
よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通
【Ver.9】新規物件を作成する際、［物件情報］で選
択されている「物件マスタ」が1番になっています。別の
番号がいつも選択されるよう、変更できますか︖

［物件情報［新規］］で物件マスタを選択、［初期値に設定す
る］のチェックをオンにしていただくと、次回からその物件マスタが初期値
として、選択されるようになります。

共通

【Ver.9以降】操作中に、いきなり、⾍眼鏡（ズーム
ビュー）がでてくるときがあります。

マウスの両ボタンを押したまま、真上方向へドラッグすると［ズーム
ビュー］が表示されるためです。この設定を解除するには、ズームビュー
を表示させ、［設定］（⻭⾞のボタン）をクリックし、［両ボタンドラッ
グでのズームビュー表示を利⽤する］をオフにしていただきます。※ズー
ムビューは、ズームしたい個所でキーボードのZキーを押すことでも表示で
きます。

共通
ARCHITREND Zの物件データやマスタのバックアップ
方法を教えてください。

それぞれのバックアップ方法とリストア方法は、以下のPDFを参照してくだ
さい。

共通
処理選択の画⾯は、カスタマイズできますか︖ 処理選択の画⾯の［カスタマイズ］をクリックすると、カスタマイズの画⾯

に切り替わります。そこで、ボタンの追加や移動を⾏うことが出来ます。
作業後に［保存］で、上書き保存することが出来ます。

共通

図⾯印刷で、作成した図⾯を［PDFエクスポート］で
変換したところ、「社外秘」と表示されてしまう。

PDFドライバのプロパティを開き、［設定］画⾯の［透かし］タブの設
定を確認してください。「テキスト」にチェックが入っていて、「社外秘」が選
択されています。［透かし］のタブで、「テキスト」ではなく「なし」にチェッ
クを入れていただく設定を⾏い、その後PDFファイルに変換をしていただく
と、「社外秘」の表示を消すことができます。

共通

［基準高さ情報］－［その他］で、［根太レス工法
（２階以上は木のみ）］のチェックを、［１階］と
［２階］ともにONにして、その後、床伏図の1階と2
階で［⾃動］を⾏ったときに、格⼦状に合板受けが配
置されません。

床伏図において→［設定］－［専⽤初期設定］－［土台・大引
条件］－［根太レス工法］－［合板受(大引）］ ONにし、［合
板受（大引）ピッチ］を例えば910に設定します。つぎに、［設定］
－［専⽤初期設定］－［床部材条件］で［床梁ピッチ］も910に
設定することで、1Fは大引、2Fは梁で合板受けが、格⼦状に⾃動作

 成されます。 

共通
開いている図⾯の中で任意の図⾯を選択して、画⾯に
並べる方法はありますか︖

［選択ウインドウを並べて表示〕ボタンより、［図⾯］グループの図⾯
名を選択することで、目的のの図⾯を並べて表示することができます。

共通

物件データが100物件でいっぱいになったのですが、追
加して登録できますか。

［物件選択］画⾯で、物件フォルダを新規作成していただくことで、追
加して登録ができます。＜手順＞
１．［物件選択］画⾯で、＜登録＞をクリックします。
２．物件フォルダ登録］のダイアログで、［未登録］の欄を選択し、
＜変更＞をクリックします。
３．［フォルダ変更］のダイアログで、新規フォルダの名称を入⼒しま
す。（例︓C:\fcapp\atz\data2）
４．「フォルダ・・・は存在しません。作成しますか︖」とメッセージが表示
されますので、＜はい＞をクリックします。
５．［未登録］の欄が［ローカル］になり、３で指定したフォルダ名
が表示されますので、＜OK＞をクリックします。
６．[物件選択］画⾯が新規に作成されますので、引き続き物件を

 追加登録できます。
＜補⾜＞・物件フォルダを変更するときは、［物件選択］画⾯の
［フォルダ］右横の三角⽮印で切替えます。・物件データは、他のメ
ディアに定期的にバックアップすることをお勧めします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

バック図⾯を表示する際に、任意のレイヤのデータだけ
を表示したい。

［ファイル］－［バック図⾯・バックデータ］－［バック図⾯表示］で
［表示レイヤ設定］を開き、レイヤごとに表示・非表示の設定をしてい
ただけます。

共通
起動時に選択されているペンNo（［ペンNo切
替］）は、どこで設定していますか。

設定はありません。「最後に閉じた図⾯」で、使⽤していたペンNo
（［ペンNo切替］）を引き継いでいます。

共通
画像を貼り付けてある図⾯データを、JW̲CADデータ
に変換できますか。

画像データはJW̲CADへの変換対象となっておりません。

共通

RIKCAD21への連携で、エクステリア部品は連携対象
外になっていますが、例えば、ArchiMaster上で、部品
の［分類］をエクステリアから家具等に変換すれば連
携対象になるのでしょうか︖

ArchiMasterで、部品の［分類］をエクステリア、景観装飾以外の家
具等に変更していただくことで、連携対象とすることが可能です。
変更後のAM部品を配置し、［ファイル］－［RIKCAD21/expot連
携 エクスポート］を［内部詳細（ガラス透過）］ONで実⾏していた
だくことで、パース表示される事が確認できます。
＜補⾜＞
・3D部品の場合も同様の考え方になります。［部品種別］を連携対
象外となっている外構以外に変更していただくとよいです。
・外構シンボル、外構部品、エクステリア部品、景観装飾部品は連携
対象外です。
・敷地は変換対象となっていますが、CADデータとしては連携されます
が、⽴体データとしては連携されません。

共通
［通り芯］－［通り芯クリップ領域］処理後、非表
示になった通り芯を元のように表示するには︖

［編集］－［図形復元］で通り芯を選択していただくことで、元の表
示に戻ります。［属性別選択］で通り芯を選択されると便利です。

共通

［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD読み込
み］よりJWWデータを読み込むと、すべての線分がペン
1の点線で読み込まれます。

読み込んでいるJWWデータでSXF対応拡張線種が使⽤されていると
思われます。ARCHITREND ZはSXF対応拡張線色・線種の読み込
みに未対応のため、SXF対応拡張線色はすべてペン1、SXF対応拡
張線種はすべて点線（線種7）で読み込まれます。JW̲CAD側で
SXF対応拡張線種を使⽤しないよう線種を変更してから読み込んでい
ただくか、ARCHITREND Zに読み込んだ後で、［編集］－［要素
属性変更］で線種を変更していただくようお願いします。

共通
［汎⽤シンボル］－［つみき］で⽴体を入⼒する場
合、素材として、Archi Master素材を割り当てできま
すか。

［素材選択］からArchi Master素材が選択できますが、球体は対
象外になっております。ご了承ください。

共通
コマンドを選択したときに、ダイアログ表示が⻘いバーだ
けで表示されます。

［設定］－［基本設定］－［システム1］を開き、［ダイアログ］グ
ループの［モードレスダイアログを最小化の状態で開く］チェックをオフと
設定してください。

共通
［操作モード切替］（ボックスインやボックスタッチな
ど）をキー割り当てできますか。

Tabキーで切り替え可能です。また、Tab キー＋Shift キーでは逆順の
切り替えになります。

共通

【Ver6以降】　　ARCHITREND Zを終了しようとする
と、「バックアップ指定時間を経過しました。
ARCHITREND Z ユーティリティを起動してバックアップ
を⾏いますか︖」とメッセージが表示され、［はい］をク
リックすると、ユーティリティが起動するようになった。

［設定］－［基本設定］－［システム2］を開き、［データのバック
アップ確認］の［終了時にデータ・マスタのバックアップ確認を⾏う］
チェックボックスをオンと設定していることが考えられます。このチェックがオ
ンの場合は、前回本アプリケーションを終了した時点から、今回終了す
るまでの経過時間が、［確認メッセージ表示間隔］ボックス指定した
時間を越えるとメッセージが表示されます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

【Ver5以降】　　登録した各図⾯のレイヤマップを新規
物件でいつも読み込んでくるようにしたい。

１．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマン
ドをクリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。
２．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログでレイヤの表示・検索を設
定し、［登録］ボタンからレイヤマップを登録します。
３．［管理］ボタンから［レイヤマップ管理］ダイアログを表示し、他
物件でも利⽤したいレイヤマップの名称を選択し、［＞＞］ボタンをク
リックし、［マスタ］の欄に登録します。このときに［新規］のチェックを
オンにすることで、新規作成する物件の各図⾯でいつも読み込まれてき
ます。［OK］で閉じます。

共通

ツールバーなどのコマンドの表現を、境目の線のないフ
ラットな表現にする設定は。

［設定］－［基本設定］－［システム1］を開き、［ツールバー］
グループの［ツールバーの表示をフラットにする］チェックボックスをオンと
設定します。

共通

【Ver6以降】［設定］－［基本設定］－［使⽤者
情報］を開くと、組織マスタが正しくインストールされて
いないようなメッセージが出ます。ARCHITREND
Managerは購入しておらず、使⽤していません。

インストールディスクより、ARCHITREND Managerプログラムのインス
トールをお願いします。ARCHITREND Managerプログラムインストー
ル時には、［ARCHITREND Managerを未購入の方
ARCHITREND Zで、拡張機能がご利⽤できます。］を選択し、イン
ストールを進めてください。

共通

他の階で設定した作図範囲を取り込みたい。 １．［ファイル］－［階複写］コマンドをクリックします。
２．［図⾯複写］ダイアログで［図⾯］ボックスから取り込み元の階
数を選択し、［作図範囲］チェックボックスをオンとします。
３．［OK］をクリックすると、取り込むことができます。

共通

［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］を⾏っ
ていますが、数字を割り当てたもの（例︓「1」を割り当
てた、サブピックモード）がキーを押しても反応しません。

テンキーの数字は反応しませんので、キーボードの上側に並んでいる数
字キーを使っていただくようお願いいたします。

共通
画⾯左側に入門編とか書いてあるウィンドウが、毎回開
くようになりました。

平⾯図など図⾯を開き、ツールバーの［入⼒ナビ］コマンドをオフにし、
保存終了をお願いします。次回からは表示されなくなります。

共通

⽂字のペンNoを変更したいのですが、［ペンNo切
替］のところを切り替えることができません。

これから⽂字を入⼒する場合は、［⽂字列入⼒］コマンドを選択して
いただくと［ペンNo切替］を使⽤できるようになります。入⼒済みの⽂
字のペンNoを変更する場合は、［編集］－［要素属性変更］で変
更していただくことになります。

共通

上書保存の際、［初期値］グループに［共通］・
［物件］・［専⽤］のチェックボックスがありますが、こ
れらは何でしょうか。

［設定］－［共通初期設定］や［物件初期設定］や［専⽤初
期設定］にて、内容を変更したあとに［ファイル保存］をおこなってい
ない場合に表示されます。変更内容を初期値として保存するときは、オ
ンにします。

共通

寸法線属性変更で、⽂字の縦横⽐を0.7倍に設定し
ました。AUTOCAD2010DWGデータに変換し読み
込むと、縦横⽐が1.0倍になってしまいます。

寸法線以外の⽂字列要素に関しては縦横⽐が保持されますが、寸法
⽂字は別扱いとなり「0.7」と設定しても「1」になってしまいます。これは
変換エンジンとの兼ね合いもあり、現状の仕様となっていますのでご了承
ください。

共通

【Ver6以降】　　GLOOBEで作成したデータを読み込
みたい。

［物件選択］ダイアログで［処理］ボタンをクリックし、［GLOOBE
データ読込］・［インポート］コマンドから読み込むことができます。また
物件一覧上で右クリックし、メニューの中の［インポート］コマンドからも
読み込むことができます。読み込むことができるファイル形式はIFCファイ
ルです。あらかじめGLOOBE側でIFCファイルにエクスポートをおこなって
おく必要があります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

ネット認証において、時間関係のエラー（「日時が正し
く認識できませんでした。パソコンの日時の設定を確認
してください。（エラーコード︓26）」）が表示されま
す。

サーバの時間とパソコンの時間が3分以上ずれていると認証に失敗しま
す。パソコンの日付と時間の確認をお願いします。

共通
【Ver5以降】　　構造計算ソフトのKIZUKURI（木造
舎）へ連携しています。木材の樹種は連動しますか。

ATZ側では出⼒していますが、KIZUKURI側で読み取っていないよう
です。構造材の樹種・等級情報、⾦物情報の連携はありません。

共通

内法から間取りを入⼒していく手順書（リノベーショ
ン）は、どこかに登録されていますか。

［ヘルプ］－［解説資料］の「基本設計」の中に、「ATZA8̲リノ
ベーション.pdf」が登録されています。また、FCコンシェルジュの建築設
計サポートサイトの操作マニュアル「基本設計」の中にも「リノベーション
機能の流れ」が登録されています。

共通

JWCで作成したデータをATZで読み込んでいます。デー
タの距離を計測すると、微妙な誤差が⽣じているのはど
うしてでしょうか。

JWC側の制約になります。ハードウェア上の制約により座標データを単
精度実数で保持しているため、JWC形式のデータを倍精度実数で扱う
CADで読み込むと、わずかながら数値の誤差が発⽣します。（参照リ
ンク）http://ja.wikipedia.org/wiki/Jw̲cad

共通

【Ver5以降】　　登録したレイヤマップを他の物件の同
じ図⾯でも利⽤したい。

１．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマン
ドをクリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。
２．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログでレイヤの表示・検索を設
定し、［登録］ボタンからレイヤマップを登録します。
３．［管理］ボタンから［レイヤマップ管理］ダイアログを表示し、他
物件でも利⽤したいレイヤマップの名称を選択し、［＞＞］ボタンをク
リックし、［マスタ］の欄に登録し［OK］で閉じます。
４．［物件］－［物件変更］から物件を変更し、同じ図⾯を開き
ます。
５．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマン
ドから［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。
６．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログの［管理］ボタンをクリック
し、［レイヤマップ管理］ダイアログを表示させます。
７．［マスタ］欄に登録のあるレイヤマップを選択し、［＜＜］ボタン
で開いている図⾯のレイヤマップの一覧に登録します。
８．後はレイヤマップを切替えます。

共通

【Ver5以降】［レイヤ表示・検索設定］コマンドで登
録したレイヤマップに切替えたい。

以下の方法がございます。
・［レイヤ表示・検索設定］ダイアログで左上のレイヤマップの名称を切
替えることができます。
・［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設
定］ダイアログを表示し、ツールバーの［入⼒属性］の［レイヤ表示・
検索切替］をオンと設定すると、ツールバー上にレイヤマップ切替ボック
スが表示されます。そのボックスで切替えることができます。

共通

【Ver5以降】［レイヤ表示・検索設定］ですが、表示
パターンを複数登録したい。

［レイヤ表示・検索設定］ダイアログで表示／非表示の設定をおこな
います。次に［登録］ボタンから［レイヤマップ登録］ダイアログを表示
し、［新規登録］をクリックして名称を入⼒して［OK］から登録をお
こないます。

共通
レイヤ001〜005の名称を変更できますか。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［レイヤ］でレイヤ名称の変更が

できます。

共通
【Ver2以降】JWWのデータをバック図⾯として読み込
みました。このデータを移動できますか。

［ファイル］－［データ変換］－［読込バックデータ移動］コマンド で
⾏えます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通
【Ver5以降】部分的に設定したグリッド間隔を戻した
い。

［設定］－［グリッド］コマンドを選択し、［部分変更をクリア］ボタ
ンをクリックし、［部分変更クリア］ダイアログで［はい］をクリックするこ
とにより、戻すことができます。

共通

【Ver5以降】グリッドピッチを部分的に変更したい。 １．［設定］－［グリッド］コマンドをクリックし、［間隔の部分設
定］グループの［部分変更］ボタンをクリックします。
２．変更するグリッド間隔の始点とするグリッド線をクリックし、方向と範
囲の終点となる位置をクリックします。
３．［グリッド間隔の部分設定］ダイアログが表示され、［間隔］と
［グリッド数］を確認し、［OK］をクリックし決定します。

共通

［ファイル］－［データ変換］－［DXF/DWG読み
込み］で、「読み込み対象データがありませんでした。」
のメッセージが出て開けない。

［DXF/DWG読み込み］ダイアログの［要素変換］グループの［モ
デル空間の要素のみ読み込む］チェックボックスをオフで読み込めるかど
うか確認をお願いします。
＜補⾜＞AUTO̲CADでは「モデル」空間と「レイアウト」空間という作
業⾯があり、［モデル］空間で入⼒した図⾯を［レイアウト］空間で
出⼒⽤の図⾯にします。ATZで読込時にこのようなメッセージが表示さ
れる場合は、［モデル］空間の要素がないことが考えられます。

共通

［ファイル］－［バック図⾯表示］コマンドからバック図
⾯1とバック図⾯2に参照図⾯を設定しました。［ファイ
ル］－［バックデータ取り込み］コマンドを選ぶと、バッ
ク図⾯2が消えてしまいます。

［バックデータ取り込み］ダイアログの［取り込み対象］グループで
［バック図⾯2］を選んでいただくと、バック図⾯2で設定した図⾯が表
示され、取り込むことができます。

共通

たとえば平⾯詳細図込みの物件データを、平⾯詳細
図を購入していないユーザーが読み込んだ場合、平⾯
図等に平⾯詳細図をバック表示することは可能です
か。

可能です。

共通

［設定］－［基本設定］－［操作2］－［ピッ
ク］グループの［サブピックモード］はどのように使います
か。

ツールバーで設定されているピックモード以外に、一時的に使⽤できる
ピックモードを設定します。たとえば、線分入⼒時に、ツールバーは［ピッ
ク（フリー）］コマンドがオンの設定で、サブピックモードは［ピック（交
点）］コマンドをオンに設定していたとします。1点目をクリック後、2点
目をクリックするときに、キーボードの「1」キー（初期出荷でキー割り当
てられている［サブピックモード（押下中有効）］）を押しながら交点
の位置をクリックすると、交点をピックすることができます。

共通
【Ver5以降】　　［レイヤ表示・検索設定］ダイアログ
でレイヤ一覧と図⾯モニタの間にある「表示」と「隠す」の
ボタンはどのように使いますか。

図⾯モニタ上で選択したデータのレイヤを表示／非表示に切り替えると
きに利⽤します。

共通

［塗り潰し］－［塗り潰しの入⼒］コマンドで表示さ
れる、［単色］の色をあらかじめ設定しておけますか。

［設定］－［共通初期設定］－［表示色］ダイアログの［塗り潰
し色］グループで設定できます。例えば、［表示レベル］が［中］の
色を変更する場合は、［中］を選択、［RGB］ボタンをクリックし、
［色の設定］ダイアログで変更を⾏ってください。

共通

⾒上・⾒下の切り替えは、どこで設定しますか。 ［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］をクリックし、
［その他］タブをクリックすると、［⾒下］［⾒上］オプションで設定で
きます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

通り芯を入⼒したときに画⾯の端に表示される芯名表
示を消したい。

【Ver4以降】［設定］－［基本設定］－［システム2］を開き、
［画⾯端に通り芯名を表示］のチェックをオフに設定すると、表示され
なくなります。
【Ver2、Ver3】［設定］－［基本設定］－［システム］を開き、
［画⾯端に通り芯名を表示］のチェックをオフに設定すると、表示され
なくなります。
【Ver1】［設定］－［基本設定］－［汎⽤機能］を開き、［通り
芯名常時表示］のチェックをオフに設定すると、表示されなくなります。

共通
［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］の設
定内容を書き出すことはできますか。

［一覧コピー］をクリックするとクリップボードにコピーをおこない、同時に
Excelに書き出すことができます。書き出されたExcelデータを保存し、
ご利⽤ください。

共通
【Ver5以降】［計測・情報］－［汎⽤⾯積区画］コ
マンドで入⼒をした⾯積区画や⾯積表の小数桁や丸
めの初期値はどこで設定しますか。

［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［汎⽤⾯積
表］で設定することができます。

共通

【Ver5以降】開いている図⾯を画像変換したい。 ［ファイル］－［画像として保存］コマンドから変換することができま
す。
【Ver4以前】［物件選択］ダイアログを開き、［外部ファイル書込／
プレゼンデータ作成］コマンドから変換をおこないます。

共通

【Ver5以降】グリッドの分割数を6分割よりも細かく設
定できますか。

10分割まで設定することが可能です。［表示］－［ツールバー設
定］で、ツールバー［ピックモード］を選択しますと、コマンドのところで、
［グリッド分割を7に変更］などチェックをつけることができます。チェックを
つけて［OK］しますと、ツールバーのグリッド分割数の切り替えができる
ようになります。

共通
［内部初期値書込］のダイアログ画⾯で、［今後この
ダイアログを表示しない］のチェックをオンにしました。ダイ
アログを再度表示させることはできますか。

［Shift］キーを押しながら、［内部初期値書込］のボタンをクリックし
ていただくと表示されます。

共通
 ［ファイル］－［バック図⾯表示］にある、［その他
バックデータ表示］に「バックデータ」とありますが、これは
何のデータでしょうか。

例えば［ファイル］－［データ変換］コマンドからDXFやJWWのデータ
をバックデータとして読み込んだ場合が該当します。

共通

A物件の平⾯図だけをB物件に取り込みたい。 以下の操作で⾏えます。
１．B物件の平⾯図を開き、［ファイル］－［他物件データ取り込
み］コマンドをクリックします。
２．［他物件データ取込］ダイアログが開きますので、A物件を選びま
す。物件を選択したら、［次へ］をクリックします。
３．取り込む図⾯（例︓平⾯図）を選び、［次へ］をクリックしま
す。
４．［他物件データ取り込み］のダイアログが開きます。取り込む対
象の部材を確認します。ダイアログが開いたときは、すべての部材が選
択されています。取り込まない部材は、選択から外します。［読み込
み］ボタンをクリックします。
５．貼り付ける際の基準とする点をモニタ図⾯上でクリックします。
６．クリックした位置を基準点とするかの確認状態になりますので、
「YES」ならマウスの左ボタン、「NO」ならマウスの右ボタンを押します。
７．取り込む図⾯の配置先をクリックします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

専⽤ツールバー、汎⽤ツールバーの各アイコンの左下に
ある三角マークは何を表わしてしますか。

色によって次の意味があります。緑︓通り芯レイヤに入⼒されるデータ。
⻘︓現在のレイヤに入⼒されるデータ。⻩︓補助レイヤに入⼒される
データ。ピンク︓コマンドを実⾏する前に、データの選択がおこなえるコマ
ンド。⾚︓構造図、造作・下地材シンボルの中で積算されるデータ
（意匠シンボルは、属性ダイアログ内の［積算情報］ボタンのある／
なしで判断されます）

共通
グリッドが表示されていないのですが。 ［設定］－［共通初期設定］－［表示色］で背景とグリッドが同

色になっていないか、［表示］－［表示条件］で［グリッド］オフに
なっているようであれば、オンにしていただきどうか確認をお願いします。

共通

⻑期優良住宅ナビウィンドウにある［部材配置チェッ
ク］とは︖

チェック欄左上に紫（ピンク）マークがついているものについて、データが
図⾯に配置されているかどうかのチェックを⾏なうものになります。配置が
確認されたものは、チェックボックスが⾃動的にオンになります。
＜補⾜＞
・部材配置チェックの対象とするかどうかは、性能表示チェックで「マスタ
編集モード」にして、［部材配置チェック対象有り］ボックスのオン/オフ
で設定していただけます。
・ただし、2D部品配置に関するもののように、配置されているかどうかの
判断ができないものについては、［部材配置チェック対象有り］オンにし
ていただいても、配置チェックの対象から外れます。

共通

プルダウンメニューの各コマンドやダイアログ内の設定項
目にアルファベットが表記されています。これらは何を意
味しますか。

各コマンドにショートカットを割り当てています。キーボードのAltキーを押
しながら表示されているアルファベットを押すことで、キー操作が⾏えま
す。

共通
性能表示など目標等級はどこで設定しますか︖ ［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［目標等

級］から設定することができます。

共通

【Ver.3以降】［ツール］－［クイック建具マスタ作
成］コマンドがグレースケールで選択することができませ
ん。

［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］をクリック
し、［クイック建具マスタタイプ］グループの［ArchiMasterを使⽤す
る］チェックボックスをオフと設定していただくと、選択できるようになりま
す。

共通
［設定］－［共通初期設定］－［表示色］ダイア
ログ［要素色］とは何の色ですか。

［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］のペンNoと線種
や、各図⾯の［設定］－［専⽤初期設定］－［レイヤ］の表示色
として選択する色の設定となっています。

共通
画⾯上の⽤紙枠サイズを設定しておきたい。 ［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・⽤紙］の［⽤紙

選択］で設定しておくことができます。

共通

リアルタイム連動の設定はどこにありますか。 【Ver.4以降】［設定］－［基本設定］－［システム1］をクリック
し、［図⾯のリアルタイム連動］グループで設定することができます。
【Ver.3】【Ver.2】［設定］－［基本設定］－［システム］をクリック
し、［図⾯のリアルタイム連動］グループで設定することができます。
【Ver.1】［設定］－［基本設定］－［システム］をクリックし、［リ
アルタイム連動］チェックボックスで設定することができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

作成したパースモニタをお客様に渡して、⽴体データを
⾒せることはできますか。

ホームビューア作成していただければ可能です。まず、パースモニタで
［ファイル］－［XVL3ファイル書き込み］をおこなっていただきます。
次に、物件選択の画⾯で［処理］－［ビューア⽤データ作成］で、テ
ンプレートの設定はそのままで［次へ］［次へ］と進めていただき［作
成］ボタンで作成していただけます。
＜補⾜＞【Ver.r4以降】であれば、［ヘルプ］－［解説資料］から
目次一覧を開いただくと、ARCHITRENDZ Ver.×（CG・プレゼン）
内に、ホームビューア⽤マニュアルがございます。ご参照ください。

共通
補助点線の色を変更したい。 ［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］をクリックし、［ペン

一覧］の「不出⼒・補助点線」の色を変更してください。

共通

入⼒データ数を確認する方法があったと思うのですが。 ツールバー上で右クリックし、［ツールバー設定］を選びます。［ツール
バー］で［メッセージ］を選び［コマンド］に表示される［登録データ
件数］のチェックをオンにします。画⾯右下にdata=○○という表示が
追加されるようになります。

共通
建具の外枠のペンはどこで設定できますか。 ［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］をクリックし、［⽴⾯・

パース］タブにある「建具⾒付」のペンNoが連動します。

共通

8階建てのマンションで、2階から7階までが同じ間取に
なります。この場合に、図⾯作成を省略する方法はあり
ますか︖

［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］に［仮想階設
定］があり、2階を元階に設定し、3階から7階までを参照階と設定し
ていただくことができます。そのため、実際に入⼒するのは1階、2階、8
階だけで済みます。

共通 編集中の画⾯は開いたままで、別の画⾯を開きたい。 ［ウィンドウ］－［他の処理図⾯を開く］より開くことができます。

共通

ARCHITREND Z終了時に「データは大切な資産で
す。もしもの場合に備え、データのバックアップを忘れずに
⾏いましょう。」と表示されますが、これを表示させないよ
うにすることはできますか。

1日に1度、最初のARCHITREND Z終了時に表示する仕様になって
おり、表示させないようにすることはできません。

共通

⽤紙枠の位置を移動したい。 ［設定］－［⽤紙枠］コマンドの［⽤紙枠設定］ダイアログで［マ
ウス］ボタンをクリックします。⽤紙枠の位置ををマウスで指定して変更
できます。

共通

物件名を変更したい。 ・［物件選択］ダイアログを開いている場合［物件一覧］から物件を
選択後、［編集］－［物件情報］コマンドをクリックし、［物件情
報］ダイアログで変更を⾏います。
・平⾯図など図⾯を開いている場合［物件］－［物件情報］コマン
ドをクリックし、［物件情報］ダイアログで変更を⾏います。

共通

物件を検索したいのですが。 １．［物件選択］ダイアログで［履歴・検索結果］ボタンをオンにし
ます。
２．［検索結果］ボタンをクリックします。
３．［物件検索］ダイアログが表示されます。例えば、物件名で検索
する場合は、［物件検索］ダイアログで［分類］「フォルダ」を選び、
検索対象となるフォルダのチェックをオンにします。次に、［分類］「物
件」を選び、物件名のチェックをオンにし、検索したい物件名を入⼒しま
す。その後、［検索］ボタンをクリックしていただくと、検索が開始されま
す。
＜補⾜＞【Ver.4】以降、［データ管理切替］をARCHITREND
Managerに変更した場合、［検索］の機能が使⽤できなくなります。
ご了承ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

［3D部品マスタ選択］ダイアログで、選択している部
品を⽴体的に確認したい。

【Ver.3以降】ダイアログ右下にある［パース表示］ボタンから［姿図
確認］ダイアログを表示させ、確認することができます。
【Ver.3以前】ダイアログ下の［姿図］ボタンから確認することができま
す。

共通
登録されていないレイヤ番号にレイヤ名称を登録した
い。

［設定］－［専⽤初期設定］－［レイヤ］で設定することができま
す。［項目一覧］より設定する箇所を選択し、［レイヤ名称］に名
称を入⼒してください。

共通

［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］の
［外壁断熱材］グループの［名称］はどこに反映しま
すか︖

平⾯詳細図、矩計図、仕上表で表現する外壁断熱材の名称に反映
します。

共通

【Ver.4以降】各シンボルごとにピックモードとグリッドピック
の分割数を設定しておきたい。

１．［設定］－［専⽤初期設定］－［ピック］をクリックします。
２．［ピック⾃動切り替えを利⽤する］チェックボックスをオンにし、各シ
ンボルごとに、ピックモードとグリッドピックの分割数を設定してください。
＜補⾜＞この設定は平⾯図、屋根伏図、平⾯詳細図で設定すること
ができます。

共通
【Ver.4以降】⻘色の⽤紙枠の左上に点線で横⻑の枠
がでてきますがこれは何の枠ですか。

［ファイル］－［記録簿［Trust Keeper]（バーコード付き）印
刷］で印刷するときのバーコードの位置を示しています。

共通

［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・⽤
紙］の［グリッド設定］で［間隔］を変更した時に、
他図⾯には変更したグリッドは連動しないのでしょうか︖

［グリッド］グループでの変更は、変更時に開いている図⾯と未入⼒の
図⾯に対して反映されます。データ入⼒済みの図⾯には反映されませ
んので、各図⾯で［設定］－［グリッド］で［間隔］を変更していた
だく事になります。

共通

【Ver.4以降】部材をダブルクリックすると、コマンドを選
択できるようになっていますが、属性変更できるようにし
たい。

［設定］－［基本設定］－［操作3］を開き、［ダブルクリック時の
動作］グループで［属性変更］オプションをオンにしていただくようお願
いします。

共通
【Ver.4以降】ツールバーを大きく表示させたい。 ［表示］－［ツールバーを大きくする］をクリックすることで、表示サイ

ズを変更していただけます。

共通
指定した範囲で、特定のペンNo.（例︓⻘色）のデー
タを選択する方法はありますか。

先にボックスインなどで範囲を決めてデータを選択します。次に、［ペン
別選択］で⻘色ペンを指定し、［絞込］をクリックします。指定した範
囲にある⻘色ペンだけを選ぶことができます。

共通

ArchiMasterの［初期セット設定］で設定した内容
をARCHITREND Zで反映したい。

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－
［ArchiMaster］の［初期セット］グループで各セットを設定すること
ができます。

共通
マウスホイールで拡大縮小をするときに、マウス位置を基
準にすることはできますか。

［設定］－［基本設定］－［操作1］で［ホイール拡大縮小をマ
ウス位置基準］チェックボックスをオンにしてください。オフの場合は、画
⾯の中央を基準に拡大縮小されます。

共通
待避した保護データを削除したい。 ［ファイル］－［バック削除］コマンドを選択し、表示されたダイアログ

表示で［保護データ］のチェックボックスをオンに設定し、［はい］をク
リックしてください。

共通
［物件情報］ダイアログの［物件名］ボックスですが、
入⼒できる⽂字数は決まっているのでしょうか。

入⼒制限は、全角で24⽂字（半角で48⽂字）までとなっておりま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

［柱壁］－［出窓壁］コマンドを選択、［出窓の
出］を変更し、［内部初期値書込］しました。物件
マスタは共有にして使⽤しているのですが、他のパソコン
では［出窓の出］が変わっていません。

［出窓の出］は専⽤初期設定の方にある設定なので、［関連設
定］－［出窓壁］の方に更新されます。（［設定］－［専⽤初期
設定］－［外部シンボル］－［出窓壁］からも確認できます。）そ
のため、［専⽤マスタ書込］をおこなって初めて専⽤マスタに登録され
ます。

共通

ツールバーに［属性別選択］コマンドが表示されてい
ない。

［表示］－［ツールバー設定］コマンドを選択し、［ツールバー表示
設定］ダイアログの［ツールバー］ボックスで［選択モード］のチェック、
［コマンド］ボックスの［属性別選択］のチェックがオンになっているか
確認をお願いします。

共通

ポップアップメニューを表示させ、［対象データ選択］を
クリックすると、勝手にボックスタッチでデータを選択する1
点目が取られた状態になってしまう。

［設定］－［基本設定］－［操作3］の［メニュー開始位置をコマ
ンド1点目にする］グループで［使⽤する］と設定していることが考えら
れます。［使⽤する］の設定の場合は、ポップアップメニューを表示さ
せ、コマンドをクリックすると、クリックと同時にそのコマンドが実⾏されま
す。クリックと同時にコマンドを実⾏させたくない場合は、［使⽤しない］
と設定してください。

共通
［クリック位置からの相対座標入⼒］で入⼒できる数
値を小数点第3位までにしたい。

［設定］－［物件初期設定］－［単位］の入⼒補助の中の［小
数点以下桁数］で設定していただけます。

共通

タイトルバーが消えてしまい、ウィンドウ右上の×ボタンも
消えてしまいました。

画⾯上のツールバーの［表示］－［全画⾯表示］のチェックがオンに
なっていると考えられます。［全画⾯表示］を選択し、チェックを外して
ください。またツールバーやプルダウンメニュー上でマウスの右クリックから、
［全画⾯表示］のオン／オフを切り替えることもできます。

共通
JWデータを読み込む際に、グループを指定して取り込
みはできますか︖

［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD読み込み］のダイアログ
で、［グループ］を変更し、読み込みたくないグループでは［全オフ］に
することで、取り込まれなくなります。

共通
寸法⽂字にカンマ区切りが出ないように設定したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［単位］にある［セパレータ処

理］ボックスを［しない］に設定してください。

共通
マウスポインタ右上にピックモードが表示されなくなった。 ［設定］－［基本設定］－［操作2］の［ピック］グループ［ダイ

ナミックピック］チェックボックスがオフになっていないでしょうか︖オンにして
どうかご確認ください。

共通
【ver.3以降】バック図⾯に、平⾯図1、2階とも表示さ
せたい。

3つのバック図⾯を同時に表示できます。［ファイル］－［バック図⾯
表示］で、バック図⾯1〜3を設定していただけます。

共通
［設定］－［基本設定］－［クロックメニュー］ダイ
アログで、クロックメニューの内容を設定できますが、ク
ロックメニューを使うにはどうすれば良いですか。

［設定］－［基本設定］－［操作1］の［使⽤するメニュー］グ
ループの［クロック］オプションをオンにしていただくと使えるようになりま
す。

共通
JWのデータを下図として、平⾯図を入⼒したいので、
バック図⾯として読み込みできますか。

［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD読み込み］で、レイヤを
［全てバック］で読み込みを⾏ってください。

共通
【Ver.2以降】　　JWWデータをバックデータとして読み
込みました。このデータをグリッドに合わせられますか。

［ファイル］－［データ変換］－［読込バックデータ移動］コマンド
で、グリッドに合わせて移動できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

複数の図⾯をまとめてJWWデータに変換できますか︖ 物件選択画⾯の［外部ファイル書き込み/プレゼンデータ作成］から
⾏えます。
１．変換したい図⾯のある物件をクリックします。
２．［物件選択］画⾯右上の［処理］－［外部ファイル書込/プレ
ゼンデータ作成］ボタンをクリックします。
３．［専⽤図⾯選択］画⾯で、JWW変換したい図⾯を選択しま
す。Ctrlキーを押しながら、複数図⾯を選択できます。選択後［次
へ］をクリックします。
４．［汎⽤図⾯選択］画⾯で、［次へ］をクリックします。
５．［出⼒設定］画⾯で、ファイルの出⼒先を設定します。（ボタン
が3つありますが、真中のボタンを押しますと、任意フォルダに保存できま
す）［汎⽤データ］のチェックをオンにして［JWW］を選択します。
［作成］をクリックして終了です。

共通

バック図⾯が表示されません。 以下の点を、確認してみてください。
・［ファイル］－［バック図⾯表示］で、バック図⾯設定されているか。
・［表示］－［表示条件］で［バック］がオンになっているか。
・［設定］－［共通初期設定］－［表示色］でバック図⾯の色が
背景と同色になっていないか。

共通
現在編集している物件を別物件として保存できます
か。

［物件］－［物件名を付けて保存］から⾏えます。

共通

バックデータの色を変更できますか。 ［設定］－［共通初期設定］－［表示色］で、バック図⾯の表示
色を設定できます。
【Ver．3以降】は、バック図⾯を3つ表示できますので、バック図⾯1〜
3をそれぞれ設定してください。

共通

共通初期設定の内容をデフォルトに戻したい。 【Ver.4以降】共通設定のダイアログにある［標準状態に戻す］ボタン
をクリックし、デフォルトに戻していただけます。
【Ver.3以前】［設定]－［基本設定]－［起動]の共通マスタフォル
ダ（例︓ ATZMaster\com\設計施工）の中にあるini.ebjファイル
をリネームしてARCHITREND Zを再起動してください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

他の物件の図⾯を読み込みたい。 ［ファイル］－［他物件データ取り込み］コマンドから読込みができま
す。
１．［ファイル］－［他物件データ取り込み］コマンドをクリックし、
［他物件データ取込］ダイアログを開きます。
２．［物件一覧］から取り込む図⾯の物件を選びます。取り込む対
象の物件がない場合は、［物件フォルダ］ボックスでフォルダを変更して
ください。
３．物件を選択したら、［次へ］ボタンをクリックします。
４．取り込む図⾯を選びます。
５．図⾯を選択したら、［次へ］ボタンをクリックします。
６．取り込む対象の部材を確認します。ダイアログが開いたときは、す
べての部材が選択されています。取り込まない部材には、選択から外し
ます。
７．ペンNo.を変更する場合は、［ペン変換］にチェックを付け、取り
込む図⾯データのペンNo.を選びます。
８．［読み込み］ボタンをクリックします。
９．モニタに表示されている取り込み図⾯を貼り付ける際の基準とする
点をクリックします。
１０．クリックした位置を基準点とするかどうか確認になります。「YES」
ならマウスの左ボタン、「NO」ならマウスの右ボタンを押します。「NO」を
選んだ場合は、もう一度基準とする位置をクリックしてください。
１１．取り込み先の図⾯に戻るので、取り込む図⾯の配置先をクリッ
クします。操作9で指定した基準点の位置に合わせて図⾯に配置しま
す。

共通

範囲を指定して、部分的に印刷することはできますか。 １．［ファイル］－［印刷］コマンドをクリックします。
２．［印刷］ダイアログが表示されますので、［印刷範囲］を［範
囲指定］を選択し、［OK］をクリックします。
３．［印刷］ダイアログの［縮尺］ボックスで、印刷する図⾯の縮尺
を設定します。印刷範囲は、⽤紙サイズと印刷の向き、およびこの縮尺
によって決まります。⽤紙サイズと向きをイメージした枠が表示されるの
で、印刷する範囲に図⾯が収まるようにクリックします。
４．指定した範囲を印刷するときは［はい］ボタンをクリックします。

共通

［設定］－［物件初期設定］－［初期縮尺］で
変更した縮尺が図⾯に反映されていません。

設定後、新しく開く図⾯には反映されるのですが、入⼒済みの図⾯に
は反映されません。画⾯右下の［スケール］コマンドで変更をお願いし
ます。

共通

ARCHITREND ZからJW̲CADに変換するときに、
JW̲CAD側のペン番号は指定できますか。

［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD書き込み］コマンドで、
データを選択、保存先を指定後、［Jw̲cad書き込み］ダイアログの
［ペン変換設定］グループで設定します。変換先のペンNoを設定する
［ATZ ペンNo］をクリックし、［Jw̲cad色No］ボックスで割り当てる
ペンNoを選びます。

共通

CAD上で電卓機能はありますか。 数値を入⼒する項目のボックスで右クリックします。ポップアップメニューが
開きますので［数値入⼒/電卓］コマンドをクリックします。【補⾜】マウ
スの中ボタンで数値の入⼒項目をクリックすると、同様に［数値入⼒/
電卓］ダイアログを開くことができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

例えば平⾯図1階に入⼒された部材を［スポイト］コ
マンドを使って2階で入⼒することはできないでしょうか。

バック図⾯からスポイトすることができます。
１．バック図⾯が表示されていない場合は、［ファイル］－［バック図
⾯表示］コマンドをクリックします。
２．［バック図⾯、その他バックデータ表示設定］ダイアログで、設定
するバック図⾯（［バック図⾯1］〜［バック図⾯3］）を選びます。
３．［図⾯変更］ボタンをクリックします。
４．［バック図⾯指定］ダイアログで、バック図⾯を表示する図⾯を選
択し、［OK］ボタンをクリックします。バック図⾯が表示されます。
５．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックし、バック図⾯の部材を
クリックします。

共通
マウスホイールで画⾯の拡大縮小をおこなう場合の動き
をかえたい。上回転で縮小するようにしたい。

［設定］－［基本設定］－［操作1］を開き、［ホイール操作］
で操作方法の切り替えをおこなえます。

共通
ピックするたび音声が出るが、これをなくしたい。 ［設定］－［基本設定］－［システム2］の［ピック結果を音声で

確認］のチェックボックスをオフにしてください。

共通

画⾯の［背景色］を⿊から⽩に簡単に切り替えできま
すか。

プレゼンテーション配色は［設定］－［共通初期設定］－［表示
色］で登録できます。［設定］－［共通初期設定］－［表示
色］を開き、［登録リスト］を「2:プレゼンテーション配色」に切替、
［システム色］で各項目の表示色を設定します。

共通
［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］でコマ
ンドを割り当てましたが、キーを押してもコマンドが実⾏
できず、⽂字が表示されてしまう。

日本語入⼒システム（例えばIMEなど）の入⼒モードが直接入⼒以
外に切り替わっていることはありませんでしょうか。

共通

［設定］－［物件初期設定］－［⽂字・ハッチン
グ］を開き、［⽂字高］ボックスを変更したいが、小数
点以下の数値が入⼒できない。

１．［設定］－［物件初期設定］－［単位］を開き、［入⼒補
助］グループの［小数点以下桁数］ボックスを変更し、［OK］ボタ
ンをクリックより閉じます。
２．再度、物件初期設定を開いていただければ、［⽂字高］ボックス
に小数点以下が入⼒できるようになります。 【補⾜】入⼒補助の変更
については、一旦［OK］ボタンで初期設定を閉じないと有効になりま
せん。

共通
バック図⾯の元図⾯が変更になったので、バック図⾯を
更新したい。

ツールバーの［バック図⾯更新］コマンドをクリックし更新していただけま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

ARCHITREND ZデータをJW̲CADデータに変換す
るときに、レイヤの書き込み先を指定したい。

［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD書き込み］コマンドで
JWW形式で変換する場合に、書き込み先の指定を⾏うことができま
す。
１．［ファイル］－［データ変換］－［JW̲CAD書き込み］コマン
ドをクリックし、書き込む対象のデータを選択します。
２．［JW̲CAD書き込み］ダイアログが表示されます。［書き込み
先］グループの［物件フォルダ］［任意フォルダ］のいずれかをクリック
し、書き込み先を設定し、［OK］ボタンをクリックします。
３．［JW̲CAD書き込み］ダイアログで［レイヤの割付を任意で⾏
う］ダイアログをオンにします。
４．［JW̲CAD書き込みレイヤ割付定義］ダイアログが開きます。グ
ループ（レイヤ）名称の変更と変換先レイヤの指定を⾏います。
【補⾜】
・割り付けの変更は、変更したいレイヤを選択してから［選択したレイヤ
の割付を変更する］ボタンより⾏います。
・変更後、［設定書込］ボタンをクリックし、変更内容を定義ファイルと
して保存していただけます。次回からは、［JW̲CAD書き込み］ダイア
ログの［割付定義を読み込む］ボタン、［JW̲CAD書き込みレイヤ
割付定義］ダイアログの［設定読込］ボタンより読み込むことで、再
割り当ての手間を省くことができます。

共通

［汎⽤シンボル］－［⾃由鉛直⾯］コマンドで、⾃
由鉛直⾯を入⼒しました。一旦配置したものの⾒付形
状を書き出したい場合はどのようにすればよいでしょう
か。

入⼒済みの⾃由鉛直⾯から⾒付形状を書き出す場合は、次のように
操作します。
１．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックします。
２．配置してある、⾃由鉛直⾯をクリックします。［⾃由鉛直⾯］ダイ
アログが表示されます。
３．［⾒付形状書出］ボタンをクリックします。
４．⾃由鉛直⾯の基準点をクリックします。

共通
画⾯上に入⼒されている⽂字、線分などを簡単に複写
して配置できますか。

ツールバーの［スポイト］コマンドを使って複写することができます。例え
ば、画⾯上の⽂字列を［スポイト］コマンドでクリックしますと、同じ内
容の属性内容が取り込まれ、⽂字列を簡単に再配置できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

バック図⾯で表示されているデータを取り込みたい。 １．バック図⾯が表示されていない場合は、［ファイル］－［バック図
⾯表示］コマンドをクリックします。
２．［バック図⾯、その他バックデータ表示設定］ダイアログで、設定
するバック図⾯（［バック図⾯1］〜［バック図⾯3］）を選びます。
３．［図⾯変更］ボタンをクリックします。
４．［バック図⾯指定］ダイアログで、バック図⾯を表示する図⾯を選
択し、［OK］ボタンをクリックします。バック図⾯が表示されます。
５．［ファイル］－［バックデータ取り込み］コマンドをクリックします。
６．［バックデータ取り込み］ダイアログで、要素指定（［１点］
［領域イン］［領域タッチ］）のいずれかのボタンを指定します。
７．［取り込み対象］グループで、取り込む対象の図⾯またはデータ
の項目をクリックします。
８．［取り込み条件］グループを設定します。
９．取り込むバックデータを指定します。対象データの表示色が変わり
ます。
１０．マウスカーソル部分に［Ｙｅｓ］［Ｎｏ］が表示されるので、
取り込む場合はマウスの左ボタンをクリックします。
【補⾜】現在の処理図⾯とバック図⾯の種類が同じ場合（例︓同じ
平⾯図の場合）は、［バックデータ取り込み］ダイアログの［取り込み
条件］グループに、［属性も取り込む］チェックボックスが表示されま
す。同じ属性を取り込む場合は、チェックボックスをオンにし、取り込んで
ください。

共通

データを入⼒するとき（または属性変更で）、他の部
材で設定した素材と同じものを割り当てることはできま
すか。

素材のコピー、貼り付けが可能です。例︓2階平⾯図の外壁素材をバ
ルコニーの質感にコピーする場合を説明します。
１．［壁仕上入⼒モード］に切替、［属性変更］コマンドをクリック
します。
２．コピーしたい外壁仕上線を選択し、［外壁仕上］ダイアログを表
示します。
３．［外壁仕上］ダイアログで、［仕上］ボタンをクリックします。
４．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、壁の［素材］ボタンの上
で右クリックします。
５．［コピー］をクリックします。
６．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログ、［外壁仕上］ダイアログを
［キャンセル］ボタンをクリックし、閉じます。
７．［平⾯図入⼒モード］に切り替え、［属性変更］コマンドをク
リックします。
８．バルコニー手摺壁を選択します。
９．［手摺］ダイアログの［仕上］ボタンをクリックします。
１０．［マスタ］ボタンをクリックします。
１１．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、壁の［素材］ボタンの
上で右クリックします。
１２．［貼り付け］をクリックします。
１３．［素材貼り付け］ダイアログで、コピーした外壁素材を選択し、
［OK］ボタンをクリックします。
１４．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、［選択］ボタンをクリッ
クします。
１５．［外部手摺］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

ARCHITREND Zをネットワーク環境で使⽤しており、
［共通マスタ］をサーバで共有しています。そのため、
ツールバーの位置をカスタマイズをしても、複数人で共
有しているので、変更されてしまいます。これをユーザご
とに設定できないでしょうか。

［設定］－［基本設定］－［システム１］で、［ツールバーのカス
タマイズ保存先］を［ユーザー別］にすると、独⾃の設定を使⽤できま
す。
＜補⾜＞［ユーザー別］を選択した場合、設定はレジストリで管理さ
れますので、ユーティリティなどからはバックアップされません。ご了承くださ
い。

共通

表示されているグリッドと線分データの交点はピックでき
ますか。

［設定］－［基本設定］－［操作2］の［グリッドと図形の交点を
ピックする］チェックボックスをオンと設定し、ツールバーの［ピック（グリッ
ド）］コマンドと［ピック（交点）］コマンドの両方がオンのとき、グリッ
ドと図形の交点をピックできます。

共通
物件マスタに「木造2階」と「木造軸組パネル2階」と物
件マスタが登録されてありますが、これらの違いは︖

部屋入⼒ダイアログの［グループ］ボックスで、最初に表示される部屋
マスタのグループが異なります。「木造軸組パネル2階」の場合は、根太
なしの部屋が表示されます。

共通 仕様書入⼒は購入しないと使えないのでしょうか︖ 仕上表をご購入いただいたお客様のみ使⽤できます。

共通

他物件の図⾯を参照しながら図⾯入⼒できますか。 １．［表示］をクリックします。
２．［他図⾯参照］をクリックします。
３．［参照図⾯選択］のダイアログが開きます。開きたい図⾯を選択
します（データの存在する図⾯名には○印がついています）。
４．［OK］をクリックします
５．［参照］ウィンドウが表示されます。［物件］ボタンをクリックしま
す。
６．［参照物件選択］ダイアログが開きます。参照したい物件名を選
択します。
７．［OK］をクリックします。
８．［参照図⾯選択］のダイアログが開きます。開きたい図⾯が選択
されていることを確認します。
９．［OK］をクリックします。

共通

ツールバーに［クリック位置からの極座標入⼒］
（LD）コマンドがありません。

［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設定］
ダイアログを開き、［ツールバー］の［入⼒モード］を選択し、［コマン
ド］の［クリック位置からの極座標入⼒］をオンにしていただくと、ツール
バーにボタンが表示されます。

共通

入⼒してあるデータを選択すると、中央や頂点、線上
（中央）に、□、○、△などの表示が表示されます
が、これは何でしょうか︖

トラッカーモードがオンの時に表示されるマークです。選択データに表示さ
れたトラッカー（□、○、△）をクリックすることでマウスでの編集（伸
縮、移動、回転、領域変形）が可能となります。
【補⾜】その他の使⽤例は、［ヘルプ］－［ヘルプを開く］をクリックし
［検索］タブに切り替えて「トラッカーモードで編集する」で検索してくだ
さい。

共通

基礎パッキンの設定や高さを設定する場所は何処にな
りますか。

［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で設定すること
ができます。
＜補⾜＞ ARCHITREND Zでは、1階の基準SLを「基礎高」と呼
び、この基準ラインの上に土台が乗ります。基礎パッキンが無い場合は
この1階基準SLまでが基礎の高さになり、基礎パッキンがある場合は、
1階SLから下部の高さに基礎パッキンの厚みを含めるようになります
。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

図⾯変更時に、以下のメッセージがでます。「専⽤初期
設定ファイルが不正になっています。sny.ebjの削除で
初期化により回避できます。」［OK］をクリックすると
繰り返し同様のメッセージが出て、さらに何度か
［OK］を押すと図⾯は開けます。

現在のところの回避策ですが以下をお試しください。
１．念のため、物件選択でエラーが出る物件を複写してください。
２．複写した物件をクリックし、マウス右のポップアップで［物件フォルダ
を開く］、この中に「sny.ebj」というファイルがあるので、削除してくださ
い。間違わないように注意してください
３．削除後、エクスプローラの画⾯を閉じて、物件選択から複写した物
件を起動し動作確認してください。物件フォルダのsny.ebjはその物件
に保存されている専⽤初期設定ファイルです。削除するとそのデータの
全ての図⾯に保存されていた専⽤初期設定がなくなり、物件初期設
定に登録されている専⽤初期設定を再取得します。

共通

JWWで入⼒した塗り潰しデータをARCHITREND Z
に読み込みできますか。

読み込みは可能です。ただし、ARCHITREND Zで入⼒した塗り潰し
データは、JW̲CAD書き込みでは変換されませんのでご了承ください。
＜補⾜＞JWW側での塗りつぶし入⼒方法。
１．［作図］－［多角形］をクリックします。
２．画⾯上の方に［任意］というコマンドが表示されますのでチェック
ボックスをオンにします。
３．［ソリッド図形］にチェックをいれて図を描くと、塗潰しされたものが
できあがります。

共通
図⾯を識別しやすくするために、図⾯一覧に表示される
配置図「1⾯」などの名称を変更できますか。

変更したい⾯を開き、［ファイル］－［図⾯名変更］で変更ができま
す

共通

物件を新規作成した時、担当者欄の名前をあらかじめ
設定しておきたい。

［設定］－［基本設定］－［使⽤者情報］で、
［ARCHITREND Managerの使⽤者情報を参照］チェックボックス
の設定によって、参照先が変わります。
・［ARCHITREND Managerの使⽤者情報を参照］チェックボック
スがオンの場合。ARCHITREND Managerで設定を⾏います。
ARCHITREND Managerのメイン画⾯より、［設定］－［初期設
定］－［その他］を開き、［使⽤者］で設定してください。
・［ARCHITREND Managerの使⽤者情報を参照］チェックボック
スがオフの場合。［設定］－［基本設定］－［使⽤者情報］の
［使⽤者（ユーザー設定）］で設定してください。

共通
ツールバーが移動できなくなったのですが。 ツールバーの箇所でマウスを右クリックし、［ツールバーの固定］を解除

していただければ移動ができます。

共通

ツールバーの位置を変更していましたが、初期状態に戻
せますか。

１．［表示］－［ツールバー設定］を開きます。
２．［ツールバー表示設定］のダイアログが表示されますので、［全て
RESET］ボタンをクリックします。
＜補⾜＞
・この操作を⾏うと、カスタマイズした状態は破棄され元には戻せないの
でご注意ください。
・一時的に初期状態に戻したいときは、ツールバーの箇所で右クリックし
て、ポップアップメニューの［ツールバーを一時的に初期状態にする］を
利⽤してください。

共通
マウスカーソルを画⾯端までのものにしたい。 ［設定］－［基本設定］－［システム2］で、［マウスカーソルを画

⾯端まで延⻑］チェックボックスをオンにしてください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通

既存物件データにおいて、物件Noの入れ替えは出来
ますか。

１．［物件選択］画⾯において、物件№を変更したい物件名を⻘く
選択した状態で、［編集］－［物件情報］を開きます。
２．［物件情報［変更］］ダイアログの［物件№］の横にある
［▼］をクリックし、物件№を選びます。
３．［OK］を選択してダイアログを閉じます。

