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 取扱説明 
基本的な操作方法について説明します。 

 

 

 １.１ プログラムの概要 

 １.２ プログラムの起動方法 

 １.３ 起動プログラム画面 

 １.４ メイン画面 (建築用) 

 １.５ メイン画面 (住宅用) 

 １.６ ファイルの作成と保存 

 １.７ インポート 

 １.８ オプション 

 １.９ 最新版の更新情報 

 １.１０ バージョン情報 

 １.１１ お知らせ 
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 １.１  プログラムの概要 

 

本プログラム A-repo（エイレポ）3 は、平成 28 年省エネルギー基準に準拠した省エネルギー計算サポートソフトウ

ェアです。 

 

外皮および設備の省エネルギー性能の評価については、独立行政法人建築研究所のホームページにある Web

プログラム「エネルギー消費性能計算プログラム」を利用して計算する必要があります。 

本プログラムにおいては、Web プログラム入力用データとして Excel 形式のファイルを生成し、そのファイル内の

マクロ機能により CSV 形式のファイルがアップロード用に生成されますので、入力処理の分かりやすさと変更時

の省力化を図ることができます。 
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 １.２  プログラムの起動方法 

 

このシステムは、ハードディスクにインストールして運用します。 

別紙「セットアップガイド」を参照して、ハードディスクにインストール後、以下の手順で起動して下さい。 

 

１） デスクトップ上のショートカットアイコン 

 

２） Windowsの「スタート」メニュー 

→ 「すべてのプログラム」 

→ 「A-repo 3.0」 
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 １.３  起動プログラム画面 

 

 

A-repo3 の起動プログラム画面です。 

この画面から A-repo 建築または A-repo 住宅を起動します。 

メニューボタンは、インストールされているプログラムの状態に応じて、表示が異なることがあります。 

 

 
プログラム名とバージョンが表示されます。 

 

『建築』（非住宅建築物）について、改正省エネルギー基準に対応

する届出書を作成します。（「 １.４ メイン画面 (建築用)」を参照） 

 

『住宅』について、改正省エネルギー基準に対応する届出書を作成

します。（「 １.５ メイン画面 (住宅用)」を参照） 

 

オプションプログラムを表示します。（「 １.８ オプション」を参照） 

 

修正履歴(改善事項)を表示します。 

 弊社からのお知らせがある場合に表示されます。 

 

※残日数 32 日以上 91 日未満 

 

 

※残日数 31 日以下 

 

サブスクリプション契約について、契約残り日数が少なくなると表示

される項目です。 

・残日数 91 日以上では表示されません。 

・残日数 32 日以上 91 日未満で表示が始まります。 

・残日数 31 日以下では赤文字で表示されます。 

サブスクリプション契約が切れている場合、プログラムは起動できま

せん。 
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 １.４  メイン画面 (建築用) 

 

 

 

 

｢建築｣処理メニュー 

項目 説明 

基本情報 建築物の概要について入力します。（「 ２.１ 基本情報 (建築用)」を参

照） 

届出書 省エネルギー届出書について入力します。（「 ２.２ 届出書 (建築用)」

を参照） 

計画書 省エネルギー計画書について入力します。（「 ２.３ 計画書（計画通知

書） (建築用)」を参照） 

室・空調ゾーン登録 全ての室を登録します。室内に空調や換気の系統が複数存在する場

合は、その組合せが異なるごとに分割し、別室（ゾーン）として登録しま

す。 

（「 ３.１ 室・空調ゾーン登録」を参照） 

建築外皮 
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外皮構成 外皮（外壁や窓等）の構成材料を登録します。（「 ４.１ 外皮構成」を参

照） 

外皮面積（空調室） 空調対象室について、構成する外皮（外壁および窓等）の面積を入力

します。（「 ４.２ 外皮面積（空調室）」を参照） 

外皮面積（非空調室） 非空調の室について、構成する外皮（外壁および窓等）の面積を入力

します。（「 ４.３ 外皮面積（非空調）」を参照） 

一次エネルギー消費量算定 

空調設備 

空調設備（パッケージ方式） 

機器登録 機器表にある全ての空調機器を登録します。 

（「 ５.１.1.１機器登録」を参照） 

ゾーン・空調機設定 全ての室に対し、どの空調系統で負荷を処理するかを設定します。 

（「 ５.１.1.２ ゾーン・空調機設定」を参照） 

空調設備（セントラル方式） 

機器登録 機器表にある全ての空調機器を登録します。 

（「 ５.１.2.１機器登録」を参照） 

熱源・二次ポンプ群設定 熱源システムの構成を登録します。 

（「 ５.１.2.２ 熱源・二次ポンプ群設定」を参照） 

ゾーン・空調機設定 全ての室に対し、どの空調系統で負荷を処理するかを設定します。 

（「 ５.１.2.３ ゾーン・空調機設定」を参照） 

換気設備 換気設備機器を登録し、各室の系統を設定します。 

（「 ５.２ 換気設備」を参照） 

照明設備 照明器具を登録し、各室の設置状況を設定します。 

（「 ５.３ 照明設備」を参照） 

給湯設備 給湯設備機器を登録し、各室の系統を設定します。 

（「 ５.４ 給湯設備」を参照） 

昇降機 昇降機設備を登録し、利用する室を設定します。 

（「 ５.５ 昇降機」を参照） 

効率化設備 太陽光発電等の効率化設備について登録します。 

（「 ５.６ エネルギー効率化設備」を参照） 

Web計算支援 

Web計算支援 本プログラムで入力したデータを、Web プログラムで計算処理する方法

を説明します。（「 ６.１ Web 計算支援 (建築用)」を参照） 

レポート出力 

結果レポート 結果レポートを出力します。（「 ７.１ 結果レポート」を参照） 
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比較レポート 比較レポートを出力します。（「 ７.２ 比較レポート」を参照） 
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 １.５  メイン画面 (住宅用) 

 

 

 ｢住宅｣処理メニュー 

項目 説明 

基本情報 住宅の概要について入力します。（「 ９.１ 基本情報 (住宅用)」を参照） 

届出書 

届出書 届出書または変更届出書について登録します。（「 ９.２ 届出書(通知書) (住宅

用)」を参照） 

計画書 計画書または変更計画書について登録します。（「 ９.３ 計画書(計画通知書) 

(住宅用)」を参照） 

住戸 

住戸タイプ登録 住戸の設計タイプ名を登録します。（「 ９.４ 住戸タイプ登録」を参照） 

住戸構成図 住戸セル図を作成し、タイプ名と住戸番号を設定します。 

（「 ９.５ 住戸構成図」を参照） 
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計算住戸の設定 計算の対象となる住戸と、建物内での位置を指定します。 

（「 ９.６ 計算住戸の設定」を参照） 

ＵA･ηA 計算 

構造体登録 計算に用いる構造体を登録します。（「 １０.１ 構造体登録」を参照） 

部位面積入力 計算対象住戸の部位面積を入力します。（「 １０.２ 部位面積等登録」を参照） 

計算値確認 ＵA･ηAの計算結果を確認します。（「 １０.３ 計算値確認」を参照） 

一次エネルギー消費量算定 

外皮 一次エネルギー消費量計算に用いる外皮の設定（自然図の利用・蓄熱等）を登

録します。（「 １１.１ 外皮」を参照） 

暖房 一次エネルギー消費量計算に用いる暖房設備を登録します。 

（「 １１.２ 暖房設備」を参照） 

冷房 一次エネルギー消費量計算に用いる冷房設備を登録します。 

（「 １１.３ 冷房設備」を参照） 

換気・熱交換 一次エネルギー消費量計算に用いる換気設備を登録します。 

（「 １１.４ 換気・熱交換設備」を参照） 

給湯 一次エネルギー消費量計算に用いる給湯設備を登録します。 

（「 １１.５ 給湯設備」を参照） 

照明設備 一次エネルギー消費量計算に用いる照明器具を登録し、各室の設置状況を設

定します。 

（「 １１.６ 照明設備」を参照） 

太陽光発電 一次エネルギー消費量計算に用いる太陽光発電設備を登録します。 

（「 １１.７ 太陽光発電設備」を参照） 

太陽熱（液体集熱式） 一次エネルギー消費量計算に用いる太陽熱（液体集熱式）設備を登録します。 

（「 １１.８ 太陽熱（液体集熱式）設備」を参照） 

太陽熱（空気集熱式） 一次エネルギー消費量計算に用いる太陽熱（空気集熱式）設備を登録します。

（「 １１.９ 太陽熱（空気集熱式）設備」を参照） 

コージェネ 一次エネルギー消費量計算に用いるコージェネレーション設備を登録します。 

消費量集計 Web プログラムによる各住戸の計算結果を一覧表に入力して集計します。 

（「 １１.１３ 一次エネルギー消費量集計」を参照） 

レポート出力 

消費量集計 Web プログラムによる各住戸の計算結果を入力して結果レポートを出力します。

（「 １１.１４.1 消費量集計」を参照） 

共用部            ｢建築｣処理メニューの「室・空調ゾーン登録」以下の項目と同じ。 

（「 １.４ メイン画面 (建築用)」を参照） 
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 １.６  ファイルの作成と保存 

 

 １.６.1  物件ファイルの新規作成 

 

本プログラムを起動すると、初期値として“物件 1”が用意されます。 

「 １.６.3 物件ファイルを保存する」を行うまで、仮の物件名で処理を進めることになります。 

 

 

 

ファイルメニューの「新規作成」や「開く」「閉じる」などを行うとこの画面が表示されます。 

 

 「 １.６.3 物件ファイルを保存する」のウィンドウを表示します。 

 保存せずにこのウィンドウを閉じ、次の処理に移ります。 

 何もせずにこのウィンドウを閉じます。 

 

 

 １.６.2  物件ファイルを開く 

 

 

(画面はWindows 10 の場合) 

 

ファイルメニューの「開く」を選択すると、表示されます。 

拡張子が「.isarb」となっているファイルが表示されますので、ファイルを指定して  ボタンをクリックして下

さい。 
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 １.６.3  物件ファイルを保存する 

 

 

(画面はWindows 10 の場合) 

 

ファイルメニューの「名前を付けて保存」またはファイル名が決まっていない状態でプログラムを終了しようとした時

等に表示されます。 

 

必要に応じてファイル名を変更し、  ボタンをクリックして下さい。 

ファイル名に拡張子を含めなくても、自動的に「.isarb」が末尾に付加されます。 
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 １.７  インポート 

 

 １.７.1  STABRO 負荷計算 国土交通省仕様 のインポート 

 

 

(画面はWindows 10 の場合) 

 

弊社「STABRO 負荷計算 国土交通省仕様」から入力情報をインポートする機能です。 

インポートメニューの「STABRO 負荷計算 国土交通省仕様 のインポート」を選択すると、「STABRO 負荷計算 

国土交通省仕様 物件データファイルの指定」ダイアログが表示されます。 

拡張子が「.isalm」となっているファイルが表示されますので、ファイルを指定して  ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

インポートする項目を選択するダイアログが表示されますので、必要な項目をチェックして「ＯＫ」ボタンをクリックし

ます。 

 

室 「室登録」で入力した、室に関する情報をインポートします。（室名、階、床面積、階高、天井

高） 

構造体 「窓ガラス・構造体」で入力した、構造体情報をインポートします。（外壁、屋根、ピロティ床、

地中床、土間床） 

構成材料の厚さ、熱伝導率λが入力されていないと、正しくインポート出来ません。 

ガラス 「窓ガラス・構造体」で入力した、窓ガラス情報をインポートします。 

日除け 「窓ガラス・構造体」で入力した、ひさし情報をインポートします。 
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外皮面積 「室登録」で入力した、構造体（外皮）情報をインポートします。 

方位を 16 方位（NNE、ENE など）で入力してある場合は、「設計条件」で入力した建物方位

により、8 方位(N、NE など)に変換されます。 

 

 

それまでに入力されていた室や設備の設置状況はクリアされますので、操作にはご注意ください。 

 

 

 

なお、「STABRO 負荷計算 国土交通省仕様 フリー版」で作成したデータをインポートする場合は、インポートさ

れる内容が「室」の情報のみに制限されます。 

 

 

 １.７.2  A-repo2.1 の建築物件データのインポート 

 

 

(画面はWindows 10 の場合) 

 

A-repo2.1 の建築物件データから入力情報をインポートする機能です。A-repo2.1 の最新バージョンの物件デー

タのみ、インポート可能です。 

インポートメニューの「A-repo2.1 の建築物件データ のインポート」を選択すると、「開く」ダイアログが表示されま

す。拡張子が「.isarp」となっているファイルが表示されますので、ファイルを指定して  ボタンをクリックし

ます。 
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インポート後、設定内容を確認してください。 

 

 １.７.3  A-repo3 の住宅共用部のみを建築へインポート 

 

 

(画面はWindows 10 の場合) 

 

A-repo3.0 の住宅物件データから住宅共用部のみの情報をインポートする機能です。 

インポートメニューの「A-repo3 の住宅共用部のみを建築へインポート」を選択すると、「開く」ダイアログが表示さ

れます。拡張子が「.isarh」となっているファイルが表示されますので、ファイルを指定して  ボタンをクリッ

クします。 

 

 

インポート後、設定内容を確認してください。 
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 １.８  オプション 

 

システム全体に関わる設定を行います。ここで設定した内容は、次回以降に新規作成する物件データの初期値と

なります。 

 

 １.８.1  全般 

 

建築のみライセンスの場合 住宅のライセンスを含む場合 

 
 

※建築または住宅のオプション画面 

 

項目の説明 

項目 説明 

カレントフォルダ 物件ファイルを保存するフォルダを指定します。 

物件ファイルを開く場合には、最初に表示されるカレントフォルダとなります。 

初期値は“マイドキュメント”が設定されています。 

ボタンを押すと、フォルダを選択変更することができます。 

 

最近使用したファイル [ファイル(F)]メニューの中の最近使用したファイルの一覧をクリアする場合、

ボタンをクリックします。 

起動時に本プログラムの

最新情報をチェックする 

本プログラムの起動時にプログラムの更新情報があれば表示します。 

（「 １.９ 最新版の更新情報」を参照） 
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以下の項目は、A-repo3 住宅を使用している場合のみ表示されます。 

住宅の部位面積等入力で 

構造体種別を選択行に連

動させない 

部位面積等入力で、既存の部位面積の行を選択した際、画面左端の構造体

選択一覧の区分（開口部・外壁等・熱橋部）を、選択行の内容に連動しない設

定にします。 

通常は、「開口部」の行を選ぶと、構造体選択一覧の区分も開口部になります

が、このチェックボックスを On にすると、連動しなくなります。 

住宅の部位面積等入力で 

構造体選択を常にポップ

アップする 

部位面積等入力で、構造体選択一覧を、画面右端への配置ではなく、パレット

として表示するように設定します。 

住宅の印刷ダイアログ

で、UA・ηA 計算帳票を

初期選択する 

印刷ダイアログを開いたとき、タブの初期選択位置が「UA・ηA計算帳票」とな

るように設定します。 

 

 設定内容を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 

 

 

 １.８.2  接続情報 

起動画面のオプションでは、「全般」タブの他「接続」タブが表示され、タブ画面を開くとインターネット接続情報の

設定が表示されます。 

USB 版をご使用の場合は、インターネット接続情報を当画面から設定することができます。 
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オンライン版 USB 版 

  

 

項目の説明 

項目 説明 

ライセンス種類 ライセンスの種類を表示します。 

インターネット接続 ライセンス種類がオンラインの場合は、オンラインのみ選択、表示されます。 

ライセンス種類が USB の場合、オンラインまたはオフラインの選択が可能で

す。 

デフォルトはオンラインです。 
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 １.９  最新版の更新情報 

 

 

弊社にて本プログラムが更新され、ユーザーが起動したバージョンと異なる場合にこの画面が表示されます。 

最新版のバージョンおよび修正事項の確認、更新プログラムのダウンロードが行えます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

改善事項 改善事項を表示し、確認することができます。 

ダウンロード 最新版に更新するための「更新プログラム」をダウンロードできます。 

適当なフォルダにダウンロードし、実行すると最新版に更新します。 

起動時に本プログラムの

更新情報をチェックする 

プログラム起動時に更新プログラムのリリース状況をチェックします。 

「 １.８ オプション」にある同名のチェックボックスと同じ機能です。 

 

 

IE9 に搭載された SmartScreen により警告メッセージが表示された場合は、以下の手順によりセットアップを続行

してください。 
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「その他のオプション」をクリックします。 

 

 

「実行」をクリックします。 
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 １.１０  バージョン情報 

 

 

メイン画面で[ヘルプ(H)]-[バージョン情報(A)...]メニューを選択すると、本プログラムのバージョン情報が表示され

ます。 
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 １.１１  お知らせ 

 

 

弊社からのお知らせがある場合、メイン画面で[お知らせ(N)]メニューが表示されます。 

 

 

 

 

[お知らせ(N)] -[お知らせを表示(D)]を選択すると、お知らせ画面が表示されます。 
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 『建築』基本情報、届出書入力 
非住宅建築物の届出書を作成します。 

 

 

 ２.１ 基本情報 (建築用) 

 ２.２ 届出書 (建築用) 

 ２.３ 計画書（計画通知書） (建築用) 
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 ２.１  基本情報 (建築用) 

 

『建築』メイン画面で、建物の基本情報等について入力します。 

 

 

 

・建物概要の入力項目 

項目 説明 

作成月日 物件データの作成日を入力またはプルダウンで表示されるカレンダーから選択しま

す。初期値としてシステム日付が表示されますが、変更可能です。 

 

入力責任者 入力責任者の会社名と氏名を入力します。 

建物名称 建築物の名称を入力します。 



操作マニュアル 24 

建築物所在地 都道府県、市区町村、番地に分けて入力します。 

都道府県名はプルダウンで表示されるリストから選択することができます。 

 

省エネルギー基準 

地域区分 

地域区分をプルダウンリストから選択します。 

ボタンを押すと、「 ２.１.1 [省エネルギー基準地域区分の参照]ウィンドウ」

のリストから選択することができます。 

「日よけ効果係数算

出ツール」((独)建築

研究所)で別途計算

する 

ＰＡＬ*計算または空調設備の一次エネルギー消費量の算定行う場合で、日除け効

果係数を「日よけ効果係数算出ツール」((独)建築研究所)で別途計算する場合にチ

ェックします。 

 

構造 建物構造一覧から該当する構造を選択しチェックします。 

「その他」を選択した場合は、その内容を入力します。 

階数 地上の階数を 1～80、地下の階数を 1～9、塔屋の階数を 1～9 の範囲で入力しま

す。 

敷地面積 敷地面積を 0～9,999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

建築面積 建築面積を 0～999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

延べ面積 延べ面積を 0～999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

用途区分 建物の省エネ用途区分に該当する用途をすべてチェックします。 

既存部分の評価 入力シートに出力させたい既存部分がある場合チェックし、表示された入力欄に室

名と室面積を入力します。 

メモ 必要に応じてメモを入力します。 

 

・建築外皮の入力項目 

項目 説明 

PAL* PAL*の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の日除け効果係数の算定方法を設定している必要があり

ます。 

 

・建築一次エネルギー消費量（設備）の入力項目 

項目 説明 

空調設備 空調設備の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」と日除け効果係数の算

定方法を設定している必要があります。 
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換気設備～昇降機 各設備の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

太陽光発電 太陽光発電の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」と「年間日射地域区分」

を設定している必要があります。 

年間日射地域区分 太陽光発電による創エネルギー量の算定を行う場合は、地域区分をプルダウンリス

トから選択します。 

ボタンを押すと、「 ２.１.2  [日射地域区分の参照] ウィンドウ」のリストから

選択することができます。 

コージェネレーション コージェネレーションの計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

 

 

 ２.１.1  [省エネルギー基準地域区分の参照]ウィンドウ 

 

 

 

該当地域の詳細を参考に地域区分を選択するウィンドウです。 

PAL*、一次エネルギー消費量の算定を行う場合に設定が必要です。 

 

 令和 1 年 11 月 16 日より最新版の気象データを反映した新地域区分を表示します。 

 平成 27 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものとなります。ただし、旧基準

の括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示され

たものとなっています。 

 選択する地域を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 
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 ２.１.2   [日射地域区分の参照] ウィンドウ 

 

 

 

太陽光発電設備による創エネルギー量の算定を行う場合に設定が必要です。 

 

 令和 1 年 11 月 16 日より最新版の気象データを反映した新地域区分を表示します。 

 平成 27 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものとなります。ただし、旧基準

の括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示され

たものとなっています。 

 選択する地域を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 
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 ２.２  届出書 (建築用) 

 

建築物の届出書、第一面から第三面までを作成します。第三面は入力項目が多いため、２つに分かれています。

第四面は入力画面がありませんが、印刷時には出力されます。 

 

 

 

 ２.２.1  届出書 (第一面) 

 

届出書(第一面)または変更届出書について登録します。 

 

表の左側にある ボタンはをクリックすることで項目の入力内容が隠れ、ボタンが から に変化します。また、

逆に ボタンをクリックすることで項目の入力内容が表示され、ボタンが から に変化します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

届出書（通知書）の種

類 

作成する届出書の種類を「届出書（通知書）」、「変更届出書（通知書）」から選択しま

す。 

届出（通知）の別 届出の別を「法第１９条第１項前段／法第２０条２項前段」、「法第１９条第４項におい

て読み替えて適用する同条第１項前段の規定による届出」、「法附則第３条第２項前

段／法附則第３条第７項前段」、「法附則第３条第５項において読み替えて適用する

同条第２項前段の規定による届出」から選択します。 

※「届出書（通知書）の種類」で「変更届出書（通知書）」を選択した場合、「法第１９条

第１項後段／法第２０条２項後段」、「法第１９条第４項において読み替えて適用する

同条第１項後段の規定による届出」、「法附則第３条第２項後段／法附則第３条第７

項後段」「法附則第３条第５項において読み替えて適用する同条第２項後段の規定

による届出」から選択します。 
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届出（通知）先の所管

行政庁 

届出（通知）書を提出する所管行政庁を入力します。 

敬称 敬称をリストの「様」、「殿」、「(空欄)」から選択します。 

 

届出（通知）日 届出日を入力します。 

元号は平成以降をリストから選択となります。 

半角で、年は 1～99，月は 1～12，日は 1～31 までの範囲が入力可能です。 

届出者の住所又は主

たる事務所の所在地 

届出者の住所又は主たる事務所の所在地を入力します。 

届出者の氏名 

又は名称 

届出者の氏名を入力します。 

代表者の氏名 代表者の役職と氏名を入力します。 

 

通知書を使用する場合は、「建築主が国等(国、都道府県又は建築主事を置く市町村)」にチェックします。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

通知者官職 通知者官職の氏名を入力します。 

設計者氏名 設計者の氏名を入力します。 

 

 

 ２.２.2  変更届出書 

 

第一面で変更届出書を選択した場合は、画面下段にこの内容が表示されます。 

※既に届出済みの物件について、届出内容の変更を行う場合に使用します。 
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項目の説明 

項目 説明 

受付欄 

受付番号 前回届出書を提出したときの受付番号を入力します。 

届出日 前回届出書を提出したときの日付を和暦で入力します。 

変更内容の概要 特記事項を入力します。 

 

 

 ２.２.3  届出書（通知書） (第二面) 

 

届出書（通知書）(第二面)について登録します。 

 

表の左側にある ボタンは、届出書（通知書）(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したり
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します。 

 

ツール 

 「建築主」、「設計者」の場合、入力欄を最大で 5 人分まで追加することができます。 

また、2 人目以降の情報は、「届出書（通知書） (第二面別紙)」として印刷、Excel ファイル出力

されます。 

 「建築主」、「設計者」の場合、追加した入力欄を削除することができます。 

 

入力欄を追加していない場合は、ボタンが無効となり削除できません。 
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項目の説明 

項目 説明 

建築主 

氏名のフリガナ 会社名および代表者のフリガナをカタカナで入力します。 

氏名 会社名および代表者名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

代理者 

氏名 
代理者名を入力します。 

勤務先 
会社名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

所在地 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

設計者 

氏名 
設計者名を入力します。 

勤務先 
会社名を入力します。 

郵便番号 建築士事務所の郵便番号を入力します。 

住所 建築士事務所の住所を入力します。 

電話番号 建築士事務所の電話番号を入力します。 

 

備考 第二面の備考を入力します。 

 

 ２.２.4  届出書（通知書） (第三面(1)) 

 

第三面では、主に建物の概要について入力します。 
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表の左側にある ボタンは、届出書（通知書）(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したり

します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

地名地番 
「基本情報 (建築用)」で入力した所在地が表示されます。 

敷地面積、建築面積、 

延べ面積 
「基本情報 (建築用)」で入力した各面積を表示します。 

建物の階数 
「基本情報 (建築用)」で入力した地上、地下階数を表示します。 

建物の用途 
建築物の用途を選択します。通常は「非住宅建築物」を選択します。 

建物物の住戸の数 
空白です。A-repo3 建築では住戸の計算は行えません。 

工事種別 
新築・増築・改築から選択します。 

建築物の床面積 

  新築 
新築の場合、床面積と、開放部分を除いた面積を入力します。 
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  増築 
増築の場合、建物全体の床面積と、開放部分を除いた面積を入力します。 

