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1. 概要 

本資料は AutoPIPE と STAAD.Pro のデータ交換（インテグレーション）機能をまとめ

たものである。STAAD.Pro もプラント設備設計における機能の充実を図っており、スム

ースなデータ交換によりデータ作成の手間を省き、さらには AutoPIPE での連成解析を

現実的なものとすることができます。以下に AutoPIPE と STAAD.Pro データ交換の概略

を示す。 

 

図 1 概念図 

 

・ AutoPIPE から STAAD.Pro 

目的：AutoPIPE のサポート反力を STAAD.Pro の荷重として読み込む。 

旧仕様では AutoPIPE にて作成したモデル形状と結果反力を拡張子 ADI と ADN の 2

ファイルに出力して、そのファイルを STAAD.Pro にて読み込むという作業を行いま

したが、旧仕様の ADI と AND ファイルの機能は現在削除されました。新仕様では

Pipelink ファイルのみのやり取りでデータ交換することが可能です。ここでは新仕

様の Pipelink ファイルについて説明します。 

（ファイル説明） 

Pipelink ファイル：STAAD.Pro と AutoPIPE のデータ交換を目的として作られた新

たなファイル形式であり、このファイル 1 つで AutoPIPE⇔

STAAD.Pro のデータ交換が可能である。 

（注意） 

配管形状を STAAD.Pro に読み込み表示することが可能ですが、AutoPIPE 反力の

STAAD.Pro モデルでの載荷位置を決めるための情報として使うだけであり、

STAAD.Pro の解析では配管の剛性は考慮されません。 
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・ STAAD.Pro から AutoPIPE 

目的：STAAD.Pro で作成したモデルを AutoPIPE で読み込み連成解析をする。 

旧仕様では STAAD.Pro にて作成したモデル形状を拡張子 NTL のファイルに出力し

て、そのファイルを AutoPIPE にて読み込むという作業を行いますが、新仕様では

Pipelink ファイルのやり取りでデータ交換を行います。ただし NTL ファイル出力機

能に関しては現在でも利用可能です。 

（ファイル説明） 

Pipelink ファイル：前項と同じとする。 

NTL ファイル：AutoPIPE のデータを保存するテキストでバッチファイルと呼ばれて

いる。AutoPIPE では本来拡張子 DAT のバイナリファイルがデータ

として使われているが、拡張子 NTL のテキストファイルも以前より

利用は可能であり、STAAD.Pro からのデータは STAAD.Pro に含まれ

るマクロファイルで NTL ファイルを作成する。 

（注意） 

架構形状を AutoPIPE に読み込み読み込むことは可能ですが、荷重は Pipelink での強

制変位以外は読み込みできません。STAAD.Pro と AutoPIPE は断面データベースを

共有しているため、STAAD.Pro の断面名にてそのまま AutoPIPE に移行できます。 

 

データ交換（インテグレーション）は新しい機能であり、実施においてはなるべく新し

いバージョンの AutoPIPE と STAAD.Pro の利用を推奨します。本資料の内容については

主に以下のバージョンにおいて調査を行っています。 

 

AutoPIPE ：10.01.00.08 

STAAD.Pro ：20.07.11.50 

 

また、ここで紹介する機能については、AutoPIPE と STAAD.Pro のライセンスをそれぞ

れ所持している必要がありますが、双方を今まで使っているユーザはその他のライセン

スを必要としません。 
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2. インテグレーション手順１（AutoPIPE→STAAD.Pro） 

AutoPIPE から配管形状と結果反力を出力して、STAAD.Pro の荷重として作成する手順

を以下に示します。手順は AutoPIPE 側でのインテグレーションファイルの作成と

STAAD.Pro 側での荷重の読み込みと大きく分けて 2 つあります。2-1 で AutoPIPE 側の

操作手順、2-2 で STAAD.Pro 側の操作手順を示します。 

 

2-1. AutoPIPEでの操作手順 

(1) AutoPIPE で配管モデルのデータを作成します。 

 

 

※ AutoPIPE からは反力を STAAD.Pro の荷重として読み込むため、通常の手順で

AutoPIPE データを作成しておく必要があります。 

 

(2) AutoPIPE で解析を実行するためにメニューから[解析(A)]-[静解析(S)]を選択します。 
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(3) メニューから[ﾌｧｲﾙ(F)]-[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ(E)]-[Model to STAAD Using Pipelink(*.pipelink)]を選

択します。 

 

 

(4) ファイル保存先を指定し、サポート荷重のエクスポート欄にチェックを入れ、[OK]

ボタンをクリックします。 
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(5) データのエクスポートが完了しました。[閉じる]ボタンをクリックします。 

 

 

※ 上記の操作にて STAAD.Pro で読み込み可能な拡張子 Pipelink ファイルが作成されま

す。ここでは解析を行った全ての荷重ケースが対象になるため、荷重ケース選択は

ありません。荷重ケースの選択は STAAD.Pro にて行うこと可能です。 
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2-2. STAAD.Proでの操作手順 

(1) STAAD.Pro での架構モデルを作成します。 

 

※ AutoPIPE からは反力と荷重として読み込むため、STAAD.Pro のモデルを予め作

成しておく必要があります。 

 

(2) [パイピング]タブをクリックしてパイピングモードに移行します。 
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(3) AutoPIPE にて出力した Pipelink ファイルを読み込むために、上部メニューの[パイピ

ング(P)]タブの[インポート(I)]をクリックします。 

 

 

(4) AutoPIPE にて出力した Pipelink ファイルを選択して[開く(O)]ボタンをクリックしま

す。 

 