共通

物件データをメールで送りたい。（送信先が
ARCHITREND Zを使っている場合）

１．［物件選択］ダイアログから物件を選択した状態で［処理］－
［エクスポート］－［物件圧縮ファイル送信（fcbz）］を選択しま
す。
２．［エクスポート］ダイアログが表示されます。物件をまるごと送信す
る場合は、［全図⾯］をクリックします。
３．［確認］のメッセージ（「出⼒した物件で使⽤している、素材、
部品、建具マスタデータも出⼒しますか︖」）が表示されます。素材、
部品建具マスタデータも一緒に出⼒する場合は、［はい］をクリックし
ます。
４．物件データが添付された状態でメールソフトが起動しますので、宛
先を入⼒し、送信します。※物件によっては添付ファイルサイズが大きく
なりますので、その場合は、［図⾯選択］でデータを分けたり、［確
認］のメッセージで［いいえ］を選択し、データ量を少なくし、送信して
いただくなどお願いいたします。※Ver7以前の場合は「物件圧縮ファイ
ル（fcb）」です。

共通
右クリックで出てくるポップアップメニューをカスタマイズする
ことはできますか。

［設定］－［基本設定］－［ポップアップ］で設定することができま
す。

共通

図⾯入⼒時の縮尺を変更したいが、設定するところが
みあたらない。

１．［表示］－［ツールバー設定］コマンドを選択します。
２．［ツールバー表示設定］のダイアログが表示されますので、［メッ
セージ］をオンにし、［スケール］をオンにします。
３．画⾯右下にスケールが表示されますので、クリックしていただくと縮
尺が変更できます。

共通

ツールバーを編集した内容はどこに保存されています
か。

［設定］－［基本設定］－［システム1］の［ツールバーのカスタマ
イズ保存先］グループの［共通マスタ］・［ユーザー別］の設定によ
り、保存先が分かれます。
・［共通マスタ］を選択した場合は、［設定］－［基本設定］－
［起動］の中の「共通マスタ」の⾏に設定されているフォルダの中の
「tlbrcust.ini」というファイルで管理します。
・［ユーザー別］を選択した場合は、各ユーザーのレジストリで管理しま
す。

共通

ツールバーにレイヤ・ペン・線種の表示を切替えるボタン
がありません。

［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設定］
ダイアログを開き、［ツールバー］の［表示モード］を選択し、［コマン
ド］より［レイヤ・ペン・線種別表示切替］のチェックボックスをオンにし
ていただくと、ツールバーにボタンが表示されます。＜補⾜＞［表示］
－［表示条件］コマンドからも表示色の切替ができます。

共通

屋根の破風、⿐隠の素材を変更したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［素材］で、破風⿐隠の素材を
変更できます。
＜補⾜＞ARCHITREND 21では、素材の設定は［共通初期設
定］にありました。ARCHITREND Zからは［物件初期設定］に変
更になりましたので、物件ごとに素材を変更することが可能です。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

共通
ツールバーのDXDYボタン（［クリック位置からの相対
座標入⼒］コマンド）が１操作で終了しないようにし
たい︖

［設定］－［基本設定］－［操作2］にある［ＤＸＤＹ/LD1操
作で終了］のチェックボックスをオフにしてください。

共通
図⾯上に入⼒したデータを参照して、同じ属性で入⼒
できますか。（例︓建具を属性変更した場合、全く同
じ建具をもう１つ配置したいなど）

［スポイト］コマンドをクリックし、参照したいデータ（例︓建具）を選
択します。⾃動的に属性が取得され、同じ属性でデータが入⼒できま
す。

共通
マウスカーソルにメッセージが表示されますが、これを出さ
ないようにすることはできますか︖

［設定］－［基本設定］－［システム2］にある［メッセージツール
チップを表示］のチェックボックスをオフにしてください。

共通
画⾯右上の［最小化］ボタンを押すと図⾯ウィンドウ
だけが最小化されます。ARCHITREND Z⾃体が最
小化されないのでしょうか。

［表示］－［全画⾯表示］コマンドがオンの場合は、
ARCHITREND Z⾃体は最小化されません。オフにしていただくと、
ARCHITREND Zが最小化されます。

共通
各部材の素材の質感を変更したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［素材］で変更ができます。

＜補⾜＞ARCHITREND 21では、［共通初期設定］にあった設定
が［物件初期設定］に移動しました。

共通

作業中にプログラムが強制終了してしまいました。作業
途中の図⾯は、バックアップファイルとして残っています
か︖

［設定］－［基本設定］－［システム1］で［⾃動保存］がオン
になっていれば、バックアップファイルとして残っている可能性があります。
各図⾯の［図⾯選択］ダイアログで［バックアップファイル］のチェックを
オンにしたときに図⾯が表示された場合、開くことができます。

物件選択

【Ver4以降】　　［物件選択］ダイアログで［編集］
－［確定プランへ登録/解除］から確定プランとして設
定できますが、1つしか登録できないのでしょうか。

確定プランは物件フォルダの中で1つしか登録することができません。利
⽤方法としてはATManagerで管理しているお客様データの工事の中
で、複数プランを考察し、その中で最終プランとして確定する場合に利
⽤します。確定プランとして登録した物件データは、［削除］から削除
できないように保護されます。

物件選択

【Ver5以降】　　［物件選択］ダイアログで［データ管
理切替］ボタンが表示されません。

ARCHITREND ManagerからARCHITREND Zを起動しています
と、［データ管理切替］ボタンは表示されないように仕様変更しまし
た。この場合、管理ボタンを表示させるには、物件選択画⾯で、［表
示］－［管理切替ボタン表示」をオンにしてください。
＜補⾜＞ATMGからATZを起動した際にデータ管理切り替えが可能に
なっていたことで、管理を複雑化させている一⾯がありました。そこで、
ATMGから起動された場合にはデータ管理切り替えができないように制
限することで、データ管理をシンプルにさせるという狙いがあります。ただ
し、従来の動作も可能としておく必要があるとの判断から、ボタンの表
示・非表示の切り替えを可能としています。

物件選択

【Ver5以降】　　構造計算ソフトのKIZUKURI（木造
舎）へ連携したい。連携ファイルの作成はできますか︖

［物件選択］ダイアログで［処理］－［KIZUKURI⽤ファイル
（fck）作成］コマンドを実⾏し、作成していただけます。

物件選択

［物件選択］ダイアログで、誰も使⽤していないはずの
物件がピンク色で表示されています。物件は共有してい
ます。

クライアントマシンすべてでATZを終了し、割り当てドライブのルート上に
あるAT21̲sys.###とAT21̲ini.###を削除し、再起動してどうか
確認をお願いします。管理情報をクリアするもう1つの方法としてATZの
ユーティリティーを起動し、「shft+ctrl」を押しながら終了することでもリ
セットが可能です。「あなたのネットワーク管理情報をクリアします。よろし
いですか︖」で［はい］を選択します。「○ドライブ（○は共有ドライ
ブ）の管理情報をクリアします。よろしいですか︖」のメッセージを［は
い］で進めてください。この操作は、各クライアントマシンごとに⾏ってくだ
さい。

物件選択
［物件選択］ダイアログで［フォルダ一覧］で表示さ
れる内容は。

［物件フォルダ］ボックスで登録されている物件フォルダが表示されま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

物件選択

［物件選択］ダイアログで［処理］－［外部ファイル
書込／プレゼンデータ作成］コマンドから複数の図⾯を
選択し、外部ファイルに変換してそのまま電⼦メールに
添付しようとしています。しかし［作成］ボタンをクリック
すると、「選択図⾯数10を超えています。」とメッセージ
が出ます。

メールに添付して送信できる図⾯の数は、専⽤図⾯と汎⽤図⾯とを合
わせて10⾯までとなっております。図⾯選択を複数回分けていただく
か、［任意フォルダ］ボタンを選択し、任意フォルダ先にデータを保存
後、電⼦メールに添付し、送信をお願いします。

物件選択
ある物件の指定した図⾯のみをコピーしたい。 ［編集］－［個別コピー］コマンドを選択し、［図⾯選択－個別コ

ピー］ダイアログで図⾯を選択して、［OK］をクリックします。その後
［編集］－［貼り付け］コマンドから貼り付けをお願いします。

物件選択

fcbzファイルをダブルクリックで開き、物件を編集して上
書き保存しましたが、［物件選択］ダイアログにも編集
した物件がなく、再度fcbzファイルをダブルクリックで開い
ても内容が更新されていません。

［設定］－［基本設定］－［起動］で［物件終了時に物件圧縮
ファイル（*.fcbz）を更新する］がオンになっていないか、ご確認くださ
い。このチェックボックスがオンの状態でfcbzファイルをダブルクリックして起
動した場合、上書き保存を⾏うと○:\FcApp\ATZ\Data\000の
中に「001」という一時ファイルが作成されます。ARCHITREND Zを終
了すると最後に「物件を圧縮しますか︖」というメッセージが表示され、
「はい」を選択した場合はfcbzファイルが更新されますが、「いいえ」を選
択した場合はfcbzファイルが更新されず、一時ファイルも削除されます。
今回はおそらく「いいえ」を選択されたために、編集された内容が保存さ
れていない状態だと思われます。［物件選択］ダイアログの［処理］
－［インポート］より物件を取り込んで編集していただくことで、上記設
定に関係なくデータが保存できます。

物件選択

［物件選択］ダイアログの［物件フォルダ］ボックスの
中に表示されるフォルダ先を削除したい。

１．［物件選択］ダイアログで［変更］ボタンをクリックします。
２．［物件フォルダ登録］ダイアログが表示されてくるので、削除した
いフォルダ名を選択し、［変更］ボタンをクリックします。
３．［フォルダ変更］ダイアログでは［フォルダ］ボックスの設定されて
いるフォルダのパス名を削除して［OK］をクリックしてください。

物件選択
［物件選択］ダイアログの図⾯サムネイルに⽴⾯図は
表示されないのでしょうか︖

⽴⾯図は表示されません。表示されるサムネイルはパースモニタ、配置
図、平⾯図、屋根伏図になります。

物件選択
［物件選択］ダイアログで［図⾯サムネイル］にパー
スモニタが出てくる物件と出てこない物件があります。

パースモニタを閉じるときにパースモニタデータを保存された場合は［図
⾯サムネイル］に表示されます。

物件選択

モノクロラスタデータを含む図⾯を作成し、図⾯印刷で
レイアウトしました。［物件選択］ダイアログで［処
理］－［外部ファイル書込／プレゼンデータ作成］
で、図⾯印刷のデータをJPGなどに変換する場合、モノ
クロラスタデータが変換されません。

元図に配置されたラスタデータは、変換されない仕様になっています。図
枠モードで配置したモノクロラスタデータは、変換されます。
＜補⾜＞カラーラスタの場合は元図に配置したもの、図枠モードで配
置したもの関係なく、外部ファイル書き込みで変換されます。

物件選択

［物件選択］ダイアログでいらなくなった物件データをご
み箱に以降し削除しようとしましたが、「ごみ箱フォルダが
いっぱいです。ごみ箱の空き容量を増やしてから、データ
を削除してください。」とメッセージが出て削除することが
できません。

ごみ箱の容量がいっぱいであることが考えられます。以下の内容を確認
してください。
・［ごみ箱］の容量を大きくする場合［物件選択］ダイアログの右上
にある［ごみ箱］のアイコンをクリックし、［ごみ箱］ダイアログの［設
定」ボタンをクリックしをクリックします。［ごみ箱の設定］ダイアログの
［ごみ箱の割合（％）］を設定します。
・［ごみ箱］のデータを削除する方法ごみ箱に溜まっているデータを全
て削除してもよい場合は、［ごみ箱］ダイアログの［ごみ箱を空にす
る］より削除できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

物件選択

［物件選択］ダイアログで、番号が飛んでいて空⽩の
⾏があるのですが、これを詰めて表示できますか。

［物件選択］ダイアログで、［表示］ボタンをクリックし、［空き物件
を表示する］コマンドをクリックし、チェックマーク（レ）をはずしてくださ
い。

物件選択

［物件選択］ダイアログで、誤って物件データを削除し
てしまいました。これを元に戻せないでしょうか。

１．［物件選択］ダイアログ右上の［ごみ箱］ボタンをクリックしま
す。
２．［ごみ箱］ダイアログの［物件一覧］で元に戻す物件を選択し
ます。
３．［元に戻す］ボタンをクリックします。
４．「物件を元に戻しますか︖既に同番号の物件が存在する場合
は、空き番号に戻します。」のメッセージが表示されますので［はい］を
選択します。
５．「1物件を戻しました」の確認メッセージが表示されます。［OK］
ボタンをクリックします。
６．［ごみ箱］ダイアログで［閉じる］ボタンをクリックします。【補⾜】
ごみ箱機能を使⽤するためには、［ごみ箱］ボタンをクリックし、［設
定］ボタンをクリック、［ごみ箱を使⽤する］のチェックボックスがオンに
なっているのをご確認ください。

物件選択

［物件選択］ダイアログで［物件フォルダ］を登録す
るときに［任意］がありますが、これはどのようなもので
すか︖

物件フォルダを一時的に指定するときに使⽤します。［物件フォルダ］
ボックスのリストから［任意］をクリックすると、一時的に直接フォルダの
パスを入⼒して保存先を変更できます。ARCHITREND Z を終了す
るとクリアされます。
【補⾜】<BR>ARCHITREND Managerから起動した場合は使⽤
できません。

物件選択
あるパソコンだけ物件選択の物件一覧で作成日ではな
く更新日と表示されてきてしまっている。

［設定］－［基本設定］－［システム1］の［物件一覧の作成日
を更新日にする］のチェックボックスがオンであることが考えられます。

物件選択

［物件選択］ダイアログで物件№順に表示されていな
いのはどうしてですか。

［物件一覧］の項目（物件№、物件名、階数、構造、備考、担当
者、作成日）を左クリックしますと、その項目に応じて物件が並び替えら
れます。

物件選択
［物件選択］ダイアログで、物件一覧の⽂字サイズを
変更できますか。

［物件選択］ダイアログの［物件一覧］の［物件No］ ［物件
名］などの項目部分で、マウスを右クリックし、表示されるメニューの
［⽂字サイズ］にて、⽂字サイズの大・中・小が変更できます。

物件選択

ARCHITREND ManaerからARCHITREND Zを起
動しています。ARCHITREND Manaer側で
ARCHITREND Zの物件名を変更しましたが、
ARCHITREND Zの［物件選択］画⾯では、前の
物件名で表示されてしまうのですが。

［物件選択］ダイアログを開き、［編集］－［ATManagerと同期
を取る］コマンドを⾏って反映できるか、ご確認ください。

物件選択
［物件選択］ダイアログの［物件一覧］で、物件を
日付の新しい順に並び替えできますか。

［物件一覧］の［作成日］の項目を左クリックしますと、日付順に並
び替えができます。

ＪＷ/ＤＸＦ/Ｄ
ＷＧ⽴体化

⽴体化を⾏う際に建具は何を参照して変換されます
か︖

クイック建具マスタの建具を元に変換します。また該当する建具がない
場合はArchi Masterから該当するAM建具を取得して変換します。
変換後は［属性変更］で建具を入れ替えていただくことができます。

ＪＷ/ＤＸＦ/Ｄ
ＷＧ⽴体化

S造、RC造の物件をJw̲cad⽴体化する場合、外
壁・内壁の種類はどこで設定すればよいのでしょうか︖

［Jw̲cadデータ⽴体化＜2/4ページ＞］ダイアログの［詳細］ボタ
ンより設定いただけます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

ＪＷ/ＤＸＦ/Ｄ
ＷＧ⽴体化

［物件選択］ダイアログの［⽴体化］ボタンより⽴体
化する場合、5階建以上の建物の場合はどのように読
み込んでいくのでしょうか。

一度に⽴体化できる階数は 5つまでとなっております。5階以上の場合
は、平⾯図を開き、［一括作成］－［Jw̲cadデータ⽴体化］コマ
ンドから各階のファイルを［ファイル読込（各階）］から設定し、変換
をお願いします。

PDF取込アシスト

PDF取り込みできないPDFファイルがあります。取り込み
条件はありますか。

１．紙図⾯をスキャナでスキャンしてPDFしたものや、画像要素で構成
されたPDFには対応していません。
２．パスワードで保護されたPDFファイルには対応していません。
３．ASCII85形式で圧縮されているPDFファイルには対応していませ
ん。
４．PDFファイル内のベクトルデータで以下のデータには対応していませ
ん。・反復図形やグラデーションなどのパターンデータ・クリップ領域データ
（クリップ領域外にある非表示の図形も表示されます。）
５．PDFファイル内のイメージデータで以下の形式には対応していませ
ん。・32ビット形式のBITMAP・JBIG2・JPEG2000・Up Filteringの
圧縮形式以外のPNG
６．第一水準、第二水準のShiftJISおよびANSIの半角⽂字以外
の⽂字には対応していません。たとえば、UNICODEで表示可能な
「髙」のような⽂字には対応していません。
７．組み込みフォント（PDFファイルの内部で定義されたフォントプログ
ラム）の⽂字には対応していません。（組み込みフォントは欠けた状態
で読み込まれます。）
８．レイヤ情報を持つPDFファイルは、1つのレイヤにすべての図形が変
換されます。

PDF取込アシスト

【Ver6以降】　　PDFデータをATZに取り込みたい。 ［ファイル］－［PDF取込アシスト］コマンドから取り込むことができま
す。
＜補⾜＞［PDF取込アシスト］はVer6の新規オプションプログラムと
なっております。

汎⽤図⾯

作業中の汎⽤図⾯に他物件の汎⽤図⾯を持ってくる
ことはできますか︖

１．［汎⽤図⾯のインポート］で［ファイル］オプションを選びます。
２．［変更］ボタンを開き、読込元の物件フォルダに変更します。
３．一覧に汎⽤図⾯ファイルが表示されますので選択して［OK］し、
他物件の汎⽤図⾯を配置していただけます。

プレカット連携
プレカット連携で連携するデータは︖ 平⾯図、屋根伏図、木造床小屋伏図が連携データの対象となってい

ます。

プレカット連携

【Ver.4以降】　　プレカット連携において、⾦物情報は
読み込みや書き込みができるのでしょうか。

ARCHITREND Z Ver.4で対応しました。［CEDXM読込］ダイアロ
グで［⾦物］グループに、CEDXMファイル側に入っている⾦物の一覧
が表示されます。「未設定」となっているような場合は、⾦物を割り当て
てください。

整合チェック

［整合チェック］コマンドをクリックして、整合チェックを
⾏ったところ、［チェック結果］に複数の項目が挙がって
きたのですが、項目を指定して整合化を実⾏できます
か。

１．［チェック結果］に表示されている項目で、変更したいものを
CTRLを押しながら選択します。
２．［○○図を整合化］のボタンを押します。（例︓平⾯詳細図を
平⾯図に合わせるのであれば、［平⾯詳細図を整合化］ボタンをク
リックします）
３．［整合チェック（整合化）］のダイアログが表示されますので、
［選択されている部材を整合化］ボタンをクリックします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（共通／物件選択／その他）

カテゴリー 質問 回答

仕様書入⼒

編集した仕様書を保存したい。 ［仕様一覧］ダイアログの［仕様書書込］ボタンをクリックし、保存場
所とファイル名を指定して保存していただけます。他物件でも利⽤できる
テンプレートとして保存されます。他物件で保存した仕様書を読み込む
場合は、［仕様一覧］ダイアログで［仕様書読込］ボタンをクリック
し、一覧からファイルを選択し、［開く］ボタンより読み込んでください。

リノベーション

［内法寸法から間取入⼒］において、［寸法値設
定］を⾏いました。［図⾯へ登録する］をクリックして
平⾯図を作成すると、内壁仕上厚を考慮した内法に
なっています。内壁仕上厚は含めない躯体⾯間の寸
法で設定はできないでしょうか。

現状は内壁仕上厚を考慮した内法寸法になっております。
＜補⾜＞あらかじめ、部屋マスタにおいて内壁仕上厚0のものを選択し
ておき、この部屋マスタを使って間取り入⼒することで、内壁仕上厚を
考慮しない内法寸法での平⾯図は作成できます。

リノベーション
内法からの間取りで現況図を作成しましたが、この後改
修後の図⾯を作成するにはどうすればよいでしょうか︖

専⽤パネルの［現況図］－［現況図書込］より［新たに保存］を
選び、現在の物件を現況図として登録します。その後、開いている物件
で改修後の図⾯の作成を⾏ってください。

リノベーション

現況図と改装図を並べて印刷するには、どうしますか。 ［現況図］－［現況図取込］で［現在の図⾯に並べて配置］を
選択し、現況図（リフォーム前図⾯）を無属性データとして取り込みま
す。その後、図⾯印刷に図⾯を配置して印刷していただくようお願いし
ます。

ユーティリティ
木造住宅構造計算システム「STRDESIGN（ストラデ
ザイン）」で、 ARCHITREND Zのデータを読み込み
たい。FXファイルに変換できますか。

ユーティリティを起動し、［データ変換］のボタンをクリック、［FX変換］
タブから物件データをFX変換することが可能です。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

寸法線を分割したい。 寸法線をダブルクリックし、表示されるコマンドコレクションのメニューから、
［寸法分割］を選び、分割位置を指定することで分割できます。
なお、［変形］－［汎⽤分割］で寸法線を分割すると、寸法線が2
つになりますが、2つの寸法線は1つのパックになっているため、一方の寸
法線をトラッカーで変形できません。コマンドコレクションの［寸法分
割］をお使いください。

汎⽤

⽂字・記号（矩形）で作成した⽂字高さを図形ととも
に大きくしたい

［変形］－［伸縮］の倍率を設定していただき、［⽂字サイズは固
定］のチェックをはずしていただくと可能です。※伸縮（マウス指定）を
使っていただくと指定領域ないの縦横⽐に合わせて形状・⽂字サイズも
変更されます。

汎⽤

［レイヤ表示・検索設定］において登録したレイヤマッ
プを、図⾯印刷においても、使⽤して印刷をしたい。

図⾯印刷において、レイアウトしたデータの属性を開き、［出⼒レイ
ヤ］をクリックします。つぎに、「表示レイヤ」で［▼］をクリックすると登
録したレイヤマップが表示されますので、これを選択することで指定した
内容で印刷が⾏えます。

汎⽤
仕上を分割したのですが、元の1本の状態に戻す方法
はないですか︖

【Ver8】より機能が追加されています。
［編集］－［接着］コマンドを使って、平⾏な2つのデータを接着して
いただけるようになります。

汎⽤
［ファイル］－［画像出⼒］で画像を作成する際、
線幅や色を設定することはできませんか︖

現状、線色は⿊固定で、線幅もペンごとの設定がなく一定となっており
ます。

汎⽤
【Ver7】［付箋入⼒］コマンドで、付箋を入⼒しまし
た。［JW̲CAD書き込み］の対象になりますか。

塗り潰し色は対象外ですが、⽂字や線は書き込まれます。

汎⽤
【Ver7】図⾯に入⼒した付箋を一時的に非表示にした
い。

ツールバーの［付箋表示切替］コマンドをオフに切り替えると、非表示
にできます。

汎⽤
【Ver7】図⾯上に注意書きのようなメモ書きなどを記入
したい。

ツールバーの［付箋入⼒］コマンドを利⽤していただくとどうでしょうか。

汎⽤

【Ver3以降】入⼒した寸法線の⾜だけを削除したい。 １．［寸法線］－［寸法線⾜編集］コマンドをクリックします。
２．ダイアログの［補助線⾜］グループより、［なし］を選択します。
３．ダイアログの［指定方法］より、変更する寸法線の選択方法を
選び、図⾯上の寸法線を選択します。

汎⽤

【Ver3以降】［⽂字］－［複数⽂字列入⼒］コマン
ドで配置した⽂字列があります。配置位置を変更せ
ず、⾏間を変更したい。

［⽂字］－［複数⽂字列属性変更］コマンドで⽂字列を選択し、
［⾏間］ボックスを設定後、［元の場所に配置］ボタンをクリックしま
す。

汎⽤
寸法線を入⼒する際に、縮尺に合わせて数値を変更
できませんか。

一旦寸法線を入⼒した後に、［寸法線］－［寸法線属性変更］コ
マンドで選択し、［倍率］ボックスで変更してはいかがでしょうか。

汎⽤

【Ver6以降】［ラスタ］－［カラーラスタスクリーンショッ
ト］コマンドで、現在開いているARCHITREND Zの
画⾯はキャプチャできますか。

キーボードの「無変換」キーを押しながら、［ラスタ］－［カラーラスタス
クリーンショット］コマンドを選択していただくと、「ARCHITREND Z ウィ
ンドウを表示しますか︖「はい」︓ARCHITREND Z 画⾯をキャプ
チャーできます。」のメッセージが表示されます。［はい］を選択して、
ARCHITREND Z画⾯のキャプチャする範囲を指定できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

【Ver6以降】現在モニタ上で開いている
ARCHITREND Z以外の画⾯を、そのまま
ARCHITREND Zに貼り付けすることはできますか。

１．貼り付けしたい画⾯を表示させ、［ラスタ］－［カラーラスタスク
リーンショット］コマンドをクリックします。
２．貼り付けたい範囲をマウスの左ボタンでドラッグしながら囲んでくださ
い。
３．ARCHITREND Zに戻りましたら、ダイアログ内の設定をし、配置
をおこないます。

汎⽤

【Ver3以降】入⼒済みの寸法線の⾜の⻑さを変更で
きますか。

１．［寸法線］－［寸法線⾜編集］コマンドを選択します。
２．例えば［指定⻑さ］を選択し、⾜の⻑さを設定します。
３．指定方法［1点］で寸法線をクリック、⾜の向きを指定します。
複数の寸法線の⾜を変更する場合は、［領域イン］、［領域タッ
チ］などで指定を⾏ってください。

汎⽤
［ラスタ］－［カラーラスタ配置］するときに、配置す
るサイズをマウスで指定できますか。

配置方法で［矩形フィット］を選択すると、マウス指定した範囲で配置
できます。

汎⽤
AM部品（その他）に螺旋階段があります。これは反
時計回りで上がっていく階段のようですが、時計回りに
変えられませんか。

部品を配置後、［移動］－［反転］コマンドを使って反転することで
表現することができます。

汎⽤

【Ver5以降】図⾯上で任意の領域の⾯積を測り、その
⾯積を元にした表を作成したい。

［計測・情報］－［汎⽤⾯積区画］コマンドを使って⾯積を測りたい
領域を入⼒します。その後、［計測・情報］－［汎⽤⾯積表］コマ
ンドをクリックし、［汎⽤⾯積区画］コマンドで入⼒した区画を選択す
るとダイアログ表示が表示されます。丸め方法や単位を設定し、
［OK］をクリックすると、⾯積表が配置できます。

汎⽤

円柱の中をくり貫いたような⽴体を表現したい。 ［汎⽤シンボル］－［鉛直⾯］コマンドをクリックし、［操作モード切
替］ボックスを［円］に切替ます。［鉛直⾯］ダイアログでは、
［幅］ボックスで円柱の外側と内側の線の幅を設定し、入⼒をおこな
います。また半径を指定する場合、中心をクリック後、ツールバー上の
［相対座標入⼒］コマンドをクリックすると距離を設定するダイアログが
表示されます。

汎⽤
入⼒した線分を分割したい。 ［変形］－［汎⽤分割］コマンドで分割をおこないます。分割した線

分をそれぞれ選択する場合は、ツールバーの［パック化選択切替］コ
マンドをオフに切り替えてください。

汎⽤
円の中に円を書きたい。 ［線分（補助線）］－［平⾏線（⾃動内法）入⼒］コマンドで、

指定した図形の線分に平⾏な線を入⼒していただけます。

汎⽤
横と縦の⻑さがわかっているときに⻑方形を入⼒した
い。

［矩形・円・円弧（補助線）］－［矩形入⼒（数値指定）］コマ
ンドをクリックし、［幅X］［幅Y］ボックスで数値を設定し、入⼒するこ
とができます。

汎⽤

入⼒した通り芯の芯名がX1、X2・・で入⼒しているの
ですが、A1、A2・・・に付け替えて順番に並べ変えた
い。

１．［通り芯］－［通り名順列］コマンドで、基準となる通り芯をク
リック、指定した通り芯から並び替える範囲をクリックして指定します。
２．［通り名順列］ダイアログボックスが表示されるので、［芯名］に
基準となる（ここではA1）を入⼒し、［OK］します。設定した範囲の
通り芯名が一度に変更できます。

汎⽤
配置したカラーラスタデータを回転できますか。 ［ラスタ］－［カラーラスタ回転］コマンドで回転することができます。コ

マンドを選択後、配置してあるカラーラスタデータを選択し、回転の中心
点、開始角、終了角の順にクリックして回転を⾏います。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

角度を指定するときに度分秒で指定したい。例えば
221度6分33秒。

角度指定の単位「度」をクリックすると「度分秒」に変わります。
単位を変更してから、221.0633と入⼒すると221度6分33秒というこ
とになります。
（先に221.0633と数値入⼒してから単位を変えた場合は、数値が
変わってしまいますので注意してください。）

汎⽤
⽂字に重なっている線を削除したい。 ［削除］－［⽂字クリップ］を選択し、クリップする⽂字列を指定しま

す。［オフセット］で設定されたエリア内の線が削除されます。

汎⽤
通り芯の符号の大きさを設定しておきたい。 ［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］をクリックし、［符号の

大きさ］ボックスで設定することができます。ここでは通り芯の芯マークの
直径を入⼒します。

汎⽤

2線の角度を度分秒で計測したい。 ［寸法線］－［寸法（角度）入⼒］コマンドを選択し、角度を測
定する2つの直線をクリックします。内角を入⼒するか、外角を入⼒する
かをマウスで指定していただくと、［寸法（角度）入⼒］ダイアログが
表示されます。［単位形式］度分秒を選択し、寸法値の表示位置を
クリックします。

汎⽤
バックデータをピックできるようにしたい。 ツールバーの［ピック対象（バックレイヤ）］コマンドをクリックしてオン

（BACKの⽂字が⾚色）にしてください。

汎⽤

グラデーションで塗り潰した領域の濃い色と薄い色を逆
にしたい。

［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］コマンドで塗り潰し領域を選
択し、［色タイプ］グループ内の色を上下で入れ換えて設定してくださ
い。

汎⽤
入⼒済みの引き出し線の角度や線分の⻑さを変更し
たい。

［編集］－［線分端点移動］コマンドを選択し、⽮印のある線分を
クリックして移動先をクリックしてください。

汎⽤
平⾏線を任意の点で取りたい。 ［線分（補助線）］－［平⾏線（線分指定）入⼒］コマンドで

基準線を指定します。次に、Ctrlキーを押しながら任意の点をクリックし
ていただくと、そこに平⾏線が入⼒されます。

汎⽤
波線をいれたい。 ［ハッチング］－［ハッチング入⼒］コマンドを選択し、［グループ］専

⽤の「カーブ横」「カーブ縦」をご利⽤ください。

汎⽤
通り芯を一括で削除したい。 ［属性別選択］で「通り芯」を選択し［OK］で、通り芯を一括選択

します。その後、［削除］コマンドで削除していただけます。

汎⽤
2つの寸法線を1つに合成できますか。 ［寸法線］－［寸法結合］コマンドで可能です。コマンドを選択後、

合成したい寸法線を順番にクリックし、指定が終わったところで、ポップ
アップメニューの［OK］で確定してください。

汎⽤

円上に分割点を打ちたいのですが、［補助点入⼒
(ピッチ指定)］コマンドは使えないのでしょうか︖

［補助点］－［補助点入⼒(ピッチ指定)］コマンドは、線分もしくは
円弧データが対象となっており、円データでは使えません。円データの場
合は［補助点入⼒(分割点)］コマンドをクリックし、［操作モード切
替］コマンドで［要素指定］を選択していただくと、円線上に分割点
を配置することができるようになります。

汎⽤

寸法線と寸法⽂字の間隔を変更したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［寸法・引出
線］で［寸法線］グループの［上下逃げ］ボックスで設定することが
できます。また入⼒済の寸法線は、［寸法線］－［寸法線属性変
更］コマンドで選択し、設定することができます。

汎⽤
［編集］－［図形復元］コマンドを実⾏したら、
［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドでクリップ
した領域の通り芯が再表示されてきてしまいました。

お手数ですが、再度、［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドを
選択し、クリップ処理を⾏う領域を指定してください。

汎⽤
通り芯を部屋と重なっている部分だけなくしたい。 ［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドを選択しクリップする範囲

を指定してください。クリップ内の通り芯は非表示になります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤
［通り芯］－［通り芯の一括入⼒］、［通り芯の一
発入⼒］コマンドで通り芯を一括入⼒する場合、通り
芯の符号を両端部につけたい。

［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］の［一括入⼒］グ
ループにある［符号位置］の［上］・［下］・［左］・［右］の
チェックボックスをオンにしてください。

汎⽤
寸法線の⻑さ⾃体は変えず、数値だけ変えるにはどうし
ますか。

［⽂字］－［⽂字属性変更］で変更していただけます。

汎⽤
平⾯図の回転を、⽂字はそのままの方向で（回転させ
ないで）⾏うことはできますか。

［移動］－［回転］で、［回転］ダイアログの［固定］オプションを
オンにすると、⽂字列を回転させずに移動していただけます。

汎⽤

排水桝はありますか。 ［2D部品］－［部品配置］コマンドで［設計］ボタンをクリックし、
グループ［8︓性能シンボル］の［1︓性能平⾯シンボル］の中にご
ざいます。

汎⽤
雨水桝はありますか。 ［2D部品］－［部品配置］コマンドで［施工］ボタンをクリックし、

グループ［8︓設備記号］の［3︓設備記号］の中にございます。

汎⽤

ベクトルフォントの⽂字を普通の⽂字に戻すには︖ ［⽂字］－［⽂字属性変更］コマンドを選択し、変更対象の⽂字
列を選択します。［⽂字列属性変更］ダイアログで、［TrueType
フォント］オプションをオンにして、［フォント名］ボックスで書体を選択し
ていただけます。

汎⽤
【Ver.2以降】寸法線の押えの丸「○」を塗りつぶし
「●」にしたい。

［設定］－［物件設定］－［寸法・引出線］の［形状］で、塗り
潰しタイプが選択できます。

汎⽤
［⽂字］－［引き出し（複段）入⼒］で作成した
⽂字列の内容を変更したい。

［属性変更］でクリックすることで、⽂字列属性変更が⾏えます。

汎⽤

［2D部品］－［部品配置］を操作すると、部品を
連続で配置するようになってしまいます。連続配置にな
らないようにできませんか︖

［部品配置］ダイアログの［連続配置］チェックボックスをオフにして部
品を配置してください。次回から、オフの状態で入⼒できるようになりま
す。
【補⾜】改善されない場合は、プログラムの不具合の可能性が考えられ
ます。［ヘルプ］－［ソフトウェアの⾃動更新］もしくは［FCコンシェル
ジュ］に接続し、最新版への更新をお願いいたします。

汎⽤
ある矩形の中に⽂字を配置したのですが、矩形の中心
の位置に⽂字を移動したい。

［移動］－［⽂字配置］コマンドで⽂字を選択し、［左右］、［上
下］の位置をそれぞれ［中央］で設定していただくとどうでしょうか。

汎⽤

画⾯上に入⼒した塗り潰しの色をマスタ登録できます
か。

以下の手順で登録ができます。
１．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックし、画⾯上に入⼒した
塗り潰し色をクリックします。
２．［塗り潰しの入⼒］ダイアログが表示されますので、［RGB］ボ
タンをクリックします。
３．［色の設定］ダイアログが表示されますので、キーボードの
［TAB］キーを1回押して、［作成した色］のところにカーソルを合わ
せます。キーボードの［→］を押して、登録する欄を選択します。
４．［色の作成］をクリックします。
５．［色の追加］をクリックすると、指定した欄に色が追加されますの
で［OK］をクリックします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

縦書き⽂字を入⼒できますか。 ［⽂字］－［⽂字列入⼒］コマンドで⽂字列入⼒をする際に、ダイ
アログの［縦書き］（［A↓］ボタン）をオンにしていただくと縦書きに
なります。
【補⾜】半角⽂字は90度回転してしまいますので、全角⽂字を入⼒し
ていただくようお願いいたします。ダイアログの［全角］（［あ］ボタ
ン）をオンにすると、全角で配置できます。

汎⽤
ドラフタ機能を利⽤しようとしましたが、水平ではなく角
度がついてしまいます。

［設定］－［ドラフタ］コマンドをクリックし、［ドラフタ設定］ダイアロ
グを開きます。ダイアログの［角度］ボックスに数値が設定されていない
か確認してください。0以外の場合は「0」に設定をお願いします。

汎⽤
換気フードはありますか︖ ［AM部品］－［AM部品（その他）］にあります。［他分類］－

［建築部材］を選択し、［グループ］を［換気扇］に切り替えてい
ただくと、登録が確認できます。

汎⽤

任意の角度のある線に対して、45度など角度を指定し
て直線を引きたい。

１．［線分（補助線）］－［線分方向入⼒］コマンドを選択しま
す。
２．［線分方向入⼒］ダイアログが表示されますので、［基準線分
指定］チェックボックスをオンにします。
３．図⾯上の角度のついた線分をクリックします。「指定した直線の角
度を取り込みます。」のメッセージが表示されますので、［はい］をクリッ
クします。
４．［線分方向入⼒］ダイアログの［角度］ボックスに、３．でクリッ
クした線分の角度が入⼒されます。この数値の後ろに指定する角度
（例︓＋45）と入⼒します。
５．線分を入⼒したい基準点（開始点）をクリック、次に線分の終
点をクリックします。（⻑さを指定して入⼒する場合は、基準点をクリッ
クした後、ツールバーの［極座標入⼒］コマンド（［±L］ボタン）を
クリックし、距離を入⼒して［OK］してください。）

汎⽤
任意の図形の⾯積を測りたい。 ［計測・情報］－［多点（⾯積）計測］コマンドでその図形の周囲

をピックしていただくと、［多点（⾯積）計測］ダイアログに［⾯積］と
［周⻑］が表示され確認することができます。

汎⽤
2直線の角度（内角）を調べたい。 ［寸法線］－［寸法（角度）入⼒］コマンドを選択し、調べたい2

つの直線をクリックします。内角も外角も調べてることができます。

汎⽤

補助線を入⼒したい。 １．［線分（補助線）］から［線分入⼒］や［平⾏線（線分指
定入⼒）］コマンドなどを選択します。
２．補助モードに切り替えます。切替方法は2つあります。
・［入⼒補助］－［補助レイヤ入⼒切替］コマンドを選択する。
・ツールバーの［補助レイヤ入⼒切替］コマンドをクリックし、補助入⼒
モードに切り替える。
以上の方法で切り替えますと、アイコンの左下の隅に⻩色の三角マーク
が表示され、補助線入⼒ができるようになります。

汎⽤

点線を入⼒したい。 ・線分の入⼒時の場合
ツールバーの［線種切替］コマンドで点線に切替、入⼒を⾏います。
・入⼒済みの線分データの場合
［編集］－［要素属性変更］コマンドで線分を選択し、［要素属
性変更］ダイアログの［線種］ボックスで変更を⾏います。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

垂線をひきたい。 ［線分（補助線）］－［垂線入⼒］コマンドをご利⽤いただけま
す。コマンドを選択し、基準とする線分をクリックし、垂線を下ろす点をク
リックします。

汎⽤ カラーラスタを読み込んだのですが、移動ができません。 ［ラスタ］－［カラーラスタ移動］コマンドで移動することができます。

汎⽤
寸法線の線端形状の円の大きさを設定したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］を開き、［線

端属性］グループの［直径］ボックスで設定することができます。

汎⽤

角度のある線分に添って⽂字入⼒をしたい。 １．［⽂字］－［⽂字列入⼒］コマンドをクリックします。
２．［⽂字列入⼒］ダイアログで、⽂字列を入⼒し、［⽂字列角度
固定］のボタン（「∠」という模様のボタン）をオフにします。
３．ツールバーの［ピック（線上）］コマンドをオンとし、2点入⼒で⽂
字方向が指定できるようにします。
４．直線上を２点クリックすると、直線上に⽂字入⼒できます。

汎⽤

柱を2点間の中点に配置したい。JW̲CADにある、2
点間の中点を取るような機能はありますか︖

１．［表示］－［ツールバー設定］コマンドをクリックし、［ツール
バー表示設定］ダイアログを開きます。
２．ダイアログで［ツールバー］の「入⼒モード」を選択し、［コマン
ド］より［2点中心点座標入⼒］チェックボックスをオンにします。
３．ツールバーに［2点中心点座標入⼒］コマンドが表示されます。
４．［柱壁］－［木柱］コマンドをクリックし、ツールバーの［2点中
心点座標入⼒］コマンドをオンにします。
５．基準となる2点をクリックします。クリックした2点間の中点に柱が配
置されます。

汎⽤

［塗り潰し］－［塗り潰しの入⼒］コマンドで手入⼒
した塗り潰しデータをすべて削除したい。

１．ツールバーの［属性別選択］コマンドをクリックします。
２．表示された［属性別選択］ダイアログで、［汎⽤属性種別］
ボックスより「汎⽤塗り潰し」を選択し［OK］ボタンをクリックます。
３．汎⽤塗り潰しデータのみ選択されています。［削除］－［削
除］コマンドで削除します。

汎⽤

配置図において、ラスタデータで取り込んだ地図をトリミ
ングしたい。

［ラスタ］－［ラスタデータの領域指定］コマンドで、ラスタデータを読
み込む領域を指定し、その領域内に［ラスタデータの読み込み］コマン
ドから取り込まれたラスタデータであれば、［ラスタ］－［ラスタデータの
消去］コマンドで指定した矩計範囲内を削除することができます。［カ
ラーラスタ配置］コマンドから取り込まれたカラーラスタデータでは使⽤で
きませんのでご了承ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤

Excelで作成した表を取り込むことはできますか︖ ［⽂字］－［表入⼒］コマンドでExcelのデータを取り込み、配置で
きます。
１．［⽂字］－［表入⼒］を選択します。
２．［Excel取込］ボタンをクリックします。
３．［参照］をクリックします。
４．取り込むExcelファイルを選択します。
５．［開く］を選択します。
６．複数のシートがある場合は、［シート名称］を選択します。
（［内容確認］をクリックすることで、シートの内容を確認できます）
７．［Excel取込み実⾏］をクリックしますと、読み込みが開始されま
す。
８．「Excelからの取込みが終了しました」のメッセージを［OK］しま
す。
９．Excel取込のダイアログを［OK］します。
１０．表の中に、Excelのデータが取り込まれますので、［OK］をク
リックします。
１１．画⾯上に配置します。
【補⾜】 お使いのコンピュータにMicrosoft Excelがインストールされて
いない場合、［Excel取込］ボタンをクリックすることはできません。

汎⽤
方位マークの大きさを変更したい。 ［変形］－［伸縮］コマンドで倍率を変更してください。また、［変

形］－［伸縮（マウス指定）］コマンドでも変更することができます。

汎⽤
［⽂字］－［複数⽂字列入⼒］コマンドで、改⾏し
ていないところでも改⾏されてしまう。

入⼒時の［複数⽂字列入⼒］ダイアログの中で、［改⾏⽂字数］
ボックスで設定できます。

汎⽤
半径を指定して円を描きたい。 ［矩形・円・円弧（補助線）］－［真円入⼒（数値指定）］コマ

ンドで入⼒できます。

汎⽤

ポップアップメニューの［点間計測］コマンドで計測した
結果を［寸法線登録］できますか。

点間計測には［点間計測］と［点間計測（割込み）］の2種類が
あり、前者は［寸法線登録］が可能、後者は不可となっています。初
期状態ではポップアップメニューには［点間計測（割込み）］が登録
されていますので、［設定］－［基本設定］－［ポップアップ］で、メ
ニューに登録するコマンド［点間計測］に変更していただくと、ポップアッ
プメニューから［寸法線登録］ができるようになります。
【補⾜】ポップアップメニューへの［点間計測］の登録は【Ver１．1】か
ら対応されています。

汎⽤

配置したカラーラスタを回転できますか。 以下の2通りの回転方法があります。
・［カラーラスタ回転］コマンド
［ラスタ］－［カラーラスタ回転］コマンドで回転できます。配置したカ
ラーラスタをクリックし、開始角と終了角を指定します。
・［カラーラスタ属性変更］コマンド
［ラスタ］－［カラーラスタ属性変更］コマンドで、配置したカラーラス
タをクリックしますと、［カラーラスタ属性変更］ダイアログが表示されま
すので、［角度］を変更して［OK］します。

汎⽤

配置できるカラーラスタのサイズはいくつですか︖ 1図⾯に配置できるカラーラスタのデータ量は、全て合わせて30MBまで
の大きさまで配置することができます。それらを超える場合は、「1図⾯に
配置できるカラーラスタの総容量（30MB）を超えるため、配置できま
せん。」と警告メッセージが表示され、配置することができません。

汎⽤
カラーラスタを配置したのですが、枠しか表示されませ
ん。

［表示］－［表示条件］で［ラスタ］のチェックボックスがオンになっ
ているか、ご確認ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（汎⽤）

カテゴリー 質問 回答

汎⽤
配置したカラーラスタの一部を削除できますか。 申し訳ありませんが、ARCHITREND Z上でカラーラスタデータの一部

を削除することはできません。元画像を編集してから読み込みを⾏って
いただくようお願いいたします。

汎⽤

データのパック化を解除するコマンドは何処にあります
か︖

［変形］－［パック解除］コマンドになります。
＜補⾜＞ARCHITREND 21Ver8、9では［属性］の中にありまし
た。また、ARCHITREND 21Ver7以前は［パック］の中にありまし
た。

汎⽤

配置したカラーラスタを削除するには。 ［ラスタ］－［カラーラスタ削除］コマンドで削除します。削除するカ
ラーラスタデータをクリックすると、マウスカーソルに「Yes」「No」が表示さ
れますので、マウスの左ボタンをクリックしていただくと削除されます。また
マウスの右ボタンをクリックした場合はキャンセルになります。

汎⽤ カラーのラスタデータを取り込むことはできますか︖ ［ラスタ］－［カラーラスタ配置］コマンドから取り込むことができます。

汎⽤
通り芯を描画する線種を設定することができますか︖ ［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］を開き、［共通設

定］グループの［線種］で、［一点⻑鎖線］か［一点鎖線］を設
定することができます。

汎⽤

［汎⽤シンボル］－［水平⾯］コマンドでカウンターを
入⼒しました。カウンターのコーナーをR形状にできます
か。

水平⾯でカウンターを入⼒後に、［変形］－［領域隅取］コマンドで
可能です。
１．［変形］－［領域隅取］コマンドをクリックします。
２．入⼒した水平⾯（カウンター）を選択します。
３．［領域隅取］ダイアログが表示されますので、隅取方法を［R］
にし、隅取半径を入⼒します。
４．Rにしたい頂点（○印がついているところ）で左クリックします。

汎⽤
寸法線で書いた⽂字のみを移動するコマンドはあります
か︖

汎⽤ツールバーの［寸法線］－［⽂字・寸法⽂字移動］コマンドに
なります。寸法⽂字を選択していただくと、移動することができます。

汎⽤
データのレイヤ、線種、ペン番号を変更をしたい。 ［編集］－［要素属性変更］コマンドで、要素属性変更が⾏えま

す。＜補⾜＞ARCHITREND 21のときには［属性］コマンドにありま
したが、［編集］コマンドに移動しました。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

部屋を入⼒する時に、マウスカーソルの隣にはXY座標
値が常に表示されていたのですが、急に１点目からの
相対距離が表示されるようになりました。XY座標値の
表示に戻したい。

［Caps Lock］がオンの状態になっていると思われます。キーボードの
［Shift］キーを押下しながら［Caps Lock］キーを押してください。
そうしていただく事で、［Caps Lock］が解除されて、XY座標値の表
示に戻ると思います。

平⾯図
［平⾯図入⼒モード］で、壁仕上線や［簡易躯体
入⼒モード］で入⼒した梁などを表示させたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［簡易躯体－梁を
作図する］のチェックをオンにして［梁線種］を設定できます。

平⾯図
平⾯図で、住宅⽤⽕災警報器は入⼒できますか︖ ［確認申請・性能表示］－［住宅⽤⽕災警報器］コマンドより、入

⼒をお願いします。

平⾯図
軸組計算で配置した筋交いを平⾯図に読み込みた
い。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［筋かい（軸組計算）読
込み］コマンドから読み込むことができます。

平⾯図
屋根伏図で入⼒した下階の屋根伏図を平⾯図に読
み込ませたい。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［屋根伏図読込み］コマン
ドから読み込めます。

平⾯図
平⾯図で棟⾯積表は何処で作成できますか︖ ［部屋入⼒］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［棟⾯積

表］コマンドから作成することができます。
＜補⾜＞ARCHITREND 21では［作成］の中にありました。

平⾯図

連棟パースを簡単に作成できますか。 物件データをAM部品として登録できるようになりました。
１．平⾯図を開き、［ファイル］－［建物を部品登録］を選択しま
す。
２．［建物を部品登録］のダイアログが表示されますので、［内部な
し］［内部あり］などを選択し、［登録］をクリックします。
３．［部品登録］のダイアログが表示されます。［新規登録］をク
リックし、グループ、名称を確認して［OK］します。
４．「部品登録しました」のメッセージが表示されますので［OK］しま
す。
上記部品は、AM部品［景観装飾］の［景観建物］より選択して
配置ができます。

平⾯図
平⾯図で、［確認申請・性能表示］－［住宅⽤⽕
災警報器］コマンドの記号サイズ、⽂字サイズをあらか
じめ設定しておくことはできますか。

入⼒時ダイアログの［内部初期値書込］ボタンで書き込むことができま
す。

平⾯図

平⾯図で木柱を表示、印刷させないようにしたい。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で、［木柱壁簡易表
現］のチェックボックスをオンにして柱・壁を入⼒してください。 ※柱、壁
が既に配置されている状態でチェックボックスをオンにした場合は、［ツー
ル］－［柱壁包絡処理］、［建具開⼝処理］コマンドを実⾏しま
す。

平⾯図
排水枡の記号は登録されていますか。 ［2D部品］－［部品配置］コマンドを開き、［グループ］ボックスの

「性能シンボル」に登録がございます。

平⾯図
平⾯図で連棟パース作成で建物を部品で登録し配置
しますが、配置する建物をグレーなどの一色で表現する
には︖

［ファイル］－［建物を部品登録］コマンドから表示されたダイアログ
内で、［内部なし（単色）］オプションを選択し、［RGB］ボタンから
色を設定し、部品登録を⾏います。

平⾯図
平⾯図で柱の中心に補助点や壁の中心に補助線を
作成したい。

［ツール］－［作図芯・補助点線⾃動］コマンドで作成することがで
きます。

平⾯図

平⾯図で［確認申請・性能表示］－［防犯開⼝
チェック］コマンドで防犯開⼝チェックを⾏った場合、開
⼝の［開⼝区分］が未設定になっていますが、⾃動
設定できますか。

［防犯開⼝チェック］ダイアログで、［区分⾃動］ボタンをクリックして
いただくと、⾃動設定されます。【補⾜】⾃動判定される条件につきまし
ては、［防犯開⼝チェック］ダイアログの右上［︖］ボタンをクリックして
ヘルプ（開⼝区分）を参照していただくようお願いいたします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図で短い壁に汎⽤開⼝が入⼒できないときがあ
る。（⻑さ350mmの壁に300mm角の開⼝を入⼒
するなど）

汎⽤開⼝入⼒時に［始点逃げ］のチェックがオフの場合、壁の始点側
に合うように開⼝入⼒するため、壁の終点側をピックしようとすると、ラ
バーバンドで開⼝データが表示されません。［始点逃げ］のチェックをオ
ンにして、逃げを設定し、ピック端点で、始点側のポイントをとって入⼒す
るなどお願いいたします。

平⾯図

平⾯図で、［一括作成］ダイアログの設定（チェック
ボックスのオン/オフなど）を初期設定で決めておくことは
できますか。

［一括作成］ダイアログ内の右上に［内部初期値書込］の⻩色い
ボタンがあります。これをクリックしていただくと初期値として書き込みでき
ます。

平⾯図

平⾯図で［区画］－［スキップフロア区画（床高増
減）］で処理をしたところ、建具は指定した通り上方
向に移動したのですが、床や床の上の部品は移動しま
せん。

スキップフロアを設定する部屋を［属性変更］で選択し、部屋属性ダ
イアログの設定内容を確認してください。［床仕上］のチェックボックス
がはずれている場合はそのような動きになります。

平⾯図

2階のグリッドを1階のグリッドと合わせたい。 １．2階平⾯図を開き、［ファイル］－［バック図⾯表示］コマンドを
クリックします。［バック図⾯、その他バックデータ表示設定］ダイアログ
が開きます。
２．設定するバック図⾯（［バック図⾯1］〜［バック図⾯3］）を
選びます。
３．［図⾯変更］ボタンをクリックします。［バック図⾯指定］ダイアロ
グが表示されます。
４．［処理］ボックスから「平⾯図」をクリックし、［図⾯］ボックスでは
「1階」をクリックします。さらに［グリッド］のチェックボックスをオンにして
［OK］をクリックします。
５．［バック図⾯、その他バックデータ表示設定］ダイアログで
［OK］をクリックします。1階平⾯図がバック表示され、同時にグリッド
設定も取り込まれます。

平⾯図

平⾯図で、階段を塗り潰し処理をしたときに、階段の
手すりの色を変更したい。

１．階段を［属性変更］コマンドで選択します。
２．ダイアログの［手摺等］ボタンをクリックし、［手摺］グループの
［設定］ボタンをクリックします。
３．［手摺設定］ダイアログが表示されます。［手摺1］ボタンをク
リックします。
４．［手摺素材］の［素材］ボタンをクリックし、素材を変更します。
また手摺壁の笠木の色を設定する場合は、［手摺設定］ダイアログで
［壁］ボタンをクリックし、［笠木］の［素材］ボタンより素材を設定
してください。
５．設定が終わりましたら［OK］をクリックしてください。

平⾯図

平⾯図に色をつけてカラーで印刷したい。 １．［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドを選択します。
２．［塗り潰し処理］ダイアログが表示されますので、塗り潰しする
データのチェックボックスをオンとし、［OK］をクリックします。
＜補⾜＞図⾯印刷では、配置した図⾯を［属性変更］コマンドで選
択し、ダイアログ表示内の［塗り潰し］グループで［元図］オプションを
選択してください。

33



よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

図⾯上に入⼒してあるデータの属性を別のデータに複
写できますか。（例︓外壁仕上、建具など）

今回は外壁仕上を例に説明します。
１．平⾯図で［壁仕上入⼒モード］コマンドをクリックします。
２．［編集］をクリックします。
３．［属性複写］コマンドをクリックします。
４．属性の複写元である外壁仕上データをクリックし、選択します。
５．［複写する属性の設定］ダイアログと［属性複写項目設定］ダ
イアログが表示されます。［複写する属性の設定］ダイアログで複写す
る属性項目を確認します。
６．［属性複写項目設定］ダイアログで複写する属性項目をクリック
します。（すべてを複写する場合は、［属性複写項目設定］ダイアロ
グで［全ON］ボタンをクリックし、すべて⻘く反転させます。）
７．［OK］をクリックします。

平⾯図

平⾯図で［ツール］－［他図⾯情報読込み］－
［配置図読込み］コマンドで、配置図を読込みしまし
た。普段は敷地図は邪魔なので必要ないときは隠して
おきたい。

［配置図読込み］を⾏うと、データは配置図読込レイヤにおさまりま
す。［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマン
ド、またはツールバーの［レイヤ表示・検索設定］で［レイヤ表示・検
索設定］ダイアログを表示し、レイヤ一覧より「配置図読込」レイヤの
［表示］［検索］をオフに設定すると、一時的に敷地図を非表示に
していただけます。
＜補⾜＞［配置図読込み］は［一括作成］コマンドの［配置図読
込み］チェックボックスをオンからも読み込むことができます。こちらで読み
込んだ場合も「配置図読込」レイヤに取り込まれます。

