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はじめに 
 

はじめに 

本書は、PARTsolutions の簡易的な操作の一覧を記したものです。 

 

注意事項 

➢ 本書は、各オペレーティングシステム (OS)の有識者を対象に記載されております。操作等の OS に関するご

質問はハードウェア保守契約元へお問い合わせください。 

➢ OS の設定や本書の操作で PARTsolutions の設定ファイル等を修正・変更する際は、必ず事前にバックアップ

をお取りください。 

 

PARTsolutions 対応バージョン 

本書は次の PARTsolutions のバージョンに対応しております。 

➢ PARTsolutions Version 1100 SP7 
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1. PARTdataManager 

 

 機能概要 

規格品(DIN,ISO,ANSI,u.v.m)、カタログパーツ(購入品)、そして自社パーツ(個別のパーツはアレンジされたアセ

ンブリを含む)を選択することができ、それらを CAD システムに転送することができます。 

 

 

 

 

以下に、PARTdataManager の最も重要な機能の説明を記します。 

➢ 多くの規格品パーツとサプライヤ品パーツ 

PARTdataManager は、多くの規格品(JIS、DIN、EN、ISO、ANSI など)とサプライヤ品をカバーしています。

そしてそれらのパーツを CAD システムの中へ容易に挿入可能です。 

➢ 簡単で効果的な取扱い 

PARTdataManager は、Windows エクスプローラーに似た GUI なので、パーツの検索が容易に行えます。幅

広い検索機能(全文検索、形状検索など)は、目的の 2D・3D パーツを見つける際に役立ちます。 

➢ 3D ビュー 

すべてのパーツデータは、CAD システムにエクスポートする前に、ビューワ機能でパーツの詳細を確認するこ

とができます。 

➢ フルパラメトリックアセンブリ 

PARTdataManager に収録されている規格品とサプライヤ品は、データが完全にパラメトリック化されている

ために、カタログのインストールに最小限のハードディスク容量で済みます。 

➢ いつでも利用可能な ERP/PDM 統合機能 

PARTsolutions/PARTdataManager は、ERP/PDM に統合して機能を拡張することができます。 

➢ 豊富な CAD ネイティブ・フォーマットへの対応 
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パーツデータは、PARTsolutions インターフェースを介して、対象 CAD のネイティブなフォーマットに生成さ

れてエクスポートされます。一度エクスポートされたデータは、ハードディスク上に保存され、2 度目以降にそ

のパーツを CAD へエクスポートする際は、ハードディスク上から素早くロードされます。 

➢ スケッチと単体パーツを含むアセンブリのエクスポート 

アセンブリは、すべてのスケッチ要素と下層パーツを含んだ形で対象 CAD のネイティブ・フォーマットに生成

されて、CAD システムにエクスポートされます。 

 

 

 2 つの例を使ったエクスポートまでの部品選択 

以下の例はすべての重要なステップの概要を示します。 

 

例 1： 

この例は、全文検索を使いどのように部品を見つけ、そのとき「パーツビュー」を使ってどのように部品を特定し、

どのように CAD システムへエクスポートするかを記したものです。 

 

自身の CAD システムの「PARTsolutions」メニューの「3D 挿入」コマンドを使用し、PARTdataManager を起動

します。 

 

 

１．以下の図は、PARTdataManager の開始直後のユーザーインターフェースです。 
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NOTE： 

もしアシスタントウィンドウが開いた場合、「パーツ選択」タブをクリックするか、アシスタント画面内

にある「部品の選択と検索」をクリックすると上記画面に遷移します。このときアシスタント画面の「選

択を保存」にチェックを入れた場合は次回以降の起動ではこのアシスタント画面は表示されません。ア

シスタントを呼び出すときは「？」ボタンをクリックします。 

 

画面左のインデックスツリーから部品を選択することができます（カタログ、クラス）。 

 

➢ 「カタログ」 
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➢ 「クラス」 

 

 

この例では全文検索を使って部品を選択してみます。この機能は PARTdataManager 開始時にデフォルトで有

効になっています。 
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各検索メソッド詳細は「1.3.4 検索メソッド」を参照してください。 

 

２．プリセットされているのは、検索範囲「すべてのカタログ」、表示形式「パートファミリと個々の部品」です。 

詳細は「1.3.2 検索のためのカタログ・クラシフィケーション・ディレクトリの指定」および「1.3.3 表示形式 

アイテム｜パーツファミリと個々の部品」を参照してください。 

３．インプットフィールドに以下のエントリを入力します。 

Cardan joint 

使用方法等の詳細は「1.3.4.2 全文検索」を参照してください。 

 

 

４．「検索開始」ボタンをクリックします。 

以下の結果が表示されます。 

 

プレビュー左端のアイコンでプロジェクトレベルへ到達したことが読み取れます。 

 

 

５．参照したい部品上でダブルクリックします。 

「パーツビュー」が開きます。 
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NOTE： 

「パーツ選択」タブ、「パーツビュー」タブ、検索結果タブ（ラベルは最後の検索条件）と使って、表示

を切り替えることができます。 

 

 

「パーツビュー」タブページでは、そのパーツのパラメータを制御することが可能です。このページの表示形式

は以下のメニューで切り替えることが可能です。 

➢ テーブル 
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➢ 垂直 
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デフォルト値は、そのビューページを開くときに、中央のテーブルの行です。次からの例は、値を指定する際に

「垂直」ビュー表示から指定しています。 

 

６．すべてのテーブルの値が表示されます。この例では D2 の値を 63 に変更します。 

 

 

シンボルが から に変わります。 
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まずこの値でフィルタリングされたことを意味します。 

あるパラメータに依存する形で値が一つに決定されたパラメータにはチェックマーク がついています。詳細

は「1.4.2 仕様決定：「垂直」ビュー」を参照してください。 

 

７．D3 の値を 12 に変更します。 
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一通りの値が決定されました。 

 

ERP インテグレーション導入済み環境について 

ERP 番号を持つ値でパラメータを決定すると、すべての標準変数が一意に決定され、チェックマークが表示されま

す。 これは、Geometry 属性の値域変数にも適用されます。 関数属性タイプの値域変数は、前の選択を元に戻す
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ことなく依然として決定することができます。 

 

 

８．3D ビュー 

3D ビュー内で立体的に形状を検証することが可能です。いくつかの機能があります。例は拡大鏡機能です。 

3D ビューに関する詳細は「1.4.6 ドッキングウィンドウ：3D プレビュー」を参照してください。 
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９．「技術データ」タブに切り替えて、寸法図を表示することができます（e.g. 正面図、側面図など）。例は正面図

です。 

 

 

選択されている部品が複数部品で構成されている場合、「アセンブリ」タブで構成を確認することができます。

パーツの員数が表示されます。 
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「リンク」タブでは関連パーツを表示することができます。ダブルクリックをすることによって直接読み込む

ことが可能です。例は「ディレクトリ」を表示させたものです。 

 

 

１０． エクスポート 

すべての選択を終了したとき、ご利用いただいている CAD システムにパーツ又はアセンブリをエクスポートす

ることが可能です。 

「CAD に転送」 を選択します。 

「ファイルにエクスポート」で様々なフォーマットで自身のディスクにエクスポートすることができます。た

だし別途ライセンスが必要です。 
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Note 

このボタンは、PARTdataManager を CAD のコマンドから起動しても、PARTdataManager を直接軌

道しても、アクティブになります 

 

１１． 2D ドラフティング(Option) 

パーツデータから 2D データを書き出したいときは、2D のドラフティングを作成します。 

「2D ドラフティング」 を選択します。 

＞2D ビューのダイアログが表示されます。 
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例 2： 

以下の例は、検索したい特徴を直接指定する検索をどのように行うか、それらのテキスト比較（変数、トポロジ、ク

ラス属性）、または、3D ビュー内の「パーツ比較」画面で幾何的な比較をどのように行うか、そしてどのように CAD

システムへ直接エクスポートするかを記しています。 

１．以下の設定で全文検索を実行します。 

 検索範囲は「カレントフォルダ（ISO）」を指定します（予め「カタログ」タブで「ISO」フォルダを選択

しておきます）。 

 表示形式は「アイテム」を指定します。 

 全文検索は以下のタームを入力します。 

hexagon bolt D>=10 D<=16 L=50 
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２．「検索開始」ボタンをクリックします。 

このとき「検索結果」タブに移動します。結果リスト内にはプロジェクトレベル以下の具体的な個々の部品レベ

ルで表示されます。アイコンは個々の部品を示す次のアイコンが表示されています。 
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「要約」カラムには変数が表示されます。全文検索で指定した条件にマッチする部品だけが表示されます。詳細

は「1.3.7 検索結果」を参照してください。 

 

３．最初の 2 行を「パーツ比較」画面にロードします。 

1 行目で「1 番目のパーツとして読み込み」をクリック、2 行目で「2 番目のパーツとして読み込み」をクリッ

クします。「パーツ比較」ダイアログがドッキングされた形で表示されます。 

マウスオーバーすると以下のようにツールバーが表示されるので、ここで操作をします。 

 

 

「一番目のパーツとして読み込み」アイコン 

 

 

「2 番目のパーツとして読み込み」アイコン 

 

「パーツ比較」ドッキングウィンドウが開きます。タブには現在開いている部品の数が表示されます。 

 

これ以外の異なる方法による部品のロードなど、詳細は「1.3.10 パーツ比較を参照してください。 
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４．「CAD に転送」アイコンをクリックします。 

このとき、選択された部品が CAD システムへ転送されます。 

 

 

 検索と部品選択 

1.3.1. 検索と部品選択 

部品検索について、いくつか考慮する点があります。 

➢ ある特定の 1 部品を探したいか、又は、あいまいな検索をしたいか 

➢ ある特定のカタログを探したいか、又は、ディレクトリか 

➢ 直径や長さ等も具体的なパラメータを指定した検索か、又は、最初のステップとしてパーツファミリレベルの

大まかな検索か。 

➢ ある部品の代替部品を探したいか。 

➢ 参照部品は有効か。 

➢ 正確な指定をわかっているか。 

検索オプションは様々な要件を考慮に入れます。 

 

以下は、単一の設定又は機能の簡易説明です。それぞれのポイントは詳細情報のリンク先を参照してください。 

検索範囲：どこを検索するか？ 



28  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 28 - 

 

「検索範囲」：リスト内に選択オプションが表示されます。そのいくつかにはブラケット内に特定のディレクトリが

表示されています。これはカタログツリー内で選択されたディレクトリに対応します。 

「検索範囲」のリスト内で検索するパスを指定するオプションについて、いくつかの要素が機能拡張しました。そ

の結果より設定しやすくなりました。 

➢ すべてのカタログ＆クラシフィケーション 

➢ すべてのネイティブカタログ 

➢ 現在の選択 

現在のディレクトリに加え、現在選択されたディレクトリのカタログも選ぶことができます。 

 カレントフォルダ（＜選択されたディレクトリの名前＞）： 

「カレントフォルダ」が選択されている場合、「検索範囲」の値はインデックスツリー上で選択されている

ディレクトリにより変わります。 

この場合、検索は常に選択されたディレクトリ以下を対象として実行されます。 

 現在のカタログ（＜選択されたディレクトリのカタログ名＞）： 

「現在のカタログ」が選択されている場合、「検索範囲」の値はインデックスツリー上でカタログが変更さ

れない限り同じ値が保持されます。 

この場合、検索は、どのディレクトリが選択されていても、その選択が同じカタログ内である限り、常に

選択されたカタログ内の部品すべてを対象として実行されます。 
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➢ 選択を固定 

「固定ディレクトリ」または「カタログを固定」が選択されたとき、インデックスツリー内でカタログやディレ

クトリの選択に変更があったとしても、「検索範囲」で表示される値は同じ値を保持します。 

 

➢ カスタムセレクション 

詳細は「1.3.2 検索のためのカタログ・クラシフィケーション・ディレクトリの指定」を参照してください。 

 

表示形式：パーツファミリかアイテムか 

 

 

➢ アイテム 

直接具体的な部品を検索します。 

例えば以下の全文検索を実行します。 
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hexagon bolt D>=10 D<=16 L=50 

このモードは、自社部品を検索するときに重要です。なぜなら、全く異なる形状を持つ異種部品が登録される場

合があるからです。 

 

➢ パーツファミリと個々の部品 

個々の部品へアクセスするための概要を表示します。 

詳細は「1.3.3 表示形式 アイテム｜パーツファミリと個々の部品」を参照してください。 

 

どの検索メソッドを使うべきか 

通常２つのオプションがあります：ディレクトリ構成のマニュアル検索、または、自動の検索メソッドを使った場

合。 

➢ ディレクトリ構成の手動検索 

例えば「カタログ」または「クラス」タブを選択し、必要な部品のためのディレクトリを探します。 

 「カタログ」タブ 

 

 

 「クラス」タブ 
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以下のアイコンが表示されているものがプロジェクトとなります。 

 

 

上記アイコンが表示されている箇所をダブルクリックすると。パーツビューへ切り替わり部品情報の詳細を確

認できます。詳細は「1.4 パーツビュー」を参照してください。 

個別のタブの情報詳細は「1.3.4.11 インデックスツリーからの部品選択」を参照してください。 

 

➢ ディレクトリ構成の自動検索 

全文検索はプログラム開始時自動的にアクティブになっています。 

 

その他の検索メソッドはデフォルトでは非表示になっています。左端の矢印アイコンをクリックすることで拡

張検索メソッドエリアの表示／非表示を切り替えることができます。 

 

拡張検索メソッドエリアが隠れた状態でも拡張メソッドを使うことができます。緑の＋ボタンをクリックしま

す。検索メソッドをクリックすると、それぞれの設定ダイアログが表示されます。チェックボックスとアイコン

が表示されているとその検索メソッドが使用されているということです。以下の画像をみてください。 
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これは拡張検索メソッドエリアが非表示の状態で、トポロジ検索が使用されている画像です。 

拡張検索メソッドエリアを開くと使用されていること確認できます。 

 

「×」アイコンをクリックすると、そのメソッドをリストから削除することができます。 

チェックボックスにより、その検索メソッドの有効／無効を指定できます。 

詳細は「1.3.4 検索メソッド」を参照してください。 

 

➢ シノニム検索 

 

検索以前にシノニム検索が有効である場合、入力されたキーワードを使ってシノニムデータベースにクエリが

発行されます。このとき検索は見つかったシノニムをすべて使って実行されます。ツールチップが表示されま

す（検索ターム）。 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  33 

 

 

- 33 - 

 

詳細は「1.3.4.2.5 シノニム（同義語）を使った全文検索」を参照してください。 

 

➢ 検索テンプレート 

複雑な検索を使うときは有効です。 

 

詳細は「1.3.5 検索設定：テンプレートの保存／ロード」を参照してください。 

 

検索開始、クラウドナビゲータを開始、Cloud Map 

 

検索結果の質は選択されたモードとは関係ありません。 

➢ 「検索開始」の場合、検索結果は以下の図のように「検索結果」タブ内に表示されます。 
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詳細は「1.3.7 検索結果」を参照してください。 

 

➢ 「クラウドナビゲータを開始」の場合、検索結果は以下のように「クラウドナビゲータ」タブで表示されます。 

 

 

詳細は「1.3.11 クラウドナビゲータ」を参照してください。 

 

➢ 「Cloud Map」ボタンをクリックすると、以下のようにクラウドマップモードで検索結果が表示されます。 
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検索結果タブページ 

検索結果は以下のモードで表示されます。 

➢ 詳細モード 

 

詳細モードはテーブル変数を表示します。共通の変数だけではく検索結果が持つすべての変数が表示されます。

上のカラムにあるインプットフィールドで検索結果を動的にフィルタリングできます。 
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➢ 製品一覧モード 

 

大きなプレビューイメージを表示し、スタンダードナンバーや名前など重要情報を表示します。 

 

 

➢ テーブルモード 
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テーブルモードは詳細モードと同様のテーブル変数を表示します。より小さいプレビューが表示され、「要約」

カラム表示されません。一度により多くの検索結果を参照できます。 

 

 

➢ クラウドマップモード 

 

 

➢ パーティションマップモード 
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表示形式の設定で「アイテム」か「パートファミリと個々の部品」かで部品へのアクセス方法が変わります。プロジ

ェクト（単品はアセンブリ）、または、具体的な部品か、アイコンで確認できます。 

 

 

コンテキストメニュー内には様々なコマンドがあります。詳細モードでは、さらに以下のボタンが表示されます。 

 

➢ 「開く」ボタン 

 

例えばこのボタンを使うと、パーツビューへ切り替えることができます。詳細は「1.4. パーツビュー」を参照

してください。 

 

➢ 「パーツ比較」へロードするボタン 

 

「パーツ比較」画面を開き、パーツをロードします。詳細は「1.3.10 パーツ比較」を参照してください。 

 

➢ 検索結果が無い場合 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  39 

 

 

- 39 - 

 

 

➢ もしかして：詳細は「1.3.7.6 タイプミスの場合の提示 – もしかして」参照 

 

➢ 関連する結果：詳細は「1.3.7.7 関連する結果 – 絞り込み検索（AND）／高度な検索（OR）」参照 

 

➢ 絞り込み検索（AND）/高度な検索（OR）：詳細は「1.3.7.7 関連する結果 – 絞り込み検索（AND）／高度な

検索（OR）」参照 

 

➢ さらに結果を表示/すべての結果を表示 

 

検索結果が 50 以上ある場合、結果リストの最後部に上記ボタンが表示されます。もし最初のリスト内に欲しい

部品がない場合、これらのボタンを押して 50 以上の結果を表示させることで見つけることができます。 

 

NOTE： 

検索結果の表示数について、デフォルトは 50 ですがこれは「設定」＞「一般」タブの「検索結果の最大

表示数」で変更できます。 
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➢ 検索結果保存：お気に入り/ファイル 

  

選択された部品すべて（Ctrl キーで複数選択可能）は「お気に入り」に保存できます。 

また、例えば外部プログラムへこの検索結果を渡し場合もあるかもしれませんが、このときは検索結果を CSV

ファイルに保存することができます。 

コマンドは上記赤枠で、左が「検索結果をお気に入りへ保存」ボタン、右が「検索結果を CSV ファイルに保存」

ボタンになります。詳細は「1.3.7.5 検索結果保存：お気に入り/ファイル」を参照してください。 

 

➢ カタログやプロジェクトデータの詳細は「1.3.8.1 ドッキングウィンドウ「詳細」」を参照してください。 

部品の情報については、個々の部品を選択しコンテキストメニューを呼出し、その中に「パーツ情報」コマンド

で参照できます。 

 

パーツ比較 

 

 

重要な事柄： 

➢ パーツを検索結果から上記パーツ比較へダイレクトに挿入できます（ドラッグ＆ドロップ、またはコンテキス

トメニュー） 

➢ パーツ比較（Window/docking）をいくつかの方法で呼び出すことができます。 

 「シンボル」ビューのコンテキストメニュー 
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 「詳細」ビューのコンテキストメニュー 

 

 

 「詳細」ビューのボタン 

部品上にマウスカーソルを乗せたとき、いくつかのボタンが表示されます。これらを使ってもパーツ比較

へ部品をロードすることができます。 
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➢ パーツ比較はドッキングウィンドウか、独立したウインドウで使うことができます。独立したウインドウにす

る場合はタイトルバーをクリックします。 

➢ 比較は変数パラメータを使ったテキストベースで行うことができます（テーブル変数、クラス属性、形状のト

ポロジデータ）。 

➢ 二つの部品を同時に 3D/2D 比較に呼び出すことができます。 

 

その他詳細は「1.3.10 パーツ比較」を参照してください。 

 

1.3.2. 検索のためのカタログ・クラシフィケーション・ディレクトリの指定 

どこを検索するか 
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➢ すべてのカタログ＆クラシフィケーション：全カタログを検索するので、多くのカタログがインストールされ

ている場合、少し時間がかかる可能性があります。 

➢ すべてのネイティブカタログ 

➢ 現在の選択 

現在のディレクトリに加え、現在選択されたディレクトリのカタログも選ぶことができます。 

 カレントフォルダ（＜選択されたディレクトリの名前＞）： 

「カレントフォルダ」が選択されている場合、「検索範囲」の値はインデックスツリー上で選択されている

ディレクトリにより変わります。 

この場合、検索は常に選択されたディレクトリ以下を対象として実行されます。 

 現在のカタログ（＜選択されたディレクトリのカタログ名＞）： 

「現在のカタログ」が選択されている場合、「検索範囲」の値はインデックスツリー上でカタログが変更さ

れない限り同じ値が保持されます。 

この場合、検索は、どのディレクトリが選択されていても、その選択が同じカタログ内である限り、常に

選択されたカタログ内の部品すべてを対象として実行されます。 
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➢ 選択を固定 

これが選択されたとき、インデックスツリー内でカタログやディレクトリの選択に変更があったとしても、「検

索範囲」で表示される値は同じ値を保持します。 

➢ カスタムセレクション 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  45 

 

 

- 45 - 

 

 

 カスタムセレクション 

例えばキーワード検索で後ですぐに利用可能な自分用のテンプレートを保存しておいて使用したいということがあ

ります。加えて PARTdataManager 開始時にキーワード検索のフィールドに自動的に選択されるデフォルト設定を

定義することができます。 
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テンプレート作成と保存の操作方法です。 

１．「検索範囲」で「カスタムセレクション」を選択します。 
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このとき「検索パスを指定」ダイアログが起動します。 
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２．ダイアログ左側の「現在の選択」で、検索範囲としたいディレクトリのチェックボックスをオンにします。 

開始時にすべてのディレクトリが選択されていないことを確実にするため、まず「リセット」ボタンを押してく

ださい。 

 

３．「テンプレート名」に名前を入力し、「保存」ボタンをクリックします。 

このテンプレートが「カスタムテンプレート」リストに表示されます。リスト内のテンプレートにマウスオーバ

ーするとこのテンプレートで選択されているディレクトリが表示されます。 

 

PARTdataManager 開始時に、このテンプレートがデフォルトで選択されている状態にしたい場合、リスト内

でテンプレートを選択し「デフォルトの選択」チェックボックスをオンにします。 

４．「OK」ボタンをクリックしダイアログを閉じます。 

５．「検索開始」ボタンでユーザ定義の検索が開始されます。 

NOTE： 

保存されたテンプレートは、以下の説明にあるようにいつでも開くことができます。 

 

➢ 「OK」ボタン 

ウインドウを閉じ、現在の選択をキーワード検索へ渡します。 

 

 

NOTE： 

「OK」ボタンを使うと、保存なしで一度だけの検索のために現在の選択を使うことができます。 

 

➢ 「リセット」ボタン 

現在の選択をクリアします。 

「閉じる」ボタンで保存と変更なしで、ダイアログを閉じます。 

 

保存されたテンプレートの変更 
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「検索範囲」のリスト内で「カスタムセレクション」を選択し、「検索パス選択」ダイアログをロードします。その

後同ダイアログ右側でテンプレートを選択し、「テンプレートを有効にする」ボタンをクリックします。このとき、

そのテンプレートの選択状態が画面右側の「現在の選択」に反映されます。この後再度選択しなおし、同じテンプレ

ートを上書き保存します。 

「削除」ボタンでそのテンプレートは削除されます。 

 

テンプレートを使う 

既に保存されたテンプレートは「検索範囲」にリスト内に表示されるので、ここで選択すれば直接使用することが

できます。 

 

 

1.3.3. 表示形式 アイテム｜パーツファミリと個々の部品 

 

 

➢ アイテム 

 

「アイテム」は特に「3D 形条検索」「2D スケッチ検索」「トポロジ検索」で役立ちます。またこのモードは自

社部品の検索にも重要です。なぜなら、全く異なる形状を持つ異種部品が登録される場合があるからです。 

「全文検索」の場合、このオプションは特定のテーブル変数が使われるときや変数と特定の文字との組み合わ

せによるときが有効です。 
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例１：文字列＋テーブル変数による全文検索 

Hexagon bolt D=10 L=50 

または 

Hexagon bolt 10 50 

詳細は「1.3.4.2 全文検索」を参照してください。 

 

例 2：変数検索との組合せ 

 

NOTE： 

特定のパラメータなしの全文検索を実行するとき、検索範囲が大きくなるので、このオプションはふさ

わしくないです。 

 

 「製品一覧」モードの検索結果 

  

 

すべての結果は「アイテム」アイコン付きでマークされます。 

 

 

ダブルクリックするとパーツビューが表示されます。 

「フィルタシンボル」はテーブル上の行が絞られていることを意味します。 
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すべての行を表示したい場合は、このアイコンをクリックします。 

 

コンテキストメニューでは以下のことを実行できます。 

 

 パーツビューを開く 

 CAD へ転送 

 パーツ比較へ転送 

 

 「詳細」モードの検索結果 

  

 

すべての結果は「アイテム」アイコン付きでマークされます。 
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「要約」カラムを参照することでその部品の特徴を把握できます。検索条件に一致するところは黄色でハ

イライトされます。 

各行でマウスオーバーするとボタンが表示されます。このボタンを使ってパーツビューを開く、パーツ比

較へ転送する、CAD システムへ転送するなどの操作を実行できます。 

 

 

コンテキストメニューでは以下のことを実行できます。 

 

 パーツビューを開く 

 CAD へ転送 

 パーツ比較へ転送 
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➢ パーツファミリと個々の部品 

 

 

 製品一覧モード 

最初のステップでは具体的な部品までは見つけたくないが、ある程度大きな範囲でパーツファミリを見つ

けたいときこのモードを使用します。 

検索された部品はプレビューイメージと名前が表示されます。プレビューサイズを変更できます。 
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パーツ上でダブルクリックするか、コンテキストメニューの「開く」を選択することで、パーツビューへ

遷移します。 

コンテキストメニューの「パーツ比較」を選択することで、個々のダイアログボックスが開きます。部品

を「パーツ比較」画面へ転送できます。 

 

 詳細モード 

このモードでは、パーツファミリと個々のデータ両方へアクセスできます。検索結果リストについて、最

初はコンパクトにパーツファミリだけを表示します。そして「＋」ボタンをクリックするとことで、その

パーツファミリ以下にある、具体的な個々の部品が表示されます。アイテムを示すアイコンが表示されて

います。 
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「要約」カラムを参照することでその部品の特徴を把握できます。検索条件に一致するところは黄色でハ

イライトされます。 

各行でマウスオーバーするとボタンが表示されます。このボタンを使ってパーツビューを開く、パーツ比

較へ転送する、CAD システムへ転送するなどの操作を実行できます。 

 

NOTE： 

PARTdataManager を再度開いたとき、最後の設定が保存され有効になります。 

 

1.3.4. 検索メソッド 

デフォルトでは全文検索のみ表示されており、他のメソッドは非表示になっています。 

アイコンをクリックすると表示され、そのとき アイコンに変わります。アイコンクリックで交互に表示／非

表示を切り替えることが出来ます。インプットフィールドに入力後「検索開始」ボタンをクリックします。 

NOTE： 

文字列と数値を組み合わせて使用できます。ERP およびカタログデータの両テーブルとトポロジデータ

を検索します。 
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いつどの検索メソッドを選ぶか？ 

検索メソッドは単独で使う、又は、組み合わせて使うことができます。 

全文検索はプログラム開始時デフォルトで有効になっています。検索タームを入力し「検索開始」ボタンをクリッ

クするだけで検索は開始されます。 

以下の検索メソッドが利用可能です。 

➢ 全文検索 

➢ 変数検索 

➢ 3D 形状検索 

➢ 2D 形状検索 

➢ カラー検索 

➢ 未加工部材の検索 

➢ 部位検索 

➢ クラシフィケーション 2.0 検索 

➢ トポロジ検索選択 

NOTE： 

3D 形状検索と 2D スケッチ検索を組み合わせて使用することができません。 

全 文 検 索 と 変 数 検 索 は 標 準 で 利 用 可 能 で す 。 そ の 他 の 検 索 メ ソ ッ ド を 利 用 す る に は

「CNS200x*PSADDONS*COMPLEXSEARCH」ライセンスが必要です、 

 

どのように検索メソッドを使うか？ 

まず矢印アイコンをクリックし検索メソッドエリアを開きます。 
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必要な検索メソッドのリンクをクリックするか、又は、「＋」ボタン（検索機能追加ボタン）をクリックします。こ

のとき個々の検索メソッド用ダイアログボックスが表示されます。全文検索下に現在有効な検索メソッドが表示さ

れ、左端に「×」ボタンが表示されています。 

 

 

 

以下はいくつかの検索メソッドを組み合わせた例です。 

 

 

上記リストから検索メソッドを削除する方法 

「×」ボタンをクリックします。 

 

検索実行時にその検索メソッドを非アクティブにする方法 

チェックボックスをクリアします。 

 

上記図の場合、全文検索は有効、変数検索は無効となります。 
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検索メソッドの簡易表示（経験者用） 

 

 

ディレクトリの手動検索 

必要に応じて、ディレクトリを手動で検索することもできます。 

例えば「パーツ選択」タブ内で、サブタイトル「カタログ」または「クラシフィケーション」を選択し、ディレクト

リを展開していくことで必要な部品を見つけます。 

 「カタログ」タブ 

 

 

 「クラシフィケーション」タブ 
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詳細は「1.3.4.11 インデックスツリーからの部品選択」を参照してください。 

 

 どのメソッドがどのようなときに相応しいか 

なぜこのようにたくさんのメソッドが用意されているか、また、それぞれをどのようなときに使うか？ 

 

1.3.4.1.1. 各メソッドの有利／不利／制限 

 利点 不利、制限 

全文検索 

（文字列と数値） 

ジオメトリ情報をもたない、形状検索のための情報

をもたないパーツでも利用可能 

検索実行時、ERP／PDM 情報への検索も自動的に

含む 

すべてのタイプの部品（ジオメトリのない部品およ

び電磁部品）に適している。 

検索ワードがあらかじめわかって

いる必要がある。 

同じ意味を持つ異なる単語はある 

利用可能なテキスト情報がない自

社パーツには使えない 

変数検索 シンプルに使える。 

論理演算子（以上、以下、～から～まで）が使える 

特定サイズの部品へ直接アクセス 

選択されたディレクトリ以下の部品の共通の変数

を使った検索が可能 

利用可能なテキスト情報がない自

社パーツには使えない 

3D 形状検索 テキスト情報から独立している。特に特定の文字情

報をもたない自社パーツに利用可能 

（重複を防ぐため）モデリングの最初のステップに

役立つ 

部品の命名規則等の特別な知識を必要としない。 

 