 

(5) インポートパイプデータダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしま

す。 
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(6) AutoPIPE インポートサポートダイアログが開いて、AutoPIPE モデルのアンカーとサ

ポート点が右枠内に表示されるので、STAAD.Pro へ反力を読み込まない点を選択し

て左枠に移動して[次へ(N) > ]をクリックします。 

 

※1 パイプノードは AutoPIPE で作成されたときの節点番号にて選択します。 

※2 画面上で右クリックして表示されるメニューより[ラベル(L)]を選択して、ダイ

アグラムダイアログで[パイプ]タブを選択し、[ノードポイント]と [サポートタ

グ]をチェックして[OK]ボタンをクリックすると、画面上に AutoPIPE のサポー

トタグを表示できます。 
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(7) 構造ビームダイアログが開くので、STAAD.Pro モデルでサポートに成り得るビーム

番号を前と同じ操作で選択して[次へ(N) >]をクリックします。 

 

 

 

(8) 構造ノードダイアログが開くので、STAAD.Pro モデルでサポートに成り得るノード

番号を選択して[次へ(N) >]をクリックします。 
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 (9) 構造/パイプサポート接続パラメータダイアログが開くので、以下 4 つの項目を設

定して[次へ(N) >]をクリックします。 

 

 パイプサポートと構造サポートポイント間最大距離(デフォルト：2m または 6ft) 

 接続ポイントがビーム上にあるときビームへの追加/新ノードの挿入 

チェックするとビームの中間ポイントの新規のノードを作成することを許します。 

 選択したビームの端部と直角でない接続を許す 

構造ノードの選択において、構造ビームの選択したメンバーの端部ノードを含ん

でいない場合のみに関連します。チェックするとビームの端部のノードを候補と

して含めます。チェックされない場合は構造ノードで選択されない他は、ビーム

の端部ノードはビームに直角な接続のみ考慮されます。 

 端部の許容誤差(デフォルト：5cm または 2 インチ) 

 これにより短いビームが分割されて作成されるのを防ぎます。 
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 (10) 自動接続検索の結果がダイアログに表示されます。これらの結果を修正するため

に[< 戻る(B)]ボタンをクリックして、設定を変更することが可能です。また、こ

の結果を採用する場合は[完了]ボタンをクリックします。 

 

 

ここで配管ノードタグと対応付けられたサポート部材とノードの候補が表示されま

す。サポートは最も近いものから 5 つの項目と Ground がドロップダウンリストで表

示され、ユーザが変更することができます。また、条件に合うものがない場合は

「Ground」となり荷重は生成されません。 

また、部材と重なると見づらいですがパイプサポートと架構は点線で繋がれます。 

 

ここまでの入力はまだ STAAD.Pro モデルに影響を及ぼしていません。このページか

ら進むときに接続検索ルーチンが実行されます。また、ここでの操作はアンドゥの

対象ではありません。このウィザードの終わりに作成されたノードはアンドゥによ

り削除されますが、その接続は変更されません。 

 

 

 

 

 

  



 13 

(11) AutoPIPE モデルのアンカーとサポート点と決定した STAAD.Pro モデルとの関連付

けを確認するためには、ページコントロールで[パイピング]-[サポート]を選択します。 

 

この画面の下のダイアログにおいても、ノード番号やビーム番号や荷重生成なし

(Ground)を選択することができます。マウス操作にて追加する場合は、メニューよ

り[パイピング(P)]-[サポート接続(C)]を選択し、パイプモデルの支点、それを支持す

る架構の順にクリックします。 

また、荷重の偏心を考慮したモーメント荷重も考慮する場合は「偏心」にチェック

を付けます。 
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(12) 荷重の生成を開始するために、メニューより[パイピング(P)]-[荷重転送(T)]を選択

します。 

 

 

(13) 構造モデルへのパイプ反力の移動ダイアログが表示されます。ここでは以下を設定

して[OK]ボタンをクリックします。 

 パイプ荷重 ：AutoPIPE の荷重ケース名 

 活動  ：荷重を作成する/しないを選択する 

 クラス  ：作成する荷重が参照荷重/主荷重のどちらかを選択する。 

 Staad 荷重 ：作成する荷重のケースの番号 

 タイプ  ：荷重タイプ(組合せ荷重ケースの自動生成機能を行う場合にのみ必要) 

 Staad 荷重名 ：荷重ケースタイトル 

 

 

(14) 転送荷重ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 
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(15) 転送された荷重を確認するためにパイピングモードからモデリングモードに移行

するために、[モデリング]タブを選択します。 

 

荷重を確認するためには、画面左のページコントロールで[一般]-[荷重&定義]を選択

します。 

 

荷重ケースとそれぞれの荷重が生成されているのが確認できます。 

今回は主荷重と参照荷重を生成しています。 

 

以上で、AutoPIPE から STAAD.Pro へのインテグレーションは終了です。 
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3. インテグレーション手順 2 (STAAD.Pro→AutoPIPE) 

STAAD.Pro から架構形状を出力して、AutoPIPE の配管モデルと結合させる手順を以下

に示します。NTL ファイルを使用する方法と Pipelink ファイルを使用する方法がありま

すが、ここではより高度な設定が可能な Pipelink ファイルを使用する方法について説明

します。手順は STAAD.Pro 側でのインテグレーションファイルの作成と AutoPIPE 側で

の架構形状の読み込みと大きく分けて 2 つあります。3-1 で STAAD.Pro 側の操作手順、

3-2 で AutoPIPE 側の操作手順を示します。 

 