平⾯図
平⾯図において、建物コンポーネント入⼒はどこで⾏い
ますか。

［ツール］－［建物コンポーネント］コマンドより⾏えます。

平⾯図
平⾯図で［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドを実
⾏しました。出窓の地板に色がついてしまうのですが、つ
けないようにできますか。

［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドより、ダイアログの［地板］の
［背景］チェックボックスをオンにしてください。

平⾯図

［汎⽤シンボル］の中の［汎⽤積算シンボル］コマン
ドで、汎⽤積算シンボルを入⼒した場合、数量拾いの
プログラムの中で集計が確認できますか。

平⾯図の［汎⽤シンボル］－［汎⽤積算シンボル］コマンドのデータ
は、直接積算プログラムに連動するため数量拾いの中では確認が出来
ません。

平⾯図

平⾯図で、［ファイル］－［印刷］コマンドより印刷す
るときに、塗り潰しを出さなくできますか。

［表示］－［表示条件］コマンドをクリックし、［塗り潰し］ボックスの
（最上〜最下）を［全OFF］ボタンより全部オフにし、印刷を⾏ってく
ださい。
【補⾜】ツールバーの［塗り潰し表示切替］コマンドでも塗り潰しを全
部オフにすることができます。

平⾯図

配置図に入⼒した延焼線を平⾯図に読み込めます
か︖

［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］コマンドを選択します。
読み込む範囲を指定していただくと、その範囲の延焼線が描画されま
す。
【補⾜】2階平⾯図には5mライン、1階平⾯図には3mラインが読み込
まれます。また、読み込むことができるのは、配置図1⾯で入⼒した延焼
線になります。

平⾯図

平⾯図で配置した部屋⾯積表で表示される⽂字の大
きさの初期設定は何処になりますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋⾯積表］を開き、［レイア
ウト］グループにある［⽂字高さ］ボックスの設定が初期設定となって
おります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図において、柱・壁だけの塗り潰しをしたいのです
が、建具シンボルも同色で塗り潰されてしまう。

［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドをクリックし、［塗り潰し処
理］ダイアログで［柱］・［壁］・［建具/ガラスブロック］のチェック
ボックスもオンにします。その際に、［背景］のチェックをオンにしていただ
くと、建具シンボルは塗りつぶしされなくなります。

平⾯図

平⾯図で、ツールバーの［レイヤ表示・検索設定］を
クリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを表示
しました。部屋のみを表示するように設定したいが、ダイ
アログ下に「レイヤ固定のため、レイヤの変更はできませ
ん」と表示されます。

コマンドを解除してから（画⾯右上のツールバーにある［対象データ選
択］コマンドを押すなどしてから）、再度［レイヤ表示・検索設定］を
クリックしてください。
【補⾜】「レイヤ固定・・・」というメッセージが表示されるのは、属性レイヤ
に関係する部材等を配置しようとしているときに、割り込んで［レイヤ表
示・検索設定］ダイアログで別のレイヤを指定したときです。例えば、柱
を配置したいので、［柱壁］－［木柱］コマンドを選択している状態
で、割り込みで［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開き、部屋レイ
ヤを選択した場合などにこのメッセージが表示されます。

平⾯図
平⾯図に配置した竪樋を作図したい。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で、［竪樋を作図す

る］チェックボックスをオンと設定します。

平⾯図

平⾯図で棟⾯積表を配置しました。棟⾯積表に［施
工床⾯積］を表記できますか︖

［部屋入⼒］－［棟⾯積表］コマンドをクリックし、配置時ダイアログ
の［施工床⾯積表示］チェックボックスをオンにして配置してください。
【補⾜】・施工床⾯積は、床⾯積求積図で入⼒します。床⾯積ダイア
ログの［施工床⾯積］オプションを選択し、施工床⾯積の区画を入⼒
します。
・平⾯図で［設定］－［専⽤初期設定］－［棟⾯積表］の［施
工床⾯積表示］チェックボックスをオンにしておくと、棟⾯積表作成時の
［施工床⾯積表示］チェックボックスがオンの状態で配置することがで
きます。

平⾯図

平⾯図に展開図の視点位置を描画したい。 １．［ツール］－［展開図視点位置描画］コマンドを選択します。
２．［条件選択］ダイアログで部屋名を選択します。
３．［展開図視点位置描画］ダイアログが表示されますので、［位
置指定］のチェックをオンにして、［OK］します。（［位置指定］の
チェックをオフにした場合は、部屋の中央に視点位置が描画されます）
４．配置する場所をクリックします。

平⾯図

平⾯図で［一括作成］コマンドをクリックしました。
［一括作成］ダイアログの作成モード切替で［図⾯
化］ボタンをクリックし実⾏すると、手入⼒した寸法線
が削除されてしまいます。

［部屋寸法作成］チェックボックスをオフにして、処理を⾏っていただくよ
うお願いいたします。（このチェックボックスがオンの場合は、既存の寸法
線を削除してから部屋寸法線が作成されます。）

平⾯図

平⾯図において、部屋と部屋⾯積表記の⽂字の大き
さを設定しておく場所は何処になるのでしょうか︖

［設定］－［物件初期設定］－［⽂字・ハッチング］を開き、［部
屋⽂字］グループの［⽂字高］ボックスの大きさになります。また、個
別に設定をされる場合は、［パック化選択切替］コマンドでパックをオフ
にしてから、［⽂字］－［⽂字属性変更］コマンドで⾯積の⽂字列
のみ高さを変更していただくことになります。

平⾯図

部屋名のフォントはどこで設定するのでしょうか。 ［設定］－［共通初期設定］－［フォント］を開き、［⽂字分
類］グループで［部屋名称］を選択し、［フォント名］を設定しま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

Archi Master建具の属性で、［ペアガラス］チェック
ボックスを常にオンにしておきたい。

１．Archi Masterを起動します。
２．［建具］－［一覧表示］ボタンをクリックし、［建具の登録・編
集］ダイアログを開きます。
３．［建具の登録・編集］ダイアログより、ペアガラスを設定する建具
絵柄を選択し、［編集］ボタンをクリックします。
４．［建具編集］ダイアログの［ガラス別情報／積算情報］タブを
クリックし、［ガラス別（性能等級/積算情報）］の［ガラス仕様］セ
ルで「普通複層（12mm）などの複層タイプに変更します。
５．［OK］ボタンをクリックし、［閉じる］ボタンでArchi Masterを
終了します。

平⾯図

2×4構造のFLとはどの高さのことですか︖ ヘルプの図説でご確認いただけます。［設定］－［物件初期設定］
－［基準高さ情報］ダイアログが開かれている状態で、右上の［︖］
ボタンをクリックします。開かれた［ヘルプ］を下にスクロールしていただ
き、［2×4造の基準高さ情報］で確認をお願いします。

平⾯図

RIKCADへデータを変換したい。 １．平⾯図を開きます。［ファイル］－［RIKCAD21/expot連携
エクスポート］コマンドをクリックします。
２．［RIKCAD21/expot連携］ダイアログが表示され、［⽴体
データ］のモニタに連携する⽴体データが表示されます。
３．連携する⽴体データの作成タイプを選択します。［内部簡易（ガ
ラス透過）］［内部詳細（ガラス透過）］［外部のみ（ガラス不
透過）］のいずれかの項目にクリックします。選択を変更すると、⽴体
が再作成されます。
４．［出⼒フォルダ］に設定されているRIKファイルの出⼒先を確認し
ます。出⼒先を変更する場合は、［参照］ボタンをクリックして設定し
ます。
５．［RIKCAD21/expot起動］ボタン、または［ファイル出⼒］ボ
タンをクリックします。
＜補⾜＞［RIKCAD21/expot起動］ボタンは、RIKCAD21または
expotがインストールされていない場合は表示されません。

平⾯図

平⾯図において、一括作成を実⾏したら、配置図が読
み込まれてしまった。

［一括作成］ダイアログの［配置図読込み］チェックボックスをオンで
実⾏されたことが考えられます。一括作成時に読込みが不要な場合
は、チェックボックスをオフにしていただくようお願いします。
【補⾜】既に読み込まれた配置図は、［属性別選択］コマンドをクリッ
クして、属性一覧から［配置図読込］を選択することで［削除］して
いただくことができます。

平⾯図

平⾯図で、部屋名を移動すると、床仕上の目地がきれ
てしまうのですが、これをきれいに処理する方法はありま
すか。

［設定］－［基本設定］－［システム1］に［図⾯のリアルタイム
編集］の設定があります。［する］を選択した場合、部屋名を移動し
た後に、目地の再作成を⾃動で⾏います。
【補⾜】［図⾯のリアルタイム編集］を［しない］にした場合、［一括
作成］で［図⾯化］を⾏っていただくことで目地が包絡処理されま
す。

平⾯図
平⾯図において、屋根伏図で入⼒した下階の屋根伏
図を読み込みました。建具と重なる部分に屋根目地が
入ってきているので、その目地をくり抜きたい。

［ツール］－［目地ぬき処理］を⾏ってください。

平⾯図
シックハウスチェックで設定した建具の通気（換気ガラ
リ・アンダーカット等）と換気設備の記号を図⾯に読み
込みたい。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［建具通気・換気記号読
込み］コマンドから読み込むことができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
部屋の間取を変更したのですが、すでに配置されている
部屋⾯積表に連動させたい。

配置されている部屋⾯積表を［属性変更］し、［再計算］ボタンで
連動できます。

平⾯図
竪樋と集水器が繋がらない。 竪樋を［属性変更］し、［集水器］ボタンがオンになっているか、

［検索範囲］の距離内に集水器と竪樋が入⼒されているか、同一階
に入⼒されているかをご確認ください。

平⾯図
入⼒されている壁芯に作図芯を作成したい。 ［ツール］－［作図芯・補助点線⾃動］コマンドをクリックし、図⾯全

体を範囲指定します。 ［作図芯・補助線］チェックボックスをオンにし、
［作成タイプ］で作図芯を選択し［OK］にします。

平⾯図

床⾯積表と部屋⾯積表で、同じように区画をいれて丸
めなども合わせていますが、合計があいません。

求め方が以下のように異なります。
＜m2の求め方について＞
・部屋⾯積表・・・領域から⾯積を計算。
・床⾯積表・・・計算式でまるめてから計算。
合計を合わせる方法として、床⾯積求積図で［設定]－［専⽤初期
設定]－［小数桁数・丸め］－［建物距離］の［小数桁数]を大き
くしていただくことが有効です。
＜坪の求め方について＞
・部屋⾯積表・・・各部屋で坪換算したものを合計。
・床⾯積表・・・合計したm2数を、坪換算。
合計を合わせる方法として、部屋⾯積表の属性で、［個別欄（㎡・
坪）］の［小数点以下]を大きくしていただくことが有効です。

平⾯図

建築⾯積求積図、床⾯積求積図を変更したのです
が、平⾯図の棟⾯積表に反映されません。

平⾯図の棟⾯積表は、配置図1⾯にトータル⾯積表が作成されてあ
れば、それが反映されます。作成されていなければ、建築⾯積求積
図、床⾯積求積図からの連動になります。配置図でトータル⾯積表を
作成した後に、建築⾯積求積図、床⾯積求積図で変更を⾏われた
場合は、再度、トータル⾯積表を再作成していただくようお願いします。

平⾯図

RIKCAD21への連携について。
１．建物の内部に照明部品を配置しても、RIKCAD
側には光源の情報は取り込まれないのでしょうか︖
２．連携される情報は、建物のみで、⽂字等汎⽤の
情報は連携されないのでしょうか︖

１．光源は連動しておりません。
２．汎⽤⽂字などの2D情報は連動しておりません。

平⾯図
部屋の塗り潰しをしていますが、部屋の［属性変更］
で色を変更しようとしても、［塗り潰し］のところが消え
ていて選択できません。

［ツール］－［塗り潰し処理］の［部屋］の設定を、［マスタ設定
色］にして［OK］してから、部屋の［属性変更］をしていただくと、
色の選択ができるようになります。

平⾯図

［ツール］－［部材重複チェック］コマンドを実⾏し、
表示される確認メッセージですが、［はい］と［いい
え］を選択した場合の違いは︖

［はい］を選択した場合は、重複部材を削除します。（ただし壁など
の2点入⼒部材は削除せずに、重複部に補助円を登録します。）
［いいえ］を選択した場合は、削除せずに重複している部材に補助円
を表示します。

平⾯図
［確認申請・性能表示］－［建具性能表］で外部
建具の性能表を作成をしていますが、有効採光が0に
なるものがあります。

建具性能表の有効採光⾯積は法規LVSからの連動になります。たとえ
ば、法規LVSで居室についてのみ採光の計算をしている場合は、検討
している部屋に取りつく建具に対してだけ⾯積が入ります。

平⾯図

【Ver.3以降】［区画］－［耐⼒壁区画］コマンドで
耐⼒壁区画を入⼒する時に、「1ブロックが40ｍ2を越
えました・・・」というようなのメッセージがでてくるが、この
表示を出さないような設定はできますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］の［耐⼒壁区画］グ
ループにある［入⼒時、警告を出す］チェックボックスをオフに設定する
と、表示されなくなります。

平⾯図
建具が屋根や天井にかかっていないかをチェックする機
能はありますか︖

［属性］－［建具高さチェック］コマンドで確認していただけます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

［確認申請・性能表示］－［防犯開⼝チェック］を
おこなうと、NGになっているものがあります。［対策］が
「－」になっているのを「CP表示品」に設定したいのです
が。

・AM建具の場合
Archi Masterの［建具詳細］ダイアログの［ガラス別情報／積算
情報］タブの［ガラス別 性能等級］の［侵入防止対策］で設定し
ていただけます。設定後、［防犯開⼝チェック］ダイアログで、［ガラス
種類］から変更していただけます。
・AT建具の場合
建具等級マスタの［侵入防止対策］で設定していただけます。設定
後、 ［防犯開⼝チェック］ダイアログで、［等級情報］から変更して
いただけます。

平⾯図

［確認申請・性能表示］－［防犯開⼝チェック］
で、［区分⾃動］ボタンをクリックし、侵入可能開⼝区
分（a、b、c等）を⾃動判定できますが、その際に傾
斜敷地や敷地高低差の情報は⾒ているのでしょうか。

傾斜敷地や敷地高低差の情報も読み取ってくるようになっています。

平⾯図

［一括作成］ダイアログの［他階柱考慮］チェック
ボックスを常にオフにしておきたい。

［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］にある［木柱⾃
動配置］グループの［他階柱考慮］チェックボックスをオフと設定してく
ださい。また他の物件でも設定内容を利⽤する場合は、［物件マスタ
書込］を⾏ってください。

平⾯図

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［天
井・床高表示］のチェックボックスをオンにしました。しか
し図⾯を⾒ると表示されてきません。

［平⾯図入⼒モード］では表示されてきません。［壁仕上入⼒モー
ド］［床仕上入⼒モード］［簡易躯体入⼒モード］で表示させるこ
とができます。ただし、画⾯上の表示のみで出⼒することはできません。

平⾯図
RIKCAD21連携に対応したのは、Ver.いくつからです
か︖

Ver1.1からの対応になります。 ＜補⾜＞作成したデータは、
RIKCAD21 Ver3以降で読み込みが可能です。

平⾯図
【Ver.4以降】［一括作成］ダイアログの［部材配置
条件］にある［追加］と［再配置］の違いは。

［追加］は入⼒した部材を削除せずに、さらに部材を追加配置する
場合に選択します。［再配置］は既に図⾯に入⼒されている部材を
削除して配置する場合に選択します。

平⾯図
【Ver.4以降】トラッカーで間取りの大きさを変更すると
壁や柱も移動しますが、移動しないようにしたい。

（ビルド14001以降）［設定］－［共通初期設定］－［モー
ド］で［トラッカー編集で柱壁の⾃動編集をしない］チェックをオンに設
定し、変更を⾏います。

平⾯図

スキップフロアの建物を作成しています。2階平⾯図で
床を下げたいので［区画］－［スキップフロア区画
（床高増減）］を入⼒したのですが、基準高を間
違ってしまい、床が上がってしまいました。再設定したい
のですが。

１．［区画］－［スキップフロア区画再設定］を選択し、入⼒したス
キップフロア区画を指定します。
２．［スキップフロア区画再設定］ダイアログで、［区画削除］の
チェックをオンにし、［OK］を選びます。これで元の床高に戻ります。
３．再度［区画］－［スキップフロア区画（床高増減）］を使って
［基準高］にマイナス値を入⼒して、下げていただくとよいです。

平⾯図

［一括作成］を⾏うと、いつも床下換気⼝が⾃動配
置されるのですが、配置されないようにしたい。

［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］グループの［床下換気
⼝］のチェックがオンになっていると、⾃動的に建具下に床下換気⼝が
配置されます。配置されたくない場合は、チェックをオフにし、［内部初
期値書込］していただくようお願いします。また、配置された床下換気
⼝は［属性別選択］で選択して、削除していただくようお願いします。

平⾯図

［一括作成］ダイアログで［床下換気⼝］のチェック
をオンに設定し、［内部初期値書込］を⾏いました。
しかし、再度ダイアログを表示させると、チェックが外れて
います。

［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で［基礎パッ
キン厚］チェックがオンの場合は、［一括作成］ダイアログの［床下換
気⼝］チェックは⾃動的にオフになります。

平⾯図

【Ver.4以降】［ツール］－［塗り潰し処理］で壁を
塗り潰していますが、腰壁の色を薄くしたい。

［塗り潰し処理］ダイアログの［腰壁］のところで、塗りつぶし色を設
定していただけます。
＜補⾜＞【Ver.3以前】設定ができないため、［塗り潰し］－［塗り
潰しの属性変更］で色の変更をお願します。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

［一括作成］ダイアログの［図⾯化処理］にある
［部屋寸法作成］チェックボックスをオンにすると、［オ
フセット］が設定できますが、この設定内容を変更して
おきたい。

［一括作成］ダイアログ内で、［オフセット］の数値を変更後、［内
部初期値書込］ボタンをクリックして保存できます。

平⾯図

［一括作成］の実⾏時に「壁直下率が注意レベルと
なっています。」というメッセージが出てくるようになったの
ですが、この後どうすれば良いですか。

［一括作成］ダイアログの［壁直下率チェック］がオンの場合、直下
率が60%未満になっていると、直下率計算を確認するかどうかのメッ
セージが表示されます。そのまま一括作成を進める場合は［いいえ］を
選択ください。

平⾯図

掘りごたつを入⼒したい。 現状、専⽤部品がございません。掘りごたつ部分と部屋を分けて入⼒
し、壁を⾃動配置させたくない場所には［柱壁］－［開⼝］を、掘り
ごたつとの境目には［柱壁］－［カマチ］を入⼒してください。また、
掘りごたつとして入⼒した部屋は、［床高増減］で床高を下げていた
だくようお願いします。

平⾯図

［一括作成］－［図⾯化］で、［部屋寸法作成］
をオンにして実⾏した場合、汎⽤で手入⼒した寸法線
が消えてしまいます。部屋寸法線は作成し直したいこと
もあり、消えないような方法はありませんか。

［ファイル］－［保護データ退避］コマンドで消したくない寸法線を保
護した後、一括作成処理を⾏い、［ファイル］－［保護データ取り込
み］コマンドから取り込む方法でお願いいたします。

平⾯図

［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドをクリックし、塗
り潰し設定を⾏いました。しかし、いくつかのAM建具だ
け塗り潰しがされない。

塗り潰しされないAM建具がリンク切れを起こしていることが考えられま
す。
【Ver.4以降】［ツール］－［AMリンク切れチェック］コマンドからリンク
切れかどうか確認することができます。リンク切れが起きている場合は、
［リンク切れ取得］ボタンをクリックし、［VH.NETから取得］ボタンか
らダウンロードし、リンク切れをなくしてください。
【Ver.3以前】［属性変更］で建具を選択し、リンク切れがないか確認
をお願いします。リンク切れがある場合は、VH.NETやバックアップした
データから取り込んでください。

平⾯図

［一括作成］の実⾏時に、「壁直下率が［危険］レ
ベルとなっています。」という表示が出るのですが、出さな
いようにすることはできますか。

プルダウンメニューの［設定］をクリックし［専⽤初期設定］の［直下
率］を選択してください。ダイアログの中にある［壁直下率が［危険］
［注意］の時に一括作成で警告を出す］のチェックボックスをオフにし
てください。

平⾯図
 配置図で入⼒した敷地を読み込むことはできますか。 ［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［配置図読込み］から読み

込むことができます。

平⾯図

【Ver.4以降】パースモニタの視点位置を平⾯図上に配
置し、その位置を元にパースモニタを作成することはでき
ますか。

１．平⾯図で、［パースモニタ］－［カメラ登録］コマンドから視点位
置を配置します。
２．平⾯図で［パースモニタ］－［視点変更］コマンドをクリックし、
１．で配置したカメラをクリックすると、配置した視点位置からのパース
モニタを作成することができます。

平⾯図
下階の屋根伏図を読み込みしましたが、屋根目地を
出さないようにしたい。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［屋根伏図読込み］コマン
ドをクリックし、表示されるダイアログの［屋根目地］チェックボックスをオ
フにして読み込んでください。

平⾯図

2階の平⾯詳細図で［ツール］－［他図⾯情報読
込み］－［屋根伏図読込み］を⾏っていますが、庇
を読み込めません。

庇は読み込み対象外になります。［ファイル］－［バック図⾯表示］
で1階屋根伏図をバック図⾯に設定して、［ファイル］－［バックデータ
取り込み］で庇部分を指定して取り込みしていただくようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

【Ver.4以降】［コマンドコレクション］コマンドで、入⼒
している部屋を選択して分割をすると、⾃動的に壁や
柱が作成されますが、壁と柱は作成しないようにした
い。

設定はなく、コマンドコレクションからの分割の場合は⾃動的に壁や柱を
作成します。分割だけされたい場合は、［変形］－［汎⽤分割］で
お願いします。

平⾯図

［一括作成］を実⾏すると天井伏図が開いてしまうの
ですが、開かないようにできますか。

［一括作成］ダイアログの［天井仕上］チェックをオフにして処理を実
⾏していただくと、天井伏図が開かれません。この場合、天井伏図を作
成しなくなりますので、個別に天井伏図を作成していただくようお願いい
たします。

平⾯図
【Ver.4.2以降】⻑期優良住宅の構造躯体等の劣化
対策の基準の一つである床下空間の有効高さをチェッ
クするコマンドは︖

［確認申請・性能表示］－［⻑期優良住宅床下空間有効高］コ
マンドでチェックすることができます。

平⾯図

一括作成を実⾏しようとすると、画⾯左下のメッセージ
バーに「一括作成︓管柱の割り付け基準点を指定して
下さい。」と表示されます。この表示が出てくるのはどこか
設定があるのでしょうか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］をクリックし、［⾃動］
グループの［建具によって壁を分割しない］と［建具際管柱のピッチ配
置］チェックボックスがオンの場合に表示されます。この内容は、⾃動配
置時に管柱の割付基準点の位置をどこにするのかを聞いてきています。

平⾯図

［一括作成］の［仕上⾃動配置］のところで［初
期値取込］をクリックしたときに、［壁］などの素材はど
こから読込まれるのでしょうか︖

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標準］
での素材が読み込まれます。
＜補⾜＞［外壁素材］グループ［素材を設定する］のチェックをオン
にし、素材変更を⾏うとそれが優先されます。チェックをオフに戻しても変
更後の素材が優先されますので、ご注意ください。

平⾯図
【Ver3】以降
Do!Photoで利⽤するための平⾯図データを出⼒した
い。

［ファイル］－［Do!Photo連動平⾯図出⼒］（［ファイル］－
［Do!Photo連動］－［Do!Photo連動平⾯図出⼒］）コマンド
から作成することができます。

平⾯図
内壁仕上の木製（出巾木）／木製（規格品）の
出を設定できますか︖

［設定］－［物件初期設定］－［壁］の【チリ】グループの［巾
木・⾒切縁］ボックスで設定できます。

平⾯図

1階と間取りが同じであるため、2階平⾯図で［ファイ
ル］－［階複写］コマンドから1階を複写しました。し
かし2階にも基礎の表現が表示されてしまいます。

1階平⾯図から複写した外壁仕上の巾木高が設定されていることが考
えられます。一括で変更する場合は、［属性別選択］コマンドで外壁
仕上を選択し、ダイアログの［巾木高］ボックスの数値を0と設定しま
す。次に［一括］ボタンをクリックし、［対象］ボックスから巾木高を選
択し［OK］をクリックすると、一括変更できます。

平⾯図
【Ver5】以降［一括作成］ダイアログで［内部照明
器具］チェックボックスが切り替えられません。

［天井仕上］チェックボックスがオフの場合、［内部照明器具］チェッ
クボックスは設定できません。

平⾯図

［部屋⾯積表］ダイアログで［増改築表示］チェック
ボックスが表示される場合と表示されない場合がありま
す。

［設定］－［物件初期設定］－［増改築］の［増築区画考
慮］、［改築区画考慮］チェックボックスのオン／オフの設定が連動し
ています。

平⾯図

平⾯図の直下率計算の結果を印刷したい。 ［直下率計算］ダイアログで［図書書出］ボタンか［画像保存］ボ
タンから書出し、書き出したデータで印刷することができます。［図書書
出］ボタンを選んだ場合は、汎⽤図⾯としてエクスポートします。汎⽤
図⾯上でレイアウトし、［印刷］コマンドから印刷をおこなってください。
また［画像保存］ボタンを選んだ場合は、画像ファイルとして保存しま
す。保存後、画像処理ソフト等を利⽤し、印刷をお願いします。

平⾯図

【Ver4】以降
［飾りシンボル］－［モール］コマンドで建物の周りに
配置しました。しかし建具とかぶっているため、建具部分
をカットしたい。

［飾りシンボル］－［モール再作成］コマンドを使えば、建具にかぶっ
たモールを⾃動でカットします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯的に円弧の壁仕上を［変形］－［汎⽤分割］
コマンドから分割しようとすると、「分割できませんでした」
のメッセージがでてきます。何か制限がありますか。

分割しようとする円弧の角度に制限があります。［計測・情報］－
［要素情報］コマンドで内壁仕上の［内角度］が確認できますが、
分割しようとした結果、内角度の絶対値が約0.57以下になるような位
置では分割できません。分割する場合、その壁仕上を円弧入⼒ではな
く、線分入⼒した後に⾏ってください。

平⾯図

【Ver5】以降収納に使⽤する部屋や部品などを色分
けしたい。

［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、収納エリアを入⼒して
いきます。⾃動配置する場合は、［収納エリア］ダイアログで［⾃動配
置］ボタンをクリックします。また手入⼒で入⼒する場合は、［1点指
定］か［フリー入⼒］を選択し、入⼒していきます。

平⾯図
【Ver5】以降入⼒した収納エリアの塗り潰しを解除した
い。

［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、［収納エリア］ダイア
ログで［一点指定］ボタンをクリックし、［指定解除］を選択して収納
エリアをクリックします。

平⾯図

【Ver5】以降
［区画］－［収納エリア］コマンドで収納エリアを設
定しています。各収納エリアのタイプ別を表す一覧表を
配置したい。

［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、［収納エリア］ダイア
ログの［凡例表配置］から配置することができます。

平⾯図

【Ver5】以降
［区画］－［収納率］コマンドから収納率を算出す
る場合、［収納率集計条件］ダイアログで［集計対
象］グループの［部屋］を選んだ場合、対象となる部
屋タイプは︖

対象となる部屋タイプは、「収納」「押入」「ウォークインクローゼット」「小
屋裏収納」となります。入⼒されている部屋を［属性変更］で選択
し、［部屋タイプ］をご確認ください。

平⾯図

和室と和室の間に床の間の部屋領域があります。［一
括作成］で床の間を⾃動配置した場合、床の間の開
⼝方向を⾃由に決めれませんか︖

［ツール］－［部屋順入替］コマンドをクリックし、床の間の開⼝にし
たい和室の部屋の順番を上にしてください。既に作成済みの場合は、
作成されているたれ壁を削除後、［一括作成］より［床の間］を
［再配置］と設定し、床の間の再作成をおこなってください。

平⾯図
［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［筋かい
（軸組計算）読込み］から筋かい記号を読み込む場
合のペン番号を設定しておきたい。

［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］を開き、［共通］タブ
の［記号⽂字］で設定していただけます。これは、［柱壁］－［筋か
い］で入⼒する場合の初期値にもなります。

平⾯図

［ファイル］－［建物を部品登録］で、「内部なし
（ガラス不透過）」で作成した場合、建具のガラス素
材は設定できますか。［設定］－［物件初期設
定］－［素材］の「建具（ガラス）」を変更すること
で、部品登録の⽴体画像は変更されてきましたが、
パース上では⿊っぽくなります。

現状、建物を部品登録する際に、ガラス素材をミラー調の表現に差し
替えているため、色が欠落しています。ガラス透過で建物を部品登録し
ていただくか、パーススタジオをお持ちであれば、そちらで変更をお願いい
たします。

平⾯図

【Ver7】［リアルタイムチェック］で、入⼒は問題なさそ
うなのに、［⾯積］のチェックの値がマイナスになって、
判定が超過になってしまっています。

［設定］－［物件初期設定］－［建築物事項］の［建築可能
建ぺい率］［建築可能容積率］の値が、正しく設定されているか確
認をお願いいたします。変更後は、［リアルタイムチェック］の［敷地情
報取込］をクリックすることで更新を⾏ってください。

平⾯図

腰壁に対して開⼝部を重ねて入⼒すると、腰壁が消え
てしまいます。

［設定］－［平⾯図専⽤初期設定］－［モード］の［入⼒時に
壁・柱の⾃動編集を⾏う］チェックボックスがオンの場合、柱壁が入⼒さ
れている箇所に開⼝を入⼒すると、⾃動的にその部分の柱壁・壁仕上
が削除されます。削除したくない場合は、チェックボックスをオフにしていた
だくようお願いします。

平⾯図
プルダウンメニューの［ツール］の中にある［モジュール
変更］コマンドは、屋根は対象外でしょうか。

はい、平⾯図のみとなります。平⾯図以外の図⾯への反映は、再度平
⾯図を読み込むなど、再処理が必要です。

平⾯図
手入⼒した壁が、［一括作成］を実⾏したら消えてし
まいます。消えないようにしたい。

［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］グループの［壁］が
［再配置］になっています。［追加］を選択していただくと、手入⼒し
た壁は消えずに残ります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図で、部屋⾯積を平米と帖で表示させています。
それぞれを縦に並べて、描画させるようにできませんか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋⾯積表］を開きます。
［部屋⾯積］グループ［表記法・部屋]で「平米 坪」、「平米 帖」を
選んでいただくと、［並び］で［縦］オプションを選択していただけま
す。
入⼒済みの部屋の場合は、[属性変更]コマンドで部屋を選択し、
[OK]で閉じていただくことで反映されてきます。

平⾯図

平⾯図で［外部シンボル］－［バルコニー］で入⼒し
た際のバルコニーの名称だけ移動したいのですが、
［Pack化選択切替］をOFFにして移動してもバルコ
ニー床も一緒に移動してしまいます。

［ツール］－［塗り潰し処理］で、塗り潰しなしの図⾯を作成し［一
括作成］で、柱壁包絡処理が⾏われた際に、バルコニーの⽂字が属
性を持つ状態となります。そのため［Pack化選択切替］OFFにして
も、⽂字を移動すると属性そのものが移動するためです。
［部屋名移動］コマンド、もしくは［寸法線］-［⽂字・寸法⽂字移
動］でおこなっていただくようお願いいたします。
塗り潰しがある状態で作成した場合には［Pack化選択切替］OFF
で、⽂字だけ移動がおこなえます。

平⾯図

三角形のニッチは作成できますか。 作成できます。平⾯図で［内部シンボル］－［ニッチ］コマンドを選択
し、［ニッチ］ダイアログの3種類のパターンから［三角］ボタンをクリック
し、三角形タイプに切り替えます。［三角高］ボックスを入⼒し、［矩
形高］ボックスを0にしてください。

平⾯図

手摺⼦の間にアクリル板をはめ込んだような手摺を表現
することはできますか︖

手摺の［属性変更］ダイアログの［手摺１］で、［アクリル板］の
チェックボックスをオンにして、［素材］ボタンから素材を設定すること
で、表現することが可能です。
【補⾜】手摺（束）の横桟と、束間の目地、アクリル板の設定を同時
におこなうことはできません。

平⾯図
バルコニー手摺の内外の仕上（質感）を変更したい。 手摺属性のダイアログを開き、［仕上］ボタンをクリックします。［左側

⾯］－［仕上］、［右側⾯］－［仕上］のチェックをオンにして、そ
れぞれの仕上を設定できます。

平⾯図
平⾯図において、［内部シンボル］の［床コーナー］
コマンドで入⼒した床コーナーに、引き出しは付けられま
すか。

床コーナーを入⼒後に［属性変更］しますと［収納棚］の設定があ
ります。床コーナーの辺ごとに［収納棚］のチェックがありますので、チェッ
クをオンにして建具と棚数を設定してください。

平⾯図
手摺に下⾒切を設定できますか。 手摺の入⼒ダイアログで［詳細］をクリックし、［壁］ボタンをクリックし

ていただくと、［下⾒切］の設定ができます。

平⾯図

平⾯図の専⽤初期設定の［外部シンボル］－［バル
コニー／手摺］－［バルコニー］の［躯体天端〜手
摺下端距離］に表示されている数値はどのように求め
られているのですか。

同じ画⾯の［床厚］＋［2階以上の手摺下がり］＋［天井仕上＋
下地］で計算されたものです。

平⾯図

連続する2部屋の上に、2部屋にまたがるようにロフトを
入⼒した場合、パースモニタにおいて部屋の境目の壁が
ロフトの下で止まりますが、柱は突き抜けてしまいます。

柱はロフトの下でとまりません。柱属性でレベルを設定していただくようお
願いします。

平⾯図
平⾯図において、2部屋にまたがるようにロフトを入⼒で
きますか。

［内部シンボル］－［ロフト］コマンドをクリックし、入⼒時ダイアログの
［壁考慮］ チェックボックスをオフにしていただくと、入⼒できます。

平⾯図

ベランダ又はバルコニーにドレインを表現したい。また竪
樋とつなげて表現できますか︖

平⾯図の［外部シンボル］の［縦型ドレイン］、［横型ドレイン］コ
マンドをご利⽤ください。2階平⾯図にて、属性ダイアログの［竪樋接
続］チェックボックスをオンで、ドレインシンボルを入⼒していただくと、下
階で入⼒されている竪樋と接続されます。

42



よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

床下換気⼝はどこで入⼒しますか。 平⾯図の［外部シンボル］－［床下換気⼝］コマンドより手入⼒で
きます。また［外部シンボル］－［床下換気⼝⾃動配置］コマンド、
［一括作成］コマンドの［部材配置条件］で［床下換気⼝］チェッ
クボックスをオンで実⾏する方法で、⾃動配置することができます。

平⾯図

手摺を［属性変更］で選択し、属性ダイアログを開き
ます。ダイアログの［巾木高］の項目が薄くなって設定
できません。

手摺の属性ダイアログで、［仕上］ボタンをクリックし、［仕上］の
チェックボックスがオフになっていることがないか、ご確認をお願いします。オ
フの場合は、チェックボックスをオンにしていただくと、［巾木高］の設定
ができるようになります。

平⾯図

手摺を［属性変更］で選択し、属性ダイアログを開き
ました。ダイアログの［手摺1］を開くと、［アクリル板］
の項目が薄く表示されてチェックができません。

手摺の属性ダイアログで、［壁付］が選択されている場合には［アクリ
ル板］の項目が薄く表示されてしまいます。［通常］を選択してくださ
い。

平⾯図

手摺を入⼒しましたが、笠木をなくすことはできますか。 １．手摺を［属性変更］で選択し、ダイアログの［壁］をクリックしま
す。
２．［笠木］チェックボックスをオフにします。

平⾯図

平⾯図で入⼒したロフトの上に間仕切り壁を設定した
い。

［柱壁］－［木壁］コマンドで入⼒した通常の壁では、ロフトの下で
止まってしまう仕様になっているため、壁仕上をロフトの上に表現をする
ことが出来ません。この場合は、［内部シンボル］－［内部手摺］コ
マンドで手摺壁を入⼒してください。

平⾯図

造作棚に扉をつけたい。 １．［造作棚］ダイアログで［詳細サイズ］ボタンをクリックします。
２．扉を設けたいマスのところで、マウスの右クリックを⾏い［扉］コマン
ドを選択してください。扉はArchi Master建具からの選択になります。

平⾯図

［外部シンボル］－［バルコニー］コマンドでバルコ
ニーを入⼒しました。平⾯図にでてくる「バルコニー」とい
う⽂字を縦書きに変更できますか。

バルコニーの入⼒時ダイアログや、［属性変更］コマンドで選択し表示
したダイアログで、［縦書き］チェックボックスをオンにしてください。
【補⾜】［外部シンボル］の［ベランダ］［ドライエリア］コマンド、
［内部シンボル］の［ロフト］コマンドも同様に、名称を縦書きにする
ことができます。

平⾯図
シンボルを配置したときに⾃動入⼒される名称（バルコ
ニー、ベランダ、ロフト）の⽂字を移動したい。

平⾯図で、［部屋入⼒］－［部屋名移動］コマンドで移動できま
す。

平⾯図

ガラスブロックを入⼒したい。 平⾯図の［外部シンボル］－［ガラスブロック］コマンドより入⼒がで
きます。（配置図では［配置シンボル］にあります）ここでは、ブロック
1個のサイズ、全体のサイズ（縦横の個数）などを設定してから、ガラス
ブロックを入⼒する操作で解説します。
１．［外部シンボル］－［ガラスブロック］コマンドをクリックします。
２．［ガラスブロック］ダイアログで［直線］ボタンをクリックします。
３．［サイズ指定］チェックボックスをオンにします。
４．［ガラスブロック詳細設定］ダイアログで、形状の詳細を設定しま
す。
５．［OK］ボタンをクリックします。
６．入⼒したい位置で、ガラスブロックの始点と終点をクリックし、入⼒
を⾏います。※入⼒における詳細設定についてはコマンドを選択後
［F1］キーを押すか、ダイアログの［︖］ボタンをクリックし、ヘルプをご
覧ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

バルコニーの手摺を入⼒しましたが、手摺⼦はつけず、
腰壁だけにするには︖

１．手摺を［属性変更］コマンドで選択します。
２．ダイアログの［壁］ボタンをクリックします。
４．［壁高］ボックスに腰壁高さを設定します。
５．［手摺高］ボックスを０と設定します。
６．［OK］ボタンをクリックし、設定を確定します。

平⾯図

内部シンボルで地袋を入⼒した時に前板をつけたくな
い。

前板の寸法は、［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］
の木柱サイズ×２になっています。申し訳ございませんが全くつけない設
定はできません。配置した床脇を［属性変更］コマンドで選択し、ダイ
アログの［前板］チェックボックスをオフと設定してください。

平⾯図

脚のあるベランダを表現したい。 １．平⾯図で、［外部シンボル］－［ベランダ］コマンドより入⼒しま
す。
２．入⼒したベランダを［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ表
示内の［柱脚の有無］のチェックボックスをオンと設定します。

平⾯図
ドライエリアを表現したい。 平⾯図で、［外部シンボル］－［ドライエリア］コマンドから入⼒するこ

とができます。

平⾯図

平⾯図で［外部シンボル］－［外部手摺］や［内
部シンボル］－［内部手摺］コマンドより手摺を入⼒
するときに、始点と終点の逃げをそれぞれ設定できます
か。

［外部（内部）手摺］ダイアログの［詳細］を開きます。［その
他］ボタンをクリックし、［始逃げ］、［終逃げ］のチェックボックスをオ
ンにしていだくことで設定できます。

平⾯図
［内部シンボル］－［ニッチ］の奥⾏は変更できない
のでしょうか。

ニッチを入⼒後、［属性変更］で選択していただきますと［奥⾏き］
の調整が⾏えます。

平⾯図
［内部シンボル］－［ロフト］の入⼒で、×印がつか
ないときがあります。

［設定］－［専⽤初期設定］－［塗り潰し］で「各種シンボル」の
チェックがオンで、ロフトを入⼒した場合は、×印を作図しません。

平⾯図

ポーチ柱の束⽯部分の表現ですが、束⽯ではなく⾦物
タイプで表現することはできますか︖

［外部シンボル］－［ポーチ柱］を入⼒する際に［詳細］ボタンをク
リックします。［柱脚］のチェックをオンにし［柱受⾦物］を選択できま
す。

平⾯図
［外部シンボル］－［外部手摺］の平⾯図上の塗り
潰し色を設定できますか。

手摺を［属性変更］し、［笠木］の素材を変更していただくと塗り潰
し色も変更されます。

平⾯図

2階でバルコニーに⾯する部屋に⼾を入れると、［取付
高］がFL+200になってしまう。隣接する部屋の床高
増減はFL±0になっています。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］の［取付］で
［2階以上の外部⼾下端を上げる］チェックボックスをご確認ください。
チェックがオンで、ボックス内の数値が「200」となっているとそのようになり
ます。

平⾯図
パースモニタで筋かいのような斜めの部材を表現した
い。

［飾りシンボル］－［ななめ飾り］コマンドで入⼒していただいてはどう
でしょうか。

平⾯図
［外部シンボル］－［バルコニー］の［名称］を「ベ
ランダ」で出てくるように設定したい。

［バルコニー］ダイアログの［名称］を「ベランダ」に変更して［内部初
期値書込］を⾏っていただくようお願いします。

平⾯図
1階と2階の間の建物外周に幕板を入⼒したい。 2階平⾯図を開き、［飾りシンボル］－［モール⾃動配置］コマンド

から⾃動配置できます。また、［飾りシンボル］－［モール］コマンドか
ら手入⼒することもできます。

平⾯図
手摺壁に任意の位置で開⼝を設定したい。 ［汎⽤シンボル］－ ［汎⽤開⼝］を利⽤していただくと、配置位置

をマウスで指定いただくことができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

カウンターを入⼒したい。 【Ver.4以降】［内部シンボル］－［カウンター］コマンドから入⼒する
ことができます。
【Ver.3以前】［汎⽤シンボル］－［水平⾯］コマンドを利⽤し、代
⽤入⼒をお願いします。

平⾯図

［外部シンボル］－［ウッドデッキ］を入れたときの束
⽯の色を変更しておきたい。

［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［躯体（RC）］の
素材が初期値になります。平⾯図・配置図それぞれオープン時に取得
するため、それぞれの図⾯を開いている間は以前の初期値を保持した
ままとなります。［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［躯
体（RC）］を変更した場合、平⾯図・配置図を一旦終了して、開き
直していただくようお願いいたします。

平⾯図

手摺にアクリル板を設定したのですが、端部には表現さ
れていません。

平⾯図で手摺を［属性変更］し、［手摺2］の［手摺⼦配置詳
細］の［設定］ボタンをクリックします。アクリル板を表現させたいNo.の
［端部配置］をオンにします。
＜補⾜＞端部のNo.は、平⾯図上で手摺の角に表示される番号を参
考にしてください。

平⾯図

目隠しのルーバーを入⼒したいのですが。 ［外部シンボル］－［外装ルーバー］をご利⽤ください。［縦タイ
プ］［横タイプ］を切り替えることで、縦格⼦も横格⼦の表現も⾏って
いただけます。

平⾯図
［外部シンボル］－［ウッドデッキ］の⾜を出さないよ
うにしたい。

［属性変更］から［デッキ厚］、［デッキ高］の数値を同じにして、
［束⽯］のチェックボックスをはずし、［下端高］を調整してください。

平⾯図

壁に木枠だけで納めた開⼝を設けたい。 ［汎⽤シンボル］－［汎⽤開⼝］コマンドで入⼒を⾏います。［汎
⽤開⼝］ダイアログでは、［枠］チェックボックスをオンに設定し、［設
定］ボタンから［開⼝枠設定］ダイアログを開き、開⼝枠の⾒付や素
材を設定してください。

平⾯図 クローゼットの中にハンガーパイプを表現したい。 ［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］コマンドで入⼒できます。

平⾯図

［飾りシンボル］－［梁］で入れた梁を印刷したくな
い。

平⾯図の［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［簡易躯
体－梁を作図する］のチェックをオフにして梁を入⼒されると、不出⼒ペ
ンでの入⼒になり印刷されなくなります。
＜補⾜＞オンの状態で入⼒された梁については、［簡易躯体－梁を
作図する］のチェックをオフにして［編集］－［図形復元］を⾏ってい
ただくことで印刷されないようになります。

平⾯図
【Ver4】以降
床の仕上を一部くり抜いて、パースで表現できますか。

［飾りシンボル］－［吹抜］コマンドで吹抜区画を入⼒することで可
能です。

平⾯図
地袋を表現したい。 ［内部シンボル］－［床脇］コマンドをクリックし、［床脇］ダイアログ

で［たれ壁］チェックボックスをオフ、［天袋］グループの［組数］ボッ
クスを0と設定すると、地袋のみの入⼒ができます。

平⾯図
［内部シンボル］－［床脇］コマンドで天袋や地袋
を入⼒しています。しかし入⼒時の表裏が画⾯上下方
向にしか設定できません。

［操作モード切替］ボックスを［傾斜矩形］に切り替えていただくと、
表裏を画⾯左右方向に取ることができます。

平⾯図
ロフトの床厚を設定しておきたい。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［内部シンボル］－［ロフト］を

開き、［床厚］ボックスで設定できます。

平⾯図

【Ver5】以降
スイッチ、コンセントを入⼒してパース等で表現できます
か。

［内部シンボル］－［スイッチ・コンセント］で入⼒できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

910モジュールで入⼒していた図⾯を1000モジュール
に一括変更はできますか。

１．［ツール］－［モジュール変更］を選択します。
２．モジュール変更のダイアログが表示されますので、変更モジュール
（例:1000）を設定します。平⾯図のすべての階を対象とする場合
は、［全階対象］のチェックをオン、グリッドの間隔も合わせて変更する
場合は、［グリッドを変更する］のチェックをオンにして、［OK］しま
す。

平⾯図
［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］入⼒時ダイア
ログの［逃げ］の設定はどこから連動しますか。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］をクリックし、［逃げ］グ
ループの［壁類の逃げ］ボックスの設定が反映されます。

平⾯図
［外部シンボル］－［バルコニー］で、バルコニーの床
領域を入⼒した後に手摺の始点と終点を決めますが、
これは時計回りでしか指定できませんか。

マウスホイールをクリックすると反時計回りでの指定も可能です。

平⾯図
【Ver5】以降
表札や看板は作成できますか。

［外部シンボル］－［表札・看板］で作成できます。

平⾯図

【Ver3】以降
入⼒した手摺を［属性変更］で選択し、ダイアログを
開いています。［手摺変更項目選択］というダイアログ
表示が表示されましたが、これは何ですか︖

［手摺］の属性ダイアログで［タイプ］を変更した場合に表示される
ものになります。

平⾯図
【Ver5】以降
床下点検⼝は入⼒できますか。

［内部シンボル］－［床下点検⼝］で入⼒できます。

平⾯図

［外部シンボル］－［外装ルーバー］コマンドをクリッ
クし、表示されるダイアログで［回転角］ボックスがあり
ますが、この一覧にない角度の設定は設定することがで
きないのでしょうか。

［回転角］ボックスに直接数値を入⼒いただければ、設定することがで
きます。

平⾯図
［外部シンボル］－［ベランダ］の床厚の設定はでき
ますか。

プログラム固定で150mmになります。

平⾯図

勾配のある手摺壁に［汎⽤シンボル］－［汎⽤開
⼝］コマンドで開⼝を入⼒しました。すると汎⽤開⼝が
勾配なりに斜めに表示されますが、水平に表示したい。

入⼒してある汎⽤開⼝を［属性変更］で選択し、［傾斜］チェック
ボックスをオフと設定してください。

平⾯図

外壁⾯から屋根を⽀えるような方杖を入⼒できますか。 入⼒の一例として、［飾りシンボル］－［ななめ飾り］での入⼒を説
明します。
１．［飾りシンボル］－［ななめ飾り］コマンドを選択します。
２．⾒付形状を［終点上］として設定、入⼒の1点目（始点）は
外壁側、2点目（終点）は屋根を⽀えるポイントでクリックします。
３．入⼒したななめ飾りを［属性変更］し、上端［屋根検索］の
チェックをオンにします。外壁と接する方の下端は、SL＋2000などど、
軒高近くなるようなレベル設定を⾏っていただき、形状をご確認くださ
い。

平⾯図 ニッチのカウンターの厚みは変更できますか。 24mmでプログラム固定になっております。

平⾯図

平⾯図で入⼒したニッチですが、パースモニタに表示さ
れません。平⾯図上での位置は問題なく、また［設
定］－［専⽤初期設定］－［パースモニタ］では作
成項目は○となっています。

入⼒後、奥⾏きなど厚さを変えた場合、部材の厚みの情報が得られて
いないことが考えられます。［属性］－［建具一括設定］コマンドで
ニッチを選択し、変更後の情報を取得してください。パースモニタの再作
成もお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
［内部シンボル］－［造作棚］で扉を設定した場
合、建具は積算されますか︖

造作棚に設定した扉の積算情報は反映されませんので、造作棚の積
算情報で設定をお願いします。

平⾯図
手摺の線種を設定できますか。 ［内部手摺］であれば、［詳細］を開き、［その他］で線種が選択

できます。［外部手摺］では設定できませんので、ご了承ください。

平⾯図

LDKの一角に畳を敷くため、［畳］を入れたのです
が、塗り潰しされません。

申し訳ございません、［畳］は⾃動では塗り潰しされません。［内部シ
ンボル］－［床コーナー］ですと塗り潰しされますので、お試しください。

平⾯図
［内部シンボル］－［造作棚］を入⼒するときに、あ
らかじめサイズを決めてから配置できますか。

入⼒時のダイアログで［サイズ固定］をオンにしていただくと、［詳細］
からサイズを設定することができます。

平⾯図

［内部シンボル］－［造作棚］コマンドから、引き出
しタイプの造作棚は作れますか。

１．入⼒時ダイアログで［サイズ固定］をオンとし、［造作棚］ダイア
ログを表示します。
２．［全体高］や［全体幅］など設定し、［詳細サイズ］ボタンを
クリックします。
３．引き出しをつけたいマスのところで、マウスの右クリックから［扉］を
選択します。
４．［建具選択］ダイアログで、左側ツリーの分類が「洋窓」、種別が
「Fix」に「棚⽤引き出し」扉としていくつか登録されています。ご利⽤くだ
さい。

平⾯図
［汎⽤シンボル］－［汎⽤積算シンボル］で⾯積の
領域を入⼒しました。この領域の塗り潰し色の初期値
はどこで設定しますか。

ArchiMasterを起動し、［積算］の［汎⽤数量コード］で設定して
いる塗り潰し色が初期値となります。

平⾯図

［内部シンボル］－［スイッチ・コンセント］コマンドで
配置する記号の、大きさや表現の初期設定はあります
か。

表現・大きさ・線種、全てプログラム固定となっています。

平⾯図

壁の上端に勾配がつくような斜めの腰壁は入⼒できま
すか。

通常の木壁等では入⼒できないため、［内部シンボル］－［内部手
摺］で入⼒をお願いいたします。
１．［内部シンボル］－［内部手摺］を選択します。このとき手摺タ
イプを［(2)手摺壁］などに変更します。（［壁］のチェックがオンに
なっていて、［壁高］が例︓1100、［手摺高］が0のもの）
２．平⾯図上に内部手摺を一旦入⼒します。
３．入⼒した内部手摺を［属性変更］します。［個別］を選択し、
［変更］をクリックします。
４．［高さ設定］ダイアログが表示されますので、No.1の壁高と、
No.2の壁高をそれぞれ設定することで、上端が斜めになります。（各ポ
イントがどちらの高さになるかは、平⾯図上で表示されている手摺の番
号で確認できます）

平⾯図
床に段差がある場合に、平⾯図に段差の表現をするこ
とはできますか︖

［確認申請・性能表示］－[⾃動段差表示]で表現していただけま
す。

平⾯図
［外部シンボル］－［ポーチ柱］の属性で、［詳
細］を押したとき、［仕上］のチェックをはずした時の
柱素材の初期の色は設定できますか︖

［設定］－［物件設定］－［素材］－［ポーチ柱］の素材選択
で、設定可能です。

平⾯図 【Ver.9以降】パーティションは、入⼒できますか。 ［内部シンボル］－［パーティション］コマンドで、入⼒可能です。

47



よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

1F平⾯図の階段・踊り場を2Fに複写したい。 １．［ツール］－［階段階複写］コマンドを選択します。
２．［階段階複写］ダイアログが表示されますので、複写元「1階」を
選択し、［OK］をクリックします。
＜補⾜＞初めて他階を開く際、下の階（地下階のときには上階）の
階段・踊り場は、⾃動的に複写されます。

平⾯図

階段下に物入れがあるため、平⾯図上、階段の線を
途中で切りたいときはどうすればよいでしょうか。

階段を属性変更し、［平⾯表現］に切り替えます。［切断線］の
チェックボックスをオンにして、位置、方向、描画部分を設定してくださ
い。切断線の入⼒方法は２通りあります。
個別に設定を⾏う場合
一括で設定を⾏う場合

平⾯図
階段を入⼒した後に階段の幅を変更したい。 入⼒した階段を［属性変更］で選択し、［手摺等］ボタンをクリック

し、［逃げ］グループの［始］、［終］の設定値を変更することで幅
を変えることができます。

平⾯図

階段手摺の小⼝部分にも笠木を表現することはできま
すか︖

手摺属性で鉛直笠木の設定をすることで表現していただけます。階段
属性の［手摺等］をクリックし［手摺設定］ダイアログを開きます。
［壁］ボタンを選択し［］の［鉛直］のところで［始］もしくは
［終］のチェックをオンにしてください。

平⾯図
階段の裏側を仕上表示させたい。 入⼒されている階段や踊り場を［属性変更］で選択し、［手摺等］

－［仕上］で［天井］のチェックをオンにしてください。［マスタ］から
内部天井仕上マスタが選択できます。

平⾯図
平⾯図で、階段を組み合わせて入⼒し、［階段入
⼒］－［階段高一括］を⾏いましたが、手摺がうまく
繋がらない。

［階段高一括設定］ダイアログの［蹴上・踏⾯調整］チェックボックス
をオンにしてどうか、ご確認ください。

平⾯図

階段の手摺は消したいが、側桁は残したい。 １．階段の属性ダイアログで、［手摺等］ボタンをクリックし、［手
摺］グループの［設定］ボタンより、［手摺設定］ダイアログを開きま
す。
２．［手摺設定］ダイアログでは、［通常］オプションをオンとし、
［壁］チェックボックスをオフ、［手摺高］ボックスを「0」と設定してくだ
さい。

平⾯図
階段のささらの質感を変更したい。（木造、S造） 階段の入⼒時ダイアログ（または［属性変更］コマンドで選択したダイ

アログ）で、［踏⾯］ボタン、［蹴込］ボタン、［ササラ］ボタンより素
材設定が⾏えます。

平⾯図
階段入⼒時の逃げや手摺の有無を設定しておきたい。 ［階段］ダイアログ上部の［内部初期値書込］ボタンをご利⽤くださ

い。ダイアログ内で各設定をおこなってから［内部初期値書込］ボタン
をクリックすると、それが初期値として書き込みされます。

平⾯図
階段入⼒時のダイアログにある、［手摺等］－［逃
げ］で表示される逃げの数値はどこから連動してくるの
でしょうか。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［壁類の逃げ］ボックス
の設定が初期設定となっております。

