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プログラムについて
計算仕様
本プログラムは、「2001 年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」(以降、2001 年版オレンジ本)と「建
築物の防火避難規定の解説 2012」(以降、黄緑本 2012)に準拠した避難安全検証法(ルート B)計算を行います。

必要システム
本プログラムを運用できる機器構成を下記に示します。
項目

説明

OS

Microsoft Windows 8.1 (64bit 版のみ)
Microsoft Windows 10 (64bit 版のみ)
※Windows10 はデバイスがサポートされている間のみ

CPU

お使いの OS が推奨する環境以上

メモリ

8GB 以上

ディスプレイ

1600×900 ピクセル以上
High Color 以上

ハードディスク

インストール時に 2.1GＢ以上の空き容量が必要
※ Microsoft .NET Framework 4 がインストールされている場合は、100ＭＢの空き
容量となります。

ディスク装置

CD-ROM ドライブ

インターネット接続

HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境

必須コンポーネント

Microsoft .NET Framework 4
※ セットアップ時に自動的にインストールされます。

必須ソフトウェア

Microsoft Excel 2010／2013／2016
※ 上記ソフトウェアは、本製品で印刷、ファイル出力を行うために必要です。
Adobe Reader DC 以降
※ 上記ソフトウェアは、ユーザーズマニュアル等の各種ドキュメントファイルの閲覧
や印刷するために必要です。
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案件ファイルの操作
案件ファイルを新規作成する
案件ファイルを新規作成するには、次の 2 つの方法があります。
[方法 1]
スタートページに表示される[新しい案件]リンクをクリックします。
[方法 2]
[ファイル(F)]-[新規作成(N)]メニューを選択するか、ツールバーの

ボタンをクリックします。

案件ファイルを開く
案件ファイルを開くには次の 5 つの方法があります。
[方法 1]
スタートページに表示される最近使用したファイルのリンクをクリックします。
[方法 2]
[ファイル]メニューの[最近使用したファイル(H)]にマウスポインタを合わせ、表示されるファイルを選択します。
[方法 3]
エクスプローラーで開く案件ファイルを表示させ、ダブルクリックまたは右クリックメニューの「開く」を実行します。
プログラムが自動的に起動されファイルを開きます。
[方法 4]
エクスプローラーから開く案件ファイルをプログラムの領域内にドラッグ＆ドロップします。
[方法 5]
[ファイル(F)]-[開く(O)...]メニューを選択するか、ツールバーの ボタンをクリックし、[ファイルを開く]ダイアログボ
ックスでファイルを指定します。
なお、最初に表示するフォルダ位置は、オプション-[全般] タブの[カレントフォルダ]で変更可能です。

案件ファイルを保存する
[ファイル(F)]-[上書き保存(S)]メニュー、[ファイル(F)]-[名前を付けて保存(A)...]メニュー、ツールバーの ボタン
で保存できます。
(新規作成ファイルで「上書き保存」を選択すると[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。)
また、プログラム終了時に案件ファイルが変更されている場合は、保存確認のメッセージボックスが表示されます。
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メニューとツールバー
[ファイル]メニュー

項目

説明

新規作成(N)

新規に案件ファイルを作成します。

開く(O)...

既存の案件ファイルを開きます。

閉じる(C)

処理中の案件ファイルを閉じます。

上書き保存(S)

処理中の案件ファイルを上書き保存します。
新規作成ファイルの場合は、[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示
されます。

名前を付けて保存(A)...

処理中の案件ファイルを別のファイル名で保存します。

背景図・トレース図のインポート
(D)...

[背景図・トレース図のインポート]ダイアログボックスを表示します。([背景
図・トレース図のインポート] ダイアログボックスを参照)

階データのインポート(I)...

[階データのインポート]ダイアログボックスを表示します。([階データのイン
ポート] ダイアログボックスを参照)

図面用紙設定(U)...

[図面用紙設定]ダイアログボックスを表示します。([図面用紙設定] ダイア
ログボックスを参照)

印刷･Excel ファイル出力(P)...

[印刷・Excel ファイル出力]ダイアログボックスを表示します。([印刷・Excel
ファイル出力] ダイアログボックスを参照)

最近使用したファイル(H)

マウスポインタを合わせると、最近使用したファイルが表示されます。その
表示のクリアは、[オプション]ダイアログボックスの[全般] タブで行えます。

終了(X)

プログラムを終了します。

[編集]メニュー
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項目

説明

元に戻す(U)

直前に行った編集を元に戻します。
※「平面図作図」作業ページのみ使用可能

やり直し(R)

直前の「元に戻す」を取り消します。
※「平面図作図」作業ページのみ使用可能

切り取り(T)

選択した範囲をクリップボードにコピーしてから削除します。

コピー(C)

選択した範囲をクリップボードにコピーします。

貼り付け(P)

選択した範囲にコピーしたデータを上書きで貼り付けます。

行挿入(I)

選択した行数分、空行を挿入します。

クリア(A)

選択した範囲をクリアします。

削除(D)

選択した範囲を削除します。

図面ページ(W)-新規作成(N)...

[図面ページの新規作成]ダイアログボックスを表示します。([図面ページの
詳細]、[図面ページの新規作成] ダイアログボックスを参照)

図面ページ(W)-コピー(C)...

表示中の図面ページを次のタブにコピーします。

図面ページ(W)-削除(D)...

表示中の図面ページを削除します。

図面ページ(W)-左へ移動(L)

表示中の図面ページタブを左に 1 つ移動します。

図面ページ(W)-右へ移動(R)

表示中の図面ページタブを右に 1 つ移動します。

背景図の削除(L)...

表示中の図面ページの背景図データを削除します。

トレース図の削除(M)...

表示中の図面ページのトレース図データを削除します。

図形の検索選択(H)...

[図形の検索選択]ダイアログボックスを表示します。([図形の検索選択] ダ
イアログボックスを参照)

すべて選択(S)

複数の項目をすべて選択します。

セルの編集(E)

選択したセルを編集状態にします。

[表示]メニュー

項目

説明

作業ページ(P)-建築物概要(1)

「建築物概要」作業ページに切り替えます。(建築物概要を参照)

作業ページ(P)-平面図作図(2)

「平面図作図」作業ページに切り替えます。(平面図作図を参照)

作業ページ(P)-計算結果(3)

「計算結果」作業ページに切り替えます。(計算結果を参照)

ウィンドウ(D)-ステンシル図形(S)

[ステンシル図形]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-オブジェクトプロパティ(O)

[オブジェクトプロパティ]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-歩行開始範囲探索(P)

[歩行開始範囲探索]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-室リスト(R)

[室リスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。
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ウィンドウ(D)-出口・開口部リスト(D)

[出口・開口部リスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-排煙設備リスト(M)

[排煙設備リスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-歩行経路リスト(U)

[歩行経路リスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-階エラーリスト(F)

[階エラーリスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

ウィンドウ(D)-全般エラーリスト(G)

[全般エラーリスト]ウィンドウが隠れている場合に表示します。

図面ページの詳細(F)...

[図面ページの詳細]ダイアログボックスを表示します。([図面ページ
の詳細]、[図面ページの新規作成] ダイアログボックスを参照)

レイヤの詳細(L)...

[レイヤの詳細]ダイアログボックスを表示します。([レイヤの詳細] ダ
イアログボックスを参照)

線の太さを実寸で表示(H)

すべての図形の線の太さを実際の寸法で表示します。
チェックを外すと線の太さを 1 ピクセルで表示します。

グリッドの表示(B)

グリッドの表示、非表示を切り替えます。

グリッドの詳細(C)...

[グリッドの詳細]ダイアログボックスを表示します。([グリッドの詳細]
ダイアログボックスを参照)

テキストの編集(T)...

[テキストの編集]ダイアログボックスを表示します。([テキストの編集]
ダイアログボックスを参照)

図形の詳細(S)...

[図形の詳細]ダイアログボックスを表示します。([図形の詳細] ダイ
アログボックスを参照)

図面全体表示(A)

平面図の用紙サイズエリアを全体表示します。

拡大表示(I)

画面中央を基準に現在の拡大率を 2 倍にします。

縮小表示(O)

画面中央を基準に現在の拡大率を 1/2 倍にします。

指定エリア拡大(W)

拡大したいエリアの対角線上の 2 点を指定するモードになります。
指定すると、エリアが画面領域内で最大に拡大されます。

グリップスクロール(G)

画面をつかんでスクロールできるモードになります。
右クリックか[ESC]キーでモードを終了します。

最新の情報に更新(R)

図面ページを再描画します。

[作図]メニュー

項目

説明

選択(S)

入力されている図形を操作する選択モードにします。(選択モードを参照)

折線...

単線図形の連続作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

円弧...

円弧図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

長方形...

長方形図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

円...

円図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

楕円...

楕円図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)
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ポリライン...

ポリライン図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

直角ポリライン...

直角ポリライン図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

スプライン...

スプライン図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

図面基準点...

図面基準点図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

領域...

領域図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

テキスト...

テキスト図形の作図モードにします。(各図形の作図モードを参照)

図形スナップの設定(N)...

[図形スナップの設定]ダイアログボックスを表示します。([図形スナップの設定] ダイ
アログボックスを参照)

[図形]メニュー

項目

説明

グループ(G)-グループ化(G)

選択されている図形を 1 つの図形にまとめます。

グループ(G)-グループ解除(U)

グループ化されている図形を解除します。

順序(O)-最前面に移動(F)

選択されている図形を前面に移動します。

順序(O)-テキストのみ最前面に移動(F)

選択されている図形でテキスト図形のみを前面に移動します。

順序(O)-最背面に移動(B)

選択されている図形を背面に移動します。

回転/反転(R)-左 90 度回転(L)

選択されている図形の図形基点を中心に左に 90 度回転させます。

回転/反転(R)-右 90 度回転(R)

選択されている図形の図形基点を中心に右に 90 度回転させます。

回転/反転(R)-左 45 度回転(I)

選択されている図形の図形基点を中心に左に 45 度回転させます。

回転/反転(R)-右 45 度回転(M)

選択されている図形の図形基点を中心に右に 45 度回転させます。

回転/反転(R)-左右反転(H)

選択されている図形の図形基点 X を中心に左右反転させます。

回転/反転(R)-上下反転(V)

選択されている図形の図形基点 Y を中心に上下反転させます。

配置/間隔(A)-左揃え(L)

複数選択されている図形中の最左点に揃うように移動します。

配置/間隔(A)-右揃え(R)

複数選択されている図形中の最右点に揃うように移動します。

配置/間隔(A)-上揃え(T)

複数選択されている図形中の最上点に揃うように移動します。

配置/間隔(A)-下揃え(B)

複数選択されている図形中の最下点に揃うように移動します。

配置/間隔(A)-左基準の間隔(Y)...
配置/間隔(A)-右基準の間隔(H)...
配置/間隔(A)-上基準の間隔(X)...
配置/間隔(A)-下基準の間隔(V)...

各基準からの間隔を設定するダイアログボックスを表示します。
([図形の間隔] ダイアログボックスを参照)

拡大/縮小(S)...

[拡大/縮小]ダイアログボックスを表示します。([図形の拡大/縮小]
ダイアログボックスを参照)

距離計測(U)

2 点間の距離を計測します。
計測結果はステータスバーに表示されます。
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平行コピー(P)-左方向へコピー(L)...
平行コピー(P)-右方向へコピー(R)...
平行コピー(P)-上方向へコピー(U)...
平行コピー(P)-下方向へコピー(B)...

[図形の平行コピー]ダイアログボックスを表示します。([図形の平行
コピー] ダイアログボックスを参照)

平行移動(P)-左方向へ移動(L)...
平行移動(P)-右方向へ移動(R)...
平行移動(P)-上方向へ移動(U)...
平行移動(P)-下方向へ移動(B)...

[図形の平行移動]ダイアログボックスを表示します。([図形の平行移
動] ダイアログボックスを参照)

オフセット(O)...

[図形のオフセット]ダイアログボックスを表示します。([図形のオフセ
ット] ダイアログボックスを参照)

コーナー成形(I)

離れている 2 本の線を延長し、コーナー(角)とします。

トリム(T)

交差した 2 本の線のうち、交点からの距離が最も短い部分(はみ出
し部分)を、交点まで縮小します。

延長(E)

離れている 2 本の線のうち、短い線(延長線)を長い線(境界線)まで
延長します。

交点分割(D)

交差している線を、交点で分割します。

[ツール]メニュー

項目
オプション(O)...

説明
[オプション]ダイアログボックスを表示します。([オプション] ダイアログボ
ックスを参照)

[ヘルプ]メニュー

項目

説明

ユーザーズマニュアルの表示(M)

ユーザーズマニュアルを表示します。
※Adobe Reader DC 以降がインストールされている必要があります。

機能説明マニュアルの表示(F)

機能説明マニュアルを表示します。
※Adobe Reader DC 以降がインストールされている必要があります。

イズミシステム設計 ホームページ(W)

弊社のホームページを開きます。
※インターネットへのアクセス環境が必要です。

最新版のチェック(U)...