3-1. STAAD.Proでの操作手順 

(1) STAAD.Pro で架構モデルを作成し、解析を実行します。 

 

 

(2) STAAD.Pro のメイン画面の上にあるタブ群から[パイピング]タブを選択します。 
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(3) メニューより、[パイピング(P)]-[エクスポート(x)]を選択します。 

 

 

(4) PipeLink for STAAD.Pro  [AutoPIPE]ダイアログが開くので、[Select Exchange File]に

Pipelink ファイルを設定します。 

 ※AutoPIPE 反力を Pipelink ファイルで読み込んだ場合はそのファイルを指定で

きます。 
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(5) メニューより[Export]-[Start Run]を選択するとエクスポートが実行されます 

 

 

 

(6) Export completed successfully のメッセージが出るので[OK]ボタンをクリックし、ダイ

アログを閉じます。これにより、AutoPIPE で読み込み可能な Pipelink ファイルが作

成されます。 
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3-2. AutoPIPEでの操作手順 

 

(1) AutoPIPE を起動し、AutoPIPE モデルを開きます。メニューより[ﾌｧｲﾙ]-[ﾓﾃﾞﾙの挿

入]-[Model from STAAD Using PipeLink(*.pipelink)]を選択します。 

 

 

(2) ﾌｧｲﾙ一覧ダイアログが表示されるので、[...]をクリックして 3-1 で作成した Pipelink

ファイルを選択し開きます。 
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(3) [次へ(N) >]をクリックします。ｲﾝﾎﾟｰﾄﾌｧｲﾙの情報ダイアログが開くので、[次へ(N) >]

をクリックします。 

 

 

(4) ｲﾝﾎﾟｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝダイアログが開くので、モデルを読み込む場合は[構造モデル,荷重およ

びパイプ接続点]を選択して、[次へ(N) >]をクリックします。 

 ※[構造のサポート変位]を選択すると、STAAD.Pro モデルの変位を強制変位荷重と

して読み込むことができます。 
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(5) ｲﾝﾎﾟｰﾄﾛｸﾞダイアログが表示され、インポートが実行されるので、終了したら完了を

クリックします。 

 ※ 既に AutoPIPE モデルを STAAD.Pro で読み込み、サポート接続点の定義ができて

いる Pipelink ファイルを読み込む場合 ⇒ (12)へ 

 

 

(6) STAAD.Pro モデルの取り込みが完了しました。 

 

 ※ 配管モデルと架構モデルが 1 つのファイルになりましたが、双方は解析モデルと

しては結合されていません。Ground にサポートされている配管サポートを以下の手

順で架構の節点に関連付けを行います。 
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(7) 配管のサポート接続は全て Ground となっているため、これらを架構と接続させます。

接続させたいサポートを選択し、メニューから[修正(M)]-[サポート接続点]を選択し

ます。 

 

 

(8) サポートを接続させたいビームを選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 ※ビームを分割しないにチェックを入れると、ビームの近い側のノードに接続します。 
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(9) ｻﾎﾟｰﾄｺﾈｸｼｮﾝ修正ログの表示確認ダイアログボックスが表示されるので、[はい(Y)]を

クリックします。 

 

 

(10) ｻﾎﾟｰﾄｺﾈｸｼｮﾝ修正ログが表示されます。選択されたサポート番号、新たに追加され

たノード番号、部材番号のログが記述されます。 

 

※ (7)でサポートを複数選択し、(8)で接続したいビームを全て右側へ移動させることで、

複数同時にサポート接続条件を設定することも可能です。その際のサポート接続は、

[ﾂｰﾙ(T)]-[ｾｯﾄｱｯﾌﾟ(S)]-[ｻﾎﾟｰﾄ(S)]の最大ｻﾎﾟｰﾄｺﾈｸｼｮﾝ距離で設定した範囲内(デフォル

ト：1828.8mm)で、最も近いビームに接続されます。 
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(11) 全てのサポートの変更が終了すると、モデルの結合が完了されたことになります。 

 

 

(12) 既にAutoPIPEサポート点との接続が定義できているPipelinkファイルを読み込んだ

場合、サポート接続点のレビューにチェックを入れることで、その定義を反映する

ことができます。チェックを入れた後、[完了]ボタンをクリックします。 
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(13) 元の接続形式欄には AutoPIPE 上での接続状態が、またｲﾝﾎﾟｰﾄ後の接続形式には読

み込んだ Pipelink ファイル上の接続状態が示されています。接続を確定するものに

チェックを入れ、[OK]ボタンをクリックすると Pipelink 上でのサポート接続定義が

反映されます。 

 

 

(14) インポートログを表示するかどうかを確認するダイアログが開かれますので、[はい

(Y)]ボタンをクリックします。 

 

 

(15) ｲﾝﾎﾟｰﾄﾒｯｾｰｼﾞダイアログが表示されます。確認後[閉じる]ボタンをクリックすると、

モデルの結合は完了です。 
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4. 機能詳細（AutoPIPE→STAAD.Pro） 

AutoPIPE から STAAD.Pro へのデータ交換は、AutoPIPE の解析結果の反力を STAAD.Pro

の荷重として読み込むことが目的のため、AutoPIPE の全てのデータを STAAD.Pro で読

み込む訳ではありません。以下に AutoPIPE から STAAD.Pro へ送ることができるデータ

を次章で解説する STAAD.Pro からAutoPIPE へ送ることができるデータと共に示します。 

 

