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第１章  取扱説明 
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１-１  プログラムの概要 

本プログラムは「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準 平成 27 年版」(一般社

団法人 公共建築協会 編集・発行)記述内容の使用について一般社団法人 公共建築協会の許諾を得て行って

おります。 

 

出力様式は「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計計算書作成の手引 平成 27 年

版」(一般社団法人 公共建築協会 編集・発行)に準拠しており、その他、入力データチェックのため当社独自の

様式を加えてあります。 

さらに、印刷帳票を Microsoft Excel ファイル形式で出力することが可能ですので、結果の確認やデータ保管およ

びさまざまな活用が期待できます。 

 

計算用データは、上記書籍のほか「空気調和・衛生工学会便覧 第 14 版」から使用頻度の高いデータを登録して

あります。 

 

 

 

 

 

１-２  プログラムの起動 

このシステムは、ハードディスクにインストールして運用します。 

別紙のセットアップガイドを参照して、ハードディスクにインストールしてください。 

 

１） Windows を起動します。 

２） 「スタート」メニューの「プログラム」から「STABRO ダクト抵抗 国土交通省仕様 (平成 27 年版)」を選択し、

「ダクト抵抗 国土交通省仕様 (平成 27 年版)」をクリックします。 
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第２章  ダクト抵抗計算 
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２-１  起動画面 

 

ダクト抵抗 国土交通省仕様 (平成 27 年版) の画面構成です。 

 

①タイトルバー 

作業中のファイル名と、本プログラムの名称を表示します 

 

②メニューバー 

プログラムで使用する機能や状態変更等のコマンドを選択します。 

 

③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。 

 

④作業領域 

データ入力を行う作業領域です。 

 

⑤ステータスバー 

左側には各処理の中で必要なメッセージが表示され、右端に処理中の物件名称が表示されます。 
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メニュー 

 

 
 

新規作成 … 新規にユーザーデータを作成します。 

(「２-２ ファイルの新規作成」を参照) 

開く … 既存のユーザーデータファイルを開きます。 

(「２-３ 物件ファイルを開く」を参照) 

上書き保存 … 処理中のユーザーデータを保存します。 

(「２-４ 物件ファイルを保存する」を参照) 

名前を付けて保存 … 処理中のユーザーデータに別のファイル名を付けて保存します。 

(「２-４ 物件ファイルを保存する」を参照) 

物件データインポート … 他のユーザーデータから系統データをインポートします。 

(「２-１１ 物件データインポート」を参照) 

印刷・Excel 出力 … 印刷と Excel 出力の処理を行います。 

(「２-１０ 印刷・Excel 出力」を参照) 

プロパティ … 処理中のユーザーデータの情報を表示します。 

ダクト抵抗 国土交通

省仕様 (平成 27 年版)

の終了 

… このプログラムを終了します。 

 

物件ファイルを開くか保存したことがあれば、[プロパティ(I)...]と[ダクト抵抗 国土交通省仕様 (平成 27 年版)の終

了(X)]の間に、「最近使ったファイルの一覧」が５つまで表示されます。 

 

 

 
 

切り取り … 選択した行を切り取ります（複数行可能）。 

コピー … 選択した行をコピーします（複数行可能）。 

貼り付け … コピーまたは切り取りをした行を貼り付けます。 

局部抵抗（行）コピー … 選択した行の局部抵抗をコピーします（複数行可能）。 

行挿入 … 選択した行の前に空白行を挿入します（複数行可能）。複数行を選択し

て行挿入を行うと、選択してある行数分の空白行が挿入されます。 

行削除 … 選択した行を削除します（複数行可能）。 
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局部抵抗の設定 … 局部抵抗の設定の画面を表示します。 

セルの編集 … 現在選択されているセルを編集状態にします。 

風量/サイズ/ダクト材

質の一括変更 

… 行範囲を指定して、風量かサイズかダクト材質を一括して変更します。

(「２-６ (３) 風量/サイズ/ダクト材質の一括変更」を参照) 

データのチェック … 明細行の内容をチェックします。(「２-６ (４) データのチェック」を参照) 

 

 

 
 

系統の登録 … 系統の編集を行います。 

(「２-８ 系統の登録」を参照) 

アイソメ図作成 … アイソメ図の作成を行います。データの入力の仕方によっては、使用不

可能な場合があります。 

(「２-７ アイソメ図作成」を参照) 

再計算 … 全系統の再計算を行います。通常は使用しませんが、バージョンアップ

で計算部分に仕様変更があった場合に使用します。 

ユーザー種類名の登

録 

… 「ユーザー種類名の登録」ダイアログボックスが表示され、リストの内容を

編集することができます。 

(「２-６ (２) ① ユーザー種類名の登録」を参照) 

ダクトサイズ計算 … ダクトサイズ計算ツール画面を表示します。 

(「２-１２ ダクトサイズ計算」を参照) 

オプション … 各種の設定を行います。 

また、マスターデータを更新することもできます。 

(「２-９ オプション」を参照) 

 

 

 
 

目次とキーワード … ヘルプファイルを開きます。プログラムの使い方、ダイアロ

グ、プルダウンメニュー等についての説明が表示されます。 

※各処理画面において［F1］キーを押すと、その画面に対応

したヘルプファイルが表示されます。 

オンラインサポート … オンラインサポートサービスに接続します。 

インターネットへのアクセス環境が必要です。 

イズミシステム設計ホームページ … 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。 

最新版の更新情報 … プログラムが最新か、更新版があるかどうかチェックします。 

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 … このプログラムのバージョン情報を表示します。 

(「２-１５ バージョン情報」を参照) 
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ツールバー 

 

 
[新規作成] （[ファイル(F)]-[新規作成(N)...]メニュー） 

 
[開く] （[ファイル(F)]-[開く(O)...]メニュー） 

 
[上書き保存] （[ファイル(F)]-[上書き保存(S)]メニュー） 

  

 
[印刷] （[ファイル(F)]-[印刷(P)...]メニュー） 

  

 
[切り取り] （[編集(E)]-[切り取り(T)]メニュー） 

 
[コピー] （[編集(E)]-[コピー(C)]メニュー） 

 
[貼り付け] （[編集(E)]-[貼り付け(P)]メニュー） 

 
[局部抵抗（行）コピー] （[編集(E)]-[局部抵抗（行）コピー(B)]メニュー） 

 
[行挿入] （[編集(E)]-[行挿入(I)]メニュー） 

 
[削除] （[編集(E)]-[削除(D)]メニュー） 

  

 
[風量/サイズ/ダクト材質の一括変更] 

 （[編集(E)]-[風量/サイズ/ダクト材質の一括変更(R)...]メニュー） 

  

 
[データのチェック] （[編集(E)]-[データのチェック(H)...]メニュー） 

  

 
[系統の登録] （[ツール(T)]-[系統の登録(K)...]メニュー） 

 
[アイソメ図] （[ツール(T)]-[アイソメ図(A)...]メニュー） 

 
[ユーザー種類名の登録] （[ツール(T)]-[ユーザー種類名の登録(U)...]メニュー） 

 
[ダクトサイズ計算] （[ツール(T)]-[ダクトサイズ計算(D)...]メニュー） 

 
[オンラインサポート] （[ヘルプ(H)]-[オンラインサポート(O)]メニュー） 

 

※カッコ内は対応するメニューの名前です。 

※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バーと連動しています。 
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２-２  ファイルの新規作成 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下の操作をすると表示されます。 

 [ファイル(F)]-[新規作成(N)...]メニューを選択したか、ツールバー上の[新規作成]ボタンをクリックした。 

 

各項目を選択・入力後、[新規作成(N)]ボタンをクリックすると、入力を開始することができます。 

 

入力タイプ … 「アイソメ図」入力モードで行うか「表」入力モードで行うかを選択します。 

「アイソメ図」入力モードは、アイソメ図をスケッチし、各区間の種類やサイズを入力していく方

式です。(「２-７ アイソメ図作成」を参照) 

「表」入力モードは、アイソメ図の作成は行わずに、表に直接入力していく方式です。(「２-６ 

表入力」を参照) 

※「アイソメ図」入力モードでは、作成したアイソメ図から「表」入力モードで入力したように明細

行を自動的に生成することができますが、明細行での編集については制限があります。(「２-６ 

表入力」を参照) 

※入力タイプは、後に変更することができません。 

 