更新プログラムのリリース状況をチェックします。
新しい更新プログラムがリリースされている場合は、「最新版の更新情
報」ダイアログボックスを表示します。([最新版の更新情報] ダイアログ
ボックスを参照)
※最新版のチェックは、インターネットへのアクセス環境が必要です。

バージョン情報(A)

[バージョン情報]ダイアログボックスを表示します。(バージョン情報を
参照)
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ツールバー
メニューの中で主に使用するコマンドをワンクリックで実行できるボタンです。常にすべてが使用可能なわけではな
く、状況に応じて使用可能/不可能が変化するボタンがあります。その変化は対応するメニューと連動しています。
[1 行目のツールバー]
アイコン

名前

メニューまたは機能説明

新規作成

[ファイル(F)]-[新規作成(N)]

開く

[ファイル(F)]-[開く(O)...]

上書き保存

[ファイル(F)]-[上書き保存(S)]

印刷・Excel ファイル出力

[ファイル(F)]-[印刷・Excel ファイル出力(P)...]

切り取り

[編集(E)]-[切り取り(T)]

コピー

[編集(E)]-[コピー(C)]

貼り付け

[編集(E)]-[貼り付け(P)]

クリア

[編集(E)]-[クリア(A)]

削除

[編集(E)]-[削除(D)]

行挿入

[編集(E)]-[行挿入(I)]

元に戻す

[編集(E)]-[元に戻す(U)]

やり直し

[編集(E)]-[やり直し(R)]

図面全体表示

[表示(V)]-[図面全体表示(A)]

拡大表示

[表示(V)]-[拡大表示(I)]

縮小表示

[表示(V)]-[縮小表示(O)]

指定エリア拡大

[表示(V)]-[指定エリア拡大(W)]

グリップスクロール

[表示(V)]-[グリップスクロール(G)]

グループ化

[図形(S)]-[グループ(G)]-[グループ化(G)]

グループ解除

[図形(S)]-[グループ(G)]-[グループ解除(U)]

最前面に移動

[図形(S)]-[順序(O)]-[最前面に移動(F)]

最背面に移動

[図形(S)]-[順序(O)]-[最背面に移動(B)]

左 90 度回転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[左 90 度回転(L)]

右 90 度回転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[右 90 度回転(R)]

左 45 度回転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[左 45 度回転(I)]

右 45 度回転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[右 45 度回転(M)]

左右反転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[左右反転(H)]

上下反転

[図形(S)]-[回転/反転(R)]-[上下反転(V)]

左揃え

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[左揃え(L)]

右揃え

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[右揃え(R)]

上揃え

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[上揃え(T)]

下揃え

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[下揃え(B)]

左基準の間隔

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[左基準の間隔(X)...]

右基準の間隔

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[右基準の間隔(H)...]

上基準の間隔

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[上基準の間隔(Y)...]

下基準の間隔

[図形(S)]-[配置/間隔(A)]-[下基準の間隔(V)...]

拡大/縮小

[図形(S)]-[拡大/縮小(S)...]

距離計測

[図形(S)]-[距離計測(U)]
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[2 行目のツールバー]
アイコン

名前

メニューまたは機能説明

前の作業ページ

前の作業ページに表示を切り替えます。

次の作業ページ

次の作業ページに表示を切り替えます。

建築物概要

[表示(V)]-[作業ページ(P)]-[建築物概要(1)]

平面図作図

[表示(V)]-[作業ページ(P)]-[平面図作図(2)]

計算結果

[表示(V)]-[作業ページ(P)]-[計算結果(3)]

図面用紙設定

[ファイル(F)]-[図面用紙設定(U)...]
設定した用紙情報、図面スケールが表示されます。

グリッドの表示

[表示(V)]-[グリッドの表示(B)]

グリッドの詳細

[表示(V)]-[グリッドの詳細(C)...]

図面ページの詳細

[表示(V)]-[図面ページの詳細(F)...]

背景図・トレース図の
インポート

[ファイル(F)]-[背景図・トレース図のインポート(D)...]

レイヤの詳細

[表示(V)]-[レイヤの詳細(L)...]

図形レイヤ

選択されている図形の所属レイヤを表示または変更しま
す。また、新規図形の場合は、この設定が所属レイヤに
なります。
なお、選択した図形が複数の所属レイヤの場合は空白
になります。

図形の詳細

[表示(V)]-[図形の詳細(S)]

図形の検索選択

[編集(E)]-[図形の検索選択(H)]

選択

[作図(D)]-[選択(S)]

折線

[作図(D)]-[折線...]

円弧

[作図(D)]-[円弧...]

長方形

[作図(D)]-[長方形...]

円

[作図(D)]-[円...]

楕円

[作図(D)]-[楕円...]

ポリライン

[作図(D)]-[ポリライン...]

直角ポリライン

[作図(D)]-[直角ポリライン...]

スプライン

[作図(D)]-[スプライン...]

テキスト

[作図(D)]-[テキスト...]

図形スナップの設定

[作図(D)]-[図形スナップの設定(N)...]
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スタートページ
「スタートページ」を表示するには
プログラムの起動時に表示されます。
案件ファイルを開いている場合は、[ファイル(F)]-[閉じる(C)]メニューで表示されます。

画面構成

１

２

番号

説明

①

[新しい案件]リンクをクリックすると、案件ファイルを新規作成します。
[案件を開く...]リンクをクリックすると、[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されるので、開くファ
イルを選択します。

②

最近使用したファイル(最大 20 ファイル)が表示されます。
ファイル名のリンクをクリックすると、その案件ファイルを開きます。
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建築物概要
「建築物概要」を表示するには
「建築物概要」を表示するには、次のナビゲーションボタンを使用します。
([表示]メニューの「作業ページ(P)-建築物概要(1)」も同じ動作)

[建築物概要、初期条件] タブ

建築物概要
項目

説明

建物名称

最初に保存するファイル名のデフォルト値として使用します。
また、印刷帳票の「表紙」ページ、「避難安全検証法の概要」ページに出力し
ます。
最大 255 文字まで入力可能です。

建設地

印刷帳票の「避難安全検証法の概要」ページに出力します。
最大 255 文字まで入力可能です。

設計者

会社名

印刷帳票の「表紙」ページに出力します。
最大 255 文字まで入力可能です。
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建築士登録番号

印刷帳票の「表紙」ページに出力します。
初期値として、「一級建築士 第 号」が入力されているので、一級建築士の
場合は、登録番号のみ入力します。一級建築士ではない場合は、クリアして
から入力してください。
最大 255 文字まで入力可能です。

氏名

印刷帳票の「表紙」ページに出力します。
最大 255 文字まで入力可能です。

主要用途
階数

印刷帳票の「表紙」ページ、「避難安全検証法の概要」ページに出力します。
最大 255 文字まで入力可能です。
地上
地下
PH

メモ

印刷帳票の「避難安全検証法の概要」ページに出力します。
ただし、0 または空白の欄は出力されません。
入力範囲は 0～99 です。
案件についての補足説明など自由に使用してください。(印刷帳票には出力
されません。)
最大 255 文字まで入力可能です。

計算範囲
項目
階避難計算

説明
階避難計算のみを行うモードに設定します。
印刷帳票は「表紙(階)」、「目次(階)」、「概要(階)」、「特記事項」、各階の「階の
計算書」が出力されます。
※このモード設定した場合でも、全館避難用ステンシル図形の入力、編集は
行えます。また、既存の全館避難用入力データは無視して計算します。

階避難計算+全館避難概
要 (平屋タイプ)

計算は階避難のみを行い、概要の「（３）避難安全検証法により適用除外される
避難関係規定」が全館用になるモードに設定します。
印刷帳票は「表紙(階)」、「目次(階)」、「概要(平屋)」、「特記事項」、各階の「階
の計算書」が出力されます。
※このモード設定した場合でも、全館避難用ステンシル図形の入力、編集は
行えます。また、既存の全館避難用入力データは無視して計算します。

階避難計算+全館避難計
算

階避難計算と全館避難計算を行うモードに設定します。
印刷帳票は「表紙(全館)」、「目次(全館)」、「概要(全館)」、「特記事項」、各階の
「階の計算書」、「全館の計算書」が出力されます。

避難開始時間用途
階と全館の避難開始時間算出に必要な項目です。
「共同住宅、ホテルその他これらに類する用途」、「その他の用途」の中から選択します。
ここで設定した用途は、図面ページ詳細の避難開始時間用途のデフォルト値になります。
(作成済みの図面ページには影響しません。)
室面積の端数処理
室領域作図時の床面積の端数処理を選択します。
「四捨五入」、「切り捨て」、「切り上げ」の中から選択します。
各室デフォルト条件
入力する案件の中で最も多いと思われる室条件を設定する表です。
ここで設定した条件は、平面図作図で作成する室のデフォルト値になります。
(入力済みの室データには影響しません。)
項目

説明

室種類

このプログラムで扱う室の最小区分の種類です。
平面図作図で作成する室は、必ずこの中の種類に属します。

在館者密度 p [人/㎡]

「在館者密度と各居室の用途に類するものの例」の略名から選択します。(2001
年版オレンジ本 p.42)
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積載可燃物の発熱量 ql
[MJ/㎡]

「積載可燃物の単位床面積当たりの発熱量」の略名から選択します。(2001 年
版オレンジ本 p.56)

歩行速度 v [m/分]

「歩行速度」の略名から選択します。(2001 年版オレンジ本 p.39)

必要滞留面積 an [㎡/人]

「必要滞留面積」から選択します。(2001 年版オレンジ本 p.47)

内装火災成長率αm

「内装の火災成長率αm」から選択します。(2001 年版オレンジ本 p.56)

(高位)平均天井 Hroom
[mm]

床面最高位置から天井までの高さです。(入力における各高さ・位置関係の概
念図を参照)
入力範囲は 0～999,999 です。

出口・開口部デフォルト条件
入力する案件の中で最も多いと思われる出口・開口部条件を設定する表です。
ここで設定した条件は、平面図作図で作成する出口・開口部のデフォルト値になります。
(入力済みの出口・開口部データには影響しません。)
項目

説明

出口・開口部種類

このプログラムで扱う出口・開口部の最小区分の種類です。
平面図作図で作成する出口・開口部は、必ずこの中の種類に属します。

煙幅 [mm]

開口面積の合計 Aop を計算するために必要な出口・開口部の幅です。
入力範囲は 0～999,999 です。

避難幅 [mm]

避難に使用する出口の有効出口幅です。
入力範囲は 0～999,999 です。

高さ [mm]

開口面積の合計 Aop を計算するために必要な出口・開口部の高さです。
入力範囲は 0～999,999 です。
計算範囲が「階避難計算」の場合は、直通階段への出口の高さは入力不可に
なります。

遮煙性能

煙降下時間を計算するために必要な出口・開口部の性能です。
「一号 A」、「一号 B」、「二号」、「その他」から選択します。
一号 A・・・令第 112 条第 18 項第一号に規定する防火設備
(常時閉鎖・煙感知器連動閉鎖)
一号 B・・・令第 112 条第 18 項第一号に規定する防火設備
(熱感知器連動閉鎖)
二号・・・・・令第 112 条第 18 項第二号に規定する防火設備
(遮煙、常時閉鎖・煙感知器連動閉鎖)
その他・・・一号 A、一号 B、二号以外の扉・開口部
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[避難安全検証法の概要] タブ

[建築物概要、初期条件]タブ内の「計算範囲」の設定により、表示内容、入力欄が切り替わります。
タブタイトル
避難安全検証法の概要
(階)

説明
【タブ表示条件】
計算範囲が「階避難計算」の場合
【(2)避難安全検証の対象-検証の種別】
「階避難安全検証」となります。
【(３)避難安全検証法により適用除外される避難関係規定】
[避難施設]
令第 119 条、令第 120 条、令第 123 条の第 3 項第 1 号、第 3 項第 2 号、第 3
項第 10 号、第 3 項第 12 号、令第 124 条の第 1 項第 2 号
[排煙設備]
令第 126 条の 2、令第 126 条の 3
[内装制限]
令第 128 条の 5
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避難安全検証法の概要
(平屋)

【タブ表示条件】
計算範囲が「階避難計算+全館避難概要 (平屋タイプ)」の場合
【(2)避難安全検証の対象-検証の種別】
「階避難安全検証」となります。
【(３)避難安全検証法により適用除外される避難関係規定】
[防火区画]
令第 112 条の第 6 項、第 10 項、第 11 項、第 12 項、第 17 項
[避難施設]
令第 119 条、令第 120 条、令第 123 条の第 1 項第 1 号、第 1 項第 6 号、第 2
項第 2 号、第 3 項第 1 号、第 3 項第 2 号、第 3 項第 3 号、第 3 項第 10 号、第
3 項第 12 号、令第 124 条の第 1 項第 1 号、第 1 項第 2 号
[屋外への出口]
令第 125 条の第 1 項、第 3 項
[排煙設備]
令第 126 条の 2、令第 126 条の 3
[内装制限]
令第 128 条の 5

避難安全検証法の概要
(全館)

【タブ表示条件】
計算範囲が「階避難計算+全館避難計算」の場合
【(2)避難安全検証の対象-検証の種別】
「全館避難安全検証」となります。
【(３)避難安全検証法により適用除外される避難関係規定】
「避難安全検証法の概要 (平屋)」タブと同じ内容です。

※1 入力した値は、「避難安全検証法の概要 (階)」と「避難安全検証法の概要 (平屋)」または「避難安全検証法
の概要 (全館)」と別となり、「避難安全検証法の概要 (平屋)」と「避難安全検証法の概要 (全館)」は共有さ
れます。
※2 この画面内容は、印刷帳票の「概要 (階)」、「概要 (平屋)」、「概要 (全館)」ページに出力されます。
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[特記事項] タブ

