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1．石炭や石油などの燃料から発生する二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることにより、世界中の気候に

影響を与える地球温暖化を防止するため、二酸化炭素などの排出量を自然が吸収できる量以内にとどめる

必要がある。

2．省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

①建築物の省エネ措置の届け出と定期報告（建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準）

②建売住宅の省エネ措置義務化（トップランナー基準）

法律法律法律法律のののの制定制定制定制定のののの背景背景背景背景

建築物建築物建築物建築物へのへのへのへの省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策

地球温暖化の防止 二酸化炭素排出量（化石燃料使用量）の削減 低炭素化 省エネ

3.都市の低炭素化の促進に関する法律（H24年12月4日施行）

3-1 目的

第1条：社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生して

いるものであることに鑑み、

①都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、

②市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに

③低炭素建築物の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と

相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。

3-2 低炭素建築物の促進のための措置

低炭素建築物として認定されると、次のような優遇措置がある

①容積率の特例（低炭素化に資する設備部分について床面積を1/20を限度に容積対象面積から除外）

②住宅について税制上の優遇、フラット35S金利A優遇プラン（10年間0.3％金利引下げ）を適用

3-3 低炭素建築物の認定基準（法54条）

都市都市都市都市のののの低炭素化低炭素化低炭素化低炭素化

3-3 低炭素建築物の認定基準（法54条）

（１）省エネ法の基準を超え、かつ誘導すべき基準に適合すること

エネルギー使用量の計算値で、省エネ法の基準より10％以上削減された基準

（住宅ついては省エネ法のトップランナー基準と同等だが計算方法が異なる）

①外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること

②一次エネルギー消費量（MJ/年）に関する基準に適合すること

③その他の低炭素化のための措置が講じられていること（8項目のうち2項目以上）

1.1.1.1.節水対策 2.2.2.2.雨水・井戸水等の利用 3.3.3.3.エネルギー管理（HEMSの設置等）

4.4.4.4.太陽光発電等と連携した蓄電池の設置 5.5.5.5.緑化等によるヒートアイランド対策

6.6.6.6.劣化対策等級３に該当 7.7.7.7.木造

8.8.8.8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用

（２）都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること

（３）資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

※トップランナー基準は一戸建ての住宅のみだが、低炭素建築物の認定基準はすべての建築物が対象
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誘導すべき基準は非住宅と住宅とで異なる。

住宅住宅住宅住宅のののの場合場合場合場合はははは

１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(断熱基準)

① 外皮平均熱貫流率が定められた基準値を下回っていること

外皮平均熱貫流率＝外皮総熱損失量÷外皮総面積

②②②② 冷房期の平均日射熱取得率が基準値を下回っていること

冷房期の平均日射熱取得率＝総日射熱取得率÷外皮総面積×100

＊一次エネルギー消費量算定では、暖房期についても求めることが必要になる

③③③③ その他気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止に十分配慮すること③③③③ その他気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止に十分配慮すること

２．一次消費エネルギー消費量（MJ/年）に関する基準（設備基準）

① 暖房設備、冷房設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備（太陽熱利用給湯設備、コージェ

ネレーション設備を含む）、家電・調理器具、のエネルギー使用量と、エネルギー利用効率

化設備（太陽光発電）による削減量をそれぞれ計算し、それらを合計して算出する。各設備

の基準消費エネルギーを合計し0.9を乗じたものに家電・調理器具のエネルギー消費量を加え

て単位住戸の基準一次エネルギー消費量を算出し、計画建物の設計一次エネルギー消費量が

基準一次エネルギー消費量を上回らないようにすること。

② 一次消費エネルギー消費量の算出方法には、戸建住宅や共同住宅の一住戸などの単位住戸エ

ネルギー消費量を計算する方法と、共同住宅における住棟全体のエネルギー消費量を計算す

る方法が定められている。共同住宅の住棟全体の算定は単位住戸の算定方法に基づき算出し

た全住戸の一次消費エネルギー消費量の合計に共用部の一次エネルギー消費量を加えて求める。

3-4 低炭素建築物の認定プロセス

長期優良住宅の認定プロセスと同様（UDIが技術的審査を行い所管行政庁が認定）

3-5 低炭素建築物の設計支援

① 外皮の断熱計算については住宅性能評価・表示協会がHPでエクセルの「計算シート」を掲載

② 一次消費エネルギーの計算については建築研究所がHPで「計算支援プログラム」を掲載

③ 住宅性能評価・表示協会より「低炭素建築物認定に係る技術的審査マニュアル」が発行された。
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国土交通省住宅局「低炭素建築物認定制度 関連情報」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