件名 … 各印刷物の上部に印字されます。 

「ファイルのプロパティ」ダイアログボックス(「２-５ ファイルのプロパティ」を参照)、または「印

刷」ダイアログボックス(「２-１０ 印刷・Excel 出力」を参照)の「印刷オプション」項目でも変更す

ることができます。 

 

作成者 … 作成者を入力します。 

印刷物には出力されませんので、作業の管理等にご使用ください。 

最後に設定された文字が次回新規作成時の既定値となります。 

新規作成後は、「ファイルのプロパティ」ダイアログボックス(「２-５ ファイルのプロパティ」を参

照)で変更することができます。 

 

長方形ダク

トの風速の

算出方法、

単位、局部

抵 抗 「 縮

小」の抵抗

計 算 時 の

… 風速を算出するときの計算方法、圧力・管長の入出力単位、局部抵抗「縮小」の計算時の風

速を指定します。詳しくは「２-９ (１) オプション 「全般」」を参照して下さい。 
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風速 
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２-３  物件ファイルを開く 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ファイル(F)]-[開く(O)...]メニューを選択したか、ツールバー上の[開く]ボタンをクリックした。 

 

拡張子が「.dsp」となっているファイルが表示されます。 

開きたいファイルを指定して[開く(O)]ボタンを押すと、ファイルが開かれます。 
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２-４  物件ファイルを保存する 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ファイル(F)]-[名前を付けて保存(A)...]メニューを選択した。 

 ファイル名が決まっていないときに、[ファイル(F)]-[上書き保存(O)]メニューを選択したか、ツールバー上の

[上書き保存]ボタンをクリックした。 

 ファイル名が決まっていないときに、編集したあと別の物件ファイルを開こうとした。 

 ファイル名が決まっていないときに、編集したあとプログラムを終了しようとした。 

 

「ファイル名(N)」に保存したいファイルの名前を入力し、[保存(S)]ボタンを押します。 

ファイル名に拡張子は含めなくてかまいません。指定しないか「.dsp」以外を指定した場合は、自動的に「.dsp」が

末尾に付加されます。 
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２-５  ファイルのプロパティ 

  

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下の操作をすると表示されます。 

 [ファイル(F)]-[プロパティ(I)...]メニューを選択した。 

 

各項目を編集後、[閉じる]ボタンをクリックすると、編集内容を保存してメインウィンドウに戻ります。 

 

入力タイプ … 「ファイルの新規作成」ダイアログボックス(「２-２ ファイルの新規作成」を参照)で選択した入力

モードが表示されます。 

※変更はできません。 

 

件名 … 各印刷物の上部に印字されます。 

「印刷」ダイアログボックス(「２-１０ 印刷・Excel 出力」を参照)の「印刷オプション」項目でも変更

することができます。 

 

作成者 … 作成者を入力します。 

印刷物には出力されませんので、作業の管理等にご使用ください。 

最後に設定された文字が次回新規作成時の既定値となります。 

 

長方形ダク

トの風速の

算出方法、

単位、局部

抵 抗 「 縮

小」の抵抗

計 算 時 の

風速 

… 風速を算出するときの計算方法、圧力・管長の入出力単位、局部抵抗「縮小」の計算時の風

速を指定します。詳しくは「２-９ (１) オプション 「全般」」を参照して下さい。 
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２-６  表入力 

 

ダクト系統における経路について入力を行っていきます。１系統につき 300 行まで登録可能です。 

原則として、吸込口から空調機まで、または空調機から吹出口までのどちらかを１系統として扱います。 

※以降の説明ではこの表のことを「明細行」とします。 

 

※入力タイプが「表」の場合、明細行の切り取り/貼り付け/行挿入/削除等の編集は自由に行えますが、入力タイ

プが「アイソメ図」の場合、自動的に生成される明細行の編集は制限があります。 

 

「種類№」欄か「種類」欄でダブルクリックするか[Enter]キーを押すと、「局部抵抗の設定」ダイアログボックスが表示

されます(「(１) 局部抵抗の設定」を参照)。「区間」欄以外は、そこで設定した値などが自動的に表示されます。 

 

※バックの色が薄い水色で表示されているデータは変更できません。 

 

抵抗と動圧の単位は、「オプション」ダイアログボックスで変更可能です(「２-９ (１) オプション 「全般」」を参照)。 

 

 

… 登録してある系統を切り替えることができます。物件データを新

規作成した時点で、あらかじめ 100 系統が登録されています。 

 

… 表示中の系統についての計算方法を表示します。 

 

… 表示中の系統についての風温を表示します。 

 

… 表示中の系統についての密度を表示します。 

 

… 表示中の系統についての動粘度を表示します。 

 

… 表示中の系統についての抵抗計を表示します。 

明細行を編集しても値はリアルタイムに計算され、常に最新の

合計値となります。 

 



 

 操作マニュアル  14

 

以下にスプレッドシートの各項目について説明します。 

 

区間 

（開始及び終了） 

… 開始と終了それぞれ、漢字１文字（半角２文字）以内で入力します。 

「～」をはさんで開始と終了があります。 

１行目は必ず入力してください。２行目からは、入力しなくても直前の行と同じ区間内に

あると解釈します。 

なお、直前と同じ区間を入力した場合は同一区間内と見なし、非表示となります。 

※アイソメ図タイプの場合は、変更できません。 

種類№ … ここでダブルクリックするか[Enter]キーを押すと、「局部抵抗の設定」ダイアログボックス

を表示します。(「(１) 局部抵抗の設定」を参照) 

種類№がすでにわかっている場合は、その番号を入力します。 

ここの内容が変化した場合、右隣の「種類」欄にその名称を表示します。 

種類 … ここでダブルクリックするか[Enter]キーを押すと、「局部抵抗の設定」ダイアログボックス

を表示します。(「(１) 局部抵抗の設定」を参照) 

一度でも名称が表示された後は、漢字 25 文字（半角 50 文字）以内で編集可能です。

ただし、「種類№」欄が変化した場合、それに対応した名称になります。 

選択した局部抵抗のシンボル図が表示されます。 

ダクト材質 … 以下のようなリストから１つ選択します。 

 
それぞれの材質には絶対粗度が設定されています。 

※リストの内容と絶対粗度は、「オプション」ダイアログボックスで編集可能です(「２-９ 

(２) オプション 「ダクト材質」」を参照)。 

風量 … 0～999999 の範囲で入力します。 

ダクト寸法 

（直径、幅、高さ） 

… 0～999999 の範囲で入力します。 

動圧 … 計算値を表示します。 

抵抗係数 … 種類ごとにあらかじめ決められた値を表示します。ユーザーが変更することも可能で

す。変更した場合、青色で表示されます。変更を解除する場合は、該当するセルにカー

ソルを合わせて [DEL]キーを押します。 

単位抵抗 … 種類ごとにあらかじめ決められた値を表示します。 

管長 … 「管長の単位」が「ｍ」のときは 0.000～999.999 の範囲で入力します。「mm」のときは 0～

999999 の範囲で入力します。 

※「管長の単位」は、「オプション」ダイアログボックスで設定可能です(「２-９ (１) オプシ

ョン 「全般」」を参照)。 

抵抗 … 0.00～99.99 の範囲で入力します。 

「ファン」と「ユーザー登録局部抵抗」の明細行に対してのみ入力可能です。 

「ユーザー登録局部抵抗」の場合、入力した値がその既定値となり、以降同じ「ユーザ

ー登録局部抵抗」を使用するときはその値が表示されます。その場合でも値は変更可

能です。 

抵抗計 … 区間ごとの抵抗合計が自動的に計算され、その合計値を表示します。 

明細行を編集しても、値はリアルタイムに計算され、常に最新の合計値となります。 

区間ごとの、最初の明細行に表示されます。 

備考 … 「局部抵抗の設定」ダイアログボックスで、「角度」などを入力した場合にその値を表示し

ます。ユーザーが変更することも可能です。 
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スプレッドシート上で右クリックすると、以下のようなポップアップウィンドウが表示されます。 

機能はメニューバーと同じです。 
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(１)  局部抵抗の設定 

  

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 「種類」欄でダブルクリックするか[Enter]キーを押した。 

 メニューの「局部抵抗の設定」をクリックした。 

 

局部抵抗の設定を行います。分類、種類リストから選択し、風量、サイズを入力します。 

 

データ区分で「ユーザー登録局部抵抗」を選択するか、分類リスト中の”（ユーザー登録局部抵抗）”を選択すると、

ユーザーが独自に登録しておいた種類の抵抗値を設定することができます。設定方法は「(２) 局部抵抗の設定

（ユーザー登録局部抵抗）」を参照してください。 

 

