
株式会社シビルソフト開発 

1 
 

 

 
 
はじめに 
バージョンアップの手順はライセンスの種類（ネットワークプロテクトまたはローカル

プロテクト）によって異なります。バージョンアップを行うアプリケーションのライセンス

の種類をご確認の上、それぞれ必要な操作を行ってください。 
 
n ネットワークプロテクト（Net Manage）でご利用の方 

ネットワークプロテクトでご利用の場合、バージョンアップ時に行う操作は以下の通り

です。 
 
ü サーバにインストールされている Net Manage システムの入れ替え  ・・・p.2へ 

※ こちらは各アプリケーションのバージョンの整数部または小数点以下 1 桁目が上がる
場合のみ必要となる操作で、それ以外の場合は必要ありません。 
（例）ver1.00から ver1.10へのバージョンアップ ＜必要＞ 
   ver1.00から ver1.01へのバージョンアップ ＜不要＞ 

 
ü クライアントにインストールされている対象アプリケーションの入れ替え  ・・・p.4へ 
 
 
n ローカルプロテクトでご利用の方 

ローカルプロテクトでご利用の場合、バージョンアップ時に行う操作は以下の通りです。 
 
ü インストールされている対象アプリケーションの入れ替え  ・・・p.6へ 
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サーバの Net Manage システムの入れ替え 

 
(１) 既存の Net Manageをアンインストールしてください。 

※Net Manage Driverについてはアンインストールをせずに残してください。 
 
ü Win10 の場合 

スタートメニューから、 [設定] － [アプリ] の順に進み、一覧から[Net Manage]を選

択し、アンインストールしてください。 
 
ü Win7 の場合 
スタートメニューから、 [設定] － [コントロールパネル] － [プログラムのアンインス

トール]または[プログラムと機能] の順に進み、一覧から[Net Manage]を選択してアンイ

ンストールしてください。 
 

(２) 「保守ページ」へアクセスし、Net Manage のシステムをダウンロードしてくださ
い。（「保守ページ」へのアクセス方法は p.8をご参照ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 「保守ページ」画面表示の一例（Net Manage） 

Net Manageシステムの名称は、「お客さま番号＋プロテクトNo」

という組み合わせになっています。 

各アプリケーションがバージョンアップしても 

Net Manage のバージョンは変わりません。 
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(３) (２)でダウンロードしたセットアップを実行し、Net Manageシステムをインストー
ルしてください。 

 
ü 32bit の場合 

ダウンロードした zipファイルを展開（解凍）し、「NetManage.msi」をダブルクリッ

クするとセットアップが開始します。 
 
ü 64bit の場合 

ダウンロードした zip ファイルを展開（解凍）し、 [x64]のフォルダ内の

「NetManage_64.msi」をダブルクリックするとセットアップが開始します。 
 
 

(４) インストールが完了しましたら、スタートメニューから、 [Civil Plaza] － [Net 

Manage] を選択し、対象のアプリケーションのバージョンが更新されていることをご確認

ください。 
 
 

＜32bit の場合＞ ＜64bit の場合＞ 

 

 
 

図-2 「Net Manage」画面表示の一例 
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アプリケーションの入れ替え （Net Manage のクライアントとしてご利用の場合） 

 
(１) 既存の対象アプリケーションをアンインストールしてください。 
 
ü Win10 の場合 

スタートメニューから、 [設定] － [アプリ] の順に進み、一覧から対象アプリケー

ション名を選択してアンインストールしてください。 
 
ü Win7 の場合 
スタートメニューから、 [設定] － [コントロールパネル] － [プログラムのアンインス

トール]または[プログラムと機能] の順に進み、一覧から対象アプリケーション名を選択

してアンインストールしてください。 
 
(２) 「保守ページ」へアクセスし、対象アプリケーションのシステムをダウンロードして
ください。（「保守ページ」へのアクセス方法は p.8をご参照ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 「保守ページ」画面表示の一例（アプリケーション） 
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(３) (２)でダウンロードしたセットアップを実行してください。実行ファイル（exeまた
は msi）の名称はアプリケーションによって異なります。詳しくは表-1 を参照してくださ
い。 
 