計算する案件について、特別に記載すべき事項を入力します。

[案件オプション] タブ

計算する案件について、オプション項目を入力します。
[階段室床面積取得対象を当該階の階段室とする]
階避難計算時に、当該階の階段室を階段室床面積 Ast の対象にするか、当該階の直下階の階段室を階段室床
16

面積 Ast の対象にするかを設定します。
※ バージョン 1.5.12.0 以前に作成されたファイルは計算結果に影響が出ないように初期値はチェックされます。

2F 階段室に入力する階段室床面積 Ast
1F 階段室に入力する階段室床面積 Ast
【チェックなしの場合】
2F の階避難計算時に、1F 階段室に入力された階段室床面積 Ast を計算に使用する。
【チェックありの場合】
2F の階避難計算時に、2F 階段室に入力された階段室床面積 Ast を計算に使用する。
[出口・開口部プロパティの「居室避難時間対象区分」、「階避難時間対象区分」、「全館避難時間対象区分」を設
定する]
出口・開口部の[オブジェクトプロパティ]ウィンドウに「居室避難時間対象区分」、「階避難時間対象区分」、「全館
避難時間対象区分」を表示するかを設定します。
[出口・開口部プロパティの「階限界煙層高さ[mm]」、「全館限界煙層高さ[mm]」を直接入力する]
出口・開口部の[オブジェクトプロパティ]ウィンドウに「階限界煙層高さ[mm]」、「全館限界煙層高さ[mm]」を表示す
るかを設定します。
有効出口幅(Beff)削減対象となる最大幅の扉が複数ある場合、有効流動係数(Neff)を考慮せず Beff を計算する
有効出口幅(Beff)削減対象となる最大幅の扉が複数ある場合に、有効流動係数(Neff)を考慮して Beff を計算する
かを設定します。
※ バージョン 1.5.33.0 以前に作成されたファイルは計算結果に影響が出ないように初期値はチェックされます。
【チェックなしの場合】
有効出口幅(Beff)削減対象となる最大幅の扉が複数ある場合に、有効流動係数(Neff)を考慮して Beff を計算する。
【チェックありの場合】
有効出口幅(Beff)削減対象となる最大幅の扉が複数ある場合に、有効流動係数(Neff)を考慮せずに Beff を計算す
る。(最大幅の扉のうち出口・開口部リストの最上位にある扉が有効出口幅(Beff)削減対象となります。)
避難階の避難グループを基にΣNeffBd を計算する (全館避難のみ)
全館避難計算時に避難階の避難グループを基にΣNeffBd を求めるかを設定します。(ΣNeffBd についてを参照)
※ バージョン 1.5.33.0 以前に作成されたファイルは計算結果に影響が出ないように初期値はチェックされます。
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平面図作図
「平面図作図」を表示するには
「平面図作図」を表示するには、次のナビゲーションボタンを使用します。
([表示]メニューの「作業ページ(P)-平面図作図(2)」も同じ動作)

画面構成

２

３

４
１

６

５

番号

説明

①

計算に必要な図形入力モードを選択するウィンドウです。([ステンシル図形] ウィンドウを参照)

②

レイヤ表示を制御するボタンです。([クイックレイヤ] ボタンを参照)

③

図面ページの作成、表示切り替えを行うタブです。

④

図面ページの内容です。平面図を表示する領域です。

⑤

図面ページに入力した結果の各種リストを表示、選択するウィンドウです。
([室リスト]、[出口・開口部リスト]、[排煙設備リスト]、[歩行経路リスト] ウィンドウ、[階エラーリスト]、[全
般エラーリスト] ウィンドウを参照)

⑥

図面ページで選択されている図形(オブジェクト)の詳細を表示、変更するウィンドウです。([オブジェ
クトプロパティ] ウィンドウを参照)
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[図面ページの詳細]、[図面ページの新規作成] ダイアログボックス

※上記画面は、「図面ページの詳細」です。

図面ページを新規作成または確認、設定するダイアログボックスです。
ページ名 (階名)
ページの名称を入力します。
階避難印刷帳票の名称等、階に関する名称に使用されます。
[階図面として計算に含める]
チェックすると、階図面として階計算が行われます。反対に、チェックを外すと単なる図形入力ページになります。
また、チェックした場合は、[避難開始時間用途]、[直通階段の歩行速度]、[Afloor を直接入力する]が設定可能と
なります。
※ 階避難安全検証の対象階と避難階の間の階は、直通階段のみを作図し、階として計算させる必要があります。
避難開始時間用途
階または全館の避難開始時間計算で基準となる用途を選択します。
直通階段の歩行速度
該当階の直通階段プロパティの歩行速度とリンクしています。
(「歩行速度」を直通階段プロパティで個別に変更するまで、リンクし続けます。)
[Afloor を直接入力する]
階避難計算で使用する Afloor を直接入力するかどうかのチェックボックスです。
チェックすると右隣にある Afloor 値が入力可能になります。
[帳票、図面を出力する]
該当ページを帳票と図面に出力するかどうかのチェックボックスです。
チェックすると[印刷・Excel ファイル出力] ダイアログボックスの「印刷項目」に表示されます。
チェックを外すと「印刷項目」に表示されません。
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[背景図・トレース図のインポート] ダイアログボックス

この画面を表示するには、次の操作を行います。
・「平面図作図」の「図面ページ」内を右クリックし、[背景図・トレース図のインポート(B)...]メニューを選択
・「平面図作図」で[ファイル(F)]-[背景図・トレース図のインポート(B)...]メニューを選択
作図する際の下図にする背景図データまたはトレース図データを読み込みます。
使用できるファイル形式は、以下の通りです。
背景図 ··········· bmp、wmf、emf、pdf、png、jpg、jpeg、tif、tiff、exif
トレース図 ····· dxf、jww
[背景図の挿入・変更...]ボタン
[背景図の挿入]ダイアログボックスが表示されます。
挿入・変更する背景図データのファイルを指定します。
[トレース図の挿入・変更...]ボタン
[トレース図の挿入]ダイアログボックスが表示されます。
挿入・変更するトレース図データのファイルを指定します。
その後、[トレース図の挿入オプション]ダイアログが表示されるので、挿入オプションを設定します。([トレース図の
挿入オプション] ダイアログボックスを参照)
[保存して閉じる]ボタン
設定した内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。
※ 挿入データは、「背景図属性」のレイヤに所属されます。
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[背景図のサイズ調整] ウィンドウ

背景図を挿入した際に、画像イメージサイズを実際のスケールに調整するウィンドウです。
[調整開始]ボタン
図面に計測バーが表示されます。
[調整の履歴]ボタン
調整の履歴が表示されます。
履歴から選択することにより、計測を省力化できます。
計測値 [mm]
計測バーによる計測値が表示されます。
実寸値 [mm]
計測バーにより計測した箇所の寸法値を入力します。
拡大率
計測値と実寸値により拡大率が表示されます。

[背景図・トレース図の位置調整] ウィンドウ

作図した平面図に背景図・トレース図の位置合わせを行うウィンドウです。
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[調整開始]ボタン
図面に位置合わせ基点が表示されます。
[位置合わせ基点]メニュー
「位置合わせ基点」を右クリックすると以下のメニューが表示されます。
位置合わせの実行 ·················· 選択した基点に位置合わせを行います。
位置合わせのキャンセル ······· 位置合わせをキャンセルします。

[トレース図の挿入オプション] ダイアログボックス

ファイル名
[トレース図の挿入]ダイアログボックスで指定したファイル名が表示されます。
場所
[トレース図の挿入]ダイアログボックスで指定したファイルのパス名が表示されます。
ファイル文字コード
挿入する DXF ファイルの文字コードを指定します。
[挿入位置]
挿入するデータの位置を、用紙の左下隅からの座標で指定します。
使用した場合、挿入図形範囲の左下位置を座標(0, 0)として X、Y を加算した位置に挿入します。
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[階データのインポート] ダイアログボックス

別ファイルの階データをインポートするダイアログボックスです。
インポートする DiPS ファイル
[インポートする DiPS ファイルを開く]ダイアログボックスで指定したファイルのパス名が表示されます。
[...]ボタンは、インポートするファイルを指定する[インポートする DiPS ファイルを開く]ダイアログボックスを表示しま
す。
インポートする図面ページ
指定したファイルの図面ページのリストが表示されます。
インポートする図面ページをチェックします。
[インポート]ボタン
チェックした図面ページをインポートします。
※ インポート先の図面用紙設定とインポート元の図面用紙設定が異なる場合はインポートできません。インポート
する図面ページの図面用紙設定をご確認ください。

[クイックレイヤ] ボタン

レイヤの表示または非表示を切り替えるボタンです。
名前

説明

ホーム

ユーザーが設定したレイヤ表示設定に従うモードです。
特にレイヤ表示設定を行っていない場合は、すべての図形が表示されます。
(レイヤ表示設定を行うには[レイヤの詳細] ダイアログボックスを参照してください。)

壁体・室

壁体図形と室図形のレイヤのみを表示するモードです。

排煙設備

防煙区画図形と排煙設備図形のレイヤのみを表示するモードです。

居室避難経路

出口・開口部図形と居室避難経路図形のレイヤのみを表示するモードです。

階避難経路

出口・開口部図形と階避難経路図形のレイヤのみを表示するモードです。

全館避難経路

出口・開口部図形と全館避難経路図形のレイヤのみを表示するモードです。

※ 「クイックレイヤ」ボタンを切り替えると、[ステンシル図形] ウィンドウの内容が変化します。
※ 「クイックレイヤ」の内容設定を行うことはできません。
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[ステンシル図形] ウィンドウ

ウィンドウを自動的に隠すかどうかのオプションです。

「ウィンドウを自動的に隠す」に設定されている場合、一定時
間マウスポインタを上に置くか、クリックするとウィンドウが開
きます。

リスト中の項目をクリックすると、各種作図モードに設定されます。
作図モードをキャンセルする場合は、「右クリック」または「[ESC]キーを押す」を行ってください。

壁体・室
アイコン

名前

説明

図面基準点 (上下階
の室位置を一致させ
る)

基準点を設定します。(「図面基準点」作図モード)
基準点は、次の用途で使用されます。
・上下階の室位置を一致させるための座標計算
・タブ切り替え時の表示位置(スクロール位置)計算

建築図挿入基点

建築図を他の階で同じ位置に合わせるための図形を設定します。(「貼り
付け」モード)

壁芯 (単線)

壁芯を 1 本ずつ作図します。(「単線」作図モード)
壁芯は室領域、防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

壁芯 (折線)

壁芯を 1 本ずつ継続作図します。(「折線」作図モード)
壁芯は室領域、防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

壁芯 (長方形の線分)

壁芯を 4 本一度に作図します。(「長方形の線分」作図モード)
壁芯は室領域、防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

壁芯 (円弧)

円弧の壁芯を作図します。(「円弧」作図モード)
壁芯は室領域、防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

コーナー仕切 (単線)

コーナー仕切を 1 本ずつ作図します。(「単線」作図モード)
コーナー仕切はコーナー室領域を作成する際の範囲になります。

コーナー仕切 (折線)

コーナー仕切を 1 本ずつ継続作図します。(「折線」作図モード)
コーナー仕切はコーナー室領域を作成する際の範囲になります。

コーナー仕切 (長方
形の線分)

コーナー仕切を 4 本一度に作図します。(「長方形の線分」作図モード)
コーナー仕切はコーナー室領域を作成する際の範囲になります。

コーナー仕切 (円弧)

コーナー仕切を円弧として作図します。(「円弧」作図モード)
コーナー仕切はコーナー室領域を作成する際の範囲になります。

火災室 (居室)

火災室(居室)を作成します。(「領域」作図モード)
※「壁芯」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。

コーナー (火災室に
属する異種条件部分)

コーナー(火災室に属する異種条件部分)を作成します。(「領域」作図モ
ード)
※「コーナー仕切」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。
※コーナーとは、親室と各種条件(「在館者密度」、「積載可燃物の発熱
量」、「歩行速度」等)が異なる部分の領域です。

火災室 (居室以外)

火災室(居室以外)を作成します。(「領域」作図モード)
※「壁芯」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。
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火災の発生のおそれ
の少ない室 (告示
1440 号)

火災の発生のおそれの少ない室(告示 1440 号)を作成します。(「領域」
作図モード)
※「壁芯」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。

直通階段

直通階段を作成します。(「領域」作図モード)
※「壁芯」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。
※直通階段とは、避難階まで通ずる階段を示します。

竪穴

竪穴を作成します。(「領域」作図モード)
※「壁芯」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成します。
※竪穴は、全館避難の煙計算で使用します。

室分割線

室分割線を継続作図します。(「折線」作図モード)
扉が複数ある場合、避難開始位置を決定する際の補助線として使用しま
す。計算では使用しません。

排煙設備
アイコン

名前

説明

防煙垂壁 (単線)

防煙垂壁を作図します。(「単線」作図モード)
防煙垂壁は防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

防煙垂壁 (円弧)

円弧の防煙垂壁を作図します。(「円弧」作図モード)
防煙垂壁は防煙区画領域を作成する際の範囲になります。

防煙区画

防煙区画を作成します。(「領域」作図モード)
※「壁芯」、「防煙垂壁」で囲まれた内側をクリックすると領域を作成しま
す。

排煙口 (機械排煙)