また、増築部分の全体床面積と、開放部分を除いた面積を入力します 

  改築 
改築の場合、建物全体の床面積と、開放部分を除いた面積を入力します。 

また、改築部分の全体床面積と、開放部分を除いた面積を入力します 

構造 
建物の主たる構造、および一部の構造を入力します。 

法附則第３条の 

 適用の有無 

法附則第３条の 適用の有無を選択します。適用有の場合、竣工年月日

を 

和暦で入力します。年は 1～99，月は 1～12 までの範囲を半角で、日は 1

～31 まで入力可能です。 

基準省令附則第２条  

の適用の有無 

基準省令附則第２条 適用の有無を選択します。 

適用有の場合、認定を受けた所轄行政庁の名称を入力します。 

基準省令附則第３条又は

第４条の適用の有無 

基準省令附則第３条または第４条の 適用の有無を選択します。 

適用有の場合、竣工年月日を和暦で入力します。年は 1～99，月は 1～

12 までの範囲を半角で、日は 1～31 まで入力可能です。 

地域の区分 「基本情報 (建築用)」で入力した省エネルギー基準地域区分を表示しま

す。 

 

 

 ２.２.5  届出書（通知書） (第三面(2)) 

 

第三面(2)では、主に建物の省エネルギー性能について入力します。 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 
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項目の説明 

項目 説明 

【イ．非住宅建築物】 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第１条第１項第１号 

イ の基準 

 

非住宅部分の一次エネルギー消費量を手入力します。 

 標準入力法、または主要室入力法を用いて計算した場合 

(A-repo 建築で計算した場合) は、「イ」を選択し、一次エネルギー消費

量を手作業で転記します。 

基準一次エネルギー 

消費量 

非住宅部分の基準一次エネルギー消費量を入力します。 

設計一次エネルギー 

消費量 

非住宅部分の設計一次エネルギー消費量を入力します。 

基準省令第１条第１項第１号 

ロ の基準 

 モデル建物法により計算した場合は、「ロ」を選択し、BEI 値を入力しま

す。 

BEI 非住宅部分の BEI を入力します。 

国土交通大臣が認める 

方法及びその結果 

上記以外の方法を用いるときに選択します。 

工事着手予定年月日 
和暦で入力します。年は 1～99，月は 1～12 までの範囲を半角で、日は

文字(「初旬」など)が入力可能です。 

工事完了予定年月日 
 〃 

備考 
必要に応じて入力します。 

印刷設定 
出力する届出書に、「その他を除く一次エネルギー消費量」も印刷する場

合、チェックします。 
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 ２.３  計画書（計画通知書） (建築用) 

 

建築物の計画書、第一面から第五面までを作成します。第四面・第六面・第七面は入力項目が無いため画面は

表示されませんが、印刷される計画書には出力されます。 

 

 

  

 ２.３.1  計画書（計画通知書） (第一面、変更計画書) 

 

計画書（計画通知書）(第一面)または変更計画書（計画通知書）について登録します。 

 

 

  

表の左側にある ボタンはをクリックすることで項目の入力内容が隠れ、ボタンが から に変化します。また、

逆に ボタンをクリックすることで項目の入力内容が表示され、ボタンが から に変化します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

計画書（計画通知書）

の種類 

作成する計画書の種類を「計画書（計画通知書）」、「変更計画書（計画通知書）」か

ら選択します。 

提出先の所管行政庁

又は登録建築物エネ

ルギー消費性能判定

機関 

計画書を提出する所管行政庁または評価機関を入力します。 
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敬称 敬称をリストの「様」、「殿」、「(空欄)」から選択します。 

 

提出日 提出日を入力します。 

半角で、年は 1～99，月は 1～12，日は 1～31 までの範囲が入力可能です。 

提出者の住所又は主

たる事務所の所在地 

提出者の住所、又は主たる事務所の所在地を入力します。 

提出者氏名又は名称 提出者の氏名又は名称を入力します。 

代表者の氏名 代表者の氏名を入力します。 

設計者氏名 設計者氏名を入力します。 

 

計画通知書を使用する場合は、「建築主が国等(国、都道府県又は建築主事を置く市町村)」にチェックします。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

通知者官職 通知者官職の氏名を入力します。 
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 ２.３.2  変更計画書（計画通知書） 

 

第一面で変更計画書（計画通知書）を選択した場合は、画面下段にこの内容が表示されます。 

※既に届出済みの物件について、計画内容の変更を行う場合に使用します。 

 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

適合判定通知書 

通知書番号 前回計画書を提出したときの受付番号を入力します。 

交付年月日 前回計画書を提出したときの交付年月日を和暦で入力します。 

通知書交付者 計画書を提出したときの交付者名を入力します。 

計画変更の対象の

範囲 

変更の範囲を選択します。 

計画変更の概要 変更する内容の概要を入力します。 
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 ２.３.3  計画書（計画通知書） (第二面) 

 

計画書（計画通知書）(第二面)について登録します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

ツール 

 「建築主」、「設計者」の場合、入力欄を最大で 5 人分まで追加することができます。 

また、2 人目以降の情報は、「計画書 (第二面別紙)」として印刷、Excel ファイル出力されます。 

 「建築主」、「設計者」の場合、追加した入力欄を削除することができます。 

 

入力欄を追加していない場合は、ボタンが無効となり削除できません。 
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項目の説明 

項目 説明 

建築主 

氏名のフリガナ 会社名および代表者のフリガナをカタカナで入力します。 

氏名 会社名および代表者名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

代理者 

資格 
建築士資格の級、および登録先、登録番号を入力します。 

氏名 
代理者名を入力します。 

建築士事務所名 
一行目に建築士事務所の建築士資格の級、登録先、登録番号を入力、 

二行目に建築士事務所名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

所在地 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

設計者 

資格 
建築士資格の級、および登録先、登録番号を入力します。 

氏名 
設計者名を入力します。 

建築士事務所名 
一行目に建築士事務所の建築士資格の級、登録先、登録番号を入力、 

二行目に建築士事務所名を入力します。 

郵便番号 建築士事務所の郵便番号を入力します。 

住所 建築士事務所の住所を入力します。 

電話番号 建築士事務所の電話番号を入力します。 

作成した設計図書 担当者として作成した設計図書を明記します。 

 

確認の申請 

申請済・未申請 
確認申請の済・未、および申請する機関名を記入します。 

 

備考 
備考を記入します。 
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 ２.３.4  計画書（計画通知書） (第三面) 

 

第三面では、建築物の概要について入力します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、計画書（計画通知書）(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示

したりします。 

 

項目の説明 

項目 説明 

地名地番 
「基本情報 (建築用)基本情報 (住宅用)」で入力した建築物所在地が表

示されます。 

敷地面積 
「基本情報 (建築用)」で入力した敷地面積が表示されます。 

建築面積 
「基本情報 (建築用)」で入力した建築面積が表示されます。 

延べ面積 
「基本情報 (建築用)」で入力した述べ面積が表示されます。 

建築物の階数 
「基本情報 (建築用)」で入力した階数が表示されます。 

建築物の用途 
建築物の用途を選択します。 

工事種別 
新築・増築・改築から選択します。 
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構造 主たる構造、および一部のみの構造を入力します。 

該当する地域の区分 
「基本情報 (建築用)」で入力した省エネルギー基準地域が表示されま

す。 

工事着手予定年月日 
和暦で入力します。年は 1～99，月は 1～12 までの範囲を半角で、日は

文字(「初旬」など)が入力可能です。 

工事完了予定年月日 
 〃 

備考 必要に応じて入力します。 

 

 

 ２.３.5  計画書（計画通知書） (第五面) 

 

第五面では、非住宅部分に関する情報を入力します。 

 

※第四面は、入力できる項目が無いため、A-repo では画面がありません。 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 
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項目の説明 

項目 説明 

非住宅部分の用途 用途区分が表示されます。 

「基本情報 (住宅用)」で選択した内容が表示されます。 

非住宅部分の床面積 

新築 
新築床面積、および開放部分を除いた部分の床面積を入力します。 

増築 
既存部分・増築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および増築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面

積を入力します。 

改築 
既存部分・改築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および改築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面

積を入力します。 

基準省令附則第３条の適用

の有無 
基準省令附則第３条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。 

非住宅部分のエネルギー消費性能 

基準省令第１条第１項第１号 

イ の基準 

 

非住宅部分の一次エネルギー消費量が表示されます。 

 標準入力法、または主要室入力法を用いて計算した場合 

   (A-repo 建築で計算した場合) は、「イ」を選択します。 

基準一次エネルギー 

消費量 
「イ の基準」を選択した場合、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量

を入力します。 

 Web プログラムにより計算した値を入力します。 

設計一次エネルギー 

消費量 
「イ の基準」を選択した場合、非住宅部分の設計一次エネルギー消費量

を入力します。 

 Web プログラムにより計算した値を入力します。 

BEI 
BEI 値が表示されます。 

 BEI = その他を除く設計一次エネルギー消費量 

       ÷ その他を除く基準一次エネルギー消費量 

基準省令第１条第１項第１号 

ロ の基準 
 モデル建物法により計算した場合は、「ロ」を選択します。 

BEI 「ロ の基準」を選択した場合は、Web プログラムにより計算した値を入力

します。 

国土交通大臣が認める方法

及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果がある場合は入力します。 

 

備考 必要に応じて入力します。 

印刷設定 チェックを On に設定すると、出力する計画書に、「その他を除く一次エネ

ルギー消費量」の値も印字します。 
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 室・空調ゾーン登録 
 

 

 

 ３.１ 室・空調ゾーン登録 
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 ３.１  室・空調ゾーン登録 

 

 

室・空調ゾーンを登録します。最大 999 行まで登録できます。 

 

フロア 

 

「 １.４ メイン画面 (建築用)」の「基本情報」で入力した階数のタブが表示されます。 

階ごとに入力していきます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

室名／空調ゾーン名 基本的には外壁や内壁で囲まれた部屋の名称を入力しますが、空調系統が異なる

など、計算上で分別が必要な場合は、上の画面の例のように別室として登録してお

きます。 

建物用途 建物用途を選択することで、室用途を選択する際にリストの表示範囲が絞られま

す。 
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室用途 建物用途に適応した室用途をプルダウンリストから選択します。 

または、画面右側のリストをダブルクリックするか、シングルクリックして ボタンを押

しても選択することができます。 

※建物用途により選択できる室用途名が変化します。 

 

住宅共用部 住宅共用部の場合にチェックします。 

このチェックのあり、なしが混在している場合に、 ６.１.1 入力シートの Excel 出力の

「住宅共用部と非住宅を分けて入力シートの Excel ファイルを出力ボタン」が有効に

なります。 

室面積 ㎡単位で入力します。半角で 0～999,999.99 の範囲で入力可能です。 

階高 ｍ単位で入力します。半角で 0～99.999 の範囲で入力可能です。 

天井高 ｍ単位で入力します。半角で 0～99.999 の範囲で入力可能です。 

空調 「室用途」により定められた初期値としての、チェックマークが表示されますが、チェ

ックを外すことができます。 ２.１ 基本情報 (建築用)の入力方法で主要室入力法

を選択した場合は、主要室の列が表示されるので必要に応じて設定します。 

チェックされているが、具体的な空調機器が設置されていない場合、背景色がピン

ク色になります。 

換気  〃 

給湯  〃 

照明  〃 
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モデル建物 建物用途に適応したモデル建物をプルダウンリストから選択します。 

※建物用途により、デフォルトの選択モデル建物名が変化します。 

 

備考 必要に応じてメモを入力することができます。 

 

階の編集 

 右端に階を追加します。 

 既存の階名称を変更することができます。 

 カレントの階を削除します。 

 カレントの階を一つ左に移動します。 

 カレントの階を一つ右に移動します。 

 カレントの室を一つ上に移動します。 

 カレントの室を一つ下に移動します。 

 空調・換気・照明・給湯の各チェックボックスについて、具体的な機器が未設置の場

合(背景色がピンクになっている場合)、そのチェックを一括で外します。 

 

建物用途 

」  

 

画面右側の建物用途を選択することで、室用途を選択する際にリストの表示範

囲が絞られます。 
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室用途 

 

室用途選択リストから室用途を選択し、  ボタンを押すか選択項目をダブ

ルクリック、又は選択項目を左側画面にドラッグアンドドロップすると左側の入

力画面に選択内容が表示されます。 
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 建築外皮 
PAL*、空調一次エネルギー消費量計算に関する事項を入力します。 

 

 

 ４.１ 外皮構成 

 ４.２ 外皮面積（空調室） 

 ４.３ 外皮面積（非空調） 

 



操作マニュアル 49 

 ４.１  外皮構成 

 

PAL*、空調一次エネルギー消費量の算定用として、外皮構成を登録します。 

 

 ４.１.1  外壁、屋根、外床、接地壁（壁）、接地壁（床） 

外皮のうち壁体関係の部材を登録します。 

 

 

 

この画面では、物件で使用している外壁について登録します。最大 300 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を半角 60 文字以内で入力します。  

英数字の組み合わせで入力した後、次の行で数値のみを入力すると、英文字部分

が先頭に自動的に挿入されます。 

また、新規入力した場合や ボタンを押すと、「①構造体登録ウィンドウ」が表示さ

れます。 

熱貫流率 Ｕ 「①構造体登録ウィンドウ」における計算結果が表示されます。 

ダブルクリックすると「 ４.１.2 ①開口部詳細ウィンドウ（入力方法：解説書データか

ら選択）」が表示されます。 

構造体イメージ 「①構造体登録ウィンドウ」で作成した構造体イメージが表示されます。 

※ここでは外壁の画面で説明していますが、屋根、外床以降の壁も同様です。 

 

また、画面下端のボタンで、登録済みの壁体類の並び順を変更できます。 
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↑ 前へ移動 行選択されている壁体類を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されている壁体類を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

一括インポート 住宅部の Uη計算から、構造体の定義をインポートします。 

A-repo3 住宅で、住戸側に構造体が定義されているときのみ表示されます。 

 

 

①構造体登録ウィンドウ 

外皮の構成材料を登録します。 

  

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 前画面で入力した部位名称が表示されますが、この画面でも入力または変更する

ことができます。変更する場合は半角 10 文字以内で入力します。  

入力方法 

   [計算] 構成材料を設定することで、熱貫流率および日射侵入率が算出されます。 

   [直接入力] このプログラムの計算によらず、与えられた熱貫流率を設定する場合に、熱貫流率

を直接手入力します。 

建材番号 外皮材料リストから選択すると、その番号が表示されます。 

また、リストから選択する代わりに、建材番号を直接入力することもできます。 

建材名称 リストで選択した名称が表示されます。 

入力方法で直接入力が選択された場合には変更することができます。 

'建材番号'または'建材名称'のセルをダブルクリックすると、建材の選択ウィンドウが

表示されます。 

厚み ｄ 材料の厚みを 0.1～9999.0（mm）の範囲で入力します。 
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熱伝導率 λ リストで選択した材料の熱伝導率が表示されます。 

リストの（直接入力）を選んだ場合は、0.001～999.999 の範囲で入力します。 

ｄ／λ 構成材料ごとのｄ／λ値が表示されます。 

画像番号 リストの（直接入力）を選んだ場合は、セルをクリックすると外皮イメージ選択リストが

表示されます。 

備考 備考で記載する事項があれば入力します。 

構造体イメージ 構造体構成のイメージ図が表示されます。 

※外壁および内壁は縦方向に、屋根、天井・床、外床は横向きに表示されます。 

※外壁は屋外から室内の順に材料登録してください。 

 

ツール 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの次の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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建材の選択ウィンドウ 

 

 

ツール 

 リストを名称のみの一覧表示に切り替えます。 

 建材名称、熱伝導率等が表示されます。 

 

 

 

建材をクリック指定しておいて、このボタンを押すと前画面に 1 行の材料データが追加さ

れます。建材をダブルクリックしても同様です。 

ボタンを押すまでは連続して選択することができます。 

 何もせず、この画面を閉じます。 

※登録済みの材料を変更する場合は、「ＯＫ」「キャンセル」ボタンに変化します。 
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外皮イメージ選択ウィンドウ 

 

 

 イメージをクリック指定しておいて、このボタンを押すと選択を完了して画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 ４.１.2  開口部 

 

 

外皮の開口部について登録します。最大300行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

開口部名称 名称（部位記号）を半角 60 文字以内で入力します。  

英数字の組み合わせで入力した後、次の行で数値のみを入力すると、英文字部分が

先頭に自動的に挿入されます。 

また、新規入力した場合や ボタンを押すと、（「①開口部詳細ウィンドウ（入力方法：

解説書データから選択）」が表示されます。 

窓の熱貫流率 Ｕ  開口部詳細入力ウィンドウにおいて、入力方法「窓直接入力」を選択した場合の設定

値が表示されます。 

窓の日射熱取得

率 η 

 〃 

建具の種類 開口部詳細ウィンドウ内で設定した内容が表示されます。 

ガラスの記号  〃 

ガラスの種類  〃 

熱貫流率 Ｕ 窓詳細入力ウィンドウにおける設定値が、ブラインドあり／なし毎に表示されます。 

※入力方法が解説書データから選択の場合は、値は表示されません。 

日射熱取得率 

η 

 〃 

ブラインド 窓詳細ウィンドウ内で設定した内容が表示されます。 

備考 備考で記載する事項があれば入力します。 

 

また、画面下端のボタンで、登録済みの窓の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている窓を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されている窓を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 
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①開口部詳細ウィンドウ（入力方法：解説書データから選択） 

登録する窓の構成を設定します。 

  

 

項目の説明 

項目 説明 

開口部名称 前画面で入力した名称が表示されますが、この画面でも入力または変更することが

できます。名称（部位記号）を半角 60 文字以内で入力します。 

入力方法 

  [解説書データ 

から選択] 

解説書のガラス番号を直接入力するか、または窓の構成以降の各項目を選択しま

す。 

  ガラスの記号 

 

解説書のガラス番号を直接入力することができます。 

また、建具の構成・ガラス構成 Lowε膜・中空層・型・空気層を選択した場合、該当す

るガラス番号が表示されます。 

  [窓直接入力] 手引書データ（マスターデータ）にない窓の構成を登録するために、窓熱貫流率およ

び日射熱取得率を直接入力します。 

（「②開口部詳細ウィンドウ（入力方法：窓直接入力）」を参照） 

 [ガラス直接入力] 「③開口部詳細ウィンドウ（入力方法：ガラス直接入力）」を参照 

窓の構成 

建具の種類 リストから種類をクリックして選びます。 

ガラス構成  〃 
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Lowε膜  〃 

中空層  〃 

型  〃 

空気層  〃 

 

ツール 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の窓データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの次の窓データに移ります。 

 リストからイメージを選択変更できます。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 この画面で設定したことを保存せずに前の画面に戻ります。 

 

 

②開口部詳細ウィンドウ（入力方法：窓直接入力） 

登録する窓の構成を直接入力します。 

 

  

 

項目の説明 

項目 説明 

窓の構成 

建具の種類 選択不可。 

ガラスの種類  ガラスの種類を入力します。 

熱貫流率 U  窓熱貫流率（Ｕ）を、0.00～9.99（W/㎡ K）の範囲で入力します。 

日射熱取得率η  日射侵入率（η）を、0.00～1.00 の範囲で入力します。 

ブラインド有無  熱貫流率及び日射熱取得率が、ブラインドなしの物性値の場合には「 

なし」、ブラインドありの物性値の場合には「あり」を選択します。 
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③開口部詳細ウィンドウ（入力方法：ガラス直接入力） 

 

  

 

項目の説明 

項目 説明 

窓の構成 

建具の種類 建具の種類を選択します。 

ガラスの種類  ガラス種類を入力します。 

熱貫流率 U  窓熱貫流率（Ｕ）を、0.00～9.99（W/㎡ K）の範囲で入力します。 

日射熱取得率η  日射侵入率（η）を、0.00～1.00 の範囲で入力します。 

ブラインド有無  熱貫流率及び日射熱取得率が、ブラインドなしの物性値の場合には「なし」、ブライ

ンドありの物性値の場合には「あり」を選択します。 

 

 ４.１.3  日除け(「日よけ効果係数算出ツール」((独)建築研究所)で別途計算する) 

 

 

窓の日除けについて登録します。最大 300 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 
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日除け名称 名称（登録記号）を半角 60 文字以内で入力します。  

英数字の組み合わせで入力した後、次の行で数値のみを入力すると、英文字部分が

先頭に自動的に挿入されます。 

Web取得 日除け効果係数を自動取得する場合にチェックを入れます。 

形状 リストから日除けの形状を選択します。 

寸法（x1～zy-） それぞれの寸法を、0～999.99（ｍ）の範囲で入力します。 

※zx+～zy-は形状により入力項目が変わります。 

日除け効果係数 

（各方位の冷房・

暖房） 

日除け効果係数を、0.001～1.000 の範囲で入力します。 

または、「日除け効果係数 Web 取得」ボタン押下で自動取得します。 

 

画面下端のボタンで、登録済みの窓の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている日除けを、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されている日除けを、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

 

また、右下側の「日除け効果係数 Web取得」ボタンを押すことにより、「Web取得」チェックボックス

にチェックを入れた日除けの日除け効果係数を自動取得できます。 

更に「計算結果PDFを取得」をチェックした状態で「日除け効果係数 Web取得」ボタンを押すことによ

り、計算結果PDFを保存できます。 

 

尚、中央右側の「日除け効果係数算出ツール」リンクを押す事により、当該ツールサイトが表示されま

す。 
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 ４.２  外皮面積（空調室） 

 

 

PAL*、空調一次エネルギー消費量の算定に用いる、空調ゾーンの外皮面積を登録します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

フロアタブ 処理したいフロアを選択します。 

空調ゾーン名 登録済みの空調ゾーン名が表示されます。 

外皮なし 外気に触れる壁または屋根や床が無い場合はチェックします。 

方位 各入力行の外壁および窓が属する方位を、プルダウンリストから選択します。 

 

外皮 

部位名称 画面右側のリストをダブルクリックする、またはシングルクリックして ボタンを押す

か、リストから項目をドラッグアンドドロップすると設定することができます。 

幅 外皮の横幅を m単位で小数第 3 位まで入力します。 

面積（窓含む）を直接入力した場合には、幅はクリアされます。 

階高 外皮の高さをｍ単位で小数第 3 位まで入力します。 

室設定で登録した階高が初期表示されます。 

面積（窓含） 窓面積を含めた場合の外皮の面積です。 

幅と階高を乗じたものが表示されますが、幅および階高をクリアした状態では、 

0～99,999.99[㎡]の範囲で直接入力することも可能です。 
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開口部 

開口部名称 外皮名称と同様に、画面右側のリストから開口部名称を選択します。 

幅 窓の幅を m 単位で入力します。半角で 0～99.999 の範囲で入力可能です。 

高さ 窓の高さを m 単位で入力します。半角で 0～999.999 の範囲で入力可能です。 

面積 窓面積を 0～99,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

ブラインド ブラインドがあればチェックします。 

日除け名称 外皮名称と同様に、画面右側のリストから日除け名称を選択します。 

日除け効果係数（冷

房） 

選択した日除け種類の効果係数が表示されます。 

日除け効果係数（暖

房） 

 〃 

備考 備考で記載する事項があれば入力します。 

 

外壁選択リスト 

 

開口部、日除け選択リスト 

 

 

外壁の場合は、画面右側の外壁選択リストで部位名称を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択し

た内容が表示されます。 

窓の場合は、画面右側の窓、日除け選択リストから窓名称及び日除け名称をセットで選択し、  ボタンを押す

と左側の入力画面に選択した内容が表示されます。 
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 ４.３  外皮面積（非空調） 

 

 

PAL*の算定に用いる、非空調ゾーンの外皮面積を登録します。 

登録方法は外皮面積（空調室）と同様ですが、接地壁（壁）および接地壁（床）は選択できません。 
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 『建築』一次エネルギー消費量算

定 
一次エネルギー消費量計算に関する事項を入力します。 

 

 

 ５.１ 空調設備 

 ５.２ 換気設備 

 ５.３ 照明設備 

 ５.４ 給湯設備 

 ５.５ 昇降機 

 ５.６ エネルギー効率化設備 

 ５.７ エラー一覧ウィンドウ (建築用) 
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 ５.１  空調設備 

 

空調設備について設定します。 

 

 ５.１.1  パッケージ方式 

 

パッケージ方式に用いる機器を機器表から登録します。 
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 機器登録 

 

 

①屋外機・室内機 

パッケージ方式では屋外機および室内機をセットで入力します。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器区分 屋外機と室内機との入力セルが分かれています。 

機器番号 屋外機または室内機熱源の機器番号を入力します。 

熱源機種 機種をプルダウンリストから選択します。 

 

※使用エネルギー種類も注意して選択してください。 

マルチ／１：１／ツイン(同一

室同時運転型) 

室内機を複数接続するかどうかを、プルダウンリストから選択します。 

 

冷暖同時供給 冷暖同時供給システムの場合はチェックします。 

台数制御 台数制御を行う場合はチェックします。 

蓄熱システム 

運転モード 運転モードをプルダウンリストから選択します。 

 

蓄熱容量 定格蓄熱容量を、0～999,999.99[MJ]の範囲で入力します。 

冷熱生成 
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運転順位 台数制御を行う場合は運転の優先順位を番号で入力します。 