キーとなる参照部品が必要 

すべてのタイプの部品（特にジオメ

トリのない部品および電磁部品）に

適しているわけではない。 

2D スケッチ検索 テキスト情報から独立しており、且つ、参照パーツ すべてのタイプの部品（特にジオメ

トリのない部品および電磁部品）に
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がなくても利用可能 

様々な部門で簡単に利用可能 

部品の命名規則等の特別な知識を必要としない。 

必要なパーツへ、ステップ by ステップでアプロー

チできる（表示された検索結果の部品を使って新た

な検索を開始する、これを繰り返すことで必要なパ

ーツへ近づく） 

適しているわけではない。 

トポロジ検索 あるひとつの属性が形状よりも特徴的な場合に特

に役立ちます。 

テキスト情報から独立しており、且つ、参照パーツ

がなくても利用可能 

大規模アセンブリでも、全ジオメトリから独立した

検索が可能 

必要なパーツへ、ステップ by ステップでアプロー

チできる（表示された検索結果の部品を使って新た

な検索を開始する、これを繰り返すことで必要なパ

ーツへ近づく） 

すべてのタイプの部品（特にジオメ

トリのない部品および電磁部品）に

適しているわけではない。 

 

1.3.4.1.2. 検索メソッドの組み合わせ 

あらゆる部品に完璧なメソッドは存在しません。以下のマトリックスは各組み合わせ検索でどのような効果が得ら

れるかを示したものです。 

 全文検索 3D 形状検索 2D スケッチ検索 トポロジ検索 

全文検索  全文検索のみでは適

切な部品を見落とす

可能性があります。 

使用された検索語句

が不正確な場合、ス

ケッチ検索（2D）と

の組み合わせによ

り、結果が決定的に

改善されます。 

使用された検索語句

が不正確な場合、ト

ポロジ検索との組み

合わせにより、結果

が決定的に改善され

ます。 

3D 形状検索 3D 形状検索のみで

は ERP/PDM 情 報

（在庫や価格、ステ

ータスなど）を見落

とす 

 3D 形状検索が利用

できる状況ならば、

2D スケッチ検索は

それ以上の情報をも

たらすことはできま

す。 

トポロジ検索の追加

使用は、結果リスト

が非常に長い場合

（例えば、ボアホー

ル= 3 の仕様）フィ

ルタとして機能しま

す。 

2D スケッチ検索 2D スケッチ検索は

全文検索用の検索ワ

ードを提供します。 

2D スケッチ検索は

3D 形状検索のため

の参照パーツを提供

します。 

 トポロジ検索と 2D

スケッチ検索の組み

合わせはより具体的

な結果を提供しま

す。 

トポロジ検索 トポロジ検索の結果

を分析すれば、全文

検索に最適な検索ワ

ードを得られる可能

性があります。 

トポロジ検索は 3D

形状検索のための参

照パーツを提供しま

す。 

トポロジ検索と 2D

スケッチ検索の組み

合わせはより具体的

な結果を提供しま

す。 
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例 1：3D 形状検索＋全文検索 

形状と文字列の検索は互いに相反することなく実行されます。3D 形状検索によってパーツが見つかったとしても、

テキスト情報を含めるだけで最善の決定が下されます。 

 

例２：2D スケッチ検索＋トポロジ検索 

スケッチは部品のプロポーションを提供し、トポロジ検索で必要なサイズを指定することができます。 

 

 

 全文検索 

全文検索は、標準規格カタログ、サプライヤカタログからの部品検索には標準的な検索メソッドです。 

自社カタログ部品の場合、幾何的特徴からの検索が適している場合が多々あります。それ以外の場合、検索オプシ

ョンは、更新された特性属性テーブルの利用可能性に依存します。 ERP インテグレーションが存在する場合は、通

常「ERP 番号」「品目」「リリース状態」などの ERP データを検索することができます。 

この全文検索では、属性テーブル、クラシフィケーション、スタンダード名、スタンダードナンバー、標準テキス

ト、ディレクトリ名、トポロジインデックス、LinkDB（ERP インテグレーションが利用可能な場合）を調べます。 

この章では、用例とさまざまな検索方法の詳細な情報を示します。 全文検索は、プログラムの開始時に開かれ、有

効にされます。 

 

1.3.4.2.1. 全文検索例 

次の例は、検索オプションを設定し、結果リストを表示し、パーツビューを開始する完全な検索を示しています。 

直径 30、長さ 100 の六角ボルトを探しています。 

１．次の検索ワードをインプットフィールドに入力します。 

hexagon bolt 30 100 
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TIP： 

全文検索のリストフィールドを開くと、過去に入力した検索ワードがリストされます。ここから選択す

ることでよりシンプルに入力することもできます。 

 

２．「検索範囲」で適切な設定を行います。表示形式は「アイテム」を選択します。 

３．「検索開始」ボタンをクリックします。 

このとき「検索結果」タブページに検索結果がリストされます。 

 

 

４．必要なパーツにマウスオーバー後ダブルクリックするか、または、「開く」アイコンをクリックします。 

このときパーツビューに画面が遷移します。 

５．左上にフィルターon/off のアイコンが表示されます。これは予め要求したパラメータでフィルタリングされて

いることを示します（この例では 30 と 100） 
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1.3.4.2.2. 全文検索：検索オプション詳細 

全文検索では、検索ワードのみ、数値のみ、組み合わせ、を使用できます。 

➢ １単語 

Bolt 

 

「Bolt」という単語の検索、又は、補足語としての検索が実行されます。補足語とは例えば： 

 Through boring for bolts 

 Stop bolts 

 Bolts with flange 

 

NOTE： 

正確なスペリングは重要です。スペースを持つ単語（b o l t）と間違った単語（blot）では検索結果が異

なります。 

 

➢ 単数形 – 複数形 

単数形でも複数形でも、検索結果は同じとなります。 

 

➢ 複数単語 

それぞれの単語はプロジェクトのどこかに存在していなければなりません。順序は関係ありません。 

cylinder smc 

この場合、シンプルにワードの後にサプライヤ名を追加しました。 

または「検索範囲」でサプライヤを選択することもできます。 
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あるいは、検索結果内でサプライヤをフィルタリングすることもできます。 

 

 

bolt with shank 

このように値が特定されていない場合、パーツビューまたは検索結果内のリストで実行します。 

 検索結果 
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詳細は「1.3.7 検索結果」を参照してください。 

 

 テーブル 

 

詳細は「1.4 パーツビュー」を参照してください。 

 

➢ 検索ワードと変数の組み合わせ 

dnc 500 45 

hexagon bolt M30x100 

または 

hexagon bolt 30 100 

 

変数を使ったフィルタリングの場合、パーツビュー内のテーブル左上に表示されます。アイコンをクリックす

るとテーブルフィルタは解除されすべての行が表示されます。 
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NOTE： 

この検索は単位には一致しません。これは「10」で検索した場合「10 mm」でも「10 INCH」もヒット

することを意味します。 

 

➢ 変数のみを使った検索 

いくつかの変数の組み合わせは特定されすぎており、最初の検索としてはふさわしくありません。 

63 320 10 75 

 

➢ 品番を使った検索 

12345678 

 

もし部分的にしかわかっていない場合には、プレースホルダを使用できます。 

 後方 

1234567* 

 前方 

*2345678 

 

NOTE： 

前方にプレースホルダをつけるときの制限 

検索ワードは「NN」「NB」「CNSORDERNO（オーダー番号）」「ERP_PDM_NUMBER」に限定されます。 

 

NOTE： 

プレースホルダは前方か後方でなければなりません。前後同時には実行できません。 

 

➢ 文字タイプの区別 

文字、数字、記号の組み合わせは、内部で自動的に断片化されます。 

89AB123.567 
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このケースは、以下の検索でも成功します。 

123 567 

 

以下を入力 

ABC1234DEF 

 

または 

ABC-1234-DEF 

ABC 1234 DEF 

 

いずれも検索できます。他の特殊文字も同じ方法で処理されます。 

NOTE： 

ハイフンなどの他の特殊文字も同様に扱われます。 

 

➢ 部品番号内のゼロ（0）の扱い 

以下を入力 

9876 

00009876 

いずれも検索できます。 

 

TIP： 

検索に先行ゼロを使用しないでください。 目的の部品に実際に先行ゼロがある場合でも見つかるでしょ

う。 

 

➢ 単語の順序（またはフレーズ）を指定したクエリの表現 => “xyz” 

クオーテーションマーク（"）を使うと、含まれる単語の順序を指定できます。 

例： 

 クオーテーションマーク（"）なしの場合 

Hexagon head bolts with shank 

この検索は「Hexagon flange bolts with reduced shank」のように、順序に関係なくヒットすれば検索

されます。 
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 クオーテーションマーク（"）ありの場合 

"Hexagon head bolts with shank" 

この検索は「Hexagon head bolts with shank」だけがヒットします。 

 

 

NOTE： 

"Hexagon head bolts with shank” 

"Hexagon head bolt with shank" 

上記２つの結果は同じです。 

 

➢ プレースホルダを用いた表現 - ? 

プレースホルダ「?」は型番だけに使うことができます。？は１つの文字の代わりになります。ひとつの行内に

いくつかの？を使用することができます。 
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ABC-5?6 

 

➢ 論理演算子 

変策検索では論理演算子を使うことができます。「イコール（＝）」だけではなく、「より小さい（<）」「より大

きい（>）」「以下（<=）」「以上（>=）」も使うことができます。さらに「AND」または「OR」、 

そしてあるワードを除く「NOT」を使って数値と文字列を組み合わせて検索できます。 

 AND：両方が含まれるまたは完全に一致する 

 OR：ある一つのタームが満たされれば検索される 

 NOT：ある検索タームを除く 

NOTE： 

大文字小文字は関係ありません。 

演算子（NOT、AND、OR など）は大文字のみ有効です。 

 

例： 

 変数検索 

hexagon bolt L = 400 

 

 「AND」を使った検索 

デフォルトではすべての単語は AND オペレータが使われます。特定のオペレータが使われないとき、こ

の種のクエリは同じ結果です。 

  

bolt shank 

bolt AND shank 

この２つは同じ結果です。 

 

16.2 21 90 

16.2 AND 21 AND 90 

この２つは同じ結果です。 

 

hexagon bolt  L>=150 AND L<=160 

 

hexagon bolt  L = 120 AND D = 22 

 

IDNR>=23012001 AND IDNR<=23012025 

 

 「OR」を使った検索 

「OR」オペレータを使うと、検索は複数単語へ拡大します。少なくとも入力された単語のどれか一つがヒ

ットする必要があります。 

hexagon bolt  OR cylinder head cap bolt 

hexagon bolt  (M10x50 OR M10x60) 

 

NOTE： 
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関連性が不明な場合、ブラケット（）を使ってください。 

上記の例ではブラケット内の「M10x50」または「M10x60」のいずれかが含まれる検索結果を使って、

ブラケット無しの「hexagon bolt」が検索されます。 

 

 「NOT」：ある検索タームを除く 

「NOT」オペレータは検索結果からある単語を除くために使うことができます。異なるスペリングがこの

メソッドで使うことができます。 

cylinder NOT round 

cylinder !round 

この場合「Round cylinder」は検索されません。 

NOTE： 

エクスクラメーションマーク（!）と単語の間はスペースを入れないでください。 

 

➢ プレースホルダを用いた表現 - * 

 アルファベッド検索 

検索タームは内部で持つ辞書にしたがって細分化されます。例えば「hex nut」で検索した場合、ワイル

ドカード（＊）なしで「hexagon nut」を検索することができます。 

「hexag」を使った場合検索されない可能性もあります。この場合ワイルドカードを使った「hexag*」を

使わなければなりｍせん。 

 数値検索 

後方 

1234567* 

前方 

*2345678 

 

NOTE： 

前方にプレースホルダをつけるときの制限 

検索ワードは「NN」「NB」「CNSORDERNO（オーダー番号）」「ERP_PDM_NUMBER」に限定されます。 

 

NOTE： 

前方の＊を使うためには V11SP3 を使って全文検索インデックスを再生成する必要があります。 

 

➢ トポロジのサイズ 

テーブル内だけでなく、トポロジのサイズも検索対象となります。 

これは特に自社製作パーツに適しています。何故ならサイズ等はテーブル内に必ずしもあるとは限らないから

です。トポロジのヒットは「トポロジ」カラムに表示され、黄色でマークされます。 
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NOTE： 

本機能を使うためには V11SP3 を使って全文検索インデックスを再生成する必要があります。 

 

「パーツビュー」でドッキングウィンドウ内に「トポロジ情報」が表示されます。詳細は「1.4.9 ドッキングウ

ィンドウ：トポロジ情報」を参照してください。 
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 明示的なトポロジ検索 

詳細を検索する場合、明示的なトポロジを使います。例えば「直径 5mm の穴 3 つ」という条件でトポロ

ジ検索を実行します。詳細は「1.3.4.10 トポロジ検索」を参照してください。 

 

➢ ERP インテグレーション利用時の検索オプション 

検索タームがどこに含まれているかは関係ありません。LinkDB のデータも同様に検索されます。ERP 番号、材

質、リリースステータス、在庫など 

12345 steel released 

 

➢ トポロジのサイズを使った検索 

トポロジのサイズも検索対象となります。 

NOTE： 

精度は設定ファイルを介して設定されます。通常は変更する必要はありません。 $ CADENAS_SETUP 

/ partsol.cfg - >ブロック[FULLTEXTSEARCH] - >キーTopologyTolerance を参照してください。 
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1.3.4.2.2.1. ディレクトリ全体のためのワイルドカードクエリ 

ディレクトリに対する全文検索インプットフィールド内のワイルドカード（*）検索の実行の結果。 

これは「クラウドマップ」検索、または、ディレクトリ全体の検索結果エクスポートで使用すると役立ちます。 

「クラウドマップ」検索 

 

上記は、クラウドマップであるディレクトリ内の部品をすべて表示させた場合です。 

 

検索結果をファイルへ保存 

検索結果内で、赤枠で囲ったボタンをクリックします。 

 

 

このとき、個別のダイアログボックスが表示されます。ここでエクスポートのため特定のカラムを指定できます。
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検索結果すべてを保存するか、又は、選択済みの部品だけを保存するか、指定できます。 

 

 

1.3.4.2.3. 何を検索するか？ 

以下のデータはインデックスの部分です。したがって、すべての言語を用いて検索できます。 

➢ プロジェクト 

 パス 

 NT 

 NN 

 日付 

 カタログ名 

➢ テーブル（＋ERP） 

 NB 

 固定数値 
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 固定文字列 

 型番（CNSORDERNO で定義される） 

 固定値を持つバリューレンジ変数（バリューレンジではない） 

➢ クラシフィケーション 

 E クラス ID、又は、クラス説明 

 クラス属性 

➢ トポロジ値 

 

例： 

トポロジ情報はドッキングウィンドウの「トポロジー情報」に表示されます。 

以下の画像は「tube 39」で検索した例です。「tube」は文字列ですが、「39」はトポロジ値がヒットしています。 

 

 

プロジェクトパスは、「検索結果」タブのある、プロジェクトレベルの「要約」カラムで表示されます。 
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多言語で検索した場合、ポップアップウィンドウの「Treffer」でどれがヒットしたか確認できます。以下の画像は

多言語である「schraube」で検索した場合です。 

 

 

 

以下は、「head cap bolt ISO」で検索を実行した場合です。 

各検索単語は「検索結果」タブ内でマークされます。 

 プロジェクトレベル：スタンダードナンバー（NN）、スタンダードテキスト（NT）、プロジェクトパス 

 行レベル：スタンダードナンバー（NN）、スタンダードテキスト（NT）、スタンダード名（NB） 

 

 

テーブルの値のヒットも同様に黄色でマークされます。以下は「hexagon bolt D=10 L=50」の検索実行例です。 
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1.3.4.2.4. オートコンプリート 

全文検索インプットフィールドに入力するとき、その入力を補完する単語候補が表示されます（オートコンプリー

ト機能）。 

 

 

表示される候補は、検索範囲で指定されている場所により変わります。 

➢ 例 1：JIS フォルダ 

 

 

➢ 例 2：NBK（鍋屋バイテック会社）フォルダ 
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1.3.4.2.5. シノニム（同義語）を使った全文検索 

シノニム検索 がアクティブな場合、入力されたテキストの同義語をシノニムデータベースから探します。ツ

ールチップには、対応する同義語が表示されます。 

 

 

1.3.4.2.5.1. PARTsynonym 

PARTsynonym エディタを使って同義語を定義できます。PARTsynonym 使用時、あなたはシノニム（同義語）の

定義と管理を行うことができます。 

とりわけ、定義されたシノニムは、PARTdataManager 内のキーワード検索で考慮に入れることができます。 

もし同種の製品でも、異なる記述(例えば、「六角ねじ」、「全ネジ六角ボルト」、「六角ヘッド・セット(六角ボルト)」、

これらを「ねじ」で検索した場合「六角ねじ」しか検出されない)であるために製品を見つけることが出来ない場合、

この方法で見つけることが出来ます。 

PARTadmin を起動し「PARTsynonym」を選択して、「PARTsynonym 開始」ボタンをクリックします。 
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左側の「キーワード」に基本となる単語を入力します。図は『ベアリング』としました。 

 

 

左側で単語が選択された状態で、その選択に対する同義語を右側に入力します、 
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この例では「ベアリング」「じくうけ」「軸受」「軸受け」の 4 語が同義語として定義されました。保存します。 

 

 

保存後検索すると、下のように同義語を追加して検索されます。 
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1.3.4.2.6. ERP インテグレーション使用時、Link データベース内の全文検索 

全文検索使用時、プロジェクトと Link データベースは常に一緒に検索されます。複数の検索単語が使われた場合で

あっても、プロジェクトファイル、又は、LinkDB カラム、どちらでヒットするかどうかは関係ありません。 

 

 変数検索 

このチャプターでは、最初に変数検索の例を紹介します。その後、ダイアログボックス内の変数検索の機能とオプ

ションについて説明します。 

 

1.3.4.3.1. 変数検索：重要事項 

機能説明 

変数検索を使うと、ある変数の値を使って検索できます。 
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ERP 変数（ERP インテグレーション使用時）、及び「CNSORDERNO（Order number）」のような分類された変数

は常に表示されます。これらの変数はカタログ全体を検索するときにも利用できます。 

NOTE： 

品番（Order number）はカタログごとに変数名が異なることがあります。「CNSORDERNO」として分

類されている場合、実際の変数名を知らなくても、番号さえ知っていれば検索できます。 

末尾にプレースホルダを仕様で来ます。 

例： 

12345* 

プレースホルダは ERP 番号でも動作します。 

 

さらに選択されたディレクトリレベルで共通の変数も表示されます。上記の図は「Standards」＞「ISO」＞「Bolts」

の例です。 

 

 

プロセス 

１．「変数検索」のリンクをクリックします。 
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同名のダイアログボックスが表示されます。 

 

２．一つまたは複数の変数を入力します。 

 

 

３．論理演算子を決めます。 

=     equal 

>     greater 

<     less 

>=    greater or equal 

<=    less or equal 

x-y   from to 

 

４．必要に応じて、任意に変数を追加できます。「変数追加＋」ボタンをクリックします。追加した行の行頭にある
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「×」ボタンで削除できます。 

 

 

５．「適用」をクリックします。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その後「検索開始」

ボタンをクリックすることで検索を実行します。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その直後に変数検

索が実行されます。 

 

変更の保存を行わずに、ダイアログぼっくを閉じます。 

 

６．「検索開始」をクリックします。 

クラスシステム変数で検索した場合、「クラスシステム値」カラムをアクティブにすると表示されます（カラム

上で右クリックし、チェックボックスをオンにします）。 
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共通の変数は「関連項目」エリアに表示されます。詳細は「1.3.4.3.2 変数検索：「共通変数」セクションを呼ぶ」

を参照してください。 

 

 

「フィルタアシスタント」も共通の変数を元に表示されます。 
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1.3.4.3.2. 変数検索：「共通変数」セクションを呼ぶ 

変数検索を実行するためのプロセス： 

 

１．「パーツ選択」タブを選択して、続いて「ストラクチャ」＞「カタログ」を選択します。カタログから「- Industry 

Standards – 」＞「ISO」＞「Bolts」を選択します。 

このとき右側の「関連項目」に、選択されたフォルダ内の部品に共通する変数リストが表示されます。図は「Bolts

に含まれる変数」です。 

 

 

２．「D」変数をクリックします。以下のダイアログが開きます。 
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３．「絞り込み検索（AND）」をクリックします。このとき変数検索ダイアログが開き、D がすでに選択されていま

す。 

４．変数「D」に値を入力します。加えて変数「L」の値を入力します。算術演算子は「＝」、単位は「mm」を指定

します。 

 

 

値が入力された行にはアイコンが表示されます。 

変数検索はリンクをクリックするか、「＋」ボタンをクリックし「変数検索」を選択することでも開くことがで

きます。 

 

 

５．「適用」ボタンをクリックします。 

このとき、メソッドが現在の選択パラメータが表示された形で表示されます。 
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６．変数検索のみ使用するかその他の検索と組み合わせるかで検索を実行できます。その他の検索が必要ない場合

はチェックボックスをクリアにし非アクティブにするか、「×」ボタンをで削除します。この例では、変数検索

だけを使用します。全文検索は非アクティブにします。 

 

 

７．「検索開始」ボタンをクリックします。 

「検索結果」タブページで検索結果が表示されます。「＋」ボタンをクリックすると、パーツファミリが展開さ

れ、個々の部品が表示されます。以下の図は「D=30 L=100」の検索でヒットした 1 行です。 

 

 

行でマウスオーバーするといくつかのボタンが表示されます。 

 

８．行で「開く」 アイコンをクリックします。このときパーツビューが表示されます。 

９．「テーブル」タブを選択します。 
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左上の「検索フィルタ on/off」アイコンがあります。これがフィルタがかかった状態です。 

すべての行を表示したいときは、このアイコンをクリックします。 

「リスト」タブを選択します。 

 

 

1.3.4.3.3. 変数検索： 検索結果の変数から直接呼ぶ 

検索結果から直接検索できます。 

１．「Head cap bolt」で全文検索を実行します。 

２．詳細モードでアイテム を表示します。 

３．変数「D」の値をクリックします。このとき最初のテキスト検索と変数検索「D=＜値＞」の複合検索が実行さ

れます。 

４．同様の操作で「L=＜値＞」をクリックします。前回の条件にこの条件が追加された検索が実行されます。 
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５．値ではなく変数名（D、L など）をクリックすると変数検索ダイアログが開きます。 

 

 

「変数検索」のリンクをクリックすることでも同ダイアログを開くことができます。 

「P」の算術演算子を「＝」から「範囲（from –to）」に変更し適宜値を入力します。 

「適用」ボタンをクリックします、 

「変数検索」以下に上記ダイアログで設定した内容が表示されます。 
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６．「検索開始」をクリックします。 

 

 3D 形状検索 

1.3.4.4.1. 3D 形状検索：重要事項 

3D 形状検索は全文検索から独立した形で、または、全文検索と組み合わせて使用できます。特に自社製作部品、分

類されていない部品、ERP/PDM システムに登録されていない部品を探す場合に有効です。その正確さは、干し草の

針を見つけるでしょう。 

3D 形状検索の利用： 

➢ テキスト情報や未分類の部品（特に自社製作部品） 

➢ 適切な検索用語が不明な場合（探すには専門知識が必要だが、それを持ち合わせていない場合） 

➢ 異なる名前を持つ同一部品を探す場合 

➢ モデリング中に重複部品の作成を回避するため 

➢ 自社製作部品とサプライヤ部品を比較するため 

比較 利点 

自社製作部品 自社製作部品 再利用の増加 

重複部品の抑制 

標準化の促進 

自社製作部品 サプライヤ部品 サプライヤ部品の利用が増加 

サプライヤ部品 サプライヤ部品 サプライヤ比較 

 

プロセス 

１．「3D 形状検索」のリンクをクリックします。 

 

 

同名のダイアログが開きます。 
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ダイアログ左側「プロジェクト」タブには、現在のセッションで使用された部品がリストされます。「3D ファ

イル」タブでは、CAD からまたはディスクから部品データをロードできます。 

「開く」ボタンをクリック、または、ダブルクリックでパーツビューに部品をロードできます。 

 

２．左側から検索する部品を選択します。 

このとき、右側の「プレビュー」エリアに部品が表示されます。 

 

３．設定を行います 

検索テンプレート 通常は「標準の検索」でよい結果が得られます。 

サイズを考慮 チェックを入れると、プロポーションのみならずサイズも考慮にいれた検索

となります。 

ミラー部品をフィルタリング このオプションを有効にすると、左右対称のミラーパーツがフィルタリング

されます。検索結果内でミラーパーツはマークされます。 
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４．「適用」ボタンをクリックします。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その後「検索開始」

ボタンをクリックすることで検索を実行します。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その直後に検索が

実行されます。 

 

変更の保存を行わずに、ダイアログボックスを閉じます。 

 

3D 形状検索のリンクに小さいプレビューが表示されます。 

 

 

3D 形状検索は単独または他の検索と組み合わせて使用できます。必要ない場合はチェックマークを OFF にし

て無効にするか「×」ボタンをクリックして削除します。例では 3D 形状検索単独で実行するので全文検索をオ

フにします（全文検索は削除できません）。 

NOTE： 

3D 形状検索と 2D スケッチ検索を組み合わせて使用することはできません。 

 

５．表示形式を「アイテム」にします。 

 

 

６．「検索開始」ボタンをクリックします。 

検索結果が表示されます。 
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検索結果は類似度（パーセンテージ表示）ごとに色分けされます。 

 緑：類似度高 

 黄色：類似度中 

 赤：類似度低 

 

７．必要に応じて「パーツ比較」へロードすることができます。 

 

 

1.3.4.4.2. 検索部品を定義／設定 

1.3.4.4.2.1. 検索部品を定義 

検索部品はカタログ内から（プロジェクトタブ）、または、自身のコンピュータのディスク上から 3D データをロー
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ドすることで選択できます。 

 

 プロジェクト選択 

プロジェクトタブで選択 

最新のロードされた部品が「履歴」＞「プロジェクト」内に表示されます。部品を選択すると右側の「プレビュー」

エリアに表示されます。 

 

 

検索したい部品は「履歴」一覧に存在しない場合、その部品を一度パーツビューをロードするか、またはコンテキス

トメニューから「3D 形状検索」を実行します。 

 

検索結果内の各パーツ上で右クリック、コンテキストメニューをロードして、「このパーツから形状検索」コマンド

を実行することができます。その後そのパーツは「履歴」に表示されます。 



96  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 96 - 

 

NOTE： 

「新しいタブ」をクリックすると、検索結果が新しいタブ上に表示されます。 

 

ディレクトリツリー上、パーツビュー、「リンク」ウィンドウからも「このパーツから形状検索」コマンドを実行で

きます。 
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 3D ファイルを選択 

検索のための部品として、外部から 3D ファイルを指定することができます。 

「CAD のジオメトリ」をクリックすると、CAD で開いているパーツ、または、アセンブリ内で選択されたパーツが

検索のための部品としてダイアログにロードされます。 

「ジオメトリのロード」をクリックすると、Windows エクスプローラーの「ファイルを開く」ウィンドウが開き、

検索のための 3D ファイルを選択できます。選択するとそのファイルが検索用データとしてロードされます。 

以下例です。 

 

１．「履歴」セクション＞「3D ファイル」タブを選択します。 
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２．履歴をにある部品を選択するか、又は、「ジオメトリのロード」ボタンを使って新しい部品をロードします。 

右側「プレビュー」セクションには、選択された部品の 3Dプレビューが表示されます。 

「ジオメトリのロード」をクリックすると、OSのファイルを開くダイアログが開くので、そこで外部の 3Dフ

ァイルを選択します。 

選択可能なフォーマットは以下のとおりです（CAD フォーマットがインストールされている CAD インターフ

ェースに依存します）。 

 IGS (*.igs) 

 STL (*.stl) 

 Inventor 2010 (*.ipt, *.iam) 

 NAT (*.nat) 

 PS3-V2 3D (*.ps3) 

 PartJava 3D (*.zjv) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 Assembly (*.asm) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 Part (*.prt) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 UDF (*.gph) 

 SAT ascii 3D (*.sat) 

 STEP (*.step, *.stp) 

 SolidDesigner PKG File (*.pkg) 

 SolidDesigner PKG/STL File (*.stl) 

 Solidworks 2010 (*.sldprt, *.sldasm) 

 U3D (*.u3d) 

 *.zjv 
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NOTE： 

CAD フォーマットを選択するとき、CAD アプリケーションが開始されているか確認してください。 

 

ファイル拡張子があいまいな場合、追加のダイアログボックスが表示されます。 

例えば「*.prt」のように Creo Elements と NX 両方で利用可能な場合、更には、CAD のバージョン違いなど

で課 k 調子ではフォーマットを決定できない場合があります。 

このリスト内で CAD システムとバージョンを指定します。 

 

 

このとき単位指定のためのダイアログが表示されます。 

 

 

「OK」ボタンをクリックし確定します。 

確定後、左側にこのファイルがリストされ、右側にその 3D プレビューが表示されます。 

 

1.3.4.4.2.2. 設定 
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検索テンプレート 

➢ 標準の検索：標準的な検索精度と速度です。 

3D 形状検索のデフォルトです。 

NOTE： 

通常はこの「標準の検索」テンプレートを使用すれば十分です。 

 

➢ 幅広い検索：速度は低下します。 

➢ プロファイルの検索 

➢ 重複を検索 

 

サイズを考慮 

チェックボックスオフならプロポーションのみの検索となりサイズは検索条件から除外されます。この場合相似形

状もヒットします。チェックボックスオンにするとサイズも考慮した検索となります。 

 

ミラー部品をフィルタリング 

このオプションを有効にすると、左右対称のミラーパーツがフィルタリングされます。検索結果内でミラーパーツ

はマークされます。 

 

 

1.3.4.4.3. 検索結果 

「検索開始」ボタンをクリック後、検索結果がリストされます。 
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1.3.4.4.3.1. 類似度 

類似度ごとに色分けされます。 

➢ グリーン：よく似ている 

➢ イエロー：少し似ている 

➢ レッド：似ていない 

NOTE： 

表示されているパーセンテージは、実際の値とはほんの少し誤差があるかもしれません。それは事前計

算された部品と関連します。計算時間短縮を確実にするため、すべてのパーツが事前計算されているわ

けではありません。部品がロードされるとき、欠けたデータをすばやく計算します、その結果 3D 比較と

2D 比較の叙述は常に正しくなります。 

パーツファミリ内のすべての行を参照するために、検索のための部品と、パーツビューまたはパーツ比

較のいずれかでチェックするための検索結果内のパーツを、シンプルにロードします。 

 

1.3.4.4.3.2. ミラーパーツ 

検索結果内でミラーパーツがマークされます。 
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1.3.4.4.3.3. クイック比較 

「クイック比較」カラムで、検索パーツと結果パーツのプロポーションを素早く比較できます。 

検索パーツの境界ボックスが、各検索結果の 2D スケッチ上に描画されます。結果一目で形状比較できます。実際の

サイズは「サイズ」カラムに表示されていますのでそこで確認できます。 

 