機械排煙用の排煙口を配置します。(「貼り付け」モード)

排煙窓 (自然排煙)

自然排煙用の排煙窓を配置します。(「貼り付け」モード)
「給気口 (自然排煙)」の対になります。

給気口 (自然排煙)

自然排煙用の給気口を配置します。(「貼り付け」モード)
「排煙窓 (自然排煙)」と対になります。

排煙口 (第 2 種排
煙)

第 2 種排煙用の排煙口を配置します。(「貼り付け」モード)
「給気口 (第 2 種排煙)」と対になります。

給気口 (第 2 種排
煙)

第 2 種排煙用の給気口を配置します。(「貼り付け」モード)
「排煙口 (第 2 種排煙)」と対になります。

出口・開口部・避難経路
アイコン

名前

説明

室出口

室出口を配置します。(「貼り付け」モード)
避難者の通過時間と煙伝播計算に使用します。
※居室、階、全館で区別はなく共通の図形です。

室出口 (一方通行)

一方の室からのみ避難に使用できる室出口を配置します。(「貼り付け」モ
ード)
避難者の通過時間と煙伝播計算に使用します。
※居室、階、全館で区別はなく共通の図形です。

直通階段への出口

直通階段への出口を配置します。(「貼り付け」モード)
避難者の通過時間と煙伝播計算に使用します。
※居室、階、全館で区別はなく共通の図形です。

地上への出口

地上への出口を配置します。(「貼り付け」モード)
避難者の通過時間と煙伝播計算に使用します。
※居室、階、全館で区別はなく共通の図形です。
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開口部 (避難に使用
しない)

避難に使用しない開口部を配置します。(「貼り付け」モード)
煙伝播計算のみに使用します。
※居室、階、全館で区別はなく共通の図形です。

Aｆloor 連結開口

Aｆloor 連結開口を配置します。
当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することがで
きない建築物の部分に含まれない室の床面積を当該階の Afloor に含め
る際に配置します。
※避難に使用可能な扉が接続されていない室の床面積は当該階に設け
られた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物
の部分の床面積の合計には含まれません。
詳しくは Afloor についてを参照してください。

居室避難開始位置

居室の避難開始位置(最遠点)を配置します。(「貼り付け」モード)
居室避難経路の開始点として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「居室避難経路」の際に表示されます。

居室避難経路 (最長
歩行時間の経路)
【直角線】

居室の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モー
ド)
居室避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「居室避難経路」の際に表示されます。

居室避難経路 (最長
歩行時間の経路)
【自由直線】

居室の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
居室避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「居室避難経路」の際に表示されます。

居室避難経路 (比較
対象の経路) 【直角
線】

居室の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モー
ド)
居室避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「居室避難経路」の際に表示されます。

居室避難経路 (比較
対象の経路) 【自由
直線】

居室の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
居室避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「居室避難経路」の際に表示されます。

階避難開始位置

階の避難開始位置(最遠点)を配置します。(「貼り付け」モード)
階避難経路の開始点として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「階避難経路」の際に表示されます。

階避難経路 (最長歩
行時間の経路) 【直
角線】

階の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モード)
階避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「階避難経路」の際に表示されます。

階避難経路 (最長歩
行時間の経路) 【自
由直線】

階の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
階避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「階避難経路」の際に表示されます。

階避難経路 (比較対
象の経路) 【直角線】

階の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モード)
階避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「階避難経路」の際に表示されます。

階避難経路 (比較対
象の経路) 【自由直
線】

階の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
階避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「階避難経路」の際に表示されます。

全館避難開始位置

全館の避難開始位置(最遠点)を配置します。(「貼り付け」モード)
全館避難経路の開始点として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「全館避難経路」の際に表示されます。

全館避難経路 (最長
歩行時間の経路)
【直角線】

全館の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モー
ド)
全館避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「全館避難経路」の際に表示されます。

全館避難経路 (最長
歩行時間の経路)
【自由直線】

全館の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
全館避難経路の最長歩行時間として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「全館避難経路」の際に表示されます。
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全館避難経路 (比較
対象の経路) 【直角
線】

全館の避難経路を画面と直角に作図します。(「直角ポリライン」作図モー
ド)
全館避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「全館避難経路」の際に表示されます。

全館避難経路 (比較
対象の経路) 【自由
直線】

全館の避難経路を作図します。(「ポリライン」作図モード)
全館避難経路の比較対象として計算します。
※「クイックレイヤ」の「ホーム」と「全館避難経路」の際に表示されます。

図面タイトル・ページ番号、凡例
アイコン

名前

説明

図面タイトル

図面タイトルを配置します。(「貼り付け」モード)
表示内容は「図面タイトル」が自動的に表示されます。変更することはで
きません。

図面ページ名

図面ページ名を配置します。(「貼り付け」モード)
表示内容は「図面ページ名」、"平面図"、「図面スケール」が自動的に表
示されます。変更することはできません。

図面スケール

図面スケールを配置します。(「貼り付け」モード)
「図面スケール」が自動的に表示されます。変更することはできません。

階避難の凡例 (タテ)

汎用的な階避難の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

全館避難の凡例
(タテ)

汎用的な全館避難の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

階避難の凡例 (ヨコ)

汎用的な階避難の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

全館避難の凡例
(ヨコ)

汎用的な全館避難の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

排煙設備の凡例

汎用的な排煙設備の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

防煙区画の凡例

汎用的な防煙区画の凡例を配置します。(「貼り付け」モード)

印刷範囲指定
アイコン

名前
印刷範囲指定

説明
印刷範囲指定(矩形)を配置します。(「貼り付け」モード)
指定した範囲を印刷することができます。

図形の作図
選択モード
入力済み図形の内容確認、変更を行うモードです。
図形を選択すると、図形の上に選択ハンドル( 、 、 、 )が表示されます。
1 つの図形を選択する
マウスポインタを図形の線や領域の上に移動し、左クリックします。
(右クリックでも選択可能です。その場合、選択図形に関連したメニューが表示されます。)
複数の図形を選択する
・マウスポインタを図形がない位置に移動し、マウスボタンを押したまま移動すると矩形範囲が表示され、ボタンを
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放すとその範囲に触れている図形が選択されます。
・「1 つの図形を選択する」を行った後、[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながら「1 つの図形を選択する」を繰り返
します。
下に隠れている図形を選択する
・マウスの右クリックで図形を選択後、表示されるメニューの「下の図形を選択」を選択します。
その他の機能
・選択図形をドラッグ中に[Ctrl]キーを押すと、図形の移動ではなくコピーになります。
・選択図形をドラッグ中に[Shift]キーを押すと、図形の移動方向が画面に対して水平垂直に固定されます。
・ポリライン図形、スプライン図形の頂点を追加する場合、頂点を追加する位置で右クリックし、表示されるメニュー
の「頂点の追加」を選択します。
また、削除する場合は、頂点の位置で右クリックし、メニューの「頂点の削除」を選択します。
選択ハンドルの種類
通常の選択ハンドルです。ドラッグ移動する図形を指定できます。
図形基準点ハンドルです。回転時の中心点とドラッグ移動する図形を指定できます。
サイズ変更ハンドルです。ハンドル上のマウスポインタ矢印方向に変更することができます。
文字引出線ハンドルです。文字引出線の先端位置を移動することができます。

各図形の作図モード
作図モード名

説明

単線

線分図形を 1 つ入力するモードです。
開始点、終了点を指定すると、線分の入力が確定されます。

折線

線分図形を連続して入力するモードです。
開始点、終了点を指定すると、最初の線分の入力が確定されます。
以降、前の終了点が次の開始点となり、終了点のみを指定することで、入力を確定してい
きます。

長方形の線分

長方形の 4 本の辺を、別々の線分図形として一度に入力するモードです。
開始点、終了点の 2 点を指定すると、入力が確定されます。

円弧

円弧図形を入力するモードです。
開始点、終了点、円弧線上点の 3 点を指定すると、入力が確定されます。

長方形

長方形図形を入力するモードです。
開始点、終了点の 2 点を指定すると、入力が確定されます。

円

円図形を入力するモードです。
中心点、半径距離の 2 点を指定すると、入力が確定されます。

楕円

楕円図形を入力するモードです。
開始点、終了点の 2 点を指定すると、入力が確定されます。

ポリライン

ポリライン図形(線分をつなげた 1 つの図形)を入力するモードです。
開始点と頂点(複数可能)を指定し、マウスの右クリックで入力が確定されます。

直角ポリライン

画面に垂直水平なポリライン図形を入力するモードです。
開始点と頂点(複数可能)を指定し、マウスの右クリックで入力が確定されます。

スプライン

スプライン図形(頂点間を曲線でつなげた 1 つの図形)を入力するモードです。
開始点と頂点(複数可能)を指定し、マウスの右クリックで入力が確定されます。

図面基準点

上下階の位置を一致させるための図形を入力するモードです。
開始点を指定すると、入力が確定されます。

領域

領域図形を入力するモードです。
線で閉鎖された空間を指定すると、自動的に図形が作成されます。

テキスト

文字列を入力するモードです。
設置点を指定すると、[テキストの編集] ダイアログボックスが表示されます。

貼り付け

グループ化されたステンシル図形やコピーした図形を貼り付けるモードです。
図形のアウトラインが表示され、設置点を指定すると、入力が確定されます。
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・作図モード中、入力済みの図形上をマウスポインタが通過すると、スナップ記号が表示されことがあります。スナッ
プは、図形の端点や交点等に引き寄せて一致させる機能です。
・図形作図中(終了点指定前)をキャンセルするには、「右クリック」を行ってください。
・作図モードを終了するには、「右クリック」(開始点指定前)または「[ESC]キーを押す」を行ってください。
スナップ記号の種類
線の端点を表します。
線の中間点を表します。
図形の中心点を表します。
線上点を表します。

[オブジェクトプロパティ] ウィンドウ
図面ページのオブジェクト図形を選択することにより、オブジェクトの詳細を表示または設定するウィンドウです。
複数のオブジェクト図形を選択した場合、共通する項目のみ表示され、一度に設定することが可能です。

室

室の詳細設定ウィンドウです。
「室種類」によって、表示/非表示または書き込み可能/不可(グレー表示)になる項目があります。
項目
概要

説明

名称

室名称を入力してください。図面に表示される 1 行目と同期していま
す。

室種類

室の計算種類です。図形設定時に決定され、変更できません。

図面表示 A

「室面積 A」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

図面表示 Hroom

「基準点からの平均天井高 Hroom」を図面に表示させるかどうかを選
択してください。
この設定は、帳票の「設計条件一覧 各室」の同項目と「最低点からの
平均天井高 Hlow」にも反映されます。
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条件

寸法

図面表示 Hlow

「最低点からの平均天井高 Hlow」を図面に表示させるかどうかを選択
してください。

図面表示 在館者密度
p

「在館者密度 p」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

図面表示 在館者数
pA

「在館者数 pA」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

図面表示 ql

「積載可燃物の発熱量 ql」を図面に表示させるかどうかを選択してくだ
さい。

図面表示 内装仕上

「内装仕上」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

Afloor 対象区分

Afloor(当該階の各室及び当該階に設けられた直通階段への出口を通
らなければ避難することができない建築物の部分の床面積の合計)対
象の当否を選択してください。
「告示 1440 号に該当する室」かつ「廊下、階段などの通路、便所など
に類する室以外」であれば Afloor 対象外にできます。(2001 年版オレ
ンジ本 p.260)

Bd・Aarea(全館)対象
区分

全館避難の避難階において、居室から直接地上に通ずる出口がある
場合、その出口を地上への出口通過時間 tqueue の計算に算入する
かどうかを選択してください。

直接出口への煙降下
時間

火災室で最終出口に面する場合、その室を出火点かつ最終煙伝播室
とした階避難の煙降下時間計算を行うかどうかを選択してください。

階煙降下時間対象区
分

当該室が最終煙伝播室となる階避難の煙降下時間を計算対象にする
かどうかを選択してください。

全館煙降下時間対象
区分

当該室が最終煙伝播室となる全館避難の煙降下時間を計算対象にす
るかどうかを選択してください。

火災室区分

火災室・非火災室の区分です。

排煙方式

排煙方式の種類です。設置した排煙設備の排煙方式が自動で表示さ
れます。

床面積[㎡] (当該領域
＋子領域)

当該領域と子領域の合計床面積です。

床面積[㎡] (図形)

入力された図形の座標を使用して自動計算した面積です。

床面積[㎡] (当該領
域)

当該部分の床面積です。

人の滞留に有効な面
積 Aco[㎡] (当該領域)

親領域とコーナー別の当該避難経路等の部分の各部分ごとの床面積
です。床面積以上の値は入力できません。提出先との協議によって、
床面積に対し人の滞留の障害になる物の面積を減じる必要がある場
合に入力してください。

床面位置最大高低差
[mm]

床面最低位置と床面最高位置(基準点)の垂直距離を入力してくださ
い。
※入力における各高さ・位置関係の概念図の室を参照

(高位)平均天井高
Hroom[mm]

床面最高位置(基準点)から平均天井位置までの垂直距離を入力してく
ださい。
天井に高低差がある場合は、床面最高位置から 1.8m 上方にある無排
煙可能な部分の体積を床面積で除した高さに 1.8m を加えた値としま
す。(2001 年版オレンジ本 p.62、63)
※入力における各高さ・位置関係の概念図の室を参照

