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【ご注意】
1. このソフトの著作権は、アドバンスシステム株式会社にあります。

2. このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を弊社に無断で複製および複写

等をすることは、法律で禁止されています。

3.このソフトウェアは、コンピュータ１台につき１セット購入が原則となっております。

付属のUSBドングルを装着しているパソコンで動作可能です。

4. このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用す

ることができます。

5.このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任

を負いかねますのでご了承ください。

6. このソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告無し

に変更することがあります。
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はじめに

ご挨拶

このたびは、『アドバンスカッティングプラン』をお買い上げ頂き、ありがとうござ

います。

従来は、パイプのカッティング寸法を算出する際、図面を広げ、左手に寸法表を右手

で電卓のキーを叩きながら手作業で行ってきました。おまけに長時間を要し、ミスも多

く発生していました。

当システムは図面寸法を入力し、あとはフィッティング名（エルボー、ティー、レ

ジューサー等）を指定するだけで、自動的にカッティング寸法を計算し、同時にカッ

ティングプラン（残材が最少になる管取り表）と工事量（Ｌ－Ｍ，Ｂ－Ｍ，Ｄ－Ｂ）を

集計し、印刷できます。

　また、展開では、０～９０度枝出・ホール、切断・マイタベンド、ダミーサポートの

展開寸法表を印刷することができます。

当カッティングプランは、スクラップ（残材）を少なくする目的で作成されました

が、その他に時間のロスを無くし、計算時間の短縮、ミスの発生防止等に役立つと確信

しております。

また、お気付きの点がありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただければ

幸いです。今後の改良への参考とさせて頂きたいと思います。
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本書の使い方

　本書は、『アドバンスカッティングプラン』（以下、当システム）のユーザーズマニュ

アルです。

　このマニュアルは、当システムを運用する為のあらゆる事項を網羅した手引書となっ

ています。

　カッティングプランと展開に必要な操作を理解する手助けとなるでしょう。

本書の構成

第１章　システムの概要 当システムの目的・機能などの解説です。

第２章　セットアップ 当システムをパソコンにセットアップする方法です。

第３章　基本操作 操作に関する基本的な注意や説明です。

第４章　メニュー画面 メニュー画面の詳細な説明です。

第５章　カッティングプラン カッティングプランの詳細な説明です。

第６章　展開 展開の詳細な説明です。

本書の表記方法

本書は次の表記規則に従って記述されています。

メニュー、コマンド、ダイアログボックスの表記

説        明

メニュー名は「」で囲んで表記します。

コマンド名は、そのコマンドが含まれているメニューの

名前を付けて、「」で囲んで表記します。

ダイアログボックス名はそのダイアログボックスのタイ

トルバーに表示されている名前を「」で囲んで表記しま

す。

ダイアログボックスのコマンドボタン名やツールバーの

ボタン名は、【 】で囲んで表記します。

 表   記

 「ファイル」メニュー

 「ファイル」メニューの

 「開く」

 「ファイルを開く」

 ダイアログボックス

 【OK】 【キャンセル】

説        明

マウスを移動して、操作の対象の上にマウスポインタを

重ねることです。

マウスのボタンを押してすぐに離すことです。

マウスのボタンをすばやく2回クリックすることです。

マウスのボタンを押したままマウスを移動し、目的の位

置でボタンを離すことです。

 表   記

 ポイント

 クリック

 ダブルクリック

 ドラッグ

マウス操作の表記
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説        明

キーは[ ]で囲んで表記します。

プラス記号(+)は、複数のキーを同時に押すことを示します。たとえ

ば[Alt] +[F1]は、[Alt]キーを押しながら[F1]キーを押すことを示し

ます。

キーが読点で区切られているときは、それぞれのキーを順に押すこと

を示します。この例では、[Alt]、[W]、[S]の各キーを順に押すことを示

します。

矢印の[→]、[←]、[↑]、[↓]キーの総称です。

その他の表記

キー操作の表記

表   記

 [Enter]

 [Alt]+[F1]

[Alt]、[W]、[S]