平⾯図

何個か階段を組み合わせて入⼒した場合に、階段の
切断線の位置を調整することはできますか︖

［階段入⼒］－［階段高一括］コマンドで低い方から順に階段
（踊場）をクリックし、マウスの右クリックで［OK］します。［階段高一
括設定］ダイアログの［切断階段］で何個目の階段に切断線をつけ
るか、［切断線位置］でその割合を設定していただけます。

平⾯図
廻り階段を2段で入⼒する場合、踏み板の角度を45
度ではなく、30°と60°バリアフリー階段で表現したい。

［廻り階段］ダイアログで［段数等］の［バリアフリー階段］チェック
ボックスをオンに設定してください。

平⾯図
階段のササラ桁の厚みを調節したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［階段・手摺］の［ササラ桁

厚］ボックスで調整することができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

2階平⾯図に1階の階段が複写されません。複写する
操作を教えてください。

初めて2階平⾯図を開いたときに、1階平⾯図の階段が⾃動的に複写
されます。ただし、1階平⾯図に階段が入⼒される前に、一度でも2階
平⾯図を開いていると⾃動複写されません。この場合は、［ツール］－
［階段階複写］コマンドを使って、階段の複写を⾏ってください。

平⾯図

ストリップ階段の手摺は不要なのですが、パースモニタで
⾒たときに、ささらは表現させたい。

１．階段の［手摺等］ボタンをクリックします。
２．［手摺］グループの［設定］ボタンをクリックします。
３．［手摺設定］ダイアログの［通常］を選択し、［壁］オフで
［手摺高］0にして［OK］します。手摺は表現されずに、ささら表現
のみになります。

平⾯図
【Ver.4以降】
階段の段数を描画したい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］の［階段の段数を描
画する］チェックボックスをオンにします。既存図⾯には、［編集］－
［図形復元］で階段をクリックしていただくと反映されます。

平⾯図

外部階段を入⼒したい。 内部階段と同様に、［階段入⼒］コマンドから入⼒してください。入⼒
時または、階段属性変更で［構造］を木、S、RCの中から選択するこ
とができます。入⼒時の注意事項としましては、
１．［始点高］［終点高］について
【Ver.5以降】入⼒時ダイアログの［基準］ボックスでFL以外の基準を
選択できるようになりました。
【Ver.4以前】平⾯図で入⼒する場合は、FL基準になっていますので、
必要に応じて、マイナス設定を⾏ってください。
２．部屋入⼒について
［階段］シンボルを入⼒するだけで⽴体は作成できますので、通常で
あれば、部屋入⼒は不要です。階段室という部屋を入⼒されるのでし
たら、部屋属性変更で［外部部屋］をオンにしてください。オフの場合
は、内部と判断して⽴⾯図等で階段が作成されません。

平⾯図
1階平⾯図で、2階廊下まで続く階段手摺を［内部
手摺］で入⼒しました。この手摺に途中で切断線を入
れられないでしょうか。

申し訳ありませんが、手摺に対しては切断線の設定は⾏えません。手
摺属性［その他］で線種を点線に変更、1階で作図する部分につい
ては線分でなぞっていただくようお願いいたします。

平⾯図

螺旋階段が入⼒できません。 螺旋階段の入⼒時にクリックする1点目と2点目までの距離が、入⼒時
ダイアログの［段数等］の［オフセット半径］ボックス＋［手摺等］の
［始逃げ］の数値より小さいことはありませんでしょうか。小さいと、「始」
と「終」のラバーバンド表示のみで、螺旋階段の踏み板が表現できませ
ん。

平⾯図

［確認申請・性能表示］－［階段有効幅・段数］
コマンドで、入⼒した廻り階段を選択しました。表示さ
れたダイアログの［廻り階段無効］チェックボックスが設
定できません。

［廻り階段無効］チェックボックスが有効になるのは、以下のような廻り
階段になります。
・90度の曲り部分が下階の床から上に30度ずつ3段で構成される場
合。
・90度の曲り部分が踊り場の床から上に30度ずつ3段で構成される場
合。
・180度の曲り部分が、60度、30度、30度、60度の4段で構成され
るバリアフリー階段設定の部分。

平⾯図
階段下を壁にしたいのですが、どのように設定できます
か。

【Ver.8】より、階段属性で設定できるようになりました。入⼒した階段を
［属性変更］し、［下壁］をクリックします。始点、終点（階段の右
側、左側）をオンにして、下壁を設定できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

【Ver8以降】階段下に壁を作りたい。階段の属性で
［下壁］を設定したいのですが、グレーアウトしていて
設定できないようになっています。

階段の属性で［桁・巾木］の設定をご確認ください。［側桁・ササ
ラ］が設定されている場合は、下壁を設定できません。［始］［終］
のチェックをオフにし、［下壁］を設定していただくようお願いします。

平⾯図

【Ver8以降】直⾏階段で、3段目までをひな段にした
い。

平⾯図で、階段デザインシミュレーションを選びます。［構造・桁］の
［全体編集］の［ひな段］で、ひな段段数を設定していただけます。
＜補⾜＞ひな段が設定されている場合、［ひな段］ボタンは表示され
ません。［段別編集］をクリックし、ひな段のチェックをオフにしてから
［全体編集］をクリックすると、［ひな段］ボタンが表示されるようにな
ります。

平⾯図

平⾯図で、クイック建具入⼒コマンドを選択しましたが、
入⼒ダイアログが出てこない︖

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通)］－［入⼒・表
現］の［入⼒点補正モード］のチェックボックスがオフの場合、入⼒ダイ
アログが表示されてきません。チェックボックスをオンにしていただき、［ク
イック建具入⼒］コマンドを選択してください。

平⾯図

建具形状マスタで作成した建具（AT建具）、アーキ
マスタ建具（AM建具）どちらを入⼒するか、切り替え
たい。

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］で、
［ArchiMaster］を開き、［AMモードに切り替える］チェックボックス
をオンにした場合は、AM建具での入⼒になります。
（平⾯図のツールバー［Archi Masterモード切替］コマンドでも切り
替えができます）

平⾯図

平⾯図で、入⼒してある建具を違う種別の建具に変
更したい。

［クイック建具入⼒］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、
［建具変更］コマンドになります。
＜補⾜＞ARCHITREND 21では、［属性］－［建具変更］にあ
りましたが、ARCHITREND Zでは［クイック建具入⼒］コマンドの隣
にある［▼］の中に移動しました。

平⾯図
折⼾の表現で、扉の開きを鋭角にしたい。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］で、［折⼾の

鋭角表現］をオンにしてください。

平⾯図

平⾯図において、開き⼾の開き勝手を変更したい。 2通りの方法があります。
・方法1
１．［クイック建具入⼒］コマンド横の［▼］をクリックし、［建具開
き勝手変更］コマンドをクリックします。
２．建具をクリックします。
３．開き⼾の始点側（吊り元）と開く方向を指定します。
・方法2トラッカーモードを使⽤します。
１．建具の開き勝手に表示されるトラッカー（○）をクリックします。
２．ラバーバンドが表示されますので、トラッカーの移動先（吊元、開く
方向）をクリックします。

平⾯図

平⾯図で、防⽕⼾を入⼒したい。 ARCHITREND Z建具の⾦属製の⽚開き⼾、両開き⼾において、
［材質］が［スチール］または［ステンレス］である場合に、設定でき
ます。入⼒ダイアログにある［ドア枠一体型］のチェックをオンにして建
具を入⼒します。＜補⾜＞Archi Master建具の場合は、［材質］
が［スチール］または［ステンレス］の⽚開き⼾のみ防⽕⼾の表現が
可能です。ただし、Archi Master建具の場合、入⼒時に［材質］を
変更することはできません。あらかじめArchi Master側で材質がスチー
ルまたはステンレスの⽚開き⼾を作成しておく必要があります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
平⾯図で開き⼾に敷居の表現をしたくない。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表

現］を開き、［表現］グループの［開き⼾の敷居］チェックボックスを
オフにしてください。

平⾯図

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属
性）］－［建具周り］で、［⾦属窓］グループの
［下額縁のみ］のチェックボックスをオンにしましたが、ボ
ウウィンドウでは全て表現されてしまいます。設定できな
いのでしょうか。

申し訳ありませんが、ボウウィンドウでは設定が無効となります。

平⾯図

平⾯図において、建具を選択すると絵柄一覧が表示さ
れずに、いきなり建具ダイアログが表示されるようになっ
てしまった。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］の［入⼒補助］で［建具図柄選択モード］のチェックボックスが
オフになってないでしょうか。オンにして、再度建具選択をしなおしてくださ
い。

平⾯図

建具記号が建具に対して平⾏に表示されるのを、一定
方向に（入⼒画⾯に平⾏に）表示されるようにできま
せんか︖

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸
法］の［描画方向］ボックスで設定していただけます。［一定］を選
択してから図⾯の作成をお願いします。
【補⾜】既存の記号には、［編集］－［図形復元］コマンドを実⾏、
もしくは［属性変更］コマンドで選択し、何も変更せず［OK］ボタン
をクリックすることで反映させることができます。

平⾯図

平⾯図でオーニング窓を入⼒したい。 Archi Master建具の［洋窓］の［突き出し］に登録がございます。
またVH．NETのダウンロードサイトで、［突き出し］、［ジャロジー］、
［横すべり］にいくつか登録がございます。ダウンロードより取り込み、ご
利⽤ください。

平⾯図

オーニング窓と突き出し窓とで違う平⾯表現をさせること
はできますか︖

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］の［表現］グループで［突き出し表現］のチェックボックスをオンに
していただくことで可能です。【補⾜】チェックボックスがオンとオフの場合の
表現の違いや対応建具については、ヘルプの図説でご確認いただけま
す。

平⾯図

内部建具を入⼒した場合において、入⼒時の枠属性
が［枠］と［額縁］が一体で、枠の⾒付は無効に
なっているようにしておくことはできますか。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具周
り］を開き、［木製窓・⼾枠］グループの［木製枠］の［額縁一体
枠］・［額縁⾒付無効］をオンと設定してください。［物件マスタ書
込］を⾏っていただくと、別物件でも［物件マスタ読込］することで有
効になります。※既存データに関しては、平⾯図において建具を［属
性変更］コマンドで選択し、ダイアログ内の［初期値取込］ボタンを押
下してください。その後、平⾯詳細図を再度、⾃動⽴上していただくこと
で反映させることができます。（再⾃動⽴上の際に加筆修正した部分
は元の状態に戻ります。ご注意ください。）

平⾯図

内部建具を入⼒すると建具記号が配置されるのです
が、記号は外部だけで良いので内部建具を入⼒した時
に記号を描かないようにしたい。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸
法］の［記号をつける対象］で外部をオン、内部をオフに設定してくだ
さい。

平⾯図
平⾯図において、出窓の出を変更できますか。 AT建具（建具形状マスタの建具）であれば、建具属性変更より設

定できます。AM建具は属性変更で変更ができませんので、Archi
Master側での変更をお願いいたします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

円形のFIXを入⼒した後、FIXの大きさを小さくしようと
して、属性変更で建具高を変更したところ楕円になって
しまいました。

１．建具を［属性変更］で選択します。
２．ダイアログの［入⼒点補正］ボタンをクリックし、［入⼒タイプ］
ボックスを一番下のものに切り替えます。
３．［建具幅］ボックスを建具高に合わせて変更することで円形にな
ります。

平⾯図

平⾯図で［クイック建具入⼒］－［⾯格⼦一括配
置］コマンドを使って、⾯格⼦を一括配置しましたが、
⾯格⼦の色はどこで設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［素材］で設定できます。例え
ば、⾯格⼦の［材質］がアルミの場合、「建具（アルミ）」の色を変更
してください。

平⾯図

平⾯図で建具入⼒の時に、いつもは［建具選択］ダ
イアログが表示され絵柄一覧に画像が表示されるので
すが、［建具形状マスタ選択］ダイアログが出て線画
になっているのはどうしてでしょうか。

平⾯図でツールバーの［Archi Masterモード切替］コマンドの切替に
より、入⼒時ダイアログの表示内容が切り替わります。
【補⾜】［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－
［ArchiMaster］を開き、［AMモードに切り替える］のチェックボック
スをオンにした場合は、Archi Master建具の［建具選択］ダイアログ
が表示されます。

平⾯図

平⾯図において、⽚側に雨⼾の⼾袋が付いている建具
を入⼒するときに、⼾袋の位置を選択できますか。

建具の入⼒ダイアログの中で、［⽚雨⼾］グループに［始端］と［終
端］の切り替えがあります。［始端］を選択した場合は、建具を入⼒
する時の始点側、［終端］を選択した場合は、終点側に配置されま
す。
【補⾜】入⼒後の建具は、［属性変更］で選択し、属性ダイアログの
［基本］タブ内の［⽚雨⼾］グループに［始端］と［終端］と切り
替えることができます。

平⾯図

内額縁の質感を設定しておきたい。 額縁色の初期値は、額縁の［材質］によって異なります。初期値は、
［設定］－［物件初期設定］－［素材］を開き、［項目一覧］
の中の［造作材］［建具（アルミ）］［建具（スチール）］［建
具（ステンレス）］で設定していただけます。
【補⾜】【Ver1】では、AM素材を設定していただいてもテクスチャでの表
現はされません。テクスチャに設定されている単色素材での表現になりま
す。ご了承ください。

平⾯図

Archi Master建具入⼒時の［建具選択］ダイアロ
グで、常に［等級検索］チェックボックスがオンになって
います。オフに変更できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［目標等
級］で、［建具選択時に等級チェック］チェックボックスをオフに設定し
てください。
【補⾜】［建具選択時に等級チェック］チェックボックスがオンの場合で
も、物件初期設定の［内・外仕様］－［ArchiMaster］で建具の
初期セットが設定されている場合は、セットの等級検索が優先されま
す。

平⾯図
入⼒した建具をクリックすると、建具の幅や部屋線から
の離れ寸法が描画されます。この寸法を表示する、し
ないの設定はありますか。

［設定］－［選択モード］－［寸法エディット切替］コマンドのチェッ
クで切り替えできます。またツールバーの［寸法エディットモードの切り替
え］コマンドでも切り替えることができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図において、和室と洋室が隣接しています。その間
に［クイック建具入⼒］コマンドを利⽤して、開き⼾を
入⼒しました。内外の絵柄が反対になるのですが、内
外はどのように判定しているのでしょうか。

隣接する部屋の部屋タイプにより開き方向が決定されます。開き方向
における部屋タイプの優先度は、ヘルプの図の参照をお願いいたします
（［クイック建具入⼒］コマンドをクリックし、表示されたダイアログの
［︖］ボタンをクリックし、「⼾の開き方向」の「内部建具の場合」の図
になります）。例えば、部屋タイプが「和室」と「洋室」の間に開き⼾を入
⼒した場合は、「和室」の方が上位に位置しているため、「和室」側に扉
が開くことになります。また、⽚開き建具は、1点目が吊元となります。
【補⾜】建具配置後に建具の開き勝手を変更する場合は、［クイック
建具入⼒］－［建具開き勝手変更］コマンドで⾏うことができます。

平⾯図

⽚引き⼾、引き分け⼾の引き込み部分の幅を変更し
たい。

建具を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［引込幅］チェッ
クボックスをオンにしていただくと、引き込み部分の寸法を変更できます。
ただし、AM建具（パラメトリック建具）の場合に限りますのでご了承く
ださい。AM建具（⽴体建具、画像建具）の場合は設定できません。

平⾯図

雨⼾付サッシの雨⼾部分の幅を変更することはできま
すか︖

AM建具（画像建具、パラメトリック建具）、⽚雨⼾タイプであれば、
Archi Masterで雨⼾幅を変更することができます。
１．Archi Masterを起動し、［建具］ボタンをクリックし、［一覧表
示］ボタンをクリックします。
２．［建具の登録・編集］ダイアログが表示されます。編集したい建
具絵柄を選択します。
３．［編集］ボタンをクリックします。
４．［建具編集］ダイアログの［編集］ボタンをクリックします。
５．［⽴体編集］ダイアログの［雨⼾］－［属性設定］ボタンをク
リックします。
６．［雨⼾属性］ダイアログの［雨⼾タイプ］グループにある［⽚雨
⼾（左右）］－［雨⼾幅］オプションの数値を入⼒します。
７．４〜６の各ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
８．［建具の登録・編集］ダイアログの［閉じる］ボタンをクリックしま
す。
９．ARCHITREND Zに戻り、雨⼾付サッシを入⼒します。
【補⾜】両雨⼾タイプの場合は、Archi Masterの［⽴体編集］ダイア
ログの［幅］の⻑さによって、雨⼾幅が調整されます。

平⾯図

平⾯図において、［クイック建具入⼒］コマンドで、外
部に建具入⼒する場合、大壁と真壁の判定はどのよう
に⾏っているのでしょうか。

部屋属性の［壁作成タイプ］ボックス（入⼒時ダイアログでは［壁タイ
プ］）より⾃動判定します。ただし、大壁和室の場合で、［壁作成タ
イプ］ボックスが「大壁」の場合でも、部屋属性で設定されている床仕
上の［床タイプ］が「畳床」の場合は、「真壁」と同じ判定になります。
【補⾜】詳しくは、ヘルプの「クイック建具入⼒を使⽤する」－「外部に入
⼒する場合」をご覧ください。

平⾯図

複数の建具をまとめて［属性変更］コマンドで選択し
ました。属性ダイアログの［一括］ボタンをクリックし、表
示される建具の一括変更ダイアログの表示内容が違い
ます。以前は、詳細な設定項目を選択することができ
たのですが。

［設定］－［基本設定］－［操作3］をクリックし、［建具属性ダ
イアログを簡易で使⽤］チェックボックスをオフにしてください。【補⾜】この
チェックボックスのオン／オフで、建具属性変更ダイアログと建具一括変
更ダイアログの表示内容が変わります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

ある物件で配置した建具の内容でクイック建具マスタを
登録したい︖

１．平⾯図で［ツール］をクリックします。
２．［クイック建具マスタ作成］コマンドをクリックします。
３．［登録方法選択］ダイアログでは、物件に登録されている全ての
建具を登録対象とする場合は［物件］ボタンを、選択したものだけを
登録対象とする場合は［選択］ボタンをクリックします。
４．［登録方法選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
５．［作成条件設定］ダイアログでは、必要に応じて、［名称変
更］ボタンをクリックして名称を変更します。
６．［OK］ボタンをクリックします。
【補⾜】Archi Masterで管理するクイック建具マスタを作成することは
できませんので、このコマンドを実⾏することはできません。［設定］－
［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］コマンドで開くダイアログ
の項目の設定を変更（［仕上/建具］ページの［クイック建具マスタ
タイプ］の［ArchiMasterを使⽤する］をチェックオフ）することで、本
プログラムで管理するクイック建具マスタを作成することができます。

平⾯図

建具の取付高を指定した建具のものに合せることはで
きますか︖窓に［AM他］－［AM他（手摺）］コマ
ンドより手摺をつけているのですが、窓に手摺の高さをあ
わせるのが大変なので。

平⾯図の［属性］－［建具高さ合わせ］コマンドをご利⽤ください。
コマンド選択後、調整する方の建具（今回は手摺）、高さの基準とす
る方の建具（今回は窓）の順にクリックしてください。［建具高さ合わ
せ］ダイアログが表示されたら、［取り付け位置合わせ］の［下端］
ボックスをオンにして［OK］としてください。

平⾯図
建具を［属性変更］で選択し、属性ダイアログで［タ
テ貼タイル］チェックボックスをオンと設定しましたが、タイ
ルの色を設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［項目一覧］の「建
具（タイル）」で設定することができます。設定後、パースモニタを再作
成してください。

平⾯図

平⾯図において、同じ建具が重複していた場合はチェッ
クできますか︖

［ツール］－［部材重複チェック］コマンドで同じ建具が重複している
場合は⾚く表示されチェックします。 （領域の一部が重なっているだ
け、または建具の取付高が異なる場合は重複と⾒なされません。）重
複部材が存在する場合、［部材重複チェック］ダイアログが表示されま
す。重複部材を削除する時は［はい］を、削除せずに補助円を登録
するときは［いいえ］をクリックします。

平⾯図

建具枠の色を一括変更したい。パースモニタで建具枠
素材変更を⾏う以外に何か方法はありますか︖

平⾯図の［建具］－ ［建具色変更］コマンドを使⽤する方法があ
ります。
１．［建具］－ ［建具色変更］コマンドを選択し、建具データを選
択します。
２．表示される［建具色変更］ダイアログで、変更対象となる建具の
チェックボックスをオンにして、［素材］ボタンで変更していただけます。
【補⾜】・変更できるのは、AM（パラメトリック）建具のみになります。
AT建具、AM建具（画像建具、⽴体建具）は対象外です。
・建具色と内観色が設定されている場合は、個々に素材変更を⾏うこ
とができます。

平⾯図

平⾯図において、建具の両側に鉄骨胴縁壁（縦）の
鋼材が描画されるのをなくしたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］の［鉄骨胴縁壁
（縦）・LGS壁の鋼材描画］のチェックボックスをオフにしていただくと鋼
材が描画されなくなります。既存の図⾯に対しては、設定後、［ツー
ル］－［建具開⼝処理］コマンドを実⾏してください。

平⾯図

平⾯図で、［クイック建具入⼒］－［⾯格⼦一括配
置］コマンドで配置される⾯格⼦を設定しておきたい。

申し訳ございません、［⾯格⼦一括配置］コマンドでは、建具形状マ
スタ（AT建具）の⾯格⼦が配置されるため設定することができませ
ん。配置時に［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［⾯格⼦タ
イプ］ボタンをクリック、［格⼦タイプ］ダイアログで変更することができま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図で［確認申請・性能表示］－［建具性能
表］コマンドより建具性能表を作成しました。しかし建
具性能表の［侵入可能開⼝区分］の項目が「未設
定」となっています。この設定は何処から連動します
か︖

［確認申請・性能表示］－［防犯開⼝チェック］コマンドが実⾏され
ている場合、［防犯開⼝チェック］の［開⼝区分］の設定が連動元
となっております。また、［確認申請・性能表示］－［防犯開⼝チェッ
ク］コマンドが実⾏されていない場合は「未設定」となります。

平⾯図
⽚引き⼾や引分け⼾を外付けで入⼒することはできま
すか。

入⼒時のダイアログ表示内の［引⼾タイプ］ボックスを「外付」に切り替
えていただくと表現することができます。

平⾯図

⽚開き⼾の⼾襖の絵柄を逆にしたい。 １．平⾯図で、入⼒済みの建具を削除します。
２．絵柄を優先して建具を入⼒します。開き側が外側の絵柄になるた
め、開き勝手が逆になってもかまいませんので、一旦、建具を入⼒しま
す。
３．その後、［クイック建具入⼒］－［建具開き勝手変更］コマンド
で、開き勝手だけを変更していただければ、⽴体の絵柄は入⼒時のま
ま残ります。

平⾯図
建具を入⼒しようとしたら、ダイアログボックスの中に
［入⼒タイプ］が表示されなくなった。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］の［入⼒補正モード］のチェックボックスをオンに設定し、建具を選
択し直してください。

平⾯図

平⾯図において、［クイック建具入⼒］コマンドから建
具入⼒しようとすると、「無効な建具が登録されている
為、配置できませんでした。マスタをご確認下さい。」と
メッセージが出てきました。

クイック建具マスタで設定されている建具が、Archi Masterや建具形
状マスタで削除（リンク切れ）などされて⾒つからないことが考えられま
す。マスタ内容をご確認ください。

平⾯図

建具表の記号を平⾯図に配置したい。 １．建具表プログラムを開き、［建具配置図を開く］をクリックします。
２．建具配置図の各階で［図⾯⾃動⽴上］を⾏い、保存します。
３．平⾯図で［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［建具記号
読込み］を⾏います。

平⾯図
AT建具（建具形状マスタ）の［⾦属⼾］をクリックす
ると、最初に表示されるグループがBになっていますが、
変更できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［建具
形状初期グループ］で設定していただけます。

平⾯図

［建具属性変更］ダイアログの［詳細］チェックボック
スをオンにして、［建具周り］をクリックした時に、
［RC］ボタンが表示されているのですが、別の建具は
［RC］ボタンが表示されていません。この違いはなんで
しょうか。

建具を入⼒している壁が「RC壁」「ALC壁」「CB壁」の場合に設定可
能です。

平⾯図
建具上下にタイルを貼りたい。 入⼒してある建具を［属性変更］で選択し、［タテ貼タイル］のチェッ

クボックスをオンにします。［詳細］ボタンからタテ貼タイルをつける場所
（上または下）、タイルの縦幅、横幅を設定することができます。

平⾯図
CEDXMデータを床小屋伏図に読み込みました。読み
込んだ柱を平⾯図に読み込めますか。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［柱・筋かい・⽕打（木造
床伏図）読込み］コマンドを利⽤していただけます。

平⾯図
［確認申請・性能表示］－［建具性能表］の内容
が、⽴⾯図で作成したときの［性能表示］－［建具
性能表］と違う。

それぞれの図⾯の［設定］－［専⽤初期設定］－［建具性能
表］で、設定を合わせていただくようお願いします。

平⾯図

建具の［属性変更］ダイアログの［枠⾒込］ボックス
で設定した幅で建具を表現するようにしたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［建具］の［建具枠⾒込み簡
易表現］のチェックボックスをオフに設定し、［枠⾒込］を設定してくだ
さい。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

建具入⼒時に、2×4専⽤の逃げを設定したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］で［2×4逃げ設定］のチェックをオンにし、建具を選択してくださ
い。

平⾯図

大壁の木製建具に枠をつけたくない。 １．Shiftキーを押しながら入⼒してある建具を［属性変更］で選択
します。
２．ダイアログ上に［枠］のチェックボックスが表示されてきます。チェッ
クをオフにしてください。ただしこの設定ができる建具は木製建具の場合
です。

平⾯図

［引⼾タイプ］を［外付］で設定した⽚引き⼾を入
⼒しています。この⽚引き⼾の枠を付けたくないため、
Shiftキーを押しながら［属性変更］で選択し、
［枠］のチェックをオフに設定しました。しかし枠が消え
ません。

申し訳ございませんが、［外付］の場合は、⼾当たり部分の枠は表示
されてきます。ただし⽚引き⼾の方⽴に部屋線がくるような場合、枠
（⼾当たり）が壁に埋まるため、表示させないようにしています。

平⾯図

建具を別の種別の建具に変更したい。 【Ver.4以降】
>建具を［属性変更］し、［絵柄変更］から建具の種別を変更でき
ます。
【Ver.3以前】
［建具編集］－［建具変更］コマンドから変更することができます。
変更する建具をクリックし、表示されるダイアログで建具を選択してくださ
い。

平⾯図

窓を上下2段に入⼒したい。 １．建具入⼒ダイアログで［鴨居高参照］チェックボックスをオフにして
［取付高］を設定し、［平⾯不出⼒］チェックボックスをオンにして、
同じ位置に重ねて入⼒します。
２．「建具が重複しています。既存の建具・柱を削除して入れ替えま
すか︖」のメッセージが表示されるため、［いいえ］を選択します。

平⾯図

［クイック建具入⼒］－［⾯格⼦一括配置］コマン
ドで配置した⾯格⼦の格⼦ピッチを変更したい。

申し訳ございません、［クイック建具入⼒］－［⾯格⼦一括配置］コ
マンドで配置した⾯格⼦はAT建具の⾯格⼦となるためピッチの変更が
できません。ArchiMaster建具の⾯格⼦であれば、ArchiMasterで
変更することが可能です。ただし、一括での配置ができないため個別に
入⼒していただくことになります。

平⾯図

一括作成を実⾏すると、建具形状マスタのリンク切れを
起こしている建具がありました。リンク切れしている建具
を、確認する方法はありますか。

申し訳ございません、建具形状マスタについては、リンク切れの確認を⾏
うことができません。パースモニタを作成していただくと、同じメッセージが
表示されます。リンク切れを起こしている建具は、パースに作成されませ
んので、確認をお願いいたします。
＜補⾜＞【Ver.4】以降であれば、ArchiMaster素材・部品・建具に
関しては、リンク切れのチェックを⾏うことができます。［ツール］－
［AMリンク切れチェック］でリンク切れチェック後、VH.NETなどからマス
タを取得できます。

平⾯図

店舗⽤の⾃動ドアを入⼒したい。 ［AM⾦属⼾］－［AM⾦属⼾（引分⼾）］に店舗⽤⾃動ドアの
登録があります。（［⽤途］を「店舗」で検索してください）登録がな
ければ、VH.NETからダウンロードしていただけます。［キーワード］⾃
動ドアで検索してご確認ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

建具入⼒時に常に窓高を参照したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］
で［⾦・木⼾の部屋床高参照］と［⾦・木窓の鴨居高参照］の
チェックボックスをオフにしていただくと、入⼒の基準が窓高になります。
［物件マスタ書込］をおこなっていただくと、そのマスタを使⽤するときに
は常にこの設定が有効になります。

平⾯図
建具の属性ダイアログに［ペアガラス］チェックボックスが
ありますが、このチェックをオンに設定した場合はどこに反
映するのでしょうか。

平⾯図では表現されず、平⾯詳細図や矩計図や断⾯図、展開図で
の表現に反映されます。

平⾯図

開き⼾の掃き出し表現を変更したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］をクリックし、［掃き出しの表現］ボックスで切り替えることができま
す。

平⾯図

建具入⼒時に額縁をつけるつけないの設定はできます
か。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］
をクリックし、［額縁設定］グループにて設定することができます。またこ
の設定は、平⾯図の［属性］－［建具一括設定］コマンドの［建
具一括設定］ダイアログの初期値となります。

平⾯図
［クイック建具入⼒］コマンドをクリックすると、 「指定さ
れたマスタファイルが⾒つかりません。物件初期設定をご
確認ください。」とメッセージがでます。

［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［クイック
建具マスタタイプ］の設定がされているかをご確認ください。

平⾯図

［建具属性変更］ダイアログの［記号］チェックボック
スをオンにして表示された建具記号の内容は、どこから
連動しているのでしょうか。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸
法］で設定されている内容が連動しています。＜補⾜＞記号の表示
内容について、物件初期設定ダイアログ右上の︖ボタンをクリックし表示
されるヘルプで詳細をご確認いただけます。

平⾯図
【Ver.4以降】ツールバーに⾦窓や⾦⼾など建具入⼒す
るコマンドが出てきません。

［表示］－［建具入⼒バー］コマンドをクリックし、チェックを外してくだ
さい。

平⾯図

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共
通）］－［記号寸法］で［記号をつける対象］グ
ループの設定を［外部］だけをオンにしています。内部
建具を入⼒しているのに、記号が出てきます。

部屋が入⼒されていないことはありませんでしょうか。部屋領域がない場
合、外部と判断されてしまいます。部屋領域の入⼒をお願いします。

平⾯図

［一括作成］をおこなうと、建具幅が勝手に変わって
しまう。

［一括作成］ダイアログで［建具幅補正］のチェックをオフにしていた
だくようお願いします。
＜補⾜＞建具の取付高を変更させたくない場合は、［⼾の部屋床高
参照］［窓の鴨居高参照］のチェックをオフにしていただくようお願いし
ます。

平⾯図

【Ver.4以降】建具の省エネ等級を設定し、図⾯に表
示させるには︖

省エネ等級の設定は、Archi Masterでおこないます。［建具編集］
ダイアログで［ガラス別情報/積算情報］タブに切替、［性能］セルで
設定していただけます。その後、平⾯図の建具記号や平⾯詳細図
（⽴⾯図、矩計図、展開図）の［ツール］－［カタログ］に表示さ
せていただけます。
＜補⾜＞
・建具記号に表示させるには、［設定］－［物件初期設定］－
［建具（共通）］－［記号寸法］での設定が必要です。
・カタログに表示させるには、［設定］－［専⽤初期設定］－［カタ
ログ］の［建具］オプションでの設定が必要です。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

建具記号を表示しています。建具記号の表示位置を
あらかじめ設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸
法］をクリックし、［外部記号］［内部記号］グループの［逃げ］
ボックスで設定できます。この距離は、建具から建具記号（中心）まで
の距離となります。

平⾯図

建具属性の［日射遮蔽措置］ボックスが「レースカー
テン」になっているのですが「不要」に設定しておくことは
できますか︖

申し訳ございませんが、「レースカーテン」が初期値となっており、設定し
ておくことができません。［属性変更］から建具を選択し［日射遮蔽
措置］ボックスを「不要」に変更してください。また、内障⼦付きの場合
は「障⼦」となります。ただし、内障⼦なしの⼾については、⾦属⼾は
「レースカーテン」に設定され、木製⼾では「不要」となります。

平⾯図
二重に壁を配置していて、一方の壁に建具を入⼒した
ところ、もう一方の壁まで開⼝処理されてしまいました。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］
で［二重壁検索］のチェックをオフにしていただくようお願いします。

平⾯図

【Ver2】以降
建具記号に、FL基準で建具の上端までの高さをFL±
○と表記できないですか。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］の［記号寸
法］で記号項目に［基準増減］を選択、［FL基準からの増減］を
オン、［FL基準から建具上端までの高さで表記］をオンと設定し、建
具記号の設定をお願いします。

平⾯図
【Ver3】以降
平⾯詳細図であとから建具を入⼒したのですが、平⾯
図に反映させることはできますか。

［ツール］－［他図⾯情報読込み］－［柱・建具（平⾯詳細
図）読込み］コマンドをクリックし、［建具］チェックボックスをオンと設
定し［OK］で進めますと、読み込むことができます。

平⾯図
AM建具の属性ダイアログで［ガラス種類］ボタンから
ガラス種類が確認できますが、初期値で選ばれるガラス
タイプを変更することはできますか︖

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］コマンドの
［ArchiMaster］の［初期ガラスタイプ］グループで設定します。

平⾯図

［クイック建具入⼒］コマンドで建具を入⼒すると、たと
えば2階以上の階の建具の取付高がすべて窓高－
200mmで入⼒されます。窓高±0で入⼒されるように
設定したい。

入⼒時の取付高は、ArchiMasterの［クイック建具配置グループ編
集］ダイアログの各グループの設定内容が連動元となります。
ArchiMasterを起動し、［クイック建具］－［配置グループ編集］を
開き、該当するグループ（今回は「外部　居室2・3F」グループ）の
［取付高］の設定を「0」に変更してください。

平⾯図
［確認申請・性能表示］－［建具等級チェック］を
クリックしました。ダイアログの［⽕災時］タブに切り替え
ると、［一覧］に何も表示されず真っ⽩です。

配置図1⾯で延焼線を作成されていないことが考えられます。配置図1
⾯で［建物区画］－［延焼線⾃動配置］コマンドなどを使って延焼
線の作成をお願いします。

平⾯図
［柱壁］－［開⼝部］の［壁厚］の初期値を設定
できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］【柱サイズ】の
［木（管柱）］で設定できます。

平⾯図

建具属性ダイアログの［飾り枠］チェックの初期設定
は。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］
より、［窓飾り枠設定］［⼾飾り枠設定］グループで設定することが
できます。

平⾯図

クイック建具入⼒しています。逃げの数値を変更したい
のですが、どこでしょうか。

［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表現］を開
き、［逃げ］グループの［入⼒点の逃げ］で設定します。数値を⾃由
に設定する場合は、［柱/壁サイズから取得］チェックボックスをオフに
し、設定をお願いします。

平⾯図

【Ver6】以降
内窓を入⼒したい。

ArchiMaster建具に内窓の種別が追加されました。平⾯図ではツー
ルバーの［ArchiMasterモード切替］コマンドをオンとし、［AM他］
－［AM他（内窓）］コマンドをクリックし、絵柄を選択して入⼒をお
こないます。

平⾯図
建具の幅と高さが変わった場合に、［一括作成］コマ
ンドの［仕上作成］を実⾏する必要はありますか︖

仕上作成は特に必要はありません。建具幅を変更した時に、壁と建具
の間に隙間ができたりした場合は、［一括作成］コマンドの［図⾯
化］を実⾏してください
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
クイック建具入⼒のダイアログで、［入⼒点補正］の
［補正タイプ］をあらかじめ設定しておくことはできます
か。

タイプを切り替えて一度入⼒いただくと、ATZを起動しているあいだは物
件を変更しても補正タイプを覚えています。ただ、ATZを再起動すると
補正タイプは一番上のものになってしまいます。

平⾯図

建具属性の［建具周り］タブの［断熱材厚］ボック
スの数値の初期設定は︖

入⼒している外壁仕上の断熱材厚が連動しています。既に入⼒されて
いる建具に反映させるには、［属性］－［建具一括設定］で設定を
おこないます。また、外壁仕上の断熱材の厚さの初期値は、［設定］
－［物件初期設定］－［外断熱］で設定します。

平⾯図

【Ver6以降】
［AM他］－［AM他（内窓）］コマンドで内窓を入
⼒した場合、内窓は内壁仕上線からどのような位置に
配置されますか。

取り付ける建具の［属性］ダイアログの［建具周り］にある［壁額縁
チリ］の数値分、内壁仕上線より内側の位置に配置されます。

平⾯図
平⾯図で建具の記号を描画していますが、印刷しない
設定はありますか。

図⾯印刷において、配置した平⾯図を［属性変更］し、［出⼒レイ
ヤ］で「記号」をオフにしていただくと、印刷されなくなります。

平⾯図

入⼒されている壁厚を変更しました。配置済みの建具
を［属性変更］で選択すると、［壁厚］が変更前の
値です。変更後の値にしたい。

［属性］－［建具一括設定］コマンドまたは［ツール］－［建具
開⼝処理］コマンドで該当する建具を選択し、変更した壁厚を取得し
てください。

平⾯図

ジャロジーの平⾯表現ですが、建具の真ん中に斜めの
線を表示するような表現にしたい。

［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入⼒・表
現］を開き、［ジャロジー表現］チェックボックスをオンと設定してくださ
い。既に配置済みの建具は、［属性変更］で選択し、そのまま
［OK］で閉じるか、［編集］－［図形復元］で建具を選択する方
法、［属性］－［建具一括設定］で選択し実⾏すると、設定内容
が反映します。

平⾯図
［クイック建具入⼒］で⽚開き建具を入⼒する場合、
吊元はどちらになりますか。

入⼒時の1点目が吊元となります。また入⼒後に吊元を変更する場合
は、［クイック建具入⼒］－［建具開き勝手変更］コマンドで変更を
お願いします。

平⾯図

［クイック建具入⼒］で隣接する部屋の間に開き⼾を
配置する場合、扉の開く方向はどのように決まります
か。

隣接する部屋の属性ダイアログにある［部屋タイプ］により、開く方向
が決まってきます。開き方向の部屋タイプの優先順は、ヘルプで確認す
ることができます。［クイック建具入⼒］ダイアログの［︖］ボタンからヘ
ルプを開き、「⼾の開き方向」の項目で参照をお願いします。優先度が
上にある部屋側に扉が開くようになります。また、開く方向を変更する場
合は、建具を配置後、［クイック建具入⼒］－［建具開き勝手変
更］コマンドで変更をお願いします。

平⾯図
欄間付きの建具を入⼒しています。取り付け基準を無
目なのか上端なのか切り替えられたと思うのだが。

建具を［属性変更］で選択し、［基準位置］ボックスで「窓高」を選
択すると、［基準］ボックス横に［無目合せ］か［上端合せ］かを切
り替えるボタンが表示されるようになります。

平⾯図

⽚開⼾を180°開いた平⾯表現は可能ですか。 建具材質が［スチール］、または［ステンレス］の⽚開⼾で設定でき
ます。建具絵柄を選択して［ドア枠一体］をオン、［常時開放式］
オンにして防⽕⼾にして配置します。配置後、［属性変更］を⾏うと、
開き角度が⾃由に設定できます。

平⾯図

建具の枠⾒込の初期値は設定できますか。 ［物件初期設定］－［建具(属性)］－［建具本体］－［建具
枠⾒込み］で設定できます。
＜補⾜＞⽴体建具の場合、枠⾒込は⽴体の情報から連動しているた
め、この設定は反映されません。入⼒後に、［属性変更］で［枠⾒
込］を変更していただくようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

建具記号に基準増減を出す設定にしていますが、建
具属性で［取付高］を-180に設定しているのに、建
具記号では-150と表示されています。

建具属性で［寸法体系］が「新寸法（内内内）」になっている場
合、［物件初期設定］－［建具（属性）］－［枠⾒付］で上枠
［内］なら基準増減［±0］、［外］なら基準増減［＋上枠⾒
付］で表示されます。
＜補⾜＞［物件初期設定］を変更した後は、建具を［属性変更］
して［初期値取込］を⾏って図⾯に反映させていただくようお願いしま
す。

平⾯図

二重サッシはありますか︖ ［Archi Masterモード切替］がオフで「AT建具」から入⼒する場合、
二重サッシの絵柄が登録されています。
［Archi Masterモード切替］がオンで「AM 建具」から入⼒する場
合、絵柄の登録がありません。Archi Masterで以下の手順で作成を
お願いいたします。
１．建具の新規登録で［⽴体編集］から［本体属性設定］を開
きます。
２．［建具形状選択］を開き、「二重サッシ」のチェックをオンにし、登
録します。

平⾯図
平⾯図で建具を入⼒しようとすると、「ファイルの共有
ロック数が制限を超えています。（エラー3052）」とい
うメッセージが表示されます。

Archi MasterでCtrl＋無変換キーを押しながら［ツール］－［オプ
ション］をクリックし、［共有ロック数制限数］を20000から100000
などに変更していただきどうかご確認をお願いします。

平⾯図

【Ver4】以降
アウトセット建具の登録はありますか︖

⽚引⼾、引分⼾であれば登録があります。建具選択ダイアログで、
［詳細検索］を開き［取付種別］のチェックをオンにして「外付け（ア
ウトセット）」としていただくと、検索しやすくなります。
＜補⾜＞引き⼾（建具種別︓⽚引⼾・2枚引⼾・3枚引⼾・引分
⼾）であれば、 Archi Master で建具を新規登録していただけます。
［新規登録］から登録する場合は、［取付種別］リストボックスで
「半外付け（アウトセット）」「外付け（アウトセット）」を選択し、設定
を⾏います。

平⾯図

カラーバリエーションが設定されている建具の枠色を一
括変更したい。

１．［クイック建具入⼒］－［建具枠色変更］コマンドをクリックし、
建具を選択します。
２．［建具色変更］ダイアログが表示されます。
３．［カラーバリエーション参照］ボタンをクリックし、選択している建具
に登録されているカラーバリエーションの一覧が表示されますので変更後
の色を選択します。
４．［OK］ボタンをクリックします。
【補⾜】カラーバリエーションを設定している建具において、カラーバリエー
ションに登録されていない色を変更後の色に設定すると一覧の建具が
変更不可と表示されます。

平⾯図

平⾯図で、建具記号の表記を「H－16570」というよう
に、「WH」の前に、記号「H－」を表記したい。

［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］にて、
［1］のリストから「品名（名称）-WH」を選び、［品名（組合せ時
表記）＝］を「記号1」に変更します。
次に、Archi Master建具にて、対象の建具を選んで［メンテナンス］
をクリックして、［記号1］を「H」に変更します。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

内窓を取り付けた建具の［建具高］を、変更しまし
た。変更した内容を、内窓にも反映させたい。

平⾯図で、［属性］－［建具一括設定］で配置した内窓を選択
し、［内窓の対象情報取得］チェックボックスをオンにして［OK］をク
リックします。
※内窓の場合、［属性変更］で選択し、表示されるダイアログの［建
具高］や［建具幅］、［取付高］では、数値変更できません。

平⾯図 平⾯図で、壁仕上線を表示させたい。 ［表示］－［仕上表示］コマンドをクリックしてください。

平⾯図

床仕上げの目地が部屋名や壁に食い込んでしまいま
す。どのように修正したらよいでしょうか。

［一括作成］をクリックし、［作成モード切替］のところで［図⾯
化］をクリックし、図⾯化処理を⾏ってください。
【補⾜】［作図範囲作成］、［部屋寸法作成］が必要なければ、
チェックをオフにしてください。

平⾯図

平⾯図で、ウッドデッキの束⽯のピッチを設定できます
か。

ウッドデッキの入⼒時ダイアログ、属性変更ダイアログで［オフセット］と
［ピッチ］を設定できます。
【補⾜】［オフセット］は、ウッドデッキ領域から一番外側の束の側⾯ま
での距離を設定します。オフセットが 0mm の場合はウッドデッキと束の
外⾯が合うように配置されます。［ピッチ］では、束のピッチを設定しま
す。外側同士の束の芯間をもとに、設定したピッチで均等割付をおこな
います。設定したピッチに近い値で均等に束が割り付けられます。

平⾯図

外壁仕上を⾃動作成すると、仕上厚が設定よりも大き
く作成されてきてしまう。外壁仕上マスタの設定通りに
ならない。

１．平⾯図の［壁仕上入⼒モード］コマンドをクリックし、外壁仕上
線を表示します。
２．外壁仕上を［属性変更］コマンドで選択します。
３．［外壁仕上］ダイアログで、［外断熱］チェックボックスがオンに
なっていないか、ご確認ください。
４．オフに変更する場合は、［設定］－［物件初期設定］－［外
断熱］を開き、［仕上げ］－［外断熱工法］グループの［外壁］
チェックボックスをオフに変更します。
５．［壁・床仕上］－［仕上⾃動配置］コマンドで外壁仕上の⾃
動作成を⾏ってください。
【補⾜】次の方法でも修正可能です。
１．［属性別選択］コマンド等で外壁仕上を選択し、［属性変
更］コマンドをクリックします。
２．［外壁仕上］ダイアログで、［外断熱］チェックボックスをオフにし
ます。
３．［一括］ボタンをクリックし、［外壁仕上一括変更］ダイアログで
［外断熱］を選択、［OK］をクリックします。
４．外壁仕上の取り合い部分を処理するため、［壁・床仕上］－
［壁仕上一括再作成］コマンドを実⾏します。

平⾯図

平⾯図で［壁仕上入⼒モード］コマンドをクリックしま
した。仕上線の表示色を設定できますか。

各モードはレイヤ表示状態になっています。そのため［設定］－［専
⽤初期設定］－［レイヤ］の色が連動しています。［項目一覧］
ボックスより［外壁仕上］や［内壁仕上］のレイヤ番号を選択し、
［レイヤ色］ボックスより色を選択してください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

外壁を上下に張り分けたい。 １．［壁仕上入⼒モード］に切り替えます。
２．［属性別選択］で「外壁仕上」を選択し、［OK］をクリックしま
す。
３．［属性変更］で［仕上］をクリックし、［外壁仕上マスタ選
択］で、腰壁の設定があるものを選び、［壁］［腰壁］の［目
地］、［素材］を設定し［選択］をクリックします。
４．［外壁仕上属性変更］ダイアログで［腰壁高］の設定を⾏い、
［一括］をクリックし［外壁仕上一括変更］ダイアログで、変更対象
の「仕上No.」「壁目地」「壁素材」「腰壁目地」「腰壁素材」「腰壁高」
をオンにして［OK］します。

平⾯図

床仕上目地の描画を表示させたくない。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で、［床仕上目地を作
図する］をオフにしてください。すでに作成済の図⾯の場合は、［編
集］－［図形復元］で床目地を選択していただくと、設定内容を反
映することができます。

平⾯図
バルコニーや外壁仕上の目地を合わせたい。 ［属性］－［目地原点］コマンドで目地原点を配置し、［属性］

－［目地基準再設定］コマンドで全体を囲んでいただくと、配置した
目地原点から目地を割り付けし直します。

平⾯図

外断熱の厚みを考慮した外壁仕上を作成したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］で［外断熱工法］グ
ループの［外壁］チェックボックスをオンに設定してください。また、［外
壁断熱材］グループの［厚さ］で断熱材の厚みを設定することができ
ます。設定後、［一括作成］コマンドや［壁・床仕上］－［仕上⾃
動配置］コマンドから外壁仕上を作成していただくと、設定した外断熱
厚を含んだ仕上厚で作成されてきます。

平⾯図

床仕上目地の基準を変更したい。 １．［ハッチング］－［ハッチング基準点変更］コマンドをクリックしま
す。
２．変更するハッチング目地を選択します。
３．選択したハッチング目地の現在の基準点が丸印で表示されます。
４．変更後の基準点をクリックすると、クリックした位置が基準点として
変更されます。

平⾯図
袖壁に汎⽤開⼝を入⼒しました。しかし汎⽤開⼝の小
⼝がパースモニタに表示されません。

汎⽤開⼝を入⼒されている部分に木壁の入⼒がなく、外壁仕上のみ
作成されている状態ではないでしょうか。［柱壁］－［木壁］コマンド
より木壁を入⼒してください。

平⾯図

パースモニタを確認していますが、建具の上下の壁が作
成されません。

建具部分に壁が作成されていないことが考えられます。［柱壁］－
［木壁］コマンドから建具に重ねて壁の入⼒をおこなってください。その
後、［一括作成］－［仕上作成］を選択し、仕上の作成をおこなっ
てください。

平⾯図

【Ver6】以降
内部の柱について、内壁仕上を作成しないような設定
はありますか。

柱の属性で［造作柱］のチェックをオンにした場合、［一括作成］時
に柱には内壁仕上が作成されません。
＜補⾜＞Ver5以前では、柱を入⼒している部屋属性の［壁作成タ
イプ］が真壁の場合にのみ、造作柱に内壁仕上を作成しませんでし
た。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

［一括作成］－［仕上作成］をしても、一部の壁に
仕上がまわりません。何が原因でしょうか︖

［一括作成］－［仕上作成］で建物全体を範囲として実⾏して
も、仕上が作成されない場合、下記の内容をご確認ください。
・［建物チェック］コマンドを実⾏します。平⾯図で入⼒している間取り
（部屋）に隙間がないか、ずれがないかを確認しください。隙間やずれ
がある場合は、その部分の修正を⾏うか、部屋を入れなおして改善する
かご確認ください。（ATZVer8）
・［ツール］－［部屋隙間チェック］を⾏い、間取りに隙間がないかご
確認ください。隙間やずれがある場合は、その部分の修正を⾏うか、部

 屋を入れなおして改善するかご確認ください。（ATZVer6、Ver7）
・仕上が作成されない箇所に、壁や柱が抜けていなかご確認ください。
建具等が壁と重なり確認が難しい場合は、［編集］－［図形復
元］コマンドを実⾏することで、壁の線が復元します。［編集］－
［図形復元］を実⾏しても壁の線が描画されない場合は、壁が消え
ている可能性がありますので、壁をご入⼒いただき、［一括作成］－
［仕上作成］を⾏って仕上が入るかご確認ください。

平⾯図

入⼒した柱を［属性変更］コマンドで選択し、［柱
壁］ダイアログにある［造作柱］のチェックボックスをオ
ンにしても平⾯図上の表現は何も変わりません。何処
に連動してくるのでしょうか。

このチェックボックスがオンの場合は、平⾯詳細図の⾃動⽴上時に連動
し、柱に斜線が描画されるようになります。

平⾯図
平⾯図で［一括作成］コマンドでＡＬＣ壁を作成す
ると、始点から割り付けて作成されますが、終点から割
り付けるようにできますか。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］を開き、［割付ピッチ/タイ
プ］で設定しておくことができます。

平⾯図

平⾯図で出窓壁を入⼒し、建具を入⼒しました。パー
スモニタで確認すると、部屋内部が開⼝されていない。

［属性］－［柱壁一括設定］コマンドを選択し、出窓壁部分を囲っ
てください。※ 一括作成後に出窓壁を入⼒した場合など、取り付く壁
の情報が組み込まれていない場合は開⼝されないので、［柱壁一括
設定］の処理が必要になります。パースモニタを確認し建具が開⼝して
いない場合は、平⾯図で［ツール］－［建具開⼝処理］を⾏い、⽴
体データを再作成してください。

平⾯図

［柱壁］コマンドで壁を手入⼒する際の、［壁の逃
げ］のチェックボックスをオンにしておくような初期設定は
ありますか。

設定はなく、オフが初期値になっております。

平⾯図
平⾯図で、H型鋼を入⼒したい。 ［柱壁］－［S柱］コマンドを選択後、［角形鋼管］［H形鋼］

［鋼管］ボタンで、入⼒する柱を切り替えできます。

平⾯図

平⾯図で出窓壁を入⼒しています。出窓壁の壁を屋
根まで⽴ち上げたい。

１．［柱壁］-［出窓壁］コマンドを選択します（入⼒後であれば、
出窓壁を［属性変更］で選択します）。
２．［詳細］ボタンをクリックします。
３．［屋根タイプ］ボックスをクリックします。
４．1番下の「屋根」を選択します。
５．［OK］をクリックします。
６．「始点」、「終点」を指定し、入⼒を⾏います。
このタイプを選択した場合、同一階で入⼒した屋根を検索し、出窓壁
を屋根の高さまで⾃動で伸ばします。

平⾯図

平⾯図の［一括作成］で、半柱を⾃動配置せずに、
管柱を配置できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］－［木柱⾃動
配置］で、［木造一括・半柱距離］の［モジュール寸法］のチェック
ボックスをオフにし、距離を0と入⼒した後、［一括作成］を⾏ってくださ
い。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
平⾯図で［柱壁］－［カマチ］コマンドでカマチを入
⼒する場合、ダイアログの［幅］ボックスの初期値を設
定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］の［木（管
柱）］ボックスの設定が連動しています。カマチの幅のみ変更される場
合は、入⼒時に変更をお願いいたします。

平⾯図

平⾯図で［柱壁］－［開⼝部］コマンドで、開⼝部
を入⼒すると両脇に柱が配置されてしまう。配置しない
ようにはできませんか︖

［開⼝部］ダイアログで、［柱配置］チェックボックスをオフに切替、入
⼒をお願いします。またこの［柱配置］チェックボックスは、［設定］－
［専⽤初期設定］－［モード］で［開⼝シンボル］グループの［入
⼒時に壁・柱の⾃動編集を⾏う］チェックボックスのオン／オフによって、
表示する／しないが切り替わります。
【補⾜】［開⼝部］ダイアログで、［柱配置］チェックボックスをオンにし
て、すでに柱壁がある箇所に開⼝部を入⼒すると、その部分の柱壁・壁
仕上が⾃動的に削除されます。ただし、開⼝部が入⼒された壁の小⼝
の壁仕上は⾃動的に作成されないため、壁仕上の再作成が必要で
す。

平⾯図

平⾯図で、［柱壁］－［カマチ］コマンドで、カマチを
入⼒すると両脇に柱が配置されてしまう。

［カマチ］の入⼒時ダイアログで、［壁編集］のチェックボックスを外し
ていただくことで、柱は配置されなくなります。
【補⾜】［壁編集］チェックボックスは、すでに柱壁がある箇所にカマチ
を入⼒したいときに使⽤します。チェックボックスを付けておくと、その部分
の柱壁・壁仕上を削除してカマチを入⼒できます。ただし、カマチが入⼒
された壁の小⼝の壁仕上は⾃動的に作成されないため、壁仕上の再
作成が必要です。

平⾯図

出窓の下に収納（地袋）を表現できますか。 １．平⾯図で、［柱壁］－［出窓壁］コマンドをクリックします。
２．［出窓壁］ダイアログの［詳細］ボタンをクリックします。
３．［出窓壁詳細設定］ダイアログの［地袋］チェックボックスをオン
にします。
４．［建具設定］ボタンをクリックし、［建具選択］ダイアログを開き
ます。収納扉の絵柄も選択ができます。
５．建具を選択します。
６．［建具選択］ダイアログの［OK］をクリックします。
７．［出窓壁詳細設定］ダイアログの［OK］をクリックします。
８．出窓壁を入⼒します。