按分後(高位)平均天
井高 Hroom[mm]

コーナーとの按分後の床面最高位置(基準点)から平均天井位置まで
の垂直距離です。

(低位)平均天井高
Hlow[mm]

床面最低位置から平均天井位置までの垂直距離です。

按分後(低位)平均天
井高 Hlow[mm]

コーナーとの按分後の床面最低位置から平均天井位置までの垂直距
離です。
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在館者

火災成長率

歩行速度

(高位)最高天井高
Htop[mm]

当該室(コーナー含む)の床面最高位置(基準点)から最高天井位置ま
での垂直距離を入力してください。

在館者密度ｐ[人/㎡]

告示で与えられている在館者密度です。
右端の[...]ボタンで[在館者密度の選択] ダイアログボックスを表示さ
せ選択してください。

在館者数[人]

当該部分の在館者人数です。直接入力も可能ですが、最小値以上を
入力してください。

在館者数最小値[人]

当該部分の在館者人数の最小値です。床面積に在館者密度 p を乗じ
て算定されます。

在館者数[人] (当該領
域+子領域)

当該領域と子領域の合計在館者人数です。

在館者密度の判断根
拠

入力がない場合は次の形式で出力されます。
【居室、コーナー】"告示 1441 号適用（[在館者密度項目]）"
【非居室】"居室以外"
【1440 号室】"告示 1440 号適用（[火災の発生する恐れの少ない室]）"
【その他の室】"-"

必要滞留面積 an[㎡/
人]

告示で与えられている必要滞留面積です。

収容可能人数[人]

避難経路等となる場合の収容可能人数です。(Aco/an で算定されま
す。)

積載可燃物の発熱量
ｑｌ[MJ/㎡]

告示で与えられている積載可燃物の発熱量です。
右端の[...]ボタンで[積載可燃物の発熱量の選択] ダイアログボックス
を表示させ選択してください。

ql 直接入力[MJ/㎡]

当該部分の積載可燃物の発熱量です。

按分後積載可燃物の
発熱量ｑｌ[MJ/㎡]

コーナーとの按分後の積載可燃物の発熱量です。

積載可燃物の発熱量
の判断根拠

入力がない場合は次の形式で出力されます。
【居室、非居室、コーナー】"告示 1441 号適用（[積載可燃物の発熱量
項目]）"
【1440 号室】"告示 1440 号適用（[火災の発生する恐れの少ない室]）"
【その他の室】"-"

積載可燃物火災成長
率αf

積載可燃物の発熱量に応じて算出された火災成長率αf です。

内装火災成長率αm

告示で与えられている内装種類の火災成長率αm です。

火災の発生する恐れ
の少ない室

告示第 1440 号に規定されている火災の発生する恐れの少ない室の
分類です。
右端の[...]ボタンで[火災の発生する恐れの少ない室の選択] ダイアロ
グボックスを表示させ選択してください。

歩行速度ｖ[m/分]

告示で与えられている歩行速度の建築物又は室用途です。
右端の[...]ボタンで[歩行速度の選択] ダイアログボックスを表示させ
選択してください。
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出口・開口部

出口・開口部の詳細設定ウィンドウです。

概要

条件

寸法

項目

説明

名称

出口・開口部の名称を入力してください。図面に表示される 1 行目と同
期しています。

出口・開口部種類

出口・開口部の種類です。
室内の防火・防煙シャッターは「開口部(避難に使用しない)」で設定し、
くぐり戸は別途に出口を設定してください。
「地上への出口」は外壁に設定してください。

使用場所

出口・開口部を使用している室です。

図面表示 W

「W(煙幅、避難幅)」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

図面表示 H

「H(高さ)」を図面に表示させるかどうかを選択してください。

図面表示 (高位)
下端高

「(高位)下端高」を図面に表示させるかどうかを選択してください。
出口・開口部に対してすべての「(高位)下端高[mm]」が「0」の場合は、
「表示」を選択しても図面に表示されません。

居室避難時間対
象区分

当該出口を居室避難時間の計算対象にするかどうかを選択してくださ
い。

階避難時間対象
区分

当該出口を階避難時間の計算対象にするかどうかを選択してください。

全館避難時間対
象区分

当該出口を全館避難時間の計算対象にするかどうかを選択してくださ
い。

煙幅[mm]

出口・開口部の最大幅を入力してください。煙降下時間の煙伝播室に
おける煙等発生量計算の開口部面積合計 Aop の算定に使用します。

避難幅[mm]

避難時に出口として利用できる幅を入力してください。
親子開き・両開き扉はフランス落しを掛けている扉側、引き戸は引き残し
を避難幅に含められません。また、開き戸は戸板の厚み等も避難幅に含
められないか検討が必要です。(行政との協議による)
非常時に特別な操作を必要とする部分は出口幅として含まない。(黄緑
本 2012p.170 の質問と回答 11、12)
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その他詳細

高さ[mm]

出口・開口部の高さを入力してください。煙降下時間の煙伝播室におけ
る煙等発生量計算の開口部面積合計 Aop の算定に使用します。

開口面積[㎡]

煙幅に高さを乗じた値が初期値として表示されます。
複雑な形状の場合は別途に面積を計算して入力してください。

(高位)下端高[mm]

当該室(コーナー含む)の床面最高位置(基準点)から出口・開口部下端
までの垂直距離を入力してください。
※下端が床面最高位置より上が正の数値、下が負の数値
※入力における各高さ・位置関係の概念図の出口・開口部を参照

階限界煙層高さ
[mm]

告示の限界煙層高さを適用しない場合に、階煙降下時間の限界煙層高
さを入力してください。
※計算上有利な値を入力した場合は、階煙降下時間の算定に使用しま
せん。

全館限界煙層高さ
[mm]

告示の限界煙層高さを適用しない場合に、全館煙降下時間の限界煙層
高さを入力してください。
※計算上有利な値を入力した場合は、全館煙降下時間の算定に使用し
ません。

遮煙性能

遮煙性能を選択してください。

設置する壁の構造

出口・開口部を設置する壁の構造を選択してください。

避難時の使用状
況

避難時に使用するか選択してください。
「室出口 (一方通行)」の場合は、各居室から避難に使用するかを選択し
てください。
「使用しない」が選択された場合、設計上、避難に有効な幅であっても、
避難経路に使用しない出口として扱われます。
【階の煙伝播経路】
「直通階段」を除く各室は 1 つでも「使用する」が選択された「地上への
出口」が配置されている場合に、階の煙伝播経路の最終室になります。
「直通階段」は 1 つでも「使用する」が選択された開口部が配置されてい
る場合に、階の煙伝播経路の最終室になります。
【全館の煙伝播経路】
「直通階段」、「竪穴」は「Afloor 連結開口」を除く開口部が 1 つでも配置
されている場合に、全館の煙伝播経路の最終室になります。

備考

備考を入力してください。
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排煙設備

排煙設備の詳細設定ウィンドウです。
項目
概要

条件

寸法

説明

名称

排煙設備の名称を入力してください。図面に表示される 1 行目と同
期しています。

排煙方式

排煙方式の種類です。

排煙設備種類

排煙口・排煙窓・給気口別の種類です。
排煙窓兼給気口は排煙窓として配置してください。(給気口部分の
面積は同時開放扱いで自動計算されます。)

防煙区画

排煙設備を使用している防煙区画の名称です。

30m 以内の有効開口部

当該有効開口部と同一防煙区画内にあり、当該有効開口部の開
放に伴い開放、かつ、30m 以内にある有効開口部の記号を選択し
てください。
右端の[...]ボタンで[30m 以内の有効開口部の選択]ダイアログボッ
クスを表示します。

同時開放の給気口

当該有効開口部と同一室内にあり、当該有効開口部の開放に伴
い開放または、常時開放状態にある給気口の記号を選択してくだ
さい。
(当該有効開口部が排煙窓であっても給気口とみなせる部分がある
場合は給気口面積 Aa に計上されます。)
右端の[...]ボタンで[同時開放の給気口の選択]ダイアログボックス
を表示します。

設置タイプ

排煙設備が設置される位置のタイプを選択してください。
(垂直壁、天井、斜め壁の 3 種類)

(高位)上端高 Hst[mm]

床面最高位置(基準点)から開口部全体の上端までの垂直距離を
入力してください。
※上端が床面最高位置より上は正の数値、下は負の数値

横寸法[mm]

排煙設備全体の横寸法を入力してください。

縦寸法[mm]

排煙設備全体の縦寸法を入力してください。
(壁に設置されている場合は高さとしてください。)
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その他詳細

開口部垂直距離[mm]

斜め壁に設置された排煙窓等の場合のみ、開口部の下端から上
端までの垂直距離を入力してください。

開口率[%]

排煙設備全体に対する空気の流路となる部分の割合(%)を入力し
てください。
(例 1)外倒し自然排煙窓・・・・・・・・2001 年版オレンジ本 p.140 を参
照(%で入力)
(例 2)引き違い自然排煙窓・・・・・・全体寸法を入力した場合は開口
率 50%
(例 3)グリル形排煙口(機械排煙)・・全体寸法を入力した場合は開
口率 70%程度(メーカーに確認要)

排出能力 w[㎥/分]

排煙設備(有効開口部)の排煙風量を入力してください。

送風機による排出能力
s[㎥/分]

送風機からの給気による排煙設備(有効開口部)の排煙風量を入力
してください。

歩行経路

歩行経路の詳細設定ウィンドウです。
項目
概要
寸法
その他詳細

説明

歩行経路タイプ

居室避難、階避難、全館避難のいずれかのタイプです。

図面表示 歩行時間

歩行時間を図面に表示するかどうかを選択します。

歩行距離[m]

歩行距離[m]の内訳の合計値が表示されます。

歩行距離[m]の内訳

室またはコーナー別の歩行距離が表示されます。編集も可能です。

歩行時間[分]

歩行時間が表示されます。
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印刷範囲指定

印刷範囲指定の詳細設定ウィンドウです。
項目
用紙とスケール

説明

種類

用紙種類を選択してください。

向き

用紙向きを選択してください。

スケール (1/n)

スケールを入力してください。

[歩行開始範囲探索] ウィンドウ

歩行開始範囲探索を実行するウィンドウです。
探索エリア
探索エリアをリストから選択します。
対象出口
探索の対象とする出口をチェックします。
[ ]ボタン
探索の最初に移動します。
[ ]ボタン
探索を 1 つ戻します。
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[ ]ボタン
探索を自動で進めます。
[ ]ボタン
探索を停止します。
[ ]ボタン
探索を 1 つ進めます。
[ ]ボタン
探索の最後に移動します。
1 マスの大きさ [mm] (100～5000)
探索時の 1 マスの大きさを選択します。
100～5000 の間で、数値を入力することもできます。
探索速度が遅い場合は、1 マスの大きさを大きくしてください。

[室リスト]、[出口・開口部リスト]、[排煙設備リスト]、[歩行経路リスト] ウィンドウ
ウィンドウを自動的に隠すかどうかのオプションです。

「ウィンドウを自動的に隠す」に設定されている場合、一定時間マウ
スポインタを上に置くか、クリックするとウィンドウが開きます。

表示している図面ページのオブジェクトをリストで表示します。
選択すると、該当する図面ページの図形オブジェクトが選択され、ページの中心に表示されます。
[ ]ボタン
選択されている行を１つ上に移動します。
[ ]ボタン
選択されている行を１つ下に移動します。
[ ]ボタン
室リストの場合に、[室リストの並び替え]ダイアログボックスが表示され、並び替えを行います。([室リストの並び替
え] ダイアログボックスを参照)
[ ]ボタン
室リスト以外の場合に、並び替え方法の「メッセージボックス」が表示され、確定すると並び替えを行います。
※ 複数選択する場合
連続した行を選択する場合は、選択開始行で左ボタンを押しながら選択終了行までドラッグ、選択開始行をクリッ
クし選択終了行を[Shift]キーを押しながらクリック、[Shift]キー＋[↓]キーの 3 種類があります。
また、飛び行の場合は、[Ctrl]キーを押しながらクリックで選択できます。
(エクスプローラーのファイル操作と類似しています。)
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[階エラーリスト]、[全般エラーリスト] ウィンドウ
ウィンドウを自動的に隠すかどうかのオプションです。

「ウィンドウを自動的に隠す」に設定されている場合、一定時間マウ
スポインタを上に置くか、クリックするとウィンドウが開きます。

図面ページに入力したオブジェクトに何らかの問題がある場合に、リストを表示します。
「階エラーリスト」は、表示している図面ページのエラーを表示します。
「全般エラーリスト」は、「階エラーリスト」以外のエラーを表示します。
エラーがある場合は 、エラーがない場合は が各タブに表示されます。
リストが最新ではない場合は が各タブに表示されます。
「階エラーリスト」の場合、行を選択すると、エラー対象のオブジェクトが選択され、ページ中央に表示されます。
[エラーリストを自動更新する]
チェックをすると平面図作図の図形を変更した時点でエラーリストが更新されます。
チェックを外すとエラーリストは自動では更新しませんが、[表示]メニューの[最新の情報に更新]または[F5]キーを
押すと更新します。
作図中のレスポンスが悪い場合に使用してください。