 方向キー

注意（当システムの使用上、注意すべき項目です）

参考（参考事項、あるいは、知っておくと便利な項目です）

マウスの左クリックを示します。
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製品に関するお問い合わせ

当システムについて、疑問や問題が発生したときには、まず本書（ユーザーズマニュ

アル）および、当システムのヘルプをお読みください。それでも解決できない場合は、

下記窓口までお問い合わせください。

■　製品の操作方法などの技術的なお問い合わせ先

〒７４５－０００７　山口県周南市岐南町2-13　STビル１階

アドバンスシステム株式会社

ＴＥＬ　０８３４－２２－５６１１

ＦＡＸ　０８３４－２２－５６１０

e-mail advance@advsys.co.jp

■　受け付け時間

・ 月曜日～金曜日　９：００～１２：００、１３：００～１７：００

　（祝祭日、夏季、年末年始休暇を除きます。）

■　お問い合わせ頂く際のご注意

ご質問の前に、必ず次の点について確認をお願いいたします。

・ 当システムで、操作上の問題が見つかった場合は、他のアプリケーションを一旦

終了して、当システムを単独で実行してください。

・ 特殊な拡張ボード・周辺機器を使用している場合や、ウィルス対策ソフト等の常駐ソ

フトが組み込まれている場合は、それらを停止して試みてください。

・ スクリーンセイバーや電源管理（電源制御でハードディスクの電源を切る等）を使用

している場合は、その機能を停止または解除してから、試みてください。

サポートセンターでは、ご報告頂いた問題を再現する必要があります。そのために、

どのような状況で問題が発生するかを、詳細にご報告いただかなければなりません。問

題を再現させるための、最低限必要な条件を確認してください。

計算の数値が違うというような場合には、入力データと印刷結果をFAXやメール等で

送付頂く方が、問題解決の時間の短縮になります。

また、可能であれば、他のパソコンにおける実行結果もご報告ください。

サポートの終了したWindowsOS、デバイスドライバや常駐プログラムが数多く組み込

まれていたり、自作プログラム、特殊なデバイスドライバなどが組み込まれている場合

は、サポートセンターでは対応できませんので、あらかじめご了承ください。
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第１章 システムの概要

１． 目的

当システムは、配管工事業の作業の効率化を図るためのシステムです。

カッティングプランは図面寸法を入力し、フィッティング名（エルボー、ティー、レ

ジューサー等）を指定するだけで、面間寸法や仕上代を考慮した、定尺パイプのカッ

ティングプラン（残材が最も少なくなるような管取り表）を作成します。

展開は枝管外径・肉厚・母管外径等を入力することによってパイプの展開寸法表を作

成するシステムです。またＡ３用紙サイズまでの展開図の印刷も可能です。

２． 適応業種

配管工事業でご使用いただけます。

３． 機能と特徴

カッティングプラン

・ 定尺パイプのカッティングプランを作成します。

・ 残材を利用したカッティングプランの作成も可能です。

・ 工事量（Ｌ－Ｍ，Ｂ－Ｍ，Ｄ－Ｂ）も同時算出します。

・ カッティングプランはＪＩＳ規格の金属パイプに対応しています。

・ エルボ・ティー・レジューサー等の継ぎ手寸法のデータが登録されています。

展開

・ ０～９０度枝出・ホール・切断・マイタベンド・ダミーサポートの展開寸法表を作成

します。

・ 有効桁数（整数５桁、小数点以下３桁まで選択可（四捨五入））

・ Ａ３用紙サイズまでなら実寸の展開図が印刷できます。

４． 動作環境

Windows10が動作するコンピュータ。

インテルおよびAMD。

8GB以上。

解像度1024× 768以上表示できるもの。

100ＭＢ以上の空き領域必要。

Ａ３用紙の印刷できるWindowsに対応したプリンタ。

必須。Windows10で使用可能なもの。

必須。USBドングル用。

本体

ＣＰＵ

メモリ

ディスプレイ

ハードディスク

プリンタ

マウス

ＵＳＢポート
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第２章 セットアップ

１． インストール

他に実行中のプログラムがありましたら、終了させてください。

(1)　Windowsを起動し、『アドバンスカッティングプラン』のプログラムCDをセットし

　ます。

(2)　CDの中の「Menu.exe」をダブルクリックします。

(3)　次の画面が表示されます。

(4)　「セットアップ開始」をクリックします。
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(6)　デスクトップに次のショートカットが作成されます。