表 4-1 AutoPIPE と STAAD.Pro のデータ 

 AutoPIPE STAAD.Pro 

 ↓ ↓ 

 STAAD.Pro AutoPIPE 

モデル条件     

節点座標 表示のみ 可 

ビーム要素 表示のみ 可 

プレート要素 なし 不可 

サーフェス要素 なし 不可 

ソリッド要素 なし 不可 

プロパティ 不可 可 

解析仕様 不可 可 

サポート条件 位置のみ 可 

荷重ケース 可 不可 

荷重 （自動生成） 不可 

設計条件 不可 不可 

解析結果     

変位 不可 強制変位 

反力 可 不可 

断面力 不可 不可 

※ 「可」と表示された部分もそこに用意されている機能の全てに対応していな

い場合がありますので、ご注意ください。 

 

上の表で AutoPIPE→STAAD.Proの部分で節点座標とビーム要素は「表示のみ」と記載

されています。STAAD.Pro では AutoPIPE での反力結果を荷重に変換する訳ですが、こ

のときにモデルの位置関係の確認のためにパイピングモードでのみ配管モデルの画面

表示のみが可能です。以下が配管モデルを 3D で表示した状態ですが、解析に配管モデ

ルの剛性を見込むことはできません。 
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図 4-1 配管 3D 表示 

 

読み込んだ配管モデルは、パイピングモードでのみ「ノードポイント」と「ノードタグ」、

「サポート」と「サポートタグ」が表示可能です。STAAD の画面を右クリックしたと

きに表示されるメニューより[構造ダイアグラム]-[パイプ]を選択することにより表示さ

れるダイアログにて表示の設定を行うことが可能です。 

 

 

 

図 4-2 配管モデルの表示 
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ノードダグ：AutoPIPE でのタグナンバーと節点番号が表示される。通常、AutoPIPE の

節点番号はセグメントごとに頭に A からのアルファベット付きの数値と

なる。STAAD.Pro のサポート接合ウィザードではこの番号での選択が必

要になるために、事前に位置の確認が必要になる。 

サポートタグ：AutoPIPE での各節点の ID が表示される。ID は節点番号に 1 からの番号

が付加される。 

 

 

図 4-3 サポートおよびノードタグ表示例 
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4-1. サポート位置の検索 

配管サポートと架構の関連付けにおいて、Pipelink ファイルの読み込み時に以下のダイ

アログにおいてオプションが設定可能です。 

 

 

図 4-4 パラメータダイアログ 

 

① パイプサポートと構造サポートポイント間の最大距離 

サポート点からここに入力した半径の内側にある

ノードやビームが関連付けの候補になります。候

補は距離が短い順に最大 5 つが表示されます。デ

フォルトは使用単位系により異なり 2mもしくは 6

フィート。 

図 4-5 最大範囲     

② 接続ポイントがビーム上にあるときビームへの追加/新ノードの挿入 

架構モデルの位置でビームが選択された場合に、

このチェックをしておくとその位置でビームが

分割されてノードが新設され反力はノード荷重

となります。チェックしないとビームのその位

置にビームへの集中荷重が生成されます。 

図 4-6 接続ポイント    

③ 選択したビームの端部と直角でない接続を許す 

ビームの端部と直角でない接続を許すかどうかの設定であるが、現バージョンにお

いては、チェックする or しないで明確な違いは現れない。直角でない接続は常に許

されている。 

  

最大範囲 

ビーム 
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④ 端部の許容誤差 

ビーム要素の端部にノードが挿入されて小さい部材ができたり、ビームへの集中荷

重がノードのごく近くに生成されないように、ビームに直角な位置が端部ノードに

近い位置が選択される場合に、誤差を入力してノードが選択されるようにするため

のものです。 

 

図 4-7 端部の許容誤差 

 

4-2. 偏心によるモーメントの考慮 

配管サポートが関連付けられた架構の位置から偏心している場合に、偏心により発生す

るモーメントを荷重生成時に考慮するかしないかを選択することが可能です。モデル画

面の[パイピング]タブの[サポート]から設定可能です。 

 

図 4-8 偏心モーメント設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 偏心モーメント 

 

チェックボックスにチェックを入れると AutoPIPE からの反力(P)とその偏心(L)による

偏心モーメント(M=PL)が考慮されます。チェックを入れないと反力(P)のみが荷重とし

て考慮され、偏心モーメント M は無視されます。 

端部の許容誤差 

荷重(P) 

架構荷重点 

偏心量(L) 

反力(P) 

偏心モーメント(M=PL) 

配管サポート 
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5. 機能詳細（STAAD.Pro→AutoPIPE） 

前述で紹介している Pipelink ファイル経由でのモデル読み込みの他に、以前から存在す

る機能として、STAAD.Pro に付属のマクロプログラムを利用することにより NTL ファ

イルを経由して AutoPIPE に読み込むことが可能です。STAAD.Pro で作成したモデルの

全てを読み込める訳ではありませんが最新バージョンでは多くの部分で対応していま

す。ここでは STAAD.Pro から AutoPIPE に送ることが可能な項目の詳細を示します。

STAAD.Pro から AutoPIPE へ送ることができる機能の項目は前章の表 4-1 を参照くださ

い。 

ここでは STAAD.Pro V8i 20.07.06.23 付属のマクロを利用して、主に SI 単位系を用いて

調査を行っています。 

 

5-1. 単位系 

STAAD.Pro と AutoPIPE はさまざまな単位系に対応しています。Pipelink ファイル経由

では単位系の変換は自動で行われます。しかし、中間ファイルとして NTL ファイルを

用いた場合、対応する単位系は限定されますので、以下に詳細を示します。 

 