データ区分 … 「標準局部抵抗」・「ユーザー登録局部抵抗」のいずれかを選択します。 

 
… 最大３桁までの種類№を入力します。 

値の変化に応じて、その他の設定項目が変化します。 

 … 種類を絞り込むときに指定します。 

以下の項目があります。 

 

  
 

（ユーザー登録局部抵抗）はユーザーが独自に登録したものの抵抗値を

入力する時に選択します。（登録方法は「(２) 局部抵抗の設定（ユーザ

ー登録局部抵抗）」を参照してください。） 

 

※アイソメ図タイプのデータでは、設定されている種類が属する分類名

称が固定で表示され、変更できません。 

 

 … 分類で選択した種類がリストに表示されますので選択します。 

 

 

 

… １つ前、または次の明細行に移ります。 

処理対象としている明細行について、全ての値が設定できているときの

み、使用可能です。 
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ダイアログボックスの中央に、種類№に対応した図を表示します。 

その図の左右に入力項目が表示された場合は、値を設定してください。 

種類№によっては、選択による設定や表示のみの項目があります。 

 

例 ： 数値入力による設定 

 

… 単位が「m」の場合は 0.000～999.999 の範囲、また単位が「mm」の場合

は 0～999999 の範囲で入力します。 

また、規定値が設定されている場合がありますが、変更可能です。 

選択による設定 

 

… この例の「種類」は項目を選択して設定します。 

項目内容は選択した種類によります。 

表示のみの項目 

 

… この例の「風量Ｑ２」は入力位置の背景が薄い水色になっていて、入力

できません。ほかの入力項目の値を参照して計算され、その値が表示さ

れます。 

 

各項目を入力し[次行]または[閉じる]ボタンを押すことで入力内容を確定します。[次行]ボタンを押した場合は、入

力内容の確定後、編集対象が次の行へと移ります。 
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(２)  局部抵抗の設定（ユーザー登録局部抵抗） 

 

データ区分で「ユーザー登録局部抵抗」を選択するか、分類リスト中の”（ユーザー登録局部抵抗）”を選択すると、

ユーザーが独自に登録しておいた種類の抵抗値を設定することができます。 

ユーザー登録局部抵抗として種類リストに表示させるには、先に「① ユーザー種類名の登録」にて登録を行って

おきます。 

 

風量 … 0～999999 の範囲で入力します。 

抵抗 … 0.00～99.99 の範囲で入力します 

入力した値が「ユーザー登録局部抵抗」の既定値となり、以降同じ種類を使用した

ときは規定値を表示します。値の変更は可能です。 

 … このボタンをクリックすると、「ユーザー種類名の登録」ダイアログボックスが表示さ

れ、リストの内容を編集することができます。(「① ユーザー種類名の登録」を参照) 

 

各項目を入力し[次行]または[閉じる]ボタンを押すことで入力内容を確定します。[次行]ボタンを押した場合は、入

力内容の確定後、編集対象が次の行へと移ります。 

 

 

①  ユーザー種類名の登録 

 

このダイアログボックスは、以下のような操作をすると表示されます。 

 メインウィンドウで[ツール(T)]-[ユーザー種類名の登録 (U)...]メニューを選択した。 

 「局部抵抗の設定」ダイアログボックスで分類が「ユーザー登録局部抵抗」の場合に、[種類名の登録]ボタン
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をクリックした。 

 

「局部抵抗の設定」画面の分類で”（ユーザー登録局部抵抗）”を選択した時に、リストに表示する内容の登録・編

集を行います。 

No.201～300 までの、100 行の種類が登録可能です。 

 

※すでに参照しているユーザー登録局部抵抗は削除できません。また、そのようなユーザー登録局部抵抗が別の

行に移動して種類番号が変わった場合、参照先の番号はその変化に追従します。 

 

ツールボタン 

 
[切り取り] 

 
[コピー] 

 
[貼り付け] 

 
[行挿入] 

 
[削除] 

 

以下にスプレッドシートの各項目について説明します。 

No … 種類№です。 

局部抵抗種類名 … 漢字 25 文字（半角 50 文字）以内で入力します。 

 

 
このボタンをクリックすると、以下のような確認メッセージが表示されます。 

 

 
 

[はい(Y)] … この時点でのスプレッドシートのデータを使ってマスターデータを更新します。今後、物件

データを新規作成したときは、更新したマスターデータを基に種類名の規定値が設定され

ます。 

[いいえ(N)] … マスターデータの更新はしないで、この確認メッセージを閉じます。 
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(３)  風量/サイズ/ダクト材質の一括変更 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [編集(E)]-[風量/サイズ/ダクト材質の一括変更(R)...]メニューを選択した。 

 明細行で右クリックし、[風量/サイズ/ダクト材質の一括変更(R)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[風量/サイズ/ダクト材質の一括変更]ボタンをクリックした。 

 

明細行で選択した範囲の風量、サイズ等を一括して変更することができます。 

明細行入力で変更したい範囲を選択した状態でこのダイアログボックスを表示させるか、ダイアログボックス内で明

細行 No.を入力して変更範囲を指定してください。 

 

※範囲の開始と終了は同じ明細行 No.を指定できません。 

 

ダクト材質は、以下のようなリストから１つ選択します。 

 
 

それぞれの材質には絶対粗度が設定されています。 

リストの内容と絶対粗度は、「オプション」ダイアログボックスで編集可能です(「２-９ (２) オプション 「ダクト材質」」

を参照)。 

範囲を指定し、変更したい要素に値を設定して［変更］ボタンを押すと、該当する部分のデータを変更してから自

動的に再計算を行います。 
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(４)  データのチェック 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をして「データのチェック」を開始し、データに問題が

見つかった場合に表示されます。 

 [編集(E)]-[データのチェック(H)...]メニューを選択した。 

 明細行で右クリックし、[データのチェック(H)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[データのチェック]ボタンをクリックした。 

 

現在処理中の系統の全明細について、以下のようなチェックを行います。 

 値の範囲のチェック 

 入力条件のチェック 

 アスペクト比のチェック 

 風量とダクト寸法について値の受け渡しのチェック 

 長方形と円形が接続されていないかチェック 

 風速のチェック 

 動圧のチェック 

 抵抗係数のチェック 

 単位抵抗のチェック 

 抵抗のチェック 

 

 … 次にある明細行についてチェックします。 

 … チェックを中止します。 

 

ダイアログボックスの最下部には、データの問題点が示されます。 

ただし、複数の問題が当てはまる場合、最初のケースについてのメッセージのみとなります。 

 

※入力項目は「局部抵抗の設定」ダイアログボックスと同様です。データの修正は各設定方法を参照してください

(「(１) 局部抵抗の設定」を参照)。 

※必ずしも完全にデータの問題点を修正しなければならないわけではありません。 
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２-７  アイソメ図作成 

 

物件の新規作成時に、入力タイプを「アイソメ図」にした場合のみ編集が行えます。 

このウィンドウは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ツール(T)]-[アイソメ図作成(A)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[アイソメ図]ボタンをクリックした。 

 

アイソメ図を編集すると、明細行が自動的に生成されますが、切り取り/貼り付け/行削除/行挿入ができなくなるな

どの制限がつきます。また、明細行の区間も編集できません。 

 

アイソメ図を編集したあと明細行を自動生成するには、作画ツールの[経路計算]ボタンを使用して経路と区間記号

を配置する必要があります。この作業を行うまで明細行は最新の状態になりません(「２-７ (３) 経路計算」を参

照)。 

 

自動生成した明細行に対応する一連の種類のつながりを、「経路」といいます。 

 

メニュー 

メニューバーの項目をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

 
 

区間記号 … 経路を検索し区間記号を配置してあるとき、その区間記号の表示/非表示を

切り替えます。 

作画ツールウィンドウ … 作図ツールの表示/非表示を切り替えます。 

(「(１) 作画ツール」を参照) 

 



 

 操作マニュアル  23

 
 

経路計算 … 経路を検索し区間記号を配置します。 

(「(３) 経路計算」を参照) 

 

 

 
 

寸法表示設定 
… 

ダクト寸法表示についての設定をします。 

(「(６) 寸法表示設定」を参照) 

アイソメ図オプション 
… 

アイソメ図についてのオプション設定をします。 

(「２-７ (７) (７) アイソメ図オプション」を参照) 

 

 