以下、画面の指示に従って処理を進めます。

(5)　セットアップが完了したら、「完了」をクリックします。

① ②

③ ④
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２．アンインストール

当システムのアンインストール(削除)は次の手順で行います。

（1）「スタート」ボタンをクリックして、歯車アイコンの「設定」をクリックします。

(2)　「Windowsの設定」画面が表示されます

(3)　「アプリ」をクリックすると「アプリと機能」の画面が表示されます。
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（5)　下の画面が表示されたら、「アンインストール」をクリックします。

(6)　しばらくしても画面に変化が無い場合、画面の下のタスクバーに赤枠で囲んだアイ

コンが表示されていればそれをクリックします。

(7)　「はい」をクリックすると、アンインストールを開始します。

(8)　「アプリと機能」のウィンドウを閉じます。

３．プログラムの更新

　当システムの機能追加や改良のため、プログラムの更新を行うときは、次の手順で行

います。弊社より指示があったときだけ行ってください。

（1）プログラムをアンインストールします。

　　前記「２．アンインストール」を参照してください。

（2）新しいプログラムをセットアップ（インストール）します。

　　前記「1.インストール」を参照してください。

(4)　下方へスクロールして、「アドバンスカッティングプラン」が表示されたら、「アド

バンスカッティングプラン」をクリックし、「アンインストール」をクリックします。
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第３章 基本操作

１．操作上の注意

　当システムの動作中は、コンピュータの電源を切らないでください。むやみに「プロ

グラムの強制終了」もしないでください。

　ただし、キーボードやマウスの操作が不能になり、やむを得ず「プログラムの強制終

了」をする場合を除きます。

　プログラムの強制終了の方法は、[Ctrl]+[Alt]+[Delete]でタスクマネージャーの画面

が表示されます。「アドバンスカッティングプラン」を選択し、「タスクの終了」をク

リックします。

　当システムはスタンドアロンです。マルチユーザー対応ではありません。

　ネットワーク環境でデータを共有する運用は、動作の保証は一切ありませんのでご注

意ください。
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２．アドバンスカッティングプランの起動と終了

(1)　USBドングルをパソコンに装着します。

（2）　アドバンスカッティングプランの起動

　　デスクトップの　　　　をダブルクリックします。

(3)　「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。「はい」をクリックします。

(4)　アドバンスカッティングプランが表示されます。

(5)　USBドングルを装着していない場合、次の画面が表示されます。

「OK」をクリックします。

(6)　USBドングルを装着しないで起動した画面は次の画面が表示されます。
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（8）アドバンスカッティングプランの終了

　　【閉じる】をクリックします。

　　アドバンスカッティングプランが終了します。

(7)　USBドングルを装着後、メニュー「ファイル｜社名更新(S)」をクリックします。

　　社名が表示され、カッティングプランと展開ボタンが有効になります。
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第４章 メニュー画面

１．メニュー画面の概要

　当システムを起動すると、次の「メニュー」画面が表示されます。

「ファイル」メニューが表示されます。

「ヘルプ」メニューが表示されます。

カッティングプランを起動します。

展開を起動します。

当システムを終了します。

２．メニュー構成

　カッティングプランは次のメニューから構成されています。

ヘルプメニュー

ファイルメニュー

カッティングプランを起動します。

展開を起動します。

データの保存

データの復元

社名更新

当システムを終了します。

ヘルプを表示します。

バージョン情報を表示します。
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基本項目入力

画面

メイン

画面

残材入力

画面

物件一覧

画面
キー設定

画面

Fitting登録

画面

⑧ステータスバー

①メニューバー

②工事名

③パイプ情報

④ Fitting一覧

⑤パイプ一覧

⑥ボタン一覧

⑦ファンクションボタン

　