「クイック比較」はデフォルトでは表示されません。すべての検索結果パーツで参照したい場合は「クリック比較」

カラム内の「すべて表示」チェックボックスを On にしてアクティブにします。その他、各検索結果パーツにもチェ

ックボックスが存在し、それを ONOFF することで、個別に表示／非表示を切替えることができます。 

検索結果内で 3D ツールチップを表示すると、検索パーツの境界ボックスが表示されます。 
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パーツビューの「リンク」ウィンドウでもクイック比較の境界ボックスが表示されます。 
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1.3.4.4.3.4. 結果のソート 

結果は例えば「プレビュー」「カタログ」「プロジェクト」などのカラムをクリックし、異なる順序でソートすること

ができます。 

 

 

カラムヘッダー上にマウスカーソルを置きクリックすると「選択」ダイアログが表示され、表示させたいカラムを

設定できます。チェックボックスオンで表示、オフで非表示となります。 
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1.3.4.4.3.5. 最小の類似度 

3D 形状検索では 90%がデフォルト値です。これは検索結果として表示されるのは類似度 90%以上の部品のみとい

う意味です。より低い類似度の部品を表示させたい場合は、検索結果最後部の拡張ボタンをクリックします。 

最大表示件数（50）以上の部品が検索された場合は「さらに結果を表示」ボタンをクリックすると次の 50、計 100

まで表示されます。以降 150、200、…とクリックごとに 50 部品ずつ表示されていきます。 

「すべての結果を表示」ボタンをクリックすると一度にすべての検索結果が表示されます。 
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または、類似度 90%以下の部品を表示させたい場合は「xx%の類似度に検索結果を変更」ボタンをクリックします。

下の例では「80%の類似度～」となっていますが、クリックすると類似度 80%以上の部品まで検索結果を拡張しま

す。 

 

 

1.3.4.4.3.6. パーツ比較 

検索結果行にマウスオーバーすると、いくつかのアイコンが表示されます。 
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パーツビューへロードします。 

 

「パーツ比較」へ、最初の部品として転送されます。 

 

「パーツ比較」へ 2 番目の部品として転送されま

す。 

 

「パーツ比較」へこのパーツを転送します。後に「1 

」「2」ボタンを押すことで 3D ビューが表示されま

す。 

 

パーツファミリではなく、テーブル行の場合のみ表

示されます。クリックでアクティブな CAD システ

ムへ転送されます。 

 

例えば Ctrl キーを押しながら 2 行を選択して「パーツ比較」タブへドラッグ＆ドロップすると、パーツ比較画面が

表示され、該当する２つの部品が表示されます。 
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「プロジェクトラインの選択」セクションには、比較する検索パーツとパーツの特性属性テーブルが表示されます。

詳細は「1.3.10 パーツ比較」を参照してください。 

 

 2D スケッチ検索 

1.3.4.5.1. 2D スケッチ検索：重要事項 

スケッチの作成は簡単に素早くできます。 

2D スケッチ検索は「3D 形状検索」のための参照 3D データがない場合に役立ちます。スケッチを使用した検索後、

次のステップでその検索結果から 3D 形状検索を実行できます。 

検索メソッドは組み合わせて使用することができます（2D スケッチと 3D 形状検索は同時に使用できません）。 

1 面のスケッチだけでその部品に幾何的形状をよく表すことができる部品ほど、2D スケッチ検索の結果はよいもの

となります。 

NOTE： 

スケッチは絶対サイズを指定することができません、プロポーションのみです。スケッチャーの格子は

プロポーションを保持するのに役立ちます。 
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プロセス 

１．「2D スケッチ検索」のリンクをクリックします。 

このとき同名のダイアログが表示されます。 

 

 

２．一つの面、または複数面に検索パーツをスケッチします。 
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キューブをクリックすると描画する面を切り替えることができます。 

 

３．「適用」をクリックします。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その後「検索開始」

ボタンをクリックすることで検索を実行します。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その直後に検索が

実行されます。 

 

変更の保存を行わずに、ダイアログボックスを閉じます。 

 

現在の選択が検索メソッドに表示されます。 

 

 

４．「検索開始」をクリックします。 

結果が表示されます。 

 

 

1.3.4.5.2. 例 

以下はハンドホイールを描画する例で、手順を解説します。 
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１．立方体の正面に最初のビューを描画します。面をクリックするとその面が正面に向きます。これはいつでも切

り替え可能です。 

 

 

２．色を選択します。 

 

 

３．「円」描画機能を選択します。 

 

 

４．マウス左クリックで描画のための中心点をクリックします。そしてマウスボタンを押したままドラッグし黒く

塗り潰された円を描画します。 
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５．削除用の色を選択します。 

 

 

６．「円」描画機能を選択します。 

７．再び描画のための中心点をクリックします。そしてマウスボタンを押したままドラッグすると白い円が描画さ

れるので、そのまま最初の黒い円より少し小さく描画します。 
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８．再び黒を選択します。 

 

 

９．ブラシを選択します。 

 

 

１０． 太さ「16」を選択します。 

 

 

１１． スポークを描画します。 

 

 

１２． 右側の面をクリックします。 

このとき、正面ビューが切り替わります。次の面を描画します。 
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NOTE： 

形状が特徴的であるほどスケッチは少なくて済みます。ここで例示しているハンドホイールは一つのス

ケッチで十分なとても典型的な例です。 

１３． 2 面目をブラシを使って描画します。これで必要なオプションは選択されました。 

 

 

１４． 「適用」又は「適用と検索」ボタンをクリックし、「2D スケッチ」ダイアログを閉じます。 

１５． 「プロジェクトの選択」＞「検索範囲」を設定します（ここではカレントフォルダ（DIN）を選択してい

ます）。 
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１６． 設定： 

 

➢ 検索テンプレート：「スケッチ検索（黒―白）」がデフォルトで選択されています。 

➢ 最小類似性は「編集」ボタンをクリックし、このテンプレートに対して指定します。デフォルトは 90% 

です。 

 

 

１７． 「検索開始」ボタンをクリックします。 
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検索結果が表示されます。各行でマウスオーバーするとボタンが表示されます。 

 

部品の比較については「1.3.10 パーツ比較」を参照してください。 

NOTE： 

作成したスケッチの履歴は、ダイアログボックスの左側に保存されます。例えば同じスケッチで再度検

索したい場合や、少し手直ししたスケッチで検索したい場合なとは、左側から選択するだけですぐにス

ケッチャーに呼び出されるのですばやく操作できます。 

 

1.3.4.5.3. スケッチ検索のその他の操作 

1.3.4.5.3.1. 画像からのスケッチの作成 

１．2D スケッチ検索をロードします。同じ名前のダイアログが表示されます。 
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２．「画像を読み込み」ボタンを使って、画像ファイルをスケッチャーに読み込むことができます。 

 

 

Windows エクスプローラーが開くので画像ファイルを選択します（可能なフォーマットは「jpg」「gif」「png」

です）。または、Ctrl＋V を使ってクリップボードにコピーされた画像データを直接挿入することもできます。 

 

３．最初に画像中の残したいエリアをフリーハンドでマークします。 
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４．次に削除したいエリアをフリーハンドでマークします。 
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マウスキーを話すとすぐに結果が表示されます。 
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「選択を反転」ボタンをクリックすると、最初に選択したエリアが削除され、後に選択したエリアが残ります。 

 

５．よければ「はい スケッチを取得します」ボタンをクリックします（やりなおす場合は「いいえ リピート選択」

ボタンをクリックします）。 
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スケッチの編集等については「1.3.4.5.5 描画ツール」を参照してください。 

「適用」か「適用と検索」ボタンでスケッチャーが閉じます。 

 

1.3.4.5.3.2. 3D から自動的にスケッチを作成 

検索結果リスト、又は、インデックスツリー上の部品から、スケッチビューを自動的に作成できます。その後スケッ

チャーで編集してから、2D スケッチ検索のために使用します。 

１．コンテキストメニューの「この部品からスケッチ検索」を選択します。 
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このコマンドは、インデックスツリー、または、検索結果リストのプロジェクト選択時のコンテキストメニュー

で使用できます。 

 

２．図のように三面のスケッチビューが自動的に生成・表示されます。 

 

 

「OK」ボタンをクリックすると、スケッチャーにこの図が描画され、検索メソッドのリストに表示されます。 
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３．「2D スケッチ検索」リンクをクリックすると、ダイアログボックスが表示されスケッチを編集できます。 

 

その他スケッチャーに関する詳細は「1.3.4.5.5 描画ツール」を参照してください。 

 

1.3.4.5.3.3. 手動によるスケッチ作成 

「1.3.4.5.5 描画ツール」を参照してください。 

 

1.3.4.5.4. 設定／アクション 

最小類似性： 

検索結果の表示を少なくし検索速度を速くするため、通常は高い値を指定します。 

もし少ないカタログから検索する場合には、検索時間の違いはほとんどありません。しかし、例えば数百ものカタ

ログを対象とした場合、最小類似性を低くし多くの結果が表示されるような検索を実行すると速度は低下します。 

 

検索テンプレート： 

 

 

アクション 

「2D スケッチ」ダイアログボックスでは以下のアクションを実行できます。 

➢ 適用：ダイアログボックスを閉じ、変更結果を反映させます。その後「検索開始」ボタンでけんさくを開始し

ます。 
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➢ 適用と検索：ダイアログボックスを閉じすぐに検索を開始します。 

➢ キャンセル：編集結果を反映させずにダイアログボックスを閉じます。 

 

1.3.4.5.5. 描画ツール 

以下、スケッチの描画で利用可能なツールです。 

 

描画（削除）のための色の設定 

描画する色の設定と削除用の色を切り替えます。 

もし色フィーチャが部品で使用されていれば、そのとき色を指定したスケッチを描画する

ことで、スケッチ検索の検索結果の精度は向上します。 

 

スケッチ 

 

検索結果の部品 

 

 

※この機能は標準品カタログ、部品サプライヤカタログのみ有効です。自社製作部品カタ

ログの場合色の情報を取り込めないので使用できません。 

 

線の太さ 

矢印ボタンを使って、ペイントブラシの線の太さを設定します。 

 

ブラシツール 

線を描きます。 

 

矩形ツール 

矩形の角となる点をクリックし、マウスボタンを押したまま対角までドラッグし、任意の

矩形となったらマウスボタンを離します。 

 

楕円ツール 

円の中心となる点をクリックし、マウスボタンを押したままドラッグし離します。 

 

ポリゴンツール 

ポリゴンの角となる点をマウスの左ボタンでクリックします。その後右クリックをクリッ

クし処理を終了します。 
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Ctrl キーを押すと 45°又はその組合せのみのアングルとなります。このときアングルの基

準は描画面に対してとなります。 

Shift キーを押すと 45°又はその組合せのみのアングルとなります。このときアングルの基

準は最後の線に対してとなります。 

 

画像を読み込み 

「1.3.4.5.3.1 画像からのスケッチの作成」を参照してください。 

 

挿入 

この機能はクリップボードなどのテンポラリ領域にある挿入可能なデータ（jpg、gif、png）

をすばやく利用するための機能です。 

操作は「画像を読み込み」と同様です。 

 

クリーンアップ 

選択されたビューの描画を削除します。 

 

元に戻す 

最後の操作を取り消します。このボタンは操作が可能なときアクティブになります。 

 

リピート 

最後の操作を繰り返します。このボタンは操作が可能なときアクティブになります。 

 

 カラー検索 

部品データの描画に色は使われている場合、カラー検索を使用できます。このメソッドのみ、又は、他の検索メソッ

ドを組み合わせて使用できます。 

カラー検索は二つのオプションを持ちます。カラーパレット、又は、画像データの読み込みで色を指定できます。複

雑な色指定を行いたい場合は画像の読み込みが有利です。 

以下説明です。 

 

色を直接指定 

１．「色」タブページを選択します。 
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２．履歴の中にある色、又は、色の組合せを選択します。又は、右側のパレットから色を指定します（Ctrl キーで複

数指定ができます）。 

もしパレット内に要求する色がない場合、「色を追加」ボタンをクリックし新しい色を追加してください。 

この例ではシンプルに赤一色のみ選択しています。 

 

３．検索テンプレートは一種類なのでデフォルトのままにします。 

４．「適用」又は「検索と適用」ボタンをクリックしダイアログを閉じます。 

このとき検索結果がリストされます。 

 

色比較のためのイメージ選択 

複雑な色指定を行いたい場合は、画像の読み込みが有利です。 

１．「写真」タブを選択します。 

２．履歴から画像ファイルをを選択するか、「イメージファイルを開く」ボタンを使ってディスク上にある画像ファ

イルを指定します。 

「クリップボードから」ボタンを使うと、クリップボード上の画像を追加できます。 
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３．「カラーピッキング」を指定します。 

➢ 検索に使用するイメージ 

最もベストな 4 色を画像から自動的に計算し、その色がアクティブになった状態となります。デフォルトの設

定です。 

➢ 画像から色で検索 

検索の色を手動で選択します。Ctrl キーで複数選択できます。 

４．検索テンプレートは一種類なので操作しません。 

５．「適用」又は「検索と適用」ボタンをクリックしダイアログを閉じます。 

このとき検索結果がリストされます。 

 

検索結果 
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 未加工部材の検索 

 

この検索は、ある完成部品を作成するために適した部材を探す、またはその逆である部材から作成可能な完成部品

を検索するために使用します。 

 

例： 

あなたは今ある特注のフランジを探しているとします。そして、そのフランジ作成に適当な材料となる部材、未加

工部材、が欲しいとします。このとき、新しい未加工部材マスターデータを追加するためには、CAD でデータを作

成しその後マスターシステムに登録するなど多くの時間を浪費します。 

このようなとき「未加工部材の検索」がマッチします。すなわち、登録済みの未加工部材データがあり、どの未加工

部材データを使えば、この特注フランジを作成することができるか？これを検索することができます。 

このときの検索は「ある部品を完全に内包することができる別の部品を検索する」という動作をします。完成部品

（ここでは特注フランジ）は未加工部材より小さくなければなりません。つまり、未加工部材の余分な部分を削る

ことで完成部品を作成することができます。もし完成部品の一部でも未加工部材からはみ出していれば、その未加

工部材は適した材料とはいえない、または、完全に使用することができません。 

検索は、部材の体積中の削除する（ごみとなる）体積を計算します。削除部分が少ないほど加工コストが少ないと考

え、検索結果上位に表示されます。 

 

起動方法 

検索メソッドエリアから「未加工部材の検索」をクリックします。コンテキストメニューからも同様の操作ができ

ます。有利な点は他の検索（全文、変数、トポロジ）と組み合わせて使うことができる点です。3D 形状検索、2D ス

ケッチ検索、カラー検索と組み合わせることができません。 
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設定ダイアログ 

をクリックすると同じ名前のダイアログが表示されます。 

 

 

➢ 履歴 

左側の「履歴」エリアで部品を選択します。 
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 「プロジェクト」タブ 

パーツビューで表示された部品の履歴です。 

 「3D ファイル」タブ 

検索のための 3D ファイルを外部からロードできます。 

「CAD のジオメトリ」をクリックすると、CAD で開いているパーツ、または、アセンブリ内で選択され

たパーツが検索のための部品としてダイアログにロードされます。 

「ジオメトリのロード」をクリックすると、Windows エクスプローラーの「ファイルを開く」ウィンドウ

が開き、検索のための 3D ファイルを選択できます。選択するとそのファイルが検索用データとしてロー

ドされます。 

 

➢ 設定 

 「設定」以下のリストで以下を選択します。 

 未加工部材から完成品を検索 

 完成品から未加工部材を検索 

 

 完成部品の許容誤差 

完成部品に対する未加工部材の欠落部分です。 

 材料の切削廃棄物の割合 

未加工部材から削除される部分がどの程度の割合まで許可するか、その最大値を指定します。つまり「30%」

と指定された場合、ある部品を完成させるために部材の 40%を削らなければならないような未加工部材

は検索されない、ということです。 

 オプション（16、32、64、128） 

検索結果の精度を調整します。高い数値を指定した場合ほど、より詳細まで計算します。しかしその分時

間はかかります。 

 

➢ 「Raw Part Search」カラムでは、「凸状」と「廃棄部分」がパーセンテージで表示されます。 

 凸状：未加工部材からはみ出した部分、つまり部材が無い部分です。 

 廃棄部分：未加工部材から削るべき部分の割合です。 

 

➢ プレビューイメージをマウスオーバーすると、3D プレビューが表示されこのとき「凸状」部分が赤く表示され

ます。 

 

 

➢ 「未加工部材との比較」ボタンをクリックすると「パーツ比較」が表示されます。 
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 部位検索 

1.3.4.8.1. 必須事項 

部位検索を可能とするためにはいくつかの操作が必要です。 

部品検索を可能とするには CAPVIDIA を使った自社カタログ作成が必要です。 

CAPVIDIA なしの既存ユーザーの場合、CADFILE/STEP を使って、CAPVIDIA を有効として再登録する必要があり

ます。 

CADENAS の部品（3db）は、Capvidia を使わずに索引を付けることができます。 

デフォルトでは、部位検索インデックスは生成されません。カタログごとに部位検索用インデックス生成をアクテ

ィブにする必要があります。 

部分検索を使用する前に、$ CADENAS_SETUP / geomsearch.cfg の下の PartialSearchCatalogs キーで、部分検

索に使用されるカタログパスが挿入されていることを確認した後、ジオメトリインデックスが作成されます。 それ

ぞれのカタログ全体に対して作成されます。 

例： 

PartialSearchCatalogs=cat/_partial_search 

 

複数カタログで生成する場合には、カンマ区切りで続けてカタログパスを追加してください。 

 

1.3.4.8.2. 部位検索：重要事項 

「部位検索」は形状検索です。しかし、参照はパーツ全体ではなく、例えば面や円筒などパーツの一部の特徴となり

ます。そしてその選択された特徴を含む部品が見つかります。特徴の幾何学的配置も考慮されます。 

 

プロセス：PARTdataManager を使った例 

１．パーツをパーツビューへロードして「部位検索」を呼び出します。 
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ディレクトリツリー上で選択してコンテキストメニューから呼び出すことも可能です。 
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このときダイアログボックスが開く、選択された部品が「プレビュー」に表示されます。 

 

２．シングルクリックで、一つまたは複数のフィーチャを選択します。選択解除する場合は再度シングルクリック

します。 
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プレビュー下部に現在選択されているフィーチャが表示されます。「選択を解除」ボタンですべての選択を解除

することができます。 

NOTE： 

同じタイプのフィーチャ（面、円筒など）は常に比較されます。特徴的な箇所を選択する必要がありま

す。例えば面を 1 面選択した場合、面はほぼすべてのパーツに存在し、検索対象が不必要に拡大します。 

 

選択されたフィーチャは色付きでマークされます。 

NOTE： 

選択がない場合は、すべての機能が考慮され、検索時間が大幅に（指数関数的に）増加する可能性があり

ます。 

 

部位検索のオプションです。 

 

 

 精度：検索された部分と検索部分の間で分散が許可されるかどうか、またはどれだけ大きくなるかを制御

します。この精度はサイズと形状両方です。このオプションは検索速度に影響します。「精密」が最も高く、

「粗」が最も小さいです。「粗」を使った場合、結果が失われることはありません。 多分ラフかもしれま
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せんが、さらにいくつかの便利な部分を提供します。 

 ネガティブパーツ：このオプションを有効にして検索すると、例えば内円筒を選択して検索すると外円筒

が検索されます。これにより、ボルトにフィットする穴などを検索できます。 

 

 内側の輪郭：外側の輪郭は平面として考慮されます。しかしこのオプションを有効にすると内側の輪郭も

考慮されます。これは下の図の例の場合、選択された平面内にある穴（大きい長穴１つと小さいザグリ穴

２つ、これが「内側の輪郭」になります）も考慮されて検索されます。 

 

 

３．「適用」をクリックします。 
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すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その後「検索開始」

ボタンをクリックすることで検索を実行します。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その直後に検索が

実行されます。 

 

変更の保存を行わずに、ダイアログボックスを閉じます。 

 

部位検索がアクティブになり小さいプレビューが表示されます。 

 

 

４．「検索開始」をクリックします。 

選択された特徴を含む部品がリストされます。 

 

 

５．3D ツールチップを開くとヒットした特徴がマークされます。 
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同一パーツ内で複数の特徴がヒットした場合、矢印キーが表示されます。クリックするとヒットした特徴を 

切替えられます。 

 

 

1.3.4.8.3. CAD 内で部位検索 

幾つかの CAD では、CAD で開いているパーツを使って直接特徴を選択できます。もし本機能が有効な場合、CAD

内の「PARTsolutions」メニューに「部位検索」コマンドが表示されます。 

１．「部位検索実行」コマンドをクリックします。 

 

 

２．特徴を選択します。 

３．「Esc」キーで確定させます。 

このとき部位検索が実行されます。Seamless ボックス内に表示されます。 
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４．設定を切替えるには、Seamless ウィンドウ内で「部位検索」をクリックします。 
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この例では、ネガティブパーツを有効にしました。「適用」をクリックします。 

 

５．Seamless ダイアログ内で「検索開始」ボタンをクリックします。 

ネガティブパーツを有効にしたので、対応するネガティブパーツが検出されます。 
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1.3.4.8.4. 部位検索：ユースケース 

1.3.4.8.4.1. 部位検索：複数面とそれらの関連を検索 

例：プラグを検索 

接続部分の面を選択します。 
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結果：より多くの接続部分をもつパーツも検索されます。単一のフィーチャ間の関係は、検索パートと同じです。 
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1.3.4.8.4.2. 部位検索：複雑な形状の内側の輪郭を含む面の検索 

「内側の輪郭」を含むプラグの面を検索します（内側の輪郭の数は検索パーツと結果パーツで同一です）。 

 

 

選択された「精度」により、類似する形状が表示されます。 
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1.3.4.8.4.3. 部位検索：選択された面の穴パターンを検索 

例：複数の穴を持つフランジの上面を選択 

 

 

このような穴パターンを検索するには「内側の輪郭」を有効にします。この穴タイプ（タップ穴）と穴の深さ（＝部

品の厚さ）は未定義のままなので、以下のように検索結果には考慮されません。 

結果： 
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以下のように穴をすべて選択して検索することもです。 

 

 

ただし、このケースの場合、最初のケースとは異なり、穴パターンに加えて穴の深さと穴のタイプも定義されま

す。結果より具体的な結果が得られます。 
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1.3.4.8.4.4. 部位検索：ネガティブパーツの検索 

例：ある穴を基準として、フィットするボルトを検索 

 

 

結果：この例では、様々な形状の部品が見つかります。 
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1.3.4.8.4.5. 部位検索：文字の検索 

隆起した文字の形状をもつ部品を検索できます。 

例：「５」「６」という連続した数値の形状を持つ部品を検索 
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結果：「５、６」という連続した特徴が別の箇所に現れる部品が検索されます。 

 

 

1.3.4.8.4.6. 部位検索：特徴の幾何的な配置が一致する（または一致しない）異な

る類似部品を検索 

類似度の計算のために、特徴的な幾何的配置を考慮します。 

Case 1：ある角度で配置されている２つの面を選択 
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結果：角度を含めたため、この例では、2 番目以降の検索結果は低い類似度で評価されます。 

 

 

Case 2：一つの長穴を選択 
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結果：上記の特徴を持つパーツが、高い類似度で検索されます。 

 

 

NOTE： 

角度は重要ですか？ 次に、角度を含む 2 つの面にマークを付けます。 

スロット穴が決定的な基準ですか？ その後、これだけをマークしてください。 

幾何学的類似性のパーセンテージ値はその違いを反映しています。 
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 クラシフィケーション 2.0 検索 

1.3.4.9.1. クラシフィケーション 2.0 検索：重要事項 

クラシフィケーション 2.0 の検索は、時間のかかる分類を必要としませんが、パラメトリック参照モデルに基づい

ています。 

半完成品などの会社部品は、クラシフィケーション 2.0 検索で簡単に見つけることができます。つまり、調整可能

な検索テンプレートを含む、基礎となる検索カタログがあります。 

変数は設定ダイアログで簡単に調整できます。 検索された部分の変数名は関係ありません。 ホールのような特定

の位相特性は、検索部分自体にある必要はなく、組み合わせ検索の意味で検索に追加されます。 

 

プロセス 

１．「クラシフィケーション 2.0 検索」を呼びます。 

 

この時同じ名前をダイアログが表示されます。 

 

全文検索を使った場合で、この検索ワードがクラシフィケーション 2.0 検索で使用する検索テンプレートにヒ

ットした場合、全文検索のリスト内にヒントが表示されます。 
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２．必要な設定を実行します。 

検索カタログで、検索に適したテンプレートを選択します。 

スライダまたは入力フィールドを使ってパラメトリックに作成されたモデルの変数を調整します。 この検索部

品の変数名（特定のカタログに依存します）は関係ありません。 

位相特性を追加します。 提供されるオプションは、選択したテンプレートによって異なります。 （ここで、選

択された T プロファイルでは、これはサイズです）。 
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３．「適用」をクリックします。 

ビューがメインウィンドウへ返されます。 

４．「検索範囲」と「表示形式」を適宜設定します。クラシフィケーション 2.0 検索の場合「アイテム」が適して

います。 

「検索開始」をクリックします。 

結果はタブページにリストされます。 
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1.3.4.9.2. 管理上の追加事項 

「$CADENAS_DATA」の下では、クラシフィケーション 2.0 検索用の検索カタログが提供されます。 PARTadmin

の「インデックス管理」 - >「カタログ」が表示されます。 インデックスの更新のために、通常のコンテキストメ

ニューコマンドが利用できます。 

変数とトポロジ特性の設定オプションは、各検索モデルごとにカスタマイズできる検索テンプレートによって制御

されます。 ダイナミックな調整が可能です。 すべての割り当てを編集せずに検索クラスのクラスのみを後で分割

します。 

 

 トポロジ検索 

1.3.4.10.1. トポロジ検索：重要事項 

トポロジ検索は、サイズ、距離、角度、パターンなどの単一の属性が決定づける特徴が、部品の形状全体よりも大き

い場合に特に適しています。 テキスト情報や参照パーツなしで使用することができます。最善の部品をステップバ

イステップで検索することにも使用できます。 結果パーツは、そのパーツ情報を介して（新しい）検索タームを提

供するか、または次の 3D 形状検索のための参照パーツとして役立ちます。 
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プロセス 

１．トポロジ検索を呼びます。 

 

同じ名前のダイアログが表示されます。 

 

２．検索条件を追加します。 

各ボタンをクリックします。 

NOTE： 

ボタン上にマウスカーソルを当てると、ツールチップが表示され個々の情報が表示されます。 

 

検索メソッドが表示され、右側には選択されたメソッドの個別パラメータが表示されます。以下は穴の円形パ

ターンです。 
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次に、目的のパラメータをクリックし、緑色のチェックマークをクリックして確認します。 

任意の条件を追加できます。 また、1 つの条件で検索することもできます。 

ボタン 

 
検索条件を削除します。 

 

入力された値を削除します。 

 

ダイアログを閉じて値を確定します。 

 

変更無しでダイアログを閉じます。 

 

インプットフィールド用シンタックス 
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３．「適用」をクリックします。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その後「検索開始」

ボタンをクリックすることで検索を実行します。 

 

すべての変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。その直後に検索が

実行されます。 

 

変更の保存を行わずに、ダイアログボックスを閉じます。 

 

検索メソッドのダイアログエリアに選択条件が表示されます。 

 

 

４．「検索開始」をクリックします。 

結果は、独自のタブ付きページに表示されます。 結果上にマウスを移動すると、3D で部品をチェックするこ

とができます。 
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1.3.4.10.2. トポロジ検索：検索結果 

以下はトポロジ検索の「サイズ」「円筒」と、全文検索の「hexagon bolt」を組み合わせた検索結果です。 

 

 

検索結果：属性テーブルに特徴をマーク 
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トポロジ検索でヒットした箇所はマークされます。 

 

 

検索結果：ツールチップ内に特徴をマーク 

トポロジ検索が検索されている円柱、円錐などの機能は、検索結果のツールチップに色分けされています。 上の図

を参照してください。 

 

検索結果：パーツ比較 

 

 

パーツ比較内にもマークが表示されます。 

デフォルトでは、パーツ比較のトポロジ情報の表示は無効になっています。 ただし、トポロジ検索の検索結果を開

くと、表形式比較のトポロジ属性が既にマークされており、それぞれのチェックボックスが選択されているため、

3D 比較の各情報も表示されます。 
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1.3.4.10.3. トポロジ検索：設定詳細 

1.3.4.10.3.1. サイズ 

部品の「最大寸法」「最小寸法」「平均寸法」の検索 

 

 

または、XYZ 軸の寸法の検索 

 

 

1.3.4.10.3.2. 面積／体積 

比較する部品の品質（三角測量）が異なるため、値がかなり異なる可能性があるため、この検索は比較的高い公差で

行います。 
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許容差は 2 つの異なる方法で設定できます。 

例： 

29000-30000 

 

29500+-500 

 

1.3.4.10.3.3. 対称 

この機能を使うと、対称性を検索できます。「左右対称」「ほぼ対称」「非対称」を選択します。 

➢ 軸対称 

 

➢ 回転対称 

 

➢ 面対称 
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1.3.4.10.3.4. マージン 

 

 

1.3.4.10.3.5. アングル 

この機能を使用すると、2 つの面の間の角度を検索できます。 決断は常に内側の角度です。 

 

 

1.3.4.10.3.6. マテリアル 

材料の厚さ 

この機能を使用すると、材料の厚さを検索することができます。 この機能は、たとえば半完成品を検索する場合に

意味があります。 
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1.3.4.10.3.7. 円筒 

この機能を使用すると、内側と外側のシリンダを検索できます。 

 

 

1.3.4.10.3.8. 円錐 

この機能を使用すると、内側と外側の円錐を検索することができます。 以下では、2 つの小さな例の助けを借りて、

単一のパラメータを参照してください： 
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1.3.4.10.3.9. 穴 

この機能を使用すると、穴を検索することができます。 数、寸法、タイプを指定できます。 

➢ 深さ／直径 

 

➢ 穴タイプ 

 ブラインドホール 

 クリアランスホール 
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1.3.4.10.3.10. 延長された穴 

この機能を使用すると、長穴を検索することができます。 

 

 

1.3.4.10.3.11. Rectangular hole 

 

 

1.3.4.10.3.12. 円形パターン 

この機能を使って、穴の円形パターンを検索することができます。 
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➢ Pattern diameter / Hole diameter 

 

 

➢ 穴深さ 

 

 

 

 インデックスツリーからの部品選択 

インデックスツリーの手動検索 

例えば「パーツ選択」タブ内で、サブタイトル「カタログ」または「クラシフィケーション」を選択し、ディレクト

リを展開していくことで必要な部品を見つけます。 
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PARTdataManager 開始直後はこの「パーツ選択」タブがデフォルトです。すべてのウィンドウは「Dockings」と