P4P4P4P4～～～～P10P10P10P10参照参照参照参照

P19P19P19P19参照参照参照参照

P18P18P18P18参照参照参照参照
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http://www.mlit.go.jp/common/000231624.pdf
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認定基準の構成（法54条第1項）第1号に係る技術基準）

低炭素化に

資する措置

住宅部分の基準

② 一次エネルギー消費量

の基準

① 外皮性能の基準 (1)外皮平均熱貫流率（UA）

に関する基準

(2)冷房期の平均日射熱取得率(ηA)

に関する基準

住宅部分の基準

(設備機器)

(1)暖冷房のエネルギー消費量

(2)換気のエネルギー消費量

(3)照明のエネルギー消費量

非住宅部分の

基準

(1)PAL(MJ/(㎡･年))に関する基準

③ その他措置の基準

(3)照明のエネルギー消費量

(4)給湯のエネルギー消費量

(5)家電等のエネルギー消費量

(固定値)

(6)太陽光発電等による再生可能

エネルギー導入量

(1)節水に関する取り組み

(1)空調のエネルギー消費量

(2)換気のエネルギー消費量

(3)照明のエネルギー消費量

(4)給湯のエネルギー消費量

(5)昇降機のエネルギー消費量(

固定値)

(6)太陽光発電等による再生可能

共用部分の基準

(設備機器)

(1)節水に関する取り組み

(2)雨水等の利用

(3)エネルギーマネジメントに関する取り組み

(4)再生可能エネルギーの利用設備及び蓄電池

(5)ヒートアイランド対策

(6)劣化対策

(7)木造

(8)高炉セメント等の利用

(9)所管行政庁が認める総合的な環境性能評価

(6)太陽光発電等による再生可能

エネルギー導入量

(1)空調のエネルギー消費量

(2)換気のエネルギー消費量

(3)照明のエネルギー消費量

(4)給湯のエネルギー消費量

(5)昇降機のエネルギー消費量(

固定値)

(7)太陽光発電等による再生可能

エネルギー導入量

(6)事務機器等エネルギー消費量

(固定値)

非住宅部分の

基準(設備機器)
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①-(1)外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の基準

外皮平均熱貫流率が基準値以下であること

地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8

基準値

Ｗ/(㎡･K)

0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

⑧地域に外皮平均熱貫流率の基準値はありませんが、一次エネルギー消費量の算出に

単位温度差あたりの外皮熱損失量(qqqq値値値値)が必要となりますので。当該算出作業は必要

となります。

【ＵＡ算出の順序】

①外皮を各部位に区分けする

②各部位の「熱貫流率」を求める

③熱貫流率に外皮面積、温度差係数を掛

け合わせ、部位ごとの「外皮熱損失量」

を求める

④部位ごとの熱損失量をすべて足し合わ

せ、「外皮総熱損失量」を求める

⑤各部位の外皮表面積を足し合わせ、

「外皮面積の合計」を求める

⑥外皮総熱損失量を外皮面積の合計で割

り、「外皮平均熱貫流率」を求める

屋根・天井 熱貫流率 × 温度差係数 × 外皮表面積 ＝ 外皮熱損失量

外壁 熱貫流率 × 温度差係数 × 外皮表面積 ＝ 外皮熱損失量

床 熱貫流率 × 温度差係数 × 外皮表面積 ＝ 外皮熱損失量

開口部 熱貫流率 × 温度差係数 × 外皮表面積 ＝ 外皮熱損失量

外皮表面積

外皮表面積

外皮表面積

外皮表面積

熱的境界

＝外皮熱損失量算出ライン 外皮面積算出ライン

開口部 熱貫流率 × 温度差係数 × 外皮表面積 ＝ 外皮熱損失量

UUUUiiii HHHHiiii AAAAiiii UUUUiiii・・・・HHHHiiii・・・・AAAAiiii

基礎等 熱貫流率 × 温度差係数 × 外周長さ ＝ 外皮熱損失量

UUUUFJFJFJFJ HHHHjjjj LLLLFJFJFJFJ UUUUFJFJFJFJ・・・・HHHHjjjj・・・・LLLLFJFJFJFJ

外皮表面積

土間床面積

一戸建一戸建一戸建一戸建てててて住宅住宅住宅住宅においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、外皮平均熱貫流率外皮平均熱貫流率外皮平均熱貫流率外皮平均熱貫流率をををを算出算出算出算出するするするする場合場合場合場合のののの

外皮総熱損失量外皮総熱損失量外皮総熱損失量外皮総熱損失量とととと単位温度差単位温度差単位温度差単位温度差あたりのあたりのあたりのあたりの外皮熱損失量外皮熱損失量外皮熱損失量外皮熱損失量ｑｑｑｑ値値値値はははは同一同一同一同一