第５章 カッティングプラン

１．画面一覧

　　カッティングプランは以下の画面によって構成されています。

２．メイン画面の概要

　「メニュー画面」からカッティングプランを起動すると、次のような画面が表示されま

す。図の番号に沿って説明します。
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①カッティングプランメニュー構成

　メニューバーの「ファイル」をクリックすると次のメニューが表示されます。

　メニューバーの「実行」をクリックすると次のメニューが表示されます。

　メニューバーの「編集」をクリックすると次のメニューが表示されます。

　メニューバーの「オプション」をクリックすると次のメニューが表示されます。

　メニューバーの「ヘルプ」をクリックすると次のメニューが表示されます。

「基本項目入力」画面を表示します。

新しいカッティングプランを作成するときに選択します。

「物件一覧」画面を表示します。

以前作成したカッティングプランを呼び出すときに選択

します。

USBドングルを装着した時に選択します。

カッティングプランを終了するときに選択します。

「基本項目入力」画面を表示します。

オーダー等を変更するときに選択します。

「残材入力」画面を表示します。

残材を使用するときに選択します。

「キー設定」画面を表示します。

Ｆ1～Ｆ１０キーを変更するときに選択します。

「面間マスタ」画面を表示します。

Fitting登録を変更するときに選択します。

カッティングプランの積算・印刷をします。

カッティングプランを印刷するときに選択します。

ヘルプを表示するときに選択します。
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④ Fitting一覧

入力した Fitting の面間を表示します。

現在計算しているパイプの Fitting と面間を表示します。

②工事名

下図のように、「基本項目入力」画面で入力した「工事名」が表示されます。

③パイプ情報

「基本項目入力」画面で入力した、サイズ・材質・定尺

が表示されます。

管符号を入力します。

開先を入力します。

図面寸法を入力します。

継手の種類「基本、Sch80、Sch160」を選択します。

Fitting（継ぎ手）を入力します。

図面寸法と Fitting から計算した切断寸法を

「パイプ一覧」に追加します。

図面寸法と Fitting から計算された

切断寸法を表示します。

選択している Fitting を削除します。
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⑤パイプ一覧

「基本項目入力」画面を表示します。

新しいカッティングプランを作成するときに選択します。

「物件一覧」画面を表示します。

以前作成したカッティングプランを呼び出すときに選択します。

「基本項目入力」画面を表示します。

オーダー等を変更するときに選択します。

カッティングプランの作成・印刷をします。

図面寸法をすべて入力し終えた後に選択します。

「残材入力」画面を表示します。

残材を使用するときに選択します。

カッティングプランを終了するときに選択します。

入力したパイプの一覧を表示します。

選択したパイプを削除します。

選択したパイプが「パイプ情報」に表

示され管符号等が修正できます。

選択したパイプをコピーします。

⑥ボタン一覧

⑦ファンクションボタン

「キー設定」画面で設定した内容を表示します。

ボタンをクリックするか、[F1]～[F10]を押すことによって、ボタンに表示され

ている項目を入力することができます。

Fitting入力の場合は、[Shift]を押すことによりボタンの表示を切り替えるこ

とができます。

⑧ステータス バー

現在カーソルがある項目のヒントを表示します。
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入力した項目を登録します。

３．「基本項目入力」画面の概要

　メイン画面で、メニューバーの「ファイル」の「新規作成」又は「編集」の「基本修

正」を選択すると、「基本項目入力」画面を表示します。

　（【新規作成】又は【基本修正】ボタンでも表示します）

日付を入力します。

オーダーを入力します。

工事名を入力します。

サイズを入力します。

材質を入力します。

定尺寸法を入力します。

仕上代を入力します。

「基本項目入力」画面を終了します。

４．「物件一覧」画面

メイン画面で、メニューバーの「ファイル」の「開く」を選択する又は【開く】ボタン

をクリックすると、「物件一覧」画面を表示します。

「基本項目入力」画面を表示します。

選択している物件データを開きます。

選択している物件データを削除します。

「物件一覧」画面を終了します。
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５．「残材入力」画面の概要