してアレンジ可能です。 
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以下の３つのセクションに分けられます。 

➢ ①ツリー構成 「カタログ」「クラシフィケーション」「お気に入り」「履歴」「ドキュメントスキャン」タブペ

ージ 

タブページを選択、ツリー構成を表示 

ツリー構成内では現在表示しているレベルが保持されます。 

ディレクトリのシングルクリックで、画面右側にそのサブディレクトリ（または最下層の場合はプロジェクト）

が表示されます。「シンボル」モードと「詳細」モードがあります。 

 

➢ ②プレビューイメージ、又は、詳細付きのフラットストラクチャ 

ツリー内のセレクションによりサブディレクトリ（またがプロジェクト）が表示されます。 

シンボルモードでは、ディレクトリまたはプロジェクトのプレビューイメージが表示されます。詳細は

「11.3.4.11.1 製品一覧モード」を参照してください。 

詳細モードでは、「名前」「説明」「バージョン」「単位」「編集日」などの個々の詳細情報を参照できます。詳細

は「1.3.4.11.2 詳細モード」を参照してください。 

 

➢ ③パンくず（ナビゲーションパス） 

ナビゲーションパスは現在のセレクションのパスです。 

ディレクトリのシンボル上をダブルクリックすることで、その階層に直接ジャンプすることができます。 

詳細は「1.3.4.11.7 ナビゲーションパス（パンくず）によりナビゲーション」を参照してください。 
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ディレクトリの最下層ではプロジェクトアイコンが表示されます。 

 

 

 

① 

② 

③ 
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プロジェクト上でダブルクリックすると、パーツビューへ画面が遷移します。詳細は「1.4 パーツビュー」を参照し

てください。 

 

1.3.4.11.1. 製品一覧モード 

製品一覧モードはプレビューイメージ付きインデックスツリーを表します。 

プレビューイメージ上でダブルクリックすることでディレクトリを選択します。 

ダブルクリックの結果： 

➢ 選択ディレクトリは上部のパンくずに表示されます（詳細は「1.3.4.11.7 ナビゲーションパス（パンくず）に

よりナビゲーション」を参照してください） 

➢ シンボル以下では、次の階層の要素が表示されます。 

「前に戻る矢印」ボタンで一つの階層に戻ることができます。 

➢ ツリーの左側でも、各レベルを選択することができます。 

 

 

1.3.4.11.2. 詳細モード 

詳細モードでは、「名前」「説明」「バージョン」などの更なる詳細情報を参照できます。 
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深い階層へいくには、行をダブルクリックをします。 

ダブルクリックの結果： 

➢ 選択ディレクトリは上部のパンくずに表示されます（詳細は「1.3.4.11.7 ナビゲーションパス（パンくず）に

よりナビゲーション」を参照してください） 

➢ 詳細以下では、次の階層の要素が表示されます。 

「前に戻る矢印」ボタンで一つの階層に戻ることができます。 

➢ ツリーの左側でも、各レベルを選択することができます。 

 

3D ツールチップを表示 

特にプレビューとカタログロゴが小さく表示されている場合便利です。プレビューイメージ上にマウスカーソルを

当てると 3D ツールチップが表示されます。 
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3D ツールチップはサイズ変更可能でアニメーション表示されます。右下の角を左クリックしたまま引くと拡大しま

す。XYZ の寸法は自動的に表示されます。 

3D ツールチップ（サイズ 小、中、大）又はプレビューイメージを使うかどうか、設定はメニューの「拡張」＞「設

定」＞「パーツ選択」＞「3D ツールチップ」で設定できます。 

 

カラムの順序と表示 

カラムの表示/非表示と、表示の順序を設定できます。 

カラムヘッダーで右クリックします。 

このときダイアログボックスが表示されます。チェックボックスの on/off でカラムの表示/非表示を指定、ドラッ

グするとカラムの順序を変更できます。 
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ソート 

カラムヘッダーをクリックするとその値で行の表示順序をソートできます。 

 

NOTE： 

日付のフォーマットは Windows のそれが使われます。フォーマットは「地域と言語」ダイアログで設定

できます。 
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日付フォーマットは「$CADENAS_LANGUAGE」で設定された言語が適用されます。例えば、日本語で

は「2014/12/08」が表示されます。 

 

1.3.4.11.3. 「カタログ」アイテム 

「カタログ」タブページでは、サブディレクトリを展開しプロジェクトレベルまで表示させることで必要な部品を

探すことができます。ツリー上のシンボルはそのディレクトリが、プロジェクト又は他のフォルダを含んできるこ

とを示します。 

「製品一覧」モード、又は、「詳細」モードの右側では、左側で選択されたサブディレクトリの１階層下の要素が表

示されます。 
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多くのカタログをインストールしている場合、カタログフィルターが役立ちます。 

 

 

カンマ区切りで複数のサプライヤを入力することもできます。 

Smc,thk 

 

カタログの表示の更新は、すぐに行われます。 

エントリを削除するには「×」をクリックします。 

 

1.3.4.11.4. 「クラシフィケーション」アイテム 

「クラシフィケーション」の選択時、多種類のクラシフィケーションにより分類された部品を探すことができます。 
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1.3.4.11.5. 「お気に入り」アイテム 

「お気に入り」タブには、コンテキストメニューの「お気に入りに追加」コマンドにより記録したよくアクセスする

プロジェクトまたはディレクトリが表示されます。 
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コンテキストメニューの「お気に入りに追加」コマンドは、「カタログ」タブの製品一覧と詳細モード、「履歴」タブ、

「分析」タブ、そして「検索結果」タブで使用できます。 
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操作は以下のとおりです。 

１．記録したいディレクトリ又はプロジェクトを選択します。 

２．右クリックでコンテキストメニューを表示させ、「お気に入りに追加」コマンドを選択します。 

３．このとき「お気に入りに追加」ダイアログボックスが開きます。 

 

このダイアログボックス内には、既存のツリー構成が表示されています。 

以下のオプションがあります。 

 ツリー上のディレクトリ、又は、先に「ディレクトリを作成」コマンドで作成したディレクトリを選択し

ます。 

 「履歴」以下に格納されたパスを指定します。 

４．「OK」ボタンをクリックします。 

このとき「お気に入り」タブページに追加されます。 

 

お気に入りのエクスポート/インポート 

お気に入りタブページ内のディレクトリレベルのコンテキストメニュー内に「お気に入りのエクスポート」「お気に

入りにインポート」コマンドがあります。 

自身のお気に入り情報を別のコンピュータに転送したい場合、これを使うと簡単の実行できます。 
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TIPS 

ここには、検索結果も保存できます。「検索結果」タブ内で「検索結果をお気に入りに保存」ボタンを使用します。 

結果と同じカラム情報が保存されます。詳細は「1.3.7.5 検索結果保存：お気に入り/ファイル」を参照してくださ

い。 
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上記は「サイズ」と「ボアホール」を伴ったトポロジ検索です。 

 

「お気に入り」タブページ内では、検索結果を元にした検索を行うことができます。 
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1.3.4.11.6. 「履歴」アイテム 

「履歴」タブでは、一度開かれたことのあるすべてのパーツ（アセンブリも）がカレンダー順に表示されます。 

 

 

1.3.4.11.6.1. 開かれたプロジェクト 

一度開かれたプロジェクトでは、これらの部品とアセンブリは、既にロードされているカレンダー順にリストされ

ています。 

 

この履歴は削除できます。 

PARTadmin を開き、インデックス管理＞バージョンのクリーンアップを選択します。この機能を使うと、あるカタ

ログの古いバージョンが必要ないときインデックスツリーから削除できます。 
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カタログが更新された場合、既存のカタログデータは削除されず、カタログのそれぞれのバージョンを表す添付フ

ァイルにタイムスタンプのアドオンが追加されます（下の図を参照）。 

 

 

以下各機能の説明です。 

バージョン 

すべて保持 インストールされらすべてのデータを保持します。

LinkDB を伴う ERP インテグレーション用にすべての

バージョンが LinkDB 内の保存されます。 

現行バージョンのみの保持 現行バージョン以外の古いカタログデータはすべて削

除されます。現行バージョンのみ残ります。 

バージョン番号を指定 残した旧バージョンを指定できます。例えば「２」の場

合、現行とそれより一つ前のバージョンを残します。 

現状バージョンのオリジナルファイルを保持 このオプションが有効な場合、最新カタログバージョ

ンのバックアップファイルを作成します。 
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データベースエントリのクリーンアップ プロジェクトのバージョンだけでなく LinkDB 内の関

連するエントリもクリーンアップしたい場合、これを

有効にします。 

 

インストール履歴 

削除しません  

現行バージョンのみの保持  

インストール履歴を削除します PARTdataManager の「履歴」でカタログのインストー

ル履歴を削除します。 

 

1.3.4.11.6.2. インストールされたカタログ 

「履歴」タブでは、その他インストールされたカタログの履歴も表示されます。ここではより古いバージョンのカ

タログと変更点や時期を比較することができます。 

以下のアイコンはディレクトリやプロジェクトの状態を示します。 

 
変更 ／ ディレクトリに新しいファイル 

 
ディレクトリレベル：すべてのプロジェクトは変更なし 

プロジェクトレベル：プロジェクトの同一性に変更なし 

 
ファイルが変更された ／ プロジェクト内の変更 

 
ファイルが新しい ／ 新しいプロジェクト 

 
プロジェクトが削除された 

以下の図のように表示されます。 
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マウスオーバーするとすぐに、変更の履歴がツーチップで表示されます。 

 

1.3.4.11.7. ナビゲーションパス（パンくず）によりナビゲーション 

NOTE： 

確かめる際は、予めナビゲーションパス（パンくず）を表示させておいてください。 
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ディレクトリ可能のより深いところへ移動した際、選択ディレクトリがパンくず行（ナビゲーションパス）に表示

されます。 

 

 

 フィルタアシスタント 

フィルタアシスタントには次の 3 種類あります。 

➢ 自動フィルターを使ったクイックフィルター検索 

➢ カスタマイズフィルターアシスタント 

➢ グローバルフィルターアシスタント 

 

1.3.4.12.1. 自動フィルターを使ったクイックフィルター検索 

ドッキングウィンドウの「フィルタアシスタント」で選択されたディレクトリの共通変数をベースにフィルターア

シスタントが自動的に作成されます。 

スライダー、チェックボックス等を操作し「検索」ボタンで実行します。 

 

 

実行結果 
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1.3.4.12.2. カスタマイズフィルターアシスタント 

検索アシスタントと計算アシスタントはサプライヤカタログの中にあります。以下のアイコンが該当します。 
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計算アシスタントは、パラメータ入力時に計算結果をオンザフライで表示し、この方法でパーツ選択をサポートし

ます。 
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以下操作例です。 

１．「industry standards」＞「Assistant」内の図の検索アシスタントをダブルクリックします。 
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このとき、アシスタントが左側に追加されます。自由に切り離したりできます。 
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２．すべての設定を決定して実行します。 
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３．検索が実行されます。この時の条件が画面上部に表示されます。この条件は予め決定されたアルゴリズムに従

って自動的に計算されます。 
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任意の条件を追加して再度検索もできます。以下は L 寸法を追加した場合です。 

 

 

1.3.4.12.3. グローバルフィルターアシスタント 

1.3.4.12.3.1. CADENAS 提供アシスタント 

クラシフィケーション 2.0 によるアシスタント 
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詳細は「1.3.4.9 クラシフィケーション 2.0 検索」を参照してください。 

 

B2B ポータルで提供されているアシスタント 
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1.3.4.12.3.2. PARTsolutions 管理者が作成したアシスタント 

➢ 検索フィルターアシスタントは通常管理者が作成します。利用頻度の高いフィルターを事前準備し、ユーザー

が関連パーツをより簡単に素早く探すことができるようにする、という狙いです。 

➢ 検索フィルターアシスタントは要求された検索を元に作成されます。検索フィルターアシスタント内の検索パ

スはフィルター作成時に使用されたパスと同じです。 

➢ フィルターでは後でユーザーがどの変数を表示させるかをセットできます。 

➢ 検索フィルターアシスタントは自動生成されます。 

➢ この検索フィルターアシスタントは Apps でも使用できます。 

検索フィルターアシスタントは自社カタログで探す事ができます。最初にそのカタログでアシスタント作成します。 



194  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 194 - 

 

 

検索フィルターアシスタントはドッキングウィンドウで開かれます。 
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検索フィルターアシスタントを開くには、インデックスツリー内でダブルクリックするだけです。スライダー、チ

ェックボックス、など設定を指定しあとは「検索開始」をクリックします。「normal」検索が実行されます。 

「作成」ボタンをクリックし、一度アシスタントを試すことができます。ジェネレータを再度開き、設定を変更でき

ます。最適な結果を得るまで再度生成できます。 

 

 

➢ 検索フィルターアシスタント概要 

ダイアログ左側は、「検索したパーツの変数」エリアで変数名、説明、サプライヤ名、バリューレンジを確認できま

す。右側は「フィルタ変数を選択」エリアで、初期状態は空です。左側の変数をドラッグ＆ドロップすると右側に追

加され検索フィルター内で使用できます。変更・削除はコンテキストメニューから行います。 
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➢ 変数名の適合 

しばしば同じ形状寸法を示していても異なる変数名である場合はあります（例えば、「直径」を示していても、ある

部品では「DA」と別の部品では「D2」という場合）。このようなときひとつのフィルター内で変数名を編集し統一

することができます。 

 

 初期状態：「DA」と「D2」を「フィルター変数を選択」エリアをドラッグ＆ドロップ 

 

 

 「D2」変数を「DA」変数内へドラッグ＆ドロップ 
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 結果 

 

 

 変数フィールドをダブルクリックし、必要に応じて変数名を変更できます（例：「DA/D2」） 

 

 

➢ テクニカルプレビュー 
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「テクニカルプレビュー」タブでは、検索結果をベースとしたプレビューがリストされます。必要なプレビューを

ドラッグ＆ドロップし「選択したプレビュー」に追加します。 

 

 

➢ プレビューイメージ 

「プロジェクトの画像」タブでは、検索結果をベースとしたプレビューイメージがリストされます。 

「プロジェクトイメージ選択」エリアから必要なプレビューをドラッグし、下の「プロジェクトの画像」エリアでド

ロップします。 
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➢ 変数の類似度 

色づけされたパーセンテージの値は、それぞれのカタログの中で、この変数がどのくらいの割合で含まれているか

です。100%の場合は、検索結果として現れた部品すべてが、この変数を持つことを意味します。 

例えば以下の「D」変数を見ます。最後部の「JIS」についてみると、JIS では「D」変数は「ねじの呼び径」と翻訳

されており、類似度は 100%になっています。これはこの検索結果内に現れた JIS カタログの部品のすべてが、こ

の「D（ねじの呼び径）」を持つことを意味します。 

 

 

➢ カタログ言語 

「検索したパーツの変数」エリアの左上のリストフィールドでは、カタログ言語を切り替えることができます。 
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➢ フィルター 

「検索したパーツの変数」エリアでインプットフィールドがあり、見つかった変数をフィルタリングできます。 

 

 

➢ 変数選択 

変数の選択では２つのモードがあります。 

 変数->カタログ 

変数を基準に、その変数を持つカタログがリストされます。 
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 カタログ->変数 

カタログを基準に、検索結果に現れたそのカタログ部品が持つ変数がリストされます。 
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➢ すべて表示 

「すべて表示」を非アクティブにすると、「フィルター変数を選択」に追加された変数が隠されます。 

 

 

翻訳言語のアクティブ/非アクティブ 
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➢ アシスタントの格納ディレクトリ 

デフォルトでは CADENAS で用意した「- フィルタウィザード -」カタログに格納されます。「パス」リストでは「カ

スタムフィルタ」が既にセットされています。アシスタント名（prj ファイル）を指定します。 

さらにリストフィールド内で言語を指定し、このときアシスタントは言語名のサブディレクトリ内に保存されます。 
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「カスタムパス」を選択すると保存するカタログを指定できます。例えば自社製品カタログ内にフィルターを保存

できます。 

 

 

➢ フィルター名の編集 

 

 

 Web アシスタント（カスタマー提供） 

PARTassistant は Web テクノロジを基礎としたシステムで、部品の選択を補助します。この機能をサポートするカ

タログはカタログ内にペーパークリップアイコンのプロジェクトがあります。選択するとアシスタントが開きます。 
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パーツ選択とアシスタントはいつでも切り替えることができます。 
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1.3.5. 検索設定：テンプレートの保存／ロード 

頻繁に同じ検索設定を使用したい場合 

特に複雑な検索条件の場合、検索テンプレートを使って保存することができます。 

１．必要な設定をすべて実行します。 

 

 

２．「検索テンプレート」ボタン＞「検索テンプレートの管理」を選択します。 
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このとき「検索テンプレートの管理」ダイアログが表示されます。 

 

 

３．「現在の検索を追加」ボタンをクリックし、「名前」欄に適当な説明を入力します。 

 

「閉じる」ボタンクリックでダイアログを閉じます。このときテンプレートも保存されます。 

 

４．保存されたテンプレートをロードするときは、「検索テンプレート」ボタンをクリックし選択します。 

上記で「検索テンプレートの管理」を選択すると、操作２と同じダイアログが表示されます。ここでテンプレー
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トを削除（各行の「×」をクリック）、または、新しくテンプレートを追加します。 

 

1.3.6. 検索開始／クラウドナビゲータ開始／クラウドマップ開始 

 

 

検索結果の見え方は選択されたモードにより変わります。 

１．「検索開始」ボタンをクリックした場合、検索結果はタブに表示されます。 

 

 

詳細は「1.3.7 検索結果」を参照してください。 

 

２．「クラウドナビゲータを開始」をクリックすると、検索結果は「クラウドナビゲータ」タブに表示されます。 
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詳細は「1.3.11 クラウドナビゲータ」を参照してください。 

クラウドナビゲータは完全に独立したモードです。 

検索メソッドの設定、検索アウトプット、検索メソッドの再設定はグラフィック表示内（クラウド）で実行されま

す。 

 

３．「Cloud Map」ボタンをクリックしたとき、検索結果は「クラウドマップ」モードで表示されます。 

 

 

以下詳細です。 
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➢ 部品はグラフィックとして表示されます。 

➢ 形状が類似するパーツほど近くに表示され、遠くに表示されるほど形状の似ていない部品となります。 

したがって、検索結果の概要をすばやく把握できます。必要あれば、特定の部品に対してコンテキストメニュー

を通じて別の操作を実行できます。 

 

 

➢ グラフィック表示されたパーツにマウスカーソルを乗せると、パーツナンバー、パーツ名、その他 3D プレビ

ューなどのパーツ情報が表示されます。 

 解像度：スライダーを使って画像サイズを調整します。 

 「グループ」ボタン：クリック後、部品がフレームでグルーピングされます。 
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 半透明バックグラウンド：各イメージ画像の背景を半透明にします。 

 関連性を表示：チェックボックスをアクティブにすると、テキストの適合をベースとした関連性の線を表

示します。画像とテキストの情報が必ずしも一致するわけではありません。 

 

 

1.3.7. 検索結果 

検索結果は「検索結果」タブに表示されます（「製品一覧」モード、「詳細」モード、「クラウドマップ」モード） 

検索結果用のタブを追加することもできます。タブを切りかえることで複数の検索結果を交互に切り替えながら参

照できます。 

新しいタブを作成するには、 ボタンをクリックします。次に実行した検索結果がこのタブ内に表示されます。 
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タブのラベルは、全文検索または変数検索の検索条件が表示されます。その他の検索の場合はその検索メソッド名

となります。 

タブ上にマウスオーバーするとツールチップが表示されます。 

「X」ボタンで削除しない限り、同一セッション内でその検索結果が残ります。 

 

 

 表示モード 

検索結果タブの右上で、いくつか表示モードを切り替えることができます。 

 

 

原則として、表示形式が「アイテム」か「パーツファミリーとパーツ」かに関係なく、すべての表示モードを使用で

きます。 

 

ただし以下の点で異なります。 

「アイテム」の場合 

➢ このモードは、特に「3D 形状検索」「2D 形状検索」「トポロジ検索」の場合に適しています。 

➢ このモードは、完全に異なる形状の異種部品が分類プロジェクトで収集されることが多いため、社内部品カタ

ログを検索する場合にも重要です。 

➢ 全文検索の場合、このオプションは意味があります。特定のテーブル変数が使用されている場合や、検索が変

数検索と組み合わされている場合、検索は特定の特性を提供します。 

 

「パーツファミリ」の場合 

➢ 最初のステップである特定の部品を探すのではなく、適切な部品ファミリを見つけたい場合は、このモードを
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選択します。 

 

1.3.7.1.1. 詳細モード 

詳細モード（デフォルト）ではす検索結果がもつすべての変数が表示されます。したがって、ある変数値を持たない

場合はブランクとなります。 

 

カラム上部の変数フィルター 

各カラムの上部には、フィルタリングするための入力フィールドがあります。フィルタは検索結果すべてに影響を

与え動的に変化します。 

以下の例は「head cap bolt」および数値「50」で検索した場合です。検索結果は黄色でマークされます。 

 

 

続けて「D」「L」「P」変数でフィルタリングした例です。1 つごとに入力して Enter キーを押下するとフィルタが適

用されます。続けて操作した場合、図のように前のフィルタは残ります。 
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フィルタで使用された変数は先頭に表示されます。 

 

 

表示形式「パーツファミリと個々の部品」で検索した場合、最初はこの入力フィールドは表示されません。各パーツ

ファミリの「＋」ボタンをクリックすると表示されます。 

 

 

1.3.7.1.1.1. 要約カラムのポップアップウィンドウ 

以下の場合で、ポップアップウィンドウ内にさらなる情報が表示されます。すべての情報を参照するためにポップ

アップウィンドウを開きたい場合、「要約」カラムのセルをクリックします。 

➢ テーブルセルが小さすぎる 

➢ 多言語からヒットした検索結果 

➢ パス内からヒットした検索 

NOTE： 

スタンダードナンバー（NN）、名前（NT）、スタンダードネーム（NB）、プロジェクトパス、文字列のテ

ーブルフィールド、数値のテーブルフィールドは、すべての言語を対象として検索されます。 
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例 

 

 

トポロジ検索「一般パラメータ」の場合 

 

 

1.3.7.1.2. テーブルモード 

テーブルモードは詳細モードと同様のテーブル変数を表示します。より小さいプレビューが表示され、「要約」カラ

ム表示されません。一度により多くの検索結果を参照できます。 
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1.3.7.1.3. 製品一覧モード 

大きなプレビューイメージを表示し、スタンダードナンバーや名前など重要情報を表示します。 

 

各部品についているアイコンで、プロジェクトか特定行は判別できます。 

 

 

1.3.7.1.4. クラウドマップモード 

「Cloud Map」ボタンをクリックすると、以下のようにクラウドマップモードで検索結果が表示されます。 
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部品がグラフィカルに表示されます。近くに表示されている部品ほど形状の類似度が高いことを意味します。この

方法は、検索結果の概要を素早く把握できます。画面上から次の操作を行うこともできます。 



218  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 218 - 

 

 

グラフィックをクリックすると、パーツ情報が表示されます。 

 

 

➢ 画像サイズ：スライダーを使って画像サイズを調整します。 

➢ 半透明バックグラウンド：画像の背景を半透明に切り替えます。重なっている場合でも見やすくなります。 

➢ 関連性を表示：チェックボックスをアクティブにすると、テキストの適合をベースとした関連性の線を表示し

ます。画像とテキストの情報が必ずしも一致するわけではありません。 

 

1.3.7.1.5. パーティションマップモード 

パーティションマップモードでは、結果は矩形で区切られて表示されます。 

まず最初に、メインレベルが表示されます。常に４つにクラスタリングされます。16 のオプションがあります。ク

ラスターをクリックすると詳細イメージが表示され自動的にズームします。ステップ by ステップで部品の深い階

層に移動します。個々のクラスター内に含まれる部品の数は、右上の角に表示されています。 

 

例 1： 
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例 2： 
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 カラムの表示／非表示 

「詳細」モード、および、 「テーブル」モードで表示させるカラムを指定できます。 

 

 

カラムヘッダー上で右クリックします。 

設定ダイアログが開くので、表示させたいカラムをアクティブに、させないカラムを非アクティブにします。 
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➢ 「プレビュー」「カタログ」「プロジェクト」「要約」：最初の３つのカラムはその部品自身の説明です。「要約」

カラムはすべてのテーブル変数が値付きで表示されます。 

 

 

➢ トポロジ値 

例えば、プレビューで見なくてもその部品に穴が何個開いているか？あるいは、部品の最長寸法、平均寸法、最短寸

法を常に参照したいなどあるかもしれません。 
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このようなときオプションの「トポロジ値」を使うと、トポロジ検索を実行したときだけでなく、その他すべての検

索メソッドでも値を参照できます。ツリーを展開し、表示させたいトポロジ値にチェックボックスをいれます。 

 

 

 例：最長寸法、平均寸法、最短寸法を表示 
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 例：板厚を表示 

 

 

➢ トポロジ 

この設定はトポロジ検索のときのみ有効です。 

 

 

➢ ERP の変数 

「要約」カラム内ですべての ERP 変数と値を表示させることができます。しかし例えば「ERP number」のような

ある特定のカラムを独立して表示させればより情報を参照しやすくなります。 
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➢ サイズ 

これは、3D 形状検索の場合「サイズ」カラムを表示させます。 

 

 

➢ すべてのテーブル変数 

「詳細」モード、または、「テーブル」モードでテーブル変数を表示させます。 
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 カタログフィルター 

全文検索、変数検索の後、カタログフィルターが表示されます。複数カタログの部品が検索された場合、その検索結

果からあるカタログの部品だけを表示させることができます。 

 

新たに検索を実行すると、フィルターはリセットされます。 

 

 アイコンとメッセージ 

検索結果エリアの詳細メッセージです。 

➢ 検索結果なし 

 

➢ さらに結果を表示 

検索結果が 50 以上ある場合、結果の最後部にこのボタンが表示されます。通常必要な部品は検索結果の最初の

ほうに表示されることが多いですが、もっと検索結果を参照したい場合このボタンをクリックすると、さらに

50 の検索結果が表示されます。「すべての検索結果を表示」ボタンをクリックすると、一度に検索結果のすべ

てが表示されます。 
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➢ 検索結果をお気に入りに保存 

 

「1.3.7.5. 検索結果保存：お気に入り／ファイル」を参照してください。 

 

➢ 検索結果を CSV ファイルに保存 

 

「1.3.7.5. 検索結果保存：お気に入り／ファイル」を参照してください。 

 

 検索結果保存：お気に入り/ファイル 

検索結果内で選択された部品（Ctrl キーで複数選択）、又は、リスト内すべての部品を「お気に入り」内に保存でき

ます。 

また、検索結果を外部プログラムへ渡したいときはないでしょうか？ 

そのとき検索結果をすべてのテーブル情報を伴ってテキストファイルに保存できます。 

検索結果内の上部に以下の赤枠で囲った２つのアイコンがあります。 
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検索結果をお気に入りに保存 

 

 

１．アイコンをクリックします 

このとき同じ名前のダイアログが表示されます。名前はデフォルトで入力されていますが変えることもできま

す。 

 

 

もしリスト内で選択された部品だけをお気に入りに加えたい場合は、「選択した検索結果のみを保存」にチェッ

クを入れてください。チェックがない場合現在表示されている結果すべてが保存されます（例えば、50 の結果

が表示されている場合は 50 部品、検索されたすべてのパーツをお気に入りに加えたい場合は「すべての結果を

表示」ボタンを使用し結果をすべて表示します。） 

 

２．「OK」をクリックします。 
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このとき「お気に入り」タブにページが切り替わります。 

 

その他詳細は「1.3.4.9.5. お気に入りアイテム」を参照してください。 

 

検索結果を CSV ファイルに保存 

 

 

１．アイコンをクリックします。同じ名前のダイアログが表示されます。 
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もしリスト内で選択された部品だけをお気に入りに加えたい場合は、「選択した検索結果のみを保存」にチェッ

クを入れてください。チェックがない場合現在表示されている結果すべてが保存されます（例えば、50 の結果

が表示されている場合は 50 部品、検索されたすべてのパーツをお気に入りに加えたい場合は「すべての結果を

表示」ボタンを使用し結果をすべて表示します。） 

 

２．テキストファイルに追加したい情報のカラムにチェックを入れます。 

３．「OK」をクリックします。 

Windows エクスプローラーが開きます。 

４．ファイルの保存先を指定します。 
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 タイプミスの場合の提示 – もしかして 

「もしかして」ダイアログセクションでは、全文検索フィールドに入力した表現と類似した表現がリストされます。 

例えば「scew」のようなタイプミスした場合正しい表現が提示されます。 

あとはその表現をクリックするだけです。 

ダイアログボックスでは以下のオプションが使用できます。 

➢ 新しい検索：入力された表現は無視され、選択された表現を使って新しい検索を実行します。 

➢ 絞り込み検索（AND）：入力された表現と選択された表現の AND 検索を実行します。 

➢ 高度な検索（OR）：入力された表現と選択された表現の OR 検索を実行します。 

 

 

 

メニューの「拡張」＞「設定」＞「検索」＞「テキスト検索」タブで、以下の設定を行えます。 

・アクティブ/非アクティブ 

・最大提示数 

 

さらに「もしかして」エリアでコンテキストメニューを表示させて、何を表示させるか設定できます。 

 

 

 関連する結果 – 絞り込み検索（AND）／高度な検索（OR） 

テキスト検索実行後、「関連する結果」を使って検索結果を編集できます。 

「関連する結果」に表示された表現をクリックします。 

以下のオプションが使用できます。 

➢ 新しい検索：入力された表現は無視され、選択された表現を使って新しい検索を実行します。 

➢ 絞り込み検索（AND）：入力された表現と選択された表現の AND 検索を実行します。 

➢ 高度な検索（OR）：入力された表現と選択された表現の OR 検索を実行します。 
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「絞り込み検索」を実行すると、以下のようにクリックしたワードが追加されます。 

 

 

NOTE： 

メニューの「拡張」＞「設定」＞「検索」＞「テキスト検索」タブで、以下の設定を行えます。 

・アクティブ/非アクティブ 

・最大提示数 

 

 テーブル行のソート 

カラムヘッダーをクリックするとその値で行の表示順序をソートできます。 

NOTE： 

日付のフォーマットは Windows のそれが使われます。フォーマットは「地域と言語」ダイアログで設定

できます。 
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日付フォーマットは「$CADENAS_LANGUAGE」で設定された言語が適用されます。例えば、日本語で

は「2014/12/08」が表示されます。 

 

