの照合\ 
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エラーのモデルチェック 

モデリング処理で、様々なステップにおけるチェックが必要です。衝突チェックが「重複」部材、ジョイント

がない部材、問題のジョイント、一般的な衝突状況を追跡する手助けをすることができます。 

ナンバリングの後に、重複部分マークがあるエレメント、マークがないエレメントなどを修正するために、一

連のエラー点検を実行することが推奨されます。 これらのツール、構造 BOM(部材リスト) でのミスと詳細図面

（関連づけられた経費）が避けられます。 

Advance データベースが同じく保持され、Advance の「評価チェック（データベース）」  と「スチール構

造チェック」  ツールで時折チェックされるべきです。  

チェック用ツールは様々なツールバー、Advance 設計補助とリスト＆チェックツールバーに配置されます。 

 

図２２９：Advance リスト＆チェックツールバー 

リスト＆チェックツールバーには次のチェックツールがあります： 

• モデル内の衝突 

• Advance 評価チェック 

• Advance 評価チェック（データベース） 

• 鉄骨構造チェック 

ツールバーの他のアイコンは Advance のコマンドを含みます： 

• チェック結果を表示 

• チェック結果を再表示 

 

図２３０：設計補助ツールバー 

（画面上に他のツールバーで ON・OFF しない）設計補助ツールバーは「鉄骨構造チェック」や「チェック結

果の再表示」コマンドを除いてチェック用ツールが４つあります。 

実現可能チェックはナンバリングの後に行なわれ、てツールは Advance ナンバリング、図面ツールバーのナン

バリングツールで配置されます。 

 

図２３１：ナンバリング、図面ツールバー：正確性のチェック 

実現可能チェックのコマンドはサブ-表示POSとサブ-POSチェックツールバー（フライアウト）で利用可能です。 
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モデル内の衝突 

このツールはモデル全体あるいは選択部分に対する梁、プレート、ボルトの衝突を調べます。 

プログラムは種々のチェックを実行します。ボルトは上枠とナットの距離作成を含んでチェックされます。そ

して反対方向も可能です。 ボルトパターンはお互いにボルト締めツール間隔でチェックされます。穴と正確な

梁横断面が（ルート半径を含めて）チェックされ、同一の重なり合っているエレメント（それにコピーされた

梁/プレート）と間違って修正されたエレメントが認識されます。 

ツールはデフォルトで設定された衝突の所定最小量で幾何的な誤りを埋め合わせます。ACIS-ソリッドは衝突で

考慮されます。そして少量の衝突は無視されます。 

 

図２３２：Advance リスト＆チェックツールバー 

ツールバーリスト＆チェックで、次ののツールが利用可能です： 

ボタン 機能 

 衝突テスト（サブ－チェックフライアウ

ト） 

 チェック結果の表示 

 チェック結果の再表示 

 

 例：選択エレメントの衝突チェックを実行。 

• チェックするエレメントを選んでください。 

• 「衝突チェック」ツール をクリック。 

 

衝突は継続するインデックス番号でテキストWindowにリスト化されます。 

衝突ソリッドは直接作成されません。なぜなら量が多いからです。結果は「チェック結果の表示」と「チェッ

ク結果の再表示」ツールで表示できます。 

チェック結果の表示 

インデックス番号を入力することによって、「チェック結果の表示」が特定の衝突に対する衝突ソリッドを示

します。インデックス番号は衝突チェックによってテキストWindowでリストされます。 
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•  （リスト＆チェックツールバー）  をクリックすることによって、ツールを始動させます。希望する

オブジェクトのインデックス番号がテキストWindowで求められます： 

オブジェクトのインデックス：  

• AutoCAD®コマンドラインのオブジェクトのインデックス番号を入力してください。 衝突ソリッドは赤で

表されます。 

複雑なモデルで衝突ソリッドは見つけにくいです。 

• Advance スタンダードツールバーの「強調オブジェクトの検索」 コマンドは衝突ソリッドの①を表示

する赤い矢印を作成します。 

• 衝突ソリッドをとオフにし、Advance スタンダードツールバーの「強調されたオブジェクトのクリア」

コマンドで矢印をマークします。 

チェック結果の再表示 

Advance 衝突チェックからの結果リストはテキストWindowで再呼び出しされます。 

 例：衝突チェック結果をリスト化します。オブジェクトは連続するインデックス番号でリスト化されます。 

• リスト＆チェックツールバーで をクリック。 結果はテキストWindowに現われます。 

Advance 評価チェック 

Advance のオブジェクトには、AutoCAD®評価チェックに考慮されない特別なプロパティがあります。 Ad-

vance 評価チェックは Advance オブジェクトに対してオブジェクト(内部チェック)の座標を 1 日 1 回照合しま

す。 

次のチェックツールは Advance リスト＆チェックツールバーのサブ-チェックフライアウトでグループ化され

ます。： 

 

図２３３：ツールバー－リスト＆チェック－フライアウト サブ-チェック 

ボタン 機能 

 衝突テスト 

 Advance 評価チェックを作動 

 Advance 評価チェック（データベース）

 オブジェクトをマーク 

 鉄骨構造チェック 
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• リスト＆チェックツールバーで をクリック。次のメッセージがテキストWindowに現われます： 

Audit extended by Advance 

• 再びアイコンをクリックすると、スイッチオフになります。 テキスト Window で、次のメッセージが現

われます： 

Audit by AutoCAD 

Advance 評価チェック（データベース） 

このコマンドはデータベースをチェックします。例えば、プログラムは梁の同一短縮を認識し、削除できます。

エラーを表示するには、それを固定することなしに評価チェックを実行します。 

• リスト＆チェックツールバーで をクリック。次のメッセージがテキストWindowに現われます： 

Audit extended by Advance 

Repair detected errors? (Yes / No) 

「いいえ」を入力すると、修理されていないエラー結果リストが表示されます。 

正しくないオブジェクトにコマンド - AstM4CommMark オブジェクト  でマークし、Enter を押し、ｈ(ハンド

ル)を入力します。 結果リストからハンドル番号を入力してください。 

鉄骨構造のチェック 

「鉄骨構造のチェック」コマンド（リスト＆チェックツールバー）はパターン内のボルト間の距離に対して特

定の強調でデータベースにおいてオブジェクトの属性値をチェックします。 

をクリック後、次のリクエストがテキストWindowに現われます： 

重大なエラーのあるオブジェクトは削除されるべきですか？ （はい/いいえ） 

「Advance 評価チェック」は「鉄骨構造のチェック」が値をチェックする一方で、データベースのオブジェク

ト属性をチェックします。 

重力の定義 

Advance リスト＆チェックツールバーの「重心と合計重量」ツールは Advance オブジェクトの選択グループ

の重心を計算します。 

• リスト＆チェックツールバーで をクリック。 重心計算に使うようエレメントを選んでください。 

世界座標システムと関連する重力位置の中心と選択構造部分の全体の重量は AutoCAD® テキスト Window で

表示されます。 

AutoCAD®ポイントは重心において自動的に作成されます。 
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デフォルトの更新 

Advance を開始するとき、最新のシステムデフォルトは自動的に読み込まれます。 Advance がアクティブで

ある間に、デフォルト値が変更される場合、Advance が再スタートされるまで、これらの変更は通常有効では

ありません。 

Advance を再起動しないで新しいデフォルトをこのツール は（リスト＆チェックツールバーの最後のアイ

コン）設定します。このツールは再びファイルを読み込み、再起動は必要ではありません。 

ナンバリングの照合 

モデルに番号を付けた後、種々のチェックが実行されます。 これらは Advance ナンバリング、図面ツールバ

ーのサブ-POS 表示とサブ-POS チェックフライアウトで利用可能です。  

シングルパート/アセンブリトグルスイッチがどのようにセットされるかによって、次のツールはシングルパー

ト/アセンブリに変更します。 

 

図２３４：サブ-POS 表示フライアウト 

ボタン 機能 

 同一部分マークでオブジェクトを表示 

 異なる部分マークでオブジェクトを選択 

 アセンブリのメイン部分をマーク 

 弛緩部分をマーク 

 マークなしで部分をマーク 

 

 

図２３５：ナンバリング、図面ツールバー、サブ-Pos チェックフライアウト 

ボタン 機能 

 重複部分マークのチェック 

 オブジェクトを同一の部分マークで識別 

 ２つのオブジェクト間の違い 
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同一のパートマークでオブジェクトを表示 

同じ部分マークがあるすべての項目は、選択されるとき、赤で強調されます。 ２つのオブジェクトが異なって

見える場合、このツールは有効ですが、同じ部分マークを示すことができます。 

• 構造部分を選択し、サブーpos 表示フライアウトの「同一位置番号のオブジェクトを表示」 ツールを

クリック。   

  赤で前に強調されたオブジェクトは未完成です。。 強調を削除するには、スタンダードツールバーで「マ
ークされたオブジェクトのクリア」を使ってください。 

異なるパートマークでオブジェクトを選択 

それぞれのアセンブリあるいはシングルパートマーク（「シングルパート/アセンブリ」スイッチによる）の一

つのオブジェクトが選択され、赤で強調されます。 

 例：処理によるより手作業でされる場合、各部分マークのそれぞれの部分は、図面作成のために選択され
ます。 

• ナンバリング、図面ツールバーで、サブーPOS の表示フライアウト をクリック。 モデルの各部分マー

クのエレメントが選択され、赤く強調されます。 

• 「図面－シングルパート」ツールが呼び出されるなら、位置番号グループの施工図面が作成されます。シ

ステムデフォルトが重複図面の設定を認めて設定する場合、このコマンドなしで、各部分はモデルに対し、

できるだけ多く詳細を表します。 

• 図面「処理」を使って図面作成する場合、このコマンドが必要でないことに注意して下さい。なぜなら処

理は自動的に各部分マークの単一な事例をフィルタするからです。 

アセンブリメインパートのマーキング 

「アセンブリのメインパートをマーク」コマンドはアセンブリのメイン部分を青で、追加部分を赤で強調しま

す必要条件は選択アセンブリが前に識別されたメインパートがあるということです。 

• アセンブリに属する部分を選択し、ナンバリング、図面ツールバーのサブ-POS 表示フライアウトにある

「メインパート構造をマーク」 をクリック。 

メインパートが青で、追加部分が赤で、接続エレメント（ボルトと溶接）は緑で表示されます。 

 

 

 

 



ADVANCE STEEL ユーザーズガイド  
 
 