メイン画面で、メニューバーの「編集」の「残材入力」を選択する又は【残材入力】ボ

タンをクリックすると、「残材入力」画面を表示します。

入力した残材は、現在作成されているカッティングプランでのみ有効となり

ます。

現在作成中のカッティングプランで使用可能な残材のみを入力して下さい。

残材を追加する場合は「追加」を、

寸法修正をする場合は「修正」を、

削除する場合は「削除」を選択します。

修正又は削除する残材の No を入力します。

（No は「追加」の場合は表示されません。）

残材を追加又は修正する寸法を入力します。

（「削除」の場合は表示されません。）

「残材登録」画面を終了します。
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６．フィッティングの概要

当システムにおけるフィッティング名の入力規則を説明します。

（1）サイズの略記号（1/2B～２０Ｂ）

1/2Ｂ →　．５ 3/4Ｂ　→ ．７５ １Ｂ　→　１

1 1/4Ｂ →　１．２５ 1 1/2　→ １．５ ２Ｂ　→　２

ＥＬＢＯＷ　　　　　　　　　　→Ｅ

４５°ＥＬＢＯＷ　　　　　　　→４５Ｅ

ショートＥＬＢＯＷ　　　　　　→ＳＥ

ＴＥＥ　　　　　　　　　　　　→Ｔ

ＲＥＤＵＣＥＲ　　　　　　　　→Ｒ

ＰＩＰＥ　　　　　　　　　　　→Ｐ

Ｓｃｈ４０に対するＳＯフランジ→Ｆ４

１０Ｋラップジョイント　　　　→Ｌ

１５０＃ラップジョイント　　　→ＬＬ

ＢＯＳＳ　　　　　　　　　　　→Ｂ

カップリング　　　　　　　　　→Ｃ

キャップ　　　　　　　　　　　→ＣＡ

ＳＧＰに対するＳＯフランジ　　→ＦＧ

        １Ｂ以下はすべてＳＷタイプを示し1 1/4Ｂ以上はＢＷタイプを示します。

（2）フィッティングの略記号

1/2Ｂ　　 ＳＷ　ＥＬＢＯＷ　→．５Ｅ

１Ｂ　　　 ＳＷ　ＥＬＢＯＷ　 →１Ｅ

１ 1/2Ｂ　 ＢＷ　ＥＬＢＯＷ　→１．５Ｅ

１０Ｂ　　 ＢＷ　ＥＬＢＯＷ　 →１０Ｅ

１Ｂ　　　 ＢＯＳＳ　　　　　 →１Ｂ

１０Ｂ　　 パイプの半径　　　 →１０Ｐ

（3）特殊フィッティングの略記号

１Ｂ以下のＢＷ　ＥＬＢＯＷ　　　　　　　　　　　 →ＥＢ

１Ｂ以下のＢＷ　ＴＥＥ　　　　　　　　　　　　　 →ＴＢ

１Ｂ以下のＢＷ　ＲＥＤＵＣＥＲ　　　　　　　　　 →ＲＢ

１ 1/2Ｂ以下の　Ｓｃｈ１６０　ＳＷ　ＥＬＢＯＷ　 →ＥＥ

１ 1/2ＢのＳＷ　ＥＬＢＯＷ　　　　　　　　　　　 →１．５ＥＳ

４０１０　（定尺）　　　　　　　　　　　　　　　 →４

５５２０　（定尺）　　　　　　　　　　　　　　　 →５．５

１１０４０（定尺）　　　　　　　　　　　　　　　 →１１

入力方法

（4）サイズ略記号＋フィッティング略記号の順で入力します。
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10× 8 TEE