 コンテキストメニューから新しいタブで検索を実行 

部品のコンテキストメニューの「このパーツから形状検索」「この部品からスケッチ検索」の右側に、「新しいタブ

＋」ボタンがあります。コマンド自身ではなくこのボタンをクリックすると検索結果は新しいタブページが作成さ

れそこに表示されます。その他の検索結果タブページは保持されます。 
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1.3.8. カタログ、プロジェクト、パーツ情報 

 ドッキングウィンドウ「詳細」 

「パーツ選択」タブページ内で、「詳細」ドッキングウィンドウにカタログまたはプロジェクト情報が表示されます。 
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➢ カタログおよびディレクトリレベルでは、カタログの一般情報が表示されます。 

 最終更新日 

 カテゴリ 

 言語 

 分岐（支店） 

 

➢ プロジェクトレベルでは追加で以下の情報が表示されます。 

 記（説明） 

 単位 

 最終更新日 

 終了日（サプライヤが設定していれば） 

 クラシフィケーション：複数のクラシフィケーションに属していればリストで選択可能です。 

 

 

➢ すべてのレベルで「タグクラウド」が表示されます。 

タグクラウドはそのカタログ部品を検索するのによく使用される単語です。クリックすると全文検索が実行さ

れます。デフォルトで、最低 3 文字以上あるタグクラウドのうち、最初の 20 単語表示されます。 

 

 ドッキングウィンドウ「アプリケーション（オンライン）」 

「検索を部品選択」「パーツビュー」では、ナレッジデータベースからユースケースを表示できます。 
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それぞれのユースケースはどれを選択しているかにより変わります。 

 

表示／非表示の切り替え 

ツールバーとメニューバーのコンテキストメニューで「アプリケーション（オンライン）」のチェックボックスで切

り替えます。オンで表示、オフで非表示です。 

 

 

タイトルをクリックし、マウスキーをうすとウィンドウを動かすことができます。「ピン」をクリックすると常に広
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がった状態で表示されます。 

 

ユースケースの投稿 

ユースケースを投稿することもできます。 

 

 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  237 

 

 

- 237 - 

 ステータスバー 

 

ステータスバーでは、以下の情報が表示されます。 

➢ 現在表示されているプロジェクトの日付 

➢ 現在開かれているテーブルの行の数 

➢ 現在のユーザーとロール（上記の場合「location – Location 2」）（ERP インテグレーション使用時表示される） 

➢ ユーザステータス： 

 Admin/User 

デフォルトは「Admin」。管理者用タスクは実行できます。 

例えば： 

 「PARTdataManager」＞「拡張」＞「設定」＞「Administrator」が有効 

 形状検索用の設定を実行可能 

 PARTadmin を使ってカタログをアンインストール可能 

 PARTadmin ですべてのユーザへの影響ある設定を可能 

 

 Dev（カタログ開発） 

ライセンスにより表示されます。Dev が表示されている場合、コンテキストメニューを表示させたとき、

以下の図の赤枠で囲ったコマンドが表示されます。 
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➢ AppServer ステータス 

AppServer が有効な場合、PARTdataManager 右下にステータスが表示されます。マウスオーバーするとツー

ルチップが表示されそれぞれの情報を表示します。 

 

接続が確立していれば が表示され、そうでない場合 が表示されます。 

 

➢ メッセージあり  
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このアイコンが表示されている場合、メッセージがあります。クリックすると「メッセージ」ドッキングウィン

ドウが開き内容を参照することができます。 

 

1.3.9. ERP インテグレーションを使った部品選択 

省略 

 

1.3.10. パーツ比較 

「パーツ比較」では、パラメータを表形式で比較したり、3D で詳細をチェックしたり、並行して開いているテクニ

カルビューを表示できます。 2D 比較も可能です。 

「パーツ比較」は、独自のタブで見つけることができます。 現在開いている部品の数がタブに表示されます。 必要

に応じて、ドッキングウィンドウを解放して移動できます。 

インデックス、テーブル、または検索結果から部品を読み込むことができます。 これに関する詳細は下記にありま

す。 

「パーツ比較」ドッキングウィンドウ（タブページ）では、左側にテーブル比較、右側に 3D 比較と 2D 比較があり

ます。 

 

 

➢ パーツ比較へロードされたすべてのプロジェクトは「パーツ比較」テーブルに表示されます。 

NOTE： 

パーツ比較では 10 プロジェクトまでサポートします。 

 

➢ コンテキストメニューコマンドの「1 番目のパーツとして読み込み」「2 番目のパーツとして読み込み」でパー
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ツをロードし、また比較対象のパーツを変更できます。 

➢ 必要に応じて、「プロジェクトの行を選択」セクションで、オブジェクトを特定します。 

➢ 幾何的に 3D 形状と 2D 形状を比較できます。 

 

 パーツ比較呼び出し／パーツ比較へ部品を追加 

次に挙げるようにパーツ比較画面へ部品を追加するには、いくつか方法があります。 

ドラッグ＆ドロップ 

「パーツ選択（モードは製品一覧、詳細、テーブル）」「検索結果（モードは製品一覧、詳細、テーブル）」タブでは

部品を「パーツ比較」タブへドラッグ＆ドロップすることで追加できます。 

 

➢ 「パーツ比較」へマウスカーソルを重ねて 1 秒以内にマウスを放すと、「パーツ比較」タブへ切り替わること

なく部品を追加できます。 

➢ 逆に、1 秒以上重ねると「パーツ比較」タブへ切り替わります。その後マウスを放せばパーツ比較リストにそ

の部品が追加されます。 

 

コンテキストメニューコマンド 

標準の検索とクラウドマップ検索ではコンテキストメニューから追加もできます。 
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➢ 例：製品一覧モードでコンテキストメニューから 

 

 

➢ 詳細ビューから開始 

 

 

➢ パーツビューから開始 
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➢ クラウドマップから開始 

 

 

➢ パーティションマップから開始 
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検索結果タブで行にマウスオーバーするといくつかのボタンが表示されます。 

（表示されるボタンの数は内容に依存します） 

 

 

 

開く：このアイコンがクリックされたとき、PARTdataManager のパーツビューで部品が開きま

す。 

 

1 番目のパーツとして読み込み： 

 

2 番目のパーツとして読み込み： 

 

コンポーネントを追加して比較： 

 

検索パーツと比較： 

 

CAD に転送：このアイコンはシングルパーツとき表示されます。パーツファミリでは表示されま

せん。クリックすると、部品が CAD へ転送されます。 

 

 比較テーブル 

比較テーブルは以下の比較を表示します。 

形状の類似度（3D 形状検索が実行された場合） 
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➢ ERP データ（利用可能な場合） 

➢ パラメーラ 

➢ トポロジ 

➢ クラシフィケーションデータ 

➢ トポロジ 

➢ 形状のパラメーター 

 

 

NOTE： 

小さい円グラフは値の類似度を示しています。 

 

トポロジパラメーターは色でマークされます。重要なパラメーターを一目で視認できます。 
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検索されたトポロジパラメーターは、検索結果内で通常オレンジではっきりとマークされます。 

3D ビュー内でマークすることができるトポロジパラメーター(e.g. 内円筒、外円筒など)は、比較テーブル内のリ

ストでチェックボックスが付いています。 

もしチェックボックスがアクティブな場合、そのパラメータが 3D 比較と比較テーブルの両方で色づけされます。

異なるパラメータは異なる色が付けられます。 

 

アイコン 

カラムヘッダー内で以下のアイコンが表示されます。 
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プロジェクトラインを選択 

 

マスターとして選択：カラムでグリーンの背景で表示されます。 

マスター側はすべてのパラメータがグリーン（100%）で表示されます。その他の円グラフは

マスターに対しての類似度です。 

 

 

1 番目のプロジェクトとしてロード（3D、2D 比較） 

 

2 番目のプロジェクトとしてロード（3D、2D 比較） 

 

PARTdataManager 内で開かれている現在の行：「プロジェクトの行を選択」エリア内で選択

された行を開く 

 

CAD へ転送：「プロジェクトの行を選択」エリア内で選択された行転送 
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形状の類似性 

3D 形状検索により検出された部品は、このパーツ比較へ転送することができます。比較テーブル上では類似度が表

示されます。 
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コンテキストメニュー 

開く：各部品のカラム上の任意の場所で右クリックします。 
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➢ マスターとして選択  

背景がグリーンで行事されます。 

➢ 1 番目のプロジェクトをロード  

➢ 2 番目のプロジェクトをロード  

➢ プロジェクトラインを選択  

行選択画面に切り替わります（以下の画像参照） 
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「戻る」ボタンで元の画面に戻ります。 

 

➢ プロジェクトを削除 

比較テーブルから選択されたプロジェクトを削除します。 

➢ すべてのマーキングトポロジを削除 

例えば、トポロジ検索では、検索パラメータに一致するマーキングが自動的にセットされます。これをこのコマ

ンドで一度に削除できます。 

 

➢ 3D ファイルを開く 
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比較ダイアログ内に、ネイティブファイルをロードします（特定の CAD ファイル、または中間ファイル） 

NOTE： 

CAD システムが事前に開始されていなければなりません。 

 

コマンドを選択すると「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。 

選択可能フォーマットの例： 

 IGS (*.igs) 

 STL (*.stl) 

 Inventor 2010 (*.ipt, *.iam) 

 NAT (*.nat) 

 PS3-V2 3D (*.ps3) 

 PartJava 3D (*.zjv) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 Assembly (*.asm) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 Part (*.prt) 

 Pro/Engineer Wildfire version 3 32 UDF (*.gph) 

 SAT ascii 3D (*.sat) 

 STEP (*.step, *.stp) 

 SolidDesigner PKG File (*.pkg) 

 SolidDesigner PKG/STL File (*.stl) 

 Solidworks 2010 (*.sldprt, *.sldasm) 

 U3D (*.u3d) 

  *.zjv 

 

NOTE： 

CAD フォーマットを選択するときは、CAD アプリケーションが開始されます 

 

このとき、複数の候補がある拡張子（例えば、*.prt は NX と Creo Element どちらの可能性もあります）を持

つファイルが選択された場合、追加のダイアログが表示されるので適切なフォーマットを選択します。 

 

 

続いて単位を選択します。 



252  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 252 - 

 

リストフィールド内で、mm、cm、dm、m、INCH、FEET、INCH/10、INCH/100 を選択できます。選択後

「OK」ボタンをクリックします。このとき比較てーぶるのこのファイルがロードされます。 

 

➢ すべてのプロジェクトを削除 

比較テーブルからすべてのプロジェクトを削除します。 

 

➢ コピー（テーブルのセル上だけで表示される） 

要求するテーブル行でコンテキストメニューを開いたとき、コピーコマンドを選択できます。このときセルの

内容をテキストエディターにコピー＆ペーストできます。 

 

➢ 印刷 

完全なテーブルを印刷します。 

 

➢ Pin name column | Pin description column | Pin preview header 
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縦横のスクロール中重要な情報を固定するために、「シンボル」「記」（横スクロール）カラムを固定、または、

「プレビュー」（縦スクロール）。比較テーブルのコンテキストメニューで必要な固定にチェックを入れます。 

 

 3D 比較 

NOTE： 

3D ウィンド内のツールバーの機能については「1.4.6 ドッキングウィンドウ：3D プレビュー」を参照

してください。 

 

 

1.3.10.3.1. 標準機能 

部品はシンプルに並べることができます。 

部品の整列 

➢ 手動整列 

１．部品をクリックし、回転サークルと軸を表示させます。 

 

 

２．要求する部品上で回転サークル、または、回転軸を選択し、マウスの左ボタンを使ってその部品を動かします。 

 

➢ 自動整列 
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自動整列のための機能は 3D 比較セクション左端のツールバーにあります。 

 

 

 反対のコンポーネント 

 

 

 

 オーバーレイコンポーネント： 

 

「オリジナルの角度と中心位置」「オリジナルの角度と位置」の機能があります。 

 

 自動配置計算された角度と位置 

 

 

 オリジナルの角度と中心位置（ベストフィット） 
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サイドビューでこのパーツは 100%一致するわけわけではないことを確認できます。 

 

 

断面ビューでさらにいくつかのオプションがあります。「1.3.10.3.1.1. 切断面のパーツ比較」を参照して

ください。 

 

 オリジナルの角度と位置（ゼロ点オーバーレイ） 

 

 

比較オペレーション 

➢ 1-2 の違いを表示 

 

部品１から部品 2 を引いた差分を表示 
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➢ 2-1 の違いを表示 

 

部品 2 から部品 1 を引いた差分を表示 

 

 

➢ 対象差を表示 

 

部品１と部品 2 の間の差の合計 

 

 

その他の機能 

➢ 元に戻す 

 

このボタンは、手動で部品を移動や回転させた場合、その効果や部品の位置を一つ前に戻します。 

 

➢ 復元 

 

「元に戻す」で戻したものを復元します。 

 

 

➢ 拡張モード 
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クリックすると、左側に「向かい合わせ」「重ね合わせ」「色／透過」タブが表示されます。 

詳細は「1.3.10.3.2. 拡張モード」参照 

 

 

「3D 比較」コンテキストメニュー 

 

 

➢ ズーム全図形 

➢ 等角図 

➢ 計測 

➢ 切断面の定義 

断面を使って、部品の違いを詳しく見ることができます。詳細は「1.3.10.3.1.1 切断面のパーツ比較」参照。 
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➢ 計測グリッド（V904 から） 

部品の XYZ の最大値が表示されます。 

 

 

1.3.10.3.1.1. 切断面のパーツ比較 

開始 

3D ビューを開き、コンテキストメニューで「切断面の定義」を選択、又はツールバーのボタンをクリックします。 
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設定オプション 

呼び出し後、6 つの矢印を示すナビゲーションが表示されます。 
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矢印をクリックすると切断面が切り替わります。 

 

色を指定 

詳細は「1.3.10.3.5 色／透過タブページ」を参照 

 

1.3.10.3.2. 拡張モード 

拡張モードでは、「向かい合わせ」「重ね合わせ」「色／透過」タブを伴ったダイアログ（以前のバージョンから存在

します）が表示されます。 

比較の基準は、1 番目と 2 番目にロードされたプロジェクトです。 

2 つのビューモードが利用可能です。 

➢ 向かい合わせ 
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比較するための部品は X 軸に沿って並べられます。回転、ズーム、移動ができます。このモードでは他の機能は利

用できません。したがって「オーバーレイ」タブへ切り替えてください。 

 

➢ オーバーレイ 

 

比較するための部品は重なって表示されます。 

「表示」（デフォルト）モードでは、回転、ズーム、移動ができます。以下のボタンがオーバーレイで表示されます。 

 

 

 回転／移動／ミラー ＞ 動作モード 

 

このトランザクションでは、部品を全体まはた個別に移動できます。 

さらに、比較のための部品は角と平面を使って固定することができます。詳細は「1.3.10.4.3. 移動と位

置決め」を参照してください。 
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 形状比較 ＞ 比較操作を選択 

 

このモードでは、比較のためのいくつかのオプションを選択できます。比較バーツ間の違いを明らかにで

きます。詳細は「1.3.10.3.4 比較オペレーション」参照。 
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1.3.10.3.3. 移動と位置決め 

➢ 動作モード 

 

 

➢ 表示 

 

回転、ズーム、移動ができます。 

 

 

➢ パーツの回転／透過／ミラー 

 

クリックで部品を選択します。＞これらのメニューコマンドが利用可能です。 
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 Rotate/Translate 

「Restrict to」にチェックを入れた場合、XYZ 軸の動作と回転を制約することができます。 

 回転（インクリメント） 

「Use step size」にチェックを入れると、ユーザ定義、または、45°、90°のステップを設定できます。 

 ミラー 

「X」「Y」「Z」ボタンをクリックすることで、部品が反転します。 

現在のところ新しい 3D ビューでは有効ではありません。もし必要な場合は、コンフィグレーションファ

イルを使って、古い 3D ビューに切り替えてください。 

$CADENAS_USER/psolopt.cfg 

[SettingsAssembly] 

ViewerCompare3DVersion=V1 

値候補： 

V1：古い 3D ビュー 

V2：新しい 3D ビュー 

 

➢ 位置合わせとシフト 
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現在のところ新しい 3D ビューでは有効ではありません。もし必要な場合は、コンフィグレーションファイル

を使って、古い 3D ビューに切り替えてください。 

$CADENAS_USER/psolopt.cfg 

[SettingsAssembly] 

ViewerCompare3DVersion=V1 

値候補： 

V1：古い 3D ビュー 

V2：新しい 3D ビュー 

 

最初に現在のステータスが表示されます。 

ここの例は「固定なし」です。 

「定義＞＞」ボタンをクリックします。 

 

 

定義は以下 2 つのモードがあります。 

 面と面 

 コーナーとコーナー 

 

どちらかをクリックします。 

 

拘束の定義 

 部品 1 のフェースを選択 

「１」ボタンをクリックします。 

その後、面をクリックします。確認のため、ボタンの前にグリーンチェックマークが表示されます。 

 部品 2 のフェースを選択 

2 番目の部品でも同じことを行います。 

 両方の部品を表示 

両方の部品を表示させたい場合「Both」をクリック 
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このとき、２つのグリーンチェックマークが表示されます。 
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「適用」をクリックすると、「現在の固定」に表示されます。 
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「キャンセル」ですべての固定が削除されます。 

「＜＜戻る」で元に戻ります。 

 

1.3.10.3.4. 比較オペレーション 

「オーバーレイ」＞「形状比較」＞「比較操作を選択」 
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以下の例に各コマンドを説明します、 

青い部品が「部品 1」、赤い部品が「部品 2」です。 

 

 

これを重ねて表示すると以下のようになります。 
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OR 「部品 1」と「部品 2」両方の部品が重なってい

る部分をハイライトします。ハイライト部分は黄

色で表示されます。 

 

 

対象差 「部品 1」と「部品 2」両方の部品が重なってい

ない部分をハイライトします。ハイライト部分は

黄色で表示されます。 
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欠落部 ある部品を基準として、その基準部品に欠けてい

るもう一つの部品のボディを示します。 

 

右の図の 1 段目は、「選択する構成単位を参照」

設定で以下の図のように「部品 1」を基準に選択

した例です。 

 

部品 1 を基準として、部品 1 に欠けている部品

2 のボディが黄色で示されます。青い半透明のボ

ディは、基準となっている部品 1 です。 

 

右の図の 2 段目は、「選択する構成単位を参照」

設定で以下の図のように「部品 2」を基準に選択

した例です。 

 

部品 2 を基準として、部品 2 に欠けている部品

1 のボディが黄色で示されています。赤い半透明

のボディは、基準となっている部品 2 です。 

 

 

 

 

欠落部 ある部品を基準に、もう一つの部品が重なってい

る部分を差し引いた結果、残っている基準部品の

ボディを示します。 

 

右の図の 1 段目は、「選択する構成単位を参照」

設定で以下の図のように「部品 1」を基準に選択

した例です。 

 

部品 1 を基準として、部品 2 と重なっている部

分を差し引いて、なお残っている部品 1 のボディ

が黄色で示されます。青い半透明のボディは、基

準となっている部品 1 です。 

 

右の図の 2 段目は、「選択する構成単位を参照」

設定で以下の図のように「部品 2」を基準に選択

した例です。 

 

部品 2 を基準として、部品 1 と重なっている部

分を差し引いて、なお残っている部品 2 のボディ

が黄色で示されます。赤い半透明のボディは、基

準となっている部品 1 です。 
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1.3.10.3.5. 色／透過タブページ 

3D ビュー内の色と透過性の設定です。 

➢ 「透過性の設定」：それぞれ 0（不透明）から 100（透明）で設定します。 

➢ 「色合い」：カラーパレットで色を指定します。 

 

 

 カラーパレット 
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➢ 隠れエッジの明るさ（2D） 

2D 比較画面で、隠れ線の明るさを設定します。デフォルトは 25%です。 

 

 

 2D 比較 

3D 比較と同様に 2D による比較もできます。 
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PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  275 

 

 

- 275 - 

1.3.10.4.1. 3D & 2D 同期 

3D と 2D を同期させるために「ここをクリック」をクリックします。 

 

すべてのビューが再計算されます。以下のダイアログから選択します。 
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「正面」「背面」「右」「左」「平面」「底面」の各ビューは 3D ビューの状態から独立しています。「現在のビュー」は

3D ビューの現在の表示状態と 2D ビューの表示を同期させます。 
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1.3.10.4.2. コンテキストメニュー 

 

 



278  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 278 - 

1.3.11. クラウドナビゲータ 

 

クラウドナビゲータを使うと、従来の検索方法とは異なる新しい検索メソッドを使うことが出来ます。複雑な検索

シーケンスを実行でき、しかも、そのすべてのステップが常に 1 画面で表示されます。 

各検索結果の部品は次の新しい検索のベースとなります。 

 

「パーツ選択」画面で表示されている検索メソッドのうちカラー検索を除いたメソッドが使用可能です。 

➢ 全文検索 

➢ 変数検索 

➢ 3D 形状検索 

➢ 2D スケッチ検索 

➢ トポロジ検索 
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クラウドナビゲータの開始は、「クラウドナビゲータの開始」ボタンから開始します。 

 

 

検索結果は「クラウドナビゲータ」タブのページでグラフィカルに表示されます。 

制約：クラウドナビゲータの一回の検索では、一つの検索メソッドのみ使うことができます（トポロジ＋3D のよう

な組合せ検索はクラウドナビゲータでは使用できません）。 

➢ クラウドナビゲータの開始は、「クラウドナビゲータの開始」ボタンから開始します。 

 

 

さらなる検索は、検索結果で表示されたパーツを基にグラフ内で開始することができます。 

➢ 形状検索 

➢ テキスト検索 

➢ フォルダ検索 

➢ クラシフィケーション検索 

以下のコンテキストメニューがそれぞれの検索ノードで右クリックすることで表示可能です。 

 

詳細は「1.3.11.3 検索メソッド／コンテキストメニューコマンド」を参照してください。 

「変数検索」と「トポロジ検索」の場合、変数値を修正されたパラメータとして実行することができます。その検索

開始は自身のルートノードで実行されます。「1.3.11.1.2 クラウドナビゲータ例 - 変数検索 並列的に 2 回検索」、

および、「1.3.11.1.3 クラウドナビゲータ例 – トポロジ検索」を参照してください。 

 

通常の検索とクラウドナビゲータ検索はいつでも切り替えることができます。その結果それぞれの検索のアドバン

テージを使うことができます。 

 

「その他の機能」以下のコンテキストメニューコマンドで、クラウドナビゲータの外で通常の検索を開始すること

ができます。 
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全文検索の場合、以下の画像のように、テーブル変数も扱うことができます。詳細は「1.3.4.2 全文検索」を参照し

てください。「検索範囲」と「表示形式」の設定はクラウドナビゲータでも有効です。 

 

 

パーツ比較ダイアログはクラウドナビゲータでもドッキングされることができます。詳細は「1.3.11.1.1 クラウド

ナビゲータ例 – パーツ比較ダイアログとテキスト検索と形状検索」を参照してください。 

 

クラウドナビゲータタブページは常に表示されます。「グラフをロード」（ファイルから）本機能にアクセスできま

す。 

 

 クラウドナビゲータ検索 – 例 

1.3.11.1.1. クラウドナビゲータ例 – パーツ比較ダイアログとテキスト検索と形状

検索 

１．最初の例は全文検索を使用します。これはデフォルトでアクティブになっています。 

 

 

２．全文検索を実行します。以下の設定を使用してください。 

 検索範囲：カレントフォルダ（ISO）（カタログタブページから「ISO」フォルダを選択します） 

 表示形式：アイテム 

 全文検索入力ターム：hexagon bolt D=10 L=50 

シンタックス詳細は「1.3.4.2 全文検索」以下を参照してください。 
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３．「クラウドナビゲータを開始」をクリックします。 

「CloudNavigator」タブページに切り替わります。グラフは個々の部品を表示します（プロジェクト単位では

ない）。結果にマウスオーバーしたときツールチップが表示されます。入力された条件に該当する「M10x50」

という具体的な部品が確認できます。 
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４．次のステップで結果の部品を使って「形状検索」を実行します。 

NOTE： 

「検索範囲」では、他のカタログ、または、すべてのカタログのように新しい選択を行うことができま

す。 

この例では「アイテム」のままですが、「表示形式」でも選択を変更できます。 

クラウドナビゲータ検索が使われるとき、検索メソッドエリアの設定は最初の検索時のみです。追加の

検索はグラフ内の結果の部品から選択します。 

 

部品上で右クリックし、コンテキストメニューから「形状検索」を選択します。 
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結果：形状検索の検索部品がグラフ中央に移動し、結果の部品がその周りに広がります。 
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最初の検索結果（全文検索）と次の検索（形状検索）を、並列に組み合わせて実行することができます。マウス

ボタンを押しながら動かすと、グラフ全体、または、あるノードだけを移動できます。それぞれのノードのコン

テキストメニューで「ズーム」コマンドを使うことができます。このコマンドで必要なノードを中央に表示させ

ることができます。 

 

５．検索結果部品のうち 2 つを、「パーツ比較」へロードします。 

クラウドナビゲータ検索で、コンテキストメニュー＞「その他の機能」＞「パーツ比較」を使います。 
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上記操作を 2 つの部品で、それぞれ最初は「1 番目のパーツとして読み込み」、次は「2 番目のパーツとして読

み込み」を実行します。 

パーツ比較ダイアログはドッキングされ、部品が転送されます。 
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その他パーツ比較詳細については「1.3.10 パーツ比較」を参照してください。 

 

1.3.11.1.2. クラウドナビゲータ例 - 変数検索 並列的に 2 回検索 

クラウドナビゲータの変数検索で、二つのわずかな違いによる検索を並べて実行し比較することができます。 

この例では「JIS」＞「ボルト -  ねじ – ナット – 座金」を検索範囲としています。  

１．変数検索で「D=5」を指定します。 

 

 

２．「適用」をクリックします。 

設定が検索メソッドに表示されます。 

 

 

３．「クラウドナビゲータを開始」をクリックします。 

「CloudNavigator」タブに切り替わり結果が表示されます。 
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４．ルートノードでコンテキストメニューを呼び出し「変数検索」を選択します。 

「変数検索 クラウドナビゲータ」ダイアログが表示されます。 

 

５．D=5 はそのままに、続けて「ERP_PDM_NUMBER=1*」と入力します。 

次の検索では、「D=5」で、かつ、ERP-Number が「1」で開始する部品が検索されます。 

 

このとき 2 つの操作が可能です。 

「検索を修正」：現在の検索結果を削除し、変更された条件で新しい検索を実行します。 
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「新規検索」：現在の検索結果を残し、変更された条件の検索結果を別の新しいノードとして表示します。 

 

６．この例では「新規検索」を実行します。 

2 番目の検索（D=5 AND ERP_PDM_NUMBER=1*）結果は、一つだけ表示されました。 

図のように 2 つ検索結果の違いを並べて比較することができます。赤枠で囲まれ右下に「2」と表示された部品

は、どちらの検索にも共通してヒットした部品です。 

 

 

このようにして次々と検索し、比較することができます。 

 

1.3.11.1.3. クラウドナビゲータ例 – トポロジ検索 

前述の変数検索と同様に、トポロジ検索でも 2 つの少し異なる検索結果を並べて比較することができます。 

１．検索範囲と表示形式は図のようにし、「トポロジ検索」を呼び出し、「最長寸法 600mm 以上」を指定します。 

 

 

２．「適用」をクリックします 

検索メソッドに入力された条件が表示されます。 
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３．「クラウドナビゲータを開始」をクリックします。 

「CloudNavigator」タブに切り替わり結果が表示されます。 

 

 

４．ルートノードでコンテキストメニューを呼び出し、「トポロジ検索」を選択します。 

トポロジ検索ダイアログが表示されます。 

 

５．値を「2000」に変更します 



290  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 290 - 

 

このとき 2 つの操作が可能です。 

「検索を修正」：現在の検索結果を削除し、変更された条件で新しい検索を実行します。 

「新規検索」：現在の検索結果を残し、変更された条件の検索結果を別の新しいノードとして表示します。 

 

６．ここでは「新規検索」を実行します。 

変更された値を基にした 2 番目の検索結果が別のノードとして表示されます。結果は 3 部品に絞られました。 

この 2 つの検索結果を並べて比較することができます。赤枠で囲まれ右下に「2」と表示された部品は、どちら

の検索にも共通してヒットした部品です。 

 

NOTE： 

新しい属性を加えて検索を続けることもできます。 

 

 開始 

クラウドナビゲータはいくつかの方法で開始できます。 

➢ 「クラウドナビゲータを開始」ボタンで開始 
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通常検索は、「検索開始」ボタンか「クラウドナビゲータを開始」ボタンで実行します。 

「クラウドナビゲータを開始」ボタンをクリックすることで検索を開始します。 

 

 

「クラウドナビゲータ」タブへ切り替わり、検索結果が表示されます。 

 

それぞれのノードのコンテキストメニューから、続けて検索を行うことができます。 

 

➢ テーブルから開始 
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選択された行がルートノードとして転送されます。このとき 3D 形状検索が自動的に実行されます。 

 

➢ すべてのタブ（カタログ、クラス、検索結果、お気に入り、履歴、分析）上、プロジェクトレベルから開始 

 

この行が転送され、3D 形状検索が自動的に実行されます。 

 

➢ 標準の検索結果から開始 
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➢ 「リンク」ボックス内から開始 
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 検索メソッド／コンテキストメニューコマンド 

以下、検索メソッドとコンテキストメニューコマンドの概要です。 

➢ 形状検索 

選択された部品が参照部品となり、3D 形状検索を実行します。 

 

➢ テキスト検索 

テキスト検索が実行されたとき、その部品が持つすべてのタームがリストされます。 

チェックボックスをアクティブし「検索」をクリックすると、その検索ワードでテキスト検索を開始します。入

力フィールドに自身で任意の検索タームを入力することもできます。 
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➢ フォルダ検索 

同じディレクトリのすべての部品を検出します。 

 

➢ クラシフィケーション検索 

同じクラシフィケーションを持つすべての部品を検索します。サブメニューですべてのクラシフィケーション

がリストされます。 

 

 

➢ ノードを隠す／ノードを削除 

 ノードを隠す（コンテキストメニューまたはマウスの中央ボタン）：このコマンドは、子ノードで、かつ、

この部品を元とした検索が存在しない場合に有効です。 

 ノードを削除（コンテキストメニュー）：このコマンドは検索が行われたノードに対して行うことができま

す。ノードが削除された場合、すべての子ノードも一緒に削除されます。 

上記コマンドは「元に戻す」ボタンで操作をキャンセルできます。 

 

 

➢ ズーム 

このノードを画面中央に移動します。 
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マウスホイールでズームイン／アウトを実行できます。 

ノードをシングルクリックすると、そのノードを移動できます。 

ノードをダブルクリックすると、その部品を参照部品とした 3D 形状検索を開始します。 

 

➢ その他の機能 

標準の検索で見られるコンテキストメニューコマンドを同じです。 

 

 