表 5-1 単位系 

  STAAD.Pro NTL AutoPIPE 

単位系 

長さ 

Inch, Foot, Millimeter, 

Centimeter, Decimeter, 

Meter, Kilometer 

English, 

Metric, SI 

AUTOPIPE, ENGLISH, 

ENG_ADL, METRIC, 

MET_ADL, MMETRIC, 

SI, SIEURO, SIJP, 

SIJSME, SIMD_ADL, 

SI_ADL, STOOM 

力 

Pound, KiloPound, 

Kilogram, Metric Ton, 

Newton, DecaNewton, 

KiloNewton, 

MegaNewton 

 

STAAD.Pro での入力単位の選択は長さの単位と力の単位をそれぞれ別々に選択するこ

とができます。AutoPIPE での入力単位系は名称を選択するようになっており、その名

称ごとに座標や力などの単位が決まっています。これを踏まえて中間ファイル NTL で

は、AutoPIPE の単位系の中で English, Metric, SI の 3 つから 1 つを NTL 作成時のダイア

ログのドリップダウンリストから選択することが可能です。 
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（参考） 

STAAD.Pro にて NTL ファイルを作成するマクロは、OpenSTAAD の機能を利用してい

ます。OpenSTAAD 内の処理は全て長さ単位は Inch、力単位は Kip で処理されています

が、内部で単位換算が行われて出力されます。 

 

5-2. 形状 

STAAD.Pro と AutoPIPE では扱える要素などに違いがあり、Pipelink/NTL ファイル出力

において対応する機能は以下のようなものである。有限要素であるプレート(シェル)要

素・ソリッド要素・サーフェス要素は AutoPIPE では対応していません。 

 

表 5-2 ノード座標と要素 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

ノード座標 ○ ○ ○ 

ビーム要素 ○ ○ ○ 

プレート要素 ○ × × 

ソリッド要素 ○ × × 

サーフェス要素 ○ × × 

※ STAAD.Pro では節点をノードと表記しています。 

 

上記のように STAAD.Pro のノード座標とビーム要素は、Pipelink/NTL ファイルの出力が

可能です。 

 

5-3. 解析仕様 

STAAD.Pro では各ノードや要素に対して、さまざまな解析条件を設定することができま

す。主な条件の Pipelink/NTL ファイルに出力の可否を以下に示します。 

 

表 5-3 解析仕様 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

ノード       

マスター/スレイブ ○ ×   × ※1 

ビーム要素       

ベータ角 ○ ○ ○ 

リリース Fx Fy Fz Mx My Mz Fx My Mzのみ Fx My Mzのみ ※2 

オフセット ○   × ※3   × ※3 

トラス ○   × ※4 × 

圧縮材/引張材 ○   × ※4 × 
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※1 AutoPIPE には RIGID 部材を設定する機能はある。 

※2 AutoPIPE にはビームの 6 成分に対するリリース機能はなく 3 成分のみが可能である。

未対応の成分がモデルに含まれる場合には、NTL ファイルの作成マクロ実行時に以

下のメッセージが表示されます。どのビーム要素に対するメッセージかは出力され

ませんので STAAD.Pro で確認する必要があります。Pipelink ファイルではメッセー

ジは表示されず、3 成分に対する条件のみが反映されます。 

 

 

図 5-1 リリースに関するメッセージ 

 

※3 AutoPIPE では軸方向のオフセットは可能ですが、XYZ 任意の方向へのオフセット

機能はないためNTLファイル出力時に新規に以下の定数を持つ剛なビームが生成さ

れます。Pipelink ファイルの場合、材軸方向のみにオフセットを与えた場合は、その

領域が剛体となります。その他の方向に関しては NTL ファイルと同様の処理です。 

 

STAAD.Pro でビームのオフセットは AutoPIPE ではオフセット部分を剛なビームに

自動で変換されます。剛な部材は「RIGID」という名称の断面が割り当てられます

が、以下の表で RIGID のプロパティの情報を示します。 

 

表 5-4 AutoPIPE の RIGID 部材断面 

名称 RIGID 

断面積 1.0 (in2) 

有効せん断断面積-y 1.0 (in2) 

有効せん断断面積-z 1.0 (in2) 

ねじり定数 100.0 (in4) 

断面 2 次モーメント-y 100.0 (in4) 

断面 2 次モーメント-z 100.0 (in4) 

※ RIGID 部材は AutoPIPE 画面では、せい 10(in), 幅 10(in),ウェブ厚 1.0(in) ,フ

ランジ厚 1.0(in)の H 形鋼で表示されます。  
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以下の表で RIGID 断面に自動で割当てられる材料を示します。ヤング係数に大きな

数値が設定されることになります。 

 

表 5-5 AutoPIPE の RIGID 部材材料 

名称 RIGID 

ヤング係数 1.0E+10 (psi) 

ポアソン比 0.30   

密度 0.00 (lb/ft3) 

 

※4 トラスと圧縮材/引張材の設定はビーム要素で軸力のみが有効な部材ですが、

AutoPIPE には同様の設定は対応していません。Pipelink/NTL の出力においては無視

されますが、NTL ファイルの作成マクロ実行時に以下のメッセージが表示されます。

どのビーム要素に対するメッセージかは出力されませんのでSTAAD.Proで確認する

必要があります。 

 

 

図 5-2 トラスと圧縮材/引張材に関するメッセージ 
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5-4. 鋼材断面データベース 