ツールボタン 

 [一覧表示画面に戻る] （[ファイル(F)]-[閉じる(C)]メニュー） 

 
[寸法表示設定] （[ツール(T)]-[寸法表示設定(B)...]メニュー） 

 
[アイソメ図オプション] （[ツール(T)]-[アイソメ図オプション(O)...]メニュー） 

カッコ内は対応するメニューの名前です。 

 

 
 

登録してある系統を切り替えることができます。 

(「２-８ 系統の登録」を参照) 

 

 

グリッド 

 

作業領域には縦方向と斜め方向に線が引いてあり、これをグリッドといい

ます。 

作画ツールで選択した種類は、グリッドの交点を基準にして配置します。 

ただし、種類として扱わない「寸法」と「区間記号」と「一般線」及び「テキス

ト」は、グリッドに関係なく位置を指定できます。 

 

 

ステータスバー 

 
左端にグリッド上での左上の端を原点(X=0,Y=0)とする、座標が表示されます。 

中央に各処理の中で必要なメッセージが表示されます。 

右端に作画ツールで現在選択している種類の名称などが表示されます。 
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(１)  作画ツール 

 
 

 
[空調機] 

 
[ファン] 

 
[チャンバー] 

 
[吸込口] 

 
[吹出口] 

 
[ダクト] 

 
[フランジ止め] 

 
[省略] 

 
[拡大] 

 
[縮小] 

 
[消音エルボ] 

 
[ボックス] 

 
[消音セル] 

 
[ダンパー] 

 
[変形] 

 
[オリフィス] 

 
[ユーザー登録

局部抵抗] 

 
[一般線] 

 
 

 
[材質変更] 

 
[区間記号] 

 
[寸法] 

 
[テキスト] 

 
[スケール移動] 

 
[消しゴム] 

 
[データ編集] 

 

※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。 

※各種類の配置方法は、「(２) 各種類の配置」以降を参照してください。 
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(２)  各種類の配置 

配置の際、マウスの「ドラッグ操作」が必要になることがあります。 

ドラッグ操作とは、マウスの左ボタンを押してそのまま移動し、別の位置で離すという操作のことです。クリックと違い、

ドラッグ開始位置を指定するときに左ボタンを押したままにします。続けてドラッグ終了位置までマウスポインタを移

動してから、左ボタンから指を離します。この一連の操作を一般に「ドラッグ」といいます。 

 

グリッドの交点を基準に配置されるものなどについては、正確にグリッドの交点を指定する必要はありません。どこ

を指定しても、自動的に近くの交点が選択されます。 

 

すでに経路が設定してあり区間記号が配置済みの場合、新たに種類を経路上に配置しようとすると、経路が無効

になる場合があります。確認メッセージが表示されますので処理を続けるか選択してください。 

 

作画ツール(「(１) 作画ツール」を参照)で選択している種類などにより、その配置の方法が異なります。 

以降にそれぞれの配置方法と編集機能を示します。 
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①  「ダクト」の配置 

 

「ダクト」の配置は、開始位置と終了位置の２つを指定する必要があります。 

指定はドラッグ操作により行います。 

1. 作画ツールの[ダクト]ボタンを押します。 

2. 「ダクト」の開始位置を指定するために、グリッド上でドラッグ開始位置を指定します。 

3. 「ダクト」の終了位置は、ドラッグ終了位置で確定します。 

 

未確定中は確定予定の「ダクト」が破線で表示されます。 

「ダクト」の終了位置は、基本的に開始位置を中心にグリッド線に沿った６方向のうち１方向のグリッド上で指定しま

す。指定できる範囲は未確定中にチェックされ、適切な位置が自動的に選択されます。 

「ダクト」の配置上の長さは、グリッドの交点から交点までを１単位として、自由に指定できます。ただし、配置上の

長さは「風速」や「抵抗」などの計算とは関係ありません。 

 

 例 ： 

   

作画ツールの[ダクト]ボタンを押します。マウスの左ボタンを押したまま移動し、

ボタンを離すと、「ダクト」が確定します。 

 

※「ダクト」は立体的に交差することができます。 

 例 ： 

  

   

作画ツールの[ダクト]ボタンを押します。既存のダクトと交差させて線を引くと、

後から引いたダクトが上側に表示されます。 

   

この状態で、交差地点にマウスポインタを移動すると、ポインタの形状が変化し

ます。この位置でマウスの左ボタンを押すと、上下関係が入れ替わります。 

 

※ダクト同士の接続点およびダクト以外の器具がある場所を通過する作図はできません。 

 ご注意下さい。 

 例 ： 

  

    

1.「ダクト」同士の接続点を通過する場合。 

  

2.「ダクト」以外の種類がある場合。 
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「ダクト」は、他の「ダクト」やその他の種類と連結することができます。 

正しい経路を作成するには、適切にダクトを連結していく必要があります。 

例 ： 

 

配置済みの「ダクト」の端点からその延長上に終点を指定すると、「ダクト」を引

き伸ばすことができます。 

後から追加した「ダクト」はすでに配置済みだった「ダクト」に結合します。 

 

配置済みの「ダクト」の端点から角度を付けて連結すると、そのコーナー部分に

「ベンド・エルボ」が自動的に挿入されて連結されます。 

後から追加した「ダクト」は、すでに配置済みだった「ダクト」とは別のものとなり

ます。 

また、コーナー部分の種類は後で変更することができます。 

(「③ 「消音エルボ」、「ボックス」、「ファン」の配置」を参照) 

 

なお、配置済みの角度を付けて連結してある「ダクト」のコーナーに、さらに別

の「ダクト」を連結するとき、その「ダクト」を既存の「ダクト」の延長にならないよう

に配置すると、コーナー部分に「ボックス」が自動的に挿入されて連結されま

す。連結してある「ダクト」を削除する以外に、この「ボックス」だけを削除するこ

とはできません。 

 

配置済みの「ダクト」の途中に連結すると、その接続部分に「合流」または「分

岐」が自動的に挿入されて連結されます。 

後から追加した「ダクト」は、すでに配置済みだった「ダクト」とは別のものとなり

ます。 

途中に連結した場合は、連結地点にマウスポインタを移動すると、ポインタの

形状が変化します。この位置でマウスの左ボタンを押すと、分岐と合流を入れ

替えることができます。 

また、接続部分の種類は後で変更することができます。 

(「③ 「消音エルボ」、「ボックス」、「ファン」の配置」を参照) 

 

 

「空調機」には「ダクト」が接続できる面が６面あるので、それぞれの面の中心点

をドラッグ開始位置として配置します。 

６面のうち裏側になっている３面分についても、相当する座標を指定することに

より、接続可能です。 

「チャンバー」も同様の操作になります。 
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②  「空調機」、「チャンバー」の配置 

 

「空調機」は、１つの系統に１台のみ配置することができます。ただし、「ファン」がある系統には配置できません。 

「チャンバー」は「ファン」に関係なく、１系統に複数箇所配置することができます。 

配置は作画ツールの[空調機]または[チャンバー]ボタンを押し、グリッド上で１箇所、何も配置していない位置を指

定することにより確定します。ただし、「ダクト」との位置関係が不正になるような位置には配置できません。 

配置後、「空調機」と「チャンバー」はその大きさを変更することができます（他の種類はできません）。ただし、配置

直後の大きさよりも小さくはできません。 

 

大きさの変更 

「空調機」、「チャンバー」は、それぞれの図形を構成する９本の線分がある位置にマウスポインタを移動すると、両

端に矢印が付いたようなポインタに変化します。そのときにドラッグ操作をすると、場所に応じた変形ができます。

別の種類の下に重なってしまって線分が見えていなくても、位置（座標）さえあっていれば変更可能です。 

ポインタの形が  のとき、左上方向か右下方向に伸縮可能です。 

ポインタの形が  のとき、右上方向か左下方向に伸縮可能です。 

ポインタの形が  のとき、上方向か下方向に伸縮可能です。 

 

例 ： 

 

作画ツールの大きさを変更したい機器のボタンを押します。 

伸縮させたい線分に対応する箇所に、マウスポインタを合わせます（マウスポ

インタの形状が変化します）。 

マウスの左ボタンを押したまま移動します。 

大きさは、グリッドの交点から交点までを１単位として、自由に指定できます。 

 

 

③  「消音エルボ」、「ボックス」、「ファン」の配置 

 

２本の「ダクト」の接続点（曲がり部分）を指定します。 

例 ： 

 