NOTE： 

「このパーツから形状検索」を実行すると、通常の検索が開始されます。クラウドナビゲータを使うとき

は使わないでください。通常の検索とクラウドナビゲータ検索はいつでも切り替えることができます。 

 

「パーツ比較」コマンドでパーツ比較ダイアログを呼び出すことができます。パーツ比較詳細は「1.3.10 パー
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ツ比較」を参照してください。 

 

 

 CAD に転送 

以下の手順で CAD システムへ転送します。 

１．パーツのコンテキストメニューを開きます。 

２．「その他の機能」＞「CAD に転送」を選択します。 
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 ボタン 

 

 

クリックすると、設定エリアを表示します。クリックごとに表示／非表示を切り替えま

す。詳細は「3.1.1.6.11.6. 設定」を参照してください。 

イメージに名前を付け

て保存 

グラフを PNG フォーマット画像として保存します。 

グラフを保存／グラフ

をロード 

現在のグラフを保存することができます。後でこのグラフをロードし検索を開始するこ

とができます。 

また他のユーザにこのデータを渡し、同じ検索結果を見せることもできますが、同じ環

境（カタログ）であることが必要です。 

印刷  

リセット ルートノード以外のすべてのノードを削除します。 

元に戻す 順にステップを一つずつ戻します。 

次へ  

レイアウト 「ツリー」「クラウド」「スパイラル」レイアウトを選択できます。 

➢ スパイラル 

デフォルトのレイアウトです。しかし検出された部品が 16 以上のときにしかその

特徴は現れません。以下のとおりです。 
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➢ クラウド 

最大 70 個までの子ノードを表示できます。 
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➢ ツリー 

このレイアウトでは表示数の制限はありません。 
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 設定 

 

タイプ 検索タイプ（テキスト検索、形状検索など）が色分けされます。 

類似割合表示 形状の類似度の表示方法です。 

➢ オフ 

➢ グレー表示 

➢ カラー 

 

サムネイル 
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表示されている数 右下に表示されている赤い数字は、同じノードの数です。ノードをクリックしたときその

他の場所で表示されている同じノードが赤枠で囲まれます。 

 

メーカーのロゴ 

 

Icons クラウドナビゲータでも Standard アイコンが表示されます。 

 

 

パーツ比較に転送されている場合 

 

 

シングルパーツモードで、ERP インテグレーションが有効な場合、ERP アイコンが表示さ

れます。 
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同じく ERP インテグレーション使用時で、プロジェクト表示の場合 

 

マウスカーソルをあてると、ツールチップが表示されます。 

見出し 

 

詳細 

 

新しい結果をハイラ

イト 

「新規」ツールチップが表示されます。 
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検索設定： 

検索結果の数 

表示される検索結果の数を指定します。一度に表示させたい数を手入力して、または、矢

印をクリックして変更します。 

以下の画像で、左側の設定が 10（デフォルト）の場合、一度に 10 ノードが表示されます

が。右側で「>10」と表示されたようにすべての検索結果は 10 より多く存在します。ダ

ブルクリックすることでもう 10 個（あれば）ノードが表示されます。 

 

 

 

 

 パーツビュー 

パーツビューでは、部品シリーズ単位から型番単位に落とし込んで、最終的な製品を決定できます。 

以下の画像はすべてのドッキングウィンドウが一覧できます。 
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パーツビューは以下のエリアに分かれています。 

➢ ①テーブル（タブ上にはスタンダードネームが表示されます） 

二つのサブウィンドウがあります（「テーブル」「垂直」） 

➢ ②リンクエリア（詳細は「1.4.4 ドッキングウィンドウ：リンクウィンドウ」） 

➢ ③アセンブリ／部品表（詳細は「1.4.5 ドッキングウィンドウ：アセンブリウィンドウ」） 

➢ ④表示されている部品の 3D プレビュー（詳細は「1.4.6 ドッキングウィンドウ：3D プレビュー」） 

➢ ⑤技術データと寸法（詳細は「1.4.7 ドッキングウィンドウ：技術データ」） 

➢ ⑥パーツ情報（詳細は「1.4.8 ドッキングウィンドウ：パーツ情報」） 

➢ ⑦トポロジ情報（詳細は「1.4.9 ドッキングウィンドウ：トポロジ情報」） 

 

その他のドッキングウィンドウ 

➢ 2D ドラフティング（詳細は「エラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。」） 

➢ コネクション（詳細「1.5 コネクション」） 

 

1.4.1. 仕様決定：「テーブル」ビュー 

テーブルでは、行内の任意の場所でワンクリックで目的の製品を選択します。 

選択された製品が直ちに計算され、それぞれの情報が異なるドッキングウィンドウ（3D ビュー、技術詳細、2D 派

生、パーツ情報、トポロジー情報、リンク、アセンブリ/パーツリスト）に表示されます。 

① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ 
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 バリューレンジフィールド付きカラム 

バリューレンジ変数を持つ部品がありますが、値はまだ決定ではありません。これらの部品では、製品仕様を決定

するために、バリューレンジ変数の値を決定する必要があります。 

バリューレンジフィールド付きカラムは以下のアイコンでマークされています。 

 

さらに設定によりカラムは色分けされています。色の意味は以下の通りです。 

 

まず選択された行にバリューレンジ変数には以下のアイコンがついているのでクリックします。 

 

 

 

クリック後、製品の仕様により異なるダイアログボックスが表示されます。 

 

➢ バリューレンジ：開いたダイアログで、値の範囲内に目的の値を入力するか、スライダーを使用して値を選択

します。 その後、緑色のチェックマークをクリックして確認します。 
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赤い線はデフォルト値を示しています。 これをクリックすると、いつでもデフォルトを復元できます。 

 

➢ 選択肢：リストフィールドで、目的のオプションを選択し、緑色のチェックマークをクリックして確認します。 

 

 

➢ プレビュー付き選択肢：いくつかの値範囲フィールドでは、グラフィックスを例示として使用することができ

ます。 
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変数を変更すると、3D プレビューがすぐに更新されます。 

 

バリューレンジカラムの色分け 

 

機能属性 

機能属性は、例えばシリンダのロッドの位置や角度の決定など、製品の機械的動作を規定する

すべての属性について使用されます。 

以下例です。左はロッドの位置「0」です。右は「50」に変更した場合です。 

 

 

ジオメトリ属性 

ジオメトリ属性は、製品の特性に影響する属性に使用されます。例えばシリンダの最大ストロ

ークが変更された場合、または、オートスイッチが追加された場合（削除された場合）などが

これに該当します。 

以下例です。左は最大ストローク「200」（デフォルト値）です。右は「400」に変更した場合

です。値に応じて製品の形状は変更されました。 
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寸法属性 

寸法属性は半完成品に使用されます。例えば L 字鋼などであるプロファイルを長さ（L 寸法）

を何メートルで取りだすかなどです。 

 

 

 

オブジェクト属性 

オブジェクト属性は、寸法や製品規格、注文番号や技術仕様などの変数（ジオメトリや関数と

は関係のない属性）に使用されます。 

 

 

 プレビューイメージのサイズ調整 

プレビュー画像のサイズと行の高さは、Ctrl +マウスホイールで設定できます。 これは、部品が多少異なる場合や、

部品が完全に異なる場合に特に役立ちます。 
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プレビュー画像上にマウスを移動すると、拡大されたプレビューが開きます。 
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 パーツビュー内、行のプレビュー表示 

設定ダイアログで、プレビューイメージを行ごとに表示するオプションが有効になっている場合（プレビューイメ

ージはそれぞれのカタログの行ごとに作成されています）、別々のプレビューイメージに表示されます。 Ctrl やマ

ウスホイールでプレビュー画像を拡大、3D ツールチップでその画像を見ることができます。 

 

 

設定する場合は、テーブル右上「テーブル設定」ボタンをクリックし、「テーブルにグラフィックを表示（可能な場

合）」をアクティブにします。 

 

 

 テーブルにグラフィックを表示 

使用可能なテーブル列のグラフィックス（たとえば、値範囲オプションや ERP 項目の材質/サーフェス）がある場合

は、これらをオンとオフに切り替えることができます。 

「テーブルにグラフィックス表示」ボタンをクリックすると、表示できます。 



312  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 312 - 

 

 

 

 テーブル内で全文検索 

入力フィールドに、任意の検索ターム（数値、英数字）を入力します。 

入力中はすぐに黄色でマークされ、最初のヒットはフォーカスされます。 

NOTE： 

バリューレンジフィールドは検索されません。 
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➢ 矢印キー 

「＜」「＞」キーを使うとハイライトされた検索結果へ移動（またはバック）することができます。F3 キーでも同様

です。 

 

➢ スクロールバーのスライダー 

スクロールバーのヒット範囲には赤色のマークが付きます。 これらの範囲にスクロールバーのスライダを移動しま

す。 濃い赤色の範囲は小さなスペースに多くのヒットを含み、細い線の範囲では孤立したヒットしか見つけること

ができません。 

 

 昇順／降順でカラムをソート 

初回のテーブルロードでは、最初のカラムで行のソートを決定します。 

ただし、並べ替えの基準として任意の列を使用できます。列ヘッダーをクリックすると、小さな矢印が表示されま

す。 矢印をクリックすると、昇順と降順のソートを切り替えることができます。 モードは矢印の方向で表されま

す。 

 

元の並べ替えを復元する：任意の列のヘッダーで、コンテキストメニューを開きます。 「オーダーを取り消し」を
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クリックします。 

 

 

 テーブル設定を起動 

設定する場合は、テーブル右上「テーブル設定」ボタンをクリックします。 

 

 

 テーブル内でトポロジ値を表示 

トポロジ変数は、標準テーブル情報の横に表示できます。 「トポロジ変数」チェックボックスを使用すると、必要

に応じて表示を有効/無効にすることができます。 特に、自社製品カタログで特性値が特性属性テーブルに必ずし

もあるとは限りません。 この場合、特に有効です。 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  315 

 

 

- 315 - 

 

 

トポロジ変数を表示するには、設定ダイアログで目的のトポロジカラムが選択されていることです。 「テーブル設

定」をクリックして設定ダイアログを呼び出し、トポロジ値を表示するにチェックボックスをオンにします。 ここ

で、目的のトポロジタイプを有効/無効にすることができます。 

NOTE： 

欠落したトポロジ値はオンザフライでは生成されませんが、使用可能な値が表示されます。 標準カタロ

グでは、一定の行にだけ存在する場合がほとんどです。一方、自社製品カタログでは、通常、トポロジ値

はすべてのテーブル行で使用可能です。 
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 付加情報／機能 

ドキュメントがリンクされたカラム、または、ある機能が追加されたカラム 

一部のテーブルには、追加の部品情報を含む列が含まれています。 主にこれは、テキスト、イメージ、またはイン

ターネットファイル形式のドキュメントです。 この方法で呼び出すことができるリンクされたプログラムも可能で

す。 
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 材料選択 

メニューの「拡張」＞「設定」＞「テーブル」と選択して、「材料選択の表示」にチェックを入れてオプションを有

効にすることで可能です。このときテーブル内に材料選択のための仮想カラム「CNSMAT」カラムが表示されます。 

 

 

1.4.2. 仕様決定：「垂直」ビュー 

従来のテーブルビューと、新たに「垂直」ビューが追加されました。 
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「垂直」ビューは以下のカラムを表示します。 

➢ 説明付きパラメータ名 

➢ パラメータ値 

次の３つのオプションがあります。 

 固定値 

 標準値の選択 

 バリューレンジの選択  
入力方法には、リスト、または、スライダーなどがあります。 

➢ 選択の現在のステータスを示すシンボル 
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特に、一意の型番に特定されたか、または、まだ特定されておらずパラメータを選択する余地があるかを判別で

きます。 

 

以下シンボルの説明です。 

  

 

固定値 

このパラメータは変更不可能な固定値を含んでいます。 

 

値を選択する余地があります。 

値が選択されたとき、以下のような挙動をします。 

 

値が変更されたとき、シンボルは以下に変わります。 

 

この変更された値に依存して、他のパラメータのシンボルも変更されます。 

以下のパターンがあります。 

➢ 一つの値に特定されると以下のシンボルに変わります。 

 

このときリストを開くと、現在の値は黒文字で表示され、その他の値候補は青文字で表示されま

す。 

 

➢ いくつか選択する余地がある場合は以下のシンボルに変わります。 

 

このときリストを開くと、選択可能な値は黒文字で表示され、選択範囲外の値は青文字で表示さ

れます。 



320  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 320 - 

 

上記例をみてください。D を「3.0」に変更しました。このとき L のリストを見ますと「16～30」ま

では黒文字で表示されています。これは「D=3.0」の場合に選択可能な値です。一方「3, 35～60」

は青文字で表示されています。これは「D=3.0」の場合には選択できない値候補です。 

 

 

他の値をフィルタリングしているパラメータです。 

ピンバリュー 

 

 

上記のアイコンをクリックする、または直接値を選択するとで、固定された値です。 

リストを開くと、一つの値は黒文字でその他はすべて青文字で表示されます。 
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NOTE： 

これは値を変更できないことを意味するものではありません。 

青文字を値を選択すると、すべての設定がリセットされます。 

 

シンボルをクリックすると、このフィルタリングが解除され、最初の状態のシンボルに戻ります。 

 

 

 

選択完了：ある一つの値に特定されました。 

つまり、このパラメータ値は間接的に固定されたことを意味します。 

 

最初から一つの値のみ、または、他のパラメータの選択によりフィルタリングされ、一つの値に固定

された場合です。 

 

NOTE： 

これは値を変更できないことを意味するものではありません。 

青文字の値を選択すると、すべての設定がリセットされます。 

 

 

バリューレンジフィールド 

 

自由入力、リストフィールド、または、スライダーなど 
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詳細は「1.4.2.1 バリューレンジ」を参照してください。 

 

  

 

ERP インテグレーション利用時は、ERP ステータスアイコンが表示されます。 
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 バリューレンジ 

一部の製品には「バリューレンジ変数」があります。 これらは固定されていません。 

垂直ビューでは以下のアイコンでマークされています。 

 

 

製品を決定するには、すべてのバリューレンジ変数の値を指定する必要があります。 

バリューレンジ変数にはいくつかのタイプがあります。変更されると 3D ビューも更新されます。 

 

➢ バリューレンジ：バリューレンジフィールド内に必要な値を入力するか、スライダーを動かし値を決定します。 

 

赤い線がデフォルト値を示します。 これをクリックすると、デフォルト値が再び設定されます。 

 

➢ 値を選択：リストフィールド内も値を選択します。 
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➢ プレビューイメージ付き選択 

バリューレンジフィールドの選択オプションを明確にするために、グラフィックスを表示することもできます。 ダ

ブルクリックで目的のオプションを選択します。 

 

 

バリューレンジフィールドの色分け 

設定により、シンボル内で色が表示されます。色はバリューレンジフィールドのタイプを示します。 

 

 

 

黄色：ジオメトリ属性 ジオメトリ属性は、製品の特性に影響する属性に使用されます。例え

ばシリンダの最大ストロークが変更された場合、または、オートスイ

ッチが追加された場合（削除された場合）などがこれに該当します。 

 

 

オレンジ：機能属性 機能属性は、例えばシリンダのロッドの位置や角度の決定など、製品

の機械的動作を規定するすべての属性について使用されます。 
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ダークオレンジ：寸法属性 寸法属性は半完成品に使用されます。例えば L 字鋼などであるプロフ

ァイルを長さ（L 寸法）を何メートルで取りだすかなどです。 

 

 

 例： 

省略 

 

1.4.3. 仕様決定：3D ビュー 

「1.4.6.5 寸法ラベルから形状変更」を参照してください。 

 

1.4.4. ドッキングウィンドウ：リンクウィンドウ 

リンクウィンドウは現在参照中の部品と関連する内容を含んでいます。 

表示内容はリストフィールドの選択によります。 

 

➢ ディレクトリ：同じディレクトリ内にある部品を表示 

➢ 付属品 

➢ 類似部品：3D 形状検索を背後で動作させ、見つかった類似部品を表示します。詳細は「3.1.1.7.8.1. バック

グラウンド形条検索」を参照してください。 
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➢ クラシフィケーション：選択されたクラシフィケーション内にある同じ分類の部品を表示します。 

PARTdataManager＞「拡張」＞「設定」＞「パーツ選択」＞「リンクウィンドウのコンテンツ」で設定を行うこと

ができます。ダブルクリックでその部品が直接ロードされます。 

マウスオーバーすると、3D プレビューと技術データが付いたツールチップが表示されます。 

 

「類似部品」選択時は、現在の製品の領域を示す境界ボックスが表示されます。サイズ感を一目で容易に比較でき

ます。 

 

 バックグラウンド形状検索 

PARTdataManager では、バックグランドで形状検索が動作します。 

現在開かれている部品と類似する部品が見つかった場合、すぐに提示されます。 

類似部品の表示は「リンク」＞「類似部品」で表示されます。 

ダブルクリックすると直接その部品をロードできます。 
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自社部品ライブラリからも動かすことができます。 

オフにすることもできます。 

検索結果内で、プレビューイメージとしてカタログが表示されます。 

サブアイテムで検索テンプレートを編集できます。特に最小類似性など。 

「テンプレートを編集」を選択します。 

  

 

「テンプレートの管理」ダイアログが開きます。 

 

 

既存のテンプレートがリストされます。以下の設定が可能です。 

名前 「名前」カラムの任意のフィールドでダブルクリックします。テンプレートの表示名（e.g. 
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規格部品、すべてのカタログなど）を適宜入力すると変更できます。 

検索テンプレート 「検索テンプレート」カラムの任意のフィールドでダブルクリックします。テンプレートの

種類を選択後、変更できます。 

最小類似 「最小類似」カラムの任意のフィールドでダブルクリックします。小矢印をクリックし、検

索結果の最小の類似度を設定します。 

結果の数 「結果の数」カラムの任意のフィールドでダブルクリックします。小矢印をクリックし、検

索結果に表示させる最大数を設定します。 

検索範囲 「検索範囲」カラムの任意のフィールドでダブルクリックします。リストフィールドから検

索範囲を設定します。 

 
新しいテンプレートを追加します。 

 
既存のテンプレートを削除します。 

 

1.4.5. ドッキングウィンドウ：アセンブリウィンドウ 

アセンブリウインドウには BOM 情報が表示されます。 

アセンブリ又は単一のパーツを選択することによって、テーブルが読み込まれます。 

 

 

1.4.6. ドッキングウィンドウ：3D プレビュー 

テーブル又はリストからパラメータを変更することによって、3D プレビューが更新されます。 

パーツの形状を確認するための便利な機能が多数あります。 

例えば、以下の図は拡大鏡です。 
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➢ 3D ビューツールバー 

3D プレビューをコントロールするには 3D ツールバーを利用することができます。コントロールするにあたり

重要な機能のサマリを以下に記します。 

 

 

3D ツールバー上にカーソルを移動すると淡い表示から濃い表示へと変わります。 

トグル形式のボタンの場合、矩形で有効性の確認ができます。現在選択されているボタンは濃い色で表示され

ます。 

 

 

 

➢ マウスファンクション 

右ボタン、左ボタン、右･左ボタンの同時押しで次の操作を行うことができます。 

 回転 

 パン 

 ズームイン/アウト 

マウスボタンそれぞれの操作の割当ては、ビューモードツールバーの回転、パンニング、ズームの選択に

応じて変更されます。 

 透明度 

単体のパーツを左クリックで択し、マウスの中央ボタンでパーツを半透明表示に変更することができます。 
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Shift キーを押しながら選択をするとその背後にあるパーツを選択することができます。複数パーツを一

括で選択する場合は Ctrl キーを押しながら選択します。 

 

➢ 3D ビュー内のコンテキストメニュー 

 

3D ビュー内、右クリックでコンテキストメニューが表示されます。 

いくつかのコマンドは 3D ツールバーでも利用できます。 

 

➢ 座標系システム 

座標系は画面左下表示されます。この設定は「拡張(X)」＞「設定」＞「3D 設定」＞「エレメントタブ」で設定
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の変更ができます。(on/off、表示位置) 

 

➢ 赤/シアン ボタン(3D メガネのアイコン) 

赤/シアン ボタンは画面右上表示されます。この設定は「拡張(X)」＞「設定」＞「3D 設定」＞「エレメントタ

ブ」で設定の変更ができます。(on/off、表示位置) 

 

 3D ウィンドウツールバー 

 

この章では 3D ビュー内の 3D ツールバー個々の機能について説明いたします。 

 ラインビュー 

 

 

 シェーディングビュー 

 

 エッジ付きシェーディングビュー 
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 ズーム全図形 

ウィンドウの中心に全図形を描画します。 

 

 拡大鏡 on/off 

拡大鏡は on/off の切替えで形状の詳細を描画、確認することができます。 

 

 アニメーション on/off 

パーツの連続回転アニメーションを表示します。 

NOTE 

ツールバー以外の画面の部分でマウスクリックすることで、アニメーションは停止します。 

 

 テキストとクラスを表示 

モデル内に注釈が記載されている場合 on/off で切替えができます。 
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 計測グリッド 

「1.4.6.3 計測グリッド」を参照してください。 

 

寸法を表示 

「1.4.6.4 寸法を表示」を参照してください。寸法を保持しているビューはディメンジョンアイコンの線がつい

ているアイコンで識別できます。 

 

 

切断面の定義 

「1.3.10.3.1.1 切断面のパーツ比較」を参照してください。 

 

 7 つのビュー 

正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図、等角図の切替えをします。 

 

もし部品が寸法を含んでいた場合（メーカーに依存します）、「寸法を表示」ボタンがアクティブになります。そ

して寸法を持っているビューのボタンに寸法線が表示されます。詳細は「1.4.6.4 寸法を表示」を参照してくだ

さい。 

 

 部品の詳細レベルの選択 

パーツ(又はアセンブリ)の表示の詳細度合いを変更できます。設定を変更することによって、3D ビュー内の詳細レ

ベルが変更されます。 
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以下の図は ISO4231 の場合で、左から「高」「中」「低」です。 

 

 

断面図を見た場合です。 

 

 

 

NOTE 

規格品に関しては、3 段階の詳細レベルが設定されています。 

サプライヤ品に関しては、詳細レベルが設定されていない場合があります。 

 

利点: 

詳細レベルを「低」にすることで、パーツのロードが速くなります。特に大規模なアセンブリパーツに対しては有効

です。また、パーツの検索時に有効です。 

 

NOTE 

現在の表示上、詳細レベルが「低」であってもパーツをエクスポートする際に、詳細レベルは「高」とな

ります。 

設定に関するバックグランド情報や CAD における LOD については「3.1.3.4.2. 詳細レベル バックグ

ランド情報」を参照してください。 
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 計測グリッド 

3D ビュー内のコンテキストメニューで「計測グリッド」コマンドを有効にすると、XYZ 方向の最大距離が表示され

ます。 

 

 

 寸法を表示 

寸法を持っているビューのボタンに寸法線が表示されます。以下の図のとおりです、 

 

 

2D ビューにも同様に表示されます。 
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 寸法ラベルから形状変更 

次のアイコンが表示されている変更可能な寸法をクリックすると、3D ビューで特性を直接調整することができま

す。 関連するディメンションは、テーブル内での変更よりも高速に認識されます。 
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１．アイコンをクリックします。 

 

リストフィールドが表示されます。 

 

２．必要な値を選択し緑のチェックマークをクリックします。 

3D ビューはすぐに更新されます。 

「×」をクリックまたはリストフィールドの外側をクリックするとキャンセルされます。 

 

 部品の命名 

部品名は 3D プレビューとテーブルのウィンドウタイトルに表示されています。 

➢ テーブルウィンドウにが「BOM 名」が表示されています。 

部品サプライヤが定めた部品型番が表示されます。 
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➢ 3D プレビューには「スタンダードネーム」が表示されています。 

上記 BOM 名に加えて、機能の属性（例えば。ロッドの位置など）が加えられた名前となります。 

 

 

1.4.7. ドッキングウィンドウ：技術データ 

ドッキングウィンドウ「技術データ」は寸法ビューを表示します（e.g. 正面図、側面図など） 
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1.4.8. ドッキングウィンドウ：パーツ情報 

パーツビュー内で部品情報を参照できます。 

 

 

このウィンドウ内では「プロジェクトタイプ」「スタンダード・ナンバー」「記」「会社名」「Last changed」「単位」

「パス」を確認できます。 

プロジェクトがクラスに属していれば、クラシフィケーションも表示されます。 
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1.4.9. ドッキングウィンドウ：トポロジ情報 

一つの部品を「パーツ比較」ダイアログを用いることなく、トポロジ情報だけを参照することができます。パーツビ

ュー内の「トポロジ情報」ウィンドウに表示されます。 
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1.4.10. ドッキングウィンドウ：RFQ 

 

1.4.11. ユースケース（オンライン）ウィンドウ 

「1.3.8.2 ドッキングウィンドウ「アプリケーション（オンライン）」」を参照してください。 

 

 

 コネクション 

PARTdataManager 内で、完全なスクリューコネクション（ビハインドホール、または、貫通穴）を CAD システム

へ転送できます。 

「コネクション」ボタンをクリックすると、「ねじのコネクションを呼び出し」が開き前面に呼ばれます（以前使用

した場合）。さらにウィンドウポジションがリセットされます。 

 

CAD システムのコネクションコマンドから開始された場合、その部品の厚みが計算されて PARTsolutions へ転送さ

れます。 

 

 

「パーツの選択と検索」「パーツビュー」「コネクション」はビューツールバーからいつでも切り替えることができ
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ます。 

 

V9.05 の新機能 

ボルトコネクションの呼び出しのためのダイアログボックスが開きます。 

➢ 最新のボルトコネクション 

➢ 独自のボルトコネクション(このユーザー) 

➢ ボルトコネクションの事前定義(すべてのユーザー) 

このセクションを介して管理上好ましいセットのコネクションを表示することができます。 

➢ データベース（ERP のインテグレーションがある場合は、接続がリンクデータベースに保存することができ、

このセクションを介してロードされます） 

 

注意 

V9.05SP1 では一部翻訳が反映されていない箇所があります。 

 

 

拡張設定のボタンを押下することによって、スタート時のモードを変更することができます。 

 

 

➢ 最後に使用したコネクション 

最後にロードしたコネクションを呼び出します。 

➢ 空のコネクション 

空のコネクションを呼び出します。すべてのフィルターは削除されます。 

➢ ボルトコネクション選択ウィンドウ 

コネクションがロードされるときに、既にロードされている特定の接続を定義します。 

 

➢ プレビューイメージ 

表示されたコンポーネントに加え、プレビュー画面は、コネクションの選択もサポートしています。 

 

V9.03 の新機能 

➢ インプットフィールドのカラーコード 
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穴の長さ（パートの厚さ）、非貫通ネジ長さ、ざぐり穴深さを入力する際に、有効性をチェックするカラーコードを

表示します。 

 

 

 緑：値は現在の穴や他の選択可能な穴に対応します。 

 黄色：現在の値は、他の有効な穴で対応できないリスクがあります。 

 赤：現在の値は、すべての場合で対応しません。 

 

V9.02 の新機能 

ERP インテグレーションをサポートします。 

ステータスライト（緑、赤、オレンジ）をサポートし、コネクションで使いたい部品をすばやく見つけることができ

ます。 

 

 

1.5.1. 事前計算 

コネクション開始の事前計算は、PARTsolutions Classification（Pcon）のインストーレーション、cClass5.1、各

国標準規格のどれか一つがインストールされたとき行います。 

コネクションのすばやい起動のためには、コネクション事前計算ファイル作成が必要です。単純に「はい」をクリッ

クします。 
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1.5.2. 機能 

部品のコネクションは、システムの条件により接続されます。これは言いかえれば、それぞれの表示されている部

品と値は他の選択状況を基として有効となります。無効な部品と値は表示されません。この適合はリアルタイムで

現れます。すでに選択された部品は以下のフィルターシンボルマークで区別されます。 

 

 

➢ 非貫通穴、貫通穴 

どちらのコネクションも、シンプルに構成されます。 

非貫通穴コネクション 
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貫通穴コネクション 

 

 

それぞれの CAD システムは、シンプルなダイアログが現れ、部品の厚さと挿入する点を指示をサポートします。

コネクションダイアログを伴って PARTdataManager が開き、接続するための部品／アセンブルの寸法に適合

するようなコネクションを提示します。 

 

1.5.3. 例 

例： 

このような 2 枚の重なったプレートをコネクションでつなげる事例 

 

以下操作です。 

１．開始 

PARTsolutions 

3D 挿入 

Seamless 

置き換え 

拡張機能 

形状検索の実行 

コネクションの挿入 

ユーザーライブラリ 

設定 
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情報 

 

CAD システム内「PARTsolutions」メニューの「コネクションの挿入」をクリックします。 

NOTE： 

コネクションの最初の起動時、すべてのコネクション要素がインデックス化されます。ステータスバー

で進捗を確認できます。 

 

２．「PARTsolutions コネクション」ダイアログが表示 

 

コネクションタイプを選択します。 

 ブラインドホール 

 

 クリアランスホール 

 

 

※例では「クリアランスホール」を選択します。 

 

選択すると、「プレート間の距離を定義」と「コネクションの決定」が表示されます。 
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距離を定義するのに適した要素を選択します。 

※例では１つの面と２つのエッジを選択しています。 

 

 

選択が完了したら「完了」ボタンをクリックします。 

 

３．カーソルは、コネクションの挿入点と同様に、接続のための要素として、コーナー、エッジ、平面をキャプチャ

ーできます。貫通穴か非貫通穴、どちらを挿入するかにより、必要な参照面を決定する必要があります。 

 

４．PARTdataManager に切り替わります。 
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必要なコネクションを設定します。詳細は「3.1.1.10.4. ユーザーインターフェース詳細」 

 

５．穴作成の有無 

 

実際のパーツとして穴もエクスポートしたい場合、このオプションを選択します。 

NOTE： 

対応する穴（ブラインド／貫通穴）かどうか CAD システムによっても作成されます。詳細は「2.5. CAD

固有のインターフェース・コマンド」を参照してください。 

 

６．「CAD に転送」ボタンをクリックします。 

アセンブリや単体部品と同様に、CAD システムへコネクションのエクスポートが実行されます。「3.1.1.11. 