であるがであるがであるがであるが、、、、厳密厳密厳密厳密にはにはにはには、、、、共同住宅等共同住宅等共同住宅等共同住宅等におけるにおけるにおけるにおけるｑｑｑｑ値値値値にはにはにはには、、、、界壁界壁界壁界壁・・・・界界界界

床床床床のののの熱損失量熱損失量熱損失量熱損失量はははは加算加算加算加算しないためしないためしないためしないため、、、、定義上定義上定義上定義上はははは同一値同一値同一値同一値ではないことではないことではないことではないこと

にににに注意注意注意注意するするするする

ｑ＝ｑ＝ｑ＝ｑ＝Σ(Σ(Σ(Σ(UUUUiiii・・・・HHHHiiii・・・・AAAAiiii))))＋＋＋＋Σ(UΣ(UΣ(UΣ(UFJFJFJFJ・・・・HHHHjjjj・・・・LLLLFJFJFJFJ)))) ＡＡＡＡ
ＵＵＵＵＡＡＡＡ

基礎断熱部においても

土間床面積を忘れずに

算入する

単位温度差あたりの

外皮熱損失量(ｑ値)

一次エネルギー消費量の

算出に必要

Σ 外皮総熱損失量 ÷ 外皮面積合計 ＝ 外皮平均熱貫流率
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①-(2)冷房期の平均日射熱取得率（ηＡ）の基準

冷房期の平均日射熱取得率が基準値以下であること

地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8

基準値

Ｗ/(㎡･K)

－ － － － 3.0 2.8 2.7 3.2

1～4地域に冷房期の平均日射熱取得率の基準値はありませんが、一次エネルギー消費

量の算出に単位日射強度辺りの日射熱取得量(mmmmcccc値値値値、、、、mmmmHHHH値値値値)が必要となりますので。当

該算出作業は必要となります。

【ηＡ算出の順序】

①外皮を各部位に区分けする

②各部位の「日射熱取得量」を求める

③日射熱取得量に外皮面積、方位係数を

掛け合わせ、部位ごとの「日射熱取得

量」を求める

④部位ごとの日射熱取得量をすべて足し

合わせ、「総日射熱取得量」を求める

⑤各部位の外皮表面積を足し合わせ、

「外皮面積の合計」を求める

⑥総日射熱取得量を外皮面積の合計で割

り、「冷房期の平均日射熱取得率」を求

める

外皮表面積

熱貫流率×0.034により算出 冷房期算出用の方位係数を用いる

屋根・天井 日射熱取得率 × 外皮表面積 × 方位係数 ＝ 日射熱取得量

熱的境界

＝日射熱取得量算出ライン 外皮面積算出ライン

外皮表面積

ドア面積

窓面積

外皮表面積

(土間床含む)

床床床床やややや基礎等基礎等基礎等基礎等((((土間床土間床土間床土間床をををを含含含含むむむむ))))はははは日射熱取得量日射熱取得量日射熱取得量日射熱取得量のののの算定算定算定算定がががが不要不要不要不要であるがであるがであるがであるが、、、、

外皮表面積外皮表面積外皮表面積外皮表面積のののの算定算定算定算定ではではではでは加算加算加算加算がががが必要必要必要必要。。。。

各方位各方位各方位各方位によりによりによりにより方位係数方位係数方位係数方位係数がががが異異異異なるのでなるのでなるのでなるので、、、、日射熱取得量日射熱取得量日射熱取得量日射熱取得量はははは

該当該当該当該当するするするする各方位各方位各方位各方位(10(10(10(10方位方位方位方位))))それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ算定算定算定算定しししし、、、、計上計上計上計上するするするする

必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

mmmmcccc＝＝＝＝Σ(Σ(Σ(Σ(ηijηijηijηij・・・・AijAijAijAij・・・・vjvjvjvj))))
ＡＡＡＡ ηηηηＡＡＡＡ

単位日射強度あたりの

冷房期日射熱取得量(mc値)

一次エネルギー消費量の

算出に必要

Σ 総日射熱取得量 ÷ 外皮面積合計 ＝ 平均日射熱取得率

外壁 日射熱取得率 × 外皮表面積 × 方位係数 ＝ 日射熱取得量

ドア 日射熱取得率 × ドア面積 × 方位係数 ＝ 日射熱取得量

窓 日射熱取得率 × 補正係数 × 窓面積 × 方位係数 ＝ 日射熱取得量

床・基礎等 不要不要不要不要

ηijηijηijηij fijfijfijfij AijAijAijAij vjvjvjvj ηijηijηijηij････AijAijAijAij････vjvjvjvj
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②一次エネルギー消費量の基準