作画ツールの[消音エルボ]、[ボックス]または[ファン]ボタンを押し、「ダクト」

の曲がり部分をクリックするとシンボルが配置されます。 

「ボックス」を配置した場合は、「ボックス１方向」となります。 

「ファン」は曲がり部分とダクトライン上に設定できます。 

「ファン」は、１つの系統に１台のみ配置することができます。 

 

「ボックス」は、３本のダクトの交点（分岐点）でも指定できます。 

例 ： 

 

作画ツールの[ボックス]ボタンが押してあることを確認し、「ダクト」の交点をク

リックします。 

この場合の「ボックス２方向」が設定されます。 

なお、「ダクト」を配置するときに、自動的に「ボックス」も配置されることがあり

ます。 

(「① 「ダクト」の配置」を参照) 
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④  「吸込口」、「吹出口」、「フランジ止め」、「省略」の配置 

 

「吸込口」と「吹出口」は、それぞれ１つの系統に１つずつ配置することができます。 

「フランジ止め」、「省略」は、「ダクト」の数に応じていくつでも配置することができます。 

配置は作画ツールの対応するボタンを押し、グリッド上に配置済みの「ダクト」の、何も連結されていない端の部分

をクリックすることにより確定します。 

例 ： 

 

作画ツールの[吸込口]ボタンを押します。 

「ダクト」の端をクリックすると「吸込口」が配置されます。 

 

 

⑤  「拡大」、「縮小」の配置 

 

作画ツールの[拡大]または[縮小]ボタンを押し、「ダクト」上に位置を指定します。配置済みの「拡大」か「縮小」をク

リックすると、シンボルの向きを変更することができます。 

例 ： 

 

1.作画ツールの[拡大]ボタンを押し、「ダクト」上をクリックしま

す。 

 

2.「拡大」が配置されました。 

 

配置済みの「拡大」か「縮小」をクリックすると、確認メッセージ

が表示されます。 

[はい(Y)]をクリックすると、シンボルの向きが変更されます。 

 

 

⑥  「ファン」、「消音セル」、「ダンパー」、「変形」、「オリフィス」、「ユーザー登録局部抵抗」、の配置 

 

「ファン」は、１つの系統に１台のみ配置することができます。 

「ダクト」上に位置を指定します。 

また、「ファン」は『「拡大」、「縮小」』と同様に、配置済みシンボルをクリックすると向きを変更することができます。 

例 ： 

 

作画ツールの[消音セル]ボタンが押し、「ダクト」上をクリックすると「消音セル」

が配置されます。他の種類も同様に設定します。 
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⑦  「一般線」の配置 

 

「一般線」の配置は、開始位置と終了位置の２つを指定する必要があります。 

指定はドラッグ操作により行います。通常種類と違い、グリッドに束縛されることなく編集領域内の自由な位置を指

定できます。他の「一般線」やシンボルなどと重なってもかまいません。 

 

1. 作画ツールの[一般線]ボタンを押します。 

2. 「一般線」の開始位置を指定するために、編集領域内の任意の位置でドラッグ開始位置を指定します。 

3. 「一般線」の終了位置は、ドラッグ終了位置で確定します。 

 

未確定中は確定予定の「一般線」が破線で表示されます。 

「一般線」の配置上の長さは、編集領域内において制限がありません。 

基本的に、「一般線」は計算とは関係ありません。 

 

例 ： 

 

作画ツールの[一般線]ボタンを押します。マウスの左ボタンを押したまま移動

し、そのままマウスのボタンを離すと、「一般線」が確定します。 

 

 

⑧  材質変更 

 

作画ツールの[材質変更]ボタンを押し、変更したい対象をクリックすると種類の材質を変更することができます。 

クリックすると、次のようなダイアログボックスが表示されます。ただし、変更できないものもあります。 

 

 
 

指定された種類に対して、表示されている材質が適用されます。 

 

  

リストから１つ選択します。 

それぞれの材質には絶対粗度が設定されています。 

※リストの内容と絶対粗度は、「オプション」ダイアログボックスで編集可能で

す。 

(「２-９ (２) オプション 「ダクト材質」」を参照) 
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⑨  区間記号の移動 

 

作画ツールの[区間記号]ボタンを押すと、経路を検索し区間記号を配置してあるアイソメ図で、表示されている区

間記号の位置を変更することができます。指定はドラッグ操作により行います。通常種類と違い、グリッドに束縛さ

れることなく編集領域内の自由な位置を指定できます。他の「一般線」やシンボルと重なってもかまいません。 

 

1.移動したい区間記号の上にマウスポインタを移動し、その位置からドラッグを開始します。 

2.移動先の位置は、ドラッグ終了位置となります。 

 

未確定中は関連付けられた座標から移動先まで、破線が表示されます。 

移動先は作業領域中のどこにでも指定できるので、関連付けられた座標から遠すぎたりすると、見た目にどの区

間記号がどこと関連付けられているのかわからなくなることがありますので、ご注意ください。 

 

例 ： 

  

左図の「 」という区間記号を移動します。 

  

作画ツールの[区間記号]ボタンを押し、区間記号の上にマウスポインタを移

動すると、ポインタの形状が変化します。 

この位置でマウスの左ボタンを押します。 

  

マウスの左ボタンを押したまま、ここまで移動します。そのままマウスのボタン

を離すと、区間記号の移動先が確定します。 

 

 

 

⑩  「寸法」の配置 

 

作画ツールの[寸法]ボタンを押すと、「ダクト」のサイズを表示させることができます。 

配置の指定はドラッグ操作により行います。通常種類と違い、グリッドに束縛されることなく編集領域内の自由な位

置を指定できます。他の「一般線」やシンボルと重なってもかまいません。 

1. 作画ツールの[寸法]ボタンを押します。 

2. 表示したい「ダクト」の上にマウスポインタを移動し、その位置からドラッグを開始します。このとき、ドラッグ開

始位置が「ダクト」から「寸法」へ引かれる線の接点になります。 

3. 「寸法」の表示位置は、ドラッグ終了位置となります。 

 

未確定中は関連付けられた「ダクト」上の座標から「寸法」の位置まで、破線が表示されます。 

表示位置は作業領域中のどこにでも指定できます。 

 

例 ： 

       

1.左図の「ダクト」には、あらかじめ風量、サイズ等のデータが設

定されています。 

作画ツールの[寸法]ボタンが押し、「ダクト」上のこの位置でマウ

スの左ボタンを押します。 

 

       

2.マウスの左ボタンを押したまま移動し、適当な位置でボタンを

離します。 
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3.指定した位置に複数の種類を含む場合は確認メッセージが表

示されます。 

[いいえ(N)]をクリックすると、次の該当する種類が選択されます。

[はい(Y)]をクリックすると、表示位置が確定します。[キャンセル]

をクリックすると、処理を中止します。 

 

       

4.「寸法」と「風量」が表示されました。 

※配置済みの「寸法」は移動できます。作画ツールの[寸法]ボタンを押し、移動したい「寸法」をドラッグしてくださ

い(マウスポインタの形状が「 」に変化します)。 

 

「寸法」としてどのような内容を表示するかは、「寸法表示設定」ダイアログボックスで設定可能です。詳しくは、「(６) 

寸法表示設定」を参照してください。 

 

 

⑪  テキストの配置 

 

作画ツールの[テキスト]ボタンを押すと、任意の文字を編集領域内に書き込むことができます。 

標準種類と違い、グリッドに束縛されることなく編集領域内の自由な位置を指定できます。他の「一般線」やシンボ

ルと重なってもかまいません。 

1. 作画ツールの[テキスト]ボタンを押します。 

2. 書き込みたい位置をクリックします。 

3. 文字を入力して[Enter]キーを押して確定します。 

 

表示位置は作業領域中のどこにでも指定できます。 

 

例 ： 

 

1.作画ツールの[テキスト]ボタンを押し、作業領域内の任意の座標をクリックする

と、横に細長いテキストボックスが表示されます。この時点でキーボードから文字

を入力することができます。 

 

2.漢字 20 文字（半角 40 文字）以内で入力します。ここでは「テキスト」と入力して

みます。 

[Back Space]キーや[Delete]キー、カーソルキーなども使用可能です。 

 

3.最後に[Enter]キーを押して確定するとこのようになります。 

 

※配置済みのテキストは移動できます。作画ツールの[テキスト]ボタンを押し、移動したいテキストをドラッグしてく

ださい(マウスポインタの形状が「 」に変化します)。また、配置済みのテキストの内容を変更するには、作画ツー

ルの[データ編集]ボタンを使用します。詳しくは、「(４) 種類またはテキストの固有データ編集」を参照してくださ

い。 
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⑫  アイソメ図全体の移動 

 