定格冷却能力 定格冷却能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

主機定格消費エネルギー 

値 主機定格消費エネルギーを、0～9,999.99 の範囲で入力します。 

単位 上記入力値の単位を選択します。熱源機種により選択可能な単位がプルダ

ウンリストに表示されます。 

[kW/台] 上記単位が kW/台以外の場合、入力値を kW/台に換算し表示します。 

補機定格消費電力 補機の定格消費電力を、0～99.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

温熱生成 

運転順位 運転複数台制御の場合は運転の優先順位を番号で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

主機定格消費エネルギー 

値 主機定格消費エネルギーを、0～9,999.99 の範囲で入力します。 

単位 上記入力値の単位を選択します。熱源機種により選択可能な単位がプルダ

ウンリストに表示されます。 

[kW/台] 上記単位が kW/台以外の場合、入力値を kW/台に換算し表示します。 

補機定格消費電力 補機の定格消費電力を、0～99.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックしま

す。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は、最小風量比を 0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ停止 予熱時外気取り入れ停止をおこなう場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御をおこなう場合はチェックします。 

全熱交換器 

有 全熱交換器を使用する場合はチェックします。 

直膨式 直膨式の場合はチェックします。 
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定格風量 全熱交換器の定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

交換効率 全熱交換器の定格効率を、0～99[％]の範囲で入力します。 

バイパス制御 バイパス制御をおこなう場合はチェックします。 

ロータ消費電力 ロータ消費電力を、0～9.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

（全熱交換器が回転式の場合） 

一次エネルギー換算値 

 

熱源機種毎の換算値を表示します。 

都市ガス及び液化石油ガスについては換算値を変更することができます。 

屋外機・室内機の挿入  

現在カーソルがある位置に屋外機・室内機の入力欄を挿入します。 

屋外機・室内機の削除  

現在カーソルがある位置の屋外機・室内機を、まとめて削除します。 

屋外機・室内機の複写 
 

現在カーソルがある位置を含む屋外機・室内機を、以降の最初に見つかっ

た空欄へ複写します。 

 

屋外機・室内機の組み合わせは、最大で６００組となります。 

初期値として５０組分の入力欄が用意されていますが、最終行の入力を行った時点で入力欄が自動的に拡張さ

れます。 
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②全熱交ユニット(共通) 

全熱交換器について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 全熱交換器の機器番号を入力します。 

設計最大外気風量 全熱交換器の定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は、最小風量比を 0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ停

止 

予熱時外気取り入れ停止を行う場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御を行う場合はチェックします。 

全熱交換器 

定格風量 全熱交換器の定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

交換効率 全熱交換器の定格効率を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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バイパス制御 バイパス制御をおこなう場合はチェックします。 

ロータ消費電力 ロータ消費電力を、0～9.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

（全熱交換器が回転式の場合） 

③送風機(共通) 

送風機について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 送風機の機器番号を入力します。 

設計最大外気風量 送風機の設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ停

止 

予熱時外気取り入れ停止を行う場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御を行う場合はチェックします。 
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④放熱器(共通) 

放熱器について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 放熱器の機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 

 

⑤天井放射冷暖房パネル(共通) 

天井放射冷暖房パネルについて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 
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項目の説明 

項目 説明 

機器番号 天井放射冷暖房パネルの機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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 ゾーン・空調機設定 

 

 

空調ゾーンの負荷を処理する空調機を設定します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

空調ゾーン名 空調ゾーン名が表示されます。 

室負荷処理 

空調機 空調ゾーンの室負荷を処理する空調機系統を設定します。 

機器番号 画面右側のリストから選択します。 

台数 機器台数を、0～9,999[台]の範囲で入力します。 

複数室処理 同じ空調機で他の室も処理する場合はチェックします。 

群名称 階・室名・機器番号を組み合わせた空調機群の名称が表示されます。 

熱源 

群名称 選択した空調機群に接続される熱源群の名称が表示されます。 

室負荷処理と同じ 外気負荷処理に、室負荷処理と同一の機器を使用する場合チェックします。 

外気負荷処理 

空調機 空調ゾーンの外気負荷を処理する空調機系統を設定します。 

機器番号 画面右側のリストから選択します。 
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台数 このゾーンに用いる機器台数を、0～9,999[台]の範囲で入力します。 

複数室処理 同じ空調機で他の室も処理する場合はチェックします。 

群名称 階・室名・機器番号を組み合わせた空調機群の名称が表示されます。 

熱源 

群名称 選択した外気処理機群に接続される熱源群の名称が表示されます。 

備考 備考で記載する事項があれば入力 

 

 

機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストから機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容が表示

されます。 

また、選択された機器の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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 ５.１.2  セントラル方式 

 

セントラル方式で用いる機器について入力します。 
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 機器登録 

 

 

①熱源機 

熱源機について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 熱源の機器番号を入力します。 

セントラル方式では、機器番号は熱源機種が一致しない条件で重複が可能

です。 

熱源機種 

 大分類 大分類をプルダウンリストから選択します。 

 

 小分類 小分類をプルダウンリストから選択します。 

  

冷熱生成 

送水温度 送水温度を、-99.9～99.9[℃]の範囲で入力します。 

定格冷却能力 定格冷却能力を、0～9,999.99 の範囲で入力します。 

単位はエネルギー種類により自動表示されます。 

主機定格消費エネルギー 

値 主機定格消費エネルギーを、0～9,999.99 の範囲で入力します。 
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単位 上記入力値の単位を選択します。熱源機種により選択可能な単位がプルダ

ウンリストに表示されます。 

[kW/台] 上記単位が kW/台以外の場合、入力値を kW/台に換算し表示します。 

補機定格消費電力 補機の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

温熱生成 

送水温度 送水温度を、0～99.9[℃]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

主機定格消費エネルギー 

値 主機定格消費エネルギーを、0～9,999.99 の範囲で入力します。 

単位 上記入力値の単位を選択します。熱源機種により選択可能な単位がプルダ

ウンリストに表示されます。 

[kW/台] 上記単位が kW/台以外の場合、入力値を kW/台に換算し表示します。 

補機定格消費電力 補機の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

一次エネルギー換算値 

 

熱源機種毎の換算値を表示します。 

都市ガス、液化石油ガス、地域供給熱（冷水／温水／蒸気）については換

算値を変更することができます。 
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②一次ポンプ 

一次ポンプについて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 ポンプの機器番号を入力します。 

ポンプ種類 

冷水 冷水用ポンプであればチェックします。 

温水 温水用ポンプであればチェックします。 

冷温水 冷温水用ポンプであればチェックします。 

定格消費電力 1 台当たりの定格消費電力を 0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 
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③冷却塔・冷却水ポンプ 

冷却塔および冷却水ポンプについて併せて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

冷却塔機器番号 冷却塔の機器番号を入力します。 

定格冷却能力 冷却塔の定格冷却能力を、0～9999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

ファン消費電力 冷却ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

冷却水ポンプ機器番号 冷却水ポンプの機器番号を入力します。 

定格消費電力 冷却水ポンプの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 
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④二次ポンプ 

二次ポンプについて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 ポンプの機器番号を入力します。 

冷房時温度差 冷水の往き還り温度差を、0～99.9[℃]の範囲で入力します。 

暖房時温度差 温水の往き還り温度差を、0～99.9[℃]の範囲で入力します。 

定格流量 1 台当たりの定格流量を、0～9,999.9[L/min･台]の範囲で入力します。 

定格消費電力 1 台当たりの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

流量制御方式 インバータ等によりポンプの回転数を制御する場合にはチェックします。 

変流量時最小流量比 変流量制御を行う場合は、最小流量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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⑤空調機 

空調機について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 空調機の機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ

停止 

予熱時外気取り入れ停止を行う場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御をおこなう場合はチェックします。 

全熱交換器 

有 全熱交換器を使用する組込型空調機等の場合はチェックします。 

直膨式 直膨式の場合にはチェックします。 

定格風量 定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 
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定格効率 定格効率を、0～99[％]の範囲で入力します。 

バイパス制御 バイパス制御を行う場合はチェックします。 

ロータ消費電力 ロータの定格消費電力を、0～9.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

 

 

⑥FCU 

FCUについて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 FCUの機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気ファンの定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量制御を行う場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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⑦全熱交ユニット(共通) 

全熱交換器について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 全熱交換器の機器番号を入力します。 

設計最大外気風量 全熱交換器の設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力しま

す。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は、最小風量比を 0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ

停止 

予熱時外気取り入れ停止を行う場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御を行う場合はチェックします。 

全熱交換器 

定格風量 全熱交換器の定格風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

交換効率 全熱交換器の定格効率を、0～99[％]の範囲で入力します。 

バイパス制御 バイパス制御をおこなう場合はチェックします。 
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ロータ消費電力 ロータ消費電力を、0～9.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

 

 

⑧送風機(共通) 

送風機について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 送風機の機器番号を入力します。 

設計最大外気風量 送風機の設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 

予熱時外気取り入れ

停止 

予熱時外気取り入れ停止を行う場合はチェックします。 

外気冷房制御 外気冷房制御を行う場合はチェックします。 
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⑨放熱器(共通) 

放熱器について入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 放熱器の機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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⑩天井放射冷暖房パネル(共通) 

天井放射冷暖房パネルについて入力します。最大 500 行まで登録できます。 

こちらで入力した機器は、パッケージ方式／セントラル方式で共有されます。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 天井放射冷暖房パネルの機器番号を入力します。 

定格冷却能力 定格冷房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格暖房能力 定格暖房能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

設計最大外気風量 設計最大外気風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

送風機定格消費電力 

給気 給気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

還気 還気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

外気 外気取入時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

排気 排気時の定格消費電力を、0～999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

風量制御方式 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する場合にはチェックします。 

変風量時最小風量比 変風量方式の場合は最小風量比を、0～99[％]の範囲で入力します。 
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 熱源・二次ポンプ群設定 

 

※住宅共用部、非住宅双方にセントラル機器を使用している場合、熱源群、二次ポンプ群は分けて入力してくだ 

さい。 

①熱源群 

熱源群を構成する熱源機器を定義します。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

熱源群名称 熱源群の名称を入力します。 

冷温同時供給 冷水および温水を同時に供給する場合はチェックします。 

台数制御 台数制御を行う場合はチェックします。 

蓄熱システム 

運転モード 蓄熱システムの場合プルダウンリストから選択します。 

 

蓄熱容量 蓄熱容量を入力します。 

熱源 

機器番号 熱源機器の番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 使用する熱源機器の台数を入力します。 

冷熱生成 

熱源運転順位 冷熱発生器の中での運転優先順位を付けます。 

一次ポンプ 
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機器番号 一次ポンプの機器番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 一次ポンプの台数を入力します。 

冷却塔 

機器番号 冷却塔の機器番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 冷却塔の台数を入力します。 

冷却水ポンプ 

機器番号 冷却水ポンプの機器番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 冷却水ポンプの台数を入力します。 

温熱生成 

運転順位 温熱発生器の中での運転優先順位を付けます。 

一次ポンプ 

機器番号 一次ポンプの機器番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 一次ポンプの台数を入力します。 

 

機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストで機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容が表示さ

れます。 

また、選択された熱源機器の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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②二次ポンプ群 

二次ポンプを構成するポンプを定義します。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

熱源群名称 熱源群タブで登録した名称が表示されます。 

二次ポンプ群名 2 次ポンプ群の名称を入力します。 

台数制御有無 台数制御していればチェックします。 

機器番号 2 次ポンプの機器番号を登録済みの機器リストから選択します。 

台数 台数を入力します。 

運転順位 複数の 2 次ポンプの中での運転優先順位を入力します。 

 

機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストで機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容が表示さ

れます。 

また、選択された二次ポンプの設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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 ゾーン・空調機設定 

 

 

空調ゾーンの負荷を処理する空調機を設定します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

空調ゾーン名 空調ゾーン名が表示されます。 

室負荷処理 

空調機 

機器番号 画面右側の機器選択リストで選択すると、ここに表示されます。 

台数 機器の台数を入力します。 

複数室処理 同じ空調機で他の室も処理する場合はチェックします。 

群名称 階・室名・機器番号を組み合わせた空調機群の名称が表示されます。 

二次ポンプ群または熱源群 

冷熱 冷熱に対応する二次ポンプまたは熱源群をプルダウンリストから選択します。 

 

温熱 温熱に対応する二次ポンプまたは熱源群をプルダウンリストから選択します。 
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室負荷処理と同じ 外気負荷処理に、室負荷処理と同一の機器を使用する場合チェックします。 

外気負荷処理 

空調機 

機器番号 画面右側の機器選択リストで選択すると、ここに表示されます。 

台数 機器の台数を入力します。 

複数室処理 同じ空調機で他の室も処理する場合はチェックします。 

群名称 階・室名・機器番号を組み合わせた空調機群の名称が表示されます。 

二次ポンプ群または熱源群 

冷熱 冷熱に対応する二次ポンプまたは熱源群をプルダウンリストから選択します。 

 

温熱 温熱に対応する二次ポンプまたは熱源群をプルダウンリストから選択します。 

 

備考 備考で記載する事項があれば入力します。 

 

機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストから空調機または全熱交やファンコイルの機器番号を選択し、  ボタンを押すと左

側の入力画面にその内容が表示されます。 

また、選択された機器の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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 ５.２  換気設備 

 

換気設備について入力します。 

 

 ５.２.1  換気機器登録 

 

 

給気・排気・循環・代替空調用のファンを登録します。最大 500 行まで登録できます。 

項目の説明（給気・排気・循環） 

項目 説明 

機器番号 換気ファンの機器番号を入力します。 

設計風量 設計風量を、0～999,999.99[m3/h･台]の範囲で入力します。 

入力値種類 「定格消費電力または電動機定格出力」で入力する値の種類を選択します。 

定格消費電力または

電動機定格出力 

「入力値種類」の入力に応じた値を、0～999.999[ｋW/台]の範囲で入力します。 

電動機定格出力 「入力値種類」、「定格消費電力または電動機定格出力」に応じた計算結果が表示

されます。 

制御等の有無 

高効率電動機 高効率電動機の場合はチェックします。 

インバータ インバータ制御を行う場合はチェックします。 

CO・CO2 濃度 CO・CO2 制御を行う場合はチェックします。 

温度 温度制御を行う場合はチェックします。 
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項目の説明（代替空調） 

項目 説明 

機器番号 代替空調機器の名称(機器番号)を入力します。 

連動する送風機の有

無 

連動する送風機がある場合はチェックします。 

連動する送風機 連動する送風機がある場合に送風機名を入力します。 

換気対象室の用途 換気対象室の用途をプルダウンリストから選択します。 

 

必要冷却能力 代替空調機器の冷却能力を、0～9,999.99[kW･台]の範囲で入力します。 

熱源 

定格 COP 代替空調機器の定格 COP 値を、0～99.99 の範囲で入力します。 

熱源効率 

(一次換算値) 

定格 COP 値から熱源効率(一次換算値)が計算され表示されます。 

ポンプ定格出力 ポンプの定格出力を、0～9,999.999[kW･台]の範囲で入力します。 

送風機 

送風機の種類 送風機の種類をプルダウンリストから選択します。 

 

設計風量 送風機の設計風量を、0～999,999.99[㎥/h･台]の範囲で入力します。 

電動機定格出力 送風機の定格出力を、0～9,999.999[kW･台]の範囲で入力します。 

制御等の有無 

高効率電動機 高効率電動機の場合はチェックします。 

インバータ インバータ制御を行う場合はチェックします。 

CO・CO2 濃度 CO・CO2 制御を行う場合はチェックします。 

温度 温度制御を行う場合はチェックします。 

 

 ５.２.2  換気設備 
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各室（ゾーン）を処理する換気系統を設定します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

室名 「 ３.１ 室・空調ゾーン登録」で換気設備をチェックした室の属性が表示されます。 

建物用途  〃 

室用途  〃 

室面積  〃 

天井高  〃 

天井高補正 入力シートへの出力時、天井高補正を行った電動機定格出力値を出力したい場合

にチェックします。 

機器番号 画面右側の機器選択リストから選択します。 

換気種類 リストで選択する際の分類が表示されます。 

台数 台数を入力します。 

複数室換気 選択した「機器番号」が『複数の室の換気を行っている』場合にチェックします。 

換気機器名称 機器番号に階・室名が付加された形式で自動表示されます。 
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機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストで該当する機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容

が表示されます。 

また、選択された送風機の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 

連動する送風機を持つ機器を登録しようとすると、親の機器番号が登録されます。 

連動する送風機を持つ機器の場合、全ての設定済み台数がカウントされます。 
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 ５.３  照明設備 

 

照明設備について入力します。 

 

 ５.３.1  照明器具登録 

 

 

使用する照明器具をすべて登録します。最大 999 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器名称 

（器具記号） 

照明機器名称を入力します。 

種類 ランプの種類から器具型式までを画面右側の器具選択リストからセットで選択すると、 

入力画面に表示されます。 

大きさ 選択したランプの大きさが表示されます。 

灯数 選択したランプの灯数が表示されます。 

定格消費電力 定格消費電力が表示されます。 
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器具選択リスト 

 

画面右側の器具選択リストで種類から安定器種類までをセットで選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に

選択した内容が表示されます。 

該当するものが機器選択リストに無い場合は、（直接入力）を選択してください。 

 

 

 ５.３.2  照明設備 

 

 

各室ごとに使用する照明器具を設定します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 
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項目の説明 

項目 説明 

室名 「 ３.１ 室・空調ゾーン登録」で照明設備をチェックした室の属性が表示されま

す。 

室面積  〃 

天井高  〃 

室指数 

入力方法 室形状により入力方法が異なりますので、プルダウンリストから選択します。 

 

間口 「入力方法」で「室形状が矩形」を選択した場合は、間口寸法を 0～999.999[m]

の範囲で入力します。 

奥行 「入力方法」で「室形状が矩形」を選択した場合は、奥行寸法を 0～999.999[m]

の範囲で入力します。 

外周長さ 「入力方法」で「室形状が矩形以外」を選択した場合は、外周長さを 0～

999.999[m]の範囲で入力します。 

作業面高さ 作業面高さを 0～9.999[m]の範囲で入力します。 

室指数 「入力方法」で「直接入力」を選択した場合は、0.001～99.999 の範囲で入力し

ます。 

「入力方法」で「室形状が矩形」を選択し、間口、奥行に適正な値が入力された

場合、自動計算結果が表示されます。また、「入力方法」で「室形状が矩形以

外」を選択し、外周長さ、作業面高さに適正な値が入力された場合、自動計算

結果が表示されます。 

照明器具 

機器名称（器具記号） 機器名称（機器記号）を、画面右側のリストから選択します。 

台数 台数を入力します。 

制御等の有無 

在室検知 在室検知制御があればプルダウンリストから選択します。 

  

明るさ検知 明るさ検知制御があればプルダウンリストから選択します。 
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タイムスケジュール タイムスケジュール制御があればプルダウンリストから選択します。 

  

初期照度補正 初期照度調整制御があればプルダウンリストから選択します。 

 

 

器具選択リスト 

 

画面右側の器具選択リストで機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容が表示さ

れます。また、選択された照明器具の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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 ５.４  給湯設備 

 

給湯設備について入力します。 

 

 ５.４.1  給湯機器登録 

 

 

使用する給湯設備をすべて登録します。最大 500 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

機器番号 給湯機器名称を入力します。 

燃料種類 燃料種類をプルダウンリストから選択します。 

 

定格加熱能力 定格加熱能力を、0～9,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

熱源効率直接入力 熱源効率（一次エネルギー換算値）を直接入力する場合チェックします。 

定格消費電力 定格加熱能力を、0～99,999.99[ｋW/台]の範囲で入力します。 

定格燃料消費量 

値 定格燃料消費量を 0～99,999.99 の範囲で入力します。 

単位 燃料種類にしたがって、単位が表示されます。 

熱源効率（一次エネ

ルギー換算値） 

各項目の入力結果として、熱源効率が表示されます。 

「熱源効率直接入力」をチェックした場合は、数値を入力します。 
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配管保温仕様 画面下段の定義を参照して、プルダウンリストから選択します。 

 

接続口径 吐出管の口径を 0～999 の範囲[㎜]で入力します。 

太陽熱利用 

有効面積 太陽熱利用をしている場合は、集熱器の有効面積を 0～9,999.99[㎡]の範囲で入

力します。 

方位角 集熱器の方位角を、0～999.99[°]の範囲で入力します。 

傾斜角 集熱器の傾斜角を、0～99.99[°]の範囲で入力します。 

備考 必要に応じてメモを入力します。 

一次エネルギー換算

値 

 

熱源機種毎の換算値を表示します。 

都市ガス及び液化石油ガスについては換算値を変更することができます。 

 

 

 ５.４.2  給湯設備 

 

 

 

給湯設備について入力します。 

 

フロア 

 

フロア別に入力します。「全フロア一覧」タブで全入力データを確認することができます。 

 

項目の説明 
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項目 説明 

室名 「 ３.１ 室・空調ゾーン登録」で給湯設備をチェックした室が表示されます。 

建物用途  〃 

室用途  〃 

室面積  〃 

設置箇所 

同室 同室内に給湯栓がある場合はチェックします。 

階、室名 同室にない場合は、給湯栓の設置階と室名をプルダウンリストから選択します。 

  

節湯器具 

無 節水型器具を使用していなければチェックします。 

自動給湯栓 節水型の自動給湯栓を使用していればチェックします。 

節湯 B1 節水型のシャワーを使用していればチェックします。 

機器番号 給湯機の番号を画面右側の機器選択リストから選択します。 

台数 給湯機の台数を入力します。 

複数室給湯 選択した「機器番号」（給湯機器）が『複数の給湯対象室の在室者を対象としてい

る』または『複数室の給湯栓設置箇所に湯を供給している』場合にチェックします。 

給湯機器名称 機器番号に給湯箇所の階・室名が付加された文字が自動表示されます。 

 

機器選択リスト 

 

画面右側の機器選択リストで機器番号を選択し、  ボタンを押すと左側の入力画面に選択した内容が表示さ

れます。また、選択された機器の設置済み累計台数が、チェック用として表示されます。 
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 ５.５  昇降機 

 

 

昇降機設備について入力します。最大 50 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

階、室名 階と室名をプルダウンリストから選択します。 

  

機器名称 昇降機の名称を入力します。 

台数 台数を入力します。 

積載量 1 台当たりの積載量を入力します。 

速度 速度を入力します。 

輸送能力係数直接入力 輸送能力係数を直接入力する場合にチェックします。 

標準輸送能力 

建物用途、規模 建物用途、規模をプルダウンリストから選択します。 

 

標準輸送能力 「建物用途、規模」で選択された用途に応じた輸送能力が入力されます。 

[事務所等、ホテル等以外]を選択した場合、輸送能力を直接入力します。 

計画輸送能力 

計算方法 計画輸送能力の計算方法をプルダウンリストから選択します。 
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5 分間輸送人数 「計算方法」で「5 分間輸送人員入力」を選んだ場合は、0～9999.99[人]の範

囲で入力します。 

利用人数 「計算方法」で「直接入力」以外を選んだ場合は、0～9999.99[人]の範囲で入

力します。 

乗客数 「計算方法」で「乗客数・一周時間入力」を選んだ場合は、0～9999.99[人]の範

囲で入力します。 

一周時間 「計算方法」で「乗客数・一周時間入力」を選んだ場合は、0～9999.99[秒]の範

囲で入力します。 

計画輸送能力 「計算方法」で「直接入力」を選んだ場合は、0～9999.99[秒]の範囲で入力しま

す。 

それ以外では計算結果が表示されます。 

輸送能力係数 「輸送能力係数直接入力」をチェックした場合は、係数を直接入力します。 

それ以外では計算結果が表示されます。 

速度制御方式 速度制御方式をプルダウンリストから選択します。 
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 ５.６  エネルギー効率化設備 

 

エネルギー効率化設備について入力します。 

 

 ５.６.1  太陽光発電システム 

 

 

太陽光発電設備について入力します。最大 10 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

システム名称 効率化設備のシステム名を入力します。 

パワーコンディショナの効率 

直接入力 パワーコンディショナの効率を直接入力する場合チェックします。 

効率 デフォルト値は 0.928。直接入力がチェックありの場合、効率を 0.000 ～ 1.000

の範囲で入力します。 

太陽電池の種類 太陽電池の種類で該当するものをチェックします。 

アレイ設置方式 設置方式で該当するものをチェックします。 

アレイのシステム容量 システムの容量を 0.00 ～ 9,999.99[kW]の範囲で入力します。 

パネルの方位角 パネルの方位角を、0～999.99[°]の範囲で入力します。 

パネルの傾斜角 パネルの傾斜角を、0～99.99[°]の範囲で入力します。 

備考 必要に応じてメモを入力します。 
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 ５.６.2  コージェネレーションシステム 

 

  

コージェネレーションシステムについて入力します。 

 

入力シートの「7-3（効率化）コージェネレーション設備入力シート」に出力する場合は、「様式 7-3 コージェネレー

ション設備」を、「様式 7-2（効率化）コージェネレーション設備入力シート(CASCADE 用)」に出力する場合は「様

式 7-2 コージェネレーション設備(CASCADE 用)」を選択します。 

 

 

入力シートの「様式 7-2（効率化）コージェネレーション設備入力シート(CASCADE 用)」に出力する場合は、様式

7-2 コージェネレーション設備(CASCADE 用)について入力します。最大 10 行まで登録できます。 

 