ü ダウンロードしたファイルが exe ファイルの場合 

exeファイルをダブルクリックするとセットアップが開始します。 
 
ü ダウンロードしたファイルが zip ファイルの場合 

展開（解凍）した後、フォルダ内の実行ファイル（exeまたはmsi）をダブルクリッ
クするとセットアップが開始します。 

 
表-1 実行ファイルの名称 

アプリケーション名 実行ファイル１ 実行ファイル２ 備考 

Civil Rapid setup.exe CivilRapid.msi  

Rapid Draw RapidDraw.msi  

Pipe Rapid PipeRapid.msi  

Pipe Project PipeProject.msi  

人孔の構造計算 JISI****.exe - ****はバージョンの数字 

上記以外 Civil_Plaza.exe -  

※2018.7.10現在の内容です。今後変更される可能性があります。 
※「実行ファイル１」でうまくいかない場合は、「実行ファイル２」を実行してみてください。 

 

図-4 セットアップ画面表示の一例（ネットワークプロテクト） 
 
(４) インストールが完了しましたら、対象アプリケーションが正常に起動することをご
確認ください。 
  

[ネットワークプロテクト]をクリック 

サーバのコンピュータ名を入力または選択 
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アプリケーションの入れ替え （ローカルプロテクトでご利用の場合） 

 
(１) 既存の対象アプリケーションをアンインストールしてください。 
 
ü Win10 の場合 

スタートメニューから、 [設定] － [アプリ] の順に進み、一覧から対象アプリケー

ション名を選択してアンインストールしてください。 
 
ü Win7 の場合 
スタートメニューから、 [設定] － [コントロールパネル] － [プログラムのアンインス

トール]または[プログラムと機能] の順に進み、一覧から対象アプリケーション名を選択

してアンインストールしてください。 
 
(２) 「保守ページ」へアクセスし、対象アプリケーションのシステムをダウンロードし
てください。（「保守ページ」へのアクセス方法は p.8をご参照ください。）なお、「保守ペ
ージ」にはインストールの際に必要となるパスワードが表示されています。パスワードは

バージョン毎に異なりますので、必ずご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 「保守ページ」画面表示の一例（アプリケーション） 

＜パスワードの確認方法＞ 

① 使用するプロテクト番号を選択してください。 

② 選択したプロテクトの 

パスワードが表示されます 
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(３) (２)でダウンロードしたセットアップを実行してください。実行ファイル（exeまた
は msi）の名称はアプリケーションによって異なります。詳しくは表-2 を参照してくださ
い。セットアップを進めていく段階でパスワードの入力を求められましたら、(２)で確認し
たパスワードを入力してください。 
 
ü ダウンロードしたファイルが exe ファイルの場合 

exeファイルをダブルクリックするとセットアップが開始します。 
 
ü ダウンロードしたファイルが zip ファイルの場合 

展開（解凍）した後、フォルダ内の実行ファイル（exeまたはmsi）をダブルクリッ
クするとセットアップが開始します。 

 
表-2 実行ファイルの名称 

アプリケーション名 実行ファイル１ 実行ファイル２ 備考 

Civil Rapid setup.exe CivilRapid.msi  

Rapid Draw RapidDraw.msi  

Pipe Rapid PipeRapid.msi  

Pipe Project PipeProject.msi  

人孔の構造計算 JISI****.exe - ****はバージョンの数字 

上記以外 Civil_Plaza.exe -  

※2018.7.10現在の内容です。今後変更される可能性があります。 
※「実行ファイル１」でうまくいかない場合は、「実行ファイル２」を実行してみてください。 

 

図-6 セットアップ画面表示の一例（ローカルプロテクト） 
 
(４) インストールが完了しましたら、対象アプリケーションが正常に起動することをご
確認ください。  

 [ローカルプロテクト]をクリック 

パスワードを入力 
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【参考】「保守ページ」へのアクセスとインストーラのダウンロード 

バージョンアップにより更新されたインストーラは、「保守ページ」にアップロードされ

ています。以下の手順を参考に「保守ページ」にサインインして、対象アプリケーションの

インストーラをダウンロードしてください。 
 

 
 

 
  

 

① 株式会社シビルソフト開発のホームページ（http://www.civil.jp）にアクセスし、 

[新保守サービスはこちら]をクリック。 

④ [アプリケーション情報]をクリック。 

③ ユーザ ID とパスワードを入力。 

② [保守ユーザ]をクリック。 
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⑥ [システム]をクリック。 

⑤ 対象のアプリケーション名をクリック。 
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バージョンアップによる更新内容が確認できます。 

（PDF のダウンロード） 

こちらがインストーラです。 

[ダウンロード]をクリックするとダウンロードを開始します。 

※ファイル名に含まれる数字でバージョンが区別できます。 

（例）PipeRapid961r1.zip ならば PipeRapid の ver9.61R1 