１２×１２ ＢＷ ＴＥＥ → １２Ｔ

２×１ ＢＷ ＴＥＥ → ２１Ｔ

（注意）１２Ｔとすれば、１２×１２ＴＥＥとなります。

1/2 ＳＷ ＴＥＥ → ．５Ｔ

1 1/2× 1 1/2 ＢＷ ＴＥＥ → １．５Ｔ

１× 1/2 ＳＷ ＴＥＥ → １Ｔ

（１．５Ｔではないことに注意）

１０×８ ＲＥＤＵＣＥＲ → １０８Ｒ

１× 1/2 ＢＷ ＲＥＤＵＣＥＲ → １．５ＲＢ

(5）ＴＥＥ，ＲＥＤＵＣＥＲの入力規則

　　母サイズ＋枝サイズの順で指定します。

（6）異型ＴＥＥ表示の説明

　・上図の様に、2Ｂ以上のＢＷフィッティングにおいて図1、2を比べた場合、Ｃ寸法

　　は等しいが、枝寸法は異なります。

　・10× 8ＴＥＥであれば図3のようになります。

　・また１ 1/2Ｂ以下のフィッティングでは逆に、異型ＴＥＥであっても面間は同じで

　　ある為、例えば1× 1/2ＴＥＥであっても1Ｔと入力します。

（7）Fitting入力時のファンクションボタンの説明

　　Fitting入力時は[Shift]を押すことによってファンクションボタンの表示を切　　

　　り替えることができます。

図１ 図２ 図３

[Shift]を押すと次のように表示が変わります。
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７．カッティングプランの例題

　　図4の配管図を元にして実際にカッティングプランを作成します。

（1）カッティングプランを起動します。

「メニュー」画面を表示します。

【カッティングプラン】ボタンをクリックします。

図４
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（2）「メイン」画面が表示されます。

　　【新規作成】ボタンをクリックします。

（3）「基本項目入力」画面が表示されます。

　　日付、オーダー工事名等を入力して、【登録】ボタンをクリックします。

日付が自動的に入力されます。

オーダーに“10001”

工事名に“テスト”

サイズに“10”と入力します。

[F1] を押します。「SGP」が入力されます。

又は直接入力することもできます。

定尺寸法に“5500”

仕上代に“5”と入力します。

「メイン」画面に戻ります。
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（4）パイプ情報の入力をします。

１Ａのパイプを入力します。

図のように切断寸法が計算されます。

【追加】ボタンをクリックします。

“1A”と入力します。

“両”と入力します。

“1000”と入力します。

Fitting は“10E”と入力し [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10E”が追加されます。

続けて“10E”と入力し [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10E”が追加されます。

同じFittingを入力する場合は、 [Enter]を押すだけで前に入力したFittingが

入力されます。

同様にして図4の配管図を入力していきます。



-28-

１Ｂのパイプを入力します。

Fitting は“10E”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10E”が追加されます。

続けて“10T”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10T”が追加されます。

切断寸法は“503”になります。

【追加】ボタンをクリックします。

１Ｃのパイプを入力します。

Fitting は“10T”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10T”が追加されます。

続けて“10FG”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10FG”が追加されます。

【追加】ボタンをクリックします。

切断寸法は“575”になります。
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２Ａのパイプを入力します。

Fitting は“10FG”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10FG”が追加されます。

続けて“10FG”と入力し  [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“10FG”が追加されます。

切断寸法は“882”になります。

　　上図のように入力します。
【追加】ボタンをクリックします。

（5）カッティングプランの作成と印刷をします。

【積算・印刷】ボタンをクリックします。
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図 5のようなカッティングプランが印刷されます。

（6）８Ｂのパイプのカッティングプランを作成します。

【新規】ボタンをクリックします。

（7）「基本項目入力」画面が表示されます。

　  日付、オーダー、工事名等を入力して、【登録】ボタンをクリックします。

日付が自動的に入力されます。

オーダーに“10001”

工事名に“テスト”

サイズに“8”と入力します。

[F1]を押すと”SGP”が入力されます。

又は直接入力することもできます。

図 5

定尺寸法に“5500”

仕上代に“5”と入力します。
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１Ｄのパイプを入力します。

Fitting は“108T”と入力し [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“108T”が追加されます。

続けて“86R”と入力し [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“86R”が追加されます。

続けて“6E”と入力し [Enter]を押します。

「Fitting 一覧」に“6E”が追加されます

切断寸法は“614”になります。

【追加】ボタンをクリックします。

【積算・印刷】ボタンをクリックします。
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　　図 6のようなカッティングプランが印刷されます。