項目の説明 （様式 7-2 コージェネレーション設備(CASCADE 用)） 

項目 説明 

システム名称 システムの名称を入力します。 

年間電力需要 建物内の各設備における、年間電力需要量を入力します。 

機器名称 コージェネレーション機器の名称を入力します。 

発電効率 発電効率を、0～0.999 の範囲で入力します。 

排熱回収率 排熱回収率を、0～0.999 の範囲で入力します。 

発電依存率 発電依存率を、0～0.999 の範囲で入力します。 

有効熱利用率 排熱の有効利用率を、0～0.999 の範囲で入力します。 
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有効排熱量の冷熱利用比 有効排熱量の冷熱への利用率を、0～0.999 の範囲で入力します。 

温水吸収冷凍機または排熱

投入型冷温水機の成績係数 

排熱を利用する冷凍機や冷温水発生器の成績係数を 0～9.99 の範囲で

入力します。 

備考 必要に応じてメモを入力します。 

 

 

入力シートの「7-3（効率化）コージェネレーション設備入力シート」に出力する場合は、様式 7-3 コージェネレー

ション設備について入力します。最大 10 行まで登録できます。 

 

項目の説明 （様式 7-3 コージェネレーション設備） 

項目 説明 

コージェネレーション 

設備名称 

コージェネレーション設備の名称を入力します。 

定格発電出力 コージェネレーション設備の定格発電出力を、0～999,999.99 の範囲で入

力します。 

設置台数 コージェネレーション設備の設置台数を 0～9.99 の範囲で入力します。 

発電効率 

（負荷率 1.00、負荷率 0.75、

負荷率 0.50） 

コージェネレーション設備の負荷率ごとの発電効率を 0～1.000 の範囲で

入力します。 

排熱効率 

（負荷率 1.00、負荷率 0.75、

負荷率 0.50） 

コージェネレーション設備の負荷率ごとの排熱効率を 0～1.000 の範囲で

入力します。 

排熱利用優先順位 

（空調冷熱源、空調温熱源、

給湯） 

排熱利用優先順位を 1～3 の範囲で入力します。 

 

24 時間運転の有無 コージェネレーション設備が一日あたり最大２４時間運転される場合はチェ

ックを入れます。 

排熱利用系統（空調熱源群） コージェネレーション設備の排熱利用系統と同じ系統に属する熱源群名称

を選択します。 

排熱利用系統（給湯機器） コージェネレーション設備の排熱利用系統と同じ系統に属する給湯機器名

称を選択します。 
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備考 必要に応じてメモを入力します。 



操作マニュアル 107 

 ５.７  エラー一覧ウィンドウ (建築用) 

 

 

 

一次エネルギー消費量計算に用いる入力データに、不足や不整合があるかを確認することができます。 

入力エラーをダブルクリックすることで、該当する入力画面へ移動します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

カテゴリー エラーを発生したデータのカテゴリーが表示されます。 

項目 エラーを発生したデータの入力項目名が表示されます。 

説明 エラーの内容が表示されます。 
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 『建築』WEB 計算支援 
 

建築物の印刷および EXCEL 出力処理について説明します。 

 

 

 ６.１  Web計算支援 (建築用) 
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 ６.１  Web 計算支援 (建築用) 

 

 

入力した物件データを使用し、Web プログラムでエネルギー消費性能の算定を行います。 

 

 

 ６.１.1  入力シートの Excel出力 

 

ボタンを押すと、Excel ファイルの出力先を選択するウィンドウが表示されます。 

 

保存先フォルダを指定して ボタンを押すと、本システムで作成した各設備のデータを、入力シートのテン

プレートに出力して保存することができます。 

 

エラーメッセージ 
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入力データの不足や不整合が見つかった場合は、このメッセージが表示されます。 

画面下側の表示に従って、本システムの入力データを再編集してください。 

（「 ５.７ エラー一覧ウィンドウ (建築用)」を参照） 

 

「様式 9. (共通)モデル建物設定シート」の「④地上」～「⑩備考」の入力 

 

警告メッセージに従い、必要に応じて各項目を入力し、入力シートを完成させてください。 

 

ボタンは、 ３.１ 室・空調ゾーン登録で、住宅共用部のチェックのあり、なしが混在してい

る場合に有効になります。住宅共用部とそれ以外を別々に Excel ファイルの出力することができます。住宅との複

合建築物の届出を行う際、住宅共用部と非住宅のエネルギー量を別々に算出する必要がある場合に使用しま

す。 

 

 

 ６.１.2  CSV ファイル出力 

 

 

 

 

「CSV 出力」シートを選択します。 

ボタンを押すと、上書きを注意するメッセージが表示されます。 
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出力先に同名のファイルがある場合は上書きされます。ご注意ください。 

ボタンを押すと、出力先のフォルダ参照ウインドウが表示されます。 

 

フォルダ参照ウィンドウ 

 

保存先フォルダを指定して ボタンを押すと、CSV 形式のファイルを出力して保存することができます。 

 

 

 

 ６.１.3  エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）サイト 

 

【手順１】  

 

上記アイコンをクリックすると、「使用許諾条件」画面が表示されます。 
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【手順 2】   をクリックすると、次の基本情報入力画面が表示されます。 

 

 

①入力ファイルのダウンロード画面 

使用許諾条件で  をクリックすると、この画面が表示されます。 

 

画面中央に、入力シートの Excel ファイルまたは、出力した CSV ファイルをドラッグ＆ドロップします。 
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②結果表示画面 

計算結果が表示されます。 

 

 

計算済みの設備項目には、計算結果が表示されます。 

 

外皮性能、エネルギー消費性能、各設備の計算結果が表示され、それぞれに「詳細を見る」または「詳細」ボタン

が用意されています。ボタンを押下すると、各計算結果の詳細画面が表示されます。 

 

「様式出力」の任意のボタンを押下すると、様式出力画面が表示されます。 

 

 

 

「PDF ファイルダウンロード」をクリックし、PDF を取得します。 

 

 

 ６.１.4  Web計算結果の確認 

 

メイン画面右上の ボタンをクリックすると、Web 計算結果を取得できます。また、計算結果を
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EXCEL ファイルにて出力・保存できます。 

 

【手順１】 

ボタンをクリック。 

 

 

「PAL*・一次エネルギー消費量計算結果」画面が表示されます。 

 

 

【手順 2】 

「PAL*・一次エネルギー消費量計算結果」画面より、PAL*・一次エネルギー消費量計算結果 EXCEL ファイルを出

力して保存することができます。 

 

ボタンをクリック。フォルダ参照ウィンドウが表示されます。 

 

フォルダ参照ウィンドウ 

 

 

保存先フォルダを指定して ボタンを押すと、ファイルを出力して保存することができます。 
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 レポート出力 
 

レポート出力について説明します。 

 

 

 ７.１ 結果レポート 

 ７.２ 比較レポート 
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 ７.１  結果レポート 

 計算結果をレポート形式でまとめた Excel ファイルを出力することができます。 

 

レポートの作成は、以下の手順で行います。 

 

１．原設計の作成と一次エネルギー消費量の計算・CSV ファイル取得 

 ６.１ Web 計算支援 (建築用)の手順に従って、元となる仕様を作成し、一次エネルギー消費量を計算さ

せ、CSV ファイルを取得します。CSV ファイルは、１つのフォルダにまとめておきます。 

 

２．結果レポート画面を開き、１．で作成した各物件ファイルのファイル名、および CSV ファイル作成先のフォルダ

名を指定します。 

 

３．ＰＡＬ＊の基準値と計算結果を入力します。 

 

４．設備の概要を入力します。 

 

５．「Excel 出力」ボタンを押すと、比較表が出力されます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

タイトル タイトルを指定します。 

グラフで表示されるタイトルになります。 

物件ファイル名 比較するそれぞれのパターンの物件ファイルのパス・ファイル名を入力しま

す。 

物件ファイル名 選択ボタン 物件ファイル名を選択するためのダイアログを開きます。 

物件 ステータス 物件ファイル名が指定されたとき、その物件ファイル名が有効かどうかを 

○／× で示します。 



操作マニュアル 117 

CSV フォルダ 比較するそれぞれのパターンの、一次エネルギー計算結果 CSV ファイル

が格納されているフォルダ名を入力します。 

CSV フォルダ 選択ボタン CSV ファイル用フォルダを選択するためのダイアログを開きます。 

空調～効率化 

 ステータス 

指定フォルダ内の各区分の CSV ファイルが有効かどうかを 

○／× で示します。 

その他 「その他」一次エネルギー値を、手入力します。 

※ 入力は [GJ] 単位の値で行います。 

データ読み取り結果の詳細 物件ファイル・CSV 用フォルダの指定、および内容にエラーがあった場合、

エラー内容を表示します。 

 

ＰＡＬ＊の入力項目 

項目 説明 

基準値 基準値を入力します。 

原設計 計算結果を入力します。 

 

設備概要の入力項目 

項目 説明 

原設計 各設備の概要を入力します。 

 

 

 ボタンを押すと、Excel ファイルの出力先を選択するウィンドウが表示されます。 

 

 

 

保存先フォルダとファイル名を指定して ボタンを押すと、Excel ファイルを出力します。 
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結果レポート 
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 ７.２  比較レポート 

 比較内容をレポート形式でまとめた Excel ファイルを出力することができます。 

 

レポートの作成は、以下の手順で行います。 

 

１．原設計の作成と一次エネルギー消費量の計算・CSV ファイル取得 

 ６.１ Web 計算支援 (建築用)の手順に従って、比較の元となる仕様を作成し、一次エネルギー消費量を計

算させ、CSV ファイルを取得します。CSVファイルは、１つのフォルダにまとめておきます。 

 

２．比較用仕様の作成と一次エネルギー消費量の計算・CSV ファイル取得 

原設計をもとに、検討する仕様の箇所を変更した物件ファイルを別名で作成し、１．と同様に一次エネルギー

消費量を計算させ、CSV ファイルを取得します。CSV ファイルは、別のフォルダにまとめておきます。 

比較する各仕様について繰り返します。 

 

３．一次エネルギー消費量比較表画面を開き、１．および２．で作成した各物件ファイルのファイル名、および

CSV ファイル作成先のフォルダ名を指定します。 

 

４．ＰＡＬ＊の基準値と計算結果を入力します。 

 

５．設備の概要を入力します。 

 

６．「Excel 出力」ボタンを押すと、比較表が出力されます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

タイトル 比較するそれぞれのパターンについて、タイトルを指定します。 

一覧表・グラフで、それぞれのパターンのタイトルになります。 

物件ファイル名 比較するそれぞれのパターンの物件ファイルのパス・ファイル名を入力しま

す。 
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物件ファイル名 選択ボタン 物件ファイル名を選択するためのダイアログを開きます。 

物件 ステータス 物件ファイル名が指定されたとき、その物件ファイル名が有効かどうかを 

○／× で示します。 

CSV フォルダ 比較するそれぞれのパターンの、一次エネルギー計算結果 CSV ファイル

が格納されているフォルダ名を入力します。 

CSV フォルダ 選択ボタン CSV ファイル用フォルダを選択するためのダイアログを開きます。 

空調～効率化 

 ステータス 

指定フォルダ内の各区分の CSV ファイルが有効かどうかを 

○／× で示します。 

その他 「その他」一次エネルギー値を、手入力します。 

※ 入力は [GJ] 単位の値で行います。 

データ読み取り結果の詳細 物件ファイル・CSV 用フォルダの指定、および内容にエラーがあった場合、

エラー内容を表示します。 

 

ＰＡＬ＊の入力項目 

項目 説明 

基準値 基準値を入力します。 

原設計 原設計の計算結果を入力します。 

対策_01、対策_02 比較用の計算結果を入力します。 

 

設備概要の入力項目 

項目 説明 

原設計 原設計の各設備概要を入力します。 

対策_01、対策_02 比較用の各設備概要を入力します。 

 

 

 ボタンを押すと、Excel ファイルの出力先を選択するウィンドウが表示されます。 
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保存先フォルダとファイル名を指定して ボタンを押すと、Excel ファイルを出力します。 

 

比較レポート 
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 『建築』印刷・Excel 出力 
 

建築物の印刷および EXCEL 出力処理について説明します。 

 

 

 ８.１ 届出書/計画書出力 

 ８.２ 入力チェックシート 

 ８.３ 補足資料印刷 
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 ８.１  届出書/計画書出力 

 

 

 

本プログラムで入力した届出書の内容を Excel ファイルに出力します。 

 

ボタンを押すと、ファイルの保存画面が表示されます。 

 

 

ファイルのパスを指定して［保存］をクリックしすると、届出書の第一面から第四面までがまとめて出力されます。 

また、別ファイルにて計画書第四面別紙が出力されます。 

ボタンを押すと、計画書のファイルの保存画面が表示されます。 

ファイルのパスを指定して［保存］をクリックしすると、届出書の第一面から第七面までがまとめて出力されます。 

また、別ファイルにて計画書第七面別紙が出力されます。 
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 ８.２  入力チェックシート 

 

 

 

入力チェックシートの設定画面です。 

 

項目の説明 

項目 説明 

プリンタ 必要に応じて別のプリンタをプルダウンリストから選択します。 

印刷項目 

入力チェックシート 印刷したい帳票名を指定します。 

 

ツール 

 印刷項目のすべてを選択します。 

 印刷項目のすべてを選択解除します。 

 印刷を開始します。 

 この画面を閉じます。 
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 ８.３  補足資料印刷 

 

 

 

補足資料印刷の設定画面です。 

 

項目の説明 

項目 説明 

プリンタ 必要に応じて別のプリンタをプルダウンリストから選択します。 

印刷項目 

補足資料 印刷したい帳票名を指定します。 

フォント 印刷に用いるフォントが表示されます。 

ページ余白 用紙の余白（上下左右）を設定します。 

各種印刷設定 

ページ番号を印刷する ページ番号を印刷したい場合はチェックします。 

 

 

ツール 

 印刷に用いるフォントを変更することができます。 

 印刷項目のすべてを選択します。 

 印刷項目のすべてを選択解除します。 

 印刷プレビュー画面が表示されます。（「 １２.２.1 印刷プレビュー」を参照） 

 印刷を開始します。 
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 この画面を閉じます。 

 

 

フォントの設定 

 

フォントの設定を変更することができます。 

詳しくは、Windows添付の操作マニュアルをお読みください。 
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 ８.３.1  印刷プレビュー 

 

 

 

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

 

項目の説明 

項目 説明 

帳票種類 [印刷項目] 印刷項目名が表示されます。 

リストから選択すると、別の印刷項目に切り替えることができます。 

 [頁] 現在表示中の頁名が表示されます。 

リストから選択すると、別の頁に切り替えることができます。 

 [前頁・次頁] 印刷項目または頁が複数ある場合、これにより順を追って表示頁

を切り替えることができます。 

 [最初の頁・最後の頁] 最初の頁または最後の頁が表示されます。 

 [拡大・縮小] 表示倍率をリストから選択することができます。 

このリストによらず、画面を左クリックすると拡大表示され、右クリッ

クするたびに縮小表示されます。 

 [表示ページの印刷] 現在表示中の 1 頁のみ印刷します。 
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 『住宅』基本情報、届出書入力 
住宅建築物、および複合建築物の届出・計画書を作成します。 

 

 

 ９.１ 基本情報 (住宅用) 

 ９.２ 届出書(通知書) (住宅用) 

 ９.３ 計画書(計画通知書) (住宅用) 

 ９.４ 住戸タイプ登録 

 ９.５ 住戸構成図 

 ９.６ 計算住戸の設定 

 ９.７ メニュー住戸に設定 
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 ９.１  基本情報 (住宅用) 

 

『住宅』メイン画面で、建物の基本情報等について入力します。 

共用部の基本情報もこの画面で入力します。 

  

 

・建物概要の入力項目 

項目 説明 

作成月日 物件データの作成日を入力またはプルダウンで表示されるカレンダーから選択しま

す。初期値としてシステム日付が表示されますが、変更可能です。 

 

入力責任者 入力責任者の会社名と氏名を入力します。 

建物名称 建築物の名称を入力します。 
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建築物所在地 都道府県、市区町村、番地に分けて入力します。 

都道府県名はプルダウンで表示されるリストから選択することができます。 

 

省エネルギー基準 

地域区分 

一次エネルギー消費量の算定を行う場合は、地域区分をプルダウンリストから選択

します。 

 

ボタンを押すと、「 ２.１.1 [省エネルギー基準地域区分の参照]ウィンドウ」

のリストから選択することができます。 

8 地域の基準の選択 省エネルギー基準地域区分が 8 地域の場合に、令和 2 年 4 月以降の基準か、令

和 2 年 3 月以前の基準かを指定します。 

構造 建物構造をチェックします。 

「その他」を選択した場合は、その内容を入力します。 

住宅用途区分 共同住宅か、戸建かを指定します。「戸建」は、新規に物件ファイルを作成したとき

のみ選択できます。（一度「共同住宅」で作成した物件ファイルは、「戸建」には変更

できません。） 

「戸建」を選択した場合、住戸構成図・計算住戸の設定は不要となり、メニューも選

択不可となります。また、住戸タイプは１種類だけ入力可能になります。 

階数 地上の階数を 1～80、地下の階数を 1～9、塔屋の階数を 1～9 の範囲で入力しま

す。 

敷地面積 敷地面積を 0～999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

建築面積 建築面積を 0～999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

延べ面積 延べ面積を 0～999,999.99[㎡]の範囲で入力します。 

用途区分 建物の省エネ用途区分に該当する用途をすべてチェックします。 

メモ 必要に応じてメモを入力します。 
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・U・η計算情報の入力項目 

項目 説明 

U・η計算を行う 本プログラムにて U・η計算を行う場合はチェックします。 

構造体登録で適用する 

構造の初期値 

外皮（外壁、屋根、床等）を登録する際に設定する、構法・断熱工法の初期値を設

定します。 

RC 造等・鉄骨造・断面構成同一・木造軸組構法・木造枠組構法・木造丸太組構法

から選択します。 

 
各々の外皮を登録する際に、改めて別の構法を選びなおすこともできます。 

 

・建築外皮の入力項目 

項目 説明 

「日除け効果係数算

出ツール」((独)建築

研究所)で別途計算

する。 

共用部の計算（非住宅の計算方法に準ずる）で、日除けの効果係数を計算する方

法を指定します。 

(独)建築研究所が提供する「日除け効果係数算出ツール」を用いて別途計算・転記

する場合には、この項目をチェックします。 

 

・住宅一次エネルギー消費量（設備）の入力項目 

項目 説明 

一括設定 暖冷房設備～コージェネレーションまでの全てのチェックボックスを一括で On/Off

に設定します。 

暖冷房設備～給湯・

太陽熱（液体集熱

式） 

各設備の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

太陽光発電 太陽光発電の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」と「年間日射地域区分」

を設定している必要があります。 

コージェネレーション コージェネレーションの計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

太陽熱（空気集熱

式） 

太陽熱（空気集熱式）の計算を行う場合にチェックします。 

 

年間日射地域区分 太陽光発電による創エネルギー量の算定を行う場合は、地域区分をプルダウンリス

トから選択します。 

ボタンを押すと、「 ２.１.2  [日射地域区分の参照] ウィンドウ」のリストから

選択することができます。 

指定しない場合 XML ファイルに<Environment AnnualSolarLevel>要素を出力しま

せん。 
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・建築一次エネルギー消費量（設備）の入力項目 

   住宅共用部の入力では「主要室入力法」は選択できません。 

項目 説明 

空調設備 空調設備の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」と日除け効果係数の算

定方法を設定している必要があります。 

換気設備～昇降機 各設備の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

太陽光発電 太陽光発電の計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」と「年間日射地域区分」

を設定している必要があります。 

コージェネレーション コージェネレーションの計算を行う場合にチェックします。 

入力するには、建物概要の「省エネルギー基準地域区分」を設定している必要があ

ります。 

 

 

 ９.１.1   [省エネルギー基準地域区分の参照]ウィンドウ 

 

 

該当地域の詳細を参考に地域区分を選択するウィンドウです。 

 令和 1 年 11 月 16 日より最新版の気象データを反映した新地域区分を表示します。 

 平成 27 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものとなります。ただし、旧基準

の括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示され

たものとなっています。 

 選択する地域を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 
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 ９.１.2   [日射地域区分の参照] ウィンドウ 

 

 

年間日射地域区分の選択時に利用することができます。 

 令和 1 年 11 月 16 日より最新版の気象データを反映した新地域区分を表示します。 

 平成 27 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものとなります。ただし、旧基準

の括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示され

たものとなっています。 

 選択する地域を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 
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 ９.２  届出書(通知書) (住宅用) 

 

住宅の届出書、第一面から第三面までを作成します。第四面の内容については、計算結果を元に自動生成され

ます。 

 

 

 ９.２.1  届出書 (第一面) 

 

届出書(通知書) (第一面)または変更届出書(通知書)について登録します。 

 

 

表の左側にある ボタンをクリックすることで項目の入力内容が隠れ、ボタンが から に変化します。また、逆

に ボタンをクリックすることで項目の入力内容が表示され、ボタンが から に変化します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

届出書(通知書)の種類 作成する届出書の種類を「届出書(通知書)」、「変更届出書(通知書)」から選択しま

す。 
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届出(通知)の別 届出の別を「法第１９条第１項前段／法第２０条２項前段」、「法第１９条第４項におい

て読み替えて適用する同条第１項前段の規定による届出」、「法附則第３条第２項前

段／法附則第３条第７項前段」、「法附則第３条第５項において読み替えて適用する

同条第２項前段の規定による届出」から選択します。 

※「届出書（通知書）の種類」で「変更届出書（通知書）」を選択した場合、「法第１９条

第１項後段／法第２０条２項後段」、「法第１９条第４項において読み替えて適用する

同条第１項後段の規定による届出」、「法附則第３条第２項後段／法附則第３条第７

項後段」「法附則第３条第５項において読み替えて適用する同条第２項後段の規定

による届出」から選択します。 

届出(通知)書の所管行

政庁 

届出(通知)書を提出する所管行政庁を入力します。 

敬称 敬称をリストの「様」、「殿」、「(空欄)」から選択します。 

 

届出(通知)日 届出日を入力します。 

元号は平成以降をリストから選択となります。 

半角で、年は 1～99，月は 1～12，日は 1～31 までの範囲が入力可能です。 

届出者の住所又は主

たる事務所の所在地 

届出者の住所又は主たる事務所の所在地を入力します。 

届出者の氏名 

又は名称 

届出者氏名を入力します。 

代表者の氏名 代表者の氏名を入力します。 

 

通知書を使用する場合は、「建築主が国等(国、都道府県又は建築主事を置く市町村)」にチェックします。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

通知者官職 通知者官職の氏名を入力します。 

設計者氏名 設計者の氏名を入力します。 
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 ９.２.2  変更届出書(通知書) 

 

第一面で変更届出書(通知書)を選択した場合は、画面下段にこの内容が表示されます。 

※既に届出済みの物件について、届出内容の変更を行う場合に使用します。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

受付欄 

受付番号 前回届出書を提出したときの受付番号を入力します。 

届出日 前回届出書を提出したときの日付を和暦で入力します。 

変更内容の概要 変更内容の概要を入力します。 
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 ９.２.3  届出書(通知書) (第二面) 

 

届出書(通知書) (第二面)について登録します。 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(通知書) (第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したり

します。 

 

ツール 

 「建築主」、「設計者」の場合、入力欄を最大で 5 人分まで追加することができます。 

また、2 人目以降の情報は、「届出書(通知書) (第二面別紙)」として印刷、Excel ファイル出力さ

れます。 

 「建築主」、「設計者」の場合、追加した入力欄を削除することができます。 

  

入力欄を追加していない場合は、ボタンが無効となり削除できません。 
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項目の説明 

項目 説明 

建築主 

氏名のフリガナ 会社名および建築主のフリガナをカタカナで入力します。 

氏名 会社名および建築主名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

代理者 

氏名 
代表者名を入力します。 

勤務先 
会社名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

所在地 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

設計者 

氏名 
設計者名を入力します。 

勤務先 
会社名を入力します。 

郵便番号 建築士事務所の郵便番号を入力します。 

住所 建築士事務所の住所を入力します。 

電話番号 建築士事務所の電話番号を入力します。 

 

備考 

 
備考を入力します。 
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 ９.２.4  届出書(通知書) (第三面(1)) 

 

届出書(通知書)(第三面)の前半について登録します。 

 

 

建築物及びその敷地の概要 

地名地番 
「基本情報 (住宅用)」で入力した建築物所在地が表示されます。 

敷地面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した敷地面積が表示されます。 

建築面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した建築面積が表示されます。 

延べ面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した述べ面積が表示されます。 

建築物の階数 
「基本情報 (住宅用)」で入力した階数が表示されます。 

建築物の用途 
建築物の用途を選択します。 

建築物の住戸の数 
計算住戸の割当をした住戸数が表示されます。 

工事種別 
新築・増築・改築から選択します。 
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建築物の床面積 

新築 
新築床面積、および開放部分を除いた部分の床面積を入力します。 

増築 
既存部分・増築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除いた床面

積、および増築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面積を入力しま

す。 

改築 
既存部分・改築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除いた床面

積、および改築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面積を入力しま

す。 

構造 
主たる構造、および一部のみの構造を入力します。 

法附則第３条の適用

の有無 
法附則第３条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。 

基準省令附則第２条

の適用の有無 
基準省令附則第２条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、必要に応じて 認定を受けた所轄行政庁の名称も入