 160 

弛緩部分のマーキング 

このツールは弛緩部分の完全なモデルを検索します（すなわち、他の部分にジョイントしないでワーク施工を

残す部分）。みつけられたどんなオブジェクトでも赤で強調されます。 

• ナンバリング、図面ツールバーのサブ-POS 表示フライアウトの「弛緩部分をマーク」 ツールを呼び出

した後、検索されたシングルパートの数についてメッセージを表示するウィンドウが現れます。 

• OK をクリックして弛緩部分をマークします。 

マークなしでパートをマーキング 

このツールはパートマーク(例：ナンバリングの後にそれらは作成されるからです)がない構造部分のモデル全

体（シングルパート/アセンブリ設定による）を検索します。 

パートがメインパートのように識別されず、トグルスイッチがアセンブリに設定されている場合、このツール

はマークのないオブジェクトを検索できないことに注意して下さい。ゆえにスイッチが「シングルパート」に

設定されている場合、新しく追加されたオブジェクトは典型的に検出されます。 

• ナンバリング、図面ツールバーで、サブ-POS 表示フライアウト、「番号なしの部分をマーク」 をクリ

ック。 

検索された部分は赤で強調されます。 

重複部分マークのチェック 

このツールはナンバリング、図面ツールバーのサブ-POS チェックのフライアウト で利用可能です。 

同じパートマークグループのすべてのパートが同一かどうかをチェックします。部分が同一でないなら、もう

１つのパートマークを必要とします。 ナンバリング後に変更されたなら、これは本当です。 

• ナンバリング、図面ツールバーで、サブ－POS チェックフライアウト をクリックします。 

エラーが検出された場合、正しくないパートマークでリストがテキストWindowに表示されます。 

同一のパートマークでオブジェクトを識別 

モデルは所定のパートマークオブジェクトを検索します。これらのオブジェクトが同一でないなら、様々な色

で強調されます。 

• 番号、図面ツールバーで、サブ－ POS チェックフライアウト をクリック。 テキスト Window はパー

トマークを求めます。 

• チェックするパートマークを入力し、それは「重複部分番号のチェック」コマンド によって表示され

ます。マークは適切な場合、（大小文字を区別する）接頭辞を含まなければなりません。 

対応する部分はカラーで強調されます。 
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２つのオブジェクト間の違い 

２つの部分が違いとして比較されます。 

• ナンバリング、図面ツールバのサブ－POS チェックフライアウト をクリック。そして２つのオブジェ

クトを選択してください。 

プログラムはWindowで違いを示します。 





 

  

 

第７章  部品リスト/部材リスト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ リストの作成 

■ モデル抜粋の作成 

■ 構造 BOM(部材リスト) の作成 

■ ドキュメント管理 － 構造 BOM(部材
リスト) 
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リストの作成 

グラフィック、グラフィックでないプロパティ、機能、ジョイント、接続をふくめたすべてのモデルオブジェ

クトは Advance によって保存され管理されます。 抜粋はナンバリングされ、保存されたモデルから作られま

す。 Advance のリストテンプレートウィザードは抜粋から構造 BOM(部材リスト)を作成します。作成された

BOM(部材リスト) は保存され、印刷され、さまざまな設定でエクスポートされます。 

モデル抜粋の作成 

現在の Advance モデルは最初にシングルパートとアセンブリマークが与えられる必要があります。DWG モデ

ルは選択された場所に保存されなければなりません。 

モデル情報から抜粋が作成され、BOM(部材リスト)モジュールにエクスポートされます。 

Advance リスト＆チェックツールバーのサブ-BOM(部材リスト)フライアウトの「BOM(部材リスト)抜粋」

をクリックすることにより、このツールを開始します。 

抜粋のモデルオブジェクトを選択されるところWindows が現われます。 

Windowの左部分に、モデルオブジェクトの様々な保存設定が選択できます。 Windowの右側で、モデルオブ

ジェクトの様々な選択現在の設定に対してなされます。 

 

図２３６：構造 BOM(部材リスト) のモデルオブジェクト 

• 選択設定を保存するには、ダイアログボックスツールバーで「New」 をクリック。 

• ダイアログボックスで、リストの初めからモデルオブジェクトを選択してください。 名前を入力して、そ

して次へをクリックしてください。 
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図２３７：新しいモデルオブジェクトの名前を設定 

 

名前は左のフィールドで表示されます。 

 

図２３８：新型オブジェクト 

• 適用 をクリックすることによって、形状が保存されます。 次へをクリックしてください。 

• 選択されたインストール先ファイルダイアログボックスで、ファイルを保存するよう OK をクリックして

ください。 

 

図２３９：インストール先ファイルの選択 

リストの作成がクリックされた場合、情報が保存されます。リストテンプレートのウィザードが情報リス

トを作成し、印刷するよう使われます。 

完全なモデルを抜粋に含めることができます。あるいはアセンブリに基づくオプションが構造レポートを作成

するのに使えます。他のどのような項目もこれらのオプションで必要とされません。 

他の選択オプションは下記を含みます：ロット/フェーズ、部分マーク、モデル役割。 必要とされるロット/フ

ェーズ、部分マーク（例：１-１００）、モデル内のモデル役割（例：柱、垂木 r など）を入力してください。 

 例：柱の構造 BOM(部材リスト)。  

• モデルにナンバリング、保存した後で、Advance リスト＆チェックツールバーのサブ-BOM(部材リス

ト)フライアウト をクリック。 

• モデル役割をチェックし、柱をテキスト入力フィールドに入力してください。 

• ダイアログボックスの下端にある適用と次へをクリックして抜粋を作成します。 
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図２４０：構造 BOM(部材リスト) の選択Window(クリップされる) 

モデルオブジェクトオプションは他の選択オプション（例：梁、プレート、ボルト、溶接、せん断間柱、アセ

ンブリパート、特別な部分）があります。 

適用 と OK をクリック後、モデル情報は所定の基準を使って選択されます。 モデル抜粋が作られ、メインモデ

ルフォルダのサブフォルダに保存されます。 

各モデルチェンジの後に、それは再チェックされ、ナンバリングされ、保存され、その情報を再抽出されます。 

それぞれのモデルに、構造 BOM(部材リスト)作成のいくつかのモデルエッセンスが保存されます。 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

167  

構造 BOM(部材リスト) の作成 

Advance リスト＆チェックツールバーのサブ-BOM(部材リスト)フライアウトの「BOM(部材リスト) 抜粋」

をクリックし、Advance リストテンプレートウィザードを開始します。 

「リスト－テンプレートウィザード」で、フォーマット化と構造 BOM(部材リスト) （レポート）を選択してく

ださい。 

 

図２４１：テンプレートウィザード－利用可能な BOM(部材リスト) テンプレートのリスト 

Advance テンプレートが選択されるか、ユーザーは現存のものから独自のテンプレート開始を定義します。 

• BOM(部材リスト)テンプレートを選択してください。 

• 使用するをクリック。 

• 希望モデル抜粋が選択されるダイアログボックスが現われます。 

 

図２４２：モデル抜粋 

• BOM(部材リスト)作成を終えるには OK をクリックしてください。 

構造 BOM(部材リスト)が Window に現われます。 これはメニューバーの対応するアイコンを使って印刷

され、保存され、PDF （あるいは他の設定）に書き出すことができます。 

  

図２４３：管理ツールと BOM(部材リスト)(クリップされた）のメニューバー 
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作成された BOM(部材リスト) ファイルをエクスポートするには をクリックしてください。 リストか

らエクスポート設定を選択してください。 

 

図２４４：エクスポート設定 

• 作成された BOM(部材リスト) ファイルを保存してください。 ファイル名が新しいWindow で求められま

す。 BOM(部材リスト) ファイルはフォルダのレポートとして保存されます。 

..\[model folder]\[model name]\BOM(部材リスト)\[BOM(部材リスト)filename] 

 

図２４５：レポートWindow：構造 BOM(部材リスト) を保存 

 

図２４６：（クリップされた） GRAITEC フォーマット化された BOM(部材リスト) の例 
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ドキュメント管理 － 構造 BOM(部材リスト)  

モデルからリンクされた構造 BOM(部材リスト)はＮＣ-データと図面詳細としてドキュメントマネージャーに管

理されます。 

 

図２４７：ドキュメント管理－構造 BOM(部材リスト) 、プロパティ 

作成されたドキュメントから選択構造 BOM(部材リスト) に対する BOM(部材リスト) ファイル（例：ファイル

名、状態、タイトル、パス）の情報が プロパティ タブ上に表示されます。モデルでの修正が BOM(部材リスト) 

に影響を与えるなら、図面は最新情報 BOM(部材リスト)に現われます。 

 

図２４８：ドキュメントマネージャー － 構造 BOM(部材リスト)、プレビュー  

構造 BOM(部材リスト) のプレビューがドキュメントマネージャーのプレビュータブ上に表示されます。 

• BOM(部材リスト)は同じくドキュメントマネージャーから直接印刷できます。 

• OK をクリックして、ドキュメントマネージャーを閉じてください。 

ドキュメントマネージャーの詳細は一般的な調整と施工図面の作成章や Advance オンラインヘルプで利用可能

です。 





 

  

 

第８章   一般的な調整と施工図面の作

成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では：  

■ 図面 

■ 一般的な図面調整 

■ 図面管理 

■ ドキュメント管理 

■ ノード詳細 

■ 立面図 

■ シングルパート図面 

■ Error! Reference source not found.
■ Error! Reference source not found.