[室リストの並び替え] ダイアログボックス

室リストの並び替えを実行するダイアログボックスです。
項目、順序
並び替え時に優先する項目や順序を設定します。
[並び替え]ボタン
並び替えを実行します。
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[在館者密度の選択] ダイアログボックス

在館者密度を選択するダイアログボックスです。
※ 詳しい項目内容は、在館者密度表を参照してください。

[積載可燃物の発熱量の選択] ダイアログボックス

積載可燃物の発熱量を選択するダイアログボックスです。
※ 詳しい項目内容は、積載可燃物の発熱量表を参照してください。

[歩行速度の選択] ダイアログボックス
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歩行速度を選択するダイアログボックスです。
※ 詳しい項目内容は、歩行速度表を参照してください。

[火災の発生する恐れの少ない室の選択] ダイアログボックス

火災の発生する恐れの少ない室を選択するダイアログボックスです。
※ 詳しい項目内容は、火災の発生するおそれの少ない室表を参照してください。

[図面用紙設定] ダイアログボックス

用紙-種類
用紙種類を選択します。
変更すると図面ページの用紙領域と印刷用紙に影響します。
用紙-向き
用紙の長手方向の向きを設定します。
変更すると図面ページの用紙領域と印刷向きに影響します。
用紙-サイズ
横方向と縦方向のサイズです。[用紙-種類]が「ユーザー定義」の場合に編集可能となります。
変更すると図面ページの用紙領域と印刷用紙に影響します。
図面スケール
印刷時の図面スケールを設定します。
変更すると図面ページの用紙領域と印刷領域に影響します。
[既定値に設定...]ボタン
現在の画面内容を、次の新規案件時のデフォルトになるように設定します。
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[印刷範囲指定] ダイアログボックス

用紙-種類
用紙種類を選択します。
変更すると印刷範囲指定の領域と印刷用紙に影響します。
用紙-向き
用紙の長手方向の向きを設定します。
変更すると印刷範囲指定の領域と印刷向きに影響します。
用紙-サイズ
横方向と縦方向のサイズです。
図面スケール
印刷範囲指定の図面スケールを設定します。
変更すると印刷範囲指定の領域と印刷領域に影響します。

[レイヤの詳細] ダイアログボックス

図面のレイヤ状態の確認と変更を行う画面です。
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レイヤリスト
項目

説明

[1][2]

[1]を押すと「グループ名」で折りたたみます。
[2]を押すとすべての行を表示します。

グループ名

レイヤを管理しやすくするための名称です。
グループ名が同じ場合、自動的に並び替えられます。
同グループのレイヤ状態を一括して変更可能です。

レイヤ名

レイヤを区分するための名称です。

表示

所属する図形の表示状態を設定するチェックボックスです。

選択

所属する図形の選択状態を設定するチェックボックスです。

スナップ

所属する図形のスナップ状態を設定するチェックボックスです。

レイヤ描画色

個々の図形の色を使用せずに、一括で同じ色に描画したい場合に使用します。

印刷

所属する図形の印刷状態を設定するチェックボックスです。

所属図形数

所属する図形の数を表示します。

レイヤの編集-[新規作成...]ボタン
レイヤを新規作成する場合に使用します。
デフォルトのグループ名は"新しいグループ"です。
レイヤの編集-[削除...]ボタン
選択されているレイヤを削除します。
ただし、所属図形が存在するレイヤは削除できません。
レイヤの編集-[グループ名変更...]ボタン
レイヤのグループ名を編集することができます。
[適用]ボタン
画面を閉じずに設定内容の保存と、図面ページへの反映を行います。

[グリッドの詳細] ダイアログボックス

グリッドの各種条件を設定します。
間隔
水平線、垂直線の間隔をそれぞれ指定します。
色とスタイル
グリッドの色、スタイル、太さを設定します。
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[既定値に設定...]ボタン
現在の画面内容を、次の新規案件時のデフォルトになるように設定します。
[リセット...]ボタン
画面内容をプログラム初期値にリセットします。

[図形の詳細] ダイアログボックス
[全般] タブ

図形の各種情報を確認するページです。
図形レイヤ
所属レイヤの確認と変更が行えます。
異なるレイヤ図形が選択されている場合は、複数のレイヤが表示されます。

[線] タブ
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選択した図形の線部分を設定するページです。
(線がない図形はページが表示されません。)
色
線の色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、線が表示されなくなります。
太さ
線の太さをリストから選択します。
「1/1 スケール固定値」を選択すると、右隣にあるテキストボックスが入力可能になります。
「その他の印刷時太さ設定...」を選択すると、[線印刷太さの設定] ダイアログボックスが表示され、リスト以外の太
さを作成することができます。
右端の「印刷時」は、現在の図面スケールでの最終的な印刷太さが表示されます。
スタイル
「実線」、「破線」、「点線」、「一点鎖線」、「二点鎖線」の中からスタイルを選択できます。
端点スタイル
線端点の形を開始点と終点別に設定できます。
「設定...」ボタンを押すと、[端点スタイルの設定] ダイアログボックスを表示され、スタイルを選択することができま
す。
頂点形状
選択図形が「ポリライン」、「直角ポリライン」の時に設定可能なります。
各頂点の形状を「角」、「円」から選択します。
頂点半径
選択図形が「ポリライン」、「直角ポリライン」の時に設定可能なります。
各頂点の円弧半径を入力します。(「頂点形状」が「円」の時に使用されます。)
[開始点と終了点を接続する (線を閉じる)]
選択図形が「ポリライン」、「直角ポリライン」、「スプライン」の時に設定可能になります。
チェックすると、開始点と終了点が自動的に線で結ばれます。
多角形を作成する場合に使用し、塗りつぶしが可能になります。

[塗りつぶし] タブ
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選択した図形の塗りつぶす色等を設定するページです。
塗りつぶし-色
塗りつぶす色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、塗りつぶしを行いません。
ハッチング-パターン
ハッチングパターンを選択します。
ハッチング-色
ハッチ線の色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、線が表示されなくなります。
ハッチング-太さ
ハッチ線の太さをリストから選択します。
「1/1 スケール固定値」を選択すると、右隣にあるテキストボックスが入力可能になります。
「その他の印刷時太さ設定...」を選択すると、[線印刷太さの設定] ダイアログボックスが表示され、リスト以外の太
さを作成することができます。
右端の「印刷時」は、現在の図面スケールでの最終的な印刷太さが表示されます。
ハッチング-スタイル
「実線」、「破線」、「点線」、「一点鎖線」、「二点鎖線」の中からスタイルを選択できます。
ハッチング-印刷時の線間隔
ハッチ線の印刷時の間隔を入力します。

[サイズと位置] タブ

選択した図形のサイズと位置を設定するページです。
サイズと角度-高さ
「長方形」、「楕円」の高さを確認または直接入力できます。
サイズと角度-幅
「長方形」、「楕円」の幅を確認または直接入力できます。
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サイズと角度-半径
「円」、「円弧」の半径を確認または直接入力できます。
サイズと角度-開始角度
「円弧」の開始角度を確認または直接入力できます。
サイズと角度-終了角度
「円弧」の終了角度を確認または直接入力できます。
サイズと角度-角度
「長方形」、「楕円」、「テキスト」、「グループ」の角度を確認または直接入力できます。
位置-基点位置
「長方形」、「楕円」、「テキスト」、「グループ」の基点位置を選択します。
回転したときに中心となる点です。

[文字書式] タブ

選択した「テキスト」図形の書式を設定するページです。
フォント名
OS にインストールされているフォントをリストから選択します。
高さ
文字の高さをリストから選択します。
「1/1 スケール固定値」を選択すると、右隣にあるコンボボックスが入力可能になります。
「その他の印刷時高さ設定...」を選択すると、[テキスト印刷高さの設定] ダイアログボックスが表示され、リスト以外
の高さを作成することができます。
右端の「印刷時」は、現在の図面スケールでの最終的な印刷高さが表示されます。
色
文字の色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、文字が表示されなくなります。
スタイルと飾り
「斜体」、「太字」、「取り消し線」、「下線」の中から、複数指定可能です。
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文字の配置-横位置
文字の横位置の基準をリストから設定します。
文字の配置-縦位置
文字の縦位置の基準をリストから設定します。
文字の制御-自動サイズ調整
テキストに合わせて図形サイズが自動で調整されます。
文字の制御-縮小して全体を表示
図形サイズに合わせてテキスト全体が表示されます。
文字の制御-縦書き
「フォント名」で指定したフォントが縦書きに対応している場合は、縦に描画されます。
余白
文字周りのスペースを 1/1 スケールで設定します。
親図形と非同期
グループ化した際、親図形の位置や角度に依存されずに、独立して設定できるようにします。

[文字枠と塗りつぶし] タブ

選択した「テキスト」図形の枠線と背景の塗りつぶしを設定するページです。
線-色
枠線の色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、枠線が表示されなくなります。
線-太さ
枠線の太さをリストから選択します。
「1/1 スケール固定値」を選択すると、右隣にあるテキストボックスが入力可能になります。
「その他の印刷時太さ設定...」を選択すると、[線印刷太さの設定] ダイアログボックスが表示され、リスト以外の太
さを作成することができます。
右端の「印刷時」は、現在の図面スケールでの最終的な印刷太さが表示されます。
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線-スタイル
「実線」、「破線」、「点線」、「一点鎖線」、「二点鎖線」の中からスタイルを選択できます。
塗りつぶし-色
文字背景の塗りつぶす色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、塗りつぶしを行いません。

[文字引出線] タブ

選択した「テキスト」図形の引出線を設定するページです。
色
引出線の色を設定します。
[色の設定] ダイアログボックスで色の選択を行います。
「非表示」を選択した場合は、引出線が表示されなくなります。
太さ
引出線の太さをリストから選択します。
「1/1 スケール固定値」を選択すると、右隣にあるテキストボックスが入力可能になります。
「その他の印刷時太さ設定...」を選択すると、[線印刷太さの設定] ダイアログボックスが表示され、リスト以外の太
さを作成することができます。
右端の「印刷時」は、現在の図面スケールでの最終的な印刷太さが表示されます。
スタイル
「実線」、「破線」、「点線」、「一点鎖線」、「二点鎖線」の中からスタイルを選択できます。
線タイプ
次の 2 つから選択できます。

先形状
次の 3 つから選択できます。
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矢印サイズ
矢印の線の長さを入力します。
「先形状」が「開いた矢印」または「塗りつぶした矢印」の場合に入力可能になります。
矢印角度
矢印の線の角度を入力します。
「先形状」が「開いた矢印」または「塗りつぶした矢印」の場合に入力可能になります。

[保護とスナップ] タブ

選択した図形の位置やサイズの保護と各種スナップを設定するページです。
保護-位置の保護
図形の位置をマウスのドラッグで変更できるかどうかを設定します。
保護-サイズの保護
図形の大きさをマウスのドラッグで変更できるかどうかを設定します。
保護-縦横比の保護
図形の縦と横の比率を変更できるかどうかを設定します。
保護-グループ解除の保護
グループ化された図形を「グループの解除」で解除できるかどうかを設定します。
スナップ
選択した図形の各点がスナップするかどうかを設定します。

[テキストの編集] ダイアログボックス
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テキスト図形のテキスト部分を編集する画面です。
テキストボックス
図面に表示する文字列を編集します。
改行する場合は、[Alt]キーを押しながら[Enter]キーを押します。
[詳細...]ボタン
テキスト図形の[図形の詳細] ダイアログボックスを表示します。

[色の設定] ダイアログボックス

図形の色を設定する画面です。
色
色をリストから選択します。
「(なし)」または「非表示」は、描画を行いません。
「カスタム」は、[カスタム...]ボタンでリスト以外の色を設定するとリストに表示されます。
色-[カスタム...]ボタン
リスト以外の色を作成する際に使用します。
「色の設定」ダイアログボックスが表示され、色を作成できます。
透明度
0～254 の範囲で透明度を設定します。値が大きいほど透明になります。

[線印刷太さの設定] ダイアログボックス

印刷した際の線の太さを設定する画面です。
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名称
線太さを表す名称です。
項目の設定内容から自動で決定されます。
[新規作成]ボタン
新しい「線印刷太さ」を最終行に作成します。
[削除...]ボタン
選択されている「線印刷太さ」を削除します。
図面スケール
図面スケールによって太さを変更する場合はスケール値を入力してください。
図面スケールに関係なく太さ一定の場合は 1 を入力してください。
図面スケールに範囲がある場合は、複数行入力してください。
印刷太さ[mm]
図面スケールの印刷時の太さを入力します。
1/1 太さ[mm]
1/1 スケール時の太さを表示します。

[テキスト印刷高さの設定] ダイアログボックス

印刷した際のテキストの高さを設定する画面です。
名称
テキスト高さを表す名称です。
項目の設定内容から自動で決定されます。
[新規作成]ボタン
新しい「テキスト印刷高さ」を最終行に作成します。
[削除...]ボタン
選択されている「テキスト印刷高さ」を削除します。
図面スケール
図面スケールによって高さを変更する場合はスケール値を入力してください。
図面スケールに関係なく高さ一定の場合は 1 を入力してください。
図面スケールに範囲がある場合は、複数行入力してください。
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印刷高さ[mm]
図面スケールの印刷時の高さを入力します。
1/1 高さ[mm]
1/1 スケール時の高さを表示します。