力します。 

基準省令附則第３条

又は第４条の適用の

有無 

基準省令附則第３条又は第４条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。 

地域の区分 
「基本情報 (住宅用)」で入力した省エネルギー基準地域が表示されます。 
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 ９.２.5  届出書(通知書) (第三面(2)) 

 

第三面(2) では、建築物全体の省エネルギー性能について入力します。 

 

  

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

各欄の数値は、基本情報画面で戸建が選択されている場合、自動的に表示されます。 

集合住宅が選択されている場合は、「第四面別紙」として別途出力されます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

【ロ．一戸建ての住宅】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 
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基準省令第１条第１項第２号

イ(1)(i)の基準 
部位面積等の入力結果から計算された、 

  ・外皮平均熱貫流率、および基準値 

  ・冷房期の平均日射熱取得率、および基準値 

が表示されます。 

国土交通大臣が認める方法

及びその結果 
国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。 

基準省令附則第４条第１項

の規定による適用除外 
基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外となる場合にチェックし

ます。 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第１条第１項第２号

ロ(1)の基準 
一次エネルギー消費量は「 １１.１４.1 消費量集計」で入力した計算結果

が自動的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

国土交通大臣が認める方法

及びその結果 
国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

【ハ．共同住宅等】 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)( i )の基準 

標準計算（住戸評価）の場合にチェックします。 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)( ⅱ )の基準 

標準計算（住棟評価）の場合にチェックします。 

「 １０.３ 計算値確認」で計算された「住棟平均」が自動的に表示されま

す。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

基準省令附則第４条第１

項の規定による適用除

外 

基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外の場合にチェックしま

す。 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号ロ(1)の基準 

一次エネルギー消費量は「 １１.１４.1 消費量集計」で入力した計算結果

が自動的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

「基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は

第１号に、「共用部無し」の場合は、第２号にチェックします。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

【二．複合建築物】 

基準省令第 1 条第１項第３号イの基準 

（非住宅部分） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 
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基準省令第１条第１項第

１号イの基準 

一次エネルギー消費量は「 １１.１４.1 消費量集計」で入力した値が自動

的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

（住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)( i )の基準 

標準計算（住戸評価）の場合にチェックします。 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)(ⅱ)の基準 
標準計算（住棟評価）の場合にチェックします。 

「 １０.３ 計算値確認」で計算された「住棟平均」が自動的に表示されま

す。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

基準省令附則第４条第１

項の規定による適用除外 

基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外となる場合にチェックし

ます。 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号ロ(1)の基準 

一次エネルギー消費量は「 １１.１４.1 消費量集計」で入力した計算結果

が自動的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

「基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は

第１号に、「共用部無し」の場合は、第２号にチェックします。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

基準省令第 1 条第１項第３号ロの基準 

（複合建築物） 

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号ロ(1)の基準 

一次エネルギー消費量は「 １１.１４.1 消費量集計」で入力した計算結果

が自動的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

「基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は

第１号に、「共用部無し」の場合は、第２号にチェックします。 

（住宅部分） 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)( i )の基準 

標準計算（住戸評価）の場合にチェックします。 



操作マニュアル 144 

基準省令第１条第１項第

２号イ(1)(ⅱ)の基準 
標準計算（住棟評価）の場合にチェックします。 

「 １０.３ 計算値確認」で計算された「住棟平均」が自動的に表示されま

す。 

国土交通大臣が認める

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。 

基準省令附則第４条第１

項の規定による適用除

外 

基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外となる場合にチェックし

ます。 
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 ９.３  計画書(計画通知書) (住宅用) 

 

住宅の計画書、第一面から第六面までを作成します。 

第四面・第七面は、入力項目が無いため画面はありません。 

 

 

 

 ９.３.1  計画書(計画通知書) (第一面) 

 

計画書(計画通知書) (第一面)または変更計画書(計画通知書)について登録します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンはをクリックすることで項目の入力内容が隠れ、ボタンが から に変化します。また、

逆に ボタンをクリックすることで項目の入力内容が表示され、ボタンが から に変化します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

計画書(計画通知書)の

種類 

作成する計画書の種類を「計画書(計画通知書)」、「変更計画書(計画通知書)」から

選択します。 
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提出先の所管行政庁

又は登録建築物エネ

ルギー評価機関 

計画書を提出する所管行政庁または評価機関を入力します。 

敬称 敬称をリストの「様」、「殿」、「(空欄)」から選択します。 

 

提出日 提出日を入力します。 

半角で、年は 1～99，月は 1～12，日は 1～31 までの範囲が入力可能です。 

提出者の住所又は主

たる事務所の所在地 

提出者の住所又は主たる事務所の所在地を入力します。 

提出者の氏名又は 

名称 

提出者の氏名を入力します。 

代表者の氏名 代表者の氏名を入力します。 

設計者氏名 設計者氏名を入力します。 

 

計画通知書を使用する場合は、「建築主が国等(国、都道府県又は建築主事を置く市町村)」にチェックします。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

通知者官職 通知者官職の氏名を入力します。 
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 ９.３.2  変更計画書(計画通知書) 

 

第一面で変更計画書(計画通知書)を選択した場合は、画面下段にこの内容が表示されます。 

※既に届出済みの物件について、計画内容の変更を行う場合に使用します。 

 

 
 

項目の説明 

項目 説明 

適合判定通知書 

通知書番号 前回計画書を提出したときの受付番号を入力します。 

交付年月日 前回計画書を提出したときの交付年月日を和暦で入力します。 

通知書交付者 計画書を提出したときの交付者名を入力します。 

計画変更の対象の

範囲 

変更の範囲を選択します。 

計画変更の概要 変更する内容の概要を入力します。 
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 ９.３.3  計画書(計画通知書) (第二面) 

 

計画書(計画通知書) (第二面)について登録します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

ツール 

 「建築主」、「設計者」の場合、入力欄を最大で 5 人分まで追加することができます。 

また、2 人目以降の情報は、「計画書 (第二面別紙)」として印刷、Excel ファイル出力されます。 

 「建築主」、「設計者」の場合、追加した入力欄を削除することができます。 

 

入力欄を追加していない場合は、ボタンが無効となり削除できません。 
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項目の説明 

項目 説明 

建築主 

氏名のフリガナ 会社名および建築主のフリガナをカタカナで入力します。 

氏名 会社名および建築主名を入力します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

 

代理者 

資格 
建築士資格の級、および登録先、登録番号を入力します。 

氏名 
代表者名を入力します。 

建築士事務所名 
一行目に建築士事務所の建築士資格の級、登録先、登録番号を入力、 

二行目に建築士事務所名を入力します。 

所在地 住所を入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

作成した設計図書 担当者として作成した設計図書を明記します。 

 

設計者 

資格 
建築士資格の級、および登録先、登録番号を入力します。 

氏名 
設計者名を入力します。 

建築士事務所名 
一行目に建築士事務所の建築士資格の級、登録先、登録番号を入力、 

二行目に建築士事務所名を入力します。 

郵便番号 建築士事務所の郵便番号を入力します。 

所在地 建築士事務所の住所を入力します。 

電話番号 建築士事務所の電話番号を入力します。 

作成した設計図書 担当者として作成した設計図書を明記します。 

 

確認の申請 

申請済・未申請 
確認申請の済・未、および申請する機関名を記入します。 

 

備考 
備考を記入します。 
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 ９.３.4  計画書(計画通知書) (第三面) 

 

第三面では、建築物の概要について入力します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

項目の説明 

項目 説明 

地名地番 
「基本情報 (住宅用)」で入力した建築物所在地が表示されます。 

敷地面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した敷地面積が表示されます。 

建築面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した建築面積が表示されます。 

延べ面積 
「基本情報 (住宅用)」で入力した述べ面積が表示されます。 

建築物の階数 
「基本情報 (住宅用)」で入力した階数が表示されます。 

建築物の用途 
建築物の用途を選択します。複合建築物 のみ選択できます。 
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工事種別 
新築・増築・改築から選択します。 

構造 主たる構造、および一部のみの構造を入力します。 

該当する地域の区分 
「基本情報 (住宅用)」で入力した省エネルギー基準地域が表示されま

す。 

工事着手予定年月日 
和暦で入力します。年は 1～99，月は 1～12 までの範囲を半角で、日は

文字(「初旬」など)が入力可能です。 

工事完了予定年月日 
 〃 

備考 必要に応じて入力します。 

 

 ９.３.5  計画書(計画通知書) (第五面) 

 

第五面については、複合建築物の非住宅部分に関する情報を入力します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

項目の説明 

項目 説明 

非住宅部分の用途 工事種別の設定を表示します。 

非住宅部分の床面積 
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新築 
新築床面積、および開放部分を除いた部分の床面積を入力します。 

増築 
既存部分・増築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および増築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面

積を入力します。 

改築 
既存部分・改築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および改築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面

積を入力します。 

構造 
主たる構造、および一部のみの構造を入力します。 

基準省令附則第３条の適用

の有無 
基準省令附則第３条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。 

非住宅部分のエネルギー消費性能 

基準省令第１条第１項第

１号イの基準 

一次エネルギー消費量は「9.12 消費量集計」で入力した値が自動的に表

示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

備考 
必要に応じて入力します。 
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 ９.３.6  計画書(計画通知書) (第六面) 

 

第六面については、複合建築物の住宅部分に関する情報を入力します。 

 

 

 

表の左側にある ボタンは、届出書(第一面)の入力画面と同様に項目の入力内容を隠したり表示したりします。 

 

項目の説明 

項目 説明 

建築物の住戸の数 住戸数を表示します。 

住宅部分の床面積 

新築 
新築床面積、および開放部分を除いた部分の床面積を入力します。 
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増築 
既存部分・増築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および増築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床

面積を入力します。 

改築 
既存部分・改築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除い

た床面積、および改築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床

面積を入力します。 

基準省令附則第２条の適用

の有無 
基準省令附則第２条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、所轄官公庁の名称も入力します。 

基準省令附則第４条の適用

の有無 
基準省令附則第４条の適用の有無を入力します。 

有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。 

住宅部分のエネルギー消費性能 

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 

基準省令第１条第１項 

第２号ｲ(1)(ⅰ)の基準 

「基準省令第１条第１項第２号ｲ(1)(ⅱ)の基準」の場合チェックします。 

基準省令第１条第１項 

第２号ｲ(1)(ⅱ)の基準 

「基準省令第１条第１項第２号ｲ(1)(ⅱ)の基準」をチェックした場合、 

[ １０.３ 計算値確認]画面で表示される「住棟平均」を自動的に表示しま

す。 

国土交通大臣が認める 

方法及びその結果 

国土交通大臣が認める方法で計算する場合に選択します。 

   基準省令附則第４条 

第１項の規定による 

適用除外 

「基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外」の場合チェックしま

す。 

 （一次エネルギー消費量に関する事項） 

      基準省令第１条第１項

第２号ﾛ(1)の基準 

「基準省令第１条第１項第２号ﾛ(1)の基準」をチェックした場合、一次エネ

ルギー消費性能は[ １１.１４.1 消費量集計]で、入力した計算結果が自

動的に表示されます。 

また、BEI も自動的に表示されます。 

「基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は

第１号に、「共用部無し」の場合は、第２号にチェックします。 

     国土交通大臣が認める 

      方法およびその結果 

国土交通大臣が認める方法で一次エネルギー消費量を計算する場合に 

選択します。 

備考 必要に応じて入力します。 
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 ９.４  住戸タイプ登録 

 

 

住戸構成図の作成前に、住戸のタイプ名やタイプごとの面積データを用意しておきます。 

 

入力項目 

項目 説明 

住戸タイプ名 住戸の設計タイプ名を入力します。 

住戸床面積 床面積を 0.01～5,000.00[㎡]の範囲で入力します。 

主たる居室面積 主たる居室の面積を 0.01～5,000.00[㎡]の範囲で入力します。 

その他の居室面積 その他の居室の面積を 0.00～5,000.00[㎡]の範囲で入力します。 

非居室面積 住戸床面積から居室面積を差し引いた値が表示されます。 

ゲストルーム ゲストルームの場合はチェックします。 

 

また、画面下端のボタンで、登録済みの基礎等の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されているタイプを、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されているタイプを、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 
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 ９.５  住戸構成図 

 

 

 

ツールバー 

 

 

 元に戻

す 

直前の操作をキャンセルして、一つ前の状態に戻します。 

 やり直し 戻しすぎた操作を一つ後の状態にします。 

 

表示倍率 

住戸構成図の表示倍率を指定します。 

 ズームイ

ン 

表示中の住戸構成図を拡大表示します。 

 ズームア

ウト 

表示中の住戸構成図を縮小表示します。 

セルの結合・

分割 

作成したセルは分割したり、複数のセルを結合することが可能です。 

（「 ９.５.4 セルの結合・分割」を参照） 
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住戸以外の

選択 

住戸以外’を設定すると、セルに住戸番号やタイプ名が設定されなくなり、設計内容説明書の

グループ分類からも除外されます。 

室名を選択または編集します。（「 ９.５.5 住戸以外の選択」を参照） 

住戸タイプ 住戸セルに住戸タイプを設定します。 

（「 ９.５.6 住戸タイプの設定」を参照） 

住戸番号 住戸セルに住戸番号を設定します。 

（「 ９.５.7 住戸番号の設定」を参照） 

 エキスパ

ンショ

ン 

ジョイン

ト 

エキスパンションジョイント部を設定します。 

（「 ９.５.8 エキスパンション・ジョイントの設定」を参照） 

全住戸の選

択 

セルの操作を行うなどの際に、全住戸を処理対象として選択します。 

住戸情報 住戸などに設定されているセルの情報を確認・編集します。 

 ９.５.1  （「 ９.５.8 エキスパンション・ジョイントの設定 

 

住戸構成図に処理中の目印として、エキスパンション等の位置を表示することができます。 

※単なる目印ですので、他の処理には影響しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) セルを範囲選択します。 

 

2) ツールバー上の ボタンをクリックします。 

 

3)最下階の下に、△のマークが表示されます。 

 

 

 

 

住戸情報」を参照） 

 

 

 

 ９.５.2  階の作成 
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新規に物件を作成する際に、初めて住戸構成図の処理を選ぶとこの画面が表示されます。 

階数と各階の列（セル）数を設定します。 

 

入力項目 

項目 説明 

地上階 

地下階 

「 ９.１ 基本情報 (住宅用)」画面で入力した階数が初期値として表示されますが、編集

可能です。但し、地上の階数に 0 は設定できません。 

階の列数 各階の列数を入力します。 

基本的に列数は各階の住戸数を入力します。初期値は５列となっています。 

階名追加文字 階名追加文字を入力します。 「１F ▽」 

初期値として“F”が設定されていますが、“FL”等への変更が可能です。 

 

 設定内容を確定し、ウィンドウを閉じます。 

 何もせずウィンドウを閉じます。 
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 ９.５.3  階の設定 

 

 

 

各階の列（セル）数等を設定します。入力した値により住戸構成図が表示されます。 

 

入力項目 

項目 説明 

階 

右階、左階 

階名を入力します。 

「右側の階表示」をチェックすると、「右階、左階」と表示が変わります。 

列数 各階の列（セル）数を入力します。 

 

住戸数 住戸セルの合計が、階ごとに表示されます。 

 右側の階表示をチェックすると、右側に階

表示されます。 

 

 

 

 

 ９.５.4  セルの結合・分割 

 

 

 

■セルを結合 

1) 結合するセルを範囲選択します。 

2) 「セルの結合・分割▼」コマンドをクリックして、表示さ

れるメニューの「セルを結合する」を選択します。 

3) 左図では、2 つのセルが１つに結合されました。 
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■セルを横方向に分割する 

1) 分割するセルを選択します。 

2) 「セルの結合・分割▼」コマンドをクリックして、表示さ

れるメニューの「セルを分割する…」を選択します。 

3) 「セルの分割」ウィンドウが表示されますので、分割し

たい数を入力します。 

 

4) 左図では 3 つに分割されました。 

※セルの幅は入力された値でセルを均等分割されます。 

※設計タイプ名や住戸番号が設定されているセルでも、

分割・結合の操作は可能です。 

 

 

 

■セルの縦方向の結合を解除する 

1) 解除したい縦方向の結合セルを選択します。 

2) 「セルの結合・分割▼」コマンドをクリックして、表示さ

れるメニューの「セルの縦方向の結合を解除する…」を

選択します。 

3) 左図では縦方向の結合が解除されました。 

 

 

 

■セルを削除する 

1) 解除したいセルを選択します。 

2) 「セルの結合・分割▼」コマンドをクリックして、表示さ

れるメニューの「セルを削除する」を選択します。 

3) 左図では４F の右側のセルが削除されました。 

４）セル削除により、「階」にセルが１つも存在しなくなる場

合には、削除できません。 

 画面左端の「階の設定」一覧で、階に対応する行を削

除してください。 
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 ９.５.5  住戸以外の選択 

 

 

 

 

 

■住戸以外の室にする 

1) セルを選択します。（１つでも複数でも可） 

2) 「住戸以外の選択▼」をクリックして、「住戸以外の室

にする」を選択します。 

 

3) 「住戸以外の室にする」ウィンドウが表示されますので

入力するか、登録済みの室名から選択します。 

4) セルに室名が表示され、セルの背景色も空白になりま

す。 

 

※「住戸に戻す」を選択すると、セルのプロパティが住戸

に戻され、現在の室名は削除されます。 

 

 

 

■空間（屋外）にする 

1) セルを選択します。（１つでも複数でも可） 

2) 「住戸以外の選択▼」をクリックして、「空間（屋外）」を

選択します。 

3) セルの背景色および枠線が空白になります。 

  セルに室名がある場合は、室名は削除されます。 

※「住戸に戻す」を選択すると、セルのプロパティが住戸

に戻されます。 

※枠線を表示させたい場合は、「住戸以外の室にする

…」で室名を空白に設定して下さい。 

 

 

■住戸以外の室名の登録ツール 

使用頻度の高い住戸以外の室名を登録しておき、別物

件で再利用することができます。 

 

1) 「住戸以外の選択▼」をクリックして、「住戸以外の室

名の登録…」を選択します。 

2) 「住戸以外の室名の登録」ウィンドウが表示されますの

で、変更や追加を行います。 

3) 編集を終了して「ＯＫ」ボタンをクリックすると登録され

ます。 

 

※最大１００種類の室名が登録できます。 
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 ９.５.6  住戸タイプの設定 

 

 

タイプ名を設定したい住戸セルをドラッグして選択しておいて、 

ツールバーの住戸タイプメニューのリストからタイプ名をクリックすると、

セルに反映されます。 

 

 

タイプ名を設定したい住戸セルをドラッグして選択して右クリックメニュ

ーを開き、「住戸タイプを一覧から選択」コマンドを実行して表示される 

住戸タイプ選択ダイアログからも選択することができます。 
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 ９.５.7  住戸番号の設定 

 

 

 

 

 

 

住戸に住戸番号を一括で割り当てます。 

1) 住戸番号の割り当ての開始位置となるセルを選択します。 

  ※全住戸を選択すると一括して割り当てることができます。 

 

 

 

2) 「住戸番号▼」をクリックして、「住戸番号の割り当て…」を選択する

と、「住戸番号の割り当て」ウィンドウが表示されます。 

 

3) このウィンドウで割り当て範囲、開始住戸番号、欠番指定、階の割り

当て方向について設定して、「ＯＫ」をクリックします。 

4) 住戸に番号が表示されます。 

 

・ 複数住戸を選択して、その範囲内の住戸への割り当ても可能です。 

・ 同じ住戸番号が発生する場合は、住戸番号の割り当てウィンドウの

「棟番号」を使用します。 

 

 

 

 

・ 「棟番号の並び順設定…」は、棟番号が入力されている場合のみメ

ニューが有効になります。 

ここで設定した並び順が、申請書の第四面「住戸に関する事項」の

並び順に反映されます。 

 

 

 

・ 「住戸番号の入力…」をクリックすると、直接入力用のウィンドウが表

示されます。 

 

※「住戸以外の室」には番号を割り当てません。 

 

 

 

 ９.５.8  エキスパンション・ジョイントの設定 

 

住戸構成図に処理中の目印として、エキスパンション等の位置を表示することができます。 
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※単なる目印ですので、他の処理には影響しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) セルを範囲選択します。 

 

2) ツールバー上の ボタンをクリックします。 

 

3)最下階の下に、△のマークが表示されます。 
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 ９.５.9  住戸情報 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

階 住戸がある階が表示されます。 

区分 「住戸」「住戸以外の室」「空間」から選択します。 

 タイプ名 タイプ名が表示されますが、リストから選択して変更することもできます。 

 住戸番号 住戸番号が表示されますが、入力して変更することもできます。 

 棟番号を付ける 棟番号が必要な場合は入力します。 

 評価対象外 評価対象外の住戸の場合にチェックします。 

 住戸以外の室 「住戸以外の選択」で住戸以外の室を設定したセルにはチェックが付き、室名が表示

されます。 

 空間（屋外） 「住戸以外の選択」で空間を設定したセルには、チェックがつきます。 

「枠線なし」をチェックすると、枠線が非表示になります。 
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 ９.６  計算住戸の設定 

 

同一条件の複数住戸の中から代表して計算を行う住戸を設定し、その後、同一条件の住戸のグルーピング（色分

け）を行います。下段の一覧表には、計算住戸に設定した代表住戸が表示されます。 

 

 

 

ツールバー 

 

 

 

表示倍率 

住戸構成図の表示倍率を指定します。 

 ズームイン 表示中の住戸構成図を拡大表示します。 

 ズームアウト 表示中の住戸構成図を縮小表示します。 

 同一条件住戸の中から代表する計算住戸を指定します。 

（「 ９.６.1 」を参照。） 
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 住戸セルを選択し、このメニューをクリックするとグループの設定を解除します。 

計算住戸をグループ割当解除した場合（★マークのあるセルの場合）、計算住戸自

体は残りますが、住戸構成図のセルへの割当が解除されます。画面下端の一覧で

は、「凡例」の色がグレーになります。 部位面積等、および一次エネルギー消費量

の各設定は残ります。 

計算住戸以外をグループ割当解除した場合（★マークのないセルの場合）、画面下

端の一覧の右端、「同一グループ住戸番号」から対応するセルの住戸番号が除去さ

れます。） 

 既にグルーピングされている住戸の中から、外皮計算を省略し一次エネルギー消費

量算定のみ行う住戸を指定します。 

（「 ９.７.1 メニュー住戸に設定」を参照。） 

 計算住戸セル又はメニュー住戸セルを選択し、右ボタンを押して表示されたメニュー

をクリックするとグループを削除します。 

計算住戸セル又はメニュー住戸セル（★又は◆マークのあるセル）でのみ有効で

す。 

グループは完全に削除されます。部位面積等、および一次エネルギー消費量の各

設定も削除されます。 

 

計算住戸の設定画面の初期状態では、住戸構成図で設定した各住戸が、全て白色で表示されています。 

 

最初に計算対象となる代表の住戸を設定します。対象の部屋を選択し、「★計算住戸に設定」ボタンを押します。 

 

 

①対象の部屋を

選択 

②「★計算住戸に設

定」ボタンを押す。 
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次に、計算住戸と同じ設定になる、各住戸をグルーピングします。グルーピングする住戸を選び、画面下部の一

覧の「グルーピング」ボタンを押します。 

  

グルーピングした各住戸は、計算住戸と同じ色・模様になります。 

また、計算住戸は住戸番号の前に「★」マークが付き、同じグループの住戸と区別することができます。 

①グルーピング

する住戸を選択 

②「グルーピング」

ボタンを押す。 
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 ９.６.1  計算住戸に設定 

 

 

       ⇩ 

 

住戸セルを選択しておいて、このメニューをクリ

ックすると住戸セルがグループの色で塗られま

す。 

 

 

グループ設定表示欄 

 

計算住戸を設定するたびに、その内容が表示欄に追加されていきます。 

 

凡例 グループの色が表示されます。 

セルをダブルクリックすると、色を変更することができます。 

  

さらに を押せば、詳細に色を指定できます。 

 

グルーピング 

 

住戸セルを選択しておいて、既にグループの色が表示されている行のこのボタン

をクリックすると、住戸セルがグループの色で塗られます。 

 

「グループ割当の解除」により、凡例がグレーになっている行を再度グルーピングし

た場合、グルーピングを行ったセルが計算住戸になり、セルの住戸番号に「★」マ

ークが付きます。 

計算住戸名 計算住戸に設定したセルのタイプ名と住戸番号が表示されます。 

住戸位置 計算住戸を指定した際に自動表示されますが、リストから選択して変更することも

できます。 
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メニュー メニュー住戸に設定されたときチェック☑マークが表示されますが、リストから変更

することはできません。 

同一外皮住戸 既に登録済の計算住戸をリスト表示します。 

戸数 「グルーピング」で指定した住戸の合計が表示されます。 

同一グループ住戸番号 「グルーピング」で指定した住戸番号が表示されます。 

 

 ９.６.2  計算住戸自動生成 

 

 

 

 

「住戸構成図」画面で設定した住戸タイプ毎に、 

最下階・中間階・最上階 の３種類の計算住戸を自動生成

し、各室に割り当てます。 

既に計算住戸が存在する場合は、既存の計算住戸を使用

し、住戸タイプ・上中下の組み合わせに該当する計算住戸

が無い場合には、新しく計算住戸を作成し、割り当てま

す。 

自動生成の際には、ダイアログボックスが表示され、どの方

向から計算住戸を自動生成するかを指定することができま

す。 

 