STAAD.Pro と AutoPIPE は断面データベースを主な部分を共有しています。故に

STAAD.Pro から AutoPIPE への断面の受け渡しは、断面名にてスムーズに行うことがで

きます。STAAD.Pro と AutoPIPE の断面データベースの共有状況を以下に示します。 

 

表 5-6 断面データベース 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

圧延鋼材 ○ ○ ○ 

アルミニウム ○ ○ ○ 

冷間成形 ○ × × 

木材 ○ × × 

 

STAAD.Pro には圧延鋼材・アルミニウム・冷間成形・木材の４種類のデータベースがあ

りますが、AutoPIPE と共有しているのは圧延鋼材とアルミニウムになります。冷間成

形に関しては、Pipelink ファイルで受け渡すと、断面特性および材料特性が反映されま

す。木材に関しては、Pipelink ファイルで受け渡すと、モデルビュー上での表示は H 形

断面となりますが、断面特性および材料特性は反映されます。 

断面データベースには H 形鋼などいろいろな種類の断面が保存されていますが、JIS 鋼

材でみると以下のようにほぼ対応していますが、角形鋼管とパイプ断面の直接寸法入力

には対応していないものもあります。この場合は後述のユーザ定義断面にて対応可能で

す。 

 

表 5-7 JIS 断面データベース 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

H 形鋼 ○ ○ ○ 

I 形鋼 ○ ○ ○ 

T 形鋼 ○ ○ ○ 

チャンネル ○ ○ ○ 

アングル ○ ○ ○ 

チューブ ○ ○ ○ 

寸法入力 ○ ○ ○ 

パイプ ○ ○ ○ 

寸法入力 ○  ○/× ※1 ○ 

※1 寸法入力は STAAD.Pro のユーザ定義テーブルでは出力可能です。 
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STAAD.Pro にて断面を入力する場合に、ユーザ定義テーブル機能を用いて断面データベ

ースにない断面を入力することも可能です。以下にユーザ定義テーブルを用いて作成さ

れたデータの Pipelink ファイル/NTL ファイルと AutoPIPE での対応状況を示します。 

表 5-8 ユーザ定義テーブル 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

ワイドフランジ ○ ○ ○ 

チャンネル ○ ○ ○ 

アングル ○  ○/△ ※1  ○/△ ※1 

ダブルアングル ○ ○   ○ ※2 

ティー ○ ○ ○ 

パイプ ○ ○ ○ 

チューブ ○ ○ ○ 

一般 ○   ○ ※3   ○ ※3 

I 形 ○   ○ ※3   ○ ※3 

角形 ○   ○ ※3   ○ ※3 

 

・Pipelink ファイルによるインポート 

ユーザ定義テーブルにて入力された断面形状は AutoPIPE 上では H 形断面(W Shape)

に変換されます。断面寸法として、せい、幅、板厚、フランジ厚に自動的に値が入

力されますが、断面特性は STAAD.Pro で計算された値が入力されます。 

考慮される断面特性は、断面積、有効せん断断面積(y,z 方向)、断面 2 次モーメント

(y,z 軸回り)、ねじり定数です。 

※1 アングルの断面 2 次モーメントは最大値および最小値が入力されます。 

 

・NTL ファイルによるインポート 

ユーザ定義テーブルにて入力された断面形状がそのまま AutoPIPE 上に入力されま

す。考慮される断面特性は Pipelink ファイルと同様です。 

※1 アングルの断面 2 次モーメントは Iz=Iy となります。 

※2 AutoPIPE では各アングル間に間隔がある場合も表示は間隔なしになりますが、

断面2次モーメント等は間隔を考慮した数値にてNTLファイルに出力されます。 

※3 角形断面、I 形断面、一般断面は画面表示上では H 形断面で表示されます。 
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5-5. コンクリート断面 

STAAD.Pro ではコンクリート断面のプロパティ入力のためには、以下に示すダイアログ

にて断面形状を入力するのが一般的です。 

 

 

図 5-3 コンクリート断面 

 

Pipelink/NTL ファイル出力は、この入力の一部に対応していますので以下の表に対応状

況を示します。 

表 5-9 コンクリート断面 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

円 ○ ○ ○ 

長方形 ○ ○ ○ 

ティー ○   △ ※1   △ ※1 

台形 ○ ○/×   ○ ※2 

一般 ○ ○/× ○ 

テーパーI 形 ○   ○ ※3   ○ ※3 

テーパーチューブ ○ ○※4/×   ○ ※4 

※1 ねじり定数の差がある。AutoPIPE では H 形に表示されます。 

※2 AutoPIPE では H 形に表示されます。 

※3 テーパーなしの一定断面として入力されます。 

※4 有効せん断断面積は 0.0 となり、計算ではせん断変形は無視されます。 

円形と長方形は Pipelink/NTL ファイル出力に対応しているが、他の断面は利用時に注意

が必要です。基本的にはプラントの架構で用いられるコンクリート断面の大部分が長方

形断面と考えられるので、大部分は対応可能ということになります。 
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5-6. 材料データベース 

STAAD.Pro にはデフォルトの材料データベース(STEEL, CONCRETE, ALUMINUM, 

STAINLESSTEEL)があり、AutoPIPE にも同様の名称の材料が用意されています。その

対応状況を以下に示します。 

 

表 5-10 ユーザ定義テーブル 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

スチール ○ ○ ○ 

ステンレススチール ○ ○ ○ 

アルミニウム ○ ○ ○ 

コンクリート ○ ○ ○ 

任意材料 ○ ○ ○ 

 