図6

（8）マーキンの方法

（9）工事量説明

　　ＬＭ… 実長です。

　　ＢＭ… 呼び径（Ｂ）とその長さ（Ｍ）を掛けたインチメーター[ｉｎ・ｍ]の集計値です。

　　ＤＢ… 管の種類、呼び径別に呼び径（Ｂ）とその溶接個数を乗じたインチダイヤ

[ｉｎ・径]の集計値です。

図7

　マーキンするには、８８２，５７５，５０３，２３８に仕上代を加えながらマーキンする

必要はありません。

　スケールを一気に伸ばし、図5（30ページ印刷図）の８８７，１４６７，１９７５，

２２１８を図７の様にマーキンする事により、それぞれをマーキンしたことになります。

この方がより早く正確にマーキンできます。
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８．前回作成したカッティングプランを開く

　前回作成したカッティングプランを開くには、【開く】ボタンをクリックします。

前回カッティングプランを作成した物件を選択

（マウスでクリックするか、[↑][↓]で選択）後、

【開く】ボタンをクリックします。

「物件一覧」画面が表示されます。

前回作成したカッティングプランが表示されます。
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９．登録したパイプを修正する

　パイプの変更方法を説明します。

　変更したいパイプを選択し【修正】ボタンをクリックします。

マウスでクリックするか、[↑][↓]

でパイプを選択できます。

パイプ情報に選択したパイプが表示されます。

今回は、管符号を“1B”から“2B”開先を“両”から“両ネジ”に変更します。

管符号等を変更して【修正】ボタンをクリックします。

パイプ一覧の内容が変更されます。

図面寸法を変更する場合は、図面寸法を入力しFitting を入力することによって再計

算できます。
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１０．パイプをコピーする

　パイプのコピー方法を説明します。

　コピーしたいパイプを選択し【コピー】ボタンをクリックします。

下図のようなウィンドウが表示されます。

今回はコピーする本数を“２”と入力し【ＯＫ】ボタンをクリックします。

パイプがコピーされています。

マウスでクリックするか、[↑]

[↓]でパイプを選択できます。
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１１．残材の入力

　　「残材登録」画面では、残材の追加・修正・削除ができます。

　　【残材入力】ボタンをクリックします。

「残材登録」画面が表示されます。

（1）　 残材の追加方法について説明します。

追加を選択します。

“1000”と入力し

[Enter]を押します。

図のように“1000”ミリの残材が

追加されます。



-37-

（2）残材の修正方法について説明します。

修正を選択します。

“1”を入力します。

“2000”と入力し

[Enter]を押します。

（3）残材の削除について説明します。

削除を選択します。

“1”を入力します。

[Enter]を押します。

図のように“1000”ミリの残材が“2000”ミリに変更

されます。

「確認」画面が表示されます。

【はい】ボタンをクリックします。

図のように“2000”ミリの

残材が削除されます。
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１２．キーの設定

「キー設定」画面では、ある特定の文字をファンクションボタンに設定することができま

す。

メニューバーの「オプション｜キー設定」をクリックします。

「キー設定」画面が表示されます。

今回はサイズに“1.5”を登録するためサイズをクリックします。

[F4]をクリックし、“1.5”と入力します。

【登録】ボタンをクリックします。
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「メイン」画面が表示されます。

【基本修正】をクリックします。

「メイン」画面のファンクションボタン[F4]に“1.5”が登録されていることを確認しま

す。

「基本項目修正」画面が表示されます。

「サイズ」をクリックします。

材質の時、ファンクションボタン表示

定尺寸法の時、ファンクションボタン表示
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１３．Fitting 登録（面間マスター）

　　基本、Sch80、Sch160はあらかじめ登録してあります。

　　必要に応じて、配管継手の面間寸法を登録、訂正、削除をします。

基本、Sch80、Sch160を選択します。
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第６章 展開