[端点スタイルの設定] ダイアログボックス

線の端点の形と大きさを設定する画面です。
端点スタイル
「(なし)」、「矢印」、「円」、「四角」、「菱形」の中から選択します。
幅拡大率
幅の大きさを率で入力します。
高さ拡大率
高さの大きさを率で入力します。

[図形の検索選択] ダイアログボックス

図形種類条件とレイヤ条件で図形を選択します。
選択する図形種類
選択する図形の種類を指定します。
レイヤ条件
レイヤで選択する図形を絞り込む場合は指定します。

[図形の間隔] ダイアログボックス

※上記画面は、「図形の間隔 (左基準)」です。

選択した各図形が、指定した間隔になるように図形を移動します。
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左基準の間隔 [mm]
各図形の最左 X 座標が、指定した間隔になるように図形を移動します。
右基準の間隔 [mm]
各図形の最右 X 座標が、指定した間隔になるように図形を移動します。
上基準の間隔 [mm]
各図形の最上 Y 座標が、指定した間隔になるように図形を移動します。
下基準の間隔 [mm]
各図形の最下 Y 座標が、指定した間隔になるように図形を移動します。

[図形の拡大/縮小] ダイアログボックス

選択した図形の大きさを拡大または縮小します。
基点
拡大または縮小する際の基点です。
デフォルトは選択図形範囲の左下の点です。
元サイズ [mm]
拡大または縮小する前のサイズです。
拡大縮小サイズ [mm]
拡大または縮小した後のサイズです。
変更すると、拡大率よりも優先されます。
拡大率
拡大率を設定します。1 超は拡大、1 未満は縮小となります。
[X 方向、Y 方向の比率を保持する]
チェックされている場合は、X と Y の拡大率を同じに保ちます。
X と Y の拡大率を別にする場合は、チェックを外してから拡大率を変更してください。
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[図形の平行コピー] ダイアログボックス

選択した図形を画面に対して平行移動した位置にコピーします。
方向
コピー先の方向を指定します。
距離 [mm]
選択図形からの距離を入力します。
距離オプション
次の計算によりコピー先の位置を決定します。
「オフセット」の位置=「選択図形の位置」＋「距離 [mm]」×「コピー回数」
「図形サイズを加算」の位置=「選択図形の位置」＋(「距離 [mm]」＋「選択図形のサイズ」)×「コピー回数」
コピー数
コピーする数とコピー先位置に影響します。(「距離オプション」参照)

[図形の平行移動] ダイアログボックス

選択した図形を画面に対して平行移動します。
方向
移動先の方向を指定します。
距離 [mm]
選択図形からの距離を入力します。
距離オプション
次の計算により移動先の位置を決定します。
「オフセット」の位置=「選択図形の位置」＋「距離 [mm]」
「図形サイズを加算」の位置=「選択図形の位置」＋(「距離 [mm]」＋「選択図形のサイズ」)
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[図形のオフセット] ダイアログボックス

選択した図形を移動します。
X オフセット、Y オフセット
選択した図形からの移動距離を入力します。

[図形スナップの設定] ダイアログボックス

図形の各種スナップを設定します。
チェックした場合、各点にスナップします。
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計算結果
「計算結果」を表示するには
「計算結果」を表示するには、次のナビゲーションボタンを使用します。
([表示]メニューの「作業ページ(P)-計算結果(3)」も同じ動作)

[計算結果] タブ

全館避難、各階避難、各居室避難の結果を表示します。
左側のツリーで選択した項目の計算結果が、右側の領域に表示されます。
ツリー項目のアイコン( 、 、 )は、判定結果を表します。
アイコンの項目は、入力に不備があり計算が正しく終了していないことを表します。
その場合は、[階エラーリスト]、[全般エラーリスト] ウィンドウを参考に修正を行ってください。
階の煙伝播経路オプション-探索オプション-経路探索条件を設定
階の煙伝播経路を探索する条件を設定するかどうかを設定します。
[経路探索条件を設定]のチェックを外すと全ての経路を探索します。
[経路探索条件を設定]にチェックすると設定された煙降下時間 [分](以下)の条件を満たす経路を探索します。
(階の煙伝播経路の計算時間が長い場合に使用すると計算時間が短縮される場合があります。)
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階の煙伝播経路オプション-出力オプション-階の経路を出力 (ts の小さい順)
階の煙伝播経路を ts の小さい順に出力するかどうかを設定します。
経路数を入力するか、[全ての経路を出力]をチェックします。
(階の[経路探索条件を設定]のチェックをした場合は、経路探索条件が優先されます。)
階の煙伝播経路オプション-出力オプション-全ての火災室毎の経路を出力
階の煙伝播経路を全ての火災室毎に出力するかどうかを設定します。
全館の煙伝播経路オプション-探索オプション-経路探索条件を設定
全館の煙伝播経路を探索する条件を設定するかどうかを設定します。
[経路探索条件を設定]のチェックを外すと全ての経路を探索します。
[経路探索条件を設定]にチェックすると設定された煙降下時間 [分](以下)の条件を満たす経路を探索します。
(全館の煙伝播経路の計算時間が長い場合に使用すると計算時間が短縮される場合があります。)
全館の煙伝播経路オプション-出力オプション-全館の経路を出力 (ts の小さい順)
全館の煙伝播経路を ts の小さい順に出力するかどうかを設定します。
経路数を入力するか、[全ての経路を出力]をチェックします。
(全館の[経路探索条件を設定]のチェックをした場合は、経路探索条件が優先されます。)
全館の煙伝播経路オプション-出力オプション-全ての火災室毎の経路を出力
全館の煙伝播経路を全ての火災室毎に出力するかどうかを設定します。
[計算開始]ボタン
オプションの設定により、計算を実行します。
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新規作成ウィザード
案件ファイルの新規作成時に表示されます。
ステップ毎に建築物概要やデフォルト条件、背景図等を設定することができます。
なお、新規作成ウィザードを使用しない場合は、[オプション]ダイアログボックスの[全般] タブで[案件の新規作成
時にウィザードを使用する]のチェックを外します。

建築物概要

建築物概要を入力します。
※ 詳しい項目内容は、[建築物概要、初期条件] タブを参照してください。

計算範囲と避難開始時間用途

計算範囲と避難開始時間用途を選択します。
※ 詳しい項目内容は、[建築物概要、初期条件] タブを参照してください。
58

各室デフォルト条件

室のデフォルト条件を入力します。
※ 詳しい項目内容は、[建築物概要、初期条件] タブを参照してください。

出口・開口部デフォルト条件

出口・開口部のデフォルト条件を入力します。
※ 詳しい項目内容は、[建築物概要、初期条件] タブを参照してください。
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入力階

各階の条件を設定します。
[避難階]
階が避難階かどうかを設定します。
[検証対象階]
階が検証対象階かどうかを設定します。
避難開始時間用途
各階が「計算範囲と避難開始時間用途」で設定した用途と異なる場合に、変更します。
[すべての階を検証対象とする]ボタン
すべての階の[検証対象階]をチェックします。
[検証対象階をすべて解除]ボタン
すべての階の[検証対象階]のチェックを外します。
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各階背景図・トレース図設定

[図面用紙設定...]ボタン
[図面用紙設定]ダイアログボックスを表示します。([図面用紙設定] ダイアログボックスを参照)
[設定...]ボタン
[背景図・トレース図インポート]ダイアログボックスを表示します。([背景図・トレース図のインポート] ダイアログボッ
クスを参照)
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その他ダイアログボックス
[印刷・Excel ファイル出力] ダイアログボックス

計算した結果・内容を印刷または Excel ファイルに出力します。
プリンタ
印刷するプリンタ、または、Excel ファイル出力のためのプリンタを選択します。
※Excel ファイル出力時は、選択したプリンタの能力値によって改ページ調整が行われます。
印刷部数
同じ帳票、平面図を一度の印刷要求で繰り返し印刷します。設定範囲は 1～99 です。
※印刷部数が『2』の場合、印刷される項目は、「帳票」→「平面図」→「帳票」→「平面図」となります。
印刷項目
印刷または Excel ファイル出力する項目を選択または非選択します。
[全選択]ボタン
「印刷項目」をすべて選択します。
[全解除]ボタン
「印刷項目」をすべて選択解除します。
[比較対象の経路を出力]
比較対象の経路を出力するかどうかを設定します。
チェックした場合、比較対象の経路を出力します。
[通しページ番号を出力 (階、全館毎)]
通しページ番号を出力するかどうかを設定します。
チェックした場合、通しページ番号を出力します。
[列タイトルを計算項目別に着色]
計算書の列タイトルを計算項目別に着色するかどうかを設定します。
チェックした場合、列タイトルが着色された計算書を出力します。
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平面図印刷オプション
項目

説明

モノクロで印刷

カラー印刷可能なプリンタに関係なく、常にモノクロで印刷します。

線の太さを実寸で印刷

印刷した線の太さが画面で設定されている値と一致するように印刷します。

室の塗りつぶしを印刷

室領域が塗り潰されている状態をそのまま印刷します。

グリッドを印刷

画面に設定したグリッドを印刷します。

基準点を印刷

画面に設定した基準点を印刷します。

高品質で印刷

線、テキスト、背景画像のアンチエイリアス等の機能を有効にして印刷します。

左オフセット[mm]

図面が印刷される用紙の左からの位置を指定します。

上オフセット[mm]

図面が印刷される用紙の上からの位置を指定します。

[Excel ファイル出力...]ボタン
選択されている「印刷項目」(帳票のみ)を Excel ファイルに出力します。
[印刷]ボタン
選択されている「印刷項目」をプリンタに印刷します。

[オプション] ダイアログボックス
[全般] タブ

カレントフォルダ
[ファイル(F)]メニューの「開く(O)...」や新規に「名前を付けて保存(A)...」をする時の最初に表示するフォルダを設
定します。
[...]ボタンは、フォルダパスを指定する[フォルダの参照]ダイアログボックスを表示します。
データフォルダ
ステンシル図形やウィンドウサイズ等のデータを保存するフォルダパスが表示されます。
[一覧のクリア...]ボタン
[ファイル(F)]メニューの下方に表示する最近使ったファイルの一覧をクリアします。
一覧をクリアしてもファイルは削除されません。
[案件の新規作成時にウィザードを使用する]
案件の新規作成時にウィザードを使用するかどうかを設定します。
63

チェックした場合、次回以降の案件の新規作成時にウィザードが表示されます。
[起動時に本プログラムの更新情報をチェックする]
プログラム起動時に更新プログラムのリリース状況をチェックするかどうかを設定します。
チェックした場合、次回以降のプログラム起動時に更新プログラムのリリース状況をチェックします。

[作図、計算] タブ

マウスホイールの図面拡大縮小率
マウスホイールボタンを回転させた時の図面拡大縮小率を設定します。
図面の歩行経路作成時に、歩行時間表示のデフォルトを「表示」にする
図面の歩行経路に表示する情報に、歩行時間も表示するかどうかの初期値を設定します。
この設定値は、新規に歩行経路を作図した時に、プロパティ内の「図面表示 歩行時間」に反映されます。
歩行時間の計算で、同じ歩行速度の歩行距離を先に集計する
歩行時間の計算順序を変更します。それにより、端数丸めによる誤差の範囲で計算結果が変わります。
また、出力帳票で関連する値や注釈が一部変わります。
【チェックなしの場合】
歩行時間[分] ＝ {A室の歩行距離m÷60m/分}＋{B室の歩行距離m÷60m/分}＋{C室の歩行距離m÷78m/分}
【チェックありの場合】
歩行時間[分] ＝ { (A室の歩行距離m＋B室の歩行距離m)÷60m/分 }＋{C室の歩行距離m÷78m/分}
※波括弧({ })毎に、小数以下第４位切り上げの端数丸めを行っています。
室プロパティの Hroom、Hlow を「図面表示 Hroom」の設定状態に関係なく帳票に出力する
室プロパティのHroom、Hlowを「図面表示 Hroom」の設定状態に関係なく帳票に出力するかどうかを設定します。
出口・開口部プロパティの「設置する壁の構造」で、「-」を「その他」として表記する
出口・開口部プロパティの「設置する壁の構造」で、「-」を「その他」として表記するかどうかを設定します。
[並び替え順序の設定...]ボタン
[室リストの並び替え設定]ダイアログボックスを表示します。
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[色] タブ

色リスト
色の設定が可能な項目リストです。
[色の設定...]ボタン
選択されている色リスト項目の色を変更する際に使用します。
[色の設定]ダイアログボックスを表示します。
[リセット...]ボタン
画面内容をプログラム初期値にリセットします。

[室リストの並び替え設定] ダイアログボックス

室リストの並び替え時の初期値を設定します。
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[最新版の更新情報] ダイアログボックス

最新版のバージョン確認、修正事項の確認、更新プログラムのダウンロードができます。
[修正事項の表示...]ボタン
プログラムの修正事項を表示し、確認することができます。
[更新プログラムのダウンロード...]ボタン
最新版に更新するための「更新プログラム」をダウンロードできます。
適当なフォルダにダウンロードし、実行すると最新版に更新されます。
※直接実行せず、一旦保存して現在のプログラムを終了してから実行してください。
[起動時に本プログラムの更新情報をチェックする]
プログラム起動時に更新プログラムのリリース状況をチェックするかどうかを設定します。
チェックした場合、次回以降のプログラム起動時に更新プログラムのリリース状況をチェックします。
[閉じる]ボタン
ダイアログボックスを閉じます。