上記のように材料に関しては全てに対応しています。ここで任意材料に関しては入力し

た定数が直接 Pipelink/NTL ファイルに出力されますが、スチール・ステンレススチー

ル・アルミニウム・コンクリートは双方でデータベースを持っており、その名称のみが

Pipelink/NTL ファイルに出力されます。 
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しかし、STAAD.Pro では使用している単位系等により適用される材料定数が若干変わる

のに対して、AutoPIPE では一定になっています。ここでは、その違いを示します。ま

ず、以下に STAAD.Pro のそれぞれの単位系における材料定数の値を示します。 

 

表 5-11 STAAD.Pro 材料データベース 

Kip、インチ、華氏単位における定数  

定数 定数 鋼 コンクリート アルミニウム 
ステンレス
スチール 

単位 

ヤング係数 E (US) 29000 3150 10000 28000 Kip/in2 

ポアソン比 Poisson’s 0.30 0.17 0.33 0.30   

密度 Density 0.000283 0.0000868 0.000098 0.000289 Kip/in3 

線膨張係数 Alpha 6.50E-06 5.50E-06 1.28E-05 9.90E-06 L/L/deg-F 

減衰 CDAMP 0.03 0.05 0.03 0.03 比 

ヤング係数 E (US 以外) 29732.736 --- --- --- Kip/in2 

MKS 単位における定数 

定数 定数 鋼 コンクリート アルミニウム 
ステンレス
スチール 

単位 

ヤング係数 E (US) 199947960 21718455 68947573 197930000 kN/m2 

ポアソン比 Poisson’s 0.30 0.17 0.33 0.30   

密度 Density 76.819541 23.561612 26.60182 76.819541 kN/m3 

線膨張係数 Alpha 1.20E-05 1.00E-05 2.30E-05 1.80E-05 L/L/deg-C 

減衰 CDAMP 0.03 0.05 0.03 0.03 比 

ヤング係数 E (US 以外) 205000000 --- --- --- kN/m2 

※ 基本単位系や使用鋼材により上記が参照されます。 
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以下に AutoPIPE の材料定数の値を示します。 

 

表 5-12 AutoPIPE 材料データベース 

  定数 鋼 コンクリート アルミニウム 
ステンレス

スチール 
単位 

ヤング係数 E (US) 29000000 3150000 10000000 28000000 psi 

ポアソン比 Poisson’s 0.30 0.17 0.33 0.30   

密度 Density 490.0003 149.9904 169.344 499.392 lb/ft3 

 

STAAD.Pro と AutoPIPE にて材料定数の単位系が違うため比較が困難な部分もあるので、

AutoPIPE の材料定数の単位系を変えると以下のようになります。 

 

表 5-13 AutoPIPE 材料データベース（単位換算後） 

  定数 鋼 コンクリート アルミニウム 
ステンレス
スチール 

単位 

ヤング係数 E (US) 199947962 21718485  68947573  193053204  kN/m2 

ポアソン比 Poisson’s 0.30 0.17 0.33 0.30   

密度 Density 76.9729  23.5616  26.6018  78.4482  kN/m3 

※ 1.0Kip=4.448222kN, 1.0inch=0.0254m, 1.0ft=0.3048m, 重力加速度=9.80665m/sec2 

 

その差は使用する単位系での誤差的なもので微小でありますが、若干結果にも影響が出

ますので注意が必要になる場合があります。 

 

また、前述のように STAAD.Pro でユーザ定義した任意の材料は、材料定数が数値で

Pipelink/NTL ファイルに出力にされます。対応している定数は以下になります。 

・低温時弾性係数 

・ポアソン比 

・密度 

降伏強度、終局強度、線膨張係数は Pipelink/NTL ファイル出力には対応しておりません。

各強度に関しては AutoPIPE では配管の設計につかわれるため架構ビームでは必要ない

こと、また線膨張係数は AutoPIPE ではビームに温度荷重を適用できないことが理由に

なります。 
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5-7. サポート条件 

サポート条件の種類と Pipelink/NTL ファイル出力の対応状況を以下に示します。 

表 5-14 サポート条件 

  STAAD.Pro Pipelink/NTL AutoPIPE 

固定 ○ ○ ○ 

ピン拘束 ○ ○ ○ 

一部拘束 ○ ○ ○ 

バネ拘束 ○ ○ ○ 

強制変位 ○     × ※1     ○ ※1 

非線形バネ ○ ×     × ※2 

※1 強制変位は STAAD.Pro と AutoPIPE の解析機能はありますが、実際は荷重条件で

の入力が必要なため、Pipelink/NTL 出力では対応していません。しかし、STAAD.Pro

のサポート点変位を AutoPIPE の強制変位として入力することは可能です。 

※2 AutoPIPE ではギャップの設定は可能です。 

 

5-8. 荷重条件 

本章で前述したように STAAD.Proの架構モデルをAutoPIPEに読み込むことが可能です

が、もともと配管解析のシステムである AutoPIPE では架構のビーム要素には、温度荷

重・部材への集中・分布荷重を適用することができません。節点荷重は入力が可能です。 

 

5-9. NTLファイル 

STAAD.Pro モデルを NTL ファイルに出力する場合は、STAAD メニューより[ツール

(T)]-[ユーザー]-[Export Model to AutoPIPE]を実行します。AutoPIPE にて NTL ファイルを

読み込む場合はメニューより[ﾌｧｲﾙ(F)]-[開く(O)]-[AutoPIPE Batch(*.ntl)]を実行して、作

成した NTL ファイルを選択してください。 

NTL ファイルは以前よりある AutoPIPE のテキスト形式のファイルで、AutoPIPE のヘル

プには、NTL ファイルに含まれる各コマンドカードのフォーマットがあります。 

[Bentley AutoPIPE]-[バッチ NTL 入力リファレンス]-[コマンドカードリファレンス] 

