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ミニ・マニュアル 基本編 

平均照度計算を一覧表で簡単に作成できます。 
 
【計算方法】 
間口・奥行・天井高さ等を入力して光束法による平均照度計算を行います。 
 
・設定照度から必要な器具台数を自動計算 
・器具台数を指定して平均照度を自動計算 
 
遠藤照明の照明器具だけでなく、配光データファイル(IESデータ)が 
あればあらゆる照明器具に対応できます。 
(各社ホームページなどで公開している一般的な配光データファイルです) 

 
【出力方法】 
・照度計算書での出力（PDF・Excel） 
・国交省フォーマット照度計算書での出力（PDF） 
 
簡易照度分布図も作成できます。 
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ミニ・マニュアル 基本編 
基本情報の入力 

物件名・担当者名・作成日を入力します 

ここで入力した基本情報は 
照度計算結果出力の際に表示されます。 

パターン２ 

パターン１ 

部屋→その部屋に取付ける器具  
の順に登録する基本的な動作手順 

利用する器具が決まっている場合 
最初に品番リストで登録記号と品番を登録すると 
全体表示で登録記号を入力すれば製品データを読み出せます。 

最初に表示される画面で、作成の手順を決めます。 
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ミニ・マニュアル 基本編 
部屋の登録 

1行目を選択 

クリック 

所在階数を入力します 

部屋名称を入力します 

部屋の形状を 
入力します 

[計算条件] 
反射率と照明器具の 
周囲環境分類を 
入力します 

完了したら 
クリック 

複数の部屋を登録する場合は 
別の行を選択してから登録します。 

① 

② 

基本の流れとして  
全体表示画面から 部屋→その部屋に取付ける器具 の順に登録していきます。 

パターン１ 
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ミニ・マニュアル 基本編 
部屋と器具の登録 

部屋の登録をクリックすると 
器具検索画面が表示されます 

全体表示へ戻る 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 
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ミニ・マニュアル 基本編 
品番リスト 

最初に品番リストで記号と品番を登録します。 
全体表示画面で記号を入力すると品番リストの器具が登録されます。 
 
※品番リストは保存して別のプロジェクトでも使用可能です。 
※品番リストで行った変更は、使用している全ての器具に反映されます。 

パターン２ 
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ミニ・マニュアル 基本編 

器具の選び方は5パターンあります 

①品番で検索 

④IESファイルの読込 
※配光データ（IESファイル形式）から 
 器具情報を読み込んで平均照度計算、 
 照度分布図作成ができます 
※他社製品にも対応 

②器具形状からの検索 

③用途別お勧め器具の選択 

⑤照明率で登録 
※他社の器具も照明率を入力することで 
 平均照度計算できます 

器具の選び方 

品番リストから 全体表示から 
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ミニ・マニュアル 基本編 照明器具の登録 ①品番入力による検索 

品番を入力します 
※部分一致で検索可能 

ランプの種類を選択します 
品番の候補から 

選択します 

完了したら 
クリック 

配光曲線 照明率表 直射水平面照度 

インターネット接続時 
製品の詳細情報が表示できます 

各種データを確認することができます 
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ミニ・マニュアル 基本編 照明器具の登録 ②器具形状からの選択 

器具形状から 
品番を選択します 

ランプの種類を選択します 

完了したら 
クリック 

各種データを確認することができます 

配光曲線 照明率表 直射水平面照度 

インターネット接続時 
製品の詳細情報が表示できます 
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ミニ・マニュアル 基本編 照明器具の登録 ③用途別お勧め器具の選択 

用途の区分を選択します 

ランプの種類を選択します 

完了したら 
クリック 

詳細な用途を選択します 

品番を選択します 

配光曲線 照明率表 直射水平面照度 

インターネット接続時 
製品の詳細情報が表示できます 

※用途区分、推奨照度はJISZ9110照明基準総則に則しています。 
 

各種データを確認することができます 
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ミニ・マニュアル 基本編 照明器具の選び方 ④他社配光データ読込 

完了したら 
クリック 

IESファイルを 
ドラッグします 

配光曲線 照明率表 直射水平面照度 

[保守率] 
デフォルト「1.0」 
手入力で変更可能 

IESデータの中身を 
参照して自動表示 

[消費電力] 
デフォルト「0」 
※平均照度計算には影響しません。 

読み込んだ配光データはLuxsheetの 

プロジェクト内に保存されるので 

IESファイルがない他のパソコンで 

開いた場合にも照度計算ができます。 

各種データを確認することができます 
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ミニ・マニュアル 基本編 照明器具の選び方 ⑤照明率で登録 

照明率表の内容を手入力できます 

※照明率は部屋ごとに入力が必要です。 
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■計算結果の出力 
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ミニ・マニュアル 基本編 
照明器具の条件設定[照度・台数] 