CAD に転送」を参照してください。 

 

画面が CAD システムへ切り替わり、配置ダイアログが表示されます。配置メソッドを選択します。左から「CAD

の配置メソッドを使用」「円形エッジを使った配置」「選択された面へ配置です。 
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※ここでは「選択された面へ配置」を指定します。 

 

７．配置する面を選択します。クリックしたポイントに部品が挿入されます。 

クリックしたら「配置」ボタンをクリックします。 

 

NOTE： 

「キャンセル」をクリックするまでこの配置ダイアログは表示されます。 

 

８．結果 
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1.5.4. ユーザーインターフェース詳細 
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画面は主に次の 3 つのエリアに分かれます。 

➢ テーブルビュー 

➢ 3D ビュー 

➢ すべての設定を作成する「コネクション」ダイアログ 

以下、ステップバイステップでどのようにコネクションを定義するか解説します。 

 

 コネクション選択 

 

 

１．ボタン 

２．カタログ選択のためのリストフィールド 

３．コネクションタイプ選択のためのリストフィールド 

４．穴用の表示、設定セクション 

 パートの厚さ（ボルト側、ナット側） 

 ざぐり穴の深さ（ボルト側、ナット側） 

 非貫通穴ネジ長さ 

５．各要素の設定フィールド 

 締結部品 

 穴（ボルト、ナット） 

 ワッシャー（ボルト、ナット） 

 ロックワッシャー（ボルト、ナット） 

 ナット（ボルト、ナット） 

シングルクリックで選択します。 

６．以下の値を設定するフィールド 

 呼び 

 ピッチ 

 長さ 

シングルクリックで選択します。 

 

以下、個々のポイントを解説します。 
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1.5.4.1.1. ボタン 

 

 

 

新規：コネクション選択のオリジナル状態を呼び出します。すべての設定はリセットされます。 

 

開く：「ねじのコネクションを呼び出し」ダイアログを表示します。 

 

以下のオプションが有効です。 

➢ 新規ボルトコネクション：ダブルクリックでウィンドウを閉じ、新しいコネクションを作成

できます。 

➢ 最新のボルトコネクション： 

➢ 独自のボルトコネクション：自身のコネクションが既に保存されていたら、そのときここで

それらを表示します。 

➢ ボルトコネクションの事前定義（すべてのユーザー）：いくつかのコネクションがプリセッ

トされている場合、ここで表示します。 

➢ データベース：ERP インテグレーションが有効な場合に利用可能です。詳細は

「3.1.1.10.5.1. ERP コネクションの作成と編集」を参照してください。 



PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager  353 

 

 

- 353 - 

 

コネクションを選択します。 

選択後、下側にプレビューイメージと個々のコンポーネントが表示されます。 

ダイアログボックスは以下のボタンを含んできます。 

➢ 「開く」：上記カテゴリで選択されたコネクションをロードします。 

➢ 「ファイルを選択」：コンフィグレーションをロードダイアログが表示され、必要なファイ

ルを参照、ロードします。 

➢ 「キャンセル」：ダイアログを閉じます。 

➢ 「ビューの更新」：現在のビューを更新します。データベースエントリが自動的に更新され

ません。そのためのボタンです（ERP インテグレーション使用時のみ使います） 

 

➢ 「選択エントリの削除」：コネクションまたはディレクトリを削除します。 

 

 

保存：必要に応じて、コネクションを保存します。「開く」でロードできます。 

「締結部品として保存」ダイアログが表示されます。 

 

以下のオプションが有効です。 

➢ 独自のボルトコネクション（このユーザ） 

自身のためのコネクションを保存します。このユーザーだけが使用できます。 

➢ ボルトコネクションの事前定義（すべてのユーザ） 

すべてのユーザーが利用可能なコネクションを保存します。 

書き込み権限がないと、エラーメッセージが表示されます。 
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必要に応じて、サブディレクトリを作成できます。 

１．ディレクトリを選択 

２．ディレクトリ追加ボタンをクリック 

３．名前を入力 

 

ディレクトリまたはコネクションを削除するための操作 

４．選択します。 

５．「削除」ボタンをクリックします。 

 

拡張設定：このメニューで拡張された設定を行います。 

➢ スタートアップモードの設定：コネクション開始時のモードを 

指定します。 

 

 最後に使用したコネクション 

最後にロードしたコネクションを呼び出します。 

 空のコネクション 

空のコネクションを呼び出します。すべてのフィルターは削除されます。 

 ボルトコネクション選択ウィンドウ 

コネクションがロードされるときに、既にロードされている特定の接続を定義します。 

 ファイルからの締結部品 

「*.pcon」ファイルを外部で選択しコネクションを呼びだすだめのダイアログを表示

します。 

 

➢ 透明度の設定：ワッシャー、ロックワッシャー、ナットなどコネクションコンポーネントの

透明度を設定します。 
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設定は PARTdataManager の再起動後有効です。 

 

穴作成の有無：このオプションが部品に穴もエクスポートするかどうか指定します。 

詳細は「2.5. CAD 固有のインターフェース・コマンド」を参照してください。 

 

パーツの再配置機能の有効／無効化：詳細は「3.1.1.12.3.3. 代替部品」を参照してください。 

 

すべての選択を解除： 

  

 

1.5.4.1.2. CAD からのマテリアルインフォーメーション 

パートの厚さ： 

「パートの厚さ（ボルト）」「パーツの厚さ（ナット）」(以下の画像)フィールドで、それぞれの部品の厚みが表示さ

れます。これはエッジや点などの CAD システム内で選択されたレイヤーの距離と一致します。詳細は「3.1.1.10.3. 

例」を参照してください。 
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ざぐり穴深さ： 

ざぐりを含むコネクションの場合だけこのフィールドは有効になります。またコネクションタイプで「ビハインド

ホール」が選択された場合、「非貫通ネジ長さ」も定義します。 

 

穴の長さ（パートの厚さ）、非貫通ネジ長さ、ざぐり穴深さを入力する際に、有効性をチェックするカラーコードを

表示します。 

 緑：値は現在の穴や他の選択可能な穴に対応します。 

 黄色：現在の値は、他の有効な穴で対応できないリスクがあります。 

 赤：現在の値は、すべての場合で対応しません。 

 

1.5.4.1.3. カタログ選択 

「カタログ選択」リストフィールドで、インストールされた標準規格カタログが表示されます。コネクション選択

で使用したい規格にチェックをいれます。 

 

 

1.5.4.1.4. コネクションタイプの選択 

コンポーネントと値を選択する前に、単位、穴タイプ、コネクションタイプを選択しなければなりません。 

 

 

➢ 単位：インチ or メトリック 

➢ 穴タイプ： 

 
非貫通穴 
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貫通穴 

 
貫通ネジ穴 

  

 

➢ ざぐり穴タイプ 

 
ナット側ざぐり穴 

 
ボルト側ざぐり穴 

 
ざぐり穴なし 

 
両サイドざぐり穴 

 

1.5.4.1.5. コネクションコンポーネント／値選択 

締結タイプが選択されたとき、「単位」「穴タイプ」「コネクションタイプ」の選択により決定します、 

選択が実行されたとき、フィルターアイコンが表示されます。クリックでこの選択が解除されます。 

 

 

「呼び」フィールド ねじの呼び（直径）を指定します。 

PARTdataManager は常にすべての利用可能なコネクション要素を比較して、有効

なコネクションを掲載します。そのときこのコネクションのサイズは呼びに表示さ

れます。例えば、M1 から M5 までのサイズを持つボルトと、M4 から M8 までのサ

イズを持つナットが選択された場合、利用可能な呼びは自動的に M4 と M5 と計算さ

れます。 

「長さ」フィールド 利用可能なボルトの長さです。ボルトの呼びの選択に応じてアサインされます。 

「ピッチ」フィールド 選択されたボルトとナットで利用可能なピッチです。 

 

1.5.4.1.6. ボルト側、ナット側の選択 

CAD システムので挿入点として指定した面が、コネクションダイアログでは「ボルト（ヘッド）側（B）」となりま

す。その反対側が「ナット側（N）」です。 

 

 

「穴」「ワッシャー」「ロックワッシャー」「ナット」はそれぞれ「ボルト側（B）」「ナット側（N）」に分けられます。 
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 3D ビュー 

ダイアログエリア内で何らかの設定を変更するごとに、3D ビューでその状態が更新されます。 

 

 

 テーブル 

テーブルビューでは、個々の変数値を確認できます。 

NOTE： 

テーブルはコネクションダイアログエリアで選択された要素を表示します。テーブルの一つのパートを

変更するために、マークされたコネクションポイントをクリックします。 

 

ダイアログウィンドウ内の変更はすぐにテーブルに表示されます。リストビューは、すぐにチェックマークがつい

て値が固定されていることを表示します。 
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さらにコネクションダイアログエリア内の選択では、値の範囲をテーブル内にセットすることができます（リスト

ビュー、テーブルビューともに）。コネクションを保存するときこれらも保存されます。 

テーブル内のビュータイプは「テーブル」「リスト」タブで切り替えることができます。詳細は「3.1.1.7.2. 表示モ

ードの切り替え」を参照してください。 

 

1.5.5. ERP リンク付きコネクション 

省略 

 ERP コネクションの作成と編集 

省略 

 

1.5.6. 管理 

「$CADENAS_SETUP/partconnection.cfg」コンフィグレーションファイル、[PARTconnection]セクションでユ

ーザー固有と共有するコネクションの保存のための場所を指定できます。 

[PARTconnection] 

LocalConnectionsPath=$CADENAS_USER/connections 

GlobalConnectionsPath=$CADENAS_DATA/shared/connections 
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➢ GlobalConnectionsPath：共有するコネクションの保存を実行するユーザーは、Windows 管理者により書き

込み権限を与えられる必要があります。 

 

 

 

 CAD に転送 

単体部品（またはアセンブリ）が決定された後、それを CAD システムへエクスポートできます。 

 

3D(2D)パーツを CAD システムへエクスポート 

次のマトリックスは、3D / 2D 部品と 3D / 2D CAD システムのさまざまな組み合わせにおける 2D ドラフティン

グに関する注意事項を示しています。 

 3D CAD システム 2D CAD システム 

3D パーツ 2D ドラフティングの作成は必要ありませ

ん 

エクスポート前に、2D ドラフティングを作成する

必要があります。 

作成されていない場合、「CAD へ転送」ボタンがグ

レーアウトされるか、転送時エラーとなります。 

2D ドラフティングの作成は「エラー! 参照元が見

つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。」

を参照してください。 

2D パーツ 3D CAD システムへエクスポートすると

き、CAD システムを 2D モードにしてくだ

さい。 

既に 2D 形式で利用可能な部品は、2D ドラフティ

ングの生成なしでエクスポートすることができま

す。 

 

エクスポート：PARTsolutions インターフェースあり／なし 

CAD システムで部品は PARTsolutions から引き継がれ、ネイティブパーツとして処理されます。 

以下の 2 つの画像は、エクスポート中の PARTsolutions インターフェースあり／なしのワークフローです。 
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 右側：PARTsolutions インターフェースなしのエクスポート 

 左側：PARTsolutions インターフェースありのエクスポート 

 

以下の画像は、①は PARTsolutions インターフェース付きでエクスポートする場合、②は PARTsolutions インター

フェースなしでエクスポートする場合です。 
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①PARTsolutions インターフェースを使って CAD システムへエクスポート 

NOTE： 

PARTsolutions からエクスポートされた部品は、所謂「Pool フォルダ」に保存されます。一度 Pool フォ

ルダに保存された部品が再度エクスポートされた場合、再生成はせず Pool フォルダからそのデータをロ

ードします。このパスは PARTsolutions インターフェースの設定で定義することができます。 

 

PARTsolutions インターフェースを使った CAD システムのため、パーツのエクスポートは PARTdataManager の

「エクスポート」、または、ツールバー内の「CAD に転送」コマンドで行います。 

 

このとき、選択された製品が直接 CAD へ転送されます。CAD でアセンブリファイルが開かれている場合には配置

ダイアログが表示されます。 

①  ②  

①  

②  
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②PARTsolutions インターフェースを使用せず CAD システムにエクスポート 

お使いの CAD システムと PARTsolutions が接続されていない場合でも、お使いの CAD システムに PARTsolutions

からパーツをエクスポートするオプションがあります。 

各パーツは、まずお使いのコンピュータのハードディスクにエクスポートする必要があります。エクスポートされ

たデータをお使いの CAD システムにインポートします。 

 

操作です。 

１．「エクスポート」メニューまたはツールバーからフォーマットを選択します。 
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NOTE： 

メインメニュー上には最後に選択されたフォーマットが表示されます。 

 

２．ダイアログが開くので適宜設定して「OK」ボタンをクリックします。CAD データが生成されます。 
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 2D ドラフティングの作成 

 

 

PARTsolutions から 3D パーツ(又はアセンブリ)を 2DCAD システムにエクスポートするには 3D パーツから 2D ド

ラフティングを実行する必要があります。 

3D パーツ 2D ドラフティング作成 2D パーツ 

 

 

 

 

  

 

必要な 2D ドラフティングを選択するために、設定に応じて次の 2 つのダイアログボックスが使用されます。 

➢ A：2D ビューダイアログボックス（詳細は「1.7.12D ビューダイアログボックス」を参照してください） 

（設定が「2D 派生ウィンドを開いたときにアクティブな 3D モデルから 2D 派生が生成されます」の場合：デ

フォルト） 

 

ダイアログボックス呼び出し： 
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 「ビュー」メニュー＞「2D ドラフティング」 

または 

 ツールバー＞「2D ドラフティング」ボタン 

 

2D ビューダイアログボックスで必要なビューを選択し、その後以下の操作で CAD へ転送します。 

 「エクスポート」メニュー＞「CAD に転送」 

または 

 ツールバー＞「CAD に転送」ボタン 

 

NOTE： 

2F ドラフティングの作成なしで「CAD に転送」を実行した場合、デフォルトのドラフティングが転送さ

れます 

 

➢ B：転送するビューを選択（詳細は「1.7.2 転送するビューを選択ダイアログボックス」を参照） 

（設定が「いくつかのオプションが有効である場合 常に確認します」の場合） 

 

2D CAD システム、または、3D CAD システムの 2D モードで、「CAD に転送」ボタンがクリックされたときダ

イアログが表示されます。 

「転送するビューを選択」ダイアログは開きます（「2D ビュー」ダイアログボックス（2D ドラフティングから

呼び出し）を開くかどうかとは無関係）；このダイアログの設定はどのケースより優先されます。 

 「エクスポート」メニュー＞「CAD に転送」 

または 

 ツールバー＞「CAD に転送」ボタン 

 

1.7.1. 2D ビューダイアログボックス 

2D ビューダイアログでお使いの CAD システムに出力するための設定とレイアウトを作成します。 
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ビューの設定を選択すると、投影されたビューはダイアログ内にすぐに表示されます。 

NOTE： 

組み合わせビューの例外は、シェーディングされたビューです。ここでは 2D 投影が CAD システムへの

エクスポートの場合に作成されます。「1.7.1.2 コンビネーションビュー」を参照してください。 

 

すべての設定を終了した後に、「CAD に転送」を選択します。 

ダイアログの設定領域は次のように構成されています。 

➢ 標準ビュー 

➢ 組合せビュー 

➢ ラインタイプの選択 

 

それぞれの設定領域は次の章で説明します。 
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 標準ビュー 

 

次のビューが設定できます。 

➢ 正面 +Z 

➢ 背面 –Z 

➢ 右面 +X 

➢ 左面 –X 

➢ 平面 +Y 

➢ 底面 –Y 

➢ アイソメトリック 

➢ 現在のビュー 

 

隠れ線処理は、自動的に適用されます。 

利点: 

寸法が作成できます（マニュアル操作となります。)。詳細は「1.7.1.5 エクスポート前に PARTdataManager で寸

法を追加」を参照） 

オプションで、現在のビューを得ることができます。「1.7.1.1.1 現在のビュー」を参照してください。 

 

1.7.1.1.1. 現在のビュー 

現在 3D ビューに表示されているビュー(回転等の操作を実行したビュー)を 2D 投影する場合、「現在のビュー」に

チェックを入れ、「正面 ＋Z」を選択します。 
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NOTE 

「現在のビュー」で 2D ドラフティングを表示している場合、他の 2D ドラフティングに切り替える場合

は「現在のビュー」のチェックをはずすか、他のサイズを選択するか、他の部品を選択します。 
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 コンビネーションビュー 

 

 

コンビネーションビューでは、次の書式を用意しています。 

図枠無し： 

➢ 3 面図 EU 

➢ 3 面図 US 

➢ 6 投影ビュー EU 

➢ 6 投影ビュー US 

 

 



372  PARTsolutions PARTdataManager V11 PARTdataManager 

 

- 372 - 

図枠有り： 

➢ 表題欄なし 

 3 ビュー ＋ アイソメトリック(ANSI) 

 3 ビュー ＋ アイソメトリック(DIN) 

 3 ビュー ＋ アイソメトリック(JIS) 

 6 ビュー ＋ アイソメトリック(JIS) 

 

➢ 表題欄あり 

 3 ビュー ＋ 部品表 図面枠(ANSI) 

 3 ビュー ＋ 部品表 図面枠(DIN) 

 

 

設定： 

➢ レンダリングモード：「1.7.1.2.1 レンダリングモード」 

➢ 用紙サイズ：「1.7.1.2.2 スケールと用紙フォーマット」 

➢ スケールなし：「1.7.1.2.2 スケールと用紙フォーマット」 

➢ ドローイングビューの最適化：「1.7.1.4 図面ビューを最適化」 

 

1.7.1.2.1. レンダリングモード 

リストフィールド下にあるレンダリングモードの切替えで 3 タイプの表示切替えができます。 

 

➢ 隠れ線 表示 

 

➢ エッジ + シェードの表示 

 

エッジとシェーディングの組合せでより形状が認識しやすくなります。 
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➢ シェーディングビュー 

 

 

2D 投影のビューにはグリッド表示がされます。2D 投影のビューのみ表示され、CAD システムにはエクスポートさ

れません。複雑なパーツにおいても非常に速く処理が実行されます。 

 

NOTE 

レンダリングモードは主に 3D のデータシートを作成する場合に利用します。 

 

1.7.1.2.2. スケールと用紙フォーマット 

用紙のサイズとスケールを定義することができます。定義ができるビューは図面枠、図面枠＋部品表が表示されて

いる場合に有効となります。 

➢ 3 ビュー ＋ アイソメトリック(ANSI) 

➢ 3 ビュー ＋ アイソメトリック(DIN) 

➢ 3 ビュー ＋ アイソメトリック(JIS) 

➢ 6 ビュー ＋ アイソメトリック(JIS) 

➢ 3 ビュー ＋ 図面枠 部品表(ANSI) 

➢ 3 ビュー ＋ 図面枠 部品表(DIN) 

 

NOTE 

「1.7.1.2.2.22D ビューにおける用紙サイズの調整」を参照してください。 

 

次の調整が実行される場合があります。 

➢ 要素の位置とスケール 

➢ 用紙サイズ 

 

詳細は次の章を参照してください。 

 

1.7.1.2.2.1. 2D ビューにおけるビューの位置とスケール 

要素のスケールの変更 
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１．ビューエリアにて右クリックします。 

２．「編集モード」にチェックを入れます。 

３．要素を選択します。 

赤い枠の右下の矩形を選択します。 

４．徐々に枠のサイズを変更すると、枠のサイズに合わせスケールダウン(スケールアップ)します。スケールは図面

内の Normal projection の下に表示されます。(スケール無しは次の項目を参照してください。) 

  

 

５．スケール無し 
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 非アクティブな場合 

赤い枠サイズに準拠したスケールが適用されます。段階的にサイズが変更されます。 

 

 アクティブな場合 

赤い枠サイズの領域いっぱいにビューを表示します。無段階でサイズが変更されます。 
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1.7.1.2.2.2. 2D ビューにおける用紙サイズの調整 

用紙サイズはリストフィールドに表示されます。(ANSI:A～E，DIN:A0～A4) 

 

 

 

 

用紙サイズを変更すると同時にスケールは自動調整されます。 

「1.7.1.2.2.12D ビューにおけるビューの位置とスケール」の章で説明したように、ビューの位置とス

ケールを変更することによって変更することもできます。 

 

 線種選択 

ラインタイプの選択エリアでは、表示するラインの ON/OFF をトグルスイッチで設定します。 

 

 

「ねじ山など」と「寸法ビュー」は表示色で強調表示されます。 

「グループ化」モードでは、お使いの CAD システムにエクスポートした際に、グループ要素として認識されます。

パーツの個々の線、及び、センブリ内の個々のコンポーネントに対応する場合には、グループを解除する必要があ

ります。 

NOTE 

グループによって及ぼす影響は各 CAD、若しくは、クスポートの方法によって異なります。(CAD イン

ターフェースを使用せずエクスポートした場合など) 

 

 図面ビューを最適化 

「図面ビューの最適化」の機能は、2D 投影をした場合に見栄えが悪くなるパーツに対して、あらかじめカタログ作

成の際にあらかじめ登録された場合のみ有効となる特別な機能となります。 

例えば、図面に収まりきらない円筒形状のような場合が挙げられます。 
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あらかじめ、パーツに破断ビューが登録されている場合、用紙のサイズを選択し「図面ビューを最適化」にチェック

を入れることによって設定することができます。 

登録されていない場合は、「図面ビューを最適化」のチェックボックスが非アクティブな状態となります。 

NOTE： 

この属性は変更なしで残ります。 

 

➢ 「図面ビューを最適化」が有効でない場合 

  

 

➢ 「図面ビューを最適化」が有効な場合 
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 エクスポート前に PARTdataManager で寸法を追加 

2D ドラフティングを CAD システムへエクスポートする前に、寸法を加えることができます。 

１．「標準ビュー」でビューを選択します（e.g. 正面 +Z） 

２．コンテキストメニューを呼び出し「寸法記入モード」をクリックします。 
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NOTE： 

本機能の詳細は「1.7.1.5 エクスポート前に PARTdataManager で寸法を追加」を参照してください。 

 

３．寸法を記入します。 

４．「CAD に転送」をクリックします。 

５．寸法付きで CAD へ転送されます。 
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 特別なドラフティングおよび技術データを CAD システムへ転送 

カスタマー側が提供した場合、「転送するビューを選択」ダイアログボックスで CAD システムへ転送する特別なド

ラフティングを追加できます。（図の「Special5」） 

加えて、「技術データ」も転送できます。以下手順です。 

１．CAD システム内の「PARTsolutions」＞「2D 挿入」コマンドで、PARTdataManager を起動します。 

２．部品選択後「CAD に転送」を実行します。 

３．「転送するビューを選択」ダイアログボックスが表示されます。 

４．ビューを選択します。 
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５．「適用」をクリックします。 

６．選択されたビューが CAD システムに転送されます。 

 

1.7.2. 転送するビューを選択ダイアログボックス 

「転送するビューを選択」ダイアログが表示されるので、必要なビューを選択後「適用」をクリックします。 
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以下のビューが利用可能です。 
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「CAD に転送」ボタンをクリックします。 

 

NOTE： 

選択は「2D ビュー」ウィンドウ内に対応します。 

用紙フォーマット選択とフレーム選択を組み合わせることができます。選択リストが表示されますが、

内容物に関しては同一です。詳細は「1.7.12D ビューダイアログボックス」を参照してください。 

 

1.7.3. 2D ドラフティングエクスポート 

詳細は「1.6CAD に転送」を参照してください。 
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2. FAQ 

 

 ヘルプ 

開始 

「ヘルプ」コマンド＞「ヘルプ」または F1 キーを押下します。 

「CADENAS Help System」ダイアログが表示されます。 

 

 

NOTE： 

すべてのマニュアルは「$CADENAS/proghelp/"language”」からロードされます。 

 

ヘルプは英語です。当面日本語対応の予定はありません。 

 

テーブルコンテンツ 

ヘルプを開くと、目次が左側にデフォルトで表示されるので、すべての本とサブチャプターを特別に開くことがで

きます。 

 

 

ナビゲーション 

「Prev」ボタンで前のページに戻る、「Next」ボタンで次のページへ進みます。 
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コールされたページの「アンドゥ」「リドゥ」は青の矢印です。 

 

 

「Up」ボタン：最上位の階層に移動します。 

「Home」ボタン：個々のマニュアルの最初のページへ移動します。 

 

検索パス 

検索パスには、現在の場所が表示されます。 これは、異なるマニュアル間のリンクを使用する場合に特に役立ちま

す。 

 

 

インデックス 

ボタンを使用するか、コンテンツの表と索引を切り替えることができます。 

インデックスビューでは、すべてのインデックス用語のアルファベット順のリストが表示されます。 希望の用語を

選択するだけです。 
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検索 

検索を実行するには、虫めがねアイコンの右上をクリックします。 入力欄に検索したい言葉を入力し、虫眼鏡アイ

コンをもう一度クリックします。 
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 コンテキストメニュー 

コンテキストヘルプを使うと、知りたい項目がダイレクトに表示されます。 

ヘルプを知りたい要素を選択します。 

Ctrl+F1 キーを押下するか、メニューの「コンテキストヘルプ」をクリックします。 

 

NOTE： 

選択された要素のコンテキストヘルプが定義されていなかった場合、F1 キーを押下したとき表示される

一般的なヘルプが表示されます。 

 

 

 情報 

「ヘルプ」＞「情報」または F8 キー押下で「CADENAS information window」が開きます。バージョン情報等を

確認できます。 
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 パーツ情報 

「ヘルプ」＞「パーツ情報」を選択すると、パーツ情報ウィンドウが開きます。 
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 ライセンス 

2.5.1. ライセンス情報 

「ヘルプ」＞「ライセンス」、または F9 キーで、PARTsolutions ライセンス情報ダイアログが表示されます。以下

の情報を確認できます、 

 一般 

 ライセンスの選択 

 ライセンスの終了 

 アクティブ ライセンス 

 チェックアウト 

 

 

 「一般」タブ 

以下のライセンス情報が確認できます。 

 ローカルライセンスデーモンと接続します：OK／No connection 

 ローカルコミュニケーションポート 

 ライセンスタイプ 

 ホスト ID：利用可能なすべてのホスト ID が表示されます。 

 アクティブモジュール 

「ライセンスサーバを構成します」エリアで、現在接続済みのライセンスサーバの詳細を確認できます（e.g. 名前、

タイプ、ロール（Master/Backup）、バージョン）。 

「接続を確認」ボタン：「ライセンスサーバを構成します」エリアの表示をリフレッシュします。 

「PARTadmin ライセンス管理を起動」ボタン：PARTadmin を起動します。 
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 「ライセンスの選択」タブ 

ここでは、現在のアプリケーションで使用したいライセンスパッケージを決定できます。通常この設定は事前に定

義されます。しかし動的に変更したい場合もあります、このようなとき事前定義とは異なる機能を使うことができ

ます。この選択状態は「$CADENAS_USER/select_license.cfg」に保存されます。 
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以下の機能があります。 

➢ ライセンス事前定義の上書き： 

管理者による事前定義設定を変更または上書きしたい場合、このオプションをアクティブにします。個別のプ

ロダクトのため、「ステータス」の表示上をダブルクリックすることでリストフィールドを開くことができます。 

ベースプロダクト： 

 選択が可能（デフォルト） 

 選択禁止 

アドオン： 

 必要に応じてエビデンス（デフォルト） 

 開始時に取得 

 表示しない 

 

➢ 対話形式によるライセンス抑制選択ダイアログ 
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以下のオプションがあります。 

 アクティベーションとリストフィールドから要求するライセンスを選択： 

モジュールが開始されるとき、選択ボックスは表示されません。選択されたライセンス製品が自動的に使

用されます。 

 アクティベーション解除 

モジュールが開始されるとき、選択ボックスが表示されます。 

 

NOTE： 

次の「設定」セクションのオプションをチェックしている場合、既にフィルタリングされているためライ

センスは表示されない可能性もあります。2 つ以上のライセンスが利用可能な場合のみこのダイアログ

は表示されます。 

 

➢ 設定 

 実行するモジュールを自動で事前選択 

例：これから PARTproject を利用するという場合、各ライセンスが持つこのモジュール（PARTproject）

を提供することができるライセンスが使用されます。 

 他のモジュールで使用するライセンスを自動で事前選択 

例：PARTproject があるライセンスを使用しているとします。このとき、通常は相互利用可能な別のライ

センスが使用されますが、このオプションが有効な場合 PARTdataManager 用に同じライセンスが使用さ

れます。 

 プログラム動作中に必要に応じて他のベースモジュールを取得 

 

 「ライセンスの終了」タブ 

ここでは、まもなく終了予定のライセンスが確認できます。 

終了日の 30 日前から、E メールでリマインダーを受け取ることができます。もし必要ない場合「起動時に通知ダイ
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アログを抑制」にチェックを入れます。 

 

 「アクティブ ライセンス」タブ 

ここでは、アクティブライセンスの詳細を確認できます。 

最初に次の２つのオプションがあります。 

➢ ローカル 

各ローカルクライアントのノードロックライセンス製品が表示されます。 

➢ ライセンスサーバ 

現在使われているコンピュータによる不可情報を伴ったフローティングライセンス製品が表示されます。 

 

次に２つの製品グループがあります。 

➢ ベース 

ベースプロダクトはプログラム／インターフェース開始時必ず取得していなければなりません。同時に取得で

きるベースプロダクトは１つのみです（フローティング）。 

➢ アドオン 

アドオンはベースプロダクトに付加する形で使用します。開始時に必須ではありません。 

「エビデンスが必要ですか」カラム：その製品は「開始」されているか「必要に応じて」取得されるかを示します。 

「ステータス」カラム：その製品が使用されているかいないかを示します。 

「トリガ」カラム：この製品の取得がどのライセンスキーがきっかけとなるかを示します。 

 

ベースとアドオンは以下のサブタームがあります。 

➢ モジュール 
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すべてのモジュールとインターフェースはリストされ、各ライセンス製品を使用することができます。 

➢ ホスト 

このホストの MAC アドレスを表示します。 

➢ フィーチャ 

ライセンス製品が含んでいる個別のライセンスキーを表示します。 

➢ 詳細 

顧客名、ライセンスタイプ、作成日、製品の数などを表示します。 

 

 「チェックアウト」タブページ 

ある期間の間、FLM サーバの管理によりフローティング製品を取り出すことができます。ライセンスはローカルコ

ンピュータにチェックアウトされオフラインで使用できます。 

NOTE： 

ユーザが許可されていない場合、ダイアログは非アクティブです。 

 

手順です。 

１．「チェックアウト」タブを選択します。 



PARTsolutions PARTdataManager V11 FAQ  395 

 

 

- 395 - 

 

２．必要なライセンスにチェックを入れアクティブにします。 

３．終了期日を設定します。この期日後、再度通常のフローティングライセンスとして使用できるようになります。 

NOTE： 

一度チェックアウトされたライセンスを期日前に返却することはできません。 

４．「チェックアウト有効化」ボタンをクリックします。 

 

 

2.5.2. Licensing 

 シングルワークステーション用ライセンスの申請 

2.5.2.1.1. ホスト ID の確認 

PARTsolutions のライセンスファイルを取得するには、PARTsolutions プログラムがインストールされているコン

ピュータのホスト ID が必要になります。所謂ノードロックライセンスになりますので、例えば 3 台のコンピュータ
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でご使用予定の場合、3 台すべてに PARTsolutions プログラムをインストールしていただき、後述する方法でライ