 

 

 ９.６.3  計算住戸(グループ)の並べ替え 

 

 

 

計算住戸を設定するたびにグループが追加されていきま

すので、必要に応じて並び順を変更することができます。 
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住戸タイプ色～住戸位置までの一行のデータを、一つ上（または下）の行に移動します。 

 
階（降順）毎のタイプ名（昇順）で並べ替えます。 

 
このボタンを押すと設定を完了して画面を閉じます。 

 
何もせずに、この画面を閉じます。 
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 ９.７  メニュー住戸に設定 

 

既にグルーピングされている住戸に対して、外皮計算を省略して一次エネルギー消費量算定を行う住戸を設定し

ます。 

 

 ９.７.1  メニュー住戸に設定 

対象の部屋を選択し、「◆メニュー住戸に設定」ボタンを押します。 

 

 

既存のグループと重複しない色と模様が自動的に選択され、決定します。色と模様は、手動で変更することもでき

ます。同一外皮住戸には、初期値として元の計算住戸が設定されます。メニュー住戸以外の計算住戸から選択

可能です。 

 

①対象の部

屋を選択 

②「◆メニュー住戸に

設定」ボタンを押す。 
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次に、メニュー住戸と同じ設定になる、各住戸をグルーピングします。グルーピングする住戸を選び、画面下部の

一覧の「グルーピング」ボタンを押します。 

 

グルーピングした各住戸は、メニュー住戸と同じ色・模様になります。 

また、メニュー住戸は住戸番号の前に「◆」マークが付き、同じグループの住戸と区別することができます。 

 

 ９.７.2  メニュー住戸(グループ)の並べ替え 

計算住戸と同様、メニュー住戸を設定するたびにグループが追加されていきますので、必要に応じて並び順を変

更することができます。 

①グルーピング

する住戸を選択 

②「グルーピング」

ボタンを押す。 
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 『住宅』ＵＡ・ηＡ値計算 
 

住宅のＵＡ・ηＡ計算を行います。 

 

 

 １０.１ 構造体登録 

 １０.２ 部位面積等登録 

 １０.３ 計算値確認 
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 １０.１  構造体登録 

 

ＵＡ・ηＡ計算に用いる壁体や窓について、部位名称とその構成材料等を登録します。 

 

 

 １０.１.1  開口部の登録 

 

 

この画面では物件で使用する窓について登録します。最大 500 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

開口部名称 開口部の名称を登録します。 

部位記号を新しく入力する場合には、直前の行の数字以外の文字列が自動的に

先頭に追加されます。先頭文字列が同じで、連続した番号の符号を入力する場

合には、数字を入力するだけで符号を作成することができます。 

また、セルをダブルクリックするか ボタンを押すと、開口部詳細入力ウィンドウ

が表示されます。（「 １０.１.1.１開口部詳細ウィンドウ（使用データ：計算）」を参

照） 

窓／ドア  

～ 基準日射熱取得率 

開口部詳細ウィンドウにおける入力内容が表示されます。また、窓幅、窓高さ、面

積、日除けの種類は開口部詳細ウィンドウで設定後、当該画面で編集が可能で

す。 

簡略法は、ドア又は隣接空間に通ずる開口の場合以外で詳細法が選択可能な

場合に編集が可能です。 

部位使用 [部位面積等入力] 画面で使用されている場合に「○」が表示されます。 

印刷 チェックすると、出力帳票「部位リスト（屋根・壁・床）」に、構造体の詳細情報が印

刷されます。 

また、画面下端のボタンで、登録済みの部位の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている開口部を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 
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↓ 後へ移動 行選択されている開口部を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

部位使用の構造体

のみ「印刷」チェッ

ク 

部位床面積等入力画面で使用されている部材の「印刷」設定をすべてチェックし、使

用されていない部材の「印刷」設定をすべてチェックなしにします。 

現在開いている部位だけではなく、開口部～界床まですべての部位に対して「印刷」

設定を変更します。 

開口部一括変更 複数の開口部の仕様を一括で変更する為の機能です。 
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 開口部詳細ウィンドウ（使用データ：計算） 

登録する開口部の構成を、リストから選択しながら設定します。 

 

①窓・框ドア（二重窓） 

 

項目の説明 

項目 説明 

開口部名称 前画面で入力した名称が表示されます。この画面でも入力または変更すること

ができます。 

使用データ 

  JIS(簡易) 建具仕様以降の各項目を設定することで、窓熱貫流率および日射熱取得率が

算出されます。 

  仕様 建具仕様以降の各項目を設定することで、窓熱貫流率および日射熱取得率が

算出されます。 

  ユーザー ユーザーが独自に登録したデータを使用することができます。（「 １０.１.1.２開

口部詳細ウィンドウ（使用データ：ユーザー）」を参照） 

  直接入力 手引書データ（マスターデータ）にない窓の構成を登録するために、窓熱貫流

率および日射熱取得率を直接入力します。（「 １０.１.1.３開口部詳細ウィンドウ

（使用データ：直接入力）」を参照） 

建具の構成 
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建具の構成 「窓・框ドア」、「ドア」または「隣接空間に通ずる開口」を選択します。 

一重・二重 「窓・框ドア」の場合、一重ガラス、または二重ガラスを選択します。 

建具仕様(外) 建具の仕様をリストから選択します。使用データが「仕様」の場合、選択した仕

様により選択できるガラス品種(熱貫流率)が変化します。 

JIS(簡易)の 

ガラス仕様選択 

使用データが「JIS(簡易)」の場合に表示されます。ガラス仕様をラジオボタンで

選択します。選択した仕様により、選択できるガラス仕様（熱貫流率）が変化し

ます。 

ガラス仕様 

（熱貫流率）(外) 

ガラス仕様（熱貫流率）をリストから選択します。 

これにより、熱貫流率（U）が表示されます。 

また、選択した仕様により選択できるガラス仕様（日射熱取得）が変化します。 

※使用データに直接入力を指定した場合は、直接入力します。 

枠の影響なし (外) 日射熱取得率の計算に際して、窓枠の影響を考慮するかしないかを指定しま

す。 

ガラス仕様 

(日射熱取得) (外) 

日射熱取得率を決定するガラスの仕様をリストから選択します。 

これにより、補正前の日射侵入率（η）が表示されます。 

二重窓の場合 

     二重窓の場合は、外側・内側それぞれのガラスについて、建具・ガラス仕様(熱貫流)・ 

ガラス仕様(日射熱取得)・枠の影響有無 を設定します。 

熱貫流率 U を補正する

付属部材 

シャッター等の熱貫流率を補正する部材が附属しているか、リストから選択しま

す。 

[1]なし 以外を選択した場合には、付属部材を考慮した熱貫流率(Ｕ)が表示さ

れます。 

日射熱取得率ηを補正

する付属部材 

ブラインド等の日射熱取得率を補正する部材が附属しているか、リストから選択

します。 

[1]なし 以外を選択した場合には、付属部材を考慮した日射熱取得率(η)が

表示されます。 

建具寸法 

幅(X2)、高さ(Y2) 開口部の 幅、および高さを設定します。 

面積直接入力 この項目をチェックすることにより、面積を直接入力することができます。 

面積 幅と高さを入力した場合、自動で計算されます。面積直接入力をチェックすると

幅・高さを入力せず、面積だけを入力することもできます。 

(内側)建具寸法 

    二重窓の場合は、外側・内側それぞれのガラスについて、建具寸法を設定することができます。 

内側寸法を入力する 二重窓の場合で、外側の建具寸法と内側の建具寸法が同じ場合、この項目を

チェックすることにより、内側の建具寸法の入力を省略することができます。 

幅(X2)、高さ(Y2) 開口部の 幅、および高さを設定します。 
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面積直接入力 この項目をチェックすることにより、面積を直接入力することができます。 

面積 幅と高さを入力した場合、自動で計算されます。面積直接入力をチェックすると

幅・高さを入力せず、面積だけを入力することもできます。 

日除け 

日除け種類 次項の「日除けの追加」で日除けを登録するとリストに追加され、ここで選択す

ることができます。 

 

 日除けを登録できます。（「⑤日除けの登録ウィンドウ」を参照） 

サイズ 「⑤日除けの登録ウィンドウ」で登録した寸法が表示されます。 

方位別 

日射熱取得率 

方位別日射熱取得率の計算法を「簡易法」か「詳細法」かで指定すると、下段

に計算結果が表示されます。 

縦寸法比 入力した庇寸法から計算された値が表示されます。 

開口部全体 

                二重窓の場合に、外側ガラスと内側ガラスの両方の設定に基づいた、 

                建具全体での 熱貫流率と日射熱取得率が表示されます。 

 

ツール 

 
現在の設定内容を登録して、登録済みの前の窓データに移ります。 

※ショートカットキー…Alt+「P」 

 
現在の設定内容を登録して、登録済みの次の窓データに移ります。 

※ショートカットキー…Alt+「N」 

 
現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

どれか他の選択項目でダブルクリックした場合も同様です。 

 この画面で設定したことを保存せずに前の画面に戻ります。 
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②窓・框ドア（一重窓） 

 

「一重」を選択した場合は、建具の仕様・ガラス仕様、建具寸法 の設定は、１セットのみとなります。 

また、「開口部全体のU、η」も表示されません。 
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③ドア 

ドアを選択した場合は設定項目が変化します。 

 

ドアの設定に不要な項目は非表示になります。 

 

項目の説明 

項目 説明 

建具仕様 建具の仕様をリストから選択します。選択した仕様により選択できるガラス品種が

変化します。 

ガラス仕様(熱貫流) ガラス種類をリストから選択します。※使用データに直接入力を指定した場合は、

直接入力します。 

熱貫流率 U を補正 

する付属部材 

選択した付属部材の影響を考慮した、補正 U 値を計算します。 

日射熱取得率ηを 

 補正する付属部材 

選択はできません。 

ドアの場合、η値は補正後の U値を元に計算されるため、U を補正する付属部

材の設定により、η値も再計算されます。 

建具寸法 

幅(X2)、高さ(Y2) 開口部の 幅、および高さを設定します。 

面積直接入力 この項目をチェックすることにより、面積を直接入力することができます。 
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面積 幅と高さを入力した場合、自動で計算されます。面積直接入力をチェックすると

幅・高さを入力せず、面積だけを入力することもできます。 

 

 

④隣接空間に通ずる開口 

隣接空間に通ずる開口を選択した場合は設定項目が変化します。 

 

隣接空間に通ずる開口の設定に不要な項目は非表示になります。 

 

項目の説明 

項目 説明 

隣接空間に通ずる開

口 

隣接空間に通ずる開口の仕様をリストから選択します。 

建具寸法 

幅、高さ 開口部の 幅、および高さを設定します。 

面積直接入力 この項目をチェックすることにより、面積を直接入力することができます。 

面積 幅と高さを入力した場合、自動で計算されます。面積直接入力をチェックすると

幅・高さを入力せず、面積だけを入力することもできます。 
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⑤日除けの登録ウィンドウ 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

日除け記号 日除けの記号を入力します。 

y1 窓からの離れ寸法を 0.001～99.999（ｍ）の範囲で入力します。 

z 庇の出寸法を 0.001～99.999（ｍ）の範囲で入力します。 

また、画面下端のボタンで、登録済みの外壁の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている日除けを、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能で

す。 

↓ 後へ移動 行選択されている日除けを、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能で

す。 
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 開口部詳細ウィンドウ（使用データ：ユーザー） 

登録する窓の構成を、ユーザーが登録したリストから選択しながら設定します。 

 

「建具名称」のリストボックスに、登録済みのユーザーデータの一覧が表示されます。 

選択したユーザーデータに登録されている。熱貫流率 U、および日射熱取得率η（補正前） の値が使用されま

す。 

熱貫流率 Uを補正する付属部材 を設定することにより、付属部材の影響を考慮した U値が計算されます。 

日射熱取得率ηを補正する付属部材 については、「ユーザーデータの登録」であらかじめ定義しておいた、付

属部材毎の値が読み出され、使用されます。 

 

登録は、ツールメニューの「ユーザーデータの登録」から行います。 
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項目の説明 

項目 説明 

建具仕様 建具の仕様をリストから選択します。選択した仕様により選択できるガラス品種が

変化します。 

ガラス仕様（熱貫流） 熱貫流に関するガラス仕様をリストから選択します。手入力も可能です。 

ガラス仕様（日射熱取

得） 

日射熱取得に関するガラス仕様をリストから選択します。手入力も可能です。 

ガラス区分 ガラス仕様に基づき、ガラス区分を自動表示します。手入力も可能です。 

熱貫流率 U  建具の熱貫流率を 0.01～99.99（W/㎡ K）の範囲で入力します。 

日射熱取得率η 「ガラスのみ」「和障子」「外付けブラインド」それぞれの日射熱取得率を 0.001～

99.999 の範囲で入力します。 
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 開口部詳細ウィンドウ（使用データ：直接入力） 

登録する建具の構成を手入力で設定します。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

建具の構成 

建具の仕様 建具の仕様を一覧から選択します。 

「(建具の仕様手入力)」を選んだ場合、次欄に自由入力できます。  

ガラス仕様（熱貫流） ガラスの仕様（熱貫流）を一覧から選択します。 

「(ガラス仕様（熱貫流）手入力)」を選んだ場合、次欄に自由入力できま

す。  

ガラス仕様（日射熱取得） ガラスの仕様（日射熱取得）を一覧から選択します。 

 一覧から選択した場合は、ガラス区分が自動入力されます。 

「(ガラス仕様（日射熱取得）手入力)」を選んだ場合、次欄に自由入力でき

ます。  

ガラス区分 １～７の範囲で入力します。 

熱貫流率 U  建具の熱貫流率を 0～99.99[W/㎡ h]の範囲で入力します。 

日射熱取得率η 建具の日射熱取得率を 0～99.999 の範囲で入力します。 
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 １０.１.2  屋根、天井、外壁、床(外気に接する)、床(その他)、界壁、界床の登録 

 

 

 

この画面では、物件で使用している外壁について登録します。最大 300 行まで登録できます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を半角 60 文字以内で入力します。  

英数字の組み合わせで入力した後、次の行で数値のみを入力すると、英文字部分

が先頭に自動的に挿入されます。 

 また、セルをダブルクリックするか ボタンを押すと「 １０.１.2.４ 

構造体登録ウィンドウ（RC造等、断面構成同一） 

」が表示されます。 

熱貫流率 Ｕ  「 １０.１.2.４ 構造体登録ウィンドウ（RC造等、断面構成同一） 

」における計算結果が表示されます。 

日射熱取得率 η  〃 

外気側表面 設定内容が表示されます。 

温度差係数  〃 

日射無し 設定内容が表示されます。編集はできません。 

部位使用 [部位面積等入力] 画面で使用されている場合に「○」が表示されます。 

印刷 チェックすると、出力帳票「部位リスト（屋根・壁・床）」に、構造体の詳細情報が印刷

されます。 
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構造体イメージ  「 １０.１.2.４ 構造体登録ウィンドウ（RC造等、断面構成同一） 

」で作成した壁体イメージが表示されます。 

 

また、画面下端のボタンで、登録済みの外壁の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている外壁を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されている外壁を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

 

部位使用の構造体の

み「印刷」チェック 

部位床面積等入力画面で使用されている部材の「印刷」設定をすべてチェックし、

使用されていない部材の「印刷」設定をすべてチェックなしにします。 

現在開いている部位だけではなく、開口部～界床まですべての部位に対して「印

刷」設定を変更します。 
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 構造体登録ウィンドウ（RC造等、断面構成同一） 

 

構造が RC造等または断面構成同一の場合の外皮の構成を材料リストから選択して登録します。熱貫流率は自

動計算されます。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 前画面で入力した部位名称が表示されますが、この画面でも入力または変更する

ことができます。変更する場合は半角 60 文字以内で入力します。  

外気側表面 外気側表面の状況をリストから選択します。構造体の区分によっては、変更できな

い場合があります。 

 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。 

 

日射無し 日射無しの場合チェックします。 

適用する構造・ 

断熱工法 

構造および断熱工法をリストから選択します。 
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番号 リストから選択すると、その番号が表示されます。 

また、リストから選択する代わりに、予め拾い用紙に記入された材料番号を直接入

力することもできます。 

建材名称 リストで選択した名称が表示されますが、変更することができます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合も同様です。 

'番号'または'建材名称'のセルをダブルクリックすると、外皮材料をリストが表示され

ます。 

熱伝導率 λ リストで選択した材料の熱伝導率が表示されます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、0.001～999.999 の範囲で入力します。 

厚さ ｄ 材料の厚さを 0.1～9999.0（mm）の範囲で入力します。 

ｄ／λ 構成材料ごとのｄ／λ値が表示されます。 

画像番号 リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、セルをクリックすると外皮イメージ選択リスト

が表示されます。 

構造体イメージ 壁体構成のイメージ図が表示されます。 

※外壁および界壁は縦方向に、屋根・天井・床・界床は横向きに表示されます。 

※外壁は屋外側から、界壁は隣接住戸側から、屋根・天井・床・界床は上から順に

材料登録してください。 

 

 現在の設定内容を登録して、前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、次の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 

 

①外皮材料リスト 

 

 

ツール 
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 リストを名称のみの一覧表示に切り替えます。 

 名称、熱伝導率等が表示されます。 

 

 

材料名をクリック指定しておいて、このボタンを押すと前画面に 1 行の材料データが追

加されます。材料名をダブルクリックしても同様です。 

ボタンを押すまでは連続して選択することができます。 

※前画面で既存の材料名からこのリストを表示した（変更モードの）場合は、選択ボタン

を押すと、自動的にこの画面を閉じます。 

 何もせず、この画面を閉じます。 

 

※登録済みの材料を変更する場合は、「ＯＫ」「キャンセル」ボタンになります。 

 

 

②材料画像選択ウィンドウ 

 

 

 イメージをクリック指定しておいて、このボタンを押すと選択を完了して画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 構造体登録ウィンドウ（ユーザー定義） 

外皮の材料の熱伝導率を直接手入力します。入力した材料は、既存の材料と同様に外皮の入力で使用できま

す。 

 

 

計算による場合と同様に、構造体イメージを作成するため、構成材料や画像番号を選択することができます。 

（「 １０.１.1.１開口部詳細ウィンドウ（使用データ：計算）」を参照） 

 

項目の説明 

項目 説明 

建材名 建材名称を入力します。 

熱伝導率 λ 熱伝導率を 0.001～999.999 の範囲で入力します。 

断熱材フラグ 断熱材であればチェックします。 

熱抵抗 R 熱抵抗値を 0.001～999.999 の範囲で入力します。 

熱抵抗値の上限 熱抵抗の上限値を 0.001～999.999 の範囲で入力します。 

建材イメージ 建材イメージをプルダウンリストから選択します。 

 

熱橋イメージ 熱橋イメージをプルダウンリストから選択します。 

 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 構造体登録ウィンドウ(鉄骨造) 

構造が鉄骨造の場合の外皮の構成を建材リストから選択して登録します。熱貫流率は自動計算されます。 

通常の外皮の構成とは別に、断熱補強部についても別途 構成を登録します。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 前画面で入力した部材名称が表示されますが、この画面でも入力または変更する

ことができます。変更する場合は半角 60 文字以内で入力します。  

外気側表面 外気側表面の状況をリストから選択します。 

 

Rsi, Rse 部位の種類（外壁、屋根、床等・・・）によって決まる、室内側熱伝達抵抗と外気側熱

伝達抵抗を表示します。 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。 

 

日射無し 日射が無い場合にチェックします。 

適用する構造・ 

断熱工法 

構造をリストから選択します。 
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一般部材料入力 

番号 外皮材料リストから選択すると、その番号が表示されます。 

また、リストから選択する代わりに、予め拾い用紙に記入された材料番号を直接入

力することもできます。 

建材名称 リストで選択した名称が表示されますが、変更することができます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合も同様です。 

'番号'または'建材名称'のセルをダブルクリックすると、外皮材料をリストが表示され

ます。 

熱伝導率 λ リストで選択した材料の熱伝導率が表示されます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、0.001～999.999 の範囲で入力します。 

外装材 外装材の場合、チェックを On にします。全材料のなかで、１つだけを On にするこ

とができます。外装材の指定は、補正熱貫流率の計算で使われます。 

厚さ ｄ 材料の厚さを 0.1～9999.0（mm）の範囲で入力します。 

ｄ／λ 構成材料ごとのｄ／λ値が表示されます。 

画像番号 リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、セルをクリックすると外皮イメージ選択リスト

が表示されます。 

 

断熱補強部材料入力  断熱補強部の材料構成と厚さを入力します。 

番号 外皮材料リストから選択すると、その番号が表示されます。 

また、リストから選択する代わりに、予め拾い用紙に記入された材料番号を直接入

力することもできます。 

建材名称 リストで選択した名称が表示されますが、変更することができます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合も同様です。 

'番号'または'材料名称'のセルをダブルクリックすると、外皮材料をリストが表示され

ます。 

熱伝導率 λ リストで選択した材料の熱伝導率が表示されます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、0.001～999.999 の範囲で入力します。 

厚さ ｄ 材料の厚さを 0.1～9999.0（mm）の範囲で入力します。 

ｄ／λ 構成材料ごとのｄ／λ値が表示されます。 

 

構造体イメージ 壁体構成のイメージ図が表示されます。 

※外壁および内壁は縦方向に、屋根、天井・床、外床は横向きに表示されます。 

※外壁は外側から、屋根、天井・床、外床は上から順に材料登録してください。 
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 鉄骨造時の補正熱貫流率の一覧表を表示します。 

現在の設定で使用される補正値のセルがハイライト表示されます。 

 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの次の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 構造体登録ウィンドウ(木造・簡略計算法①、簡略計算法②) 

 

簡略計算法①で、２種類で構成される面積比を選択した場合、および 簡略計算法② の場合には、以下のよう

に入力します。 簡略計算法①の場合には面積比を、 簡略計算法②の場合には工法を選択します。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

木造 工法詳細 計算方法を選択します。 

 

簡略計算法② 

 工法選択 

簡略計算法② を選択した場合の、工法を選択します。 
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面積比ボタン 工法詳細で 「簡略計算法①」を選択した際の、面積比を選択します。 

まず面積比が２種類で構成される場合と、３種類以上で構成される場合をタブで

決定し、使用する面積比を選択します。 

 

 

 熱橋部が外張り断熱材を貫通する場合、チェックを On にします。 

外張り断熱材部分の熱抵抗が、0.9 倍で評価されるようになります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの次の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 構造体登録ウィンドウ(木造・詳細計算法・簡略計算法①で面積比が３区分以上の場合) 

 

簡易計算法①で、３つ以上の構成を選択した場合、および 詳細計算法 の場合は、面積比を構成する各部分

を最大８部分まで入力することができます。 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

木造 工法詳細 計算方法を選択します。 

 

 

材料入力 

番号 外皮材料リストから選択すると、その番号が表示されます。 

また、リストから選択する代わりに、予め拾い用紙に記入された材料番号を直接入

力することもできます。 

建材名称 リストで選択した名称が表示されますが、変更することができます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合も同様です。 

'番号'または'材料名称'のセルをダブルクリックすると、外皮材料をリストが表示され

ます。 

熱伝導率 λ リストで選択した材料の熱伝導率が表示されます。 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、0.001～999.999 の範囲で入力します。 



操作マニュアル 200 

外張断 外張断熱材の場合、チェックを On にします。外張断熱材の指定は、熱橋部が外張

り断熱材を貫通する場合に 熱貫流率を補正するために使われます。 

厚さ ｄ 

(一般部/ 

その他１～７) 

面積比を構成する各部分別に、 

材料の厚さを 0.1～9999.0（mm）の範囲で入力します。 

ｄ／λ 

(一般部/ 

その他１～７) 

面積比を構成する各部分別に、構成材料ごとのｄ／λ値が表示されます。 

 

 

画像番号 

 

リストの（ 直接入力 ）を選んだ場合は、セルをクリックすると外皮イメージ選択リスト

が表示されます。 

 

構造体イメージ 壁体構成のイメージ図が表示されます。 

※外壁および内壁は縦方向に、屋根、天井・床、外床は横向きに表示されます。 

※外壁は外側から、屋根、天井・床、外床は上から順に材料登録してください。 

 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの前の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、登録済みの次の壁体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 １０.１.3  基礎等の登録 

 

 

この画面は、[構造体登録] 画面で、[基礎等] タブを選択した場合に表示されます。 

 

ここで、以下の操作をすると、「 １０.１.3.１構造体登録ウィンドウ（基礎等）」が表示されます。 

・ ボタンをクリックする。 

・明細行でダブルクリックする。 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位記号 部位記号を入力します。 

熱貫流率 UF 「 １０.１.3.１構造体登録ウィンドウ（基礎等）」における計算結果が表示されます。 

日射熱取得率 η  基礎では日射熱取得率は計算されないため、”-“ が表示されます。 

基礎モデルタイプ 設定内容が表示されます。 

温度差係数 〃 

日射無し 常にチェックありで表示されます。 

部位使用 [床・部位面積入力] 画面で使用されている場合に「○」が表示されます。 

印刷 チェックすると、出力帳票「部位リスト（屋根・壁・床）」に、構造体の詳細情報が印刷さ

れます。 

 