■ アセンブリ図面 

■ 特別な構造部分 

■ 代わりの図面スタイル 

■ 処理 

■ 分類と計測 

■ 図面クリーンアップ 
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図面 

図面を管理し、作成し、編集するこツールはAdvance ナンバリング、図面ツールバーにあります。 

 

図２４９：Advance ナンバリング、図面ツールバー 

前もって定義された図面スタイルは各インストールとアドインする国ごとにより違います。 

モデル － 図面の原則 

3D モデルを建設するとき、計測され分類された２Ｄの一般的な調整と施工図面は自動的に作成されます。トラ

ック変更にリンクしても、図面はモデルから独立した DWG ファイルに作成されます。 

モデルはどの図面がリンクされたかを把握しており、これらの図面がまだ相互に関係するかどうかをチェック

します。 図面はどんなモデル修正後にでも更新できます。 このリンクは「一方向」で、図面変更はモデルを修

正ません。 

図面は  独自のプロパティで個別 Advance オブジェクトであるいくつかのリンクされた詳細に関連します。 

図面スタイル 

Advance は様々な設計における一般的な調整図面、断面、施工図面の図面スタイルの多様性を提供します。 

図面スタイルは詳細図面の作成に使われる指示グループであり、プリファレンスの分類や計測を含んで表示す

るエレメントの選択を定義します。  

図面スタイルは自動的に図面を作って、正確にユーザー必要条件にレイアウトを修正する選択を提供します。

描写スタイルは類似の方法で AutoCAD® 計測スタイル、ラインスタイルなどに使われます。 

スタイルはＭＳ-Access テーブル（ライブラリ）で種々の設定（例：表示部分、ビュー、寸法、分類、描写 

など）で定義されます。ナンバリング、図面ツールバーで有効な描写スタイルは、Advance の現存する利用可

能な描写スタイルの選択を表します。図面スタイルに含められたルールは変更可能です。 

図面スタイルマネージャーを使ってカスタム図面スタイルを定義することも可能です。 

すべての Advance 図面スタイルについてはAdvance オンラインヘルプで利用可能です。 

モデルや選択オブジェクトの図面スタイルは図面作成の間割り当てられます。図面スタイルの作成や、図面を

作成するときシングルパートとアセンブリ間を識別する Advance プロパティダイアログボックスでスタイルタ

ブを使うあいだ、図面スタイルをオブジェクトに割り当てることを可能にします。 

リンクされた図面（詳細）は自動的に大きさを計測し、分類されます。しかし追加の寸法と分類が Advance の

特別なツールを使って後に加えることができます（この章の図面クリーンアップの断面参照）。 
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注意：図面作成がAdvance のライセンスに依存することに注意を払ってください。 調整図面の HS 詳細ベーシ
スモジュールが必要とされ、施工図面に HS 詳細モジュールが必要です。 

図面管理 

ドキュメントマネージャーは別個の図面（DWG）にリンクされた詳細をプレビューし、管理し、消去するのに

使われます。DWG モデルあるいは DWG 図面の名前が変更された場合、その関係は壊れますが再現できます

（記録される）。 図面はモデルから（リンクしていない）切り離すことができます。 

図面の細部が３Ｄモデルに修正後、更新し、必要とするドキュメントマネージャーが変換します。 図面更新は

ドキュメントマネージャーで管理されます。 

処理 

図面スタイルに追加して、Advance は自動的に図面を作り（適切な図面スタイルを使って）、図面(DWG)内や

いくつかの図面をまたがった詳細にリンクを配置する処理があります。  

図面作成と AutoCAD®オブジェクト 

Advance オブジェクト処理をするよう Advance 図面作成は最適化されます。 標準 AutoCAD®オブジェクト

（例：ライン）は同様に処理されます。 これは２つの方法でなされます： 

• ３Ｄモデルの AutoCAD®エレメントが図面作成に使われます。 Advance オブジェクトと同様にそれらは

自動的に対応する図面ビューに含められます。しかし別にブロックリファレンスを作成します。その利点

はそれらが完全に認識され、標準 AutoCAD®コマンドを使って修正できることです。 これらブロックは細

部更新の間には削除されません。図面を作成するとき、AutoCAD®オブジェクトは図面ツール開始前にこ

れらのオブジェクトを選択することにより、Advance 図面コマンドによって含まれます。この選択ははっ

きりしていて、Advance オブジェクトを選択するのと同様に、完全に特別なコマンドから独立しています。 

実際の例は AutoCAD®ラインを使う円形のグリッドラインのプレゼンテーションにあります。 平面図を作

成するとき、これらのオブジェクトは対応する詳細に表示されています。 

• AutoCAD®オブジェクトはリンク図面でも作成できます。 これは紙の空白にある標準 AutoCAD®図面コマ

ンドを使ってなされます。 Advance 図面オブジェクトの形状は終端、中央、ノードスナップでアクセスし

ます。Advance 図面が更新されるとき、作成されたオブジェクトは削除されません。 

図面作成についての完全な情報はAdvance のオンラインヘルプをご参照ください。 
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図面の作成 

図面作成前に、モデルで確認してください： 

• 衝突が起こらないこと 

• すべての部分が正確にジョイントされていること 

• すべての部分に正しい部分マークがあること 

次のステップで図面を作ってください： 

• 非 Advance のエレメント（例：AutoCAD®ライン、ソリッドなど）あるいは特定のプロパティ（例：アセ

ンブリ）のあるオブジェクトを選択してください。必要に応じて、Advance の検索ツールをオブジェクト

をマーク/選択するよう使ってください。もしくは、標準 AutoCAD®選択方法（例：選択、Window クロ

ッシング など）を使ってください。 

• 適切なツールを開始してください（例：平面図、断面、シングルパート など）。 

• 他のエレメントが必要です。 Enter を押してください。 

「図面タイプ」ダイアログボックスが現われます。 

 

図２５０：「図面タイプ」ダイアログボックス －ジェネラル 

様々なタブは図面内容を指定する項目を備えています。 

• ジェネラルタブはその作成前に縮尺とビュータイトルを指定し、図面内の分類を変更するオプションがあ

ります。 

• 詳細ボックスタブで、ビューの深さが前後に制限されている場合（UCS のＺ方向始点から開始する）、Ｚ

ビューポートの値を入力できます。Ｘ/Ｙビューポートはモデル全体、選択エレメント、局部クリップビュ

ーがリンクされるかを設定します。 高さ（UCS のＹ方向）と幅（UCS のＸ方向）はクリッピングとして設

定できます。 

• 分類/中身タブ上で色々な分類タイプが様々な構造部分に設定されています。例えば、断面分類は名前、長

さ、材料、部分マークを含んで設定されています。 

• 分類/タイプタブ上に、図面スタイル分類を使うオプションが利用可能です。これらは例えばテキストの方

向、配置などを指定します。 
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• 図面エレメントタブはレベルシンボル、溶接シンボル、建物グリッドのスイッチを含みます。これらスイ

ッチはこれらのエレメントを含む図面スタイルでのみ有効です。 例えば、建物グリッドは等尺性ビューで

はスイッチを切ります。 

• 図面タブは隠しラインや短縮図面（クリッピング）を消すスイッチを含みます。これらのスイッチは典型

的な図面を含む図面スタイルでのみ有効です。クリッピングは交差スタイルやメイン/シングルパートの図

面スタイルで使われます。 

プロトタイプファイル 

特定の図面フォーマット、図面フレーム、タイトルブロックに対するテンプレート図面が Advance で有効で、

下記に保存されています。  

.../Programs Files/GRAITEC/AdvanceSteel/Shared/Support/Frames 

様々な紙設定とタイトルブロックの図面フレーム 

/Programs Files/GRAITEC/AdvanceSteel/Shared/Support/Prototypes 

様々な紙設定、タイトルブロック図面フレーム、図面作成の様々な寸法スタイル 

一般的な図面調整 

Advance のナンバリング、図面ツールバーの図面ビューフライアウトはモデル全体のアイソメ図ビューを作成

する図面スタイルを含んでいます。 

リンクビューのビュー方向は現在のUCS（UCS）に依存しており、そのＺ軸の正方向に逆行します。  

スタイルは構造部分の分類タイプによって本質的に異なります。 すべてのスタイルのプレゼンテーションには

隠しラインがありません。 

 

図２５１：サブ－図面ビューフライアウト 

• 「ビュー１」で、構造部分に分類、あるいは隠しラインがないモデルのビューのスタイルが利用可能です。 

• 「ビュー２」で、Advance モデルは「ビュー１」のように紹介されますが、引き出し線でメインパートマ

ークとして分類されます。 

• 「ビュー３」の図面スタイルはプロフィール名のあるモデルのメイン部分を分類します（例：HEA240）。 

• 「ビュー４」のツールはモデルの特定の項目です（例：柱のみを表示）。表示されたオブジェクトはメイ

ンパートマークと引き出し線で分類します。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、USA、インターナショナル版でのみ利
用可能です。 
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 例：縮尺 1:50 でアイソメ図を作成。 

 

図２５２：アイソメ図 

• シングルパートとメインパートがナンバリングされていることを確認してください。 

• 等尺性ビューを作成するため、AutoCAD®スタンダードツールバーの AutoCAD®UCS ツールバー（フ

ライアウト）にある AutoCAD®ビューUCS コマンドで UCS を画面平面に設定してください。 

• Advance ナンバリング、図面ツールバーの図面ビューフライアウトで「ビュー３」ツールを呼び出し

てください。 「図面タイプ」ダイアログボックスが現われます。 

• 縮尺 1:50 をジェネラルタブに入力してください。 「タイトル」エリアでは、ビューのタイトル（すな

わち、フォントタイプ、スタイル、大きさ、カラーなど）が割り当てられ、図面内の分類が変更されま

す。これは図面の下部左角に縮尺で入力されます（上記ビュー３の記述参照）。図面タイプのほかの入

力は他のタブで有効です。 

 

図２５３：ビュー詳細、「図面タイプ」ダイアログボックス 

 

 

 

 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

177  

• OK をクリックしてください。 もう１つのダイアログボックスが現われます。ファイル名と図面番号を

入力します。 図面番号フィールドは自動的に次の図面番号が埋められます。図面プロトタイプファイ

ルがリストから選択されます。 

 

図２５４：図面詳細のインストール先ファイルを選択してください。 

• OK をクリックしてください。図面番号あるいはファイル名が一つでない場合、このボタンはアクティ

ブでありません。 

ツールがそれから開始し、ACIS 固体が選択されます。 

• Enter を押してください。 ビューが作成され、指定DWG ファイルに保存されます。 

図面管理 

図面作成の間、同じファイル名を入力するといくつかの詳細が１枚のシートに置かれます。 これらのビューを

もう１つのDWGファイルに動かすことはモデルへのリンクを保ったまま可能です。 

その代わりに、各詳細ビューは作成の辞典で新しいDWGに指定できます。 

• 図面詳細あるいは作成された図面リストがドキュメントマネージャーを使ってプレビューされます。 図面

を開くには、AutoCAD®メニューの ファイル＞開く を使い、パス名を入力してください。 図面はそれか

ら編集、印刷などされます。 

詳細図面の名前が変更されているか移動された場合、モデルに登録され（あるいは取り消し）ます。ゆえに図

面とモデルの関係は正確に管理できます。 

ドキュメント管理 

ドキュメント管理のツールはサブ-図面管理ツールバー（フライアウト）でアクセス可能です（Advance スタン

ダードツールバーとAdvance ナンバリング、図面ツールバー）。次のツールが利用可能です： 
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図２５５：ナンバリング、図面ツールバー。サブ－図面管理フライアウト。 