照明器具を登録したら「設定照度」または「器具台数」を設定します 

照度から台数を算出したい場合は 
この列に設定照度を入力します 

台数を指定したい場合は 
この列に台数を入力します 

必要台数が自動的に 
計算されます 

こちらの台数が 
優先的に計算されます 

器具ごとの平均照度が 
表示されます 

設定照度から自動算出された 
台数と指定台数が異なる場合 
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 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 
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 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 
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ミニ・マニュアル 基本編 

クリック 

全体表示上で器具を選択→右上に器具情報が表示されます 
全光束と保守率の値を変更することができます 

出力すると変更された値であることが表示されます 

照明器具の条件設定[光束・保守率] 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 
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  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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ミニ・マニュアル 基本編 
部屋を追加する 

基本の流れとして 部屋→その部屋に取付ける器具 の順に 部屋ごと に登録していきます。 
部屋を追加する場合は最終行次行に追加登録するか、右クリックで途中に行を追加して登録します。 

行の挿入、削除ができます 途中行に部屋を追加する場合は 
右クリックで行を追加します 

行のコピー・貼り付け 
ができます 
ショートカットも使用可能 

※200行以上入力するとエラーが発生する場合があります 
 200行以下での使用をお勧めしています 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 
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■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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ミニ・マニュアル 基本編 備考欄の設定 

備考欄に照明器具本体定価、備考を表示することができます。 
（ランプ・ルーバ等のオプションは含みません。また、定価がない製品・他社製品は表示されません。） 

ここに定価（各行の小計） 
が表示されます 

備考欄に直接備考を入力します 

本体定価の合計が表示されます 

備考を表示 

備考欄に定価表示 

※備考と定価表示は切り替え表示となります。 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 

 □品番リストについて 
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  ・品番入力による検索 

  ・器具形状からの検索 

  ・用途別お勧め器具の選択 

  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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ミニ・マニュアル 基本編 
照度計算結果の出力 

ファイルでの出力、または印刷ができます 

記号・機種名・台数を表データで出力します 

Luxsheetの画面と同じ表を 
Excel用CSVファイルで出力します→拡張子[.csv] 

照度計算書が印刷されます 

国交省フォーマットの 
照度計算書が印刷されます 

Luxsheet（ルクスシート） 
専用ファイル形式でプロジェクトを保存 
→拡張子[.elux] 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 

 □品番リストについて 

 □照明器具の登録 

  ・品番入力による検索 

  ・器具形状からの検索 

  ・用途別お勧め器具の選択 

  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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ミニ・マニュアル 基本編 

部屋を選んで簡易照度分布を作成できます（自動で均等配灯になります） 

部屋を選択したら 
クリック 

均等配灯以外の照度分布図は作成できません。 
DIALux（ダイアルクス/3次元 照度計算ソフト）または 
プランナー（2次元照度計算ソフト）をご利用ください。 
遠藤照明JobSupportトップページ： 
http://www.endo-lighting.co.jp/job/index.html 

簡易照度分布図の出力① 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 

 □品番リストについて 

 □照明器具の登録 

  ・品番入力による検索 

  ・器具形状からの検索 

  ・用途別お勧め器具の選択 

  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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http://www.endo-lighting.co.jp/job/three_d/index.html
http://wwx.endo-lighting.co.jp/app/down.htm
http://www.endo-lighting.co.jp/job/index.html


ミニ・マニュアル 基本編 簡易照度分布図の出力② 

照度のレンジを変更できます 

器具を選択 

器具の台数を 
変更できます 

色分布と等高線分布を 
選んで印刷できます 

再計算をクリックして反映 

プランナーで編集できます 
（設定した反射率は 
 考慮されません） 

※ここでの台数変更は 
 全体表示に反映されません 
 再度入力が必要になります 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 

 □品番リストについて 

 □照明器具の登録 

  ・品番入力による検索 

  ・器具形状からの検索 

  ・用途別お勧め器具の選択 

  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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照度レンジ固定にチェックを入れると 
以後、照度分布が同じ照度レンジで表示されます。 

横向きにチェックを入れて変更、 
再計算ボタンをおすと 
器具の向きが90°回転します。 



ミニ・マニュアル 基本編 登録品番をWEBで検索 

インターネットに接続していれば登録した照明器具を遠藤照明のWEB上で検索することができます。 

クリック 

ブラウザが自動で起動し検索一覧が表示されます 

ブラウザ上でかんたんに 
器具写真・姿図リスト 
の作成ができます 

My品番リストに登録すると 

いつでもWEBサイト上で 
アクセスできます 

■ 目次 

■ 基本事項  

 □Luxsheetでできること 

■条件入力 

 □基本情報の入力 

 □部屋の登録 

 □品番リストについて 

 □照明器具の登録 

  ・品番入力による検索 

  ・器具形状からの検索 

  ・用途別お勧め器具の選択 

  ・他社配光データ読込 

  ・照明率で登録 

 □照明器具の条件設定 

 □部屋を追加する 

■計算結果の出力 

 □備考欄の設定 

 □照度計算結果の出力 

 □簡易照度分布図の出力 

 □登録品番をWEBで検索 
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