センスマネージャを起動しそれぞれのコンピュータのホスト ID が必要になります。 

以下ホスト ID 確認の手順です。 

１．Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞「ライセ

ンス」＞「ライセンス管理」、又は、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞「PARTadmin(環

境管理ツール)」を選択します。 

 

 

 

この時 PARTadmin が起動します。 

 

２．前述の操作で「PARTadmin(環境管理ツール)」から起動した場合は、PARTadmin 画面左の「カテゴリ：」ツリ

ーから、「PARTsolutions」＞「ライセンス管理」＞「クライアント」を選択します。 

選択後、画面右側の「一般」タブを選択し、「ホスト ID ソース」エリアにそのマシンで有効なホスト ID が表示

されます。 
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2.5.2.1.2. ユーザ登録/ライセンス申請方法 

ライセンスファイル取得のために必要な「お客様情報」は次のものとなります。 

➢ 会社名/所在地 

➢ ご担当者様 

➢ ご担当者様の E メールアドレス(ライセンスファイルは E メールで送付されますので、必ず明記してください) 

➢ 購入販売店名 

➢ 登録カード番号(パッケージに同封されている「ユーザ登録カード」に記載されている番号です) 

➢ CAD インターフェース(PARTsolutions を使用する CAD 名です) 

➢ ホスト ID 

 

2.5.2.1.3. FAX による登録/申請 

パッケージ同封の「ユーザ登録カード」に必要事項を記入の上、FAX(03-5961-5032)にて送信してください。 

 

 FLM ライセンス用ライセンスの申請 

本項目ではライセンスの申請について記述しています。 

2.5.2.2.1. ホスト ID の確認 

FLM サーバを使用したフローティングライセンスについては、FLM サービスが起動しているコンピュータのホスト

ID が必要です。 

以下ホスト ID の確認手順です。 
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NOTE： 

本操作は、FLM サーバとなってるマシン上で実行します。 

 

１．ライセンスマネージャを起動します。次の２つの方法があります。 

 Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞「ラ

イセンス」＞「ライセンス管理」 

 Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞

「PARTadmin(環境管理ツール)」を選択します。ただしこちらは FLM サーバ機能のみインストールした

場合には表示されません。 

２．画面左の「カテゴリ：」ツリーから、「ライセンス管理」＞「クライアント」を選択します。 

選択後、画面右側の「一般」タブを選択し、「ホスト ID ソース」エリアにそのマシンで有効なホスト ID が表示

されます。通常は「MAC」のホスト ID を申請してください。 

 

NOTE： 

バックアップサーバでも同じ操作を実行し、ホスト ID を確認してください。 

 

2.5.2.2.2. ユーザ登録/ライセンス申請方法 

ライセンスファイル取得のために必要な「お客様情報」は次のものとなります。 

➢ 会社名/所在地 

➢ ご担当者様 

➢ ご担当者様の E メールアドレス(ライセンスファイルは E メールで送付されますので、必ず明記してください) 

➢ 購入販売店名 

➢ 登録カード番号(パッケージに同封されている「ユーザ登録カード」に記載されている番号です) 

➢ CAD インターフェース(PARTsolutions で使用する CAD 名です) 

➢ ホスト ID(バックアップがある場合、マスターとバックアップも明記してください。) 

 

2.5.2.2.3. FAX による登録/申請 

パッケージ同封の「ユーザ登録カード」に必要事項を記入して、FAX(03-5961-5032)にて送信してください。 
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 ライセンスエントリ（シングルワークステーション） 

NOTE: 

ライセンスエントリーの前に、すべての PARTsolutions アプリケーションを終了してください。 

 

ライセンスファイルをインポートするための機能は２つあります。 

➢ PARTsolutions インストレーションの「$CADENAS_SETUP/lic/keys」ディレクトリに、ライセンスファイル

「*.CNSLDB」をコピーしてください。 

 

 

➢ PARTadmin を起動し「カテゴリ」＞「ライセンス管理」＞「クライアント」＞「ライセンス」タブを選択し、

「ファイルの追加」ボタンをクリックします。 

「ライセンスファイル」ダイアログが出現するので、そこで「*.CNSLDB」ファイルを選択し「開く」ボタンを

クリックします。 

 

 

下の画面のように、ライセンスファイルが追加されるので、画面左上の「保存」ボタンをクリックし、適用を保
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存します。 

 

 

 ライセンスエントリ（FLM） 

ライセンスファイル「*.cnsldb」ファイルを入手した後、ライセンスファイルをシステムに適用することが必要で

す。 

NOTE： 

本操作は、FLM サーバとなってるマシン上で実行します。ライセンスエントリーの前に、すべての

PARTsolutions アプリケーションを終了してください。 

 

１．ライセンスマネージャを起動します。次の２つの方法があります。 

 Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞「ラ

イセンス」＞「ライセンス管理」 

 Windows のスタートメニューから、「すべてのプログラム」＞「CADENAS」＞「PARTsolutions」＞

「PARTadmin(環境管理ツール)」を選択します。ただしこちらは FLM サーバ機能のみインストールした

場合には表示されません。 

２．「カテゴリ：」で「FLM サーバ」を選択し、「接続」ボタンを押下します。 
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この時、「FLM サーバに接続…」ダイアログが出現します。 

 

３．同ダイアログ上で「新しいライセンスサーバ構成をインストール」を選択すると、ダイアログ下部に LAN 上の

FLM サービスが起動しているマシンの一覧が表示されます。 

この時、「タイプ」と「ロール」は、「PASSIVE」と表示されます。 

 

NOTE： 

ライセンスサーバのインストール後、最初の本操作の場合、上記のサーバはまだ役割を与えられていな

いので、この場合「PASSIVE」と表示されます。 

 

４．表示されたサーバのうち、マスターとなるサーバを選択し「OK」ボタンをクリックします。 
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この時、画面上部の「接続済みサーバ」エリアに接続が完了したサーバが表示されます。 

 

バックアップサーバがある場合、「バックアップの追加」ボタンをクリックします。このとき「FLM サーバをバ

ックアップサーバとして追加」ダイアログが表示されますので、ここでバックアップとなるサーバを選択し、

「OK」ボタンをクリックします。 
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この時、図のように「接続済みサーバ」一覧には、マスターとバックアップが表示された状態になります。 

 

 

５．画面下部の「ライセンス」タブを選択し、「ファイルを追加」ボタンをクリックします。 

 

この時、「ライセンスファイル…」ダイアログが表示されます。 

 

６．Windows Explorer から、追加する「*.cndldb」ファイル(cnsldb = cadneas license database)を選択しま

す。Version8.0.x 用のライセンスファイルは「*.cli」です。 

選択したら「開く」ボタンをクリックします。 
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７．図の赤枠で囲った箇所で、マスター（MASTER）とバックアップ（BACKUP）が共に緑になっていることを確認

します。 
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８．「接続済みサーバ」リスト内の「保存」ボタンをクリックします。 

この時、「タイプ」と「ロール」が変わり、マスターの場合は「MASTER/MASTER」、バックアップの場合は

「BACKUP/BACKUP」となります。 

 

本操作により、マスターがマスターとして、バックアップがバックアップとして役割が与えられ、システム上に

認識されたことになります。 

本操作後に、再度ライセンスマネージャを起動し、「接続」ボタンをクリック、「既存のライセンスサーバの設

定」を選択すると、前述の操作で記録されたサーバが表示されます。 
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バックグラウンド情報 

CADENAS FLM サーバのインストレーションパスは（例えば、C:\cadenas_flm）は「start.env」ファイルで確認

することができます。 

CADENAS FLM サーバの環境変数は PARTsolutions インストレーションと同じ名前を持っている場合、それらは異

なるディレクトリを示しています。 

[ENVIRONS] 

CADENAS=%DirOfThisFile% 

CADENAS_SETUP=%ALLUSERSPROFILE%/cadenas_flm/partsolutions/setup 

CADENAS_DEFAULTUSER=$CADENAS_SETUP/user/default_user 

CADENAS_USER=%APPDATA%/cadenas_flm 

 

インポートされた FLM ライセンスファイルは CADENAS FLM サーバ上に持ちます。例えば以下のフォルダ内です。 

C:¥ProgramData¥cadenas_flm¥partsolutions¥setup¥lic¥keys. 

 

もし自身で手動でライセンスファイルをコピーしたい場合、正しいパスに注意を払ってください。 

ノードロックライセンスの格納場所は「%CADENAS_SETUP%」以下です。 

 

 ライセンスの確認（シングルワークステーション） 

１．PARTadmin を起動し、「カテゴリ」＞「ライセンス管理」＞「クライアント」＞「ライセンス」タブを選択し

ます。 

２．右側のライセンスファイルを選択します 

この時、すべてのライセンス情報が表示されます。 
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３．すべてのライセンス（一つか複数）が表示されているか確認します。 

 

 

ライセンスファイル「*.cnsldb」がリストに無い場合、又は、新しいライセンスを手に入れそれをそのリストに

追加したい場合は次のことを実行してください。 

 「ファイルを追加」ボタンを押下します。 

この時ブラウズウィンドウが表示され(ライセンスファイルを呼ぶ)、ライセンスファイルを選択出来ます。 

 コンピュータからファイルを選択します 

 「開く」ボタンを押下するとライセンスファイルが追加されます。 

この時、ライセンスマネージャにこのファイルがエントリされます。 

Caution  

「ファイルの削除」は 、ライセンスマネージャのエントリから除かれるだけで、「lic/keys」ディレクト

リ上にはファイルが残ります。ファイルの拡張子は「*cnsldbbak」になりバックアップファイルとなり

ます。  
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４．右側のライセンスファイルを選択します 

個々のライセンスキーが終了日とステータス付きで表示されます。 

 

 

５．右下の「ホスト ID」と「ロール」が表示されているエリアで、図のようにグリーン(緑)の行があれば、そのラ

イセンスファイルはそのマシンに正しく適用されています。もし緑色の行が無くすべての行がレッド(赤)の場

合は、そのライセンスファイルはそのマシンで使用できないことを示します。 
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 (例外：いくつかのプロダクト（例えばフリーカタログ）は「ゼロライセンス(“0000 0000 0000”)」と呼ばれ

るものを持っています。これについてはホスト ID が一致している必要はありません) 

 

６．「ホスト ID」と｢ロール｣エリアの左側では、各プロダクトごとのライセンスキーが表示されます。それぞれの

モジュール(PARTdataManager etc…)のための動作ライセンスを手に入れるため、図のように「日付」の色が

すべてグリーン(緑)にセットされていなければなりません。 

 

上記の場合、認証は成功です。 

 

７．プロセスを終了するために、「変更を保存」をクリックしてください。 

これで PARTsolutions が使える状態になりました。 

 

８．ソフトウェア/サポート情報 

 

 

上記ライセンスファイル(*.cnsldb)をダブルクリックすると、「ソフトウェア情報：」ダイアログが起動します。 
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「顧客情報」フィールド内で「顧客番号」を見つけることが出来ます。この番号はサポートチームに連絡すると

きにお客様の会社を識別するのに役立ちます。 

「ディーラー情報」フィールド内で、サポート E メール付きでお客様に適切なディーラー情報、及び、そのデ

ィーラーの電話番号を参照出来ます。 

 

カタログライセンスのチェック 

V9.03 カタログのうちライセンスの無いカタログが表示されます。「PARTadmin」＞「PARTsolutions」＞「カタロ

グアップデート」＞「オンライン」＞「カタログ。有効なライセンスがありません」 
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 ライセンスの確認（FLM） 

PARTadmin を起動し、「カテゴリ」＞「ライセンス管理」＞「FLM サーバ」を選択します。 

このとき、FLM サーバ管理用のインデックスページが表示されます。デフォルトは「ライセンス」です。 
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このページで、FLM サーバのすべてのデータをチェックすることができます。特に「ステータス」はグリーン（OK）

である必要があります。 

タブの直下には、すべての有効なホスト ID が「/」により区切られて表示されています。これらは自動的に検出さ

れます。 

ファイルが選択されると（上記写真）また「ライセンスキー」と「ホスト ID/ロール」以下でその情報が表示されま

す。 

インデックスページの内容と構成は「クライアント」＞「ライセンス」タブ以下に表示されている情報と同じです。 

 

カタログライセンスのチェック 

V9.03 カタログのうちライセンスの無いカタログが表示されます。「PARTadmin」＞「PARTsolutions」＞「カタロ

グアップデート」＞「オンライン」＞「カタログ。有効なライセンスがありません」 

 

 

 「有効なライセンスがない」メッセージが表示された場合 

接続しようとしているライセンスが有効でない、存在しないというメッセージが表示された場合、解決のための次

のチェック項目を確認してください。 
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➢ テンポラリライセンスの有効期限が切れているかチェック 

PARTadmin を開き、「ライセンス管理」＞「クライアント」または「FLM サーバ」を選択します。有効期限を確認

します。赤い背景の場合有効期限が切れています。 
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➢ （FLM サーバ利用の場合）FLM サーバへの接続が確認できているか 

ライセンス認証に FLM サーバを使用する場合、各クライアントワークステーションと FLM サーバーとの接続が維

持されている必要があります。 

PARTadmin を起動し、「ライセンス管理」＞「クライアント」＞「一般」タブ＞「フローティング」ダイアログエ

リアを確認します。 

 

 

接続が正常ならば、上記図のように、接続されている FLM ライセンスサーバが表示されます。 

表示されていない場合、以下のプロセスで確認してください。 

１．PARTadmin を起動し、「ライセンス管理」＞「クライアント」＞「一般」タブ＞「フローティング」ダイアロ

グエリアを確認 

２．「FLM サーバを使用」チェックボックスを一度 OFF にします。 

３．もう一度「FLM サーバを使用」チェックボックスを ON にします。ON にされるとすぐに、有効な FLM サーバ

がネットワーク上に存在するか自動的に検索します。見つかれば「FLM サーバを選択」ダイアログ内に表示さ

れます。 
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「見つかった FLM サーバ」内から選択して「OK」ボタンをクリックします。 

以下のオプションを使用できます。 

➢ FLM サーバを再検索 

➢ FLM サーバを手動で検索：ネットワークの設定でブロードキャストを受け付けていない場合自動的に検索され

ない場合がありますので、そのときはこのボタンをクリックして手動でサーバ名または IP アドレスを入力し

て FLM サーバを検索してください。 

 

４．最後に「保存」をクリックして、設定を保存します。 

 

 

 

 サポート 

2.6.1. ユーザポータル 

「ユーザポータル」(https://b2b.partcommunity.com/community/)の提供を行っています。 
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ユーザポータルを利用可能とするためにはユーザ登録を行う必要があります。 

NOTE: 

現時点では「ユーザポータル」は日本では対応しておりません。また、今後の対応も未定です。 

 

2.6.2. PARTconcept 

NOTE: 

現時点では「PARTconcept」はお客様に公開していません。また、今後の公開予定もありません。 

 

2.6.3. リモートサポート 

NOTE: 

弊社担当営業、又は、サポートまでお問い合わせ願います。 

 

2.6.4. システム情報/サポート 

アプリケーション上の「ヘルプ」メニューから、「システム情報/サポート」を選択、または F7 キーを押下すると

「PARTsolutions システム情報」を表示することができます。 

ここではサポートに関連する情報が表示されます。 

➢ バージョンや実行日 

➢ PARTsolutions 環境変数 
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➢ ライセンス 

➢ コンフィグレーションファイルの内容 

➢ オペレーティングシステム、プロセッサー、メモリ消費量、etc… 

➢ インストールパッケージ、vbs/abb、etc… 

➢ 環境変数 

➢ LinkDB 設定 

 

「ファイルへ保存」ボタンを押下するか、右クリックでコンテキストメニューを表示し、「内容をファイルに保存」

を選択すると、システム情報をテキストファイルに保存することができます。サポートの際は、エラーの説明とこ

のファイルを E メールでサポート担当まで送ってください。 

 

TIPS 
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環境変数はリンクになっています。クリックすると該当するディレクトリが開きます。 

 

2.6.5. グローバルログシステム 

グローバルログシステムは、すべての PARTsolutions モジュールやライブラリ、スクリプトに対して有効です。 

このログ設定ダイアログは、オプション設定ページに含まれていて、PARTsolutions や eCATALOGsolutions モジ

ュールの「拡張」メニューの「設定」コマンドから起動します。「ログ設定」タブには、以下のインターフェースが

用意されており、ログの有効化や、「グローバルログ設定」エリアでのログレベルを指定できます。 

 

ログデータのアウトプット 

１．ログデータの出力は、各プログラムモジュールのログウインドウに表示させることができます。ツールバーの

右ボタンメニューから「ログウインドウ」にチェックを付けることで、プログラムの下部に表示されます。 
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「設定」：ログ設定ダイアログを開きます。 

「保存」：ログをファイルに書き出しますが、その際のファイル指定を行います。 

「削除」：ログウインドウの内容を消去します。 

 

２．ログデータは「%temp%\psol_logs\cadenas_error.log」ファイルにも書き出されています。 
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設定ダイアログの説明 

➢ ログ生成の有効化 

ログ生成を有効にするためには、「グローバルログの設定」エリアの「標準のログレベル」を指定します。 

Note 

この「標準のログレベル」が設定されていない状態であっても、ERROR と FATAL に関するログは自動

で書き出されます。 

 

➢ ルートのログとログレベル 

ログレベルは、全体に対して、または、それぞれの個別のカテゴリに対して設定することができます。この設定

には、更にログのレベル(TRACE＜DEBUG＜INFO＜WARN＜ERROR＜FATAL)があります。各ログのレベルは、

左の TRACE から右の FATAL に従って、重要度の高い事象に対してのみログに記録することを意味します。

(TRACE では、ほとんどの内部的な動作をログに記録します。) 

重要 

「グローバルログの設定」エリアのログレベルを“TRACE”にすることは、すべてのモジュール、または

ルートカテゴリの“cadenas”のログレベルを“TRACE”に指定することになり、極端なパフォーマンスの

低下が危惧されますので、設定には注意してください。 

“TRACE”を設定することで、すべての処理手順がログに書き込まれる処理に負荷の掛かる設定です。そ

のため、“TRACE”を設定する場合は、個別のサブディレクトリに対してのみ使用してください。 

 

➢ ログカテゴリ 

ログカテゴリでは、cadenas をルートにする、カテゴリ分けされた項目が階層的に用意されています。 

Note 

現在ロードされている項目のみが、ツリー上に表示されます。 

 

➢ 特定のログレベルと効果的なログレベル 

「特定のログレベル」で、個別のログレベルを指定でき、「効果的なログレベル」に割り当てられたログレベル

が実際のログ書き出しで使用されます。 

「特定のログレベル」が OFF である場合、「効果的なログレベル」の設定値は、「標準のログレベル」の値が割

り当てられます。 

「ログカテゴリ」(階層の上位フォルダ)が個別に「特定のログレベル」で設定された場合、その設定値が、それ

以下の各項目の「効果的なログレベル」に割り当てられます。 
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個別の項目に対して「特定のログレベル」でログレベルを指定することで、ここの項目に対するログレベルが指

定できます。 

 

 「全て開く」／「全て折畳む」 

サブカテゴリを含むツリー全体の全てのカテゴリを開く、または閉じます。 

 

 「適用」 

設定内容を保存します。 

 

 「OK」 

設定変更を保存して、このダイアログを閉じます。 

 

 「キャンセル」 

設定の変更を保存せずに、このダイアログを閉じます。 

 

デリバリステータスの変更は、$CADENAS_USER 内の log4cxx.properties ファイルで確認することができます。

このファイルの変更は、CADENAS コンサルタントが行いますので、弊社までお問い合わせください。 
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 Window 移動 

Window を移動後、元に戻したい場合「ウィンドウ」＞「標準に戻す」で元に戻すことができます。 

 

 

 

 3D プレビュー 

3D プレビューが表示されないか正常に表示されない場合です。 

すべての PARTsolutions モジュールは 3D プレビューを表示します。自身の CAD システムへデータをエクスポー

トする前に部品の具体的な形状を確認できます。 

しかしながら、あるグラフィックシステムは PARTsolutions モジュールの 3D レンダリングに対応していない可能

性もあります。その場合 3D グラフィックが正常に表示されません。このようなエラーを回避するため、以下の設定

で GUI を調整できます。 
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「拡張」＞「設定」を選択し、「設定」ダイアログを開きます。続いて「3D 設定」を選択します。 

 

「ソフトウェア レンダリング」にチェックを入れます。これにより 3D 表示がソフトウェアドリブンになります

（Open GL, Windows）。 

NOTE： 

CADENAS-settings（e.g. Cadenas（高品質））を削除した場合、戻すことはできません。 

 

NOTE： 

描写の品質が悪い原因（例えば線の太さエッジとスレッドの数）は、OS が関連しているかもしれません。 

色の品質が 32 ビットに設定されていることを確認します。「Windows」＞「デスクトップ」＞「設定」。 
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3. Appendix 

 

 サードパーティライセンス情報 

本章は、CADENAS software のためのサードパーティライセンス情報について記しています。該当する箇所のテキ

ストは元のコンテンツ、又は、オリジナルから編集されていません。 

➢ Acis Software 

SAT-, STEP- and IGES export are based upon ACIS ® Software by SPATIAL TECHNOLOGY INC.; Source: 

http://www.spatial.com 

 

➢ Adobe Flash Player  

 

This software contains Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 – 2007. Adobe Systems Incorporated. 

All Rights Reserved. Patents pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either 

trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries. 

 

➢ cmph 

This software contains cmph Version 1.1 with some modifications. 

License can be found under %CADENAS%/3rdParty/cmph/MPL-1.1. 

The modified source code of the library can be found under %CADENAS%/3rdParty/cmph/cmph.zip. 

 

➢ DroidSans Font 

This software contains the DroidSans Fonts which are licensed under the Apache 2 license. 

The Apache 2 license can be found under %CADENAS%/3rdParty/apache/LICENSE. 

The droidsans NOTICE can be found under %CADENAS%/3rdParty/droidsans/NOTICE. 

 

➢ freetype 

This software uses freetype version 2.3.9, which is distributed under the terms of the "Free Type License". 

 

➢ getoptc 

Copyright (c) 2003, 2004, froglogic Porten & Stadlbauer GbR 

modified for Qt 4, Frank Thieme <frank@fthieme.net> 2007 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 
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Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither the name of the froglogic nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

➢ humus-cubemap 

Cubemap from Emil Persson, aka Humus.(http://www.humus.name), used under Creative Commons 

Attribution 3.0 Unported License "Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco" by tvol, 

used under CC BY 

Desaturated from original 

Create mipmaps ( sclaed with gaus ) 

Layout mipmaps 

Add borders to images and mipmaps 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
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➢ inttypes 

ISO C9x compliant inttypes.h for Microsoft Visual Studio 

Based on ISO/IEC 9899:TC2 Committee draft (May 6, 2005) WG14/N1124 

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither the name of the product nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission. 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE. 

The above software in this distribution may have been modified by THL A29 Limited ("Tencent 

Modifications"). 

All Tencent Modifications are Copyright (C) 2015 THL A29 Limited. 

 

➢ jpeglib 

This software is based in part on the work of the "Independent JPEG Group". 

 

➢ leveldb 

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

➢ libtiff 

libtiff is distributed under the terms of the following license: 

Copyright (C) 1988-1996 Sam Leffler 

Copyright (C) 1991-1995 Silicon Graphics, Inc. 

Copyright (C) 1996 Pixar 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose 

is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice 

appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Pixar, Sam Leffler 

and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the 
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specific, prior written permission of Pixar, Sam Leffler and Silicon Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 

OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL PIXAR, SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE 

LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR 

ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR 

IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

A copy of this license can also be found under %CADENAS%/3rdParty/libtiff/LICENSE. 

 

➢ LLVM 

Copyright (c) 2003-2016 University of Illinois at Urbana-Champaign. 

All rights reserved. 

Developed by: 

LLVM Team 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

http://llvm.org 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies 

of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following 

conditions: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimers. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither the names of the LLVM Team, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its 

contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific 

prior written permission. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR 

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 

ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE. 

A copy of this license can also be found under %CADENAS%/3rdParty/llvm/LICENSE.TXT 

 

➢ LZ4 Library 

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 
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Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

➢ opencv 

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to 

this license, do not download, install, copy or use the software. 

License Agreement 

For Open Source Computer Vision Library 

(3-clause BSD License) 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or 

promote products derived from this software without specific prior written permission. 

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied 

warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a 

particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any 

direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, 

procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) 

however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including 

negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility 

of such damage. 

 

➢ openssi 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 3, 29 June 2007 

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 

not allowed. 

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 

of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below. 

0. Additional Definitions. 
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As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU 

GPL" refers to version 3 of the GNU General Public License. 

"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined 

Work as defined below. 

An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not 

otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of 

using an interface provided by the Library. 

A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The 

particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked 

Version". 

The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the 

Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, 

are based on the Application, and not on the Linked Version. 

The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code 

for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work 

from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work. 

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL. 

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 

of the GNU GPL. 

2. Conveying Modified Versions. 

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be 

supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is 

invoked), then you may convey a copy of the modified version: 

under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application 

does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose 

remains meaningful, or 

under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy. 

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files. 

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the 

Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated 

material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, 

inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following: 

Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library 

and its use are covered by this License. 

Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document. 

4. Combined Works. 

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not 

restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering 

for debugging such modifications, if you also do each of the following: 

Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the 

Library and its use are covered by this License. 

Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document. 

For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the 

Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and 

this license document. 
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Do one of the following: 

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding 

Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the 

Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the 

manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source. 

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that 

(a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will 

operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version. 

Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information 

under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and 

execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application 

with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must 

accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, 

you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for 

conveying Corresponding Source.) 

5. Combined Libraries. 

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together 

with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such 

a combined library under terms of your choice, if you do both of the following: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 

any other library facilities, conveyed under the terms of this License. 

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and 

explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License. 

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public 

License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 

in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a 

certain numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, 

you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later 

version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a 

version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser 

General Public License ever published by the Free Software Foundation. 

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU 

Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is 

permanent authorization for you to choose that version for the Library. 

 

➢ openssl 

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 

(http://www.openssl.org/) 

The OpenSSL Toolkit is covered by both the OpenSSL License and the original SSLeay license. 

OpenSSL License 

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. 

All rights reserved 
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This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 

(http://www.openssl.org/) 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL 

PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

SSLeay license 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

This product includes software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS 

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be 

changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the 

GNU Public Licence.] 

A copy of these licenses can be found under %CADENAS%/3rdParty/openssl/LICENSE. 

 

➢ qrencode 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2.1, February 1999 

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-

1301 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 

not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library 

Public License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 
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The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 

the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free 

software--to make sure the software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--

typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it 

too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public 

License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 

are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge 

for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change 

the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these 

things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to 

ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 

distribute copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients 

all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If 

you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they 

can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must 

show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this 

license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. 

Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they 

have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems 

that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make 

sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license 

from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must 

be consistent with the full freedom of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This 

license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different 

from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking 

those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of 

the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General 

Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The 

Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom 

than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an 

advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 

General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain 

special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a 

certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed 

to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 

libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the 

Lesser General Public License. 
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In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of 

people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free 

programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the 

GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that 

the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that 

program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to 

the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former 

contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to 

run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed 

by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this 

Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked 

with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 

terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright 

law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 

and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without 

limitation in the term "modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 

definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 

outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such 

a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use 

of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what 

the program that uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, 

in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 

copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 

the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 

protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on 

the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, 

provided that you also meet all of these conditions: 

The modified work must itself be a software library. 

You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 

date of any change. 

You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 

this License. 

If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 

program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you 
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must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or 

table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 

independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function 

or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root 

function must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not 

derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, 

then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate 

works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, 

the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees 

extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 

you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works 

based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work 

based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work 

under the scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 

given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they 

refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 

than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version 

instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General 

Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a 

library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code 

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 

complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 

Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 

equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 

source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 

Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, 

is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative 

of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 

executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object 

code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether 

this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a 

library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small 

macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, 

regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions 

of the Library will still fall under Section 6.) 
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Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under 

the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not 

they are linked directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" 

with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms 

of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and 

reverse engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the 

Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during 

execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, 

as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 

Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 

including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 

above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable 

"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library 

and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that 

the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile 

the application to use the modified definitions.) 

Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) 

uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying 

library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, 

if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the 

work was made with. 

Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 

specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 

access to copy the above specified materials from the same place. 

Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 

a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 

programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials 

to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) 

with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable 

runs, unless that component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that 

do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them 

and the Library together in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library 

together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, 

provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities 

is otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 

any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. 

Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 

and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 

under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 

is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
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copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 

remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 

you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by 

law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 

based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions 

for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 

receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to 

these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the 

rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason 

(not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of 

this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 

and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For 

example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who 

receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 

License would be to refrain entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 

of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the 

free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have 

made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 

consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 

distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 

License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add 

an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 

only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 

written in the body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public 

License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 

in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this 

License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and 

conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 

Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free 

Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions 

are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 

by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 

for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our 

free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANT 
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15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, 

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY 

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS 

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE 

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY 

AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 

LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 

OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH 

ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we 

recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by 

permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General 

Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of 

each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least 

the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of 

author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser 

General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or 

(at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 

General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 

write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 

"copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) 

written by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice 

That's all there is to it! 

 

➢ Qt 

This Software uses the LGPL version of QT 4.5 from Nokia Inc. 
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This Software uses a modified version of Qt 4.5.2, which is distributed under the terms of the GNU Lesser 

General Public License version 2.1. 

The complete GNU Lesser General Public License (LGPL) can be found 

under %CADENAS%/3rdParty/qt/LICENSE.LGPL. 

The complete GNU General Public License (GPL)can be found 

under %CADENAS%/3rdParty/qt/LICENSE.GPL3. 

The modified sources can be found under %CADENAS%/3rdParty/qt/qt.zip. 

QtSvg 

Some code for arc handling in this module is derived from code with the following license: 

Copyright 2002 USC/Information Sciences Institute 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose 

is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both 

that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name 

of Information Sciences Institute not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 

software without specific, written prior permission. Information Sciences Institute makes no 

representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express 

or implied warranty. 

INFORMATION SCIENCES INSTITUTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL 

INFORMATION SCIENCES INSTITUTE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, 

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF 

OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

qtsolutions 

This software uses qtsolutions. 

The license is found under %CADENAS%/3rdParty/qtsolutions/LICENSE.txt. 

Silk Icons 

This software uses parts of the „Silk Icons“ library, version 1.3 of Mark James. Homepage: 

http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ 

subversion 

This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/). 

The license is found under %CADENAS%/3rdParty/subversion/COPYING. 

u3dapi 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

The license is found under %CADENAS%/3rdParty/u3dapi/License.txt. 

WiiYourself! 

This software contains WiiYourself! wiimote code by gl.tter 

http://gl.tter.org 