• ドキュメントマネージャー 

• モデルに図面を登録 

• モデルから図面をキャンセル 

• 図面スタイルマネージャー 

• 図面処理マネージャー 

• 図面処理一式 

• 必要なビューウィザード 

• 図面レイアウトを定義 

ドキュメントマネージャー － 図面の詳細 

ドキュメントマネージャーはすべての作成図面、部材リスト/構造 BOM(部材リスト)、モデルから作成された

NCデータをリスト化します。ドキュメントはプレビュータブを使って表示されます。 

ドキュメントマネージャーはモデルとリンク図面の間のジョイントを管理し、表示します。ユーザーは改正を

表示し、更新し、追加します。そして図面に旗をつけ、バッチプロットやバッチエクスプロードに追加し、ド

キュメントマネージャーの図面詳細を削除します。 

 

図２５６：ドキュメントマネージャー －詳細 

ドキュメントマネージャーは自動的に図面がモデル修正によって更新が必要かどうかをチェックします。また

は、チェックする図面を選択できます。 図面更新はドキュメントマネージャーから直接実行されます。 それに

対して変更はされないけれど、プレビュータブの図面を表示することも可能です。 

• サブ-図面管理ツールバーの最初のアイコンを使って、ドキュメントマネージャーを呼びだします。 

• 詳細がプロジェクトドキュメント（ドキュメントマネージャの左半分で）でクリックされると、作成ドキ

ュメントは（ドキュメントマネージャーWindowの右半分で）リスト化されます。 現在の図面は最新の状
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態に緑のチェックマークで強調されます。黄色の指はモデル修正によって往診が必要な詳細図面をマーク

します（ドキュメントマネージャーの右側で更新が強制的に行われます）。 

• プロパティとプレビュータブが Window の右側で利用可能です。 プロパティ タブで、名前、タイトル、

状態（最新の、削除された、もしくは更新が必要な）、日付変更、図面スタイル、処理などのようなすべ

ての図面プロパティが表示されます。 

• プレビュータブで、選択図面がプレビューされます。 図面は変更できません。 図面を編集するよう、

AutoCAD® 開く＞ファイル ツールでそれを開いて、パスを入力してください。 

 

図２５７：ドキュメントマネージャー、要更新 

モデル修正により最新でない図面は黄色の指で強調されます。 

状態が自動的にチェックされるよう、図面を選択できます。 

自動状態チェックのオプションが図面プロパティでチェックされないと、チェックの実行をクリックして図面

の状態を確認します。 強制更新ツールが１クリックで選択した詳細を更新します。 図面は３つのカテゴリーで

まとめられます：不明、更新が必要、最新。 

 

図２５８：ドキュメントマネージャー、カテゴリー：最新、不明、更新が必要 

• 削除をクリックすると、選択図面は警告/確認なしで削除されます。 

• 修正は最新の図面や更新が必要な図面に修正を追加します。このマークは図面上にリスト化され、ユーザ

ーは図面履歴をみることができます。 「修正マークの追加」ダイアログボックスが現われます。追加をク

リックします。 バックアップタブ上で、修正コントロールオプションを指定してください：修正マークが
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与えられる前にドキュメントのバックアップを作成してください（更新もしくは相対的なドキュメントに

関連）。 

 

図２５９：「修正マークの追加」ダイアログボックス 

いくつかの詳細図面を修正しなくてはならない場合、詳細すべてのインデックスを指定するか、次に利用

可能なものを使います。 

 

図２６０：「修正マークの追加」ダイアログボックス － 複数の選択 

修正を更新はモデルに適するよう図面を更新し、自動的に修正数や文字を割り当てます。 

• 図面にフラグを付け、それを付けた日付と時間を設定します。 チェックマークボックスが図面の前面に現

れ、日付と時間がそのプロパティに現われます。 

 

図２６１：ドキュメントマネージャー － 作成年月日 

• チェックマークボックスをクリックすると、作成された選択図面が非作成にします。 確認メッセージが現

われます。 

 

図２６２：確認メッセージ 
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バッチエクスプロードはすべての選択図面を実行することができます。図面を選択し、エクスプロードす

るよう追加をクリックしてください。 図面は「バッチエクスプロード」と呼ばれる新しいブランチにコピ

ーされます。 

 

図２６３：ドキュメントマネージャー －バッチエクスプロード 

様々なプロフィールが詳細エクスプロードツールを使って、詳細エクスプロード設定に対して定義できま

す。レイヤ名、色、梁に使うラインタイプ、プレート、ボルト穴 等を設定します。 このユーザー設定は

今後のプロジェクトで再利用するよう保存されます。 

 

図２６４：詳細エクスプロード 

OK をクリックしてドキュメントマネージャーを閉じてください。 

モデルから図面を登録/取り消し 

• サブ-図面管理フライアウトにある「モデルに図面を登録」 と「モデルから図面を取り消し」 ツ

ールはモデルからの登録もしくは取り消しをします（Advance スタンダードツールバーと Advance ナ

ンバリング、図面ツールバー）。  

 例：図面（DWG）の名前変更/もう１つのフォルダへ移動。 

• Windows エクスプローラーで図面の名前変更/移動。 

• モデルで改名された/移動された詳細図面を再登録。 
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図面スタイル管理 

• サブ-図面管理フライアウトの ツールは（Advance ナンバリング、図面ツールバー）カスタム図面スタ

イルを作成するよう図面スタイルマネージャーを呼び出します（図面スタイルマネージャーガイド参照）。 

図面レイアウト 

• サブ-図面管理フライアウトの「図面レイアウトを定義」ツール（Advance ナンバリング、図面ツールバ

ー） は各プロトタイプファイルの設定を定義します。ゆえに、詳細の配置は図面処理を使うときに決定し

ます。 

 

図２６５：図面レイアウト 

この章の処理セクションを参照してください。 

プロジェクト情報の作成/変更 

プロジェクト情報をモデルに設定し、保存できます。プロジェクト情報は図面作成（そして BOM(部材リス

ト)）で自動的にタイトルブロックを１つ埋めるよう使われます。 

 

図２６６：プロジェクト情報 

プロジェクト情報２タブで、建設請負人、設計者、詳述者のような追加情報 と日付が入力されます。 

プリファレンスタブ上で、国は管理ツールにあらかじめ設定された希望する断面サイズ、ボルトタイプ、等を

設定することができます。 
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プロジェクトユニットタブは正確さの項目を含む標準 AutoCAD®ユニットのオプションがあります。 

 

図２６７：プロジェクトユニット 

タイトルブロックの記入 

タイトルブロックは自動的に配置され、リンク図面にプロジェクト情報を埋めます。 

自動的にタイトルブロックを記入するには、属性セットで特殊な名前を持たなくてはなりません。タイトルブ

ロックに対する AutoCAD®の名前は（プロトタイプ図面で）下記でなければいけません： HYPERSTEELPAGE-

HEADER 。 

タイトルブロックの変更 

タイトルブロックを修正するには： 

• AdvanceSteel\Shared\Support\Frames フォルダでファイルを開いてください（例：Advancepagehead -

a3-0.dwg）、そして新しい名前を付けて保存してください。 

 

図２６８： GRAITEC －タイトルブロック 

• 希望するようにタイトルブロックを変えてください。 

• タイトルブロックを作るとき、UK ユーザーは UK のタイトルブロック（例：ＵＫ－TITLE－GA.dwg）で

開始を希望するはずです。 

ノード詳細 

これらのスタイルで、クリッピングがモデルから作成できます（例：フレームのノード）。 
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図２６９：ノード詳細 

ビュー方向は UCS によって決まり、Ｚ正方向に逆行します。詳細クリッピングのサイズは 2 点を使ってコマン

ドの流れるあいだ選択されます。ノード描写はビューの深さの有無にかかわらず作ることができます。 

 直角 

 とオブジェクトスナップ-オフ の設定に注意してください。 

デフォルト縮尺は１：１０で、寸法が自動的に作成されます。クリッピングはスイッチオフにします。 

 

図２７０：サブ-図面ノードフライアウト 

• ノード１の詳細は分類されていません。 

• 代わりに、ノード２がメイン部分/シングルパートマーク、各エレメントの数、引き出し線での分類を含み

ます。 

• ノード３でプロフィールオブジェクト名（例：IPE ２７０、 Bl １０）が同様に含まれます。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、USA、インターナショナル版でのみ利
用可能です。 

立面図 

立面図で、形状クリッピングはモデルから作られます。 ビュー方向は UCS に依存し、Ｚ正方向に逆行します。

ビューは１：２０のデフォルト縮尺で示されます。短縮図面（クリッピング）はＸとＹ方向で起動されます。

描写は２Ｄでデフォルトビューがあります。 ACIS ボリューム固体は同様に選択できます。 

交差図面スタイルの他のタイプが利用可能で、Advance オンラインヘルプで記述されます。 

アンカーボルト計画の図面スタイルに沿って、立面図フライアウトで立面図面スタイルは５つ利用可能です

（すなわち、立面図１-５）。 
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図２７１：サブ-立面図面フライアウト 

• 立面図（立面図１）の最初の図面スタイルは寸法や分類なしに最新の UCS 始点から移動する＋/－ ５００

のビュー深さでクリッピングを描写します。モデル全体と固体が示されます。 

• 立面図２で、Advance エレメントはメイン部分マークで分類されます。 

• 立面図３はプロフィール名とメイン部分マークでメイン部分を分類します（例：断面名 IPE ２７０２）。 

• 立面図４はメイン部分分類と部分マークに追加して、グリッドと梁システムライン寸法を作成します。 

• 立面図５は前面と無制限の背面にクリッピング深さ 5を作成します。 

• アンカー計画は前面と無制限の背面にクリッピング深さ 5 を所持します。メイン部分とボルトに分類され

る間、グリッドとボルトが計測されます。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、USA、インターナショナル版でのみ利
用可能です。 

 

 

チェコ共和国には、サブ-図面交差ツールバーが表示されます。 

 

図２７２：サブ-図面交差フライアウト 

立面図面スタイルの他のタイプが利用可能で、Advance のオンラインヘルプに記述されています。 

シングルパート図面 

図面シングルパートフライアウトはシングルパートの施工を作成する図面スタイルを含みます。 ビュー方向は 

UCS に依存しませんが、選択エレメントの内部座標システムに対応します。 縮尺は１：１０です。 詳細が自動

的に測定され、分類されます。クリッピングはＸ方向にのみ動作します。 
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図２７３：シングルパート－梁前面上部 