１．「展開」画面の概要

⑧　閉じる

①メニューバー

②

③

④

⑤

展開寸法情報 ⑥

展開寸法表
⑦　計算・印刷

「メニュー」画面から「展開」を起動すると、下図のような画面が表示されます。図の

番号順に説明します。
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①展開メニュー構成

　メニューバーの「ファイル」をクリックすると下図のメニューが表示されます。

　メニューバーの「種類」をクリックすると下図のメニューが表示されます。

展開を終了するときに選択します。

展開の種類を選択します。

　メニューバーの「設定」をクリックすると下図のメニューが表示されます。

　メニューバーの「ヘルプ」をクリックすると下図のメニューが表示されます。

【計算・印刷】ボタンをクリックしたときに、印刷する

帳票を選択します。

マウスでクリックすることによってチェックを付けた

りはずしたりできます。

ヘルプを表示するときに選択します。

②有効桁数

　展開寸法表の小数点以下の有効桁数を設定します。

　出力結果が有効桁数に四捨五入されて出力されます。

　　　をクリックすると、有効桁が0～ 3桁まで表示されます。

USBドングルを装着後、「社名更新」をクリックします。
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③印刷設定

　【計算・印刷】ボタンをクリックしたときに、印刷する帳票を選択します。

　マウスでクリックすることによってチェックを付けたりはずしたりできます。

⑤展開寸法情報

　展開寸法を計算するための寸法を入力します。

　入力する項目は、展開寸法表を作成する種類によって違います。

　展開で使用する角度はすべて１０進数の度（degree）単位です。

　４５°３０′は４５．５°です。

④展開種類

　展開寸法表を作成する種類を選択します。

　展開種類を変更すると、展開寸法情報も同じ項目に変更されます。

展開図は、Ａ３用紙のサイズを超える場合は、

印刷されません。

マウスでクリックするか、[↑][↓]で選択しま

す。

展開寸法表を作成する種類のタブを

選択します。

（展開種類で選択している場合は選

択する必要はありません）
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（1）0‐90枝出・ホール

等分数は全種類に１以上の整数を入力して下さい。

角度は０～９０°の範囲で入力します。

（3）ダミーサポート

（2）切断・マイタベンド
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⑥展開寸法表

⑧閉じるボタン

　展開を終了します。

⑦計算・印刷ボタン

 　展開寸法表及び、展開図を印刷します。

　「展開寸法表印刷」、「展開図印刷」の両方にチェックがついていない場合は、⑥の「展開寸法

表」

　だけを表示します。

【印刷】ボタンをクリックすると、図のような

展開寸法表を表示します。
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２．展開プログラム仕様説明

（1）０‐９０ＴＥＥ

スタッブインの場合の注意点

同径スタッブインの場合、

枝Ｄ＝枝管の 内径

枝Ｔ＝ ０

母管Ｄ＝母管の 内径

として計算してください。

スタッブオンの場合

枝Ｄ　　　　＝　枝管の外径

枝Ｔ　　　　＝　枝管の厚み

母管Ｄ　　　＝　母管の外径

センターＧ　＝　図9に示す。

角度　　　　＝　図10に示す。

等分数　　　＝　枝管の等分数

図８

図９ 図10

図 11
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（2）切断・マイタベンド

　　マイタベンドでなく、図12、13のようにただ斜めに切断する場合ベンド半径はいく

　　らでも良いです。

図13の様に内開先の場合、パイプ肉厚＝０としてください。

図13図 12

図 14
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（3）ダミーサポート

背面芯差の説明

図17を矢印方向から見た図が図18、19となる場合、センターの違いを背面芯差とします。

図18と図 19の場合、型紙を裏返せばどちらにでも使用できますので、マーキン時に注意が必

要です。

側面芯差の説明

図15、16の違いに注意して下さい。

図16の場合、側面芯差は－（マイナス）となります。

図15 図 16

図 17 図 18 図 19

側面芯差（+）

側面芯差（‐）側面芯差（+）

側面芯差（‐）
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３．展開の例題

　　図20を元にして実際に展開の計算をします。

（1）アドバンスカッティングプランを起動します。

　　「メニュー」画面が表示されます。

　　【展開】ボタンをクリックします。

図20
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（2）「展開」画面が表示されます。

　　「０‐９０度枝出」が選択されていますので、枝管外径等を入力します。

　　枝管外径をクリックします。

　　前ページの図20の値を元にそれぞれ入力していきます。
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（3）【計算・印刷】ボタンをクリックします。

次のページ以降は、展開寸法表と展開図の印刷例です。
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