バージョン情報

プログラムバージョン、ライセンス情報、案件ファイルバージョンの確認ができます。
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補足資料
入力における各高さ・位置関係の概念図
室
ユーザー入力

自動計算

･･･････各位置までの垂直距離
ユーザーが図面から読み取る
･･･････各垂直距離から自動計算した高さ

最高天井位置
平均天井位置
(高位)最高天井高mm
Htop
(高位)平均天井高mm
Hroom

複数防煙区画の場合は、防煙区画ごとに
入力変更可能とする（初期値は室の値とする）

床面最高位置（基準点）
(低位)平均天井高mm
Hlow

床面最低位置
斜線部分：蓄煙可能な部分の体積
床面最大高低差mm
正の数値のみ

蓄煙可能な部分の平均高さ ＝ 蓄煙可能な部分の体積 ÷ 床面積
煙等の避難上支障のある位置
床面最高位置から1.8m

注） 天井に高低差がある場合
(高位)平均天井高Hroom = 蓄煙可能な部分の平均高さ＋1.8mとする
（2001年版ｵﾚﾝｼﾞ本p.62,63）

防煙区画
ユーザー入力

自動計算

･･･････各位置までの垂直距離
ユーザーが図面から読み取る
･･･････各垂直距離から自動計算した高さ

防煙区画Ｂの最高天井位置

垂れ壁
防煙区画Ａの最高天井位置
防煙区画Ａ

防煙区画Ｂ

防煙区画Ａの
(防煙区画内高位)最高天井高mm
Htop

防煙区画Ｂの
(防煙区画内高位)最高天井高mm
Htop

防煙区画Ａの床面最高位置（基準点）
当該室の床面最高位置（基準点）

防煙区画Ｂの床面最高位置（基準点）

(高位)最高垂れ壁下端高mm
Hw
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出口・開口部
ユーザー入力

自動計算

･･･････各位置までの垂直距離
ユーザーが図面から読み取る
･･･････各垂直距離から自動計算した高さ

(高位)出口・開口部下端高mm
基準点より上は正の数

最高天井位置
平均天井位置

限界煙層の位置

(高位)出口・開口部下端高mm
基準点より下は負の数

床面最高位置（基準点）
限界煙層の位置

床面最低位置

限界煙層高さHlim
出口・開口部の遮煙性能により位置が変わる室
（基準点より上は正の数）
（基準点より下は負の数）
・階煙降下計算のその他の室（火災室・煙伝播室）
・全館煙降下計算の全ての室

限界煙層高さHlim
基準点より上に1.8mで固定の室
・居室煙降下計算
・階煙降下計算の階段への出口を有する室

注） 限界煙層の位置
・居室煙降下計算および階煙降下計算の階段への出口を有する室
基準点より上に1.8mで固定
・階煙降下計算のその他の室
出口・開口部の遮煙性能により限界煙層の位置が変わる（中心部または上端までの高さ）

排煙設備
ユーザー入力

自動計算

･･･････各位置までの垂直距離
ユーザーが図面から読み取る
･･･････各垂直距離から自動計算した高さ

開口部垂直距離mm
（斜壁に設置する排煙窓のみ入力）

縦寸法mm
横寸法mm

最高天井位置

限界煙層の位置

縦寸法mm(全体)

平均天井位置
有効開口部（排煙窓）
縦寸法mm

横寸法mm(全体)

床面最高位置（基準点）
給気口

床面最低位置

居室・階・全館煙効果計算の各室における
限界煙層高さHlim
詳細は「出口・開口部の設定」を参照

給気口
縦寸法mm
排煙窓兼用給気口のため

(高位)上端高mm
基準点より上は正の数
基準点より下は負の数
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Afloor について
当該階の各室※1及び当該階の直通階段への出口を通らなければ避難することができない室※2の床面積の合計を
Afloorとしています。
※1：当該階にあるすべての室を対象としています。
※2：当該階以外の階にある室は避難に使用可能な扉で直通階段まで接続される室のみを対象としています。
以下に例を記載します。

2階建ての建築物で1Fが当該階の場合
① 当該階の各室の床面積の合計
1Fの各室の床面積の合計が求められます。
売り場：383.00(㎡) + バックヤード：40.00(㎡) + 休憩室：9.00(㎡) + WC：2.00(㎡) + 階段室:4.00(㎡) = 438.00(㎡)

1F平面図
② 当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の部分の各室の床面
積の合計
1Fに設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の部分の各室の床面積の合計
が求められます。
倉庫:177.00(㎡) + 事務室：9.00(㎡) + 廊下：33.00(㎡) + 階段室：4.00(㎡) = 223.00(㎡)
※2Fの機械室は避難に使用可能な扉が設置されていないため1Fに設けられた直通階段への出口を通らなけれ
ば避難することができない建築物の部分には含まれません。

2F平面図
①②を合算し1FのAfloorは①:438.00(㎡) + ②:223.00(㎡) = 661.00(㎡) となります。
※機械室の床面積を1FのAfloorに含めたい場合は、「Afloor連結開口」を配置します。
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「Afloor連結開口」を配置する場合

2階建ての建築物で2Fが当該階の場合
2Fの各室の床面積の合計が求められます。
倉庫:177.00(㎡) + 事務室：9.00(㎡) + 廊下：33.00(㎡) + 階段室：4.00(㎡) + 機械室:2.00(㎡) = 225.00(㎡)

2F平面図
※室の床面積をAfloorに含めたくない場合は、室のオブジェクトプロパティの条件項目内にある「Afloor対象区分」
を対象外に設定して下さい。
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ΣNeffBd について
避難階の避難グループを基にΣNeffBd を求める場合
[案件オプション] タブの[避難階の避難グループを基にΣNeffBd を計算する (全館避難のみ)]をチェックした場合
の計算方法です。
避難グループとは階の出口（「直通階段への出口」や「地上への出口」）に対して避難可能な室集合です。
同一の室集合が存在する場合は 1 つの避難グループとして扱います。
以下の図では、黄緑の枠の範囲(扉 5 に避難可能な室集合)と橙色の枠の範囲(扉 1、2、9 に避難可能な室集合)
の 2 つ避難グループができます。
作成されたグループの中から階段室が属する避難グループ(黄緑の枠の範囲)に接続されている地上への出口(扉
5)をΣNeffBd の対象に含め計算します。

避難階の避難グループを基にΣNeffBd を求めない場合
[案件オプション] タブの[避難階の避難グループを基にΣNeffBd を計算する (全館避難のみ)]のチェックを外した
場合の計算方法です。
避難に使用可能な地上への出口をΣNeffBd の対象に含め計算します。
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在館者密度表
略名

居室の種類

在館者密度 (人/㎡)

用途の特徴
法第２条４号に該当し
ない室
居住の目的とするもの。
専ら就寝するこ と を目
的とするもの。

1

(在館者直接入力)

-

在館者数/床面積

2

居室以外

-

-

3
4
5

住宅等
住宅以外の寝室等 (固定ベッド)
住宅以外の寝室等 (固定以外)

住宅の居室
住 宅以 外の 建築 物に
おける寝室

固定ベッドの場合
その他の場合

0.06
ベッド数/床面積
0.16

事務の執務に使われる
もの。
6

事務室等

事務室，会議室その他これらに類するもの

7

教室

教室

8

百貨店等 (売場の部分)

9

百貨店等 (売場に付属する通路の部分)

10

飲食室

百貨店又は 物品販売
業を営む店舗

0.125

0.7
売場の部分

0.5

売 場に 付属す る 通路
の部分

0.25

飲食室

0.7
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事務室に隣接して設け
られた打合せなどに利
用されるもの。(貸会議
室は除く。)

主に机と椅子を並べて
使うもの。
商品の間を自由に移動
で き るもの。店舗 内の
通路を含む。
連 続式 店舗 の共 用の
通路部分。
主に，机と椅子を並べ
て，飲食に利用するも
の。

その他これに類するも
のの例
下宿・寄宿舎の居室
ホテル・旅館の客室
宿直室・仮眠室
学校の教員室・職員
室
飲食店の厨房
マーケット等の調理作
業室
リフレッシュコーナー，
打合コーナー
社長室，役員室，応
接室
中央管理室，防災セ
ンター
小規模の会議室，研
修室
マーケット
遊技場，ゲームセンタ
ー
ショッピングモールの
通路部分
料理 店，レ ストラ ン ，
喫茶店，コーヒーショ
ップ，喫茶室，ティー
ラウンジ

11

劇場等 (固定席)

12

劇場等 (固定席以外)

13

展示場等

劇場，映画館，演芸
場，観覧場，公会堂，
集会場その他これらに
類する用途に供する室

固定席の場合

キャバレー，カフェ
ー ， ナイ ト ク ラブ ， バ
ー，ダンスホール，カ
ラオケルーム
イベントホール

座席数/床面積

その他の場合

1.5

展示場その他これに類するもの

0.5

主 に不 特定か つ多 数
の 人 が 高 密度 で 利 用
するもの。
展示の周囲を自由に回
遊できるもの。

式場，宴会場
会議場
ディスコ，ライブハウス
図書館，博物館，美
術館，ギャラリー，ショ
ールーム

積載可燃物の発熱量表
略名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

住宅の居室
住宅以外の建築物における寝室
事務室等
会議室等
教室
体育館のアリーナ等
博物館等
百貨店等 (家具又は書籍の売場等)
百貨店等 (家具又は書籍の売場等以外)
飲食店その他の飲食室 (簡易な食堂)
飲食店その他の飲食室 (簡易な食堂以外)
劇場等 (客席部分、固定席)
劇場等 (客席部分、固定席以外)
劇場等 (舞台部分)

室の種類
住宅の居室
住宅以外の建築物における寝室
事務室その他これに類するもの
会議室その他これに類するもの
教室
体育館のアリーナその他これに類するもの
博物館又は美術館の展示室その他これらに類するもの
百貨店又は物品販売業を営む店舗その他これ 家具又は書籍の売場その他これらに類するもの
らに類するもの
その他の部分
簡易な食堂
飲食店その他の飲食室
その他の飲食室
固定席の場合
劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂，集会 客席部分
その他の場合
室その他これらに類する用途に供する室
舞台部分
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発熱量
(MJ/㎡)
720
240
560
160
400
80
240
960
480
240
480
400
480
240

15
16
17

自動車車庫等 (車室等)
自動車車庫等 (車路等)
廊下，階段その他の通路

18

玄関ホール等 (劇場等)

19
20
21
22

玄関ホール等 (劇場等以外)
昇降機その他の設備の機械室
屋上広場又はバルコニー
倉庫等

車室その他これに類する部分
車路その他これに類する部分

自動車車庫又は自動車修理工場

240
32
32

廊下，階段その他の通路
玄関ホール，ロビーその他これらに
類するもの

劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂若しくは集会場その他これらに
類する用途又は百貨店若しくは物品販売業を営む店舗その他これらに
類する用途に供する建築物におけるもの
その他のもの

昇降機その他の設備の機械室
屋上広場又はバルコニー
倉庫その他の物品の保管の用に供する室

160
80
160
80
2000

歩行速度表
略名
1

劇場等階段上り

2

劇場等階段下り

3

劇場等客席部分

4

劇場等

5

百貨店等階段上り

建築物又は居室の用途

その他これに類する用途の例

避難の方向

歩行速度
(ｍ/分)

上り

27

下り

36

客席部分

-

30

階段及び客席部分以
外の部分

-

60

上り

27

下り

36

建築物の部分の種類

階段
劇場その他これに類する用途

6

百貨店等階段下り

百貨店，展示場その他これらに類する用途
又は共同住宅，ホテルその他これらに類す
る用途 (病院，診療所及び児童福祉施設
等を除く。)

映画館，演芸場，観覧場，公会堂，集会場，
宴会場

マーケット，料理店，レストラン
キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダン
スホール，カラオケルーム
図書館，美術館，博物館
遊技場，ボーリング場，スケート場，水泳場，ス
キー場，ゴルフ練習場，バッティング練習場
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階段

7

百貨店等

8

学校事務所等階段上り

9

学校事務所等階段下り

10

学校事務所等

公衆浴場
神社，寺院，教会
映画スタジオ，テレビスタジオ
旅館，下宿，寄宿舎

階段以外の建築物の
部分

-

60

上り

35

下り

47

-
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階段
学校，事務所その他これらに類する用途

学校の体育館
階段以外の建築物の
部分

必要滞留面積表
避難経路等の部分
階段の附室又はバルコニー
階段室
廊下その他の通路

一人当たりの必要滞留面積 (㎡/人)
0.2
0.25
0.3

火災の発生するおそれの少ない室表

1
2
3
4

第一号
第一号
第二号
第二号

告示に示されている室
①昇降機その他の建築設備の機械室
②不燃性の物品を保管する室
①廊下、階段その他の通路
②便所

空間の特徴
燃えるものが極めて少ない。
基本的に在室者がいない。
燃えるものが極めて少ない。
在室者が長時間継続的に利用しない。
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その他これらに類するものの例
空調機械室，水槽室，ポンプ室
冷蔵室，冷凍室，機械式駐車場
玄関，エントランスホール，EV ホール，階段付室，風除室，車路，エスカレーター
浴室，化粧室，湯沸室 (規模が小さく，裸火を使用しないものに限る) ，金庫室
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