シングルパートの図面スタイルはビュー方向によって概して異なります。 次のビュー方向が利用可能です： 

 

図２７４：サブ－図面シングルパートフライアウト 

• シングルパート － 梁正面（チェコ共和国で利用可能） 

• シングルパート － 梁正面、平面 

• シングルパート － 梁正面、平面、下面（チェコ共和国で利用可能） 

• シングルパート － 梁正面、下面 

• シングルパート － ビューの梁選択。エレメントの最大６つのビューでモデルに緑で表示された輪郭をクリ

ックし選択します。 

• 曲がり梁のシングルパート描写図面スタイル 

• プレートのシングルパート描写図面スタイル（チェコ共和国で利用可能） 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、ＵＳＡ、インターナショナルでのみ利
用可能です。 

ＵＳＡには、折りプレートのシングルパート描写の次の図面スタイルが利用可能です： 

ボタン 機能 

 シングルパート－折りプレート 
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小屋梁 

図面小屋梁フライアウトでの図面スタイルは、非垂直メイン部分の施工図面を作成します。 ビュー方向は UCS

に依存しませんが、選択メイン部分の内部座標システムに対応します。 分類され、サイズを測定されたビュー

は１：１０のデフォルト縮尺で表示されます。クリッピングはＸ方向で作動します。 

小屋梁の図面スタイルは割り当てられたビュー方向によって異なります。 

 

図２７５：サブ－図面小屋梁フライアウト 

• 小屋梁－正面 

• 小屋梁－正面、下面（チェコ共和国で利用可能） 

• 小屋梁－正面、平面、下面部（チェコ共和国で利用可能） 

• 小屋梁－正面、下面 

• 「小屋梁－ビューの選択」で図面スタイルで最大６つのビューを選択することができます。モデルの緑で

表示された輪郭をクリックしてください。 

• 「小屋梁－環境のある」図面スタイルで、表示するよう１つ以上のジョイントエレメントをクリックして

ください。メイン部分が前面と上部から表示され、エンドプレートは内側から、追加交差は右から表示さ

れます。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、ＵＳＡ、インターナショナルのみで利
用可能です。 

柱 

柱には図面スタイルで、垂直エレメントにいは施工図面が作成されます。 ビュー方向は UCS に依存しませんが、

選択メイン部分の内部座標システムに対応します。柱は小屋梁と詳細にわたって同様に、しかし 90 度回転さ

れて詳述されます（すなわち垂直）。 

デフォルトの縮尺は１：１０で、自動的に大きさが計測され分類されます。クリッピングはＸ方向でされます。 

柱の図面スタイルは割り当てられたビュー方向によって異なります。 

 

図２７６：サブ-図面柱フライアウト 
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• 柱 － 正面 

• 柱 － 正面、左側面 

• 柱 － 正面、左側面、右側面（チェコ共和国で利用可能） 

• 柱 － 正面、右側面（チェコ共和国で利用可能） 

• 「柱ビューの選択」図面スタイルで、最高６つのビューを選択できます。 モデルにグリーンで表示された

輪郭をクリックしてください。 

• 「柱環境がある」図面スタイルで、表示する 1つ以上のジョイントエレメントを選択します。 メイン部分

は正面と平面から表示され、エンドプレートは内部から、追加交差は右から表示されます。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、ＵＳＡ、インターナショナルでのみ利
用可能です。 
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アセンブリ図面 

これらのスタイルは最新のUCS 方向に依存するアセンブリ施工図面を作ります。 詳述される部分は施工接点と

関係しています。 縮尺は１：１０で、細部は自動的に大きさを計測され、分類されます。 クリッピングはＸ方

向で作動します。 常にメイン部分と垂直に交わる緑の輪郭を選択することにより、所定の場所で交差を作るこ

とができます。 

サブ-図面メイン部分のフライアウトで、３つのスタイルが実行されます。 

 

図２７７：サブ－図面メイン部分フライアウト 

• 「メイン部分－UCS」はメイン部分を表示するので、モデルの図面で方向付けられています（上記例参

照）。 モデルで緑の輪郭で交差を選択できます；ビュー方向は UCS のＺ軸方向に逆行します。 

• 「選択部分での UCS 交差」スタイルは部分マークと引き出し線で分類された最新の UCS で選択された部

分の交差セクションを作成します。 

• 「メイン部分－曲がり梁」スタイルは大きさの計測と、分類で曲がり梁のビューを作成します。図面は最

新のUCS に依存していません。 

• もう１つの図面スタイルがチェコ共和国で利用可能です：「メイン部分－溶接断面UCS シングル」。 

このツールバーはカナダ、ベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、USA、インターナショナルでのみ利用
可能です。 

 

エンドプレートやカバープレートの自動的な内部ビューを得るため、これらはモデル役割カバー、ベース、あ
るいはエンドプレートがあるに違いありません（Advance プロパティ、注釈タブ）。 

特別な構造部分 

次のスタイルがサブ-図面特別構造部分フライアウトで利用可能です： 

 

図２７８：サブ-図面特別構造部分フライアウト 

• 圧縮パイプ 

• 交差ブレース 
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• 管開発 － テンプレート 

• 管開発 － 管のあるテンプレート 

• 手すり（ＵＳＡでは利用不可） 

• 杭手すり（ＵＳＡで利用不可） 

• 側桁（ＵＳＡで利用不可） 

• ZED 棟木  

• スタティックプラン、コンプリート（ＵＳＡとカナダで利用不可） 

• スタティックプラン、クリッピング（ＵＳＡとカナダで利用不可） 

このツールバーはベネルクス、ドイツ、ポーランド、ロシア、インターナショナル版でのみ利用可能です。 

これらのスタイルは特別な表示を必要とするエレメントのためか、いくつかのモデルロールで作動します。 モ

デルロールのプロパティはそのダイアログボックスそれぞれの注釈タブに関するエレメントに作成され、図面

作成の機能のプログラムによって翻訳されます。 

「スタティックプランコンプリート」と「スタティックプランクリッピング」図面スタイルはシステムライン

でモデルオーバービューを作成します。 

フランスの場合、サブ－特別構造部分作成フライアウトは３つ以上の図面スタイルを含んでいます： 

 

図２７９：サブ－特別構造部分作成フライアウト 

• シングルパート － 梁展開 

• シングルパート － 曲がり梁 

• メイン部分 － 曲がり梁 

ＵＳＡの場合、サブ－階段手すり作成フライアウトは階段と手すりの図面スタイルを含んでいます。 

 

図２８０：サブ－図面階段手すりフライアウト 
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特別な構造部分 

ビュー方向は UCS に依存しませんが、選択メイン部分の内部座標システムに対応します。 デフォルト縮尺は

１：１０で、自動的に大きさを計測し、分類が行なわれます。 クリッピングはＸ方向で作動します。 

 

図２８１：直線手すり 

次のモデル役割がモデルで使われる場合のみ、この結果が達成できます（注釈タブ上で）：手すり、親柱、柱、

手すり細片、手すりのそで終わり、管曲がり、基礎プレート。 
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代わりの図面スタイル 

ＵＫとフランスには代わりの図面ツールバーには多くの他一般的な配置図面スタイルがあります。 

すべてのスタイルは最新のUCS に依存し、ビューはＺ軸方向の逆向きです。 スタイル間の相違は様々なオブジ

ェクトのプレゼンテーション、分類、寸法です。そしてモデル内で指定モデルロールによって管理されていま

す。 

フライアウトは様々な配置図面スタイルを含み、下記を含みます： 

• 基礎図 － 詳細は自動的に分類され、クリッピングはスイッチオフされます。 

− サブ-基礎図フライアウト、次のスタイルが有効です： 

 

図２８２：サブ-基礎図フライアウト 

ボタン 機能 

 ブレースレイアウト － すべて 

 ブレースレイアウト － ピックボックス  

 ベースの細部 － ピックボックス  

 ベースの細部 － ボックス 600  － この図面スタイルはＵＫでのみ利

用可能です。 

 
• 平面図にはモデルから平面図に対する図面スタイルがあります。 ビューは１：５０のデフォルト縮尺で表

示され、それらは自動的に大きさが計測され、分類されます。 

 

図２８３：サブ-平面図フライアウト 

平面図フライアウトで２つの平面図スタイルが利用可能です： 

ボタン 機能 

 平面図 － 熱間圧延 ‒  すべて 

 平面図 － 熱間圧延 － ピックボックス ：Ｘ/Ｙビューポートが選択されま

す。 

 

ＵＫには更に２つの図面スタイルが利用可能です： 
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ボタン 機能 

 平面図 － 冷間圧延 － すべて 

 平面図 － 冷間圧延 － ピックボック

ス  

 

• 屋根伏図 － ビューは１：５０のデフォルト縮尺で示され、詳細が自動的に大きさを計測され、分類されま

す。 クリッピングはスイッチを切られます。 

 

図２８４：サブ-屋根図面フライアウト 

次の図面スタイルは屋根図面のフライアウトで利用可能です： 

ボタン 機能 

 屋根伏図 － 熱間圧延 － すべて 

 屋根伏図 － 熱間圧延 － ピックボッ

クス  

 屋根伏図 － 冷間圧延 － すべて 

 屋根伏図 － 冷間圧延 － ピックボッ

クス  

 
• 立面図は立面図の図面スタイルを含んでいます。 ビューは１：５０のデフォルト縮尺で示され、詳細は自

動的に大きさを計測し、分類します。 

 

図２８５：サブ－立面図のフライアウト 

次の図面スタイルは立面図のフライアウトで利用可能です： 

ボタン 機能 

 立面図 － 熱間圧延 － すべて 

 立面図 － 熱間圧延 － ピックボックス  

 立面図 － 熱間圧延 － すべて 

 立面図 － 熱間圧延 － ピックボックス  
 

ＵＫには、あと２つの図面スタイルが利用可能です： 
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ボタン 機能 

 立面図 － 冷間圧延 － すべて 

 立面図 － 冷間圧延 － ピックボックス  

• 断面図にはモデルから断面の図面スタイルがあります。 ビューは自動的に大きさを計測し、分類されます。 

 

図２８６：サブ- 断面図フライアウト 

断面図フライアウトについて３つの断面図面スタイルが利用可能です。 

ボタン 機能 

 断面 － すべて － Ｘ/Ｙビューポート － 自動 

 断面 － ピックボックス ：Ｘ/Ｙ － ビューポートが選択されま

す 

 断面 －選択：選択エレメントのみが詳述されます 

 断面 － ボックス 1000  － この図面スタイルはUKアドインで

のみ利用可能です。 

 