作画ツールの[スケール移動]ボタンを押すと、アイソメ図全体を移動することができます。移動は、ドラッグ操作によ

り行います。 

 

 

⑬  種類などの削除 

 

作画ツールの[消しゴム]ボタンを押すと、種類などを削除することができます。 

削除対象の指定は、それをクリックするか、ドラッグ操作により行います。 

 

すでに経路が設定してあり区間記号が配置済みの場合、それらはすべて削除されます。 

ご注意ください。 

クリックした場合は、その対象１つを削除します。 

 

例 ： 

 

1.「ボックス」のみを削除する場合、ツールの[消しゴム]ボタンを

押し、「ボックス」をクリックします。削除対象が反転表示になりま

す。 

 

2.確認メッセージが表示されます。 

[はい(Y)]ボタンをクリックすると、「ボックス」のみが削除されます。 

 

3.「ボックス」だけが削除されました。 

 

なお、「ダクト」の接続点にある種類は、直結している「ダクト」が削除されるときに一緒に削除されることがあります。 

例 ： 

 

 

 

 

 

「ダクト」を削除する場合に、「ボックス」や「消音セル」も一緒に

削除されます。 

 

ドラッグ操作の場合は、ドラッグ中に囲いが表示されますので、削除対象を含めるかその一部を引っかけることによ

って指定し、削除します。このとき複数の対象を指定可能です。 

例 ： 

 

1.「ボックス」と、そこに直結している「ダクト」を削除します。作画

ツールの[消しゴム]ボタンを押し、マウスの左ボタンを押したまま

移動し、囲いが目的の範囲になったところで、ボタンを離します。 

 

 

2.削除対象となる囲いに含まれた部分が反転表示されます。 
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3.上図のような「ダクト」の接続点には、そのコーナー部分に「ベ

ンド・エルボ」が自動的に挿入されてあり、そこまでが削除対象と

なります。このような確認メッセージが表示されます。 

 

 

4.[はい(Y)]ボタンをクリックすると、削除対象すべてが削除されま

す。 
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(３)  経路計算 

 

作画ツールの[経路計算]ボタンを押すと、経路検索、区間記号の配置を行い、明細行を自動生成します。(明細行

については「２-６ 表入力」を参照) 

アイソメ図入力画面で種類の追加を行った場合、経路計算を行うと明細行側にも種類が追加されます。 

 

以下の条件を１つまたは両方を満たさなければ、経路を設定できません。 

 「空調機」か「ファン」が配置してあり、「ダクト」によって「吸込口」から接続されていること 

 「空調機」か「ファン」が配置してあり、「ダクト」によって「吹出口」へ接続されていること 

 

※すでに経路が設定してあり区間記号が配置済みの時に経路計算を行うと、それらをすべて削除してから配置し

直しますのでご注意ください。 

 

[経路計算]ボタンを押すと、以下のような確認メッセージが表示されます。 

 
 

[はい(Y)]ボタンをクリックすると、経路が検索されて区間記号を配置します。 

 

経路計算時に、端に何も接続してない「ダクト」については、そこに自動的に「省略」が配置されます。 

 

区間記号は曲がり部分など風量も変わらず区間記号の設定の必要がないところは設定しないような仕様になって

いますが、作画ツールの[区間記号]を選択し、経路内の種類をクリックすることにより区間記号の追加を行うことが

できます。削除も経路先頭と最後以外については行えます。この追加または削除の際に、区間記号に使用される

文字は自動的に経路順に並べ替えられます。 
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(４)  種類またはテキストの固有データ編集 

 

作画ツールの[データ編集]ボタンを使用すると、配置済みの種類またはテキストの固有データを編集することがで

きます。 

「データ編集」中は、配置済みの種類またはテキストをクリックすることにより、それに応じて編集できる状態になりま

す。 

 

「チャンバー」か「ボックス」以外の種類をクリックしたときは、「局部抵抗の設定」ダイアログボックスでデータの編集

を行います。 

 

例 ： 

 

左図では「ダクト」と、「テキスト」という内容のテキストが配置してあります。 

作画ツールの[データ編集]ボタンを押し、「ダクト」をクリックします。 

編集対象が反転表示になります。 

さらに、「局部抵抗の設定」ダイアログボックスが現れます。 

 
アイソメ図の作成中に表示した場合には、分類リストがでません。該当する分類が表示されるだけになりま

す。 

必要な値を設定して[閉じる]ボタンを押すと、編集内容が確定します。 

「局部抵抗の設定」ダイアログボックスについての詳しい説明は、「２-６ (１) 局部抵抗の設定」を参照して

ください。 



 

 操作マニュアル  37

 

「チャンバー」をクリックしたときは、「チャンバーの設定」ダイアログボックスでデータの編集を行います。 

例 ： 

 

左図では２つの「ダクト」と、「チャンバー」が配置してあります。 

作画ツールの[データ編集]ボタンを押し、「チャンバー」をクリックします。 

編集対象が反転表示になります。 

さらに、「チャンバーの設定」ダイアログボックスが現れます。 

 
ここで「チャンバー」の寸法（外寸）を入力します。 

 

「内張り」は「なし」「25mm」「50mm」の３種類から選択します。 

「なし」以外を選択すると「消音チャンバー」扱いということになり、明細行を生成するときに寸法から厚さ×

２（内張りの厚さ合計）を差し引いた値が「幅」、「高さ」、「長さ」に設定されます。「なし」にするとここで入力

した値がそのまま参照されます。 

 

「計算方法」は「３行」「２行」「BOX」の３種類から選択します。 

「３行」は「長方形急拡大」「長方形変形エルボ」「長方形急縮小」の３行の明細行が展開されます。「２行」

は「長方形急拡大」「長方形急縮小」の２行の明細行が展開されます。「BOX」は「制気口ボックス」または

「消音ボックス」の１行の明細行が展開されます。 

 

必要な値を設定して[閉じる]ボタンを押すと、編集内容が確定します。 
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「ボックス」をクリックしたときは、「ボックスの設定」ダイアログボックスでデータの編集を行います。 

例 ： 

 

左図では２つの「ダクト」と、「ボックス」が配置してあります。 

作画ツールの[データ編集]ボタンを押し、「ボックス」をクリックします。 

編集対象が反転表示になります。 

さらに、「ボックスの設定」ダイアログボックスが現れます。 

 
ここで「ボックス」の寸法（外寸）を入力します。 

 

「内張り」は「なし」「25mm」「50mm」の３種類から選択します。 

「なし」以外を選択すると「消音ボックス」扱いということになり、明細行を生成するときに寸法から厚さ×２

（内張りの厚さ合計）を差し引いた値が「幅」、「高さ」、「長さ」に設定されます。「なし」にするとここで入力し

た値がそのまま参照されます。 

 

「計算方法」は「３行」「２行」「BOX」の３種類から選択します。 

「３行」は「長方形急拡大」「長方形変形エルボ」「長方形急縮小」の３行の明細行が展開されます。「２行」

は「長方形急拡大」「長方形急縮小」の２行の明細行が展開されます。「BOX」は「制気口ボックス」または

「消音ボックス」の１行の明細行が展開されます。 

 

必要な値を設定して[閉じる]ボタンを押すと、編集内容が確定します。 

 

テキストをクリックしたときは、テキストボックスでデータの編集を行います。 

例 ： 

 

1. 作画ツールの[データ編集]ボタンを押し、テキストをクリックします。設定済みのテキス

トは反転表示なります。左図では途中で切れていますが、設定済みの内容を既定値

として、横に細長いテキストボックスが表示されます。この時点でキーボードから文字

を入力することができます。 

 

2. 漢字 20 文字（半角 40 文字）以内で編集します。 

ここでは「テキスト」という文字を「ＴＥＸＴ」に変更してみます。[Back Space]キーや

[Delete]キー、カーソルキーなども使用可能です。マウスカーソルが邪魔であれば移

動してもかまいません。 

 

3. 最後に[Enter]キーを押して確定すると、変更されます。 
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(５)  表示の拡大/縮小 

 

作画ツールの[拡大]ボタンと[縮小]ボタンを使用すると、編集領域の表示を拡大したり縮小したりできます。拡大/

縮小は４段階あります。グリッド間隔と文字だけが拡大/縮小されます。 

 

例 ： 

 

標準（最小）の表示です。 

[縮小]ボタンは無効になります。 

[拡大]ボタンを押すと倍率２倍の表示になります。 

 