 

NTL ファイルはテキストファイルなので、フォー

マットを考慮して編集することも可能です。 

 

 

 

 

図 5-4 AutoPIPE ヘルプ 
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6. 計算例 

AutoPIPE と STAAD.Pro のデータ交換機能を使った例を以下に示します。 

 

6-1. モデル 

(1) AutoPIPE モデル（配管モデル） 

配管サイズ：250A, 400A, 150A（全てスケジュール 40） 

配管材質：SUS304TP 

内圧：1.0 N/mm2 

荷重：自重(内部流体[比重 1.0]含む) 

温度(配管のみ周囲温度 20℃→200℃) 

静的地震(設計震度 0.6)X・Z 方向 

配管コード：ASME B31.1-2004 Power Piping 

 

図 6-1 AutoPIPE モデル 
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(2)  STAAD.Pro モデル（架構モデル） 

鋼材：梁 H250X125X6  柱 H200X200X8 

材料定数：ヤング率 2.05E+08(kN/m2)  ポアソン比 0.3 

 

図 6-2 STAAD.Pro モデル 

 

(3) AutoPIPE モデル（配管＋架構モデル） 

 

図 6-3 配管＋架構モデル 
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実施手順） 

1. AutoPIPE にて配管モデルを作成し解析を実行する。① 

2. AutoPIPE にて[ﾌｧｲﾙ(F)]-[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ(E)]-[Model to STAAD Use PipeLink(*.pipelink)]を実行

する。 

3. STAAD.Pro にて架構モデルを作成する。 

4. STAAD.Pro のパイピングモードで AutoPIPE の計算結果を読み込む。 

（このときにサポート位置にノードを自動生成） 

5. STAAD.Pro のモデルを Pipelink ファイルに出力する。 

6. AutoPIPE で配管モデルを開き、Pipelink ファイルを読み込む。 

7. AutoPIPE にて配管サポートを Ground から架構節点に変更する。 

8. AutoPIPE にて解析を実行する。② 

 

※ 手順の詳細は 2 章と 3 章を参照ください。 

 

  配管モデルの①と配管＋架構モデル②の結果の比較を行っています。 

 

6-2. 解析結果 

AutoPIPE にて配管モデルのみで解析した場合と、配管モデルに STAAD.Pro で作成した

架構モデルを追加して AutoPIPE で連成解析した場合を比較します。AutoPIPE の解析に

は以下の荷重ケースがあります。 

・ 自重（配管と架構両方の自重と配管内部流体[比重 1.0]含む） 

・ 温度（配管のみ周囲温度 20℃から 200℃まで上昇） 

・ 静的地震（+X 方向に設計震度 0.60） 

・ 静的地震（+Z 方向に設計震度 0.60） 

 

まず、以下に変位の解析結果を示します。各結果は変位をスケーリングして見やすくし

ています。 
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(1) 自重（内部流体含む） 

 

図 6-4 配管モデル（自重－変位） 

 

図 6-5 配管＋架構モデル（自重－変位） 
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(2) 温度（周囲温度 20℃から 200℃まで上昇） 

 

図 6-6 配管モデル（温度－変位） 

 

 

図 6-7 配管＋架構モデル（温度－変位） 

 



 47 

(3) 静的地震（X 方向に設計震度 0.60） 

 

図 6-8 配管モデル（地震 X 方向－変位） 

 

 

図 6-9 配管＋架構モデル（地震 X 方向－変位） 
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(4) 静的地震（Z 方向に設計震度 0.60） 

 

図 6-10 配管モデル（地震 Y 方向－変位） 

 

図 6-11 配管＋架構モデル（地震 Z 方向－変位） 
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続いて、本モデルは４本の配管があるが代表して以下の赤で示したセグメント A のコー

ド応力に着目する。このセグメントには 6 つのエルボと 1 つの分岐が存在する。 

 

図 6-12 着目配管（セグメント A） 

 

以下に着目した配管(セグメント A)のコード応力を示す。 
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自重（内部流体含む） 

 

図 6-13 コード応力（自重） 

 

(1) 温度荷重 

 

図 6-14 コード応力（温度） 
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(2) 自重＋地震 X 方向 

 

図 6-15 コード応力（自重＋地震 X 方向） 

 

(3) 自重＋地震 Z 方向 

 

図 6-16 コード応力（自重＋地震 Y 方向） 
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6-3. 解析結果の考察 

コード応力は配管モデルと配管＋架構モデルの間で温度荷重ケースによるものが、一番

顕著に差が出ている。温度の伸びを架構の変形が吸収する効果が確認できた。本架構モ

デルは、相対的に左半分は鋼材が満であるが、右半分は鋼材が少なめである。ゆえに右

半分の方が架構の変形が大きく結果、配管のコード応力に影響を与えている。 

 

また、アンカー点は剛サポートのため配管＋架構モデルでは力が集中して応力が大きく

なる傾向が現れている。アンカー点にバネを入力する等の対応が更に必要になるかもし

れない。 

 

配管と架構を連成させて計算するとサポート条件や荷重などにもよると思われるが、大

きく影響を受ける部分がある。設計をする上では配管のみでモデル化するよりは、配管

と架構を両方モデル化した方が実際には近く安全な設計をする上で有効と考えられる。 

 

 

 

 

以上 