 

• ３Ｄ図面がモデル全体、あるいは選択部分の３Ｄ図面に図面スタイルを含んでいます。 クリッピングはス

イッチオフにされ、デフォルト縮尺は１：５０です。 

 

図２８７：サブ－３Ｄ図面 

次の図面スタイルが利用可能です： 

ボタン 機能 

 ３Ｄビュー － すべて － 分類なし 

 ３Ｄビュー － すべて － 分類あり 

 ３Ｄビュー － 選択  － 分類なし 

 ３Ｄビュー － 選択  － 分類あり 

 ３Ｄ － ビュー － 選択  ＋ ピックボック

ス  － 分類なし 

 ３Ｄ － ビュー － 選択 t  ＋ ピックボッ

クス  － 分類あり 
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処理 

Advance の図面処理は、自動的に図面スタイルとレイアウトを選択部分に割り当て、図面作成を速めます。 

処理は多くの下位処理を含みます：部分の選択、ソート、図面スタイルの選択、シートの配置詳細ルール、新

しいシートに貼り付けるルール。 

デフォルト処理は、フォーマット A0 、A1、A2、A3、A4 に従ってナンバリング、図面ツールバーに位置し、

フライアウトにアクセスできます。 

 

図２８８：ナンバリング、図面ツールバー、処理 

各フォーマットに対して（例：A0）、選択グループの同じシリーズが利用可能です。 フォーマット A0 で表示

された選択グループはフォーマット A1、A2、A3、A4 に対して繰り返されます。 

図面処理 

次のフライアウト/ツールは各図面サイズ設定で利用可能です： 

 

図２８９：処理－フォーマットごとの選択 

• すべてのシングルパート 

• すべてシングルパートプレート 

• すべてのシングルパート梁 

• すべてのメイン部分 

• すべてメイン部分プレート 

• すべてのメイン部分梁 

• 付加部分のあるメイン部分 

• すべてのカメラ 

• 選択シングルパート 

• 選択シングルパートプレート 

• 選択シングルパート梁 

• 選択メイン部分 

• 選択メイン部分プレート 
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• 選択メイン部分梁 

• 付加部分でメイン部分を選択 

• 選択カメラ。 

 

様々な部分マークに対し、重複図面が作成されないよう詳細が作られます。 

処理内で、特定のソートがダイアログボックスに入力できます。 

Advance は完全に自動化された図面作成をサポートする特定の図面スタイルを提供します。これらのスタイル

は、モデル内でタイトルテキストが個数を含むほかのスタイルとは主にこれらのスタイルは異なります。シン

グルパートでは、メイン部分の個数も表示されます。 交差が自動的に作られます。 

図面作成は図面をリスト化、表示、必要に応じて更新、削除するドキュメントマネージャーによって管理され

ます。 

 例：付加部分（A0）のあるモデル内のメイン部分すべての自動的な詳述。 

• モデルをチェック、ナンバリング後、Advance ナンバリング、図面ツールバーの A0 ツールバー（フラ

イアウト）の「付加部分のあるメイン部分」ツールですべてのメイン部分に対し（追加部分も含む）自

動詳述処理を開始します。「処理プロパティ」ダイアログボックスが現われます。 

 

図２９０：処理：「処理プロパティ」ダイアログボックス 

• 処理によって作成された図面の図面番号オプションを設定してください：最初の数と増加値。 

• 選択のほかに、配置情報を入力できます。 選択を選び、OK を押してください。 

 

図２９１：図面処理、分類 
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詳細が作成され、図面に置かれます。 

• すべての梁の詳細図面が自動的に作られます。 ドキュメントマネージャーでは、リンク梁の詳細はリ

ス ト 化 さ れ 同 じ DWG に 付 加 さ れ ま す （ 例 ： ． ． ． 

\Program\GRAITEC\AdvanceSteel\Work\Projectname\details\A0-Detail00001.dwg) 。 図面が完全な

とき、新しい図面A0 の詳細００００２が付加されます。 

• ドキュメントマネージャーのプレビューフィールドで詳細図面がプレビューされます。 

• AutoCAD®のトップのメニューバーでファイル＞開くを使って図面を開きます（例：A0-Details 

00001.dwg）。分離詳細は図面上に一緒にあり、図面を描き、編集できます。 

• DWG を閉じ、モデルに戻ってください。 

 

A0、A1、A2 フォーマットで、それが完全になるまで多くの詳細がそのシートに与えられます。 新しい図面が

スタートします。A3と A4 フォーマットで、詳細が個別シートに対して与えられます。 

詳細は処理によって自動的にシートに与えられます。 処理開始前に、配置方向をシートで変更できます。 これ

はサブ-図面管理フライアウトの「図面レイアウトを定義」ツールを使い、プロトタイプ図面でなされなくては

なりません。 

カメラ 

図面ビューと立面図の作成はかなり改善され、Advance カメラの設計により、更に速くなりました。 

カメラは、位置、角度、ビューの深さを表すオブジェクトで、自動詳細図面作成の各フォーカスが可能です。

カメラのモデルビュー、立面図、オーバービュー設定、ノード詳細を示し、名前をつけ、保存することができ

ます。 

カメラは同じく自動的な詳細作成の処理に使うことができます。 Advance の自動詳細処理の２つはカメラを参

照します： 

• すべてのカメラから詳細図面を作成 

• 選択カメラの詳細図面を作成 

様々なカメラを定義するツールは Advance スタンダードツールバーのサブ-カメラ作成フライアウトでアクセス可

能です。 

 

図２９２：サブ－カメラ作成フライアウト 

• カメラを作成してください（UCS）：このツールで、立面図/ビューは詳細を使ってモデルに設定されます。 

• ノードでカメラを作ってください：ノード詳細においてカメラでは、６つのカメラがジョイントに設定さ

れます。 これらは詳細の６つのビュー方向に対応し、詳述するのに設定されます。 
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カメラの作成（UCS） 

カメラは最新の UCS を使って作られます。 ビュー方向はＺ軸に逆行し、クリッピングの大きさはＸ/Ｙ/Ｚの深

さで詳細ボックスで決定されます。 

• このタイプのカメラを定義するには、対応する UCS を設定することにより、オブジェクト上にビュー方向

を決定してください。 

• 次に、カメラの始点を入力してください。 

• 「カメラ」ダイアログボックスが現われ、カメラタイプ（すなわち、 番号、ノード、概要）を入力できま

す。 カメラ処理が概観とノードを区別できるよう、この情報は重要です。 

  
図２９３：カメラの作成（UCS） 

グリッドは中心にある設定始点に広がります。グリッドの大きさはダイアログボックスの値によって決定

されます。 正と負の Z値は UCS 図面のグリッドの前後クリッピング距離を参照します。 ペンシルトップ

がＺ軸正方向にビューを示します。 

 

図２９４：「カメラ」ダイアログボックス 

ノードでカメラを作成 

ノードカメラツールは Advance のジョイントのため修正され、ノードビューの方向とサイズを決定します。 

ノード詳細表示に対して、様々なビュー方向がある 1 つ以上のカメラがジョイントオブジェクトに作られます。 

ユーザーは様々な色で６つのカメラの間に選択があります。 

注釈：コマンドコースで識別されるように、ジョイントオブジェクト（グレーのボックス）が現れます。 

• １つ以上のノードカメラを定義するには、ジョイントオブジェクトを表示し、次に「ノードでカメラを作

成」ツールを始動させてください。 
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• ６つの様々な色をしたカメラが現われます。標準詳細ボックスサイズでそれらは作られます。 ボックスの

サイズと他プロパティは作成カメラのプロパティダイアログボックスで後に変更できます。 

• 画面上で１つ以上のカメラを選択し、Enter を押してください。 選択カメラは青で表示され、他は消えま

す。 

対応図面処理は作成カメラに対応可能です。 

代替図面処理 

代替「図面」ツールバーには各国に対する多くの追加図面処理があります。 

 例： 

 

処理 ANSI -Ａ 

 

図２９５：サブ-処理 ANSI-Ａのフライアウト 

 

A0 図面 

 

図２９６：サブ-処理 A0 図面のフライアウト 

すべての処理はシートの大きさによって決められ、自動的シートサイズのフライアウトは様々なシングルパー

ト（適応する）とアセンブリ図面を含みます。シートごとの詳細を作成する、もしくは多くの詳細で大きなシ

ートを記入するオプションがあります。処理は対応する国から図面スタイルとプロトタイプを使ってなされま

す。 

分類と計測 

Advance では、３Ｄモデルと関連する図面はお互いにリンクしています。ゆえにモデル情報を使ってリンク図

面に、追加寸法、分類、レベルシンボルを作ることが可能です。 

次のツールはナンバリング、図面ツールバーのサブ-分類＆ 寸法フライアウトで利用可能です。 

 

図２９７：サブ-分類 & 寸法ツールバー（フライアウト） 
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• 溶接シンボル、分類、レベルシンボルを作成 

• 斜面シンボルを作成 

• 寸法点を作成、寸法点を削除 

• 寸法チェーン（フライアウト） 

• 寸法スタイルを変更し、テキストスタイルを変更 

• 保持メニュー 

図面クリーンアップ 

最初に、編集するよう図面を開きます。 これは ファイル＞開く を使い、ファイル名を入力し（例： 

\Program\GRAITEC\AdvanceSteel\Work\Details\Hall1\det1.dwg)、AutoCAD®のメニューバー上でなされます。

ドキュメントマネージャーのプレビューで、変更することはできません。 

次のツールがナンバリング、図面ツールバーの仕上げフライアウトで利用可能です： 

 

図２９８：ツールバー（フライアウト）サブ- 仕上げ 

• 細部を更新 

• すべての細部を再調整 

• 詳細にてすべてのビューを再調整 

• 細部を変更 

• プロトタイプファイルを変更 

• ページヘッダーを更新 

• 修正マーク、修正テーブル 

• ビューの移動 

• ビューを削除 

• ビュー/断面を作成 

• BOM(部材リスト) を作成、 BOM(部材リスト) を更新 

• 細部をエクスプロード 

• 詳細エクスプロード設定 

• 詳細の周りに緑のフレーム表示/非表示の切り替え 

• 保持メニュー 



 

  

 