 

 

倍率２倍の表示です。 

[縮小]ボタンを押すと標準の表示になります。 

[拡大]ボタンを押すと倍率４倍の表示になります。 

 

 

 

倍率４倍の表示です。 

[縮小]ボタンを押すと倍率２倍の表示になります。 

[拡大]ボタンを押すと倍率８倍の表示になります。 

 

 

 

倍率８倍（最大）の表示です。 

[縮小]ボタンを押すと倍率４倍の表示になります。 

[拡大]ボタンは無効になります。 
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(６)  寸法表示設定 

 

このダイアログボックスは、アイソメ図作成ウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ツール(T)]-[寸法表示設定(B)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[寸法表示設定]ボタンをクリックした。 

 

ダクト等のサイズを表示するとき、どのような内容を表示させるかをここで指定します。 

出力イメージを参考に、表示したい要素にチェック（ ）を付けてください。 

 

ダクト等のサイズを表示する方法については、「(２) ⑩ 「寸法」の配置」を参照してください。 

 

 
このボタンをクリックすると、以下のような確認メッセージが表示されます。 

 

 
 

[はい(Y)] … この時点での設定を使ってマスターデータを更新します。今後、物件データを新規作成した

ときは、更新したマスターデータを基に寸法が表示されます。 

[いいえ(N)] … マスターデータの更新はしないで、この確認メッセージを閉じます。 
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(７)  アイソメ図オプション 

 

このダイアログボックスは、アイソメ図作成ウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ツール(T)]-[アイソメ図オプション(O)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[アイソメ図オプション]ボタンをクリックした。 

 

アイソメ図の表示と印字について設定します。 

用紙の向き … アイソメ図の作業領域を縦長にするか、横長にするかを設定します。ここで設定する

「用紙の向き」は、印刷の向きと関係ありません。 

横方向グリッド数 … この値を小さくすると作業領域が狭くなり、大きくすると広くなります。 

既存のアイソメ図について作業領域を狭くしたとき、種類・シンボルなどが領域の外に

配置されてしまう場合があります。このままだと直接編集することが困難になりますの

で、編集するには元の大きさに戻してください。 
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色の設定 

 「局部抵抗の設定」ダイアログボックスで値を設定してある「ダクト」の色 

 
「局部抵抗の設定」ダイアログボックスで値を設定していない「ダクト」の色 

 現在使用されていません。 

 「一般線」の色 

 区間記号と「テキスト」の色 

 
「寸法」の文字と、「ダクト」から「寸法」へ引かれる線の色 

 
作業領域のグリッドの色 

 
作業領域の背景の色 

 「空調機」の図形を構成する９本の線分の色 

左側の見出しはボタンになっています。右には現在設定されている色が表示されます。 

ボタンをクリックするか、その隣の色をダブルクリックすると「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。そこで

色を変更することができます。 

 

文字 

 

区間記号と「テキスト」のフォントを指定します。 

[フォントの指定...]ボタンの上には現在選択されているフォントの見本が表示さ

れます。ボタンをクリックすると、「フォント」ダイアログボックスが表示されます。そ

こでフォントを変更することができます。 

 

 

区間記号を○で囲むかどうかを指定します。 

囲むときは、チェック（ ）します。 
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２-８  系統の登録 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ツール(T)]-[系統の登録(K)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[系統の登録]ボタンをクリックした。 

 

ダクト系統を登録します。100 行の系統が登録可能です。 

 

※物件データを新規作成した時点で、あらかじめ 10 系統が登録してあります。 

※系統を削除すると、それに属している明細はすべて削除されるのでご注意ください。 

 

メニュー 

 

メインウィンドウのスプレッドシートに対する機能と同様の効果があります。 

系統のスプレッドシートで右クリックしても、同様のポップアップウィンドウが

表示されます。 

 

 

ツールボタン 

 
[切り取り] （[編集(E)]-[切り取り(T)]メニュー） 

 
[コピー] （[編集(E)]-[コピー(C)]メニュー） 

 
[貼り付け] （[編集(E)]-[貼り付け(P)]メニュー） 

 [系統（行）コピー] （[編集(E)]-[系統（行）のコピー(K)]メニュー） 

 
[行挿入] （[編集(E)]-[行挿入(I)]メニュー） 

 
[削除] （[編集(E)]-[削除(D)]メニュー） 

カッコ内は対応するメニューの名前です。 

 

以下に系統のスプレッドシートの各項目について説明します。 

No … 系統番号です。 

系統名 … 漢字 127 文字（半角 255 文字）以内で入力します。 

計算方法 … 「定圧法」と「等速度法」のいずれかを選択します。 

風温℃ … リストから風温を選択します。規定値として 20.0 が設定されます。 

空調機抵抗 … 「機外抵抗」以外の抵抗で、全抵抗に含める空調機の抵抗をここに設定します。 

抵抗計 … 系統に属している明細の抵抗を合計した値が、自動的に表示されます。 
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２-９  オプション 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウの[ツール(T)]-[オプション(O)...]メニューを選択すると表示されます。 

 

このダイアログボックスを閉じると、設定内容によっては自動的に再計算を行う場合があります。 

ここには３つの設定項目があります。見出しタブをクリックすることによって設定項目を切り替えることができます。 

 

以下に共通事項について説明します。 

 

ツールボタン 

 
[切り取り] 

 
[コピー] 

 
[貼り付け] 

 
[行挿入] 

 
[削除] 

 

※「全般」を表示中は使用できません。 
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見出しタブ 

「全般」 … (１) オプション 「全般」 

「ダクト材質」 … (２) オプション 「ダクト材質」 

「空気の密度・動粘度」 … (３) オプション 「空気の密度・動粘度」 

設定項目を切り替えると、ダイアログボックス中央の表示が変化します。 

それぞれの説明ページを参照してください。 

 

 
このボタンをクリックすると、以下のような確認メッセージが表示されます。 

 

 
 

[はい(Y)] … この時点での３つの設定項目すべてを使ってマスターデータを更新します。今後、物件デー

タを新規作成したときは、更新したマスターデータを基にオプション項目の規定値が設定さ

れます。 

[いいえ(N)] … マスターデータの更新はしないで、この確認メッセージを閉じます。 
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(１)  オプション 「全般」 

 

メインウィンドウの明細行に値を入力するときの制限と、「局部抵抗の設定」ダイアログボックス(「２-６ (１) 局部抵抗

の設定」を参照)に値を入力するときの制限を設定します。 

 

アスペクト比 

許容範囲 

… 0.1～999.9 の範囲で入力します。 

メインウィンドウのスプレッドシートの「ダクト寸法（幅）」欄と「ダクト寸法（高さ）」欄が入力

可能なとき、入力した値でアスペクト比を算出し、このダイアログボックスで設定した「ア

スペクト比 許容範囲」と比較します。そのときに設定値を超えていると、警告メッセージ

が表示されます。ただし、そのまま入力は確定できます。 

風速許容範囲 … 2.00～30.00 の範囲で入力します。 

メインウィンドウのスプレッドシートの「風速」欄が計算されたときと入力可能なとき、この

ダイアログボックスで設定した「風速許容範囲」と比較します。そのときに設定値を超え

ていると、警告メッセージが表示されます。ただし、そのまま入力は確定できます。 

長方形ダクトの 

風速の算出方法 

… 風速を算出するときの計算方法を指定します。 

「円形に変換」を選択すると、長方形を円形に変換した断面積で風速の計算を行いま

す。(「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準 平成

27 年版」(一般社団法人 公共建築協会 編集・発行)) 

 

「長方形のまま」を選択すると、そのままの断面積で風速の計算を行います。(「空気調

和・衛生工学会便覧 第 14 版」による計算方法) 

ただし、直管ダクトの単位抵抗は円形に変換した断面積から計算します。 

単位 圧力 … 圧力の単位を「Pa」か「mmH2O」のどちらかから選択します。 

 管長 … 入力時の単位を「ｍ」か「mm」のどちらかから選択します。 

局部抵抗「縮小」

の抵抗計算時の

風速 

… 局部抵抗「縮小」の計算時の風速を指定します。 

「入口側の風速で計算」を選択すると、入口側の風速で計算を行います。 

（「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準 平成 27 年

版」(一般社団法人 公共建築協会 編集・発行)、「空気調和・衛生工学会便覧 第 14

版」等に準拠した標準的な方式です。） 

「出口側の風速で計算」を選択すると、出口側の風速で計算を行います。 

ボックスの計算 

方法 

 