平⾯図

［柱壁］－［出窓壁］コマンドより入⼒した出窓壁
に地袋を設定しました。［地袋高］はどのように計算さ
れているのでしょうか。

［地袋高］とは、出窓壁地板の上端から地袋下枠⾒付の下端まで
の高さのことです。属性変更時に［地袋高］が表示されますが、以下
のように、窓高と出窓の高さから⾃動的に算出されます。地袋高＝窓
高（［物件初期設定］の基準高さ情報より）＋（［窓高±］ボッ
クスの値）－［高さ］ボックス【補⾜】各数値を変更した場合は、［地
袋高再計算］を⾏ってください。

平⾯図

同一直線上で、2つに分かれている壁を結合できます
か︖

平⾯図で［ツール］－［壁⾃動編集］コマンドをクリックし、2つの壁
を囲みます。［壁⾃動編集］ダイアログが表示されますので、そのまま
［OK］をクリックしてください。
【補⾜】縦方向と横方向の壁が交わっているような所では、［壁⾃動
編集］ダイアログの［同一種壁時］ボックスで、優先する方向を指定
してください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図で、一括作成を実⾏しても壁が配置されない
部屋がある。

外部部屋の場合、［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で
［外部部屋を屋外とみなす］チェックボックスがオンの設定の場合、壁
の⾃動配置が⾏われません。チェックボックスをオフにし、［一括作成］
コマンドをお試しください。
【補⾜】外部部屋かどうかは、部屋を［属性変更］コマンドで選択し、
［部屋］ダイアログの［外部部屋］チェックボックスで確認いただけま
す。

平⾯図

柱に仕上を巻かないような設定はありますか。 柱を入⼒している部屋を［属性変更］コマンドで選択し、［壁作成タ
イプ］ボックスを「真壁」、柱の属性ダイアログでは［造作柱］チェック
ボックスをオンにした場合、［一括作成］時に柱には仕上が作成され
ません。

平⾯図
カマチの素材の色を変更したい。 入⼒してあるカマチを［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ内の

［素材］ボタンで変更することができます。

平⾯図
真壁の部屋に管柱を入⼒しましたが、パースモニタにで
てきません。

管柱を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［造作柱］チェッ
クボックスをオンにしてご確認ください。

平⾯図

平⾯図で［柱壁］コマンドの中に［木壁］コマンドが
表示されない。

［設定］－［共通初期設定］－［モード］を開き、［使⽤構造］
の［木造機能を使⽤する］［S/RC機能を使⽤する］チェックボックス
をオンにしてください。
【補⾜】［柱壁］－［木壁］［柱壁⾃動配置］コマンドが非表示に
なる設定は、［木造機能を使⽤する］チェックボックスがオフ、［S/RC
機能を使⽤する］チェックボックスがオフ、［2×4機能を使⽤する］
チェックボックスがオンの場合となります。

平⾯図 1階平⾯図の通し柱を複写したい。 ［ツール］－［通し柱複写］コマンドから複写することができます。

平⾯図

平⾯図で管柱を手入⼒しています。一括作成の時に、
手入⼒した柱が消えないようにしたい。

［一括作成］ダイアログで、［柱壁⾃動配置］チェックボックスをオンと
し、［部材配置条件］の［柱］チェックボックスをオフにしていただけれ
ば、壁のみ⾃動配置されます。

平⾯図

平⾯図で［一括作成］をおこなうと、建具脇に間柱が
配置されます。半柱が配置されるようにできますか︖

一括作成では、大壁の建具脇には間柱が配置され、真壁の建具脇に
は半柱が配置されます。［設定］－［専⽤初期設定］－［建具］
で［建具脇間柱⾒付］ボックスを半柱のサイズに変更し、［専⽤マス
タ書込］ボタンから専⽤マスタに書き込みをおこなっていただくようお願い
します。

平⾯図

管柱と通し柱のサイズを違うものに設定しておけますか。 ［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］を開き、［木
（管柱）］と［木（通し柱）］ボックスでサイズをそれぞれ設定でき
ます。

平⾯図

付柱を⾃動配置できますか。 ［飾りシンボル］－［付柱⾃動配置］より配置できます。基本的に
管柱のある位置の外壁に配置します。入隅、ベランダの手摺壁には配
置されません。

平⾯図

【Ver.3以降】ARCHITREND Z木造構造計算で配
置した耐⼒壁を、平⾯図にも反映させることはできます
か。

ARCHITREND Z木造構造計算にて、［伏図連携]－［伏図へ反
映]を⾏い、床伏図に筋かいを連動させます。平⾯図にて［ツール]－
［他図⾯情報読込み]－［柱・筋かい（木造床伏図）読込み]し
て、平⾯図に表示できます。

平⾯図
一括作成で配置される木壁厚の設定はどこで⾏えます
か。

［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］、［柱サイズ］
グループの［木（管柱）］ボックスの設定が連動しています。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
壁の上に笠木をつけたい。 ［柱壁］－［木壁］コマンドで［壁タイプ］ボックスを「腰」に切り替

え、［笠木］を設定して入⼒してください。

平⾯図

【Ver.3以降】［柱壁］ダイアログに表示される［非構
造柱］のチェックボックスはどのような場合に利⽤します
か。

軸組計算や構造計算に構造材柱として認識させたくない場合にチェッ
クをオンにします。

平⾯図
カマチの⽴ち上がりの色を変更したい。 ⽴ち上がりが⾯する部屋の［巾木］の素材が反映されます。部屋を

［属性変更］で選択し、［壁仕上］の［仕上］をクリックし、巾木の
素材を変更します。パースモニタを再作成して反映されます。

平⾯図

入⼒した壁の⻑さを縮めたい。 ［編集］－［線分伸縮］コマンドで編集することができます。また、
［設定］－［選択モード］－［トラッカ選択切替］コマンドがオンの
場合は、入⼒してある壁を選択し、編集の対象となるトラッカーをクリック
して編集することもできます。

平⾯図

平⾯図で、RC壁のハッチング表示を出さないようにした
い。

【Ver8以降】［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［RC
柱壁にハッチングを描画する］のチェックをオフにしていただくと、柱壁包
絡処理時に、RC柱・壁にハッチングが描画されません。
【Ver7以前】［一括作成］をおこなう際に［RC柱壁ハッチング］の
チェックをオフにしていただくと、ハッチングが表示されません。

平⾯図

作成した大壁を真壁に変更したい。 ［属性］－［壁種別変更］コマンドで壁を選択し、［壁種別］ボッ
クスで変更する壁に変更します。その後、［一括作成］－［仕上作
成］で内壁（外壁）を作成し直していただくようお願いいたします。

平⾯図
ALC壁のハッチングをなくすにはどうしますか︖ ［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［ALC壁・CB壁の

割付表現］のチェックボックスをオフにしていただけます。既存の図⾯に
は、［一括作成］－［図⾯化］を⾏うことで反映されます。

平⾯図
出窓壁内部の三方枠を取り付けたくない。 出窓壁の［属性変更］で［三方枠なし］チェックボックスをオンに設

定してください。

平⾯図

外部にアーチのたれ壁を表現したい。 １．［柱壁］－［たれ壁］コマンドをクリックし、［たれ壁］ダイアロ
グで［たれ壁形状］ボタンをクリックします。
２．［たれ壁形状設定］ダイアログでは［開⼝タイプ］ボックスでR形
状の開⼝タイプを選択し、高さ等を設定して入⼒してください。
３．たれ壁を入⼒後、［一括作成］－［仕上作成］などを利⽤
し、外壁仕上を作成してください。

平⾯図
柱を角度を付けて配置したい。 ［操作モード切替］ボックスを［1点方向］に切り替えていただくと、

方向を指定して配置できます。

平⾯図
半柱と間柱だけを削除できますか。 ［属性別選択］で柱を選択、［詳細］で半柱と間柱を選択後、削

除できます。

平⾯図
平⾯図にたれ壁を入⼒しました。無目部分の外壁仕
上からの出を設定したい。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］をクリックし、［チリ］グルー
プの［巾木・⾒切縁］ボックスの設定で設定できます。

平⾯図

たれ壁を入⼒した後に、［たれ壁形状設定］ダイアロ
グで［高さ］ボックスの数値がある値以上になると、
アーチが表現されなくなります。アーチが水平になる境界
線はあるのでしょうか。

高さの設定は、たれ壁の入⼒⻑さの1/2以下が制限となっています。高
さの値が1/2を超えるとアーチ形状が形成できずに、水平の表現となり
ます。

平⾯図
2×4造で、部屋領域を変更後に［一括作成］コマン
ドで壁を再作成しました。しかし、変更前の部屋線上に
も壁が作成されてしまう。

耐⼒壁線が変更前の大きさで入⼒されていることが考えられます。構造
が2×4の場合は、部屋線上以外に耐⼒壁区画の線上にも壁を⽴ち
上げるようになっています。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
管柱を通し柱に変更できますか︖ ［属性］－［管柱・通し柱種別変更］コマンドを選択後、管柱をク

リックしてください。

平⾯図
建物の上階が下階より張り出しているような形をしてい
ます。上階の壁を少し下げた表現にしたい。

下階平⾯図で［柱壁］－［たれ壁］コマンドをクリックし、下げる部
分にたれ壁を入⼒します。その後、［一括作成］－［仕上作成］コ
マンドで壁仕上の作成おこないます。

平⾯図

【Ver5】以降
入⼒した柱や壁、筋かいを編集できないようにロックして
おくことはできますか。

［柱壁］－［柱壁ロック］コマンドで指定しておくことができます。［柱
壁ロック］ダイアログの［部材別指定］グループでロックしたい項目の
チェックをオンに設定したり、図⾯上の部材を個別に指定し、［確定］
ボタンをクリックして設定します。

平⾯図 床柱を通し柱に変更できますか ［柱壁］－［柱種別変更］コマンドで変更できます。

平⾯図

【Ver3】以降
建具脇に配置された間柱を一括して削除したい。

［属性別選択］で［柱］をオン、［詳細］から［間柱］を指定して
選択後［削除］します。その後、［一括作成］－［図⾯化］を⾏っ
てください。

平⾯図
【Ver6】以降
［区画］－［耐⼒壁区画］で耐⼒壁区画を入⼒し
ました。その区画を参照し、柱を⾃動配置したい。

［柱壁］－［柱壁⾃動配置］をクリックし、ダイアログの［参照］グ
ループにある［耐⼒壁線］チェックボックスをオンと設定すると、耐⼒壁
区画のコーナーに管柱を⾃動配置することができます。

平⾯図

［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［逃
げ］で、［柱／壁サイズから取得］をオフにして数値
指定していますが、RC壁やLGS壁を入⼒する際には
壁厚の1/2で設定されてしまいます。任意の逃げの値
は、あらかじめ設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［壁類の逃げ］は木し
か連動しません。その他は各［壁厚］の半分に設定されるそうです。
現状、木以外は各［壁厚］の半分でない任意の逃げの値は、設定で
きません。

平⾯図

通し柱と管柱のサイズが違う場合、通し柱の外⾯が壁
躯体より外側に出て配置されています。壁躯体の外⾯
に合わせたい。

１．［属性］－［柱位置変更］コマンドをクリックします。
２．変更する柱を選択します。
３．基準となる線分（壁躯体の外⾯）をクリックします。
４．［柱位置変更］ダイアログで［基準⾯］を指定し、［OK］をク
リックします。

平⾯図
［一括作成］後に柱属性をみると［造作柱］の
チェックがオンになっています。このチェックがオンで作成さ
れる条件はありますか。

部屋属性の［壁作成タイプ］によって、柱属性が変わります。壁作成
タイプが、真壁、枠タイプ、付柱タイプ…造作柱大壁、押入れ壁、ケー
シング…構造柱　になります。

平⾯図

［一括作成］で壁を配置したときに腰壁になるところ
があります。

【Ver4】からのプログラムの仕様です。現状、２階階段にかかる壁、ホー
ルと吹抜の間には腰壁が配置されます。
・「階段」と「ホール・廊下」、「吹抜」タイプの部屋の境界にある壁が対
象となります。
・「ホール・廊下」と「吹抜」の部屋の境界にある壁が対象となります。

平⾯図
ポーチ柱を削除したいのですが、「ロックされた部材は編
集・削除できません。」と出ます。

指定した部材が、平⾯図で柱壁ロックされている可能性が考えられま
す。柱壁ロックを無効にしてから、⽴⾯図で削除・編集を⾏っていただく
必要がございます。

平⾯図

［一括作成］でカマチを⾃動配置する場合、逃げの
設定はどこで設定した内容が反映するのでしょうか。

［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［逃げ］グループにある
［壁類の逃げ］ボックスの設定が初期値となります。また［柱/壁サイ
ズから取得］チェックボックスがオンの場合は、［設定］－［物件初期
設定］－［柱・基礎・束］の［柱サイズ］で設定している各構造の
柱（木造では［木（管柱）］）の1/2のサイズになります。

平⾯図
RCの壁・柱のコマンドがありません。 ［設定］－［共通初期設定］－［モード］－［使⽤構造］－

［S/RC機能を使⽤する］をオンにして、［柱壁］－［RC柱］・
［RC壁］のコマンドがあるか、ご確認ください。

平⾯図
2×4壁を⾃動配置する際に、外側、内側のオフセット
値を設定することはできますか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［2×4専⽤］ダイアログで設定し
ていただけます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
平⾯図で、平⾯詳細図のように、構造柱に×印、造作
柱に斜線の表現をしたいのですが、どのようにすれば⾏
えますか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］の、［造作柱・管柱表
現］をONにすることで⾏えます。

平⾯図
部屋名だけを移動したい。 平⾯図の［部屋入⼒］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、

［部屋名移動］コマンドをクリックします。部屋名を選択して、移動し
たい場所をクリックしてください。

平⾯図

平⾯図で、部屋を入⼒すると部屋⾯積がm2で表示さ
れますが、これを帖数で表示させることはできますか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋⾯積表］を開き、［表記
法・部屋］で表記法を「帖」に設定してください。入⼒済みの部屋の場
合は、［属性変更］コマンドで部屋を選択し、［OK］で閉じていただ
くと反映されてきます。

平⾯図
平⾯図で入⼒した部屋名を英語表記にしたい。 ［属性］－［部屋名称切替］コマンドで［英語］に変更できます。

英語名は、共通マスタの部屋マスタで設定できます。

平⾯図

平⾯図で部屋寸法を作成したい。 ［部屋入⼒］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［部屋寸
法］コマンドから作成することができます。また、［一括作成］から図
⾯化処理の中にある［部屋寸法作成］のチェックボックスをオンにして
作成することもできます。

平⾯図

平⾯図で、入⼒した部屋の属性を⾒たときに表示され
る［登録］のコマンドは何をするものですか。

入⼒された部屋の属性を変更した場合に、この部屋を今後も使⽤して
いきたい場合、マスタに登録することが出来ます。［登録］のボタンを
押して次の画⾯で空いている⾏をクリックし［選択］を押すことで部屋
をマスタに追加することが出来ます。

平⾯図

平⾯図で、部屋を入⼒しました。コーナー部分を一部R
にできますか。

部屋を入⼒後に、［領域隅取］コマンドで可能です。
１．［変形］－［領域隅取］コマンドをクリックします。
２．入⼒した部屋をクリックします。
３．［領域隅取］のダイアログが表示されますので、［隅取方法］を
［R］にします。
４．［隅取半径］を入⼒します。
５．Rにしたい頂点（○印がついているところ）で左クリックします。

平⾯図

平⾯図で、部屋名の下に帖数が表示されるように設定
しているのですが、例えば2帖の部屋を入⼒する8帖と
表示されてしまいます。

グリッドがモジュール寸法の1/2の値に設定されていました。この場合は
［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋］の中の［モジュール寸
法］の設定を「2/1」と設定することで正しく表示されるようになります。

平⾯図

平⾯図で、部屋⾯積表の部屋順を［属性変更］で
変更しまた。間取りが変更になり、部屋⾯積表を作成
し直すと、部屋順が変更前の状態になってしまうので、
部屋順を決めておくことはできませんか。

［ツール］－［部屋順入替］コマンドで部屋順を入れ替えておくこと
ができます。初期値は部屋が入⼒された順番で表示されます。

平⾯図
平⾯図において、部屋名の⽂字列の色の初期値を変
更したい。

［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］を開き［平⾯］タブ
の中の［⽂字（部屋etc.）］を変更してください。

平⾯図

平⾯図において、［部屋入⼒］コマンドをクリックし、
［部屋入⼒］ダイアログを表示すると、［入⼒優先］
チェックボックスがオンになるものと、そうでないものがある
が、この違いは︖

［設定］－［共通初期設定］－［モード］で、［ホール・廊下タイ
プの入⼒優先をOFFにする］チェックボックスがオンの場合、入⼒する部
屋の部屋属性で設定されている［部屋タイプ］の内容によって変わり
ます。例えば「ホール」「廊下」について、部屋マスタの［部屋タイプ］
が、［ホール・廊下］になっている場合は、［入⼒優先］チェックボック
スがオフになります。また、［部屋タイプ］が「ホール・廊下」以外の部屋
を選択したときは、［入⼒優先］チェックボックスをオンにします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

部屋マスタで各仕上マスタを別のものに変更しました
が、入⼒済みの平⾯図に反映できないでしょうか。

以下の手順で⾏えます。
１．［属性］－［部屋マスタ情報取得］コマンドをクリックします。
２．部屋を選択します。
３．［部屋マスタ情報取得］ダイアログが表示されます。［仕上情
報］より変更内容を取得する項目（［天井仕上］・［壁仕上］・
［床仕上］）のチェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックしま
す。
４．［一括作成］コマンドをクリックし、作成モード切替を［仕上作
成］ボタンをクリックし、［OK］ボタンをクリックします。マスタで設定した
仕上が⾃動作成されます。
【補⾜】天井仕上を変更された場合は、天井伏図も⾃動作成しなおし
ていただくようお願いいたします。

平⾯図

小屋裏収納部屋を入⼒したい。 ・平⾯詳細図や伏図等を必要とする場合は、［設定］－［物件初
期設定］－［基準高さ情報］で［階数］を増やし、増やした階の
平⾯図で小屋裏収納部屋の部屋領域を入⼒してください。
・平⾯詳細図や伏図等を必要としないのであれば、R階平⾯図で小屋
裏収納部屋の部屋領域を入⼒していただいても構いません。

平⾯図
平⾯図において、部屋線の表示色を変更したい。 ［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］を開き、［ペン一

覧］の「不出⼒・補助点線」で変更できます。
【補⾜】補助線の色も変更されますのでご了承ください。

平⾯図

部屋名称の下に表記される部屋⾯積のフォントの設定
は何処で⾏うのでしょうか。

［設定］－［共通初期設定］－［フォント］を開き、［⽂字分
類］グループで［一般⽂字］を選択し、［フォント名］を設定しま
す。

平⾯図

平⾯図において、部屋名の下に、部屋⾯積を作図した
い。

１．［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［部屋⾯積を
作図する］のチェックボックスをオンにします。
２．［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋⾯積表］で部屋⾯
積の［表記法・部屋］ボックスで単位を設定します。
３．入⼒してある部屋について⾯積を表記したい場合、［属性別選
択］コマンドで「部屋」を選択します。部屋が⾚く選択状態になります。
４．［編集］－［図形復元］コマンドを⾏うと、⾯積が表記されま
す。

平⾯図
平⾯図の［部屋入⼒］－［部屋⾯積表］コマンド
で、部屋⾯積表を作成した場合、⾯積の合計を出さ
ないようにできますか。

部屋⾯積表を配置するときの［部屋⾯積表］ダイアログで、［合計
欄］のチェックボックスをオフにしてください。

平⾯図

部屋の一部にRが付く場合、どのように入⼒したら良い
ですか︖

部屋入⼒コマンドを選択後、［操作モード切替］ボックスの［多角円
形］をクリックします。Rの始まる点でダブルクリックするとRの入⼒に切り
替わります。Rの通過点、終点とクリックし入⼒してください。もしくは、始
点クリック後、キーボードのSHIFTキーを押しながらクリックしてみてくださ
い。そのクリック点が、円弧の通過点となります。

平⾯図
［設定］－［専⽤初期設定］－［塗り潰し］で
［部屋］の［マスタ設定色］を選択した場合は、連
動元はどこになるのでしょうか。

［共通マスタ］－［部屋マスタ］の［塗り潰し］の設定色が連動元
となっております。

平⾯図

部屋名と床⾯積表記の⾏間を広くしたい。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋⾯積表］の［⾏間］で設
定することができます。また作成済の場合は［属性別選択］から部屋
を選択し、［編集］－［図形復元］から設定内容を反映することが
できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
［ツール］－［部屋隙間チェック］コマンドで部屋間
に隙間があると0.01Lや0.01Pと表示されますが、LとP
の違いは︖

Lは頂点と辺の距離、Pは頂点同士の距離を意味します。

平⾯図
天井高さを変更したい。 入⼒してある部屋を［属性変更］で選択し、表示されるダイアログ表

示の［天井高］ボックスで変更することができます。

平⾯図

部屋の中央に部屋を入⼒しようとすると、［領域重
複］ダイアログで「処理できません。」とメッセージが表示
されて入⼒できません。

入⼒しようとしている部屋が他の部屋領域内にあるような、ドーナツ形
状の領域は入⼒できません。ドーナツ形状にならないように部屋を分け
て入⼒し、接続する部屋線上には［柱壁］－［開⼝部］コマンドで
開⼝を入⼒してください。

平⾯図

［部屋属性変更］ダイアログにある［床下通気］
チェックボックスの設定はどこに連動するのでしょうか。

この設定は、温熱環境計算条件で使⽤します。チェックボックスのオン
／オフにより、温熱環境計算条件で⾃動配置される熱的境界が異な
ります。
・オンの場合は、「熱的境界（床）」として計算されます。
・オフの場合は、「熱的境界（土間床等）」として計算されます。また、
この設定ができるのは、［床仕上］チェックボックスがオンで、仕上の床
タイプがが「モルタル（土間コン」以外の場合です。

平⾯図
［部屋入⼒］－［間取変更］を⾏う際に、天井伏
図が⾃動的に開かないように設定できますか︖

間取り変更時に、［天井伏図の⾃動処理を⾏う］をオフにしていただ
くようお願いいたします。

平⾯図
部屋名の字間を設定したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［⽂字・ハッチング］をクリックし、

［部屋⽂字］グループの［字間］ボックスで設定できます。

平⾯図
部屋名の下にFLからの高さを表記したい。 ［確認申請・性能表示］－［高さ・レベル表記］コマンドを選び、部

屋をクリックし表記させていただけます。

平⾯図

部屋名が表示されず四角になっています。 以下の内容をご確認ください。
・画⾯右下のスケールが1/1などになっていないか確認します。（なって
いたら、1/100に変更し、部屋を［属性変更］し［OK］します。）
・［表示］－［表示条件］で［⽂字］のチェックがオンになっているか
確認します。
・［設定］－［物件初期設定］－［⽂字・ハッチング］で［部屋⽂
字］の⽂字高が小さくなっていないか確認します。
・［設定］－［作図範囲］を選択し、図⾯上で右クリックして表示さ
れるメニューの［OK］をクリックします。（作図範囲を⾃動設定しま
す）
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

［一括作成］を実⾏すると、「部屋間に隙間が⾒つか
りました。専⽤コマンドにて確認、修正することをお勧め
します。処理を中止し、専⽤コマンドを実⾏しますか︖」
とメッセージが出ます。

このようなメッセージが出る場合は、入⼒している部屋間に10ｍｍ以
下の隙間があることが考えられます。エラーメッセージの［はい］をクリッ
クすると、［ツール］－［部屋隙間チェック］コマンドが隙間が実⾏さ
れ、隙間部分に印と距離が表示されます。該当する部屋領域を入⼒
し直すなど、修正をおこなってください。また、［いいえ］をクリックすると、
隙間チェックを実⾏しないで一括作成処理が実⾏されます。しかし部屋
間の隙間は解消されておらず、今後他の図⾯にも影響がでるため、注
意が必要です。こちらも該当する部屋領域を入⼒し直すなど、修正を
お願いします。
＜補⾜＞部屋間の修正で、部屋領域を入⼒し直す場合、既に柱や
壁が配置されてあると、編集しにくい場合があります。このような場合
は、［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンド
をクリックし、部屋のレイヤのみ［検索］と［表示］をオンと設定する
と、部屋データのみ編集することができます。

平⾯図

部屋を［属性変更］で選択し、仕上などの内容を変
更しました。この変更した内容を部屋マスタに登録した
い。

［部屋］ダイアログの［登録］ボタンをクリックし、登録する欄を選択し
て［選択］ボタンをクリックすると、登録することができます。また既にマ
スタが存在する欄を選択した場合は上書きとなります。

平⾯図

部屋名称を改⾏できますか。 １．入⼒してある部屋を［属性変更］で選択します。
２．表示された［部屋］ダイアログで、［改⾏］ボタンをクリックしま
す。
３．［部屋名改⾏］ダイアログが表示されます。［部屋名］ボックス
で改⾏したい位置にマウスカーソルを移動し、［改⾏］ボタンをクリック
します。
４．［改⾏位置確認︓］に部屋名が2段に分かれているのを確認
し、［OK］ボタンをクリックします。
５．［部屋属性変更］ダイアログも［OK］ボタンをクリックします。

平⾯図

隣り合う2つの部屋を1つに合成したい。 【Ver4】以降
［部屋入⼒］－［部屋合成］コマンドで合成することができます。
【Ver3】以前
［変形］－［領域合成］コマンドを使って合成することができます。

平⾯図

【Ver6】以降
［部屋入⼒］－［動線］を入⼒してますが、⽞関か
ら入ろうとすると、別の所から中に入る経路となってしま
います。

⽞関に入⼒しているAM部品の⽞関マットが、影響していることが考えら
れます。AM部品の「家具」と「厨房」の分類に登録されている部品は、
動線経路が⾃動的に避ける対象となっています。たとえば、⽞関マット
の部品を別の分類に移⾏するか、［動線］ダイアログの［経路検
索］チェックをオフとし、⾃動ではなく手動で動線を入⼒します。

平⾯図

平⾯図で部屋名を移動しましたが、平⾯詳細図を作
成すると、部屋名の位置が元に戻っています。

平⾯図で部屋名を移動する際に［部屋入⼒］－［部屋名移動］
で⾏っていただくようお願いいたします。［パック化選択切替］をオフにし
て、移動コマンドで部屋名を移動したり、［寸法線］－［⽂字・寸法
⽂字移動］コマンドを使われた場合は、部屋名が元の位置に戻ってし
まいますのでご了承ください。

平⾯図

改築区画と既存部分が分かるような部屋⾯積表を作
成できますか。

以下の手順で⾏えます。
１．［設定］－［物件初期設定］－［増改築］で［改築区画
考慮］をオンにします。
２．平⾯図では［区画］－［改築区画］の入⼒を⾏います。
３．［部屋入⼒］－［部屋⾯積表］コマンドを実⾏しますと［増改
築表示］のチェックがあります。これをオンにして作成していただくと、表
内「工事」欄に「改築」と記載されます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
部屋寸法線が2段で作成されますが、1段目と2段目
の間隔は、どこかで設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］の［寸法線］
グループ［線間隔］で設定していただけます。

平⾯図
［部屋入⼒］－［動線］を入⼒していますが、クリッ
クしたポイントで入⼒ができません。

［経路検索］をオフにして入⼒ができるか、ご確認ください。

平⾯図

モジュールを変更しました。部屋入⼒後に表示される帖
数がモジュールと合いません。

［設定］－［専⽤初期設定］－［部屋］の［畳の大きさ］タブの
［部屋⾯積の帖数を坪の半分で換算する］チェックボックスをオフにし
てから［編集］－［図形復元］をおこなってください。【説明⽤PDF】

平⾯図
［平⾯図 専⽤初期設定」－［モード］で、［部屋
⾯積を作図する］のチェックボックスをONにしたのに、
平⾯図に反映されない。

初期設定を変更しただけでは、既存図⾯には反映されません。［属性
別選択］コマンドで［部屋］を選択し、プルダウンメニューの［編集］
－［図形復元］を実⾏してください。

平⾯図
部品 AM部品入⼒時ダイアログの［詳細］を開き、［サイズ］グループ変

更できます。

平⾯図
平⾯図で部品入⼒していますが、照明器具はないので
しょうか。

天井伏図を開き、［3D部品］－［AM部品（天井）］・［天井］
より配置することができます。

平⾯図

部品を傾斜⾯にあわせて入⼒したい。 部品ダイアログで［傾斜配置］のチェックボックスをオンにすると傾斜に
沿って部品を配置できるようになります。［配置高検索］のチェックもオ
ンにしていただくと、傾斜⾯の高さを検索して配置されるようになります。
＜補⾜＞勾配天井や屋根に部品を配置する場合にもご利⽤いただけ
ます。

平⾯図

洗濯機パンはありますか︖ Archi Master部品であれば、［AM部品］－［AM部品（衛
⽣）］－［衛⽣設備］－［衛⽣設備小物］の中に登録されており
ます。また、ARCHITREND Zの3D部品の場合は、［3D部品］－
［衛⽣］－「雑衛⽣設備」グループの［洗⾯機器］の中に登録され
ております。

平⾯図

壁飾りはありますか︖ 平⾯図で、［AM部品］－［AM部品(エクステリア)］の［その他の
エクステリア］を選択し、［グループ］を「壁飾り」に切り替えていただくと
登録がございます。また、鋳物の壁飾りもVH.NETからダウンロードして
ご利⽤いただけます。

平⾯図

部品入⼒時に向きを回転して配置したい。 部品を選択後、以下の方法で回転することができます。
・マウスのホイールを押すと配置基準点を中心に部品の向きが回転しま
す。
・キーボードの無変換キーを押すことでも同様の回転ができます。
・［操作モード切替］ボックスを［1点方向］に切り替え、部品を配
置後、回転することができます。

平⾯図 窓に手摺をつけたい。 建具コマンド［AM他］－［AM他（手摺）］で入⼒できます。

平⾯図

室内に絵画を飾った内観パースを作成したい。絵画の
画像を部品として壁に配置できますか。

入⼒の一例として、［外部シンボル］－［表札・看板］コマンドを使っ
た方法を説明します。
１．［外部シンボル］－［表札・看板］コマンドをクリックします。
２．［画像］を選択し、［参照］ボタンをクリックして、画像ファイルを
選択します。
３．基準高、配置高を設定します。（基準高は、絵画の下端の位置
があう高さになります）また、幅、高さ、厚みで絵のサイズを設定しま
す。［仕上⾯配置］のチェックをオンにすることで、内壁⾯に沿って配
置できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
【Ver6】以降
部品の平⾯表現を点線にできますか。

部品配置時に［線種指定］のチェックをオンにして、線種を選択してい
ただくことが可能です。

平⾯図
【Ver7】AM部品、3D部品の塗り潰し色をあらかじめ
設定できますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［塗り潰し］で、［3次元部品］
をオン、［2D塗り潰しデータ］をオフにしていただくと、［RGB］から任
意の塗り潰し色を設定できます。

平⾯図
部品が思い通りの位置に配置できません。 部品が壁⾯に引き寄せられて、うまく配置できない場合は、部品の入

⼒ダイアログ内の［簡易配置］チェックボックスをＯＦＦにします。

平⾯図
ＶＨ．ＮＥＴからダウンロードしたメーカー建具が、建
具選択の一覧に表示されない。

表示条件を［クリア］してみてください。

平⾯図
入⼒した壁が、パースモニタに表示されない。 壁に仕上データが配置されていないことが原因です。［一括作成］コ

マンドの［仕上作成］モードを実⾏してください。

平⾯図

平⾯図で建物を［ファイル］－［建物を部品登録］
でAM部品登録した後に、平⾯図の外構部品を一部
削除しました。再度建物を部品登録する際に、以前の
部品を選択して［上書登録］しましたが、その部品を
配置しても以前登録したままの状態でパースが作成さ
れてしまいます。

一度部品登録された建物部品は、ARCHITREND Z内で一時的に
キャッシングされているため、登録済みの部品に上書きし、それをすぐに
入⼒しても上書き結果が反映されません。この場合は、
ARCHITREND Zの再起動が必要となります。

平⾯図

ARCHITREND 21ではプルダウンメニューの［作成］
の中に［⾯格⼦一括配置］コマンドがありましたが、
ARCHITREND Zでは何処にありますか︖

［クイック建具入⼒］コマンドの隣にある［▼］を押していただいた、
［⾯格⼦一括配置］コマンドになります。＜補⾜＞このコマンドでは、
入⼒してある外部建具に、建具形状マスタの⾯格⼦を一括して配置
することができます。ただし、出窓、⾯格⼦付出窓、R窓、コーナー窓、
雨⼾は対象外です。

平⾯図

［設定］－［物件初期設定］－［建具（属
性）］－［取付］の［窓　飾り枠設定］［⼾　飾り
枠設定］グループにある、［AT建具でも使⽤する］
チェックボックスの意味は何ですか。

同じ画⾯の［飾り枠］と［タテ貼タイル］のチェックの状態をAT建具
（建具形状マスタで登録する建具）にも適⽤するときにチェックを入れ
ます。このチェックがはずれているとAT建具の場合は、建具⾃体に設定
された内容が有効になります。

平⾯図

2階平⾯図で階段を入⼒して1階平⾯図に複写した
が、パースモニタで確認すると1階に⽴体が出てこない。
以前は2階から1階に階段を複写できた。

【Ver2】から仕様変更になり、階段を最上階から直下階に複写する
と、複写元と同じ高さで重なって複写されてしまいます。［階段入⼒］
－［階段高一括］コマンドをおこない、［始点高］・［終点高］の
調整をしてください。

平⾯図

平⾯図で［外部シンボル］－［床下換気⼝⾃動配
置］コマンドを実⾏しましたが、床下換気⼝が⾃動作
成されません。

次の条件を満たす外部建具の下部に配置します。
・外部部屋には配置しません。
・建具幅が1/2グリッド以上
・建具下端高が基礎天端以上
・取り付く部屋の床仕上がモルタル（土間コン）以外の部屋
・床仕上がモルタル（土間コン）の部屋の場合には、隣の部屋の外壁
へ配置します。
・ポーチ、犬走りの天端と床下換気⼝の下端の差が50mm 未満の場
合には配置しません。

平⾯図

AT建具を、AM建具に一括で変更できないですか︖ 平⾯図の［クイック建具入⼒］－［建具一括入替］コマンドで変換
していただけます。コマンドをクリック後、変更する建具を選択し、［建具
一括入替］ダイアログで変更後の建具（［新絵柄（AM）］を確認
して設定を変更します。

平⾯図
平⾯図で［内部シンボル］－［手摺］コマンドより内
部手摺を入⼒するときに、線種を設定できますか。

［内部手摺］ダイアログで［詳細］を開き、［その他］ボタンをクリッ
クし、［線種］ボックスで選択できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

平⾯図において、部品を移動したら、部品があった部
分のみ目地が抜けてしまいました。

［一括作成］コマンドをクリックし、［作成モード切替］のところで［図
⾯化］ボタンをクリックし、図⾯化処理を⾏ってください。
【補⾜】［設定］－［基本設定］－［システム1］の［図⾯のリアル
タイム編集］グループで、［する］チェックボックスを選択しておくと、部
品を移動したと同時に⾃動的に図⾯化処理を実⾏したときと同じ効果
が得られます。

平⾯図

平⾯図で、建具を削除したところ、壁の線がきれてしま
いました。これを修正する方法はありますか。

［設定］－［基本設定］－［システム1］に［図⾯のリアルタイム
編集］の設定があります。［する］を選択しますと、建具を削除した場
合、壁の再作成を⾃動で⾏います。
【補⾜】［図⾯のリアルタイム編集］を［しない］にした場合、［一括
作成］で［図⾯化］を⾏っていただくことで壁データが再作成されま
す。

平⾯図
三角形の畳を入⼒したい。 ［内部シンボル］－［大広間］コマンドを選択、操作モード切替を

［多角円形］で入⼒していただけます。

平⾯図

［外部シンボル］－［ベランダ］で入⼒しましたが、手
摺と腰壁が同じ素材になっています。

ベランダですとそのようになります。［外部シンボル］－［バルコニー］
で入⼒していただくと、手摺と壁の仕上げを分けて表現していただけま
す。

平⾯図
［ツール］－［塗り潰し処理］で壁を塗り潰ししたと
きに、腰壁のみ塗り潰しをしないようにしたい。

そのような設定がございませんので、［ツール］－［塗り潰し処理］を
⾏った後で、［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］で腰壁を選択
し、［色タイプ］を「背景色」に変更していただくようお願いします。

平⾯図

［一括作成］で［部材配置条件］の［畳］のチェッ
クをオンにして一括作成を⾏いました。壁と畳に隙間が
空いてしまう。

⾃動配置される畳は［設定］－［物件初期設定］－［壁］の
［壁類の逃げ］の数値分部屋線から逃げて⾃動作成されます。
（［柱/壁サイズから取得］がオンの場合、壁厚の半分の数値が設定
されます）

平⾯図
平⾯図と軸組計算の整合チェックを⾏うと「壁が軸組計
算にありません」というメッセージが多く表示されます。

軸組計算で［設定］－［専⽤初期設定］－［⾃動条件］－
［筋かい］の［平⾯図読込］－［柱略式］オンにして図⾯を作成
された後、整合チェックを⾏うとそのようになります。仕様とのことです。

平⾯図

以前のバージョンでは部屋入⼒をして、袖壁を入⼒をし
た後［一括作成］のメッセージを［いいえ］にすると、
袖壁を残して部屋線上に壁を作成してきましたが、
【Ver.4】になって［いいえ］を選ぶと処理が⾏われなく
なってしまいました。

入⼒した部材は残したまま、部材を追加配置させたい場合は［一括
作成］ダイアログの［部材配置条件］で［追加］を選択していただく
ようお願いします。

平⾯図

［確認申請・性能表示］－［階段有効幅・段数］
コマンドの［勾配］はどのように選択すればよいでしょう
か。

目標等級が2もしくは3等級の場合は、22/21を選びます。他、目標に
よって選んでいただく勾配は、以下のようになります。
・6/7︓性能等級4・5
・22/21︓性能等級2・3
・7/11︓建設省が平成7年に定めた⻑寿社会対応住宅設計指針
（推奨基準）
・23/15︓建築基準法令23条（住宅⽤）

平⾯図

【Ver.4以降】
クイック部品入⼒のときに、［簡易配置］のチェックがオ
ンになっているものとなっていないものがあります。オフのも
のをオンに変更したい。

［簡易配置］のチェックのオン／オフは、グループの代表となる部品の
配置情報をみています。Archi Masterを起動し、部品の一覧から代
表となっている部品を開き、［配置情報］タブに切り替えて、［設置
属性］壁付きオンとしていただくようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図
平⾯図の壁直下率と軸組計算の直下壁率が違うよう
です。

平⾯図の方は建具開⼝を抜かずに計算しています。また、平⾯図では
上下階の壁の位置のみを⽐較していますが、軸組計算では耐⼒壁倍
率も考慮していますので、結果が異なる可能性があります。

平⾯図
部屋を入⼒すると、［部屋入⼒］ダイアログで選択し
ていた次の部屋マスタに⾃動的に切り替わります。同じ
部屋を連続で入⼒したいのですが︖

キーボードのCtrlキーを押しながら部屋を入⼒すると、次の部屋マスタに
は移りません。また［部屋入⼒］ダイアログの［配置後次に進む］
チェックボックスをオフと設定すると、次に移らなくなります。

平⾯図
矩形ではなく、多角形の形をしたバルコニーを入⼒した
い。

［外部シンボル］－［バルコニー］コマンドをクリックし、［操作モード
切替］ボックスを［多角円形］に切り替えると、多角形形状で入⼒す
ることができます。

平⾯図

外壁仕上とバルコニーの手摺壁を同じ仕上にしていま
すが、パースモニタで段差ができます。

外壁仕上を［属性変更］して、［外断熱］の設定がされていない
か、ご確認ください。バルコニーの手摺壁には外断熱の厚みは考慮され
ません。厚みを合わせる方法の1つとして、バルコニーの手摺壁を［属
性変更］して、［仕上］の［下地オフセット］に外断熱の厚みを設
定することで解消されます。

平⾯図

コの字で手摺をいれてありますが、一番高いところの高
さは同じにしてあるのに、パース等で側⾯からみると⾯が
ねじれたようにみえます。

現状、手摺壁が折れ曲がる部分で高さを変更すると、上端の⾯がねじ
れた状態となり、⾒えてしまいます。現状改善できておりませんので、回
避方法として100mm程度離して、折れ曲がる部分に点を追加する
方法か、手摺を分けて入⼒をお願いします。

平⾯図

【Ver4】以降
既存の柱に重ねるように柱を配置した場合、新しい柱
の設定内容に置き換わりますか︖

柱入⼒時ダイアログにある［入⼒時置換え］チェックボックスをオンとし、
重ねて配置しますと、新しい内容の柱に上書きして配置することができ
ます。

平⾯図

【Ver5】以降
階段の踏⾯と蹴込部分の素材を別々に設定したい。

階段の属性ダイアログで［踏⾯・蹴込を別素材にする］チェックをオンと
すると、［踏⾯］と［蹴込］とそれぞれ素材を設定することができま
す。

平⾯図

［部屋入⼒］－［部屋⾯積表］コマンドで部屋⾯
積表を作成しようとすると、「部屋数が300を超えて表
示できないものがあります。合計値のみ表示できます。
⾯積表を作成しますか︖」とメッセージがでます。

1つの部屋⾯積表で表示できる部屋数は300となっております。お手数
ですが、300以下の部屋数になるように部屋を選択し、部屋⾯積表を
分けて作成をお願いします。

平⾯図
真壁の平⾯表現で、壁内の2重線の間隔を変更でき
ますか。

6mm固定です。

平⾯図
S／RC造の関連コマンドは使わないため、［柱壁］コ
マンドでS／RC造に関するコマンドを表示させないよう
な設定があった思うのだが。

［設定］－［共通初期設定］－［モード］を開き、［S/RC機能
を使⽤する］チェックボックスをオフと設定します。

平⾯図

［部屋入⼒］－［動線］コマンドで、動線タイプが6
パターンありますが、これを変更できますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［動線］を開き、［(1)］〜
［(6)］で入⼒する動線のタイプを選択できます。選択する動線のタイ
プが一覧にないとき、フリー1、2、3の項目に入⼒します。実際に使⽤す
るときは、［(1)］〜［(6)］で「フリー1」「フリー2」「フリー3」を選びま
す。

平⾯図
［部屋入⼒］－［動線］を入⼒しましたが、画⾯上
に表示されません。

［塗り潰し表示切替］をオンにしてどうか、ご確認ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（平⾯図）

カテゴリー 質問 回答

平⾯図

［一括作成］ダイアログの中に［床下換気⼝］の
チェックがありますが、このオン／オフをあらかじめ設定し
ておけますか。

（主構造が木・2×4の場合）
［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］－［基礎パッ
キン厚］をオンにしますと、［床下換気⼝］のオフになります。（基礎
パッキン厚がオフの場合は、床下換気⼝はオン）【補⾜】（主構造がS
造、RC造、SRC造の場合）
内部初期値の書き込みが連動します。

平⾯図

［ファイル］－［RIKCAD21/expot連携 エクスポー
ト］コマンド から［外部のみ］でデータを作成して、
RIKCADで読み込んだところ敷地のデータがコンバート
されていませんでした。ATZの配置図には敷地が入⼒さ
れていました。

RIKCAD連携ファイルは、敷地情報は線分としてよみこまれ、⽴体デー
タとしては連携されません。連携後、RIKCAD側で敷地を入⼒していた
だくことになります。

平⾯図

平⾯図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読
込］を実⾏したところ、延焼線にかかっていない建具に
も、防⽕記号が配置されてしまいました。

一度、平⾯詳細図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］
を実⾏し、その建具の一部が延焼線にかかっているかどうかをご確認くだ
さい。平⾯図では、通常［建具枠⾒込み簡易表現］が有効になって
いるため、建具が簡易表現されています。そのため、実際には延焼線に
かかっているのに、かからないないように⾒えることがあります。平⾯詳細
図では建具の取付位置等が正確に描画されますので、シビアな場合に
はこちらで確認していただくとよいです。

平⾯図
［簡易チェック］より、直下率、間くずれ率などを確認
して、［閉じる］をクリックしましたが、画⾯右上に、直
下率等が表示されて消えません。

［簡易チェック］を再度クリックすると、表示が消えます。

平⾯図

平⾯図で、部屋⾯積表を作成しています。⾯積表に
含めたくない部屋がある場合は、どうすればよいです
か︖

部屋⾯積表ダイアログで、［切取］を使うことで不要な部屋を省いて
いただけます。

平⾯図

AM部品を連続配置しています。［配置パターン］タブ
で、［間隔］オプションを選択し、［間隔］0mmで
入⼒しているのですが、終点側の部品だけ少し離れて
配置されてしまいます。

恐れ入りますが、［終点配置］チェックボックスをOFFにして、部品の再
配置をお試しください。

平⾯図
平⾯図で、木柱間の寸法線を作図したい。 ［一括作成］－［図⾯化］で、［部屋寸法作成］のチェックをオ

ン、［木柱間寸法］のチェックをオンにして、作成ができます。

平⾯図

建具の飾り枠の厚さは、どの設定から連動しますか︖ 窓の飾り枠の厚さは、［物件初期設定］－［建具（属性）］－
［建具本体］の建具枠⾒込みの⾦属窓・⼾の数値から、［物件初
期設定］－［建具（共通）］－［描画］のその他の半外掛幅の
数値を引いた値になります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図
はい樋の属性で、竪樋接続を直角にした場合に、直角
部分の高さを高くしたいのですが・・・。

接続する竪樋を、［属性変更］－［下端高］でチェックONに変更
し、高さを上げて入⼒してください。（タイプは、通常以外は接続されま
せんので、注意してください。）

屋根伏図

【Ver.9以降】⽡棒屋根の属性変更ダイアログで、
［ピッチ］、［幅］、［せい］の設定が可能になりまし
たが、属性変更ダイアログに［⽡棒］のボタンが表示さ
れません。選択している屋根仕上の屋根仕上マスタで
は、［タイプ］は⽡棒を設定しています。

選択されている⽡棒屋根仕上のハッチングパターン設定が、「⽡棒」以
外のハッチングパターンが選択されていることが考えられます。⽡棒のハッ
チングパターンを選択してください。

屋根伏図

【Ver9以降】樋を印刷したい。 【Ver9】から、樋の印刷に対応しております。［設定］－［専⽤初期
設定］－［図⾯作成条件］で［樋表示をする］のチェックボックスを
ONにして、［排水シンボル］より樋の入⼒をおこなってください。
＜補⾜＞樋入⼒後、専⽤初期設定を変更された場合は、［図⾯
化］を実⾏していただくようお願い致します。

屋根伏図
【Ver.9以降】屋根伏図に、寸法線を描画できますか。 １．［設定］－［専⽤初期設定］－［図⾯作成条件］で、［寸

法描画］のチェックをオンにします。
２．［図⾯化］コマンドで、屋根伏図全体を囲みます。

屋根伏図

【Ver.8以降】パラペットに、勾配をつけられますか。 １．入⼒したパラペットを、［属性変更］します。
２．［個別］を選択して、［変更］をクリックします。
３．高さ・素材設定の画⾯になります。パラペットのポイントごとに、高さ
設定が⾏えます。

屋根伏図

【Ver.8以降】パラペットをコの字型に入⼒した場合、そ
の小⼝に仕上を作成する/しないの設定は⾏えますか。

パラペットを属性変更し、［仕上］ボタンをクリックします。小⼝仕上の
［始］、［終］のチェックがあり、仕上を作成する/しないが、設定でき
ます。

屋根伏図
屋根の高さを合わせたい。軒高を固定し、勾配を調整
してあわせたい。

屋根の勾配基準線を固定し、棟の高さがあうよう勾配が調整されま
す。

屋根伏図
パラペットの仕上を張り分けをしたい。 ［屋上シンボル］-［パラペット外部素材張替］で辺ごと、もしくは2点

間の素材を変更することができます。

屋根伏図
パースモニタに破風が出てこない。 屋根を選択し、［屋根編集］―［屋根線属性個別変更］コマンド

で屋根線を「けらば」に設定してください。

屋根伏図
屋根勾配が表示されない。 ［図⾯化］コマンドを実⾏することで、屋根勾配が表示されて、入⼒

したデータが図⾯として仕上がります。

屋根伏図

天井⾯積区画表の各数値の丸め設定はどこで設定で
きますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［天井⾯積区画］の［計算］グ
ループで設定できます。各辺の⻑さは［⻑さ］ボックス、各⾯積番号ご
との⾯積は［個別⾯積］ボックス、⾯積表の⾯積合計は［合計⾯
積］ボックス、丸め方法は［丸め方法］ボックスで設定できます。

屋根伏図

屋根の一部を削除したい。（例︓軒先が一部⺟屋下
がりになる場合など）

１．［変形］－［領域マイナス］で、屋根の削除したい部分を囲み
ます。
２．［屋根編集］－［屋根線属性設定］コマンドで、編集した屋
根を囲みます。（軒先、けらば等の属性が再設定されます）
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図

屋根が段違いになっているところの外壁（妻壁）が作
成されません。

以下の方法で作成できるかお試しください。
１．［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドで、段違い
になる下屋をクリックします。
２．外壁と取り合う部分を「妻壁取合い」に設定し［OK］します。
３．［飾りシンボル］－［妻壁⾃動配置］コマンドを選択し、屋根
全体を囲みます。「妻」ボタン（［⺟屋・妻壁入⼒モード］）をクリック
することで妻壁が⾃動配置されたのを確認できます。

屋根伏図

集水器と竪樋が接続する個所（よび樋）の高さを変
更できますか︖

集水器を［属性変更］し、［竪樋⻑さ］で設定できます。集水器か
ら［竪樋⻑さ］で設定した⻑さ分、竪樋を垂直に表現して接続しま
す。大きな⿐かくしを使⽤する場合などは、大きな寸法に設定します。

屋根伏図

屋根を作成した場合、［軒天形状］や［軒先形
状］の初期値はどこの設定が反映していますか。

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標準］
グループで選択している外部標準マスタの設定内容が初期値となりま
す。

屋根伏図

ユニット屋根入⼒ダイアログで、［樋作成］チェックボッ
クスをオフと設定しておきたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［屋根配置条件］を開き、［作
成］グループの［樋］チェックボックスをオフと設定してください。また今
後他の物件でも初期値として設定しておくには、［専⽤マスタ書込］
ボタンより、専⽤マスタに書き込みをお願いします。

屋根伏図

鎖樋を表現したい。 ［排水シンボル］－［集水器1］［集水器2］の属性ダイアログで、
［鎖樋］チェックボックスをオンと設定します。鎖樋の高さや素材を設定
する場合は、［設定］をクリックし、［鎖樋設定］ダイアログで設定し
てください。

屋根伏図
【Ver6】以降
陸屋根⽤の太陽光パネルを入⼒したい。

［屋根シンボル］－［太陽光パネル］を選び、［陸屋根］ボタンをク
リックしてください。配置するパネルの勾配を指定し、入⼒することができ
るようになります。

屋根伏図

かまぼこ屋根を作成しました。かまぼこ屋根全体の軒高
を上げたいのですが、［属性変更］で一括変更できま
せんか。

申し訳ありませんが、［属性変更］で一括変更する事はできません。
別の方法として、一番側端の屋根を先に［属性変更］で軒高を上げ
ていただき、［屋根編集］－［屋根高さ合わせ］を使って、先の屋
根に隣接する屋根の高さを揃えます。この作業を繰り返していただくよう
お願いいたします。

屋根伏図
屋根ダイアログで［外断熱］チェックボックスが設定でき
ません。

［構造］ボックスが「折版」、または［屋根タイプ］グループが［化粧
垂木］［⿐隠／破風無し］の場合は、設定することができません。

屋根伏図
軒樋を入⼒する時の［上端高］ボックスの初期値を
設定しておくには。

［設定］－［専⽤初期設定］－［樋・ドレイン関連］－［軒樋・
曲り］を開き、［上端高］ボックスで設定することができます。

屋根伏図

ガラリで給排気をしたい。［飾りシンボル］－［小屋換
気⼝］コマンドで入⼒するときに小屋裏換気⼝判定が
給・排気指定を必要とする場合は［給気］、［排
気］のどちらを選択すればよいでしょうか。

選択に関係なく、［性能表示］－［小屋裏換気⼝判定表］で、 判
定条件を［小屋裏給排気］にしていただくことで判定対象となります。

屋根伏図

【Ver6】以降
［屋根シンボル］－［太陽光パネル］で、縦・横のサ
イズが変更できなくなったようですが、どのように変更した
らよいですか。

一旦配置して、［属性変更］を開くと、縦・横のサイズ変更ができるよ
うになります。また、［設定］－［専⽤初期設定］－［太陽光パネ
ル］にて［パネル登録］しておく事ができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図

【Ver6】以降
太陽光パネルを追加できますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［太陽光パネル］を開き、［パネ
ル登録］から［太陽光パネル一覧ダイアログ］で追加することができま
す。また登録されているメーカーのパネルを追加する場合は、［太陽光
パネル一覧］ダイアログの［取込］ボタンをクリックし、［太陽光パネル
データ取得］ダイアログで追加します。

屋根伏図
パラペットの［全体高］の値を設定しておきたい。 ［屋根上シンボル］－［パラペット］コマンドをクリックし、ダイアログの

［全体高］ボックスで設定し、［内部初期値書込］ボタンで書き込
んだ内容が初期値となります。

屋根伏図

［小屋裏換気⼝判定表］について、屋根が2箇所あ
る場合、⽚方は「軒裏給気・棟排気」、他方は「軒裏
給排気」で⾏いたい。グループ設定をしていますが、その
グループごとに判定条件を設定できますか。

申し訳ありませんが、グループごとに判定条件を分けることが現状できま
せん。例えば1つ目のグループ以外のデータを削除、［性能表示］－
［小屋裏換気⼝判定表］コマンドを実⾏して、Aグループの判定表を
配置、表を無属性にした後（同一図⾯に2つの表を配置できないた
め）、2つ目のグループのデータを入⼒（天井⾯積区画の作成、軒裏
換気⼝読み込み）し、［性能表示］－［小屋裏換気⼝判定表］
コマンドを実⾏する方法など、お願いいたします。

屋根伏図
破風無しで、⿐隠しだけがある屋根は作成できますか。 現状、属性では対応できません。厚みの薄い屋根を作成して、⿐隠し

は［汎⽤シンボル］－［鉛直⾯］などを使って代⽤する方法ではいか
がでしょうか。

屋根伏図
天窓の入⼒はできますか︖ 屋根伏図の［屋根シンボル］－［トップライト］で入⼒していただけま

す。

屋根伏図

［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］で屋根
線を［鉛直屋根］に変更した後に、屋根の素材を変
更したのですが、鉛直屋根⾯の素材が変更されませ
ん。

［屋根属性変更］ダイアログの［鉛直屋根］ボタンをクリックして、鉛
直屋根⾯の仕上げを変更していただくようお願します。
＜補⾜＞屋根仕上に⽡棒を設定した場合に、その⽴体表現には現
在未対応となっております。ご了承ください。

屋根伏図

【Ver.4以降】⽚流れの屋根を手入⼒したい。 １．［ユニット屋根］－［ユニット（⽚流れ）］コマンドを利⽤しま
す。クリックすると［ユニット（⽚流れ）］ダイアログが表示されます。
２．ダイアログで⽚流れ屋根を作成する条件を設定します。
３．軒線を基準に矩形範囲の1辺となる1点目と2点目をクリックしま
す。（屋根勾配と軒の出、けらばの出は、ここで範囲指定する軒線が
基準になります。）
４．矩形範囲の奥⾏をクリックします。
５．勾配の下りる方向をクリックすると、⽚流れ屋根が作成されます。