付録 
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HSBasis  

コマンド 記述 

AstModelBrowser モデルブラウザにアクセス 

AstM4CommProjectData  プロジェクト情報の定義、ユニット、プリファレンス 

AstM5PrefixConfigurationExplorer  形状を前に置く 

AstDocCheck  ドキュメントマネージャーを開始 

AstM4About  ダイアログボックスに Advance Steel を表示 

AstM4BeamContourNotchCircle1Dig  梁処理 － 中心点による円形の輪郭 

AstM4BeamContourNotchCircle2Dig  梁処理 － ２点にる円形の輪郭 

AstM4BeamContourNotchPolygon  梁処理 － 多角形の輪郭 

AstM4BeamContourNotchRect1Dig  梁処理 － 長方形輪郭切断  

AstM4BeamContourNotchRect2Dig  梁処理 － ２点による長方形輪郭 

AstM4Cecs  オブジェクトのUCS  

AstM4ChangeBindingLength  グリップ長さを計算 

AstM4changerep  図面タイプを変更 

AstM4CommAstorToCIS2  ＣＩＳ/２をエクスポート 

AstM4CommAstorToIFC2x  IFC をエクスポート 

AstM5CommAstorToSDNF  SDNF をエクスポート 

AstM8CommAstorToPSS  PSS をエクスポート 

AstM4CommAudit  Advance Steel オブジェクトを含むよう AutoCAD®評価を拡張 

AstM4CommBatchErrorsMark オブジ

ェクト  

チェック果を表示 

AstM4CommBatchErrorsPrint  チェック結果を再表示 

AstM4CommCIS2ToAstor  ＣＩＳ / ２をインポート 

AstM4CommClipCrossSection  梁横断面を作成 

AstM4CommCrBeamBent  曲がり梁を作成 

AstM4CommCrBeamPoly  ポリラインを多梁に変換 

AstM4CommCreateAssemblyMainPart  アセンブリ部分を作成 

AstM4CommCreateConnection   
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コマンド 記述 

- AstM4CommCreateConnection INCL  ジョイント、オブジェクトを追加 

- AstM4CommCreateConnection EXCL  ジョイント、断絶オブジェクト 

AstM4CommCreateMainPart  アセンブリのメイン部分を作成 

AstM4CommCrConicalFoldedPlate  円錐形の折りプレートを作成 

AstM4CommCrTwistedFoldedPlate  ねじれた折りプレートを作成 

AstM4CommCutPlateToPlate  留め継ぎプレート 

AstM4CommDSTVStaticIn   

- AstM4CommDSTVStaticIn NORMAL 固定読み込み 

- AstM4CommDSTVStaticIn INVERT  固定読み込み、WCS 反転 

AstM4CommExplodeCombiProfile  複合断面を分解 

AstM4CommGotoMark  強調オブジェクトにズーム 

AstM4CommGridAxes  ４つの軸のグループを作成 

AstM4CommGridAxesSequences  距離を指定する軸グループを作成 

AstM4CommGridDeleteAxis  グリッドから選択軸を削除 

AstM4CommGridExtend  グリッド軸を延長 

AstM4CommGridInsertSequence  選択軸の後に軸グループを作成 

AstM4CommGridRectangle  建物グリッドを作成 

AstM4CommGridSingleAxis  一つの軸を作成 

AstM4CommGridSingleCircleAxis  一つの軸で円形グリッドを作成 

AstM4CommGridTrimm  境界線オブジェクトの後に建物グリッドをトリム 

AstM4GRTCLiveUpdate  更新をチェック 

AstM4CommHoleAssignData  穴を変更 

AstM4CommHSVersion  バージョンを表示し、番号を構築 

AstM4CommIFC2xToAstor  IFC をインポート 

AstM4CommInsertPlateVertex  多角形プレートに角を追加 

AstM4CommLine2Beam  ラインを梁に変換 

AstM4CommMarkConnMeans  ジョイント手段を表示 

AstM4CommMarkMainPart  アセンブリのメイン部分にマーク 

AstM4CommMark オブジェクト  オブジェクトをマーク 
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コマンド 記述 

AstM4CommMarkSelAdd  マーキングするよう選択オブジェクトを追加 

AstM4CommMarkSelSub  マーキングすることから選択オブジェクトを移動 

AstM4Commモデル Selection  検索フィルター 

AstM4CommMove2Plane  ボルトあるいは穴パターンを移動 

AstM4CommPlatesShrink  多プレートを縮小するか、拡大 

AstM4CommPlate2Pline  プレートをポリラインに変換 

AstM4CommPLine2Plate  ポリラインでプレートを作成 

AstM4CommRemovePlateVertex  多角形のプレート角を除去 

AstM5CommRepPSS2Astor  PSS をインポート 

AstM4CommSaveWithFace プロキシ  エリアでプロキシグラフィックスを保存 

AstM4CommSaveWithLine プロキシ  ラインでプロキシグラフィックスを保存 

AstM4CommSaveWithout プロキシ  プロキシグラフィックスなしで保存 

AstM5CommSDNFToAstor  SDNF をインポート 

AstM4CommSelectAllDsc オブジェクト

s  

Advance Stee;オブジェクトを選択 

AstM4CommSelectMarked オブジェク

ト s  

強調オブジェクトを選択 

AstM4CommSeparateScrews  ボルトグループを分割 

AstM4CommShowLocalCS  座標システムを定義 

AstM4CommShowMarkings  強調オブジェクトの検索 

AstM4CommSpecialPartBlock  Advance Steel の特別な部分 

AstM4CommStandaloneParts  結末部分をマーク 

AstM4CommStartMT  管理ツールを開始 

AstM4CommStructAsJoint  構造エレメントを作成する一般的なコマンド 

AstM4CommStructAsJointVB  構造エレメントを作成する一般的なコマンド 

AstM4CommUnmark オブジェクト s  強調オブジェクトのクリア 

AstM4CommWrite2DXF  DXF として保存 

AstM4ConnectAxes  グリッドと軸をジョイント 

AstM4CrAxis  軸を作成 

AstM4CrBeamByClass  特定の断面クラスのある水平梁を作成するジェネリックコマンド 
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コマンド 記述 

- astm4crbeambyclass 私 圧延 I 断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｕ チャンネル断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｗ 角断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｔ Ｔ断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｏ 円形のくぼみ断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｚ Ｚ断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｆ 平断面のある梁を作成 

- astm4crbeambyclass Ｄ 丸いバーを作成 

- astm4crbeambyclass Ｑ 正方形のバーを作成 

- astm4crbeambyclass Ｈ 正方形のくぼみ断面を作成 

- astm4crbeambyclass Ｃ 冷間圧延断面を作成 

- astm4crbeambyclass Ａ 他の断面を作成 

AstM4CrBeamContourNotch  梁の輪郭処理を作成 

AstM4CrBeamMFC  梁を作成 

AstM4CrBeamMiterCut  ２本梁に対して切断を留め継ぎ 

AstM4CrBeamNotch  梁端で処理 

AstM4CrBeamShort  梁短縮を作成 

AstM4CrBeamShortUCS  UCS で梁短縮を作成 

AstM4CrCompBeam  古い複合断面 

AstM4CrCompoundBeam   

- AstM4CrCompoundBeam 溶 接
edISymmetric default 

溶接梁 I対称的を作成 

- AstM4CrCompoundBeam 溶 接
edIAsymmetric default 

溶接梁 I非対称を作成 

- AstM4CrCompoundBeam 溶接edHollow 
default 

溶接梁くぼみを作成 

- AstM4CrCompoundBeam 溶接edT default 溶接梁Ｔを作成 

- AstM4CrCompoundBeam 溶 接
edColumn default 

溶接梁、柱を作成 

- AstM4CrConByVb TaperedBeam  テーパー溶接梁を作成 

AstM4Create1DigChamfer  １点でフィレットを作成 
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コマンド 記述 

AstM4Create2DigChamfer  ２点でフィレットを作成 

AstM4CreateConcavFillet  凹形の角仕上げを作成 

AstM4CreateConvexFillet  凸の角仕上げを作成 

AstM4CreatePolyPlate  角点を指定し、多角形プレートを作成 

AstM4CreateRect1DigPlate  中心点を指定し、長方形プレートを作成 

AstM4CreateRect2DigPlate  ２点を指定し、長方形プレートを作成 

AstM4CrRaster  建物グリッドを作成 

AstM4CrSequPar  平行軸グループを作成 

AstM4CrStruct3GFrameSymm  ３つの蝶つがいフレーム、対称を作成 

AstM4CrStructMultiFrame  

- AstM4CrStructMultiFrame DEF  

棟木を作成 

AstM4CrStructMultiTowerFrame  

- AstM4CrStructMultiTowerFrame DEF  

パイロンを作成 

AstM4CrStructSingleFrameBracing  

- AstM4CrStructSingleFrameBracing DEF  

単一間隔ブレースを作成 

AstM4CrStructSlopeFrame  

- AstM4CrStructSlopeFrame DEF  

半分のトラスを作成 

AstM4Database  固定書き込み合計 

AstM4FoldedPlateCheckUnwinding  アンフォールディングのチェック 

AstM4FoldedPlateExtend  折りプレートを作成 

AstM4FoldedPlateSetMain  折りプレートのメインオブジェクトを設定 

AstM4HeightKote  レベルシンボルを作成 

AstM4HelpCommand  アクセスヘルプ 

AstM4NecessaryViewsRules  必要なビュー形状 

AstM4PlateContourNotch   

- AstM4PlateContourNotch RECTANGLE プレート処理 UCS  － 中心による長方形輪郭 

- AstM4PlateContourNotch RECTAN-
GLE2DIG  

プレート処理 UCS  － ２点による長方形輪郭 

- AstM4PlateContourNotch CIRCLE  プレート処理 UCS  － 中心による円形の輪郭 

- AstM4PlateContourNotch CIRCLE2DIG  プレート処理 UCS  － ２点による円形の輪郭 
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コマンド 記述 