… チャンバー・ボックスの計算方法を選択します。 

３行明細展開、２行明細展開、ボックスの３種類の計算方法があります。チャンバー・ボ

ックスのデータを編集するとき、計算方法選択のリストの初期値となります。 
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(２)  オプション 「ダクト材質」 

 

最大 100 行のダクト材質が登録可能です。 

ここで登録した内容が、メインウィンドウの「ダクト材質」欄と、「風量/サイズ/ダクト材質の一括変更」ダイアログボッ

クス(「２-６ (３) 風量/サイズ/ダクト材質の一括変更」を参照)と、アイソメ図作成の「材質の変更」ダイアログボックス

(「２-７ (２) ⑧ 材質変更」を参照)で使用されます。 

 

すでに参照しているダクト材質は削除できません。また、そのようなダクト材質が別の行に移動した場合、参照先は

その変化に追従します。 

 

以下にダクト材質のスプレッドシートの各項目について説明します。 

省略名 … 漢字５文字（半角 10 文字）以内で入力します。 

ダクト材質 … 漢字 12 文字（半角 25 文字）以内で入力します。 

印刷時にはこちらの名称が参照されます。 

絶対粗度 … 0.00～9.99 の範囲で入力します。 
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(３)  オプション 「空気の密度・動粘度」 

 

計算で参照される値を設定します。 

「系統の登録」ダイアログボックス(「２-８ 系統の登録」を参照)で入力した温度を参照して、ここで設定する「密度」

と「動粘度」が計算で使用されます。 

 

以下に空気の密度・動粘度のスプレッドシートの各項目について説明します。 

温度 … -99.9～99.9 の範囲で入力します。 

密度 … 0.0000～9.9999 の範囲で入力します。 

動粘度 … 0.000～9.999 の範囲で入力します。 
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２-１０  印刷・Excel 出力 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで以下のような操作をすると表示されます。 

 [ファイル(F)]-[印刷・Excel 出力(P)...]メニューを選択した。 

 ツールバー上の[印刷・Excel 出力]ボタンをクリックした。 

 

 … このボタンをクリックすると、印刷オプションの内容を既定値として登録するかどうか、確

認メッセージが表示されます。登録すると、次回からの新規作成ファイルに反映されま

す。 

 … 印刷帳票を画面で確認することができます。 

(「(３) 印刷プレビュー」を参照) 

 … Excel 出力を行い、さらに印刷を実行します。 

 … Excel 出力を行います。 

 … 印刷を実行します。Excel ファイルは保存されません。 

 

「印刷項目」と「ページ設定」と「表紙」の各設定を行ない、印刷をします。あらかじめプリンタが使用可能な状態に

しておいてください。ネットワークプリンタについても印刷プレビューと印刷が可能です。 

 

 

 

 
 

印刷をすると進行ダイアログ画面が表示されます。途中でキャンセルも可能です。 
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(１)  印刷項目 

 

表紙 … 「表紙」を出力するときは、ここをチェック（ ）します。 

ダクト抵抗計算書 … 「ダクト抵抗計算書」を出力するときは、ここをチェックします。 

ダクト系統図 … 「ダクト系統図」を出力するときは、ここをチェックします（アイソメ図モードのみ）。 

入力チェックリスト … 「入力チェックリスト」を出力するときは、ここをチェックします。 

   

印刷範囲(系統リスト) … 明細行がある系統の一覧が表示されます。印刷したいNoの列をクリックして選択

します。 

複数の系統を選択する場合は、印刷を開始したい行の No 列をクリックした後、

Shift キーを押しながら印刷範囲の終わりとなる行の No 列をクリックします。 

「風量比」 … 入力の範囲は 0.00～9.99 です。 

印刷の際の風量は、ここに設定した値を乗じてから参照します。 
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(２)  印刷オプション 

 

プリンタ名 … 現在選択されているプリンタの「名前」が表示されます。 

件名 … 40 文字以内で入力します。表紙と、各印刷物の上の方に印字されます。 

初期値は「ファイルの新規作成」ダイアログボックスで設定した文字になります。 

提出先 … 40 文字以内で入力します。表紙に印刷されます。 

自社名 … 40 文字以内で入力します。表紙に印刷されます。 

印刷日付 … 「システム日付」を選択すると、年月日の欄は編集できません。コンピュータが保持

している日付が印字されます。 

「日付を入力する」を選択すると、年月日の欄を編集できます。年は半角４文字分、

月日はそれぞれ半角２文字分となっています。空白にすることもできます。 

「印刷しない」を選択すると、日付は印刷されません。 

余白 … 用紙の余白を設定することができます。 

各種印刷設定 

 「ダクト系統図にグリッドを印刷する」 

… ダクト系統図印刷の際グリッドを含めて印刷するときは、ここをチェックします。 

「件名を印刷する」 

… 件名をヘッダに出力するときは、ここをチェックします。 

「計算書に画像を印刷する」 

… ダクト抵抗計算書にシンボル画像を出力するときは、ここをチェックします。 
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(３)  印刷プレビュー 

 

印刷項目を選択してからこの処理を選ぶと、項目順に印刷イメージを画面で確認することができます。 

Microsoft Excel のプレビュー機能を使用しています。 

機能詳細については Microsoft Excel のヘルプ等を参照して下さい。 
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(４)  Excel 出力 

 

 
 

印刷項目を選択してからこの処理を選ぶと、Excel ファイルの保存ダイアログ画面が表示され Excel ファイルを保存

することができます。 
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２-１１  物件データインポート 

 
 

他の物件ファイルから系統データをインポートします 

このウィンドウは、[ファイル(F)]-[物件データインポート(D)...]メニューを選択すると表示します。 

物件の系統を分けてデータ作成するなど分業にも活用できます。 

ただし、物件データタイプ「表・アイソメ図」が読み込み元と一致していないとインポートできません。 

 

 

インポートする物件ファイルを選択します。 

 

 

読み込んだ物件データの情報を表示します。 

インポートする系統データをチェックし、インポートボタンをクリックするとインポートを行います。 

インポートした系統は、系統データの最後に追加登録されます。 

 

※「ユーザー登録局部抵抗」、「ダクト材質」、「空気温度・密度・動粘度」の登録で、インポート元で不足しているデ

ータのみ同時にインポートされます。 
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２-１２  ダクトサイズ計算 

 

ダクトサイズを計算し表示するツールです。系統明細データには影響しません。 

このウィンドウは、[ツール(T)]-[ダクトサイズ計算(D)...]メニューを選択すると表示します。 

ダクト種類、ダクト材質、風量等の各入力値によってダクトサイズを計算します。 

 

■長方形ダクト 

 

風量、基準単位抵抗を基準にして円形換算直径を求め、それに相当する幅、高さ、風速を計算します。 

幅、高さは 50mm ピッチで切り上げて計算します。 

風速を入力した場合は、風量、風速を基準としてサイズを計算します。 

 

■円形ダクト 

 

風量、基準単位抵抗を基準にして直径、風速を計算します。直径は規格サイズを割り当てます。 

風速を入力した場合は、風量、風速を基準としてサイズを計算します。 
※規格サイズは、[75,100,125,150,175,200,225,275,300,325,350,375,400,450,500,550,600,650,700,750,800, 850,900, 

950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500] の中から選択されます。 

 

 



 

 操作マニュアル  56

２-１３  オンラインサポート 

 
 

[ヘルプ(H)]-[オンラインサポート(O)]メニューかツールバーのオンラインサポートボタンをクリックすると表示されま

す。 

専用 Web サイトにてよくある質問の閲覧や問い合わせをすることができます。 
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２-１４  最新版の更新情報 

 
 

デフォルトでは起動時に最新版プログラムの更新情報をチェックします。 

[ヘルプ(H)]-[最新版の更新情報(U)…]メニューを選択し手動でチェックも可能です。 

 

最新版プログラムがある場合は上記画面が表示され、修正内容の確認や更新プログラムをダウンロードすることが

できます。 

 

※更新プログラムを適用する際は、必ずソフトを終了してから行って下さい。 
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２-１５  バージョン情報 

 

このダイアログボックスは、メインウィンドウで[ヘルプ(H)]-[バージョン情報(A)...]メニューを選択すると表示されま

す。 

 

本プログラムのバージョン情報が表示されます。 

 

Version … プログラムのバージョン番号です。 

 … お使いの環境に「Microsoft システム情報」がインストールされている場合、表示されま

す。 
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