屋根伏図
屋根の［属性変更］ダイアログで［屋根タイプ］を化
粧垂木に設定しました。破風の厚みを変更したいで
す。

屋根の［属性変更］ダイアログで、［⿐隠／破風］グループの［破
風］［詳細］ボタンから［破風板段数設定］ダイアログを表示し、
［けらば高］で設定を⾏います。

屋根伏図
［性能表示］－［小屋裏換気⼝判定表］コマンド
で、軒裏換気⼝の開⼝率が0.6となっているのを変更
できますか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［換気関連］の［開⼝率］で変
更することができます。

屋根伏図
北側斜線にかかった屋根を腰折にしたいのですが。 ［屋根編集］－［棟作成］コマンドで腰折れにしたい屋根を選びま

す。屋根の折位置でクリックし、表示される［棟作成］ダイアログで
［勾配］などを調整してただきます。

屋根伏図
［属性］－［目地基準再設定］コマンドで対象とな
る部材は︖

妻壁とパラペットが対象となります。

屋根伏図
【Ver.2以降】［屋根、庇］－［斜線チェック］コマン
ドでチェックする斜線制限は、どこで入⼒したデータを参
照しているのでしょうか。

配置図1⾯で入⼒した敷地の設定内容を参照しています。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図
けらば⽡が⾃動で設定されないようにしたいのですが。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［屋根配置条件］で［けらば⽡

⾃動判断］をオフにしていただくと、⾃動で設定されなくなります。

屋根伏図
パラペットの壁厚と仕上を設定しました。しかしパースモ
ニタなど⽴体を確認すると、設定した壁厚と仕上厚より
厚く表示されます。

パラペットの⽴体表現では、内側方向に防水厚（固定15mm）＋モ
ルタル厚（固定30mm）固定の数値が設定されるため、ダイアログで
設定した数値より45mm厚く表示されるようになります。

屋根伏図
軒樋と軒樋を角でつなぎたい。 ［排水シンボル］－［曲り］コマンドでつなぐことができます。つなぐ軒

樋をそれぞれクリックして選択してください。

屋根伏図

切妻の棟の位置をずらしたい。右側の屋根の軒高・勾
配を固定、左側の屋根も軒高は固定したい場合は、ど
のようにすればよいですか︖

１．［屋根編集］－［棟移動］コマンドを選びます。
２．［棟移動］ダイアログで［移動基準］グループの［勾配基準線
の高さを固定］オプションをオン、［固定する勾配］グループの［右屋
根］チェックをオンにして、棟の位置を決めていただきます。

屋根伏図
五角形のドーマの側⾯を壁にしたい。 ［ドーマ（五角）］ダイアログで ［側⾯を壁にする］のチェックをオン

にしていただくと、側⾯が壁になります。

屋根伏図
屋根を⾃動配置するときの軒の出、けらばの出を設定
しておきたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［屋根配置条件］にて、［軒の
出］で設定できます。

屋根伏図
腕木のついた庇を入⼒したい。 ［屋根、庇］－［庇］コマンドを選択し、庇のタイプを［和風2］を

選択していただくと入⼒することができます。

屋根伏図

入⼒した屋根の軒の出を500mm縮めたい。 １．［変形］－［領域変形オフセット］コマンドを選択し、調整した
い屋根をクリックします。
２．［領域変形オフセット］ダイアログで、［オフセット設定］のチェッ
クをオンにし、［オフセット］500mmと入⼒します。
３．移動する辺をクリックし、移動する方向（今回は、建物側）をク
リックします。

屋根伏図

屋根目地が出てきません。 ［設定］－［専⽤初期設定］－「図⾯作成条件」の［屋根目地
描画］をオンにしていただくと、屋根目地が表示されるようになります。
＜補⾜＞［表示］－［屋根目地表示］コマンドで目地表示の切り
替えをおこなうこともできます。

屋根伏図

パラペットと外壁仕上の⾯を揃えたい。 パラペットの外⾯と躯体の外⾯が合うように、時計まわりで入⼒します。
また、パラペットの［属性変更］で、［外壁仕上］や［下地オフセッ
ト］［外断熱］を確認し、平⾯図での外壁仕上と同じように設定して
いただくようお願いします。

屋根伏図

屋根の軒先を鉛直におろしたい。 １．［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドを選択し、
対象となる屋根を指定します。
２．［屋根線個別]ダイアログの［屋根情報一覧]で鉛直におろした
い屋根線の番号を選択し、［線属性]で鉛直屋根を選び［OK]しま
す。
３．鉛直屋根の下端高は、屋根を［属性変更]で選択し、［鉛直
屋根]の［下端高]で設定していただけます。

屋根伏図

屋根伏図で、［図⾯化］コマンドを実⾏すると、屋根
の勾配の数字と⽮印が表示されます。表示させなくする
ように設定はできるのでしょうか。

［設定］－［専⽤初期設定］－［図⾯作成条件］で［勾配表
示をする］チェックボックスをオフに設定し、［図⾯化］コマンドを実⾏し
てください。

屋根伏図
屋根伏図において、トップライトを配置しました。屋根仕
上の目地がトップライトの中に残っているので、削除した
い。

［図⾯化］コマンドを選択し、屋根を選択していただくと、トップライトの
領域で屋根目地がクリップ削除されてくるようになります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図

破風、⿐隠の素材を変更できますか。 屋根を［属性変更］コマンドで選択し、［⿐隠/破風］グループの
［素材］ボタンから変更できます。
【補⾜】初期設定は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］の
「破風⿐隠（木製）」〜「破風⿐隠（その他）」で材質ごとに設定で
きます。

屋根伏図

パラペットを分割したいので［変形］－［汎⽤分割］
コマンドを使っていますが「分割できませんでした」とのエ
ラーになります。

パラペットが建物の外周をまわっている形状の場合は、1辺のみでは切
断できません。建物全体を横断して切断する必要があります。ご了承く
ださい。

屋根伏図
屋根伏図において、手入⼒したのし⽡が直交する場合
に、取り合いの部分を斜めに処理できますか。

［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドを選択し、のし⽡を含むよ
うに、範囲指定していただければ処理されます。

屋根伏図

垂木のせいを設定しておきたい。 外部標準マスタでの設定が反映されます。
１．［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標
準］を開き、物件で使⽤している外部標準マスタを確認します。
２．［ウィンドウ］－［共通マスタ］をクリックし、外部標準マスタを開
きます。
３．１．で確認したNoの外部標準マスタを選択し、［編集］ボタン
をクリックします。
４．［外部標準マスタ］ダイアログが開きます。［垂木せい］を変更
し、［上書き］ボタンをクリックします。
５．［OK］ボタンをクリックし、［外部標準マスタ選択］ダイアログを
［終了］ボタンをクリックして閉じます。

屋根伏図

［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンド
で屋根を選択し、屋根線の属性を鉛直屋根に設定し
ました。パースモニタで確認すると、鉛直屋根の裏側の
軒天が作成されません。

この部分は⾃動では作成していません。お手数ですが、［汎⽤シンボ
ル］－［水平⾯］や［鉛直⾯］コマンドを利⽤し、代⽤入⼒をお願
いいたします。

屋根伏図
屋根伏図の［屋根、庇］－［庇］コマンドで入⼒し
た和風庇の垂木サイズやピッチを変更できますか。

せい 40mm、幅 40mm（プログラム固定）で描画されます。垂木
はけらばに合うように配置され、垂木の芯間が 180mm に近い値とな
るようなピッチで均等に配置されます。

屋根伏図
屋根伏図の［屋根、庇］－［庇］コマンドで庇を入
⼒しました。庇のダイアログで［和風2］タイプを選択し
ました。腕木の本数を増やしたい。

庇属性ダイアログの［腕木分割数］ボックスで設定できます。

屋根伏図

けらば⽡の色を変更できますか。 屋根を［属性変更］コマンドで選択します。屋根仕上マスタで設定さ
れている［素材］の［詳細参照］を開き、［テクスチャ情報］の
［色（単色素材）］が連動しています。ArchiMasterを起動し、
［素材編集］でこの色を変更していただくことが可能です。

屋根伏図

屋根伏図の［屋根、庇］－［屋根⾃動配置］を実
⾏して表示される［形状設定］の画⾯の一部が表示
されません。画⾯を引き延ばしても改善されません。

デスクトップで右クリックして［プロパティ］－［設定］－［詳細設
定］－［全般］の中の「DPI設定」で［大きなサイズ
（120DPI）］になっていれば、［通常のサイズ（96DPI）］に変
更していただくことで解消される場合があります。

屋根伏図

屋根伏図において、配置した集水器を移動したい。 ［排水シンボル］－［集水器移動］コマンドで移動することができま
す。ただし、軒樋が入⼒されている場合は、軒樋に沿って移動すること
ができます。また軒樋が入⼒されていない場合は、屋根線に沿って移動
することができます。また、軒樋上や屋根線上以外の場所に移動したい
場合は、［移動］－［移動］コマンドで移動することができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図

集水器を入⼒したい。 屋根伏図の［排水シンボル］－［集水器1］、［集水器2］コマン
ドで入⼒することができます。また、入⼒できる場所は、軒樋、屋根線
上に入⼒することができます。
【補⾜】集水器、はい樋を入⼒するときに、他の図⾯の竪樋などの位置
がわからないと入⼒しずらい場合があります。そのような場合には、
［ツール］－［専⽤補助点線］コマンドをクリックし、［専⽤補助点
線］ダイアログで［樋関連］の［作成］ボタンをオンとし、［OK］ボ
タンをクリックすると、軒樋、集水器、竪樋に補助点や補助線を入⼒す
ることができます。位置を確認しながら入⼒する時に便利です。

屋根伏図
屋根伏図で［屋根、庇］－［屋根］コマンドをクリッ
クし、屋根の入⼒を⾏います。入⼒すると、重なる部分
の屋根が削除されてしまう。

入⼒時の［屋根］ダイアログ内の［他の屋根と取り合う］チェックボッ
クスをオフにして入⼒を⾏ってください。

屋根伏図

屋根の領域を外壁仕上のライン上まで入⼒している場
合にでも、外壁仕上が屋根まで伸びてきません。

屋根線属性で［妻壁取り合い］になっている場合は屋根の方が135
ミリ外壁仕上げより出ている場合に外壁仕上げが屋根まで伸びてきま
す。また、軒先部分で屋根線の属性が［軒先］になっている場合に
は、屋根の属性で軒先形状を［鉛直］に設定することで屋根の領域
と外壁仕上げのラインが同じ位置でも正しく処理されます。

屋根伏図
屋根伏図で［排水シンボル］－［樋⾃動配置］コマ
ンドで軒樋を⾃動配置しています。配置される軒先から
の距離（樋の出）は、設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［屋根］の［樋の出］ボックスで
設定できます。

屋根伏図

屋根伏図の化粧⺟屋の入⼒で、化粧⺟屋の位置を
屋根に対してもう少し下がった位置に取り付けたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［化粧⺟屋］を開き、［屋根食
い込み厚］ボックスに現在設定されている値より下げたい分だけ大きい
値に設定し、［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで化粧⺟屋
を処理することで取り付け位置が下がります。

屋根伏図

屋根伏図で屋根の勾配を変更したのですが、配置済
みの太陽光パネルはどのように修正すればよいですか。

パネル同士が重なり合ったり、隙間ができたりしてしまいますので、お手
数ですが、再配置をお願いいたします。
＜補⾜＞［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで屋根の高さ
に合わせることは可能です。

屋根伏図
屋根伏図で［屋根、庇］－［屋根⾃動配置］コマ
ンドをクリックしました。［形状設定］ダイアログでモニタ
が表示されますが、この背景の色を変更できますか。

［設定］－［共通初期設定］－［パースモニタ］－［背景（姿
図・3D部品）］で設定できます。

屋根伏図

屋根を［属性変更］コマンドで選択し、表示されるダ
イアログの［屋根タイプ］グループで［化粧垂木］を
設定しています。隣合わせにある屋根の垂木の端が
合っていないので、合わせたい。

汎⽤ツールバー［ハッチング］－［ハッチング基準点変更］コマンドで
それぞれの屋根を選択し、ハッチングの基準点の位置を同じ位置に変
更してください。変更後、パースモニタは［パースモニタデータ再作成］
コマンドで再作成をお願いします。

屋根伏図

［屋根、庇］－［庇］コマンドで、和風タイプの庇を
入⼒しました。庇ダイアログの［破風］チェックボックスを
オンにしたとき、この素材を設定できますか。

［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「造作材」の素材が連
動しています。設定を変更後、パースモニタを再作成してください。
【補⾜】化粧垂木、桁（丸桁）も「造作材」の素材が連動していま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

屋根伏図

⽚流れ屋根を一部折り返したい。 １．屋根伏図の［屋根編集］－［棟作成］コマンドを選択し、⽚
流れの屋根をクリックします。
２．ラバーバンドで⽮印が表示されますので、分割する位置（棟の位
置）をクリックします。
３．［棟作成］ダイアログが表示されます。基準点を切り替える3つの
ボタンがありますので、ラバーバンドで表示される左右によって切り替えま
す。例えば、左の屋根を折り返す場合は、左のボタンをクリックします。
［勾配］グループの［左側］オプションに「-４．0」などと、マイナスを
つけて［OK］ボタンをクリックします。
【補⾜】［棟作成］ダイアログにおいて、マウスで指定した棟の位置を
数値で調整したい場合は、［折位置］グループの［左端〜折］［折
〜右端］オプションをクリックすると、折位置から屋根の端までの距離を
指定できます。また、ダイアログの［モニタ］下の［スライダ（折位
置）］（横）で調整することもできます。

屋根伏図

屋根伏図で、屋根の線の一部が補助線になっています
が、なぜこのようになるのですか。

屋根線の属性が関係しています。［屋根編集］－［屋根線属性個
別変更］コマンドで入⼒してある屋根を選択し、補助線になっている屋
根線の属性が［その他］になっている場合、補助線で表示されます。

屋根伏図

配置した太陽光パネルを移動すると、屋根の上にのら
なくなりますが、修正できますか。

屋根伏図を開き、［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで、太
陽光パネルをクリックしていただければ、屋根のレベルに合ってきます。※
ただし、太陽光パネルの勾配と屋根の勾配が食い違っている場合は、
高さがうまく取得できないため、太陽光パネルの再配置が必要になりま
すので、ご注意願います。

屋根伏図
ヤギリは入⼒できますか。 屋根伏図の［飾りシンボル］－［小屋換気⼝（ヤギリ）］コマンドで

入⼒できます。

天井伏図

照明器具を⾃動配置しない設定はできますか。 天井伏図の［設定］－［専⽤初期設定］－［⾃動条件］を開
き、［内部照明器具対象］チェックをオフにしてください。また、平⾯図
にも設定があります。［一括作成］コマンドを開き、部材配置条件のと
ころに［内部照明器具］のチェックがあります。これをオフにして、ダイア
ログ右上の［内部初期値書込］を⾏ってください。

天井伏図

内部天井仕上のレベルが違う場合、その段差を埋める
ために［内部天井仕上］－［内部鉛直天井仕上］
コマンドで入⼒します。その入⼒方向に決まりはあるの
でしょうか。

入⼒方向に決まりはありません。⾃動的に内部天井仕上の高さから仕
上の可視方向（表⾯）が設定されます。

天井伏図 天井点検⼝のコマンドはありますか。 ［天井シンボル］－ ［天井点検⼝］で入⼒できます。

天井伏図

内部天井のある部分だけ高さを変えたい。 ［天井編集］－［天井仕上分割］コマンドを選択し、天井仕上を
選択するとダイアログが表示されます。ここで［天井仕上（左側）］と
［天井仕上（右側）］の高さを設定し、分割する位置を指定するこ
とで、天井が分割され、鉛直の部分も正しく表現されます。また、［ユ
ニット天井］－［段差天井］コマンドからも⾏えます。

天井伏図
［天井編集］－［棟作成］コマンドで天井に勾配を
設定しましたが、その棟の位置を移動できますか。

［天井編集］－［棟移動］コマンドを利⽤します。

天井伏図
内部天井仕上の勾配方向が逆にため、方向を変更し
たい。

［天井編集］－［勾配基準線変更］コマンド を利⽤します。勾配
の下方向は勾配基準線の1点目から2点目方向に対して、右側が勾
配の下方向となります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（屋根伏図／天井伏図）

カテゴリー 質問 回答

天井伏図
天井部品を配置しても、天井がくり貫かれません。照明
が天井に埋まったように表現されてしまいます。

［3D部品］－［AM部品（天井）］の中で、名称に「天井クリップ」
とついているものを配置していただいたときに、天井⽴体がくり貫かれるよ
うになります。

天井伏図

天井伏図において、屋根伏図で入⼒したトップライトの
位置がずれて作成される。

屋根伏図でのトップライトの開⼝タイプが影響します。屋根伏図でトップ
ライトを［属性変更］コマンドで選択し、［開⼝タイプ］ボックスで
［鉛直］を選択し、天井伏図を⾃動⽴上していただければ（屋根勾
配に合わせてトップライトが作成されるため若⼲のずれは⽣じますが）ほ
ぼ同位置に作成されます。

天井伏図

内部天井仕上のある部分だけ廻縁を表現したくない場
合はどのように処理するのでしょうか。

天井伏図の［天井編集］－［廻縁個別指定］コマンドで入⼒して
ある天井仕上を選択していただくと、各辺の廻縁の有無を設定すること
ができます。
１．［天井編集］－［廻縁個別指定］コマンドをクリックします。
２．処理する天井仕上を選択します。
３．［廻縁個別設定］ダイアログの［廻縁情報一覧］ボックスで設
定する廻縁をクリックします。選択した箇所の廻縁は図⾯上に⽮印が
表示されます。
４．［作成条件］ボックスの［×］をクリックします。
５．設定を終えたら、［OK］ボタンをクリックします。

天井伏図

天井伏図に仕上の仕様を作図できますか。 １．［天井仕上表］コマンドをクリックし、天井仕上表を作成します。
２．［図⾯化］コマンドをクリックし、天井伏図を範囲で囲みます。
３．囲んだ範囲の天井仕上に、仕上表の番号が表示されます。

天井伏図

平⾯図で［飾りシンボル］－［梁］コマンドで梁を入
⼒しました。梁の下端が天井より低い場合に天井伏図
に描画できますか。

天井伏図の［設定］－［専⽤初期設定］－［⾃動条件］で［梁
登録］ボックスを「簡易躯体読込」に設定していただくと描画できます
（2Ｆ平⾯図に入⼒した梁は、1Ｆ天井伏図で描画されます）。

天井伏図
折上天井を表現したい。 天井伏図で、［ユニット天井］－［折上天井1］（勾配なし）、

［折上天井2］（勾配あり）コマンドで作成することができます。

天井伏図
天井伏図で鉛直天井を入⼒しました。その両側に、廻
縁を設定したい。

鉛直天井を［属性変更］コマンドで選択し、［廻縁指定］グループ
の［始点］と［終点］のチェックボックスをオンにします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

平⾯図入⼒後、初めて配置図を開くと建物区画が⾃
動で作成されます。その後に敷地を入⼒しました。隣地
境界線に後退距離が設定されますが、実際の距離より
短い。

例えば、後退距離が3056.8だとすると、100mm切り捨ての3000に
しています。

配置図
道路（領域）で入⼒した道路の隅取は、⾏えます
か︖

一例ですが、［変形］－［領域隅取］で、隅取を⾏うことができま
す。

配置図
配置図の道路（領域）⾃動配置で、敷地からの余
⻑は設定できますか︖

⾃動計算のため、余⻑の設定はできません。

配置図
配置図でSIMAデータを読み込む場合、高さの情報
（Z座標）も読み込まれますか︖

高さの情報（Z座標）は、読み込まれません。

配置図

【ver9以上】敷地の属性の斜線タイプ一覧で、隣地高
低差と隣地高低差2が設定出来る様になりましたが、
隣地高低差と隣地高低差2はどの位置の高さです
か︖

属性変更時に表示される⽮印の向きを正⾯にして、敷地辺の左端の
高さが隣地高低差、右端の高さが隣地高低差2になります。

配置図

下屋のある建物です。配置図で、［建物区画］－
［延焼線⾃動配置］コマンドを⾏うと、2階に建物の
ない下屋部分まで、「延焼の恐れのある領域」が作成
されますが、作成されないようにしたい。

⾃動作成では未対応です。ATZでは、配置図で入⼒されている建物
区画を参照して「延焼の恐れのある領域」を作成します。建物区画の
最外周線から延焼の恐れのある領域に、ハッチングを作成します。1、2
階を分けて描画する場合は、［変形］－［領域マイナス］コマンド等
で、汎⽤修正をお願い致します。

配置図
 配置図で、敷地境界線の⽂字だけを移動したい。 ［寸法線］－［⽂字・寸法⽂字移動］から、移動したい敷地境界

線の⽂字を選択して、移動が⾏えます。

配置図

配置図で［建物区画］－［延焼線⾃動配置］を
実⾏した後、平⾯図で［確認申請・性能表示］－
［延焼線読込］を⾏うと「配置図に延焼線がありませ
ん」と表示され、防⽕記号の配置ができません。

配置図における敷地の形状で、間⼝が6m以下（1階延焼線の適⽤
距離3mの2倍の値）になっている場合などで、敷地全体が延焼のおそ
れのある部分となる場合は、延焼ラインは描画されません。 このような
場合に、平⾯図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］を⾏
うと、このような状況になります。 例えば、配置図で［建物区画］－
［延焼線］で建物の真ん中あたりに小さく「延焼線」のデータを手入⼒
しておくことで、平⾯図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読
込］の処理を⾏うことができます。その後、⾃動作成された平⾯図の延
焼線と配置図で入⼒したダミーの延焼線は、削除してください。

配置図
敷地のある辺が、建物と平⾏になるように敷地を回転
させたい。

［専⽤編集］－［敷地回転］で、基準となる建物の辺をクリックし
て、平⾏にしたい敷地の辺をクリックします。回転の中心となる敷地の頂
点をクリックすれば、敷地が回転します。

配置図

敷地を建物に合わせて移動したいです。 １．［建物区画］－［建物区画（⾃動）］コマンドで建物区画を
配置します。
２．建物区画が敷地に含まれていない場合は、敷地内に建物が含ま
れるように敷地を、［移動］－［移動］コマンドで移動します。
３．［専⽤編集］－［敷地移動］で、建物区画をクリックします。
４．［建物区画位置表示］ダイアログが表示されますので、［OK］
をクリックします。
５．敷地〜建物区画までの各距離が表示されますので、変更する距
離をマウスでクリックします。
６．［建物区画位置設定］ダイアログが表示されますので、［敷地
までの距離］を変更し［OK］します。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

敷地を座標入⼒したいのですが、うまく入⼒できませ
ん。注意点はありますか。

以下の注意点をご確認ください。
・座標の点数が合っているか。
お手元の測量図の座標で同じ座標がある場合（例︓1点目と最終点
の座標値が同じ場合など）点数を1つ減らして入⼒してください。
・大きな座標値をそのまま入⼒されていないか。
座標値が大きい場合、入⼒可能範囲を超えてしまう場合があります。
X,Y座標それぞれで、共通な数値の桁は省略可能です。（例︓2つの
X座標-13５．123、-13７．567があった場合、「13」を省略して、
それぞれ-５．123、-７．567と入⼒できます。マイナスは省略できま
せんので、数値のみ省略して入⼒します）
・単位がmのところをmmの単位で入⼒されていないか。
お手元の測量図の単位とCAD上の単位が合っているか、ご確認くださ
い。CAD上の設定は［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マー
ク設定］で敷地座標の単位で確認、変更できます。
・敷地座標の入⼒順を間違えていないか。
時計まわり、または反時計まわりで、座標が連続するように入⼒をお願
いいたします。座標がつながっていないときは、「敷地がねじれています。
これ以上の処理はできません。」という警告メッセージが表示されます。

配置図

［敷地座標入⼒］コマンドで敷地の入⼒を⾏おうと
思ったのですが「敷地がねじれています。これ以上の処
理はできません。」というメッセージが出てきて、敷地が入
⼒できません。

メッセージが出てくる場合には、以下の原因が考えられます。
・入⼒しようとしている座標点数が間違っている場合。
敷地の頂点数と座標入⼒の点数は同じかどうかご確認ください。同じ
座標が2つある場合は、入⼒が確定できませんのでご注意願います。
・座標の入⼒順と方向が同じになっていない場合。
座標の入方向が時計廻りもしくは反時計廻りになっていないと入⼒が
確定できません。方向が途中でねじれていないかを一度ご確認願いま
す。

配置図
敷地境界線の［河川幅］は、延焼線の領域には考
慮されないのでしょうか︖

河川幅は考慮されません。考慮されるのは道路幅員だけになります。

配置図

［専⽤編集］－［敷地移動］で［敷地までの距
離］750と指定しているのに、離れが749.99となって
しまいます。

［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［単位］の
［丸め］で［丸め方法］切り捨ての場合、プログラム上で端数の誤
差の調整が出来ない場合があります。
申し訳ありませんが、四捨五入か切り上げにしていただくか、建物区画
までの距離の寸法数値を修正していただくかお願い致します。

配置図

コンクリートブロックを入⼒したい。 以下のような方法で入⼒していただけます。
・［配置シンボル］－［塀］で入⼒し、［外壁仕上］の質感に
ArchiMaster素材の「その他」－「セメント版」－「コンクリート2」などを
設定していただく。
・［配置シンボル］－［ガラスブロック］で入⼒し、［素材］［ガラ
ス］にコンクリート素材を設定していただく。

配置図
【Ver7以降】敷地の線種を点線などに変更できます
か。

［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定
１］の［線種］で設定を⾏えます。

配置図
【Ver7以降】建物と一緒に、平⾯図に入⼒した通り芯
を読み込めますか。

［建物区画］－［建物区画（⾃動）］コマンドで［通り芯も取り
込む］をオンにしていただくことで可能です。

配置図
［建物区画］－［建物区画（⾃動）］で作成をす
ると申請建物という⽂字もはいってきますが、出さないよ
うに設定できませんか︖

申請建物の⽂字は必ず作成してきます。プログラム固定です。
お手数ですが作成後に⽂字だけ削除していただくようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図
［植栽］－［芝⽣］コマンドで芝⽣を入⼒しました
が、パースモニタに⽴体表示されません。

芝⽣入⼒後に敷地を削除されている場合は、芝⽣は⽴体表示されま
せん。芝⽣を含むように敷地を再入⼒してください。

配置図

真北方向の角度を振って方位マークを配置していま
す。［建物区画］－［斜線距離寸法作成］コマンド
で指定した位置から敷地境界線に対しての寸法を取り
ますが、方位マークの角度を考慮してくれません。

対象となる敷地辺の敷地境界線の属性内容が、北側斜線や高度地
区の設定で設定されていないことが考えられます。［敷地］－［敷地
境界線設定］コマンド（または敷地の［属性変更］）で選択し、対
象となる敷地辺の境界線属性の設定内容を確認してください。

配置図
敷地の境界線の⻑さの⽂字の大きさを設定したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］の［寸法線］

グループの［⽂字高］で設定します。

配置図

配置図で［植栽］－［樹木］コマンドから配置する
樹木の塗り潰し色を設定しておくには︖

１．［処理選択］ダイアログを開き、［マスタ］タブ－［樹木マス
タ］ボタンをクリックし、［樹木平⾯表現マスタ］を開きます。
２．［マスタから選択］コマンドをクリックし、変更したい樹木表現を選
択してください。
３．［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］コマンドで樹木を選択
し色を設定、保存をおこないます。

配置図

［配置シンボル］－［塀］のコマンドで、塀が敷地の
周りにしか入⼒できません。任意の位置に入⼒できます
か。

［個別］を押していただくと、任意の位置に多角入⼒もできるように
なっています。

配置図
【Ver6以降】シミュレート⽤に配置した簡易建物をパー
スモニタに出したくないのですが。

［設定］－［専⽤初期設定］－［パースモニタ］－［作成条件］
の［作成項目］ボックスにある「簡易建物」を「作成しない」設定にし、
パースモニタを作成してください。

配置図 【Ver6以降】芝⽣を入⼒したい。 敷地を入⼒後、［植栽］－［芝⽣］コマンドで入⼒できます。

配置図

［アプローチ(3点)］コマンドで入⼒したアプローチのあ
る辺を10ミリ幅で分割しようとしていますが、「分割でき
ませんでした。」という表示が出て分割に失敗します。別
のアプローチは同じ値でも分割ができます。

アプローチ⾯積が10cm2以下になるような領域分割はできない仕様の
ようです。一旦幅を広げて分割してから幅を狭めていただく方法を提案
しました。

配置図

敷地の座標入⼒ですが、Excelからの読み込みはでき
ますか。

コマンドとしては未対応ですが、以下の手順で⾏えます。
１．Excel側で2⾏でX座標、Y座標の各数字を入⼒し、［編集］
－［コピー］します。
２．ATZで［敷地］－［敷地座標入⼒］コマンドで、敷地座標の
基準点をクリックします。
３．敷地座標入⼒のダイアログが表示されますので、CTRL＋Vで座
標値を貼り付けできます。

配置図

【Ver4以降】敷地の後退距離が、⾃動入⼒されるとき
と、そうでないときがあります。

敷地入⼒する前に、［建物区画］－［建物区画（⾃動）］をして
から敷地を入⼒すると、後退距離が⾃動入⼒されます。後退距離を再
設定する場合は、敷地属性の［斜線タイプ一覧］から手入⼒をお願
いいたします。

配置図

【Ver4以降】［建物区画］－［⽴⾯図⽤斜線位置
指定］コマンドで、⽴⾯図で作図する斜線位置を指
定しました。指定した位置から敷地境界線までの距離
を作図することはできますか。

［建物区画］－［斜線距離寸法作成］コマンドで入⼒します。対
象となる位置の建物の端をクリックし、対象となる敷地の辺をクリックし、
作成します。

配置図
【Ver2】以降［ツール］－［他図⾯情報読込み］
－［配置図読込み］コマンドで、⾃動⾞軌跡が読み
込まれません。

大変申し訳ございませんが、⾃動⾞軌跡は対象外となっております。配
置図をバック図⾯表示し、［ファイル］－［バックデータ取り込み］コマ
ンドから個別で取り込みをお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

［専⽤編集］－［敷地移動］コマンドで敷地を移動
すると、境界線から建物区画までの寸法が消えてしまい
ます。

表示される［建物区画位置設定］ダイアログで［建物区画位置寸
法描画］チェックをオンで［OK］をクリックすると、寸法線は削除され
ず残ります。

配置図

敷地境界線の端に表示されている○の大きさを大きく
したい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定
1］－［図］グループの［測点マーク直径］で設定します。入⼒済み
の敷地には、［属性変更］で選択し、［OK］をクリックすることで設
定が反映できます。

配置図 敷地の隣地境界線等の⽂字だけを移動できますか。 ［寸法線］－［⽂字・寸法⽂字移動］で移動が⾏えます。

配置図
【Ver5以降】［表］－［トータル⾯積表］を作成す
ると、増築⾯積、改築⾯積、既存⾯積に分かれて表
示されます。新築物件なのでなくしたいのですが。

［設定］－［物件初期設定］－［増改築］－［区画考慮］で
［増築区画考慮］、［改築区画考慮］のチェックいづれかがオンの場
合は表示されますので、オフにして作表してください。

配置図

【Ver4以降】みなし道路に関するコマンドが［専⽤編
集］－［みなし道路境界線設定］、［敷地］－
［敷地境界線設定］の2つありますが、この違いはあ
るのでしょうか︖

［専⽤編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドを実⾏します
と、道路の幅員が4m以下のときに、道路境界線に対して敷地をセット
バックして、⾃動で敷地を分割することができます。［敷地］－［敷地
境界線設定］コマンドで「みなし境界線」の設定を個別に⾏うケースと
なると、既に敷地を分割するなどしてセットバックした領域に対してになる
かと思います。

配置図

【Ver2以降】［配置シンボル］－［⾃動⾞軌跡］に
ある［直進移動距離］とは何ですか。

駐⾞位置から⾃動⾞軌跡を開始する位置までの距離を設定します。
駐⾞位置から、道路へ出るまでの距離が離れている場合は、この距離
を調整します。

配置図
【Ver2以降】⾞両搬入のシミュレートがしたいので、そう
いった機能はありますか。

配置図の［配置シンボル］－［⾃動⾞軌跡］で入⼒できます。

配置図
平⾯図で入⼒した⽞関ポーチも申請建物区画として
取り込みたい。

［建物区画］－［建物区画（⾃動）］コマンドで［ポーチ・犬走り
も取り込む］のチェックをオンにしてください。

配置図

平屋でも延焼線が3m、5mライン両方とも作成されて
しまいます。

【Ver.5以降】［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］
をみて、平屋の場合は、5mラインは作成されないようになりました。平
屋の場合は、［地上1階］で設定をお願いいたします。
【Ver.4以前】両方作成されます。5mラインを削除して、陰線された
ハッチング領域を［建物区画］－［延焼の恐れのある領域ハッチン
グ］で再作成していただくようお願いします。

配置図

1/200で作成した配置図を1/100で図⾯印刷に配
置すると⽂字が大きくなってしまうので、配置図を
1/100に変更したい。

画⾯右下の［スケール］で縮尺を1/100に変更して［編集］－
［図形復元］を⾏っていただくきます。汎⽤入⼒した⽂字や寸法につ
いては［⽂字］－［⽂字属性変更］、［寸法線］－［寸法線属
性変更］で［⽂字高］を変更していただくようお願いします。

配置図
【Ver.4以降】　敷地の高さを表記するコマンドはありま
すか。

［配置シンボル］－［高さ表記］コマンドで入⼒できます。

配置図

【Ver.4以降】ベンチマーク（BM）を入⼒したい。 ［配置シンボル］－ ［高さ表記］コマンドで入⼒できます。ダイアログ
で、表記する高さの基準を［BM］にして配置する位置をクリックしてく
ださい。

配置図
［表］－［計画概要表］コマンドで、計画概要表を
作成しようとしています。しかし、各階の床⾯積や容積
率などが0です。どうすれば数値が入りますか。

建築⾯積求積図と床⾯積求積図が作成されていないことが考えられま
す。建築⾯積求積図と床⾯積求積図を作成してください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図
【Ver.4以降】［配置シンボル］－［高さ表記］の
BMの高さ設定は、どこで⾏えますか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定
2］をクリックし、［高さ表記］グループの［基準BM］ボックスで設定
することができます。

配置図

［建物区画］－［建物区画（⾃動）］をおこなう
際、ダイアログ内の［延焼線⾃動配置］が常にオンに
なります。どこかに設定があるのでしょうか︖

［建物区画］－［建物区画（⾃動）］にて、［延焼線⾃動配
置］が常にオンになるのは、［設定］－［物件初期設定］－［性
能・地域条件］－［建築物事項］の［防⽕区域］が「指定なし」
以外になっている場合です。（つまり、「防⽕地域」および「準防⽕地
域」のときに常にオンになります。）

配置図

［配置シンボル］－［飛び⽯連続配置］で、多角円
形入⼒で始点と終点を決めても、飛び⽯が指定範囲
いっぱいまで配置されません。

飛び⽯連続配置では、一度に配置できる個数が100個になっていま
す。また、飛び⽯同士が重複する場合は、重複がないように削除して
配置します。

配置図
方位マークの真北を磁北よりも右側に振りたい場合の
角度設定は︖

［方位マーク］ダイアログの［真北角度］ボックスでマイナスの角度を
入⼒してください。

配置図

方位マークを道路を基準にして角度を設定して入⼒し
たい。

１．［敷地］－［方位マーク］コマンドを選択し、［基準指定］の
チェックをオンにします。
２．基準とする道路の線分を指定します。するとその角度が基準0°と
なりますので、さらに角度を入⼒し、方位マークを配置します。

配置図 座標で敷地をいれたい。 ［敷地］－［敷地座標入⼒］で入⼒していただけます。

配置図

配置図で敷地を座標入⼒しました。座標入⼒した値を
保存しておけないか。（入⼒ミスしたときに、最初から入
⼒しなおすのが手間なため）

ARCHITREND Z上では保存できないですが、Excelを介して⾏うこと
が可能です。座標値をExcelに入⼒します。（X、Y座標それぞれを１
列ずつ）入⼒したX座標を範囲選択し、Ctrl＋Cでコピー、これを
ARCHITREND Zの敷地座標入⼒ダイアログで、Ctrl＋Vで貼り付け
ます。同様にY座標もコピー＆ペーストしてください。

配置図
【Ver.4以降】途中から水平になるスロープを入れたい。 ［配置シンボル］－［スロープ］を入⼒するときに、高さが変わるとこ

ろでクリックしてポイントを取ります。入⼒したスロープを［属性変更］
し、［高さ］のところを設定します。

配置図

【Ver.4以降】敷地に接する道路がみなし道路や計画
道路である場合、セットバック設定を⾏いたい。

１．道路に接する敷地境界線の属性は道路斜線で設定し、道路幅
を設定しておきます。
２．［専⽤編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドをクリック
し、対象となる道路境界線を指定します。
３．［みなし道路境界線設定］ダイアログでは、［みなし道路幅］、
［みなし道路境界線の基準］を選択し、［OK] をクリックします。

配置図
【Ver.4以降】傾斜敷地の平均地盤⾯の算定は⾏えま
すか︖

敷地と建物区画とが入⼒されていれば、［表］－［地盤⾯算定
表］コマンドで求めていただけます。

配置図
【Ver.4以降】［建物区画］－［建物区画(⾃動)］
をすると、建物区画が躯体⾯で作成されます。部屋芯
で作成できますか。

［建物区画⾃動配置］ダイアログで［基準］を部屋にしていただく
と、部屋線で作成されるようになります。また、変更した内容は、ダイアロ
グ右上の［内部初期値書込］で残しておくことができます。

配置図

【Ver.4以降】［表］－［三斜法敷地⾯積表］コマ
ンドをクリックすると、［敷地⾯積表］ダイアログがすぐ
表示されてきます。以前のバージョンでは三斜区画を選
択してからダイアログが表示されていたと思うのですが。

Ver.4では、敷地を複数入⼒していない場合は、現在入⼒されている
敷地を対象とし、敷地⾯積表を作成する動きとなりました。敷地が複
数ある場合は、以前のバージョンのように、入⼒してある三斜区画を選
択してから作成する手順となります。

配置図 衛⽣設備図に入れた記号を取り込みたい。 ［ツール］－［衛⽣設備読込］で取り込みしていただけます。

配置図
【Ver.4以降】［トータル⾯積表］ダイアログに［物件
情報の⾯積に反映する］が表示されません。

［トータル⾯積表］ダイアログに［物件情報の⾯積に反映する］が表
示されるのは、配置図1⾯のみになります。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

北側斜線の⽴上高を7.5mに設定したい。 敷地の［属性変更］で［敷地境界線属性］を「高度地区2」に設
定し、［斜線タイプ一覧］で勾配と⽴上を設定していただくようお願い
します。

配置図

北側に⾯する高度地区斜線に対してだけ、［⽴⾯図
⽤斜線位置指定］の設定ができて、それ以外の高度
地区には指定ができないのはどうしてですか︖「その方
向には登録できません」と表示されます。

基準法56条に、北側斜線には条例によって高度地区が指定できる旨
の記述があります。他の隣地斜線に関しては高度地区指定の記述は
ないので、プログラムでは北側に⾯するときだけ設定ができるように制限
をしています。

配置図
床⾯積求積図で［床⾯積⾃動配置］を⾏うと、平
⾯図で入⼒した通り芯の符号は読み込まれるのです
が、通り芯の線分が読み込まれません。

プログラムの仕様となっております。［属性別選択］で通り芯を選択
し、［編集］－［図形復元］を⾏っていただくようお願いします。

配置図
⽡をのせた塀を入⼒したい。 ［配置シンボル］－［塀］で［笠木］のチェックボックスをオンにし、

［詳細設定］より［形状］を選んで、［素材］に⽡のものを設定し
てどうか、ご確認ください。

配置図
傾斜敷地を入⼒したのですが、一番高い部分の高さを
500ミリで設定したのに、パースモニタの［計測・情
報］コマンドで計ると550ミリになっています。

敷地データには⽴体的に固定で50ミリの厚みが最初から設定されてい
ます。傾斜敷地も同様で、500ミリと高さ設定しても、傾斜敷地本体に
は50ミリがプラスされてしまいます。

配置図
敷地の境界線の⻑さや属性を出したくない。 入⼒してある敷地を［属性変更］で選択し、［距離表示］や［境

界表示］のチェックボックスをオフにしてください。

配置図
【Ver.3以降】［配置シンボル］－［⾃動⾞軌跡］コ
マンド で作成できる⾃動⾞軌跡シンボルの根拠はなん
ですか︖

社団法人 ⾃動⾞技術会　⾃動⾞規格 ［JASO Z 006－92］
『セミトレーラ及びフルトレーラの直角旋回軌跡図の様式』の⽂献に準
拠しております。

配置図

［建物区画］－［建物区画位置寸法作成］コマン
ドで表示される寸法値の小数点以下桁数を設定した
い。

［設定］－［物件初期設定］－［単位］－［寸法表記］の小
数点以下桁数で設定することができます。

配置図

前⾯道路の幅員が4m以下の場合はどのように入⼒し
ますか︖

【Ver.4以降】
１．道路に接する敷地境界線の属性は「道路斜線」で設定し、道路
幅を設定しておきます。
２．［専⽤編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドをクリック
し、対象となる道路境界線を指定します。
３．［みなし道路境界線設定］ダイアログでは、［みなし道路幅］、
［みなし道路境界線の基準］を選択し、［OK] をクリックします。
【Ver.3以前】
前⾯道路の道路中心線から2mまでは道路とみなされ敷地⾯積に算
入できません。敷地を道路中心線から2mの位置までで入⼒し、敷地
の属性で道路幅員を4mに設定していただくようお願いいたします。

配置図
敷地線の一部を円弧状にして入⼒することはできます
か。

敷地線を円弧にすることはできませんので、擬似円のような分割線によ
る入⼒をお願いいたします。

配置図

配置した敷地の敷地座標表を作成したい。 ［表］－［敷地座標表］コマンドをクリックし、配置してある敷地を選
択し、敷地座標の基準点をクリックしてください。また各点に番号を描画
させる場合は、［敷地に点番号描画］のチェックボックスをオンにしてく
ださい。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図
［配置シンボル］－［⾃動⾞軌跡］で、［⾞種］に
大型⾞はないのでしょうか︖

⾞種としては⽤意しておりませんが、［詳細］でサイズを設定いただけ
ます。

配置図
［植栽］－［樹木］を入⼒していますが、高さを変
更できますか。

［直径］を変更していただくと［高さ］も変更されます。直径と高さの
⽐率は、［パースモニタ］の［選択］ボタンで選択した樹木ごとに設
定されています。

配置図
敷地境界線上に距離や境界名が表示されますが、こ
の位置を変更できますか。

［寸法線］－［⽂字・寸法⽂字移動］で、⽂字をクリックして移動が
できます。

配置図

［敷地］－［敷地座標入⼒］コマンドの［方位考
慮］チェックについて教えてください。

［敷地］－［方位マーク］コマンドで方位マークが入⼒されている場
合に、［方位考慮］チェックボックスをオンで入⼒すると、座標点1と2を
結んだ敷地辺が、方位マークで設定された北と平⾏になるように入⼒さ
れます。

配置図
三斜区画を入⼒したのですが、パースモニタに敷地が描
画されません。

敷地を入⼒していただく必要があります。［三斜区画］－［敷地⾃
動配置］コマンドを実⾏していただくことで、三斜区画から⾃動的に敷
地が作成されます。

配置図 道路の幅員や寸法の表示の位置を変更できますか。 ［寸法線］－［⽂字・寸法⽂字移動］で移動することができます。

配置図
配置図で敷地辺上に塀を入⼒しているのですが、敷地
境界線の内側に塀が入⼒されてきます。内側ではな
く、塀の芯が境界線上にくるようにしたい。

塀の入⼒時ダイアログで、［個別］ボタンを選択し、［配置基準］
ボックスを「真ん中」に切り替え、敷地辺上に入⼒してください。

配置図
配置図において、敷地の周りに表示される各境界線の
⽂字の大きさを設定したい。

［設定］－［物件初期設定］－［⽂字・ハッチング］を開き、［一
般⽂字］グループの［⽂字高］ボックスの設定が連動します。

配置図

配置図において、⽞関位置など建物の出入⼝となる箇
所に、出入⼝マークを入⼒したい。

［建物区画］－［出入⼝マーク入⼒］コマンドで配置することができ
ます。【補⾜】［建物区画］－［建物区画（⾃動）］コマンドで建
物区画を⾃動入⼒する場合、⽞関位置に出入り⼝マークが⾃動入⼒
されます。

配置図

入⼒した敷地の辺に沿って塀を入⼒したい。 １．配置図の［配置シンボル］－［塀］コマンドをクリックします。
２．ダイアログ内にある［敷地辺］ボタンをクリックします。
３．入⼒してある敷地の辺をクリックし、塀の開始位置と終了位置を
指定します。

配置図

スロープを入⼒したい。 ・平⾯図で［外部シンボル］－［スロープ］コマンド、で入⼒します。
１．［スロープ］コマンドをクリックします。［スロープ］ダイアログが開き
ます。
２．ダイアログでスロープの高さ位置（［始点高］［終点高］）、
幅などを設定します。
３．図⾯でスロープの開始点をクリックします。ダイアログで設定した
［配置基準］に合わせて開始点をクリックしてください。
４．直角や折返しのスロープを入⼒する場合は、曲がる所を順次クリッ
クします。
５．スロープの終了点をクリックします。
６．［OK］コマンドをクリックします。
【補⾜】スロープに手摺を設定する場合の入⼒。
・［スロープ］ダイアログの［手摺］グループの［左側］［右側］
チェックボックスをオンにします。
・［手摺］ボタンをクリックし［手摺設定］ダイアログで手摺のタイプ、
寸法、仕上げなどを設定できます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

配置図で［建物区画］－［建物区画（⾃動）］
コマンドで作成される建物区画線のペンNoを設定して
おきたい。

［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］ を開き、［平⾯］タ
ブにある「三斜/建物区画・⾯積図」のペンNoで設定することができま
す。

配置図

［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条
件］－［建築物事項］の［⽤途地域］ボックスで⽤
途地域を設定しましたが、配置図の［表］－［計画
概要表］の⽤途地域は違ったものが入っています。

配置図の［設定］－［専⽤初期設定］－［斜線タイプ］－［斜
線］で［物件初期設定「建築物事項」より］のチェックボックスをオンに
していただき、計画概要表の再配置をお願いします。

配置図

配置図で［建物区画］－［建物区画（⾃動）］
コマンドクリックしました。［建物区画⾃動配置］ダイア
ログの［屋根線も同時に読み込む］チェックボックスと
［樋先考慮］チェックボックスがディセーブルになってい
ます。

屋根伏図が入⼒されているかどうか、ご確認をお願いします。

配置図

配置図で［配置シンボル］コマンドより［アプローチ］
を入⼒する際に、始点と終点には縁をつけたくないので
すが、設定できますか。

１．［配置シンボル］－［アプローチ（連続）］コマンドを選択しま
す。
２．ダイアログの［詳細］設定の［縁］チェックボックスをオン、［始
点終点縁なし］チェックボックスをオンにすることで入⼒可能です。
【補⾜】アプローチ入⼒後に縁の設定を変更する場合は、［専⽤編
集］－［アプローチ縁指定］コマンドで変更します。変更手順は以下
の手順です。
１．［専⽤編集］－［アプローチ縁指定］コマンドを選択し、アプ
ローチを選択します。
２．縁が設定されているアプローチの辺に、⽮印が表示されます。縁を
表示させたくない⽮印の辺をクリックし、⽮印を消していきます。
３．マウス右クリックよりポップアップメニューを表示し、［OK］コマンドを
クリックします。

配置図

延焼線の恐れのある部分を凡例として出すことはできま
すか︖

［2D部品］－［部品配置］コマンドに登録がございます。［部品選
択］ダイアログで、［グループ］ボックスの「6:性能凡例１」をクリック
し、［部品登録一覧］ボックスの［概要］タブをクリックすると、「凡例
－延焼線」の登録がございます。

配置図
配置図において、敷地境界線に対して距離と境界が
表示されますが、これを敷地の内外に分けるのではな
く、どちらかに並べて表示させたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定
1］の［距離・境界表示位置］ボックスで設定していただけます。

配置図

配置図で配置したトータル⾯積表の単位をm2だけで
なく坪でも表記したい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定
2］を開き、［⾯積表］グループの［⾯積の表記法］ボックスを「m2
（坪）」に設定して⾯積表を配置してください。
【補⾜】配置済のトータル⾯積表は、［属性変更］コマンドでトータル
⾯積表選択し、そのまま［OK］ボタンをクリックすることで、反映しま
す。

配置図

配置図で、敷地から建物までの距離寸法を作成した
い。

敷地と建物区画を入⼒後、以下の手順で⾏います。
１．［建物区画］－［建物区画位置寸法作成］コマンドを選択し
ます。
２．入⼒されている、建物区画を選択します。
３．［建物区画位置寸法作成］ダイアログボックスの［建物区画か
らのオフセット］ボックスに、建物区画から寸法線までのオフセットを入⼒
し、［OK］ボタンをクリックします。

92



よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

配置図で［専⽤編集］－［敷地移動］コマンドで
敷地を移動させたいのですが、左下に「敷地までの寸
法が描画できません。」とメッセージが表示されて移動す
ることができません。

建物区画と敷地が離れた位置に入⼒されていることはありませんか。建
物区画を含む位置に敷地を［移動］－［移動］コマンド等で移動さ
せ、その後［専⽤編集］－［敷地移動］コマンドを使⽤してくださ
い。

配置図
配置図において、延焼線の線種を設定しておくには︖ ［設定］－［専⽤初期設定］－［延焼線］を開き、［延焼線］

グループの［3m線種］［5m線種］ボックスでそれぞれの延焼線の
線種を設定しておくことができます。

配置図

配置図で［建物区画］－［延焼線⾃動配置］コマ
ンドより、延焼線を⾃動配置しましたが、道路の中心か
らの距離になりません。

入⼒してある敷地属性の［道路境界線］の設定が有効になります。
１．入⼒してある敷地を［属性変更］コマンドで選択します。
２．［敷地］ダイアログの［敷地境界線属性］ボックスより、道路⾯
の境界線を選択し、［敷地境界線］ボックスより「道路境界線」を選
択します。
３．［斜線タイプ一覧］ボタンをクリックし、設定した道路境界線の
［道路幅］を設定します。
４．［OK］ボタンをクリックし、敷地の属性を設定後、［建物区画］
－［延焼線⾃動配置］コマンドより、延焼線を⾃動配置します。

配置図
方位マークで表示される「N」を表示させないようにする
ことはできますか。

方位マークのダイアログ表示にある、［Nを描画しない］のチェックボック
スをオンに設定してください。

配置図
入⼒した方位マークのタイプを変更したい。 入⼒した方位マークを［属性変更］コマンドで選択していただくと、変

更することができます。

配置図
法⾯を表現するコマンドはありませんか。 配置図の［配置シンボル］－［法⾯］コマンドで入⼒することができ

ます。

配置図

配置図において三斜区画の入れ直しをしたので、符号
が通し番号になるように再設定したい。

１．［表］－［三斜法敷地⾯積表］コマンドを選択して三斜区画
を範囲指定します。
２．表示された［敷地⾯積表］ダイアログで［上へ］［下へ］ボタ
ンを使い並び替えを⾏います。
３．［符号開始番号］ボックスに開始番号を設定します。
４．［符号］ボタンをクリックします。
５．［OK］ボタンをクリックし、⾯積表を配置していただくと、区画の
符号が再設定されます。

配置図

擁壁を入⼒したい。 配置図において、［配置シンボル］－［擁壁］コマンドで入⼒できま
す。入⼒時ダイアログの［個別］ボタンと［敷地辺］ボタンの選択によ
り、入⼒方法が変わります。
・［個別］ボタンがオンの場合
ダイアログで擁壁の形状や高さ情報などを設定し、範囲を任意指定し
て入⼒することができます。擁壁は入⼒方向に対して左側が表側となり
ます。
・［敷地辺］ボタンがオンの場合
敷地、傾斜敷地を指定して、敷地辺に沿って擁壁を入⼒します。ダイ
アログで擁壁の形状や高さ情報などを設定し、敷地辺上で擁壁の開
始位置と終了位置を指定します。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

敷地の距離を訂正できますか︖ 配置図において、［⾃動三斜］コマンドで⾃動三斜を作成した敷地
（三斜区画）であれば、以下の方法で訂正できます。
１．［ツール］をクリックします。
２．［距離の訂正］コマンドをクリックします。
３．訂正したい敷地（三斜区画）をクリックします。
４．［距離の訂正］ダイアログで、訂正したいセルをクリックして、その
値（半角の数字）を入⼒します。 三斜区画の高さを訂正する場合
は、［高さ優先］チェックボックスをオンにして、［高さ］セルの距離を
訂正します。
５．［OK］ボタンをクリックします。
【補⾜】セル入⼒時の丸め方法は、四捨五入固定です。

配置図

配置図において、［設定］－［専⽤初期設定］－
［丸め・マーク設定］－［設定1］で［距離］グルー
プの［小数桁数］ボックスを3桁に設定したが、
［表］－［三斜法敷地⾯積表］コマンドで敷地⾯
積表を出すと、底辺や高さの表記が2桁で表示されて
いる。

三斜法敷地⾯積表の底辺・高さは、［設定］－［専⽤初期設定］
－［丸め・マーク設定］－［設定2］の［三斜⾯積表］グループで
の小数桁数が反映されます。

配置図
配置図において、入⼒したウッドフェンスの⽀柱上端が
上枠よりも出たように表現されますが、上枠を優先して
表現できますか。

ウッドフェンス入⼒時ダイアログまたは［属性変更］コマンドで入⼒した
ウッドフェンスを選択し、ダイアログの［上枠笠木タイプ］チェックボックス
をオンと設定します。

配置図
配置図の［敷地］－［SIMA敷地読み込み］コマン
ドで、SIMAデータの読み込みを⾏うと「配置可能地番
がありません」と表示されます。

地番データが欠落している、または、データ構造そのものに問題がある場
合に表示されるエラーになります。

配置図

配置図で、1/100で入⼒した図⾯を［変形］－
［伸縮］コマンドで1/200に変更しました。変更時の
ダイアログで、［寸法数値はそのまま］のチェックボックス
をオンにしたが、境界線の数値が変わってしまう。

［寸法数値はそのまま］のチェックボックスは寸法線に対して有効な機
能になります。境界線の数値は対象外になるため、［⽂字］－［⽂
字列属性変更］コマンドで個別に訂正をおこなってください。

配置図
配置図で［表］－［計画概要表］コマンドより、計
画概要表を作成しましたが、各項目はどこから連動して
いるのでしょうか。

各項目の連動元は、［計画概要表］ダイアログ右上の［︖］ボタン
をクリックするか、キーボードのF1キーを押し、表示されるヘルプの内容で
確認いただけます。

配置図

配置図で［表］－［計画概要表］コマンドより、計
画概要表を配置しました。［計画概要表］ダイアログ
内の［敷地概要］－［指定建ぺい率］、［指定容
積率］の数値の連動元はどこですか︖