- AstM4PlateContourNotch POLYGONE  プレート処理 UCS  － 多角形輪郭 

AstM4PlateInnerContour   

- AstM4PlateInnerContour RECTANGLE プレート処理 － 中心による長方形輪郭 

- AstM4PlateInnerContour RECTAN-
GLE2DIG  

プレート処理 － ２点による長方形輪郭 

- AstM4PlateInnerContour CIRCLE  プレート処理 － 中心による円形の輪郭 

- AstM4PlateInnerContour CIRCLE2DIG  プレート処理 － ２点による円形の輪郭 

- AstM4PlateInnerContour POLYGONE  プレート処理 － 多角形の輪郭 

AstM4PSSDirect  Steelfab をエクスポート 

AstM4RemoveHyperSteel  外部 dwg からすべてのAS オブジェクトを削除 

AstM4ReopenDatabase  デフォルトを更新 

AstM4Select オブジェクト ByName  Advance Steel オブジェクトを選択 

AstM4SsetDatabase  固定書き込み選択 

AstM4SwitchReprMode  オブジェクトを隠す、もしくは示す 

AstM4UndoSwitch  元に戻すを無効にする、あるいは可能にする 

AstM4 溶接 Seam  溶接を作成するジェネリックコマンド 

- AstM4 溶接 Seam POINT 溶接点を作成 

- AstM4 溶接 Seam STRAIGHT 溶接ラインを作成 

AstM5BoltsHolesSwitchConnector  せん断間柱に切り替え 

AstM5BoltsHolesSwitchHoles  ボルト/穴/せん断間柱に切り替え 

AstM5CommBoltsHolesAllSides  ボルトあるいは２点に設定された穴の長方形パターンを作成 

AstM5CommBoltsHolesCircle  ボルトあるいは中心点によって設定された穴の円形パターンを作

成 

AstM5CommBoltsHolesLLSides  角点によって設定された長方形パターンを作成 

AstM5CommBoltsHolesRect  中心点により設定された長方形パターンを作成 

AstM5CommCamera  カメラ、 UCS を作成 

AstM5CommCameraNode  ノードでカメラを作成 

AstM5CommEcsAtPickPoint  曲がり梁でのUCS  

AstM5CommEqualPartsOnePartOutOf  様々な部分マークでオブジェクトを選択 

AstM5CommEqualPartsWithoutNum  マークなしで部分を表示 



 ADVANCE STEEL ユーザーズガイド 
 
 

209  

コマンド 記述 

AstM5CommSemanticCheck  専門的な鉄骨構造を調査 

AstM5DetSetArranger  図面レイアウトを定義 

AstM5EqualPartsChangePrefix  接頭辞を割り当てるか、あるいは変更 

AstM5EqualPartsCheck  オブジェクトを重複部分マークと同一視 

AstM5EqualPartsCheckGroups  重複部分マークを調査 

AstM5EqualPartsDelNumber  部分マークを削除 

AstM5EqualPartsDetect  ナンバリング 

AstM5EqualPartsMarkSame  同一部分マークでオブジェクトを表示 

AstM5EqualPartsReset  グループ化していない同一部分 

AstM5EqualPartsShowDiff  ２つのオブジェクト間の相違（pos チェック） 

AstM5EqualPartsSwitchMain  メイン部分ナンバーにスイッチ 

AstM5EqualPartsSwitchSingle  シングルパートナンバリングにスイッチ 

AstM4LoadSTEP  SDDP を書く 

AstM4CrBisectorCS  UCS を二分しているラインに設定 

AstM4CommExplodeToAcis  ACIS にオブジェクトをエクスプロード 

AstM4CommBevel 溶接 ingPreparation  溶接継ぎ目準備、フィレット 

AstM4CommFillet 溶接 ingPreparation  継ぎ目準備を溶接、切断 

AstM4CutPlateAtUcs  UCS でプレートを切断 

AstM4CutPlateAtPlate  他のプレートでプレートを切断 

AstM4CommUserSectionBeam  折り梁を作成 

AstM4CommBillOfMaterial  リストを作成 

AstM4CommStartConcrete  Advance のコン補強用金具を開始 

AstM4UCSZFilter  （スナップ点に対して）２Ｄ/３Ｄ作業にスイッチ 

AstProcessesSuite  図面処理セット 

ASTransform  変換タイプを選択 

ASTransformAndConnect  コピーツールを発展 

HS 詳細  

コマンド 記述 

AstM4DetRegist  モデルに詳細を入力 
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コマンド 記述 

AstM4DetDeregist  モデルから詳細の登録を取り消す 

HS ジョイント  

コマンド 記述 

AstM4CrConByRule  ジョイント作成の一般的なコマンド 

AstM4CrConByRule １ ParamFit  特質的な規則を処理 

AstM4CrConByRule  １ Saw_1  オブジェクトを削除－規則 

AstM4CrConByRule １ SawAngle_Asym  変数を削除 － 規則 

AstM4CrConByVB  ジョイントを作る一般的なコマンド 

AstM4CreateGussetPlate  ガセットプレートを作成 

AstM4TransferCons  テンプレートを使って（インテリジェントなジョイント）を作成 

AstM4TransferParams  転送プロパティ（インテリジェントなジョイント） 

AstM4UpdateConOb   

- AstM4UpdateConOb UPDATE ジョイントを更新 

- AstM4UpdateConOb DELETE ジョイントを削除 

AstM4UserTemplateConn   

- AstM4UserTemplateConn - ｃ テンプレートジョイントを作成 

- AstM4UserTemplateConn - ｉ テンプレートジョイントを輸入してください 

HSExtended  

コマンド 記述 

AstM4CrBeamElemContNotch  エレメント輪郭 － 正確な横断面 

AstM4PlateElementContourNotch  エレメント輪郭によるプレート処理 

AstM4CommMergeBeams  断面を変更 

AstM4CommMergePlates  プレートを変更 

AstM4CommSeparateBeams  梁を分割 

AstM4CommSeparatePlates  ラインでプレートを分割 

AstM4CommSeparatePlate  分割プレートが２点使う 

AstM4CommDeepExplode  ジョイントとすべての副ジョイントをエクスプロード 
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HSCollision  

コマンド 記述 

AstM4Balancepoint  重心と全体の重量計算 

AstM4CheckCollision  選択オブジェクト間の衝突チェック 

HSDetailingBasis  

コマンド 記述 

AstM4CommDetRevisionTable  修正テーブル 

AstM4DetChange  細部変更 

AstM4CommDetAddHorLinearDim  線の水平方向の寸法 

AstM4CommDetAddSlopeLinearDim  線の傾いている寸法 

AstM4CommDetAddVertLinearDim  線の縦の寸法 

AstM4CommDetArrangeDetails  すべての細部を再調整 

AstM4CommDetArrangeViews  詳細にすべてのビューを再調整 

AstM4CommDetUpdateDetail  細部を更新 

AstM4DetManualCut  ビュー/断面を作成 

AstM4CommDetailRevision  修正マーク 

AstM4CommExplodeDetail  設定をエクスプロードと詳述 

AstDetCheck  詳細状態をチェック 

AstM5DetailStylesExplorer  図面スタイルマネージャー 

AstM5DetailStylesManagerNew  新しい図面スタイルマネージャーの開始 

AstM4CommDetAddDim  一般的な寸法 

AstM4CommDetAddDimSlope  斜面シンボルを作成 

AstM4CommDetAddDimAngle  角寸法 

AstM4CommDetAddDimArc  アーク寸法 

AstM4CommDetAddDimRadial  放射状の寸法 

AstM4CommDetByStyle  ３Ｄビュー 

AstM4CommDetailing  細部スタイルを呼び出す一般的コマンド 

AstM4CommDetailingProc  処理を呼び出す一般的コマンド 

AstM4CommDetCrHeightKote  レベルシンボルを作成 

AstM4CommDetCr 溶接 Seam  溶接点シンボルを作成 
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コマンド 記述 

AstM4CommDetAddAnnotation  ユーザー分類 

AstM4CommDetInsertAnno  分類を作成 

AstM4CommDetModDimAdd  寸法現場を作成 

AstM4CommDetModDimRemove  寸法現場を削除 

AstM4CommDetModDimStyle  寸法スタイルを変更 

AstM4CommDetModTextStyle  テキストスタイルを変更 

AstM4CommDetUpdateBOM(部材リス

ト)  

リストを更新 

AstM4CommDetSwitchHighlightState  細部の周りに緑のフレーム表示/非表示の切り替え 

AstM4DetViewDelete  ビューを削除 

AstM4DetViewTransform  ビューの移動 

AstM5DetailProcessExplorer  図面処理マネージャーを開始 

AstM4CommDetAddHorLinearDim  直線横寸法 

AstM4CommDetAddSlopeLinearDim  直線傾斜寸法 

AstM4CommDetAddVertLinearDim  直線縦寸法 

AstM4CommDetInsertBOM(部材リスト)  リストの作成 

HSDetailing  

コマンド 記述 

AstM4CommDetAddDimArc  アーク寸法 

AstM4DetProc  処理 

AstM4CommDetInsertBOM(部材リスト)  リストの作成 

AstM4CommChangePrototype  プロトタイプファイルの変更 

HSIFDSTVBOM(部材リスト)  

コマンド 記述 

AstM4CommPSSOut  PSS を書く 

HSIFDSTVNC  

コマンド 記述 
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コマンド 記述 

AstM4CommPSSOut  PSS を書く 

AstM4CommCreateNCByStyle  HSIFDSTVNC ＮＣ、DXF （プレート）、DXF （すべてのオブジェ

クト） 

AstM4NCSettings  ＮＣ設定 

HSIFPM （HSExtended） 

コマンド 記述 

AstM4CommPSSIn  PSS を読む 

AstM4CommPSSOut  PSS を書く 

AstM4Astor2RepPSS  PSS をエクスポート 

HSSTAAD  

コマンド 記述 

AstM4CommAstorToSTD  ＳＴＤをエクスポート 

AstM4CommSTDToAstor  ＳＴＤをインポート 
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モデル変更, 12 

モデル役割, 103 

ユーザー座標システム(UCS), 71 

レイヤ, 52 

レベルシンボル, 40 
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円形の処理, 83 

円形処理オブジェクト, 82 

円形輪郭, 79 

角接合, 39 

管接合, 39 

基本オブジェクト, 37 

基本プレート, 39 

機能, 37 

規則に基づく処理, 77 

曲がり梁, 59 

形状, 59 

形状プロパティ, 51 

穴, 38 

穴パターン, 90, 92 

建物グリッド, 54 

検索フィルター, 99 

構造 BOM, 12 

構造エレメント, 101 

構造システム, 12, 62 

構造フレーム, 40 

根太, 102 

参照軸, 58 

施工で接合されるオブジェクトの表示, 
96 
施工図面, 11 

軸グループ, 54 

斜め材, 39 

重合梁, 56 

重力軸, 58 

処理オブジェクト, 76 

処理輪郭, 37 
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図面スタイル, 14 

図面フレーム, 175 
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接合エレメントの表示, 97 

接合オブジェクト, 77, 105, 135 

接合オブジェクトの表示, 96 
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選択されたオブジェクト, 101 
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単支間支柱, 102 
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長方形輪郭, 79 
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