また、画面下端のボタンで、登録済みの外壁の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている基礎等を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 
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↓ 後へ移動 行選択されている基礎等を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

部位使用の構造体

のみ「印刷」チェッ

ク 

部位床面積等入力画面で使用されている部材の「印刷」設定をすべてチェックし、使

用されていない部材の「印刷」設定をすべてチェックなしにします。 

現在開いている部位だけではなく、開口部～界床まですべての部位に対して「印刷」

設定を変更します。 
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 構造体登録ウィンドウ（基礎等） 

ここでは、基礎等の詳細について登録します。 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 構造体の識別名を入力します。 

入力方法 熱貫流率を計算式により算出する場合は「計算」、定数（1.80[W/(mK)]）とする場合

は「定数」を選択します。 

基礎モデルタイプ 基礎のモデルタイプを選択します。 

選択したタイプにより、熱貫流率の計算式が変更されます。 

 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。 

主に使用する箇所の隣接空間が「屋外同等と見なす部位」は温度差係数 1.0、「半

屋外と見なす部位」は温度差係数 0.7 を選択します。 

「 １０.２ 部位面積等登録」 画面での温度差係数の初期値となります。 

 

土間床イメージ 寸法入力のための参照図が表示されます。 

地盤面からの寸法 各寸法を 0～9999[mm]の範囲で入力します。 

断熱範囲  〃 

計算式 熱貫流率の計算方法を選択します。 

熱貫流率 計算結果が表示されます。 
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 現在の設定内容を登録して、前の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、次の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 [断熱材の選択] ウィンドウ 

 

 

この画面では、“標準データ”、”JIS データ”および“ユーザーデータ”のうち、断熱材のみが表示されます。 

※“標準データ” 、”JIS データ”は、構成材料の名称と熱伝導率が登録されています。 

※“ユーザー登録データ”は、[ユーザーデータ登録] 画面の[壁体構成材料] タブで登録したデータです。 

 

 

 

材料名をクリック指定しておいて、このボタンを押すと前画面に 1 行の材料データが追

加されます。材料名をダブルクリックしても同様です。 

ボタンを押すまでは連続して選択することができます。 

※前画面で既存の材料名からこのリストを表示した（変更モードの）場合は、選択ボタン

を押すと、自動的にこの画面を閉じます。 

 何もせず、この画面を閉じます。 
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 １０.１.4  熱橋部の登録 

 

 

 

この画面は、「構造体登録」 画面で[熱橋部] タブを選択した場合に表示されます。 

 

ここで、以下の操作をすると、「 １０.１.4.１熱橋部（RC 造）の登録ウィンドウ」、「 １０.１.4.４熱橋部（鉄骨造）の登録

ウィンドウ」または「 １０.１.4.５熱橋部（木造）の登録ウィンドウ」が表示されます。（最後に登録した熱橋部と同じ構

法のウィンドウが開きます） 

・ ボタンをクリックする。 

・明細行でダブルクリックする。 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を入力します。 

熱貫流率 U 登録ウィンドウにおける計算結果が表示されます。 

日射熱取得率 η  〃 

補強仕様 補強仕様なし、または補強仕様１、補強仕様２が表示されます。 

外気側表面 設定内容が表示されます。 

温度差係数 〃 

日射無し 設定内容が表示されます。編集はできません。 

部位使用 [部位面積等入力] 画面で使用されている場合に「○」が表示されます。 

印刷 チェックすると、出力帳票「熱橋部リスト」に、構造体の詳細情報が印刷されます。 

構造体イメージ 現在フォーカスしている行が「ＲＣ造」だった場合、作成した熱橋のイメージが表示され

ます。 
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また、画面下端のボタンで、登録済みの熱橋部の並び順を変更できます。 

↑ 前へ移動 行選択されている熱橋部を、１行前に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

↓ 後へ移動 行選択されている熱橋部を、１行後に移動します。複数行まとめて移動が可能です。 

部位使用の構造体 

のみ 

「印刷」チェック・・・ 

部位面積入力等で、既に使用されている部位の「印刷」チェックを On にし、使用され

ていない部位のチェックを Off にします。 

熱橋部だけではなく、全種類の部位に対して実行されます。 

補強仕様一括変更 複数の補強仕様を一括で変更する為の機能です。 
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 熱橋部（RC造）の登録ウィンドウ 

 

 

ここでは、RC 造の構造熱橋部の詳細について登録します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を入力します。 

外気側表面 外気側表面をリストから選択します。 

選択内容に応じて、「温度差係数」の値も初期設定されます。 

 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。外気側表面によってきまる値とは別に、手動で

選択しなおすことができます。 

 

日射無し 日射無しの場合にチェックします。 

構法 

構法 構法を選択します。 

断熱、形状、 

突出形状 

断熱工法、形状、および突出形状をリストから選択します。 

   

選択内容により、熱橋部イメージのリスト内容が絞り込まれます。 

熱橋部イメージ リストからイメージ図を選択します。 

断熱補強 
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 「 １０.１.4.２地域区分に応じた断熱補強仕様（補強 1）の参照ウィンドウ」 

「 １０.１.4.３地域区分に応じた断熱補強仕様（補強 2）の参照ウィンドウ」 

が表示されます。 

線熱貫流率 計算結果が表示されます。 

 

 現在の設定内容を登録して、前の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、次の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 地域区分に応じた断熱補強仕様（補強 1）の参照ウィンドウ 

 

 

地域区分に応じた断熱補強の範囲と熱抵抗基準値が表示されます。 
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 地域区分に応じた断熱補強仕様（補強 2）の参照ウィンドウ 

 

 

熱橋部の形状ごとに定められた、地域区分に応じた断熱補強の範囲と熱抵抗基準値が表示されます。 
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 熱橋部（鉄骨造）の登録ウィンドウ 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を入力します。 

外気側表面 外気側表面をリストから選択します。 

選択内容に応じて、「温度差係数」の値も初期設定されます。 

 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。外気側表面によってきまる値とは別に、手動で

選択しなおすことができます。 

 

日射無し 日射無しの場合にチェックします。 

構法 

構法 構法を選択します。 

部位 柱・梁を選択します。 

外装材 外装材の材料と厚さを設定します。 

断熱補強材 断熱補強材と厚さを選択します。 

柱見付け寸法 

梁見付け寸法 

柱または梁の見付け寸法を 0～99,999[mm]の範囲で入力します。 
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 「鉄骨造等住宅の熱橋形状等に応じた線熱貫流率」が表示されます。 

 

線熱貫流率 計算結果が表示されます。 

 

 現在の設定内容を登録して、前の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、次の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 

 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 熱橋部（木造）の登録ウィンドウ 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

部位名称 部位名称を入力します。 

外気側表面 外気側表面をリストから選択します。 

選択内容に応じて、「温度差係数」の値も初期設定されます。 

 

温度差係数 温度差係数をリストから選択します。外気側表面によってきまる値とは別に、手動で

選択しなおすことができます。 

 

日射無し 日射無しの場合にチェックします。 

構法 

構法 構法を選択します。 

熱橋部種類 リストから選択します。 

線熱貫流率 計算結果が表示されます。 

 

 現在の設定内容を登録して、前の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、次の構造体データに移ります。 

 現在の設定内容を登録して、画面を閉じます。 
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 何もせずに、この画面を閉じます。 
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 １０.２  部位面積等登録 

 

 

 

計算に用いる代表室について、部位面積を入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 「 ９.６ 計算住戸の設定」で登録した計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名  〃  計算住戸名が表示されます。 

住戸位置  〃  住戸位置が表示されます。 

 

以下は、タイプ名と住戸位置により指定された１住戸の計算結果を表示します。 

項目 説明 

計算項目 計算・表示を行う項目を示します。項目には以下のものがあります。 

  外皮面積合計 

  外皮平均熱貫流率 

  冷房期平均日射熱取得率 

  暖房期平均日射熱取得率 

基準値 各適合判定の基準値を表示します。 

計算値 入力された各部位と面積から計算した、各値を表示します。 

基準不適合の場合、赤色で表示されます。 

地域区分により、計算不要の場合 “-“ が表示されることがあります。 
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以下は、タイプ名と住戸位置により指定された１住戸の設計内容について入力します。 

方位 画面右側の方位リストから、部位とともに選択した結果が表示されますが、このセル

をダブルクリックすると、方位を変更することができます。 

 

部位 ～ 部位記号 画面右側のリストから選択した内容が表示されます。 

部位説明 判別のため、自由にメモ入力します。 

日射無し直接入力 外壁や熱橋部の「日射無し」を直接入力するときにチェックします。 

構造体登録側で「日射無し」をチェックしている場合は操作できません。 

日射無し まったく日の当たらない外気に接する床などではチェックします。 

幅 部位の幅を 0.001～999.999[m]の範囲で入力します。 

高さ 開口部では「サッシの高さ」が表示されます。 

外壁では「階高」が表示されますが数値や数式の入力も可能です。 

基準面積 開口部では「サッシの面積」、外壁では「幅×高さ」が表示されますが、数値や数式

での入力も可能です。※外壁では開口部を含まない部分の面積を対象とします。 

基礎や床では面積を 0～999.99[㎡]の範囲で直接入力します。 

基礎等外周長 土間床の場合は、外周の周長を 0～999.999[ｍ]の範囲で入力します。 

数式での入力も可能です。 

熱橋按分数 熱橋を上下階等で按分する際の按分数を設定します。 

 

※ 2 を選択した場合は、UA 値 / q 値 を計算する際に、求めた値の 1/2 が合計

に加算されます。 

温度差係数直接入力 温度差係数を‘1.00’以外の数値で入力する場合はチェックします。 

温度差係数 温度差係数 0.1～1.00 の範囲で入力します。 

※一般的には、隣接空間が「屋外同等と見なす部位」は 1.0、「半屋外と見なす部

位」は 0.7、界壁・界床では地域区分により 0.15／0.05 とします。 

数量 開口部の場合、同一方向に同じサッシがある場合に数量を入力します。 

差引開口面積 外壁の場合に、同一方位に開口部を複数入力すると、その合計面積が自動的に差

し引かれます。 



操作マニュアル 218 

部位面積 以降の計算に用いられる最終的な面積が表示されます。 

※開口部の場合は基準面積に数量を掛けた値が表示されます。 

※外壁では、同一方位の開口部面積を差し引いた値が表示されます。 

屋根勾配 傾斜している屋根、および天井の場合に、tanθを 0～9.99 の範囲で入力します。 

※屋根または天井のみ入力可能です。 

熱貫流率・日射熱取得の計算に使用する面積は   

部位面積(水平投影面積) × √{1 ×(1×1 + 勾配×勾配)} 

の計算結果が使用されます。 
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ツールバー 

 
計算住戸をグループ図で確認しながら入力することができます。 

 

 

 

このボタンをクリックすると、入力中の計算住戸の壁面の方位を、回転/反転 させるこ

とができます。 屋根や床等の水平部位については、方位は変わりません。 

 

 

 

 このボタンをクリックすると、カレント行の構造体の詳細を確認することができます。 

 

 

 

方位 

 

 

外壁や構造熱橋部については、リストから方位を選択します。 

屋根や床など、部位の区分によっては、方位が固定となり、選択できないことがあります。 
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熱橋を入力する際、壁や床などの部位に附属する形で計算を行う場合には、チェックをしてから部

材を追加します。 

従属で追加した場合には、「方位」列の表示が “┗” のように表示されます。 

また、その際には各部位の工法が考慮されます。 

部位選択リスト 

 

 

該当するタブを選んでから、部位

を選択します。 

 ボタンを押すと左側の入力

画面の選択行に、部位が登録さ

れます。 

ただし、部位により登録できないこ

とがあります。 

例）  

・床面には開口部を配置できませ

ん。 

・熱橋部を従属で登録する場合に

は、RC 造の熱橋は RC 造の壁体

にしか・鉄骨造の熱橋は鉄骨造の

壁体にしか登録できません。ま

た、木造の壁体には熱橋を従属

登録できません。 
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 １０.３  計算値確認 

 

 

ＵA値、ηAC 値およびηAH 値 について計算住戸ごとの計算結果を確認します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名  〃  タイプ名が表示されます。 

住戸位置 ～  

非居室面積 

計算住戸の入力内容が表示されます。 

外皮面積合計 計算住戸の入力内容が表示されます。 

外皮平均熱貫流率 計算結果のＵA値の基準値、計算結果、適否判定 が表示されます。 

冷房期平均日射熱取

得率 

計算結果のηA値の基準値、計算結果、適否判定 が表示されます。 

地域区分の設定によっては、 “-“ 表示となることがあります。 

暖房期平均日射熱取

得率 

計算結果のηAH 値が表示されます。ηAH 値には、基準値がありません。 

地域区分の設定によっては、 “-“ 表示となることがあります。 

備考 計算住戸に対する備考を自由に記入します。 

 

 

 

 

 



操作マニュアル 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『住宅』一次エネルギー消費量算定 
 

住宅の Q・μ計算を行います。 

 

 

 １１.１ 外皮 

 １１.２ 暖房設備 

 １１.３ 冷房設備 

 １１.４ 換気・熱交換設備 

 １１.５ 給湯設備 

 １１.６ 照明設備 

 １１.７ 太陽光発電設備 

 １１.８ 太陽熱（液体集熱式）設備 

 １１.９ 太陽熱（空気集熱式）設備 

 １１.１０ コージェネレーション設備 

 １１.１１ Web計算支援 (住宅用) 

 １１.１２ 入力エラー一覧 (住宅用) 

 １１.１３ 一次エネルギー消費量集計 

 １１.１４ レポート出力 
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 １１.１  外皮 

 

 

 

暖冷房設備の一次エネルギー消費量を計算するためのデータを入力します。 

計算住戸の外皮について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

外皮面積合計[㎡] 外皮面積合計が表示されます。 

外気平均熱貫流率 UA 

[W/(㎡･K)] 

外気平均熱貫流率 ＵA･値が表示されます。 

暖房期平均日射熱取

得率ηAH [-] 

暖房期平均日射熱取得率ηAH 値が表示されます。 

冷房期平均日射熱取

得率ηAC [-] 

冷房期平均日射熱取得率ηAC 値が表示されます。 

自然風の利用 

主たる居室の換気回数 主たる居室において冷房期に自然風を利用する程度（換気回数）を選択します。 

その他の居室の換気回

数 

その他の居室において冷房機に自然風を利用する程度（換気回数）を選択しま

す。 

蓄熱利用 蓄熱方式を採用している場合はチェックします。 

床下空間を経由して外

気を導入する換気方式

の採用 

床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用状況を選択します。 
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外気が経由する床下の

面積の割合 

床下空間を経由して外気を導入する換気方式を利用している場合に、外気が経

由する床下の面積の割合を 1～100[%]の範囲で入力します。 

床下空間の断熱 床下の空間が熱的境界に囲まれた空間である場合は「断熱区画内」、そうでない

場合は「断熱区画外」を選択します。 
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 １１.２  暖房設備 

 

 

計算住戸の暖房設備について入力します。  

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

暖房方式 リストから暖房方式を選択します。 

 

主たる居室 ／ その他の居室 

暖房設備機器または 

放熱器の種類 

リストから暖房機器種類を選択します。 

 

その他の設備機器の名称 リストからその他の機器を選択した場合は、名称を直接入力します。 

省エネ対策 省エネ対策ありの場合はチェックします。 

能力と消費電力を入力 定格能力および定格消費電力を入力し、エネルギー消費効率の区分を

算定する場合はチェックします。 

定格冷房能力［ｋW］ 「能力と消費電力を入力」をチェックした場合、定格冷房能力を入力しま

す。(0.0～99.9kW) 



操作マニュアル 226 

定格冷房消費電力［ｋW］ 「能力と消費電力を入力」をチェックした場合、定格冷房消費電力を入力

します。(0.000～99.999kW) 

エネルギー消費効率の 

区分 

「能力と消費電力を入力」がチェックオフの場合、区分をリストから選択しま

す。 

 

「能力と消費電力を入力」をチェックし、「定格冷房能力」と「定格冷房消費

電力」を入力するとエネルギー消費効率の区分を自動設定、表示します。 

 

 ボタン押下時に、「定格冷房エネルギー消費効率の区分（い）、

（ろ）、（は）の条件」画面を表示します。 

 

 

小能力時高効率型コンプレ

ッサー 

小能力時高効率型コンプレッサーの有無をリストから選択します。 

 

定格能力における 

エネルギー消費効率[%] 

エネルギー消費効率を 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 

床暖房敷設率[%] 床暖房の敷設率を 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 

仮想床の床面積を除いた 

敷設率を入力 

仮想床の床面積を除いた敷設率を入力する場合はチェックします。 

仮想床の床面積を除いた 

敷設率[%] 

仮想床の床面積を除いた敷設率を 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 

床の部位で上面放熱率を算  

定 

床の部位で上面放熱率を算定し、放熱率を床の断熱(上面放熱率)に自

動表示する場合はチェックします。 

床の部位 床の部位で上面放熱率を算定する場合の床の部位をリストから選択しま

す。 

床の断熱（上面放熱率）[%] 床の上面放熱率を 1～100 [％]の範囲で入力します。 
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断熱配管の採用 断熱配管を採用する場合はチェックします。 

温水式暖房を設置する場合 

温水暖房機の種類 温水式暖房を設置する場合は、熱源機の種類をリストから選択します。 

その他の温水暖房機の名称 リストからその他の機器を選択した場合は、名称を直接入力します。 

省エネ対策 省エネ対策ありの場合はチェックします。 

定格能力における 

エネルギー消費効率 

エネルギー消費効率を 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 

断熱配管 断熱配管を使用する場合にチェックします。 

配管が通過する空間 温水暖房機の種類で「温水暖房機を設置しない」以外を選択した場合

は、配管が通過する空間をリストから選択します。 

ダクト式セントラル空調器 

ダクトが通過する空間 ダクトが通過する空間をリストから選択します。 

VAV 方式の採用 VAV方式を採用する場合はチェックします。 

全般換気機能の有無 全般換気機能有りの場合はチェックします。 

機器の仕様の入力 機器の仕様の入力について、リストから選択します。 

定格暖房能力試験の値 能力 機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験

と中間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格暖房能力試験の能力

の値を 1000[W]～30000[W]の範囲で入力します。 

定格暖房能力試験の値 消費

電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験

と中間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格暖房能力試験の消費

電力の値を 100[W]～15000[W]の範囲で入力します。 

定格暖房能力試験の値 風量 機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験

と中間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格暖房能力試験の風量

の値を 100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]の範囲で入力します。 

定格暖房能力試験の値 室内

側送風機の消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験

と中間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格暖房能力試験の室内

側送風機の消費電力の値を 1[W]～15000[W]の範囲で入力します。 

中間暖房能力試験の値 能力 機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択

した場合、中間暖房能力試験の能力の値を 1000[W]～30000[W]の範囲

で入力します。 

中間暖房能力試験の値 消費

電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択

した場合、中間暖房能力試験の消費電力の値を 100[W]～15000[W]の範

囲で入力します。 
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中間暖房能力試験の値 風量 機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択

した場合、中間暖房能力試験の風量の値を 100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]

の範囲で入力します。 

中間暖房能力試験の値 室内

側送風機の消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択

した場合、中間暖房能力試験の室内側送風機の消費電力の値を 1[W]～

15000[W]の範囲で入力します。 

設計風量の入力 設計風量を手入力する場合は、チェックします。 

設計風量 設計風量を 100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]の範囲で入力します。 
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 １１.３  冷房設備 

 

 

計算住戸の冷房設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

冷房方式 冷房方式をリストから選択します。 

 

主たる居室 ／ その他の居室 

冷房設備機器の種類 冷房設備の種類をリストから選択します。 

 

その他の設備機器の名称 リストからその他の機器を選択した場合は、名称を直接入力します。 

省エネ対策 省エネ対策ありの場合はチェックします。 

能力と消費電力を入力 定格能力および定格消費電力を入力し、エネルギー消費効率の区分を算定

する場合はチェックします。 

定格冷房能力[ｋW] 「能力と消費電力を入力」をチェックした場合、定格冷房能力を入力します。

(0.0～99.9kW) 

定格冷房消費電力[ｋW] 「能力と消費電力を入力」をチェックした場合、定格冷房消費電力を入力しま

す。(0.000～99.999kW) 
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エネルギー消費効率の 

区分 

「能力と消費電力を入力」がチェックオフの場合、区分をリストから選択しま

す。 

 

「能力と消費電力を入力」をチェックし、「定格冷房能力」と「定格冷房消費電

力」を入力するとエネルギー消費効率の区分を自動設定、表示します。 

 

 ボタン押下時に、「定格冷房エネルギー消費効率の区分（い）、（ろ）、

（は）の条件」画面を表示します。 

 

 

小能力時高効率型コンプレ

ッサー 

小能力時高効率型コンプレッサーの有無をリストから選択します。 

 

ダクト式セントラル空調器 

ダクトが通過する空間 ダクトが通過する空間をリストから選択します。 

VAV 方式の採用 VAV方式を採用する場合はチェックします。 

全般換気機能の有無 全般換気機能有りの場合はチェックします。 

機器の仕様の入力 機器の仕様の入力について、リストから選択します。 

定格冷房能力試験の値 

能力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験と中

間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格冷房能力試験の能力の値を

1000[W]～30000[W]の範囲で入力します。 

定格冷房能力試験の値 

消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験と中

間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格冷房能力試験の消費電力の

値を 100[W]～15000[W]の範囲で入力します。 

定格冷房能力試験の値 

風量 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験と中

間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格冷房能力試験の風量の値を

100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]の範囲で入力します。 
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定格冷房能力試験の値 

室内側送風機の消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験の値を入力」または「定格能力試験と中

間能力試験の値を入力」を選択した場合、定格冷房能力試験の室内側送風

機の消費電力の値を 1[W]～15000[W]の範囲で入力します。 

中間冷房能力試験の値 

能力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択した

場合、中間冷房能力試験の能力の値を 1000[W]～30000[W]の範囲で入力し

ます。 

中間冷房能力試験の値 

消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択した

場合、中間冷房能力試験の消費電力の値を 100[W]～15000[W]の範囲で入

力します。 

中間冷房能力試験の値 

風量 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択した

場合、中間冷房能力試験の風量の値を 100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]の範囲

で入力します。 

中間冷房能力試験の値 

室内側送風機の消費電力 

機器の仕様の入力で「定格能力試験と中間能力試験の値を入力」を選択した

場合、中間冷房能力試験の室内側送風機の消費電力の値を 1[W]～

15000[W]の範囲で入力します。 

設計風量の入力 設計風量を手入力する場合は、チェックします。 

設計風量 設計風量を 100.0[㎥/h]～10000.0[㎥/h]の範囲で入力します。 
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 １１.４  換気・熱交換設備 

 

 

計算住戸の換気設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

換気設備の方式 換気設備の方式をリストから選択します。 

 

省エネルギー対策 

対策の有無と採用した手法

の選択 

対策の有無と採用した手法をリストから選択します。 

 

設計風量[㎥] 「対策の有無と採用した手法の選択」で「設計風量及び消費電力を入力」を

選択した場合に設計風量を入力（0～99999 ㎥/h） 

消費電力[W] 「対策の有無と採用した手法の選択」で「設計風量及び消費電力を入力」を

選択した場合に消費電力を入力（0.0～99999.9W） 

比消費電力[W/(㎥/h)] 単位風量比の消費電力を 0.01～2.00[W/m3/h]の範囲で入力します。 

換気回数[回/h] 換気回数をリストから選択します。 

 

第一種設備有効換気量率 換気設備方式で「第１種」を選択した場合は、0.1～1.00 の範囲で入力しま

す。 
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熱交換型換気 熱交換型の換気設備の場合はチェックします。 

温度交換効率[%] 温度交換効率を 40～95[%]の範囲で入力します。 

給気と排気の比率による温

度交換効率の補正係数 

給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数を 0.01～1.00 の範囲で

入力します。 

排気過多時における住宅外

皮経由の漏気による温度交

換効率の補正係数 

排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数

を 0.01～1.00 の範囲で入力します。 
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 １１.５  給湯設備 

 

 

計算住戸の給湯設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

給湯設備有無 給湯設備の有無、およびふろ機能の有無を選択します。 

 

給湯熱源機 

熱源機の分類 熱源機の分類をリストから選択します。 

 

熱源機(給湯専用型)の

種類 

熱源機の分類で給湯専用型を選択した場合は、リストから選択します。 

熱源機(給湯・温水暖房

一体型)の種類 

熱源機の分類で給湯・温水暖房一体型を選択した場合は、リストから選択しま

す。 

熱源構成 熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類で電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯

温水暖房機を選択した場合は、リストから選択します。 

電気ヒートポンプ・ガス併

用型給湯機 品番入力 

電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機の品番を直接入力する場合はチェックし

ます。熱源機(給湯専用型)の種類で「電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機」、

又は熱源構成で「暖房部：ガス、給湯部：電気ヒートポンプ・ガスを選択した場

合にチェック可能です。 
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電気ヒートポンプ・ガス併

用型給湯機 ヒートポンプ

ユニット品番 

ヒートポンプユニット品番を入力します。参照ボタンより機器を選択し、電気ヒ

ートポンプ・ガス併用型給湯機の品番を一括設定することも可能です。 

電気ヒートポンプ・ガス併

用型給湯機 貯湯ユニット

品番 

貯湯ユニット品番を入力します。参照ボタンより機器を選択し、電気ヒートポン

プ・ガス併用型給湯機の品番を一括設定することも可能です。 

電気ヒートポンプ・ガス併

用型給湯機 補助熱源機

品番 

補助熱源機品番を入力します。参照ボタンより機器を選択し、電気ヒートポン

プ・ガス併用型給湯機の品番を一括設定することも可能です。 

電気ヒートポンプ・ガス併

用型給湯機 参照 

ボタンを押下すると、電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機の品番の参照画面

が開きます。設定したい機器を選択します。 

冷媒の種類 熱源機(給湯専用型)の種類で「電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機」又は熱

源構成で「暖房部：ガス、給湯部：電気ヒートポンプ・ガス」で、品番入力にチェ

ックがない場合は、選択します。 

タンクユニットの設置場

所 

熱源構成で暖房部：電気ヒートポンプ・ガス、給湯部：ガスを選択した場合は、

リストから選択します。 

タンク容量 熱源機(給湯専用型)の種類で電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機を選択し

た場合、又は熱源構成で暖房部：ガス、給湯部：電気ヒートポンプ・ガスを選

択した場合で品番入力にチェックがなく、冷媒の種類で「フロン系冷媒」を選

択した場合にリストから選択します。 

 

電気ヒートポンプ・ガス瞬

間式併用型給湯温水暖房

機の区分 

タンク容量 160L 未満のものは区分 1、タンク容量 160L 以上のものは区分 2

を選択します。 

 

その他機器名称 熱源機の分類でその他の機器を選択した場合は、名称を直接入力します。 

効率の入力 機器の効率を手入力したい場合はチェックします。 

暖房部 JIS効率[%] ＪＩＳ効率を 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 

給湯部 入力効率 給湯部の効率として、どの値を設定するかを選択します。 

 

熱源機の種類（給湯専用型の各種類、および給湯・温水暖房一体型の各種

類）により、選択肢の内容が熱効率・JIS 効率などに変わります。 

給湯部 機種名 入力効率が「M1 スタンダード」の場合に機種名を入力します。 

給湯部 効率 給湯部の エネルギー消費効率、またはモード熱効率、熱効率、JIS 効率を

入力します。ＪＩＳ効率は 0.1～5.0 の範囲で、M1 スタンダードは 0.01～5.00

の範囲で、その他の各効率値は 0.1～100.0[％]の範囲で入力します。 
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ふろ機能 風呂機能についてリストから選択します。 

 

配管 

配管方式 配管方式についてリストから選択します。 

 

ヘッダー分岐後配管径 配管方式でヘッダー方式を選択した場合は、リストからサイズを選択します。 

 

水栓 

台所水栓 ～ 洗面水栓 水栓の種類をリストから選択及び、該当する項目をチェックします。 

 

高断熱浴槽 高断熱浴槽を使用している場合はチェックします。 

 

 １１.５.1  ヒートポンプ・ガス併用型給湯機選択 

 

 

 

ヒートポンプ・ガス併用型給湯機を一覧から選択します。行を選択して OKボタン、または行をダブルクリックで、

選択した行に対応するヒートポンプ・ガス併用型給湯機が選択されます。 

 

項目の説明 
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項目 説明 

機器名絞り込み ヒートポンプ・ガス併用型給湯機の品番の一部を入力すると表示が絞り込まれま

す。１文字毎に、そこまでに入力した文字列が含まれる行のみが表示されます。 

事業者名 機器を提供している事業者名 

ヒートポンプユニット 

品番 

ヒートポンプユニット番号 

貯湯ユニット品番 貯湯ユニット番号 

補助熱源機品番 補助熱源ユニット番号 
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 １１.６  照明設備 

 

 

計算住戸の照明設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

主たる居室 ／ その他の居室 

照明設置 照明設備があればチェックします。 

照明器具種類 全ての照明機器が、LED 照明ならば「全て LED」を、１灯でも白熱灯を使用して

いれば「白熱灯を含む」を、白熱灯を使用していなければ「全て白熱灯以外」を選

択します。 

多灯分散照明 分散照明を制御していればチェックします。 

調光制御 調光制御を行っていればチェックします。 

非居室 

照明設置 照明設備があればチェックします。 

照明器具種類 全ての照明機器が、LED 照明ならば「全て LED」を、１灯でも白熱灯を使用して

いれば「白熱灯を含む」を、白熱灯を使用していなければ「全て白熱灯以外」を選

択します。 

人感センサ 人感センサーを使用していればチェックします。 
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 １１.７  太陽光発電設備 

 

 

計算住戸の太陽光発電設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

太陽光発電設備設置 太陽光発電設備があればチェックします。 

方位の異なるパネル 複数の方位にパネルが設置してある場合は、リストから選択します。 

 

※2 面以上を選択すると、入力欄が必要な範囲で拡張されます。 

パワーコンディショナの定格

負荷効率の入力 

パワーコンディショナの定格負荷効率を入力する場合はチェックします。 

パワーコンディショナの定格

負荷効率[%] 

パワーコンディショナの定格負荷効率の入力がチェックされている場合に、

パワーコンディショナの定格負荷効率を 0.0～99.9[%]の範囲で入力しま

す。 

パネルその 1 / 2 ･･･ 

太陽電池アレイ容量 アレイの容量を 0.01～99.99[kW]の範囲で入力します。 

太陽電池アレイ種類 アレイの種類をリストから選択します。 

 

太陽電池アレイ設置方式 アレイの種類をリストから選択します。 
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方位角 パネルの方位角をリストから選択します。 

 

方位角選択ボタン 方位角選択ダイアログを開き、グラフィカルに方位を選択することができま

す。 

 

傾斜角 パネルの傾斜角をリストから選択します。 
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 １１.８  太陽熱（液体集熱式）設備 

 

 

計算住戸の太陽熱（液体集熱式）設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

太陽熱給湯設備 太陽熱給湯設備の種類をリストから選択します。 

 

太陽熱給湯設備詳細 

集熱入力方法 面積の入力方法をリストから選択します。 

 

集熱総面積[㎡] パネルの集熱面積を 0.5～99.9[㎡]の範囲で入力します。 

集熱部の設置方位角 パネルの方位角をリストから選択します。 
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方位角選択ボタン 方位角選択ダイアログを開き、グラフィカルに方位を選択することができます。 

 

集熱部の設置傾斜角 パネルの傾斜角をリストから選択します。 

 

貯湯タンク容量 貯湯タンクの容量を 1～1000[L]の範囲で入力します。 
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 １１.９  太陽熱（空気集熱式）設備 

 

 

計算住戸の太陽熱（空気集熱式）設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

空気集熱設備設置 空気集熱設備の設置があればチェックします。 

集熱器群の数 集熱器群の数をリストから選択します。 

 

※2 面以上を選択すると、入力欄が必要な範囲で拡張されます。 

集熱部の方位角 集熱部の方位角をリストから選択します。 

方位角選択ボタン 方位角選択ダイアログを開き、グラフィカルに方位を選択することができま

す。 
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空気搬送ファンの自立運転用

太陽光発電装置の採用 

空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置を採用している場合はチェ

ックします。 

空気搬送ファンの種別 空気搬送ファンの種別をリストから選択します。 

 

機外静圧をゼロとした時の空

気搬送ファンの風量[㎡/h] 

空気搬送ファンの送風機特性曲線において機外静圧をゼロとした時の空

気搬送ファンの風量を 0.1～1000.0[㎥/h]の範囲で入力します。 

集熱した熱の給湯への利用 集熱した熱を給湯へ利用する場合にチェックします。 

循環ポンプの自立運転用太

陽光発電装置の採用 

循環ポンプの自立運転用太陽光発電装置を採用している場合はチェック

します。 

給湯部のタンク容量[L] 給湯部のタンク容量を 1～1000[L]の範囲で入力します。 

集熱後の空気を供給する空

間 

集熱後の空気を供給する空間をリストから選択します。 

 

集熱後の空気を供給する 

床下の面積の割合[%] 

集熱後の空気を供給する床下の面積の割合を 1～100[%]の範囲で入力し

ます。 

※「集熱後の空気を供給する空間」が「床下空間」の場合に入力可能で

す。 

床下空間の断熱 床下空間の断熱種別をリストから選択します。 

 

※「集熱後の空気を供給する空間」が「床下空間」の場合に入力可能で

す。 

集熱器群その 1 / 2 ･･･ 

面積[㎡] 面積を 0.5～99.9[㎡]の範囲で入力します。 

傾斜角 傾斜角をリストから選択します。 

 

仕様の入力 集熱器群の仕様の入力をする場合はチェックします。 

集熱器の集熱効率特性線図

一次近似式の切片 

集熱効率特性線図一次近似式の切片を 0.1～1.0 の範囲で入力します。 

集熱器の集熱効率特性線図

一次近似式の傾き[W/㎡･K]] 

集熱効率特性線図一次近似式の傾きを 0.1～10.0[W/(㎡・K)]の範囲で入

力します。 
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集熱器の集熱性能試験時に

おける単位面積当たりの空気

の質量流量[kg/(s･㎡)] 

集熱性能試験時における単位面積当たりの空気の質量流量を 0.0100～

0.1000 [kg/(s・㎡)]の範囲で入力します。 
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 １１.１０  コージェネレーション設備 

 

 

計算住戸のコージェネレーション設備について入力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

個別設定 共通設定と異なる内容を設定する場合はチェックします。 

コージェネレーションの採用 コージェネレーション機器があればチェックします。 

コージェネレーションの種類 コージェネレーションシステムの種類をリストから選択します。 

 

コージェネレーション機器 

(PowerUnit) 

コージェネレーション機器(PowerUnit)を選択・表示します。コージェネレー

ション種類選択時に、デフォルト値が設定されます。 

直接入力も可能です。 

コージェネレーション機器 

(TankUnit) 

コージェネレーション機器(TankUnit)を選択・表示します。 

直接入力も可能です。 

コージェネレーション機器 

(BackupBoiler) 

コージェネレーション機器(BackupBoiler)を選択・表示します。 

直接入力も可能です。 

逆潮流の評価 逆潮流の評価をする場合はチェックします。 

 

 １１.１０.1  コージェネレーション機器選択 
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コージェネレーション機器を一覧から選択します。行を選択して OKボタン、または行をダブルクリックで、選択し

た行に対応するコージェネレーション機器が選択されます。 

PEFC/SOFC の種別のみを入力し、具体的な機種は選択しない場合には、１行目の「品番を入力しない」を選択

します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

コージェネレーションの

種類 

コージェネレーション機器の種類を、PEFC、SOFC、および 2015 年以前の機器

から選択します。 

機器名絞り込み コージェネレーション機器の品番の一部を入力し、「絞り込み」ボタンを押すと 

表示が絞り込まれます。 

事業者名 機器を提供している事業者名 

PowerUnit パワーユニットの機種番号 

TankUnit タンクユニットに機種番号 

BackupBoiler バックアップボイラーの機種番号 
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 １１.１１  Web 計算支援 (住宅用) 

 

 

入力した物件データを使用し、Web プログラムで一次エネルギー消費量を算定する手順を説明します。 

 

 

 １１.１１.1  アップロード方法の選択 
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アップロード方法を選択します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

自動 自動でアップロードする場合に選択します。クリックすると STEP2 以降に自

動アップロードの手順が表示されます。 

手動 手動でアップロードする場合に選択します。クリックすると STEP2 以降に手

動アップロードの手順が表示されます。 

 

 

 １１.１１.2  自動計算 
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アップロード方法の選択で、自動を選択した場合に表示されます。 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

出力 自動アップロードを行う計算住戸の場合、チェックします。 

アップロード・PDF 取得 XML ファイルの出力・アップロード、PDF ファイルを取得した住戸に○が表

示されます。 

取得対象 取得する PDF ファイルの種類を選択します。 

アップロードエラーが出ても最

後まで実行する 

自動アップロード実行時にエラーが出ても、最後までアップロード処理を継

続する場合、チェックします。 

 

自動アップロードする計算住戸を選択します。 

「全て選択」ボタンで、全ての計算住戸のチェックをＯｎにすることができ、「全て解除」ボタンで全ての計算住戸の

チェックをＯｆｆにすることができます。 

また、それぞれの計算住戸のチェックを個別に On/Off することができます。 
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ボタンを押すと、XML ファイルを出力し、計算結果 PDF ファイルを保存するフォルダを

選択するウィンドウが表示されます。 

 

 

 

保存先フォルダを指定して ボタンを押すと、チェックした各計算住戸の自動アップロードが開始され

ます。対象住戸の数により数分～数 10 分間要する場合があります。取得した計算結果は指定したフォルダに保

存される他に、 １１.１３ 一次エネルギー消費量集計の一戸当たりの基準値、設計値に自動で反映されます。 

 

 

 

『住宅』一次エネルギー消費量算定で設定に誤りがあると、上記の様な「住宅・住戸の省エネルギー性能

の判定プログラム API」のエラーメッセージまたは、A-repo での XML 出力エラーメッセージが表示され

ます。このような場合には、対象住戸の入力内容に誤りがないか見直してください。 
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 １１.１１.3  XML ファイルの出力 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

出力 XML 出力を行う計算住戸の場合、チェックします。 

 

XML ファイルを出力する計算住戸を選択します。 

「全て選択」ボタンで、全ての計算住戸のチェックをＯｎにすることができ、「全て解除」ボタンで全ての計算住戸の

チェックをＯｆｆにすることができます。 

また、それぞれの計算住戸のチェックを個別に On/Off することができます。 

 

ボタンを押すと、XML ファイルの出力先を選択するウィンドウが表示されます。 
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保存先フォルダを指定して ボタンを押すと、チェックした各計算住戸の設備データを出力して保存す

ることができます。 

 

 １１.１１.4  XML ファイルのアップロード 
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 使用許諾条件 

 

  

上記アイコンをクリックすると、「使用許諾条件」画面が表示されます。 
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 HOME画面 

使用許諾条件で  をクリックすると、この画面が表示されます。 

 

 

各設備の名称が表示され、それぞれに「詳細」ボタンが用意されています。 

計算済みの設備項目には、計算結果が表示されます。 

 

メニュー 

 

 

基本情報 基本情報が表示されます。 

外皮 ～ コージェネ 各設備の計算処理画面が表示されます。 

 

ツール 

 中断ファイルが生成されパソコンに保存できる機能ですが、A-repo3 のユー

ザーは使用する必要がありません。 
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 中断時に保存したファイルを選択し計算させる機能ですが、A-repo3 で出力し

た XML ファイルを計算させるために使用します。 

（「 １１.１１.4.３読込」） 

 
エネルギー消費性能の計算結果が表示されます。 

 計算結果に基づく PDF 出力画面が表示されます。 
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 読込 

  

A-repo3 で出力した住戸タイプ別 XML ファイルを指定します。 

 

  
選択した XML ファイルを確定します。 

  
入力内容をキャンセルし、直前の画面に戻ります。 
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 基本情報入力画面 

HOME 画面を開いた直後は、この画面が表示されます。 

 

A-repo3 で出力した住戸タイプ別 XML ファイルの内容が表示されます。 
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 設備データ処理画面 

【手順 1】 それぞれのタブをクリックすると、各設備データ表示画面が表示されます。 

 

 

「外皮」～「冷房設備」までのタブ画面には、A-repo3 で出力した XML ファイルの内容が表示されます。 

 

【手順 2】 それぞれのタブで  ボタンを押すと計算結果が表示されます。 
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【手順 3】 更に  ボタンを押すと計算結果の詳細が表示されます。 

   

※他の設備も同様に処理することができます。 

 

【手順 4】  をクリックすると、出力する様式を選んだあと、計算結果の PDF ファイルを表示・ダウンロー

ドできます。 
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 １１.１２  入力エラー一覧 (住宅用) 

 

 

住宅の一次エネルギー消費量計算に用いる入力データに、不足や不整合があるかを確認することができます。 

非表示になっている場合は、メニューの「表示（V）」→「エラー一覧ウインドウ（E）」をクリックすると表示されます。 

項目の説明 

項目 説明 

カテゴリー エラーを発生したデータのカテゴリーが表示されます。 

項目 エラーを発生したデータの入力項目名が表示されます。 

説明 エラーの内容が表示されます。 
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 １１.１３  一次エネルギー消費量集計 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の位置が表示されます。 

住戸数 同一グループ内の住戸数が表示されます。 

一次エネルギー消費量 

設計値 Web プログラムの計算結果を入力します。 

基準値 省エネ法および低炭素法の基準値を入力します。 

判定 省エネ法および低炭素法の計算住戸ごとの適合判定が表示されます。 

その他を除く値 

設計値 Web プログラムの計算結果(その他除く)を入力します。 

基準値 省エネ法の基準値(その他除く)を入力します。 

BEI 計算住戸毎の BEI 値を入力します。 

BELS☆数 BEI に応じた「☆」マークを表示します。 

 

①住戸部分合計 

一次エネルギー消費量 

設計値 住戸部分の設計値（合計値）が表示されます。 

基準値 住戸部分の基準値（合計値）が表示されます。 
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その他を除く値 

設計値 住戸部分のその他を除く設計値（合計値）が表示されます。 

基準値 住戸部分のその他を除く基準値（合計値）が表示されます。 

BEI ＢＥＩ値が表示されます。 

②共用部（ゲストルーム等） 

一次エネルギー消費量 

設計値 ゲストルームの設計値（合計値）が表示されます。 

基準値 ゲストルームの基準値（合計値）が表示されます。 

その他を除く値 

設計値 ゲストルームのその他を除く設計値（合計値）が表示されます。 

基準値 ゲストルームのその他を除く基準値（合計値）が表示されます。 

BEI BEI 値が表示されます。 

③共用部 

一次エネルギー消費量 

設計値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、共用部の一次エネルギー消費量の設計値合計を入力します。 

基準値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、共用部の一次エネルギー消費量の基準値合計を入力します。 

その他を除く値 

設計値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、共用部のその他を除く一次エネルギー消費量の設計値合計を入力しま

す。 

基準値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、共用部のその他を除く一次エネルギー消費量の基準値合計を入力しま

す。 

BEI BEI 値が表示されます。 

④非住宅部分 

一次エネルギー消費量 

設計値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、非住宅部の一次エネルギー消費量の設計値合計を入力します。 

基準値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、非住宅部の一次エネルギー消費量の基準値合計を入力します。 

その他を除く値 
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設計値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、非住宅部のその他を除く一次エネルギー消費量の設計値合計を入力し

ます。 

基準値 別途「A_repo 建築」または「A_repo 住宅(共用部)」で入力し、Ｗｅｂプログラムで計

算した、非住宅部のその他を除く一次エネルギー消費量の基準値合計を入力し

ます。 

BEI BEI 値が表示されます。 

合計(①～④) 

一次エネルギー消費量 

設計値 建物全体の一次エネルギー消費量の設計値が表示されます。 

基準値 建物全体の一次エネルギー消費量の基準値が表示されます。 

その他を除く値 

設計値 建物全体のその他を除く一次エネルギー消費量の設計値が表示されます。 

基準値 建物全体のその他を除く一次エネルギー消費量の基準値が表示されます。 

BEI BEI 値が表示されます。 

判定 

 建物全体の一次エネルギー消費量基準の適・不適の判定結果が表示されます。 

BELS☆数 BEI 値の水準に応じて、☆による５段階のマークが表示されます。 
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 １１.１４  レポート出力 

計算結果をレポート形式でまとめた Excel ファイルを出力することができます。 

 

 １１.１４.1  消費量集計 

 

 

 

項目の説明 

項目 説明 

出力計算住戸リスト： 

凡例 計算住戸のグループの色が表示されます。 

計算住戸名 計算住戸のタイプ名が表示されます。 

住戸位置 計算住戸の住戸位置が表示されます。 

出力 レポート出力を行う計算住戸の場合、チェックします。 

 

レポートを出力する計算住戸を選択します。 

「全て選択」ボタンで、全ての計算住戸のチェックをＯｎにすることができ、「全て削除」ボタンで全ての計算住戸の

チェックをＯｆｆにすることができます。 

また、それぞれの計算住戸のチェックを個別に On/Off することができます。 

 

項目 説明 

設備別設計一次エネルギー消費量： 

暖房設備、冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備、その他 

省エネ基準値[MJ/(戸・年)] 省エネ法の基準値を入力します。 

低炭素基準値[MJ/(戸・年)] 低炭素法の基準値を入力します。 
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設計値[MJ/(戸・年)] Web プログラムの計算結果を入力します。 

太陽光発電等発電量 評価量 

設計値[MJ/(戸・年)] Web プログラムの計算結果を入力します。 

合計 

省エネ基準値[MJ/(戸・年)] 省エネ法の基準値の合計値を入力します。 

低炭素基準値[MJ/(戸・年)] 低炭素法の基準値の合計値を入力します。 

設計値[MJ/(戸・年)] Web プログラムの計算結果の合計値を入力します。 

合計 

省エネ基準値[GJ/(戸・年)] 省エネ法の基準値を入力します。 

低炭素基準値[GJ/(戸・年)] 低炭素法の基準値を入力します。 

設計値[GJ/(戸・年)] Web プログラムの計算結果を入力します。 

BEI Web プログラムの計算結果の BEI 値を入力します。 

 

レポートの作成は、以下の手順で行います。 

 

１．出力計算住戸リストより、レポートを出力する計算住戸を選択 

 

２．レポートを出力する計算住戸の設備別設計一次エネルギー消費量を入力 

尚、設備別設計一次エネルギー消費量の各値は、 １１.１１.2 自動計算 を行った場合、取得した結果が自動

で入力されます。 

 

３． ボタンを押すと、Excel ファイルの出力先を選択するウィンドウが表示されます。 

 

 

 

４．保存先フォルダとファイル名を指定して ボタンを押すと、Excel ファイルを出力します。 

  選択した計算住戸分の結果レポートシートが作成されます。 
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結果レポート 
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 『住宅』印刷・Excel 出力 
 

住宅の印刷および Excel 出力処理について説明します。 

 

 

 １２.１ 届出書/計画書（通知書/計画通知書）出力 

 １２.２ UA・ηAC計算書印刷 

 １２.３ その他計算書の出力 

   １２.４ 入力チェックシート・補足資料印刷 
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 １２.１  届出書/計画書（通知書/計画通知書）出力 

 

  

 

本プログラムで入力した届出書の内容を Excel ファイルに出力します。 

 

 ボタンを押すと、ファイルの保存画面が表示されます。 

 

 

ファイルのパスを指定して［保存］をクリックすると、届出書(通知書)の第一面から第四面までが出力されます。 

 

ボタンを押すと、計画書(計画通知書)のファイルの保存画面が表示されます。 
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ファイルのパスを指定して［保存］をクリックしすると、計画書(計画通知書)の第一面から第七面までがまとめて出

力されます。 

 

別紙のファイル名は、本体のファイル名に 「 _別紙 」を付加したものとなります。 
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 １２.２  UA・ηAC計算書印刷 

 

    

本プログラムで入力した UA・ηAC 関連の帳票を出力します。 

 

項目の説明 

項目 説明 

プリンタ 印刷に用いるプリンタをプルダウンリストから選択します。 

印刷項目 

物件全体 物件全体を対象とした印刷帳票から、印刷したい項目をチェックします。 

計算住戸別 計算住戸を対象とした印刷帳票から、印刷したい項目をチェックします。 

次に、印刷する計算住戸を指定します。 

フォント 印刷に用いるフォントが表示されます。 

ページ余白 用紙の余白（上下左右）を設定します。 

各種印刷設定 グループの色の網掛けやページ番号についてチェックします。 

住戸構成図の設定 用紙の向きや構成図以外のデータの出力方法についてチェックします。 

 

ツール 

 印刷に用いるフォントを変更することができます。 

 印刷項目のすべてを選択します。 

 印刷項目のすべてを選択解除します。 
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 印刷プレビュー画面が表示されます。（「 １２.２.1 印刷プレビュー」を参照） 

 印刷を開始します。 

 この画面を閉じます。 

 

 

フォントの設定 

 

フォントの設定を変更することができます。 

詳しくは、Windows添付の操作マニュアルをお読みください。 

 

 

 １２.２.1  印刷プレビュー 

 

  

 

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

項目 説明 

 

 [印刷項目] 印刷項目名が表示されます。 

リストから選択すると、別の印刷項目に切り替えることができます。 

 [頁] 現在表示中の頁名が表示されます。 

リストから選択すると、別の頁に切り替えることができます。 

 [前頁・次頁] 印刷項目または頁が複数ある場合、これにより順を追って表示頁

を切り替えることができます。 

 [最初の頁・最後の頁] 最初の頁または最後の頁が表示されます。 

 [拡大・縮小] 表示倍率をリストから選択することができます。 

このリストによらず、画面を左クリックすると拡大表示され、右クリッ

クするたびに縮小表示されます。 

 [表示ページの印刷] 現在表示中の 1 頁のみ印刷します。 
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 １２.３  その他計算書の出力 

 

 

各種計算書の Excel 出力を行います。 

ボタンを押すとファイルの出力先を指定する画面が表示されます。 

 

 

 

ファイル名には判別のため帳票名が自動的に付加されますが、編集も可能です。 

 

 指定したフォルダに Excel ファイルが出力されます。 

 何もせずにこの画面を閉じます。 
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 １２.４  入力チェックシート・補足資料印刷 

 

  

 

 

共用部について、非住宅の計算方法に基づく資料を印刷します。 

詳細は  ８ 『建築』印刷・Excel 出力 を参照してください。 
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