［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［建築物
事項］の［建築可能建ぺい率］ボックス、［建築可能容積率］ボッ
クスで設定しておくことができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

敷地座標入⼒で作成した敷地を修正したい。 配置図で［ツール］－［敷地座標一括変換］コマンドを選択し修正
したい敷地を選択します。座標の基準点をクリックすると、［敷地座標
一括変換］ダイアログが表示されますので、座標の修正を⾏ってくださ
い。

１．読込可能な条件
ヘルプの特記事項にもいくつか制限事項が書いてあるのですが、その逆
の条件が読込可能な地番となります。
・閉合している地番 （ 開放地番でないということ ）
・ 構成点が 512点以内の地番
・ 同一地番領域に、交差や同一線上になることがない（つまり、ねじ
れた領域でない）※ARCHITREND Z（ARCHITREND 21)で敷
地として登録できない形状（ドーナツ型など）はすべてNG
・円弧を含んでいても読み込みできますが、24分割に直線分割して読
み込みます
・3000地番以上登録してあるSIMAデータ場合は、3000番目までが
読込可能です
・1地番の大きさがARCHITREND Zの作成可能範囲を超えない領
域であること※4ｋｍ四方を越える場合は、読み込みはできますが、
ARCHITREND Zの制限により配置できません。
・そのほか、SIMAデータとして正常であること（つまり座標データおよび
地番データが欠落していないこと）※まれに、座標データだけのSIMA
で、読み込みできないとの問い合わせがあります。地番データがない限
り、ARCHITREND Zでは敷地として読み込みようがありません。（測
量系ソフトでは、座標データだけでも読み込みできます ）
２．読み込みできなかった場合の対応策
読み込めない地番はそもそも、（ SIMAデータとして正常であっても ）
ARCHITREND Z（ARCHITREND 21）では扱えない敷地です。
それを読み込めるようにするには、地番データを改ざんするしかありませ
ん。SIMAファイルは単なるテキストなので、SIMAフォーマットを知ってい
るならば、ファイルを直接編集することも可能です。 あるいは、SIMAを
作成したソフト（BTVや他社測量系ソフト）で地番データを編集し、
再度SIMAファイルを作成することになります。
・開放型の地番になっている場合は、閉合型にする※手作業でも容易
に変更できるが、その結果ねじれた領域になる場合には、直接編集は
ちょっと難しい※開放型は、地番として領域になっていないので、読み込
めるようにする意味は、ほとんどないと思われます。
・構成点が512点を超える敷地は分割するなどして、512点以下の領
域にする※これは手作業で⾏うのは、不可能ではないが大変なので、
測量系ソフトで⾏うのがベスト。
・ドーナツ型地番などは、交差や同一線で領域が構成されないように、
敷地を分割する※これは手作業で⾏うのは、不可能ではないが大変な
ので、測量系ソフトで⾏うのがベスト。
・3000地番以上ある場合は、3000地番以下になるように、作成もと
ソフトにて地番指定するなど、数を制限して作成する※ソフトによって
は、SIMA作成地番を指定できないものもあるかもしれない※手作業
で分割することも容易

SIMA敷地データの読み込みについて、どのような入⼒
形状及び手順のものなら読込可能なのでしょうか︖
１．読込可能な条件
２．読み込みできなかった場合の対応策

配置図
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

配置図

入⼒済みの敷地に傾斜をつけたいのですが、再入⼒し
ないといけないのですか︖

配置図の［専⽤編集］－［高さ変更（3点）］コマンドで傾斜が
設定できます。
１．［専⽤編集］－［高さ変更（3点）］コマンドを選びます。
２．対象となる敷地を選択します。
３．［高さ変更（３点）］ダイアログで［基準点1］〜［基準点
3］の高さを入⼒します。
４．敷地上でその位置を順にクリックします。

配置図

傾斜のある敷地はどうやって入⼒しますか︖ 配置図の［敷地］－［傾斜敷地］コマンドで入⼒します。
１．［傾斜敷地］ダイアログで［座標点高さ（1）］［座標点高さ
（2）］［座標点高さ（3）］に高さを設定し、敷地を入⼒します。
２．［座標点高さ（1）］〜［座標点高さ（3）］の位置を指定
します。

配置図
配置図において、敷地を一部だけ下げて表現したい。 ［敷地］－［敷地高低差］コマンドを選択し、入⼒した敷地に下げ

る敷地の領域を重ねて入⼒してください。

配置図

配置図の［専⽤編集］－［敷地定⾯積分割］コマ
ンドで定⾯積分割を⾏うとき［垂直］に分割したいの
ですが、指定される開始方向を反対側からに変更でき
ますか。

［定⾯積分割タイプ選択］のダイアログに［敷地辺指定］のチェック
ボックスがありますので、これをオフにして［OK］します。分割の基準線
を指定できるようになりますので、開始する側を基準点として、１点目を
クリックしてください。ここでの基準点は、指定する線の１点目を指しま
す。基準線は、指定した線を対象に、垂直又は平⾏に表示された線の
ことを指します。

配置図
配置図において、［ツール］－［塗り潰し処理］コマ
ンドで道路は塗り潰すことはできないのでしょうか。

申し訳ございませんが、道路は⾃動で塗り潰しされません。［塗り潰
し］－［塗り潰しの入⼒］コマンドより、入⼒をお願いします。

配置図
配置図で［配置シンボル］－［塀］コマンドをクリック
し、入⼒ダイアログで表示される外壁仕上の初期設定
は︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［塀］の［外壁仕上］で設定し
ておくことができます。

配置図
配置図の［表］－［直角座標表敷地⾯積表］コマ
ンドで、敷地⾯積表（直角座標法）を作成する場
合、敷地に点番号を記載したい。

［敷地⾯積表（直角座標法）］ダイアログに［敷地に点番号を描
画］のチェックボックスがあります。これをオンにして［OK］し、⾯積表を
配置していただくと、敷地に点番号が⾃動描画されます。

配置図

配置図で［配置シンボル］－［アプローチ（多角
形）］よりアプローチが重ねて入⼒できなくなったのです
が仕様が変わったのでしょうか。

ARCHITREND Zからアプローチを重ねて入⼒することはできなくなりま
した。入⼒属性ダイアログの［入⼒優先］がオフの場合は既存のアプ
ローチの領域が優先され、オンの場合は後に入⼒するアプローチの入⼒
範囲が優先されます。

建築⾯積求積図
建築⾯積求積図で、建築⾯積を手動で入⼒しまし
た。⾯積表だけを⾃動で作成できますか︖

［建築⾯積表］－［建築⾯積表⾃動作成］で、⾯積表を作成す
ることが出来ます。

建築⾯積求積図
建築⾯積の区画を［属性変更］で選択しました。ダイ
アログ表示を⾒ると、［⻑さ］ボックスが表示されるもの
と、表示されないものがあります。

［⻑さ］ボックスが表示されるものは、［建築⾯積（矩形）］コマン
ド等で入⼒した区画になります。

建築⾯積求積図

平⾯図で増築部分には［区画］－［増築区画］コ
マンドで増築区画を入⼒しました。建築⾯積求積図で
［建築⾯積⾃動配置］コマンドで区画と表⾃動配置
しました。しかし建築⾯積表では増築部分が既存部分
に含まれて表示されてしまう。

建築⾯積求積図では⾃動配置において増築部分と⾃動判断されま
せん。増築部分の区画を［属性変更］で選択し、［増改築］グルー
プで［増築領域］と設定をおこないます。その後、［建築⾯積表］
－［建築⾯積表⾃動作成］で⾯積表の作成をお願いします。

建築⾯積求積図

建築⾯積求積図で［建築⾯積⾃動配置］をすると
通り芯も描画されるのですが、描画しないようにできます
か。

［設定］－［専⽤初期設定］－［小数桁数・丸め］ダイアログ
［⾯積⾃動配置］グループに［平⾯図通り芯読込］チェックボックス
がございます。こちらをオフにし、図⾯を一旦削除後［建築⾯積⾃動
配置］をしていただけるようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

建築⾯積求積図

建築⾯積求積図、床⾯積求積図で、［建築⾯積⾃
動配置］［床⾯積⾃動配置］をしても、区画が作
成されません。

平⾯図で［ツール］－［部屋隙間チェック］を実⾏し、部屋入⼒に
隙間がないかご確認ください。隙間が⾒つかりましたら、部屋入⼒のやり
直しをして、再度［建築⾯積⾃動配置］、［床⾯積⾃動配置］を
お試し下さい。

建築⾯積求積図

増築と既存部分があります。建築⾯積求積図で建築
⾯積表を分けて作成することはできますか。

建築⾯積求積図では、［建築⾯積表］－［建築⾯積表個別作
成］コマンドで、増築、既存部分をそれぞれ範囲指定して別々に作成
することができます。作成時ダイアログで［表タイトル］ボックスを、例え
ば「建築⾯積表（既存部分）」や「建築⾯積表（増築部分）」と設
定し、表を別々に配置してください。また配置図での［表］－［トータ
ル⾯積表］コマンドから作成したトータル⾯積表では、分けて作成した
⾯積表の内容が合算されてしまいます。ご了承ください。
＜補⾜＞［設定］－［物件初期設定］－［増改築］を開き、
［区画考慮］グループにある［増加位置区画考慮］［改築区画考
慮］のチェックボックスをオンと設定すると、建築⾯積区画の属性ダイア
ログに、［増改築］グループの項目を表示させることができます。設定
し、配置された建築⾯積区画を［属性変更］コマンドで選択し、［増
改築］グループの［増築領域］を選択してください。選択後、［建築
⾯積表］－［建築⾯積表個別作成］コマンドより、増築部分、既存
部分をそれぞれ範囲指定し作成します。また［建築⾯積表］－［建
築⾯積表⾃動作成］コマンドで作成した場合は、１つの⾯積表の中
で既存部分と増築部分の内容が表記できます。

床⾯積求積図
床⾯積求積図で、平⾯図で入⼒した通り芯を読み込
みたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［小数桁数・丸め］で、［平⾯
図通り芯読込］をオンにして、［床⾯積⾃動配置］を⾏ってください。

床⾯積求積図

【Ver.9以降】床⾯積求積図の⾯積表で、R階平⾯図
で入⼒した小屋裏⾯積を出せますか。

床⾯積求積図で、［床⾯積⾃動配置］コマンドを選択します。その
際に、［R階を小屋裏として登録］のチェックをオンにしていただくことで
可能です。また、床⾯積区画を手入⼒する場合でも、［小屋裏等］
で入⼒できます。【補⾜】配置図で［トータル⾯積表］を作成する際、
［小屋裏⾯積情報］のチェックをオンにすると、床⾯積求積図の小屋
裏⾯積が反映します。

床⾯積求積図
平⾯図で⾞庫の部屋を入⼒しています。床⾯積求積
図において、床⾯積に含まれてこないのですが、これを
含めることはできますか。

⾞庫のように平⾯図の部屋属性で［外部部屋］がオンになっている場
合は、［床⾯積⾃動配置］の［外部部屋を対象とする］をオンにす
ることで、床⾯積に含むことができます。

床⾯積求積図
床⾯積求積図で区画の符号が重なって表示されてし
まう。

［ツール］－［符号移動］で符号のみを移動していただけます。

床⾯積求積図

【Ver.4以降】床⾯積求積図を既存部分と増築部分と
を分けて⾯積を出すことはできますか︖

１．平⾯図で［区画］－［増築区画］コマンドを使って、増築の区
画を入⼒します。
２．［設定］－［物件初期設定］－［その他］で［増築区画考
慮］チェックボックスをオンにします。
３．床⾯積求積図で［床⾯積⾃動配置］の際に、［増改築領域
を考慮する］にします。作成された床⾯積表で、増築部分と既存部
分それぞれの⾯積を確認していただけます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（配置図）

カテゴリー 質問 回答

床⾯積求積図

床⾯積求積図(建築⾯積求積図)で⾯積区画の番
号を再設定したい。

［ツール］－［符号の再設定］コマンドをクリックし、［符号の再設
定]ダイアログに開始符号を入⼒します。符号をつけたい順に区画を指
示し、右クリックで［OK］を選択してください。
＜補⾜＞配置済みの⾯積表の符号も再設定されますが、その並び順
は⾃動設定されません。⾯積表を［属性変更］し、［上へ］、［下
へ］で移動していただきますようお願いします。

床⾯積求積図
出窓も床⾯積表に含めたい。 床⾯積求積図を開き、［床⾯積（多角円形）］［床⾯積（矩

形）］などで出窓の区画を入⼒し、［床⾯積表］－［床⾯積表⾃
動作成］をおこなってください。

床⾯積求積図

2階部分で階段に隣接して吹抜けがある場合、階段
部分も含めて吹抜けを一部屋で入⼒すると、床⾯積の
計算はどうなりますか︖

一部屋で入⼒した場合、階段シンボルが入っていれば吹抜けの部屋全
体が床⾯積に含まれます。階段部分は床⾯積に算入し、吹抜け部分
は算入しないのであれば、別々の部屋で入⼒し階段シンボルを入⼒し
ていただくようお願いします。

床⾯積求積図
2階の床⾯積求積図で階段室が吹抜けになります。 2階平⾯図の部屋属性で［床仕上］がオフになっていて、階段シンボ

ルが入⼒されていなければ、その部屋には吹抜け区画が配置されます。

床⾯積求積図

床⾯積求積図で、入⼒されている床⾯積区画を2つに
分けることはできますか。

［床⾯積⾃動配置］コマンドで作成された区画であれば、［変形］
－［汎⽤分割］コマンドで分けることができます。［床⾯積（矩
形）］コマンドで手入⼒されている区画はこのコマンドで分割ができな
いため、お手数ですが、再入⼒をお願いいたします。
【補⾜】［床⾯積（多角円形）］コマンドで入⼒した区画は、［変
形］－［汎⽤分割］コマンドで分割することができます。

床⾯積求積図

床⾯積求積図で、2階の床⾯積を［床⾯積⾃動配
置］コマンドで作成すると、階段室に吹抜け区画が作
成されてしまう。通常の床⾯積区画としたい。

2階平⾯図で、階段シンボルの入⼒が必要です。1階平⾯図に入⼒し
た2階に上がる階段シンボルを、［ツール］－［階段階複写］コマン
ドで取り込み、2階床⾯積求積図の［床⾯積⾃動配置］コマンドよ
り、⾃動配置を⾏ってください。
＜補⾜＞平⾯図の部屋属性で［床仕上］チェックボックスがオフの場
合でも、階段シンボルがその部屋区画にある場合は、床⾯積求積図で
は吹抜け区画が⾃動配置されません。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ
パースモニタやパーススタジオの［画像印刷/保存］の
［保存］より、保存することができるファイル形式は︖

【Ver.9以降】JPEG、BMP、PNG、NLCファイル形式で保存できます。
【Ver.8以前】JPEG、BMP、NLCファイル形式で保存できます。

パースモニタ
【Ver.9以降】パースモニタ上で、外壁や屋根の⾯積を
確認したい。

［計測・情報］－［3D⾯積計測］コマンドで、計測したい⾯をクリッ
クしていただくことで、確認できます。

パースモニタ

パースモニタのカメラ位置以外に、登録できるカメラ位置
はありますか︖

［パースモニタ］－［カメラ登録］から、視点を図⾯に残しておくことが
できます。
印刷時の図⾯に表示する設定も、表現の出⼒・不出⼒の切替で設定
できます。

パースモニタ
パースモニタから既存のパーススタジオデータを開きたい
場合、既存のパーススタジオデータを上書きしないで開く
ことはできますか。

［ウィンドウ］－［パーススタジオ］コマンドから開くことができます。

パースモニタ

【Ver5以降】デュアルディスプレイで平⾯図とパースモニ
タを別々のディスプレイにできませんか︖

［設定］－［基本設定］－［システム2］－［モニタを別ウィンドウ
で表示する］をオンにしていただくことで、パースモニタを別ウィンドウとし
て表示し、別のディスプレイに移動して使⽤していただけるようになりま
す。
＜補⾜＞パースモニタ以外にも構造パースなどのモニタでも使⽤すること
ができます。ただし、パーススタジオは、別ウィンドウに表示できません。

パースモニタ
【Ver7】構造パースモニタを作成しました。通り芯が表
示されていますが、非表示にしたいです。

［拡張］コマンドより［表示］タブをクリックし、ツリーの［その他］－
［通り芯］のチェックをオフに切り替えます。

パースモニタ

【Ver7】パースモニタで天空光やアンビエント・オクルー
ジョンを使ってレンダリングしたい。

専⽤ツールバーの［高画質モード］コマンドをクリックするか、［拡張］
コマンドより［光源］を開き、［高画質（パーススタジオ機能を使って
レンダリング）］ボタンをクリックし、レンダリングを実⾏します。
＜補⾜＞この機能のご利⽤には、パーススタジオのオプションプログラム
が必要となります。

パースモニタ

【Ver7】［拡張］－［カメラ］で複数の視点を登録し
ています。このカメラをクリックして切り替えると、動画で
視点が切り替わるのですが、この設定はどこで変更でき
ますか。

［設定］－［共通初期設定］－［パースモニタ］－［その他］
に、［視点移動アニメーションを有効にする］のチェックがあり、変更が
⾏えます。

パースモニタ

【Ver7】内観パースの視点位置を簡単に変更できない
ですか︖

右クリックより［システムカメラ（内観）］－［（階数）部屋名］や
［（階数）住設機器（AM部品）］コマンドをクリックすると、選択し
た部屋に視点が移り変わります。
＜補⾜＞右クリックメニューに表示される部屋は、部屋属性の［部屋タ
イプ］が以下のものに限ります。
・⽞関・食事室・居間・台所・洋室・和室・寝室・⼦供室また、平⾯図
で配置した住設機器（AM部品）も対象となります。対象となる住設
機器（AM部品）は以下のものです。
・ユニットバス（「衛⽣設備」－「ユニットバス」）・洗⾯化粧台（「衛⽣
設備」－「システム洗⾯化粧台」「洗⾯化粧台」）・トイレ（「衛⽣設
備」－「トイレ」︓グループ「腰掛便器」または「トイレユニット」）・システ
ムキッチン（「厨房設備」－「システムキッチン」「ミニキッチン」「IHシステ
ムキッチン」）

パースモニタ

鳥瞰パースを作成すると、通常のパースモニタで登録し
たカメラ情報がなくなってしまいます。

鳥瞰パースを新規作成するとカメラ情報がなくなってしまいます。［パー
スモニタ］－［既存データ読込］コマンドで一旦パースモニタを開いた
後、［パースモニタ］－［パースモニタ（条件を設定して開く）］コマ
ンドで鳥瞰パースを作成していただくようお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ
【Ver6以降】［拡張］コマンドの［レイトレース］タブ
で［モアレ解消］チェックボックスがディセーブルになって
いて、使⽤できません。

パーススタジオのライセンスを持っている場合のみ、パースモニタでも使⽤
可能となっております。

パースモニタ

【Ver6以降】パースへ連動する配置図を1⾯ではなく、
別の⾯にしたい。

平⾯図の［設定］－［専⽤初期設定］－［パースモニタ］で、連
動する［配置図］の⾯を選択できます。また［パースモニタ］－
［パースモニタ（条件を設定して開く）］コマンドでも、配置図の⾯を
選択できます。

パースモニタ

アンビエント・オクルージョンについて、品質や環境を設
定する目安はありますか?

品質は、基本的に【品質１】で良いと思います。印刷⽤成果物としてお
使いいただけます。
【品質２】は外観の軒先等に不⾃然な影が発⽣する場合にお試しくだ
さい。
【品質３】は内観で細部にも陰影を表現したい場合にお試しください。
環境は、【昼】は天候を設定出来ます。
【夜】は環境光・太陽光がOFFになりますので、部品光源が必須となり
ます。
【環境光のみ】は太陽光がOFFになります。鳥瞰パースや、上空からの
視点で外観パースを作成するのに適しています。

パースモニタ

【Ver4】以降
1階と2階平⾯図が開いています。1階だけのパースモニ
タを作成したい。

1階平⾯図をアクティブな状態とし、［パースモニタ］－［パースモニタ
（条件を設定して開く）］コマンドを選択します。表示されたダイアログ
では［1階平⾯図のみ］を選択し、［全範囲で開く］をクリックし、
パースモニタを作成します。

パースモニタ
［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］で入⼒した、ハ
ンガーパイプの素材をあらかじめ設定しておけますか。

［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「アルミ」が連動してい
ます。

パースモニタ
パースモニタでレイトレーシングするときに、影を発⽣させ
たくない。

［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブの選びます。［太陽光］
を選択し、［設定］ボタンをクリックし、［太陽光設定］ダイアログの
［影］チェックボックスをオフにします。

パースモニタ
アーチのたれ壁に、放射状にタイルを貼りたい。 ⽴⾯図において、［⽴⾯入⼒］－［壁部分目地入⼒］で、1枚ずつ

入⼒する方法になります。

パースモニタ

［視点モニタ］ダイアログから［回転中心点設定］ボ
タンがなくなってしまいました。

［外観／内観視点移動モード切替］コマンドが［内］になっている場
合は表示されません。 ［外］にしていただくと表示されるようになりま
す。

パースモニタ
［パースモニタ（条件を指定して開く）］の際の［外
部のみ作成］のオン/オフをあらかじめ設定しておけます
か。

［パースモニタ（条件を指定して開く）］の際の［外部のみ作成］の
オン/オフは、前回の状態を覚えています。

パースモニタ

拡張ボタンを開き、［仕上］タブから素材を選択し、
外壁にドラッグするのですが、禁止マークになっていて素
材の変更ができません。

選択した仕上マスタと仕上⾯のマスタとが同じでなければ、変更ができま
せん。例えば、外壁の素材を変更されるのであれば、［マスタ種類］が
「屋根仕上マスタ」になっていると変更できません。「外壁仕上マスタ」に
してどうか確認をお願いします。
また【Ver.4以降】であれば、［素材］タブから素材を選択しドラッグし
て変更していただけます。（異なる⽤途から素材を選択しても、禁止
マークが出ることなく素材の変更ができるようになります。）

パースモニタ

平⾯図の［柱壁］－［出窓壁］コマンドから入⼒し
た出窓壁の天井部分（内部の天井）の質感を変更
したい。

出窓壁を［属性変更］し、［枠素材］で変更できます。
＜補⾜＞［出窓壁］コマンドの［枠素材］の初期値は、［設定］
－［物件初期設定］－［素材］－［造作材］で設定している素
材が連動します。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ
【Ver.4以降】パースモニタで［スポイト］コマンドが選べ
なくなっているのですが。

パースモニタでのスポイト機能は、［拡張］コマンドで［素材］［部
品］［建具］のいずれかのタブをひらいている場合に有効になります。

パースモニタ

パースモニタで光源設定をおこないました。この設定を
残しておきたいです。

［パースモニタデータの保存］を⾏っていただくと、⽴体データだけでなく
［拡張］コマンドで設定したカメラ、光源、表示、仕上の変更の状態
も保持されます。次にパースモニタを開くときには、［パースモニタ］－
［パースモニタ（既存データ読込）］で読み込みしていただくようお願
いします。

パースモニタ

【Ver.4以降】外部からもらったデータを開いて、パースモ
ニタを作成したら、リンク切れを表すメッセージウィンドウ
が表示されました。この後の処理はどうすれば良いでしょ
うか︖

メッセージウィンドウで［続⾏］をクリックし、パースモニタを作成していた
だきます。その後、［編集］－［AMリンク切れチェック］コマンドをク
リックします。［AMリンク切れチェック］ダイアログで［リンク切れ取得］
をクリックし、［VH.NETから取得］を実⾏してリンク切れが解消される
かどうかご確認ください。

パースモニタ
レイトレーシングを実⾏したら、外壁⾯が選択された状
態（⾚く選択された状態）でレイトレーシングされてき
てしまった。

［拡張］コマンドをクリックし、［レイトレース］タブの［選択表現］で
［そのまま］を選択されていることが考えられます。［表現無し］を選
択してレイトレーシングを⾏なってください。

パースモニタ
パースモニタを3次元DXFファイルに変換したい。 ［ファイル］－［3D DXF書き込み］コマンドから変換することができ

ます。

パースモニタ
天井伏図の［天井シンボル］－［カーテンボックス］
は［形状］をコ型にしても、パースモニタでは表現され
ないものでしょうか︖

断⾯図や矩計図ではコ型で表現されますが、パースモニタでは箱型での
表現のみになります。

パースモニタ
［太陽光設定］ダイアログに表示されている方位マー
クはどこから連動しますか︖

配置図1⾯、または平⾯図1階で配置されている方位マークの方向を
示します。両方に方位マークがなければ画⾯の上が真北となります。

パースモニタ
内壁仕上の素材を変更しました。⽚引き⼾の引き込み
部の壁素材が変更されてきません。

［パースモニタデータ再作成］でパースモニタを再作成してください。

パースモニタ パースで表現される、敷地の厚みを変更できますか。 50mm固定です。厚みを設定することはできません。

パースモニタ

パースモニタを作成すると、「データを非表示モードで⽴
ち上げます」という内容のメッセージがでます。

⽴体データ作成の対象図⾯が15⾯を超える場合は、強制的に［設
定］－［専⽤初期設定］－［⽴体作成条件］－［表示設定］
の［作成中の⽴体データ表示］チェックボックスがオフに設定されます。
（その際に「データを非表示モードで⽴ち上げます」という内容のメッセー
ジが出るようです。）その場合、⽴体作成の過程を表示しないで⽴体
を作成し、⽴体データの作成が終了すると、⽴体データが表示されま
す。

パースモニタ

天井伏図で入⼒したAM天井部品の照明について、周
辺や照明の当たった部分は明るく表現されますが、照
明⾃体が明るくなりません。照明⾃体を明るく表現する
方法はありますか。

選択されている照明部品によって［レイトレーシング実⾏］後の表現が
変わってきます。［AM部品（天井）］の［部品選択］ダイアログに
ある「ハイブリッド光源」の名称がついている照明部品を選択していただく
と、照明⾃体も明るく表現するようになります。

パースモニタ
［パースモニタ］を［鳥瞰］で作成した場合、内観に
太陽光が差し込むように表現されます。この光を遮断し
て作成できますか。

［パースモニタ］を［鳥瞰］で作成する際に［太陽光遮断］のチェッ
クをオンにして作成してください。このとき、太陽光が天井で遮られ、建
具（ガラス）から差し込む太陽光のみが表現されます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ

屋根を［属性変更］し、［軒天井］の仕上質感を
変更したのですが、パースモニタに反映されません。

天井伏図が作成されていない場合は、［屋根属性変更］ダイアログ
の［軒天井］グループの［仕上］で設定されている質感が反映され
ます。天井伏図が作成されている場合は、天井伏図での［外部天井
仕上］ダイアログの［仕上］の質感が反映されます。
【補⾜】屋根属性で軒天井を変更後、天井伏図を［⾃動⽴上］し
直してていただくことで、質感は連動してきます。

パースモニタ

パースモニタで、斜線制限を⽴体的に描画できますか。 配置図に敷地を入⼒します。パースモニタを開き、［設定］－［専⽤
初期設定］－［⽴体作成条件］で［斜線作成］のチェックボックス
をオンにして⽴体の作成を⾏ってください。ただし、次の場合、斜線を表
示できません。
・配置図で敷地が入⼒されていない場合
・敷地の⽴体を作成していない場合（［設定］－［専⽤初期設
定］－［⽴体作成条件］の一覧より「敷地」の［作成条件］が
［×︓作成しない］の設定になっている）
・敷地を非表示にしている場合 （［拡張］－［表示］タブを開き、
「敷地」チェックボックスがオフ）
【補⾜】［斜線表示］コマンドのオン／オフで、表示／非表示の切り替
えができます。

パースモニタ

パースモニタで、建具の枠色を一括して変更したい。 ［建具編集］－［建具枠素材変更］コマンドで、建具区分ごとに変
更していただけます。
【補⾜】
・⽴体の再作成で初期値の素材に戻ります。
・AM建具の場合、パラメトリック建具以外は変更が有効にならない場
合があります。

パースモニタ

パースモニタにおいて、真壁に入⼒した建具の鴨居・敷
居の質感を変更したい。

建具が取り付く内壁仕上によって変わります。
・鴨居付の内壁仕上の場合は、［付鴨居］の質感が反映されます。
仕上を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［仕上］ボタンか
ら［内壁仕上げマスタ選択］ダイアログを開き、［付鴨居］の［質
感］ボタンから変更をお願いします。
・鴨居なしの場合は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］を
開き、［項目一覧］より「造作材」の質感の設定が反映されます。

パースモニタ

断⾯パースを作成することができますか︖ １．［パースモニタ］－［パースモニタ（断⾯パース）］コマンドをク
リックします。
２．［パースモニタ］ダイアログで［作成階］等を設定します。
３．［全範囲で開く］ボタンをクリックするか、作成範囲を図⾯上で囲
んで指定をします。
４．［断⾯位置指定］ダイアログが開かれてきますので、［参照
階］を選択し、切断位置を設定します。

パースモニタ

パースモニタを作成中に「⽴体作成処理にエラー発⽣。
一部のAM建具で、マスタ登録されている寸法値より小
さいため、⽴体形状を調整しました。平⾯図で入⼒さ
れているAM建具の確認をお願いします。」のメッセージ
が出てきます。

パラメトリック建具のWH寸法に対して、建具枠⾒付が大きすぎる場合
に、ガラス⽴体が作成できないため、このメッセージが表示されます。平
⾯図で建具を［属性変更］し、枠⾒付を小さくしていただくようお願い
いたします。

パースモニタ
仮想地盤⾯の素材をあらかじめ設定しておきたい。 ［設定］－［物件初期設定］－［素材］を開き、［項目一覧］

で「仮想地盤⾯」の素材を選択し、設定をお願いします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ

パースモニタで、全階の外壁仕上げの素材を一括で変
更したい。

2つの方法があります。
・［属性変更］コマンドを利⽤する場合
１．［選択モード切替］ボックスを［属性］に切り替え、パースモニタ
上の外壁仕上げを選択してください。
２．［属性変更］コマンドをクリックし、［外壁仕上］ダイアログを表
示します。
３．［仕上］ボタンをクリックし、［素材］ボタンから変更する素材を
選択します。
４．［外壁仕上］ダイアログで［OK］ボタンをクリックし、［外壁仕
上素材一括変更］ダイアログを開きます。
５．［対象］からで「壁素材」を選択し、［OK］ボタンをクリックして
一括変更を⾏います。
・［拡張］コマンドを利⽤する場合
１．［拡張］コマンドをクリックし、［素材］タブをクリックします。
２．［部屋別］がオンであることを確認します。
３．［一覧］から変更したい素材を選択します。
４．素材をドラッグ＆ドロップします。

パースモニタ

パースモニタでコロニアルの屋根材を［素材のみ］で変
更したところ、葺材押えだけ色が変わらない。

素材のみで変更を⾏った場合、葺材押えの線の色は変更されません。
変更方法を［仕上マスタ］に切り替えて「適⽤部材の再作成」ボタン
を実⾏してください。変更後の素材の単色素材が取り込まれます。

パースモニタ
パースモニタで［拡張］コマンドをクリックして表示され
るメニューの中で［仕上］のタブが表示されません。

［設定］－［基本設定］－［システム1］で［図⾯のリアルタイム
連動］の［する］を選択してあるときに［仕上］タブが表示されます。

パースモニタ

配置図1⾯（平⾯図1階）に方位マークを入⼒しまし
たが、太陽光の設定が、その方位マークを考慮していま
せん。

パースモニタの［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブを開きます。
［方位再考慮］をクリックしていただくと方位マークを考慮できます。

パースモニタ

パースモニタにおいて、浴室などに配置した建具のガラス
を型ガラス（半透明）にしたい。

AM建具（パラメトリック建具）を入⼒、建具属性変更で［ガラス半
透明］のチェックボックスがオンになっている場合は、半透明になります。
【補⾜】
・透過率はプログラム固定です。
・部屋属性の［部屋タイプ］が 「⽞関」「便所」「浴室（ユニットバ
ス）」「浴室（在来）」「脱衣所」「洗⾯所」「共有ホール・廊下」「共
有階段」 の部屋に建具を入⼒すると、⾃動的にオンになります。

パースモニタ
パースモニタにおいて、外壁仕上を高さを下げた敷地ま
で伸ばしたい。

［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外壁仕上］
の［敷地を参照する］チェックボックスをオンしてください。1階の外壁の
下端が敷地⾯まで伸びて作成されます。

パースモニタ

外壁材をいくつかの色で貼り分けています。パースモニタ
上で、その中のある色だけを一括で違う色に変更するこ
とはできますか︖

１．［選択モード切替］ボックスで［属性別素材］を選択し、変更
したい色の外壁をクリックします。
２．同一属性・素材のデータが一括選択されます。［属性変更］コ
マンドをクリックします。
３．［外壁仕上］ダイアログが表示されます。［仕上］ボタンをクリッ
クし、［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで［素材］ボタンから素材を
を変更後、［選択］ボタンをクリックします。
４．［外壁仕上］ダイアログで［一括］ボタンをクリックします。
５．［外壁仕上一括変更］ダイアログが表示されます。［対象］
ボックスより「壁素材」を選択し、［OK］をクリックします。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ

［視点コントローラ］ダイアログの中の［上回転］と
［下回転］のボタンが消えてしまいました。

画⾯上のツールバーの［モード切替（透視変換 2点透視固定］コマ
ンドがオンになっている場合、［上回転］、［下回転］ボタンが表示さ
れなくなります。［モード切替（透視変換）］コマンド、［モード切替
（平⾏変換）］コマンドに切替をお願いします。

パースモニタ
パーススタジオで、［視点コントローラ］ダイアログの
［下回転］、［上回転］ボタンをクリックしても建物が
回転しないで上下に移動します。

画⾯上のツールバーの［外観／内観視点移動モード切替］コマンド
が［内］の状態になっている場合そのような動きになります。クリックし、
［外］に切替をお願いします。

パースモニタ

パースモニタで［画像印刷／保存］より［レイトレーシ
ング実⾏］して、保存したパース画像があります。再度
これを開いて印刷したい。

パースモニタを起動し、［ファイル］－［画像印刷］で保存した場所
の画像ファイルを指定してください。（保存先を特に変更していない場
合、通常は、「プレゼン」フォルダ内に保存されます。）［印刷］のダイ
アログが表示され、［印刷実⾏］で印刷することができます。

パースモニタ

YKK APの⽴体建具を入れているが、パースモニタ上で
レイトレーシングを実⾏すると、⿊い建具色がグレーに
⾒えます。

YKKAPの⽴体建具において、建具部分のマテリアルの質感が、［⾦
属弱］になっているものがあります。Archi MasterからFC XVL
Directorを起動し、この質感を［つや消し］に変更してどうか、ご確認
ください。
＜補⾜＞パーススタジオプログラムをお持ちの場合は、パーススタジオに
連携し、建具枠の素材を編集する方法で設定することも可能です。素
材を編集する方法には以下の方法があります。
・［拡張］パネルの［質感］タブをクリックし、ツリー上から質感をドラッ
グ&ドロップより効果を与える方法。
・建具枠を［属性変更］で選択し、［素材編集］より［⾯素材編
集］を開き、［反射率］の［シェーダー］で設定する方法。

パースモニタ
仮想地盤⾯の色を変更したい。 パースモニタ上で仮想地盤⾯を［属性変更］で選択し、［素材選

択］ボタンより変更できます。

パースモニタ

建具に飾り枠の設定をしているのですが、パースモニタに
出てきません。

外壁仕上を厚く設定していて、外壁仕上が建具にかぶってしまうような
場合、そのようになります。建具を［属性変更］で選択し、表示された
ダイアログで［取付区分］を「外付け」に変更していただくと飾り枠を表
現していただけるようになります。

パースモニタ

平⾯図で入⼒したH型鋼の柱をパースモニタでもH型で
表現できますか。

申し訳ありませんが、パースモニタ上でH型に表現できません。お手数で
すが［AM部品］－［AM部品（その他）］の中の［汎⽤図形］
に、H型柱、梁が登録されておりますので入⼒をお願いいたします。

パースモニタ

2階にオーバーハング部分がある場合ですが、パースモニ
タで⾒ると天井仕上がなく部屋内部が⾒えてきてしまい
ます。

天井仕上の⾃動作成では作成されてこないため、1階天井伏図で
［外部天井仕上］－［ポーチ天井仕上］コマンドを利⽤し、ポーチ
天井仕上を入⼒してください。ポーチ天井仕上は外部天井仕上とは異
なり、単独入⼒でも⽴体表現されます。

パースモニタ

パースモニタの［拡張］ボタンをクリックし、［カメラ］タ
ブを開き、［追加］ボタンより視点位置を追加登録し
ました。パースモニタを⽴ち上げ直すと保存されていませ
ん。

次回パースモニタを⽴ち上げる際に、［パースモニタ］－［既存データ
読込］コマンドから開いていただくと、保存されたユーザーカメラも選択で
きるようになっております。

パースモニタ
カラーパースではなく、線画でパースを作成することはで
きますか。

申し訳ございませんができません。別プログラム（外観パース、内観パー
ス）で作成ができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パースモニタ

細かい模様の質感を外壁などに設定して、パースモニタ
でレイトレーシングを⾏うと曲線の縞模様が出てしまいま
す。回避方法はありますか。

モアレ現象と言われているものだと思われます。［拡張］－［レイト
レース］タブを開き、［モアレ解消］チェックボックスをオンとし、右側にあ
るスライダーでレベルを設定します。設定したら、［レイトレーシング実
⾏］をクリックします。レベルを「高」に設定した場合、レンダリング処理が
通常の約10〜20倍の時間を要します。「低」にした場合は、処理時
間が短くなりますが、多少のモアレが残る場合があります。通常は、［モ
アレ解消］のチェックを外します。モアレが発⽣する場合のみ、［モアレ
解消］にチェックを付けます。
【補⾜】［モアレ解消］は、パーススタジオ（オプションプログラム）を購
入されている場合のみ設定ができます。

パースモニタ

窓を三方クロス巻き込みで表現したい。 ［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具周
り］を開き、［⾦属窓］の［下額縁のみ］のチェックボックスをオンにし
て建具を入⼒してください。建具の三方が額縁なしで表現されるように
なります。
【補⾜】入⼒済みの建具に物件初期設定の変更内容を反映させるに
は、建具を［属性変更］で選択し、［初期値取込］を実⾏してくだ
さい。

パースモニタ

パースモニタに出るグリッド線を出したくない。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［⽴体作成条件］の［表示設
定］タブにある［グリッド］チェックボックスをオフにしてパースモニタを終
了し、再作成するか、プルダウンメニュー［表示］－［グリッド表示］を
選択してください。

パースモニタ
屋根伏図の［飾りシンボル］－［化粧垂木］コマン
ドより、化粧垂木を入⼒しましたが、パースモニタでみた
ときの素材を変更できますか。

初期値は［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「造作材」の
素材が初期値になります。入⼒後は［属性変更］コマンドで選択し、
［素材］ボタンより素材の変更ができます。

パースモニタ
株式会社インフォマティクス様のペイントレンダリングシス
テム 『Piranesi』 に連携させることはできますか︖

パースモニタの［ファイル］－［Piranesi変換］から連携ファイル（拡
張⼦*.epx）を作成することができます。作成された連携ファイルを
『Piranesi』で読み込んでいただくことになります。

パースモニタ
鳥瞰パースの壁切断色を変更したい。 ［設定］－［専⽤初期設定］－［⽴体作成条件］で鳥瞰パース

の［切断⾯色］で変更できます。

パースモニタ

影を柔らかく表現したい。 １．パースモニタの画⾯で［拡張］－［光源］タブをクリックします。
２．太陽光の影を設定する場合は、［通常光設定］ボタンをクリック
します。また、部品光の影を設定する場合は、設定したい部品を選択
し、［設定］ボタンをクリックします。
３．それぞれ表示されたダイアログで、影に対して［柔らかい］を選択
します。

パースモニタ

パースモニタで［画像印刷/保存］コマンドをクリックし
ても、［画像印刷/保存］のダイアログが表示されませ
ん。パース上でクリックすると表示されます。

［拡張］コマンドをクリックし、［レイトレース］を開き、［レンズフレ
ア］チェックボックスがオン、太陽光の［マウス］がオンになっていることが
考えられます。レンズフレアの位置をクリックすることで、［画像印刷/保
存］のダイアログが表示されます。

パースモニタ

パースモニタ上で距離を測ることができますか︖ ［計測・情報］の中の［3D⾯間計測］・［3Ｄ線間計測］・［3
Ｄ点間計測］・［3D簡易計測］コマンドで距離を測ることができま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

パーススタジオのガラスの⾯素材の設定、反射率の
シェーダー項目の鏡などを、他の設定に最初からしてお
きたい。

まず、ArchiMaster側で、素材の［登録・編集］の［その他］－
［ガラス］の中にある「ガラス̲LWA」を選択して、編集機能の中から
LWAの［詳細編集］で［反射率］のシェーダー項目などを設定しま
す。次に、ATZ側で、［設定］-［物件初期設定］-［素材］の「建
具(ガラス)」で、先程の編集していただいた「ガラス̲LWA」を指定してい
ただくことで可能です。

パーススタジオ

パーススタジオを起動すると、「ArchiMasterがインス
トールされていないか、質感マスタがありません。」という
メッセージがでてきます。確かに［拡張］－［質感］
が存在しないようです。どうしたら良いですか︖

１．インストールDVDを挿入していただき、セットアップメニュー画⾯が
出てきましたら、［その他インストーラー］タブをクリックしてください。
２．［各アプリ個別インストールはこちら］をクリックしてください。
３．Archi Masterのインストールボタンを選択していただき、修復イン
ストールに進んでください。
４．［質感マスタ］のみをONにして、インストールを⾏ってください。
５．インストールが完了しましたら、再度パーススタジオを起動してみて
ください。

パーススタジオ
汎⽤で⽴体の部品を配置しました。一⾯だけ色を変え
たい。

［拡張］コマンドから［素材］タブをクリックし、［単一⾯］ボタンをク
リックします。変更したい素材を選択し、ドラッグ＆ドロップします。

パーススタジオ
［拡張］コマンドの［素材］タブにある、［パック内］
ボタンはどのような時に利⽤しますか。

例えば部品などで、ドラッグ＆ドロップした⾯と同じ素材を使⽤している
⾯がある場合、そのほかの⾯も一括変更する時に利⽤します。

パーススタジオ
［設定］－［基本設定］－［起動］の「ユーザー
素材」は何の参照先なのでしょうか。

パーススタジオにおいて、［⾯素材編集］ダイアログで編集した内容
（パラメータ値が保存されたファイル（＊.LWA））を［保存］より保
存する場合の保存先になります。

パーススタジオ

【Ver7】鳥瞰パースを作成しています。［天空光（外
観）］でレンダリングすると、部屋内部が暗くなります。
いい方法はありますか。

［拡張］コマンドから［光源］を開き、［光源タイプ］を「アンビエン
ト・オクルージョン」に設定します。［アンビエント・オクルージョン設定］
で、【環境光のみ】でお試しください。
＜補⾜＞【環境光のみ】は太陽光がオフになります。鳥瞰パースや、上
空からの視点で外観パースを作成する場合におすすめです。

パーススタジオ

外壁にガルバリウム鋼板の素材を貼っています。もう少
し目地を目⽴たせて凹凸感を出せますか。

外壁⾯を［属性変更］し、［素材編集］－［変位］で、シェーダー
で［色にリンク］を選択し、［大きさ］を0.04でお試しいただきまし
た。今回ご使⽤の素材色は濃い色（⿊に近い）ので、目⽴ちにくくは
ありますが、凹凸感は増します。

パーススタジオ

パーススタジオ上で［属性変更］－［素材編集］を
⾏いました。［ファイル］－［XVL3書き込み］の際に
［テクスチャ出⼒］をオンにしたとしても、変換されない
のでしょうか。

現状、［属性変更］－［素材編集］で変更した情報は、XVLデー
タに書き出しする事はできません。XVL変換時に、ArchiMasterの素
材IDを⾒てくる動きになっているので、素材編集前の素材で変換されま
す。

パーススタジオ
天空光（内観）で、品質を上げると明るさは変わるも
のですか︖

品質によって明るさも変わります。品質を上げると、サンプリングポイント
が増え、より多くの明るさと色をサンプリングできるようになります。

パーススタジオ

［ARCHITREND P-style連携］をする際に、レンズ
フレアを設定することはできますか︖

【Ver7】P-style連携時にレンズフレアも連携するようになっています
【Ver6以前】P-style連携時に設定することはできないため、P-style
連携後に［効果］タブの「手動レタッチ」－「光源・陰影」より設定して
いただくようお願いいたします。

パーススタジオ

［拡張］コマンドの［部品］で部品を配置するとき
に、回転して配置できますか。

マウスの左ボタンを押しながら、スペースキーを押すと部品を回転できま
す。（回転方向は反時計廻り）また、マウスの左ボタンを押しながら
「無変換」キーを押しても回転できます。（回転方向は時計廻り）回
転角は45度刻みになっています。

パーススタジオ

DataStationの人物（ビルボード部品）を、パースス
タジオでレンダリングすると、ラジオシティではこちらを向き
ません。

ラジオシティと天空光（内観）は、ビルボード部品に対応しておりませ
ん。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

パースモニタで鳥瞰パースを作成し、［パースモニタデー
タの保存］コマンドから保存をおこないました。作成済
みのパーススタジオのデータに、鳥瞰パースで作成した
壁躯体の表現だけ読み込みたい。

［パースモニタデータ読込］コマンドをクリックし、ダイアログで［読込対
象］グループのボタンから［⽴体詳細］を開き、「建物内部」の「内壁
仕上」、「建物外部」の「外壁仕上」のチェックをオンとし、読み込んでくだ
さい。

パーススタジオ

パーススタジオを起動すると、「Archi Masterがインス
トールされていません。またはArchi Masterの質感設
定が正常ではありません。Archi Masterをインストール
するか、質感設定を確認してください。」というエラーメッ
セージがでます。

Archi Masterを起動し、［共通2］の［質感］を開き、パスが正しく
設定されているかをご確認ください。
（例
●:\FcApp\ArchiMaster\Master\Finishes\FCFinishes.ad
b）このファイルが存在しない場合は、Archi Masterの修復インストー
ルが必要です。個別インストールで、Archi Masterを選択し、修復イ
ンストールで「質感マスタ」のみをチェックをオンにして⾏ってください。

パーススタジオ
【Ver6以降】［拡張］コマンドの［質感］ですが、追
加登録することはできますか。

申し訳ございませんが、現在追加登録することはできません。

パーススタジオ

天井照明で、例えば「下30度-ハイブリッド光源」があり
ますが、これを天井⾯ではなく、壁⾯に取りつくようには
できますか。

［拡張］コマンドから［部品］タブを開き、分類で「天井」を選択、種
別で「照明器具」を選択し、配置が⾏えます。部品をドラッグして配置
する際、近くにある壁⾯を検索してそれに接するように配置ができます。
位置の微調整は［編集］－［部品移動／回転］コマンドを使って
⾏ってください。

パーススタジオ
【Ver6以降】素材に簡単に質感を設定することはでき
ますか。

［拡張］コマンドをクリックし、［質感］タブをクリックすると、いくつかの
パターンを⽤意してございます。ツリーから使⽤する質感を選択し、変更
場所へドラッグ＆ドロップし、質感を与えます。

パーススタジオ
【Ver6以降】仮想地盤⾯の高さを変更できますか。 パースモニタ上で仮想地盤⾯を［属性変更］することで高さが設定で

きます。

パーススタジオ

【Ver6以降】テクスチャの調整や陰影を確認していま
す。全体をレンダリングすると時間がかかるので、部分的
にレンダリングして確認できないでしょうか。

［レンダリング実⾏］ボタン横の▼をクリックしていただくと、［部分レンダ
リング実⾏］コマンドがあります。（パース上で右クリックしたメニューにも
同じコマンドがあります）レンダリング実⾏したい範囲を指定していただく
と、その部分だけでレンダリング結果が確認できます。

パーススタジオ

【Ver6以降】Archi Master建具を開閉した状態で、
パースを作成できますか。

１．［編集］－［AM建具開閉］コマンドをクリックします。
２．［AM建具開閉］ダイアログでスライダを動かして開閉率を設定し
ます。
３．開閉するAM建具をクリックします。続けて、別の建具をクリックする
ことで連続して開閉設定ができます。終了する場合は、［終了］ボタ
ンをクリックします。

パーススタジオ
素材の目地を動かすことはできますか。 ［編集］－［テクスチャ貼付方向移動］コマンドでテクスチャの移動

がおこなえます。変更するテクスチャ⾯をクリック後、移動の基準点をク
リックし、移動先の位置をクリックします。

パーススタジオ

［拡張］コマンドから［光源］タブをクリックすると、配
置している部品光源が下部のツリー上に表示されます
が、パース上のどの位置に入っているか確認する方法は
ありますか。

ツリー上から確認したい光源名称をクリックし、［部品選択］ボタンをク
リックするか、または右クリックからポップアップメニューを開き［部品選
択］をクリックします。すると選択した光源部品がパース上で⾚く選択表
示され、位置を確認することができます。

パーススタジオ

【Ver5以降】背景に設定した画像を建物に合わせて
移動できますか。

［拡張］コマンドをクリックし、［設定］タブを開きます。［背景調
整］をクリックし、左右上下のスライダーを使って背景の位置調整ができ
ます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ
【Ver5以降】内観データの作成において、平⾯図に配
置した外部シンボル（ウッドデッキ、ベランダなど）を窓
越しに表現できますか。

［⽴体データ作成］－［内観データ作成］で、［平⾯外部シンボル
作成］のチェックをオンにして、⽴体データの作成を⾏ってください。

パーススタジオ

レンダリングファクトリーで複数のレンダリングをおこなった
あと、この画像はどこに保存されますか。

【Ver5以降】物件フォルダの「プレゼン」フォルダにパーススタジオの図⾯
名称でファイル保存されます。同じ図⾯で既にファイルが作成されている
場合、ファイル名に番号が付きます。「例︓サンプル(2).jpg」
【Ver4】物件フォルダの「プレゼン」フォルダに「新しいイメージ(番
号）.bmp」のファイル名で保存されます。「（番号）」は、2つ目以降
のパースに「2」からの連番が付きます。

パーススタジオ
壁にJPEGなどの画像を貼り付けたい。 画像を貼り付ける⾯を［属性変更］で選択します。［素材編集］の

［色］タブで［シェーダー］を「イメージファイル（2D）」として［ファイ
ル名］のところで画像を選択していただけます。

パーススタジオ

建具の枠色を一括変更したい。 パーススタジオには、一括変更する機能がございません。パースモニタで
あれば、［建具編集］－［建具枠素材変更］コマンドで素材を一
括変更していただけます。変更後、［パースモニタデータ読込］で［合
成］を選び、［読込対象］グループで［＞＞］ボタンをクリック、［⽴
体詳細］で建具のみチェックをオンにし［OK］としていただきます。パー
スモニタでの変更がパーススタジオに反映されます。もしくは、パーススタ
ジオで、［操作モード切替］を「⾯素材」に切り替えて建具枠を［属
性変更］し、［素材］タブの［AM素材割当］より素材を変更してい
ただくようお願いします。

パーススタジオ
［拡張］パネルの［設定］タブで［選択表現］を透
明化にして、レンダリングを実⾏したときに、選択した⾯
が透明化になりません。

・ラジオシティ【内観】、天空光【内観】でレンダリングを実⾏すると、透明
化が無効になります。（素材編集の［透明度］タブで透明度を設定
していただくようお願いします。）

パーススタジオ

パーススタジオにパースモニタで登録した視点（カメラ）
を取り込みたい。

パースモニタから［パーススタジオ起動］－［パーススタジオ起動（連
携）］で新規パーススタジオを作成していただくと、カメラも連携されま
す。また、パーススタジオで［パースモニタデータ読込］コマンドで、［読
込対象］グループの［カメラ］のみチェックボックスをオンにして［OK］
としていただくことで、カメラの設定を取り込みしていただくこともできます。

パーススタジオ

施工図のほうで作成した⾜場をパーススタジオに読み
込みたい。

パーススタジオで［パースモニタデータ読込］をクリックします。［読込設
定］ダイアログの［合成］の中から、［仮設パースモニタ］にチェックし
て［OK］として読み込みしていただけます。
＜補⾜＞読み込むには、次の条件のうちどちらか満たしている必要があ
ります。そうでない場合、データを読み込むことができません。
・パースモニタを開いている。
・パースモニタを開いていない場合は、⽴体データが保存されている。

パーススタジオ

【Ver.4以降】ARCHITREND Zを終了するときに、
「レンダリングタスクが登録されています。レンダリングファ
クトリーでレンダリングを実⾏しますか︖」のメッセージが
表示されるのですが。

パーススタジオでレンダリングユーティリティーに登録があり、レンダリング処
理が終了されていない場合にメッセージが表示されます。メッセージが表
示されないようにするには、パーススタジオで［ファイル］－［画像印刷
／保存］－［連続レンダリング処理］をクリックし、レンダリングファクト
リーを表示させます。視点登録されたデータが表示されますので［スター
ト］で処理を実⾏するか、［削除］で登録を消していただくようお願い
します。

パーススタジオ
【Ver.4以降】レンダリングファクトリーに登録済みのデー
タをレンダリングしたい。レンダリングファクトリーを開くに
は。

パーススタジオで、［ウィンドウ］－［レンダリングファクトリーを開く］から
開くことができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

［拡張］－［光源］タブで［通常光］を選択してレ
ンダリングを⾏うと問題ないのですが、［天空光【内
観】］を選択してレンダリングを⾏うとAT建具やAM建
具を簡易表現した時の建具のラインがなくなります。

簡易表現のラインはラジオシティ計算対象外となり、消える仕様となって
おります。［天空光【内観】］でもラジオシティ計算を⾏っているため、
AM建具は詳細に表現した状態でパーススタジオに読み込んでいただく
ようお願いいたします。

パーススタジオ

パーススタジオで画像保存する際に、［背景レイヤ分
離］のチェックがおせない。

［拡張］ダイアログの［設定］タブにおいて、［レンズフレア］チェック
ボックスがオンの場合、［背景レイヤ分離］チェックボックスは設定できま
せん。

パーススタジオ

⾞の部品をパースモニタでみると全体的にカクカクしてし
まっている。滑らかに⾒せることはできませんか︖

１．［選択モード切替］コマンドをクリックし［属性素材］に切り換え
ていただき、⾃動⾞部品のボディー部分を選択します。<
２．ボディー全体が選択されたら［属性変更］コマンドをクリックしま
す。
３．［属性変更］ダイアログの［メッシュ属性］タブをクリックし［反
射を滑らかにする］チェックボックスをオンにします。
４．この設定により、擬似曲⾯のカクカクした感じはかなり滑らかにレン
ダリングされるようになります。

パーススタジオ

ガラスに背景を映りこませたい。 ガラス⾯を［属性変更］し［素材編集］の［反射率］で［シェー
ダー］を「鏡」にしていただきます。［環境光]、［拡散反射光]、［鏡
⾯反射光]を下げる、［反射率］を上げるなどして調整をおこなってみ
てください。

パーススタジオ

外観パースを作成する際に、外壁を半透明な状態にし
て、内部が⾒えているパースは作成できますか︖

１．［拡張］コマンドをクリックし、［設定］タブを選択します。
２．［選択表現］グループの［透明化］オプションをオンにし、スライ
ダで透明度を指定します。
３．透明にしたい⾯を選択し、［レンダリング実⾏］をすると、選択さ
れた⾯が透けて⾒えます。

パーススタジオ
ARCHITREND ManagerからARCHITREND Zを
起動しています。レンダリングユーティリティを操作中に、
他の物件を開いて作業することはできますか︖

レンダリングユーティリティはARCHITREND Zから独⽴して起動できま
すので、問題ございません。

パーススタジオ

［ファイル］－［Piranesi変換］をクリックすると「光
源が天空光(内観)では実⾏できません。他の光源に
切り換えて実⾏してください」というメッセージが表示され
ます。

天空光(内観)・アンビエントオクルージョンは、他の光源設定と違う処理
をしており、Piranesi⽤のファイルが作れないのでプログラムで制御して
います。申し訳ありませんが、別の光源を選択してください。

パーススタジオ

【Ver.3以降】ある⾯の素材を他の⾯にコピーしたい。 ［スポイト］コマンドでコピー元の素材をクリックします。［スポイト］ダイ
アログでその素材を選択し、コピー先へドラッグして貼り付けていただけま
す。

パーススタジオ
印刷をすると物件名が⽤紙の端に出てきます。出さな
いようにできますか︖

［画像印刷／保存］で［印刷］ボタンをクリックし、［ヘッダーを使
⽤］のチェックをオフにしていただき［印刷実⾏］をおこなってください。

パーススタジオ
グリッドの表示を無くしたい。 ［レンダリング実⾏］していただくことで消えますが、［表示］－［グ

リッド表示］のチェックを外していただくことでも消えます。

パーススタジオ

［拡張］－［部品］からスポットライトを入⼒する際
に、方向は決めれませんか︖

入⼒する際は、方向固定になります。入⼒後、［編集］－［部品移
動/回転］で方向変更をお願いします。コマンド選択後、マウスをスポッ
トライトに近づけます。マウス表示が円の⽮印になりましたら、マウスを左
クリックし、回転したいところまでドラッグしてください。

109



よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

レンダリングした画像を全体的に明るくする方法はありま
すか。

［画像印刷／保存］ダイアログで、レンダリングを実⾏後にレンダリング
ユーティリティウィンドウの［調整］ボタンをクリックすると、明るさやコント
ラストが調整できます。
（補⾜）※レンダリングユーティリティを使⽤しない場合は、［設定］
－［専⽤初期設定］－［モード］ダイアログの［レンダリング］グルー
プ［画像印刷/保存のレンダリング実⾏時レンダリングユーティリティを使
⽤する］チェックボックスをオフにします。

パーススタジオ
パーススタジオで［拡張］－［素材］タブを開き、素
材をドラッグして外壁を変えています。一度で外壁全部
を変えることはできますか︖

［素材］タブ内で、変更単位を［種別内］に切り替えて、［一覧］
から素材を選択し、外壁⾯にドラッグすることで⾏えます。

パーススタジオ

パーススタジオにおいて、ラジオシティ（内観）のときの、
［補助光］と［調光割合］との違いは︖

・補助光について
ラジオシティの計算では視点光、周囲光を使⽤しません。太陽光だけで
すと暗くなりますので、明るさを補うための擬似的明るさとして補助光を
使っていただくことができます。
・調光割合について照明などの部品光源の明るさの調整ができます。
部品光源のバランスを保ちながら、全体的に明るくしたり暗くしたりしてい
ただくことができます。

パーススタジオ
パーススタジオで床目地を回転させたい。 ［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドをご利⽤ください。回

転させたい⾯を選択し［回転角度指定］ダイアログで角度を選択、ウ
インドウ上で回転の中心としたいポイントをクリックします。

パーススタジオ

パーススタジオで、外壁とベランダに同じ素材を使ってい
るが、目地が揃いません。合わせることはできますか︖

［編集］－［テクスチャ貼付方向合せ］コマンドをご利⽤ください。ま
ず、基準となる⾯を選択し、次に合わせる方の⾯を指定します。
【補⾜】目地あわせが終わりましたら、画⾯右上の⽩⽮印キー［対象
データ選択］コマンドをクリックしていただくと、コマンドが解除されます。

パーススタジオ
パーススタジオで、樹木の影を地⾯には落としたいが、
外壁⾯に対しては落としたくない。

１．外壁⾯を選択し［属性変更］コマンドをクリックします。
２．［属性変更］ダイアログで［⾯属性］を開き、［影を受ける］
のチェックボックスをオフにしてください。

パーススタジオ
パーススタジオで、外壁仕上の素材を変更したいのです
が、基礎まで一緒に選択されてしまいます。

［選択モード切替］ボックスで「⾯」を選択していただくと、外壁仕上の
みを選択できるようになります。

パーススタジオ

パーススタジオで窓ガラスが透けてません。透けさせるに
はどうしますか︖

読込元のパースモニタを［外部のみ作成］をオンで作成している場
合、ガラスは透過しません。オフでパースモニタを再作成し、パーススタジ
オに読込直しをお願いします。
１．ガラスが透過したパースモニタを開いた状態で［読込］コマンドを
クリックします。
２．［読込設定］ダイアログで［合成］ボタンをクリックし、［読込対
象］の［⽴体詳細］で建具のチェックボックスをオン（必要であれば建
物内部や部品もチェック）にし［OK］にします。
【補⾜】パーススタジオで建具の枠色を変更している場合は元に戻って
しまいます。念のため、別の⾯に図⾯複写しておき上記作業を⾏うなど
お願いします。

パーススタジオ

パーススタジオで、樹木が邪魔でその下にある外壁が選
択できません。

１．［拡張］コマンドをクリックし、［表示］タブを選びます。
２．一覧で「樹木」のチェックボックスをオフにしていただきます。
３．データが非表示になったところで、外壁を選択していただけます。
４．編集作業後に、２．のチェックをオンにしていただきます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

パーススタジオで内観パースを作成しています。天井が
暗いので明るくしたい。

１．天井の⾯を［属性変更］コマンドをクリックし、選択します。
２．［属性変更］ダイアログの［素材編集］ボタンをクリックし、［反
射率］タブをクリックします。
３．［環境光］のパラメータの値を大きくし、レンダリングを実⾏してく
ださい。

パーススタジオ

パーススタジオで、縦目地で配置されているテクスチャを
横目地に変更したい。

［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドで回転することがで
きます。
１．［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドを選択します。
２．画⾯上の変更したいテクスチャをクリックし、選択します。
３．［回転角度指定］ダイアログの［角度］ボックスで90度を選択
します。
４．回転中心点をクリック（例えばテクスチャの角など）しますと、回転
されてきます。

パーススタジオ

パーススタジオで、素材の凹凸感を出したい。 １．［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］で［編集レベル］
を「ADVANCE」に変更します。
２．設定する⾯を［属性変更］コマンドで選択し、［素材編集］ボ
タンをクリックします。
３．［⾯素材編集］ダイアログで［変位］タブに切り替え、［シェー
ダー］ボックスから「B01︓色にリンク」を選びます。
４．［レンダリング実⾏］コマンドをクリックしイメージを確認します。

パーススタジオ

パーススタジオで、簡易樹木部品の影を出したくない。 １．［属性変更］コマンドで簡易樹木部品の⾯をクリックし、選択し
ます。
２．［属性変更］ダイアログの［⾯属性］タブをクリックします。
３．［影を発⽣する］チェックボックスをオフにし、［適⽤］ボタンをク
リックしてダイアログの設定内容を反映させます。
４．［OK］ボタンをクリックし、ダイアログを閉じ、レンダリングを実⾏し
てください。

パーススタジオ

シャッターを開いた状態で表現したい。 AM建具であれば、パースモニタで開閉ができます。
１．パースモニタを作成します。
２．［建具編集］－［AM建具開閉］コマンドをクリックします。
３．開閉するシャッターをクリックします。
４．［AM建具開閉］ダイアログのスライダーバーを右に移動します。
５．［終了］ボタンをクリックします。
【補⾜】
・AM建具の開閉をおこなうには、その建具が入⼒されている図⾯を開
いてる必要があります。例えば、建物2階の建具を開閉する場合は、平
⾯図2階が開かれている必要があります。
・［設定］－［専⽤初期設定］－［パースモニタ］の［AM建具を
詳細に作成］のチェックボックスをオンにしていただく必要があります。
・ArchiMasterの［建具選択］ダイアログボックスの建具一覧で、各
画像右上に「扉が開いたマーク」がついている建具のみ、開閉が可能で
す。マークがない建具は開閉不可能を示しています。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

パーススタジオで、レンダリングを実⾏しながら、図⾯入
⼒など他の作業は⾏えないのでしょうか︖

［レンダリング ユーティリティ］を使⽤することで⾏えるようになります。別
ウィンドウ・別プロセスでレンダリングを実⾏できるため、同時に⽴体デー
タや平⾯図などの図⾯を編集できます。
＜操作手順＞
１．［設定］－［専⽤初期設定］－［モード］を開き、［レンダリ
ング］グループの［画像印刷/保存のレンダリング実⾏時レンダリング
ユーティリティを使⽤する］チェックボックスをオンと設定します。
２．［画像印刷／保存］コマンドをクリックします。［レンダリング実
⾏］ボタンに「（レンダリングユーティリティ使⽤）」と表示されているのが
確認できます。
３．［レンダリング実⾏］ボタンをクリックします。［レンダリング ユーティ
リティ］ウィンドウが開かれ、レンダリングが開始されます。
４．レンダリングが終了したら、［画像を印刷］［画像を保存］ボタ
ンで画像を印刷・保存します。ユーティリティを閉じる場合は、［終了］
ボタンをクリックします。
＜補⾜＞レンダリングを実⾏しながら、ARCHITREND Zで操作をおこ
なうため、マルチスレッド対応のCPU（デュアルコアプロセッサ）や
Pentium4（HyperThreading）などを搭載してるコンピュータでの
使⽤をお勧めします。マルチスレッド対応でないCPU（シングルコアプロ
セッサ）の場合は、作業効率の効果はあまり期待できません。

パーススタジオ

1⾯パーススタジオで編集していますが、あとで編集の続
きをする事はできますか︖

画像化したものは編集できませんが、1⾯パーススタジオを上書き保存
（［ファイル］－［上書き保存］コマンドもしくはツールバーの［上書
き保存］コマンド）していただき、次回その⾯を開いていただくことでその
続きを⾏えます。

パーススタジオ

パーススタジオで、タイルの大きさを変えたい。 ［編集］－［テクスチャ貼付サイズ］コマンドで変更していただけま
す。コマンド選択後、大きさを変更したい⾯を選択し基準点をクリックし
てください。表示されたテクスチャスケール入⼒画⾯でX・Yのサイズを入
⼒しOKとしてください。

パーススタジオ

パーススタジオで、［拡張］－［光源］タブを開きまし
た。グレー表示で使⽤できない。

パーススタジオには2つ（Ver1では3つ）のモードがありますが、光源の
設定が使⽤できるのは［レンダリング・モード］コマンド（［レ」ボタン）
が⾚いときだけになります。［編集モード］コマンド（［編］ボタン）が
⾚いときは、編集モードのため［光源］がグレーで使⽤できなくなりま
す。

パーススタジオ

パーススタジオで、天空光【内観】を実⾏すると、部屋
全体に太陽光が射し込んでしまう。

内観パースの場合は、［パースモニタデータ読込］コマンドやパースモニ
タからの連動の場合は、太陽光の遮断⾯が作られません。そのため、天
井からの太陽光を遮断することができません。［⽴体データ作成］－
［内観データ作成］コマンドより作成していただくことで遮断⾯が作成
され不要な太陽光が射し込まなくなります。
【補⾜】太陽光遮断⾯があるかどうかは、［編集］－［太陽光遮断
⾯全削除］コマンドで確認いただけます。データがなければ、「太陽光
遮断⾯がありません。」と表示されます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ

パーススタジオで、ある⾯に対して光源を設定できます
か。

１．［編集］－［⾯光源配置］コマンドを選択します。
２．光源を設定する⾯をパース上でクリックします。
３．［⾯光源設定］ダイアログが表示されますので、明るさや影の設
定を⾏い、［OK］をクリックします。
＜補⾜＞
・配置した⾯光源は、［拡張］の［光源］で確認、設定変更できま
す。
・一旦配置した⾯光源をすべて削除する場合は、［編集］－［⾯光
源全削除］コマンドで⾏えます。

パーススタジオ
配置した部品を削除したいのですが、パーススタジオ上
でクリックすると、部品が⾯単位でしか選択できません。

画⾯上の［選択モード切替］ボックスを［⾯選択］ではなく、［部材
選択］にしていただくと部品全体が選択できます。

パーススタジオ

パーススタジオで［画像印刷／保存］より［レンダリン
グ実⾏］して、保存したパース画像があります。再度こ
れを開いて印刷したい。

パーススタジオを起動し、［ファイル］－［画像印刷］で保存した場
所の画像ファイルを指定してください。（保存先を特に変更していない
場合、通常は、「プレゼン」フォルダ内に保存されます。）［印刷］のダ
イアログが表示され、【印刷実⾏】で印刷することができます。

パーススタジオ

パーススタジオで、部品を移動したい。 １．［編集］－［部品移動／回転］コマンドをクリックし、移動する
部品をクリックします。
２．部品をドラッグし、移動先まで移動させます。また、、部品を縦方
向に移動する場合は［CTRL］を押しながら部品をドラッグします。

パーススタジオ

パーススタジオで、意匠のパースと構造パースを合成し
たい。

例えば次のような方法があります。
１．伏図の［構造パースモニタ］より構造パースを⽴ち上げ、構造
パースモニタで［パースモニタデータの保存］をクリックし、保存します。
２．次に平⾯図などからパースモニタを起動して、その画⾯の［パース
スタジオ起動（連携）］より、パーススタジオを起動します。
３．パーススタジオの画⾯で［パースモニタデータ読込］をクリックしま
す。
４．［読込設定］ダイアログで、［合成］をクリックし、［読込元プロ
グラム］の［構造パースモニタ］を選択し、［OK］をクリックし、読み
込みます。

パーススタジオ

パーススタジオを開いています。背景を変更することはで
きますか。

【背景の色を変更する場合】
１．専⽤ツールバーの［拡張］ボタンをクリックします。
２．拡張画⾯の［設定］タブをクリックして、［背景設定］をクリック
します。
３．［背景設定］ダイアログで［単色］にチェックを入れます。
４．変更する色を選択します。
【背景を画像に変更する場合】
１．［イメージ］にチェックを入れます。
２．画像を選択します。

パーススタジオ
パーススタジオの他の⾯のユーザーカメラを読込みたい。 ［ファイル］－［図⾯複写］コマンドで読込元の図⾯を指定し、［カ

メラ］にチェックをつけていただくと読込めます。

パーススタジオ

パーススタジオを開いています。床の1枚の幅を変更した
い。

［編集］－［テクスチャ貼付サイズ］コマンドをクリックし、変更するテ
クスチャ（今回は床）をクリックします。スケール変更時の基準点をク
リックし、［テクスチャスケール入⼒］ダイアログで1テクスチャの縦・横サ
イズを変更してください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（パースモニタ）

カテゴリー 質問 回答

パーススタジオ
［拡張］コマンドから［光源］の設定で［光源タイ
プ］を［天空光【外観】］を選択した場合、光の詳細
設定はどこで⾏えますか。

［天空光設定］ボタンをクリックし、［天空光（外観）設定］ダイア
ログで設定を⾏います。

パーススタジオ
パーススタジオにおいて、［拡張］から［光源］タブを
クリックすると、［調光割合］とありますが、機能はどの
ようなものですか。

部品光源の明るさを全体的に上げたり下げたり調整できます。

パーススタジオ

パーススタジオで部品の配置はできますか。 配置できます。［拡張］コマンドをクリックし、［部品］タブを開きます
とAM部品が一覧表示されますので、配置する部品をドラッグして配置
してください。

パーススタジオ

パーススタジオで、天空光を使⽤したいのですが、どこで
切り替えますか。

［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブ内にある、［光源タイプ］
ボックスを［天空光【外観】］・［天空光【内観】］に切り替えてくださ
い。

パーススタジオ

パーススタジオで、部品の移動や回転はできますか。 ［編集］－［部品移動／回転］コマンドで可能です。部品をクリッ
ク、マウスでドラッグして移動できます。回転の場合は、部品の下枠の角
に表示される○マークを指示しドラッグします。
＜補⾜＞移動⽤の下枠線上をマウス指定し、［CTRL］キーを押し
ながらドラッグすると上下方向に移動することができます。

パーススタジオ

配置されている部品の大きさを変更できますか。 パーススタジオ側では変更できません。以下の手順で、パースモニタ側で
変更していただくようお願いします。
１．パースモニタで部品のサイズを変更します。
２．パースモニタを開いたまま、［ウィンドウ］－［パーススタジオ］で、
パーススタジオの⾯を開きます。
３．［パースモニタデータ読込］コマンドをクリックします。
４．読込設定のダイアログが表示されますので、［読込元プログラム］
グループで［パースモニタ］を選択します。［読込対象］は［⽴体］
のみチェックをオンにします。拡張ボタンをクリックし、［⽴体詳細］で全
データのチェックをオフにします。サイズ変更した部品のみ、チェックをオン
にして、［OK］をクリックします。
＜注意＞パーススタジオ側で、対象部品の素材等を変更されている場
合は、元に戻ってしまいます。ご了承ください。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（図⾯印刷）

カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷
図⾯印刷において、配置図⾯の表示内容が元図⾯と
違う。全部表示されていない。

１．［属性変更］コマンドで、対象図⾯を選択します。
２．［図⾯］ダイアログの［全データ表示］をONにして、［OK］ボ
タンでダイアログを閉じてください。

図⾯印刷

［PDFエクスポート］を実⾏すると同名のExcelファイ
ルが作成されるのはなぜでしょうか︖

［設定］－［専⽤初期設定］－［印刷］－［PDFエクスポート時
に物件情報を出⼒する］がオンになっていないかご確認をお願します。
【補⾜】チェックボックスをオンにすると、［PDFエクスポート］コマンドで
PDFをエクスポートすると同時に、物件情報（物件名、建物情報、施
主情報など）を書き込んだCSVファイルを出⼒します。

図⾯印刷
通常の印刷は問題ないのですが、［PDFエクスポー
ト］でPDFを作成して印刷すると、図⾯が縮んでしまい
ます。（例︓4700のところが4500）

PDF作成後、PDFの印刷画⾯で［ページの拡大/縮小］が「⽤紙に
合わせる」になっている場合、「なし」に変更してどうか、ご確認ください。

図⾯印刷

【Ver7】図⾯印刷でカラーの画像を配置して印刷でき
ますか。

［画像配置］コマンドから、画像保存先のフォルダを指定して画像の
選択、配置が可能です。
【補⾜】【Ver6以前】は［モード切替（図枠）］にして、［ラスタ］－
［カラーラスタ配置］コマンドから画像の配置を⾏えます。

図⾯印刷

［図⾯選択］ダイアログの［図⾯順序］ボタンで図
⾯順序を入れ替えたのですが、図枠の図⾯No（ペー
ジ）に反映されていません。

⾃動的に更新されませんので、［再描画］－［図枠ページ一括更
新］コマンドで更新をお願いいたします。
＜補⾜＞閉じている図⾯は、ページNoを元に戻すことはできませんの
で、ご注意ください

図⾯印刷

［印刷］コマンドをクリックし、［連続］より連続印刷
を選んだ場合、［連続印刷（図⾯選択）］ダイアロ
グで［縮小印刷］チェックボックスがありますが、この
チェックはどのような時に利⽤しますか。

［プリンタの設定］で、選択されている⽤紙サイズに図⾯がおさまらない
場合に、⽤紙サイズにおさまるような大きさに縮小して印刷する時に
チェックをオンとします。

図⾯印刷

図枠と図⾯を配置しています。配置している図枠は印
刷せず、図⾯だけ印刷したい。

［印刷］コマンドをクリックし、［印刷］ダイアログで［図枠］チェック
ボックスをオフと設定し、印刷を実⾏しますと図⾯のみ印刷することがで
きます。このチェックがオフの時に対象となるデータは、図枠や［モード切
替（図枠）］で入⼒した汎⽤データや図枠項目を含みます。

図⾯印刷

平⾯図で入れた増改築区画が印刷されません。 不出⼒ペンで書かれているため、印刷されません。
１．平⾯図で［属性別選択］から、増築区画（改築区画）を選
択します。
２．［編集］－［要素属性変更］で［ペン番号］のチェックをオン
にして「不出⼒」以外のペン番号に変更していただきます。
３．図⾯印刷で［詳細再描画］をクリックしていただくと、印刷される
ようになります。

図⾯印刷

【Ver6以降】［図枠項目］ダイアログで［設計責任
者名］とありますが、どこで設定した内容が連動してくる
のでしょうか。

［物件］－［物件情報］から［物件情報［変更］］ダイアログを
開き、［拡張］ボタンをクリックし、［分類︓責任者］で設定した内
容が連動します。
＜補⾜＞図枠項目の連動元は、［図枠分類選択］ダイアログ右上
の︖マークからヘルプを開きご確認いただけます。

図⾯印刷
［PDFエクスポート］を⾏っています。複数の図⾯を指
定して1つのファイルで一度に変換できますか。

［PDFエクスポート］コマンドを選択し、図⾯一覧ダイアログ内で、
［Ctrl］または［Shift］を押しながら複数の⾯を指定していただくと、
1つのPDFファイルとして、複数の図⾯が変換できます。

図⾯印刷
他の人が作ったデータで、配置してある部分詳細図がど
の図⾯で作成したものなのか分かりません。調べる方法
はありますか。

配置されている図⾯を［属性変更］で選択してください。表示される
［図⾯］ダイアログの［対象図⾯］・［名称］で確認することができ
ます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（図⾯印刷）

カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷

【Ver5以降】［図⾯選択］ダイアログで［図枠配
置］ボタンがありますが、これは。

［図枠配置］ボタンをクリック後に表示される［図枠選択］ダイアログ
で、選択したグループとページに登録されている図枠を全て一括配置し
ます。たとえば選択したグループの登録図枠一覧に8つ登録されている
場合は、［OK］をクリックすると、それぞれの図枠が配置された図⾯印
刷図⾯が8⾯開いています。

図⾯印刷
図枠の枠の横幅より⽂字列が⻑い場合、枠内で改⾏
することはできますか。

図枠項目を［属性変更］で選択し、［図枠項目］ダイアログの［補
正］グループで［改⾏］オプションを選んでいただくと、枠の横幅におさ
まらないときに改⾏することができます。

図⾯印刷
【Ver5以降】平⾯図などで［表示パターン設定・切
替］コマンドで設定した内容は、図⾯印刷に反映され
ますか︖

図⾯印刷で配置した図⾯を属性変更し、［出⼒レイヤ］ボタンから
［表示パターン］ボックスで設定した内容を読み込めます。

図⾯印刷

【Ver5以降】［図枠目次項目］で表示される［種別
記号］を一括して変更する操作方法はありますか。

例えば図⾯印刷の1⾯を開いた状態で［図枠目次項目］を⾏い、表
示されるダイアログで［種別記号］を変更する方法になります。変更
後、［OK］でダイアログを終了し、図⾯印刷の画⾯上に配置します
と、「図枠ページ一括更新、ページNo.を初期化しますか︖オープンされ
ていない図⾯は直接ファイルを更新するため、元に戻すことができませ
ん。」のメッセージが表示されます。［はい］を選択していただくと、設定
した［種別記号］の内容が各⾯の［ファイル］－［図⾯情報設
定］の［種別記号］に連動します。

図⾯印刷
【Ver5以降】［図枠目次項目］で設定される［種別
記号］をあらかじめ初期設定で登録しておけますか。

図枠にこの情報を保存しておくことができます。使⽤している図枠を開
き、［ファイル］－［図⾯情報設定］で、［種別記号］を設定しま
す。設定後、［図枠登録］を⾏っていただくことで可能です。

図⾯印刷
【Ver5以降】図枠を作成しています。［図枠項目］コ
マンドで項目を配置したいのですが、思ったところに配置
できません。

図枠項目ダイアログに［⾃由位置配置］のチェックがあります。これをオ
ンにしていただくと、⾃由な位置に配置できます。

図⾯印刷
一つの図⾯で縮尺の違うデータを配置し、［JWWエク
スポート］コマンドからJWWへ変換した場合、JWWで
優先される縮尺はどのようになりますか。

図⾯印刷で配置している図⾯の最小の縮尺で連動します。

図⾯印刷

【Ver5以降】会社のロゴマークを図枠に配置できます
か。

１．［設定］－［基本設定］－［会社情報］で、
［ARCHITREND Managerの⾃社情報を参照］のチェックボックス
がオフの場合、ロゴの［参照］ボタンをクリックし、ロゴマークの画像を設
定します。
２．図⾯印刷の画⾯で［モード切替（図枠）］にします。
３．［図枠会社ロゴ項目］で配置する位置を指定します。
<補⾜＞>ARCHITREND Managerを使われているユーザ様で、
［設定］－［基本設定］－［会社情報］で、［ARCHITREND
Managerの⾃社情報を参照］のチェックボックスがオンの場合は、
Managerのほうでロゴマークの設定が可能です。ARCHITREND
Managerの［設定］－［初期設定］－［⾃社情報］でロゴの設
定を⾏います。

図⾯印刷
ラスタデータを配置した図⾯を読み込むと、画像が表示
されず、全体に塗りつぶされたようになるのですが、問題
ないでしょうか︖

画⾯上では、ラスタデータを簡易的に表示しているためそのような表示に
なりますが、印刷には問題ありません。

図⾯印刷

図⾯配置のときに、ピンク色の枠とカギかっこが表示され
るのですが、これはそれぞれ何を示しますか︖

枠線が作図範囲になり、カギかっこがデータ領域になります。作図範囲
は、元図⾯に戻り［設定］－［作図範囲］で取り直ししていただけま
す。
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カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷

複数の⾯を連続印刷したい。 ［印刷］コマンドをクリックし、［印刷］ダイアログの［連続］ボタンを
クリックします。［連続印刷］ダイアログが表示されるので、キーボードの
CtrlまたはShiftキーを押しながら印刷したい図⾯を選択し、［OK］を
クリックします。

図⾯印刷

［JWWエクスポート］コマンドでJWW変換しました
が、図⾯のデータがすべて同じレイヤで変換されてしまい
ます。

申し訳ございません。図⾯印刷からの変換では、図⾯はまとめて一つの
レイヤに書き込まれます。レイヤを分けて変換されたい場合には、元図
（例︓平⾯図など）から［ファイル］－［データ変換］－
［JW̲CAD書き込み］コマンドで変換をお願いいたします。

図⾯印刷
破線のピッチを変更したい。 ［印刷］－［出⼒設定］をクリックし、［出⼒線種属性］タブで各

線種ごとに設定できます。

図⾯印刷

配置した図⾯の作図範囲を変更したい。 １．［作図範囲変更］コマンドをクリックします。
２．作図範囲を変更する図⾯をクリックします。
３．新しい作図範囲の1点目、2点目をクリックし、範囲を囲んでくださ
い。

図⾯印刷

図⾯を配置するときに、タイトルが付かないように設定し
ておきたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［図⾯］で［タイトル表示］の
チェックをオフにして、［専⽤マスタ書込］をお願します。配置済みの図
⾯タイトルについては、図⾯を［属性変更］し［タイトル表示］の
チェックをオフにしてください。

図⾯印刷

印刷時の線幅を設定したい。 １．［印刷］コマンドをクリックし、［出⼒設定］ボタンをクリックしま
す。
２．［出⼒ペン設定］タブを開き、設定したいペンNo.を選択し［線
幅］ボックスで設定を⾏います。

図⾯印刷

図⾯印刷に貼り付けた図⾯の元図の作図原点や作図
範囲を取り込みたい。

【Ver.4以降】［再描画］－［原点・作図範囲取込］コマンドをクリッ
クし、作図原点や範囲を取り込みたい図⾯をクリックします。
【Ver.3以前】配置してある図⾯を［属性変更］で選択し、ダイアログ
内の［情報取込］から取り込み直すことができます。

図⾯印刷
［JWWエクスポート］コマンドで作成されたファイルは、
どこに保存されていますか︖

データフォルダ内の、「変換̲jww」に保存されます。

図⾯印刷
図⾯タイトルの縮尺⽂字の大きさを図⾯タイトル名より
小さく設定したい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［図⾯］で［縮尺⽂字タイトル
⽐］で設定することができます。図⾯タイトルの⽂字高に対する⽐率
（0.5〜１．0）で設定します。

図⾯印刷

図枠の日付が、⾃動的に更新されるような機能はあり
ますか︖

１．日付を［属性変更］で選択し、［分類］が更新日になっている
のを確認します。
２．［設定］－［専⽤初期設定］－［項目］の［「更新日」を⾃
動更新］をオンにします。

図⾯印刷
画⾯上で⾚色の線を入⼒し、これを⾚で出⼒できます
か︖

画⾯表示色で印刷することはできませんので、［印刷］－［出⼒設
定］の［出⼒ペン設定］で、ペン番号に対しての［色］を設定してい
ただくようお願いします。

図⾯印刷

図枠の社名を変更したい。 １．［モード切替（図枠）］コマンドをクリックしていただき、［図枠
配置］で図枠を配置します。
２．［パック化選択切替］コマンドをクリックして、オフに切り替えます。
３．［⽂字］－［⽂字属性変更］コマンドをクリックし、変更したい
⽂字列を選択して、内容を修正します。
４．［図枠登録］コマンドをクリックして、図枠登録していただけます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（図⾯印刷）

カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷
平⾯図の柱壁は塗り潰しするが、腰壁は塗り潰さない
ようにしたい。

図⾯の［属性変更］で［塗り潰し］を［⾃動］としていただくことで、
腰壁部分は塗り潰さないようにできます。

図⾯印刷
図⾯印刷の画⾯を開いたときに⾃動的に配置される図
枠を設定しておきたい。

［設定］－［専⽤初期設定］－［図枠配置条件］で、［図枠指
定⾯以外に図枠を配置］の［設定］ボタンを開いて、配置したい図
枠を選択します。その後［専⽤マスタ書込］を⾏ってください。

図⾯印刷

図⾯を配置した後に、元図⾯で作図範囲外に図⾯を
入⼒しました。図⾯印刷に、作図範囲外の図⾯を表
示させるにはどのようにすればよいですか︖

１．図⾯印刷で配置されている図⾯を［属性変更］で選択し、
［情報取込］をクリックします。
２．［情報取込］ダイアログで、［作図範囲］のチェックをオンにし
［OK］します。
３．［作図範囲クリッピング］のチェックをオフにし、［OK］します。

図⾯印刷

［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情
報］で仮想階を設定しています。図⾯印刷で［図⾯
配置］コマンドをクリックし、［図⾯一覧］ダイアログを
表示しましたが、この［図⾯一覧］で仮想階が選択で
きません。元階と並べて印刷したい。

仮想階の図⾯は配置できないため、元階（同じ図⾯）を2つ並べて
配置します。配置した図⾯を［属性変更］で選択し、［図⾯］ダイ
アログの［内容］ボタンをクリックし、タイトルを変更して配置を⾏ってく
ださい。

図⾯印刷
図⾯印刷で、図⾯の中に表示されている寸法線を消
して印刷したい。

［属性変更］コマンドをクリックし、配置してある図⾯を選択します。
［図⾯］ダイアログの［寸法］チェックボックスをオフにしていただくと、
寸法線を表示しなくなり、印刷もされません。

図⾯印刷

図⾯印刷で配置した図⾯の、図⾯タイトルのフォントを
変更したい。

１．配置してある図⾯を［属性変更］で選択し、［図⾯］ダイアロ
グの［内容］ボタンをクリックします。
２．表示された［⽂字列属性変更］ダイアログの［フォント名］ボッ
クスで変更をお願いします。また、その都度変更するのではなく元の設
定を変更しておきたい場合は、［設定］－［専⽤初期設定］－
［フォント］を開き、［分類］グループで［図⾯］を選択し、設定を
お願いします。設定後［専⽤マスタ書込］ボタンをクリックし、専⽤マス
タに書き込みをおこなってください。

図⾯印刷

A3サイズで作成した図枠をB4サイズに変更して登録し
たい。

１．図⾯印刷を開き、画⾯左上の［モード切替（図枠）］コマンド
をクリックします。
２．［図枠配置］コマンドをクリックし、A3サイズの図枠を読み込みま
す。
３．［設定］－［⽤紙枠］コマンドをクリックし、⽤紙の［サイズ］を
B4に変更し、［余⽩］を設定します。
４．［変形］－［伸縮（マウス指定）］コマンドを選択し、図枠全
体を囲み、選択します。
５．［伸縮（マウス指定）］ダイアログが表示されますので、［⽂字
サイズは固定］チェックボックスをオフにします。
６．バック図⾯に映っているB4枠（内側のライン）にあわせるため、そ
の範囲を矩形で指定します。図枠がその範囲にあわせて伸縮されま
す。
７．［図枠登録］コマンドをクリックし、［図枠登録］ダイアログで空
欄を選択して図枠登録を⾏ってください。

図⾯印刷

図⾯印刷で、配置した図⾯の一部が表示されていませ
ん。

配置した図⾯を［属性変更］コマンドで選択し、表示される［図
⾯］ダイアログで、［全データ表示］のチェックボックスをオンにしてみてく
ださい。
【補⾜】データ数が10000を超える場合に、表示時間を考慮してオフに
なっています。オフのままでも、印刷をすると全データが出⼒されます。
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カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷

配置図の1⾯を［ファイル］－［図⾯名変更］コマン
ドで違う名称に変えたとします。これを図⾯印刷で既に
配置してある配置図1⾯に反映させるにはどうします
か︖

配置してある図⾯を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［情
報取込］ボタンをクリックします。表示された［情報取込］ダイアログで
［図⾯名］のチェックボックスをオンにし、［OK］をクリックします。

図⾯印刷

図⾯印刷で、図⾯と⾯積表の縮尺を変えて配置した
い。

元図⾯であらかじめ⾯積表を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアロ
グの［⾏高さ］や［⽂字高さ］ボックスで大きさを調整していただくか、
以下の方法をお試しください。 図⾯印刷で同じ図⾯を2つ配置してお
き、［作図範囲変更］コマンドで一方は図⾯のみを、もう一方は⾯積
表だけを範囲指定します。図⾯と⾯積表は別図⾯になりますので、そ
れぞれの図⾯を［属性変更］コマンドで選択し、［縮尺］ボックスを
調整してください。

図⾯印刷

通り芯を印刷したくないのですが。 図⾯印刷に配置してある図⾯を［属性変更］コマンドで選択し、
［図⾯］ダイアログの［出⼒レイヤ］ボタンをクリックします。［出⼒レ
イヤ］ダイアログの［表示レイヤ］ボックスより、「006:通り芯」をオフに
していただければ、印刷されなくなります。

図⾯印刷

配置した画像のサイズを変更できますか︖ １．［ラスタ］－［カラーラスタ属性変更］をクリックします。
２．サイズ変更したい画像を選択します。
３．［カラーラスタ属性変更］ダイアログで配置基準やサイズを変更し
て［OK］をクリックします。

図⾯印刷

図⾯印刷で［PDFエクスポート］コマンドからPDFファ
イルに変換するときに、ペンNo.ごとに線幅や出⼒色の
指定はできますか。（例:ペンNo.1を太くして⾚で出⼒
したいなど）

以下の設定でお試しください。
１．［印刷］コマンドをクリックします。
２．［プリンタの設定］ボタンをクリックし、［プリンタ名］でPDFドライ
バを選択します。
３．［出⼒設定］ボタンをクリックし、［出⼒ペン設定］ダイアログ
で、例えば1番ペンの［線幅］を設定、［出⼒色］を⾚に変更して
［OK］します。
４．［印刷］ダイアログは［キャンセル］します。
５．［PDFエクスポート］コマンドを実⾏します。（PDFドライバの設
定は［カラー］で出⼒する設定にしておく必要があります）

図⾯印刷
図⾯印刷で、［印刷］コマンドをクリックすると［更新
日簡易チェック］の画⾯になりますが、これを表示しな
い設定はできますか。

［設定］－［基本設定］－［システム1］で、［印刷時に日付を
チェックする］チェックボックスをオフにしてください。

図⾯印刷

図⾯印刷で、配置した図⾯を［属性変更］コマンドで
選択します。［図⾯］ダイアログの［塗り潰し］グルー
プにある［⾃動］オプションがグレー表示で選択できな
くなっています。どうしてでしょうか。

塗り潰しの対象とならない図⾯を配置した場合（例えば設備図な
ど）、選択不可となっております。また、塗り潰しの対象となる図⾯は、
平⾯図、平⾯詳細図、建具配置図、法規LVS、軸組計算、耐⼒壁
計算です。

図⾯印刷

［印刷］－［出⼒設定］ダイアログの内容を違うパ
ソコンへもっていきたい。

出⼒設定ダイアログの［書き込み］で書き込んだ後、
\ATZ\ATZMaster\Com\設計施工\output○○.mst　ファイル
を違うパソコンの同じ場所へ複写し、［読み込み］－［規定値リスト
から］で、さっきの設定を読み込んでいただければ、同じ設定にできま
す。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（図⾯印刷）

カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷

図⾯の一部を印刷したいので、元図⾯で作図範囲を
そのように設定しました。図⾯印刷で図⾯を配置する
と、作図範囲外のデータまで一緒に取り込まれてしまう
のはなぜでしょうか︖

図⾯配置の際に元図⾯の作図範囲を参照したい場合は、［設定］
－［専⽤初期設定］－［図⾯］で［作図範囲クリッピング］の
チェックボックスをオンにしてください。
チェックボックスがオフの状態で図⾯配置した場合、配置した図⾯を
［属性変更］コマンドで選択し、［図⾯］ダイアログの［作図範囲ク
リッピング］のチェックボックスをオンにします。

図⾯印刷

図⾯印刷において、登録した図⾯順序を入れ替えた
い。

１．［図⾯選択］ダイアログで、［図⾯順序］ボタンをクリックしま
す。
２．［図⾯順序入れ替え］のダイアログが表示されますので、［上
へ］、［下へ］ボタンをクリックして入れ替えできます。
３．［OK］ボタンをクリックします。
４．配置している図枠に配置してある図⾯番号（ページ）はリアルタ
イム連動しないため、図⾯を開き、［再描画］－［図枠項目再描
画］コマンド（一括してページを更新するときは［図枠ページ一括更
新］コマンド）を⾏ってください。
【補⾜】
・図⾯印刷の画⾯が開いている場合は、「図⾯印刷の図⾯が開いてい
ます。ウィンドウを閉じてください」のメッセージがでて入れ替えができませ
ん。図⾯印刷のウィンドウを閉じてから⾏ってください。
・データフォルダがサーバー上にある場合でも入れ替えができます。

図⾯印刷
印刷するときに部数を指定できますか。 ［印刷］コマンドをクリックし、ダイアログの［部数］ボックスで指定する

ことができます。

図⾯印刷

印刷時の［出⼒設定］ダイアログの設定内容を数パ
ターン作成しておきたい。

30パターン登録可能です。
【手順】
１．［印刷］コマンドをクリックし、［出⼒設定］ボタンをクリックしま
す。
２．［出⼒設定］ダイアログで各設定を⾏った後、［書き込み］ボタ
ンをクリックします。
３．［リスト書き込み］ダイアログが表示されますので、空欄（出荷
時設定と書いてある欄）を選択し［OK］ボタンをクリックします。<
４．［名称入⼒］ダイアログが表示されますので、適当な名前をつけ
て［OK］ボタンをクリックします。
【補⾜】保存した設定を読み込むには、［出⼒設定］ダイアログで
［読み込み］ボタンをクリックして［規定値リストから］から選択できま
す。

図⾯印刷
図⾯印刷で、図⾯タイトル（例︓1階平⾯図
S:1/100）をなくしたい。

配置されている図⾯を［属性変更］コマンドで選択し、［タイトル表
示］チェックボックスをオフにしてください。

図⾯印刷

図⾯印刷で、図⾯を［属性変更］で選択し、［図
⾯］ダイアログを表示します。表示されたダイアログに、
［マウス指定］という項目がありますが、これは何でしょ
うか。

画⾯上の［図⾯タイトル移動］コマンドで図⾯タイトルを移動した場
合、［マウス指定］のチェックボックスがオンになり、マウスで指定した移
動先が有効になります。オフにした場合は、［左寄せ］［中央］［右
寄せ］オプションで選択している位置が有効になります。

図⾯印刷
図⾯印刷で、図⾯タイトル（例︓1階平⾯図
S:1/100）を移動したい。

［図⾯タイトル移動］コマンドを選択し、タイトルをクリックしていただく
と、任意の場所に移動可能です。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（図⾯印刷）

カテゴリー 質問 回答

図⾯印刷

図⾯印刷から［ＰＤＦエクスポート］をクリックして作
成する場合と、プリンタドライバから選択して作成する場
合とでは、相違点はあるのか︖

プリンタドライバからPDF変換する場合は、カラー出⼒、モノクロ出⼒、
⽤紙サイズなどの設定が⾃由にできますが、［ＰＤＦエクスポート］か
ら変換する場合は、そのドライバ側で最後に設定した内容で出⼒されま
す。

図⾯印刷
図⾯印刷において、図⾯を識別しやすくするために、図
⾯一覧に表示される「1⾯」などの名称を変更できます
か。

変更したい⾯を開き、［ファイル］－［図⾯情報設定］コマンドで変
更ができます。

図⾯印刷

グリッド線も印刷することはできますか︖ 現状、グリッド線を印刷することはできません。［ハッチング］－［ハッチ
ング入⼒］コマンドで格⼦目地などを入⼒し印刷を⾏っていただくようお
願いします。

図⾯印刷
図⾯印刷において、2つの図⾯を同時に配置する場
合、水平に並べて配置するのではなく、上下に並べて
配置したい場合は︖

図⾯一覧で複数の図⾯を選択後、［図⾯配置］ダイアログの［配置
切替］ボタンをクリックしますと、上下に並べて配置することができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（マスタ）

カテゴリー 質問 回答

各種マスタ
クイック建具マスタは、ArchiMasterにもATZMaster
にもありますが、どのような違いがあるのでしょうか︖

大きな違いは、AT建具を登録できるかどうかになります。AT建具を利
⽤されないのであれば、メンテナンスのことを考えてArchiMasterのご利
⽤をお勧めいたします。

各種マスタ
木造構造材単価マスタの［m3単価2］・［本単
価］において、せいを増やしたい。

木造構造材単価マスタで［幅/せい設定］ボタンをクリックし、［幅/せ
い設定］ダイアログで［せい］ボックスで⾏を増やしてください。最大20
⾏まで設定できます。

各種マスタ

【Ver5以降】床仕上マスタダイアログで［ユニットバスタ
イプ］チェックボックスがありますが、何を意味しますか。

土間コンクリートによる底上げを必要としないユニットバスタイプのみチェッ
クを付けます。基礎伏図で土間コンクリートが⾃動配置されなくなりま
す。基礎伏図で土間コンクリートを⾃動配置させたい場合は、チェックを
オフにしていただくようお願いします。この項目は、土間コンクリートによる
底上げを必要としないユニットバスタイプのみチェックを付けます。基礎の
工法によって、土間コンクリートを⾃動配置しません。

各種マスタ

筋かいマスタで［⽂字］－［⽂字列入⼒］コマンドか
ら⽂字が入⼒できないようですが、記号に⽂字を追加
することはできないでしょうか。

以下の手順で登録をお願いします。
１．たとえば軸組計算などの操作画⾯で空いている場所を利⽤して、
［⽂字］－［⽂字列入⼒］コマンドから⽂字を入⼒し、［2D部
品］－［部品登録］コマンドで登録します。
２．筋かいマスタを開き、［2D部品］－［部品配置］コマンドから
部品登録した⽂字を配置します。

各種マスタ

部屋名を追加したい。 ［ウィンドウ］－［共通マスタ］で［部屋マスタ］を開きます。空欄の
ところを選択し［編集］をクリックすることで、新規に部屋名を登録でき
ます。

各種マスタ
【Ver5以降】計算式マスタで登録できる⽂字数の制限
はありますか。

四則演算⼦を含めて599⽂字です。

各種マスタ
【Ver3以降】各仕上マスタや部屋マスタの選択ダイアロ
グで［処理］ボタンをクリックすると、［チェック全クリ
ア］とありますが、これは何をクリアするのでしょうか。

各マスタの設定ダイアログで［チェック］ボックスにチェックをつけたマーク
を全てクリアする場合に利⽤します。

各種マスタ

部屋の［属性変更］ダイアログで、［設備情報］ボタ
ンから［設備情報設定］ダイアログが開きますが、登
録されている設備仕様の名称を変更するには。

［共通マスタ］－［部屋マスタ］を開き、変更する部屋を選択し、
［編集］ボタンから［部屋マスタ］ダイアログを開きます。このダイアロ
グ表示の［設備標準］ボタンから［設備標準設定］ダイアログを開
き、［設備名称］ボタンから各設備仕様の名称を変更することができ
ます。

各種マスタ
外部標準マスタで2×4造のページにあるマスタ内容を
⾒ると、［構造高］ボックスに数値が入っています。どう
してでしょうか。

垂木と外壁の頭つなぎの取り合い部分で欠き込んで納めるようにするた
めです。

各種マスタ
屋根の属性ダイアログにある［構造高］を設定してお
きたい。

外部標準マスタで設定登録することができます。

各種マスタ

1階平⾯図で［部屋入⼒］コマンドで部屋を入⼒す
るとき例えば、1〜25番までの部屋が同時に表示され
ますが、この数を増やすことはできますか。

［ウィンドウ］－［共通マスタ］をクリックし、［部屋マスタ］を開いてく
ださい。［部屋マスタ選択］ダイアログで［変更］のコマンドをクリックす
ると、［グループ・ページ設定］ダイアログが表示されます。各ページの
登録個数を設定することができます。

各種マスタ
物件マスタの「2×4工法 2階」「2×4工法（パネル）
2階」「2×4断熱工法（パネル） 2階」が選べますが、
これらの違いは何でしょうか︖

床伏図、たて枠躯体、小屋伏図、天井根太伏図で部材を⾃動配置
するときの施工タイプの初期値が変わります。床伏図の［設定］－
［専⽤初期設定］－［施工タイプ］で確認をしていただけます。

各種マスタ
各部屋の床高をあらかじめ設定しておきたい。 共通マスタの部屋マスタを開き、設定する部屋の［部屋マスタ］ダイア

ログの［床高増減］ボックスで設定することができます。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（マスタ）

カテゴリー 質問 回答

各種マスタ

部屋マスタのダイアログ内にある［1点入⼒］グループ
の帖数設定はどこに連動するのでしょうか︖

部屋入⼒時ダイアログで［1点］ボタンから1点入⼒モードに切り替え
た時の［部屋サイズ］グループにある［帖数］ボックスの初期値となり
ます。また［帖数］を「なし」にした場合は、前回指定した帖数になりま
す。初期値は、「４．5帖」です。

各種マスタ
AM単価の単価マスタで［⽤途設定］を開くと、［単
価タイプ]とありますが、どのように利⽤するのでしょうか。

セルの項目内容は同じですが、単価のみ違う内容で登録を⾏いたい場
合に利⽤します。

各種マスタ

【Ver.3以降】筋かい表現をオリジナルで作成したい。 筋かいマスタで作成することができます。軸組計算画⾯からですと、
［ウィンドウ］－［筋かいマスタ］コマンドから開くことができます。また
他の図⾯からですと、［ウィンドウ］－［他の処理図⾯を開く］コマン
ドや［ファイル］－［他の処理図⾯に変更］コマンドから［処理選
択］ダイアログを開き、［マスタ］タブをクリックして表示される［共通マ
スタ］から筋かいマスタを開くことができます。

各種マスタ

部屋マスタや各仕上マスタのダイアログ表示で［積算
情報］コマンドが表示されてきません。手間なし積算の
プログラムは持っています。

［積算情報］コマンドは基本積算プログラムをお持ちでないと表示され
ません。また手間なし積算プログラムではArchi Masterの単価マスタな
どの情報を利⽤しないため、［積算情報］コマンドは利⽤しません。

各種マスタ
木造構造材マスタで［部位名］を変更したり追加した
りできますか。

申し訳ございませんが、変更や追加はできません。

各種マスタ
クイック建具グループマスタで登録した内容をExcelに変
換できますか。

クイック建具グループマスタを開き、［ファイル］－［Excel出⼒］コマ
ンド からExcelに出⼒することができます。

各種マスタ

部屋マスタをバックアップし、別のパソコンにリストアしまし
た。［設備標準］の内容がコピーされていないのです
が。

［設備標準］の［積算］［数量］の内容は「部屋マスタ」に保存さ
れていますが、［名称］は、「登録⽂字マスタ」に書き込まれます。ユー
ティリティで登録⽂字マスタも併せてバックアップしリストアしていただくよう
お願いします。

各種マスタ
使⽤するAM単価マスタのタイプを切り替えておきたい。 ［設定］－［物件初期設定］－［積算マスタフォルダ］を開き、

［単価マスタタイプ］の［AM単価］ボックスで設定を⾏います。

各種マスタ

マスタの内容を一覧で印刷できますか。（例︓内壁仕
上マスタ）

コンピュータにExcelがインストールされている場合、以下の手順で
Excelにデータをコンバートし、印刷できます。
１．内壁仕上マスタを開きます。
２．［内壁仕上マスタ選択］ダイアログが表示されますので、［処
理］ボタンをクリックし［Excel出⼒］をクリックします。
３．Excelへのデータ変換が終了しますと、⾃動的にExcelの⽤紙が
開かれますので、印刷、保存などを⾏ってください。

各種マスタ

積算集計マスタで、単価マスタが⾚く表示されているの
は︖

設定している単価マスタの工事区分が正しく設定されていないことが考
えられます。（例えば、基礎工事の中に登録されているのに、単価に
セットされている工事区分は土工事になってしまっている） 以下の手順
で工事区分を設定しなおしてください。
１．⾚色表示されている単価をダブルクリックし、［単価選択］ダイア
ログを表示します。
２．［編集モード］チェックチェックボックスをオンにします。現在の単価
の工事区分欄が選択されてきます。
３．そのまま工事区分をダブルクリックし、［工事区分設定］ダイアロ
グから適当な工事区分を選択します。
４．ダイアログはすべて［OK］で閉じて、積算集計マスタに戻ってくだ
さい。
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よくある質問と回答　ARCHITREND Z（マスタ）

カテゴリー 質問 回答

各種マスタ

クイック建具で入⼒される建具を設定しているところは
何処になりますか。

［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［クイック
建具マスタタイプ］グループの［Archi Masterを使⽤する］チェック
ボックスの設定によって設定元が変わります。
・［Archi Masterを使⽤する］チェックボックスがオンの場合
Archi Masterの［クイック建具］にある［配置グループ編集］・［配
置位置編集］で設定します。大まかな流れは、まず［配置グループ編
集］で部屋タイプ（グループ）を設定し、それらのグループに対して幅
の異なる建具を登録していきます。次に［配置位置編集］で隣接す
る部屋に配置する建具を指定していきます。
・［Archi Masterを使⽤する］チェックボックスがオフの場合
［共通マスタ］－［建具/部品］にある［クイック建具グループマス
タ］、［クイック建具マスタ］で設定します。大まかな流れは、まず［ク
イック建具グループマスタ］で部屋タイプ（グループ）を設定し、それら
のグループに対して幅の異なる建具を登録していきます。次に［クイック
建具マスタ］で隣接する部屋に配置する建具を指定していきます。
【補⾜】手順をまとめた資料が［ヘルプ］－［解説資料］に⽤意して
ございます。
・Archi Masterの［クイック建具］での手順は、「Archi Master
Ver.13」の中に⽤意しております。PDFファイル名は「AM̲クイック建具
マスタ.pdf」になります。
・共通マスタのクイック建具グループマスタ、クイック建具マスタでの手順
は、「ARCHITREND Z　Ver7（基本設計）」の中に⽤意しておりま
す。PDFファイル名は「ARCHITREND ZM3̲クイック建具・マス
タ.pdf」になります。

各種マスタ

床仕上マスタの設定で、仕上の仕様等は同じ内容で、
大引のピッチ間隔設定が尺モジュール（910ｍｍ）や
メーターモジュール（1000ｍｍ）など複数必要な場
合、それぞれのモジュール⽤のマスタを登録しないといけ
ないのでしょうか︖

［床マスタ］の大引ピッチの設定で、［モジュール寸法］のチェックボッ
クスをオンにし、１．00/１．00と設定していただくと、それぞれのモ
ジュール⽤のマスタを登録しなくても、一つの仕様でそれぞれのモジュー
ル⽤のマスタとして利⽤することができます。連動元となるモジュールは、
［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・⽤紙］を開き、
［グリッド設定］の間隔で設定したモジュールが連動されてきます。

3次元登録
厚みのある⽂字を作成したい。 ［入⼒］－［⽂字列入⼒］コマンドをクリックし、［⽂字列］ボックス

に⽂字を入⼒します。［⽴体高］チェックボックスをオン、［⽴体高］
ボックスに⽂字の厚みを入⼒し、配置をおこないます。
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カテゴリー 質問 回答

3次元登録

⽂字をくりぬいた看板を作成できますか。 以下の手順で作成できます。
１．［前画⾯］に切り替えて、［入⼒］－［独⽴⾯入⼒］で看板
の⾯を入⼒します。
２．［入⼒］－［⽂字列入⼒］で看板の⽂字を入⼒します。
３．［モード切替（ハッチング）］に切り替えて、看板の⾯を選択し
ます。
４．［⽳］をクリックし、［操作モード切替］を「多角円形」に切り替
えてバック図⾯の⽂字の輪郭をなぞるように⽳を1つずつ入⼒していきま
す。
５．［前画⾯］に切り替えて、［削除］－［削除］で、２．で入
⼒した⽂字を削除します。⽳データのみ残ります。（点線で表示されて
います）
６．［⽴体化］をクリックして看板の⾯を選択し、［高さ］を設定し
て、［外側可視］と［⽳を考慮］をONにして［OK］します。

3次元登録

3D部品マスタで作成した部品をArchi Masterに登
録したい。

【3D部品をAM変換する場合】
ArchiMasterでインポートできるファイルを以下の手順で作成してくださ
い。
１．［3D部品マスタ選択］ダイアログを開きます。
２．目的の部品を選択します。
３．左下の［変換］を選択します。
４．［AM化変換］の［個別］を選択します。
５．［メーカー］［分類］［種別］［グループ］を選択し［OK］
をクリックします。
６．ファイル名と保存先を確認して［保存］ボタンをクリックします。
７．［エクスポートファイルの書き込み］処理の完了後にファイルが作
成されます。
【変換したデータをArchiMasterで取りこみ方法】
１． ArchiMasterの［部品の登録・編集］を開きます。
２． ［インポート］をクリックします。
３． 上記作業で作成されたファイルを選択します。
４． ［開く］をクリックします。
５． ［インポートオプション］ダイアログの［OK］をクリックします。
６． ［インポートが終了しました。］のメッセージが出ますので［OK］
をクリックします。

3次元登録

［3D部品マスタ選択］ダイアログで、削除したい部品
があります。どうすれば削除できますか︖

［3D部品マスタ選択］ダイアログの［クリップボード］の［切り取り］
を利⽤します。
１．［マスタから選択］コマンドをクリックし、［3D部品マスタ選択］
の一覧表を開きます。
２．削除したい部品を選択します。
３．［クリップボード］の［切り取り］をクリックします。
４．「指定データを切り取り（クリップボードに移動）します。よろしいで
すか︖」で［はい］を選択すると、削除されます。
【補⾜】［切り取り］・［コピー］したデータは、［専⽤データ・クリップ
ボード］に移動します。ここに移動したデータは［貼り付け］で呼び出
すことができ、ARCHITREND Zを終了するまで残っています。
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