WEBプログラムにより算出した設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下であること

設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準一次エネルギー消費量

省エネ基準の90％程度の消費量レベルが求められる

同一同一同一同一ののののWEBWEBWEBWEBプログラムにてプログラムにてプログラムにてプログラムにて設計一次設計一次設計一次設計一次エネエネエネエネ

ルギールギールギールギー消費量及消費量及消費量及消費量及びびびび基準一次基準一次基準一次基準一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消消消消

費量費量費量費量がががが算出算出算出算出されされされされ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの数値数値数値数値をををを比較比較比較比較

することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですですですです。。。。

設計一次エネルギー消費量算出ルート

基準一次エネルギー消費量算出ルート

外皮熱損失量ｑ

日射熱取得量

冷房期ｍc

方位係数方位係数方位係数方位係数をををを冷房期冷房期冷房期冷房期からからからから暖房期暖房期暖房期暖房期

外皮基準にて算出した

性能値を使用する

冷房期ｍc

日射熱取得量

暖房期ｍH

暖房EH

冷房Ec

換気Ev

照明EL

給湯Ew

＋

＋

＋

＋

方位係数方位係数方位係数方位係数をををを冷房期冷房期冷房期冷房期からからからから暖房期暖房期暖房期暖房期

にににに変変変変えてえてえてえて算出算出算出算出しますしますしますします。。。。

ただし省エネ基準の

基準一次エネルギー

消費量の××××0.90.90.90.9倍相当倍相当倍相当倍相当
太陽光発電設備等の

外皮性能値

（ｑ、ｍc、ｍH）

および

使用する設備により

設計一次エネルギー

消費量が算定される

暖房EsH

冷房Esc

換気Esv

照明EsL

給湯E

＋

＋

＋

＋

外皮性能

（H11年基準相当）

および

標準的な設備により

基準一次エネルギー

消費量が算定される
×0.9

設計一次エネルギー消費量 基準一次エネルギー消費量

≦≦≦≦

給湯Ew

効率化

設備Es

その他EM

＋

－

※その他(家電)は、設計・基準とも同じ消費量となる

面積・用途により、

標準的な設備の消費量が

算定される

太陽光発電設備等の

エネルギー消費削減量

によるマイナス

給湯Esw

その他EM

＋

面積・用途により、

標準的な設備の消費量が

算定される
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"建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準”

(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号）

第第第第1111又又又又はははは第第第第2222のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに適合適合適合適合するするするする措置措置措置措置をををを講講講講ずることずることずることずること

第第第第1111 以下の1から8までのうち、２項目以上に適合すること

第第第第2222 建築物の総合的な環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べて低炭素化に資する建築物と

して、法第53条第１項に規定する所管行政庁が認めるもの

1 節水に関する取組について、次のいずれかに該当すること

③その他低炭素化に資する措置

（（（（1111））））節水便器節水便器節水便器節水便器のののの採用採用採用採用（（（（設置設置設置設置するするするする便器便器便器便器のののの半数以上半数以上半数以上半数以上））））

JIS A 5207に規定する「節水Ⅱ型大便器」と同等以上の性能及び品質を有するもの。

フラッシュバルブ式便器は、JIS A5207 に規定する「節水Ⅰ型」と同等以上の性能及び

品質を有するもの。

2 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置すること

と

（（（（3333））））定置型定置型定置型定置型のののの電気食器洗電気食器洗電気食器洗電気食器洗いいいい機機機機のののの採用採用採用採用

ビルトインで食器用洗浄機が設置されており、給湯設備に接続されていること。

置型のものは対象外。

（（（（2222））））節水型水洗節水型水洗節水型水洗節水型水洗のののの採用採用採用採用（（（（設置設置設置設置するするするする水洗水洗水洗水洗のののの半数以上半数以上半数以上半数以上））））

湯水混合水栓（サーモスタット式、シングルレバー式）、自動水栓、自閉水栓、節水コマ、

定量止め水栓、泡沫機能付き水栓等において、エコマーク認定を取得しているもの。

または同等以上の性能を有するもの。

雨水・井戸水・雑排水の利用設備。 （タンクの場合には 80Ｌ以上）

「ECHONET Lite」を標準規格とし、住宅のエネルギー消費量に関する情報を、空調、照明等の

エネルギー用途別に計測、蓄積及び表示することが可能なシステムであること。

3 ＨＥＭＳを設置していること

と

4 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池を設置していること

と

太陽光等、再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池

（リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ＮＡＳ電池等）を設置していること。

＋＋＋＋
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5.ヒートアイランド対策に関する取組について、次のいずれかにに該当すること

（（（（1111））））緑地又緑地又緑地又緑地又はははは水面等水面等水面等水面等のののの面積面積面積面積がががが敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積のののの10101010％％％％以上以上以上以上

「緑化等面積率」＝緑化面積／敷地面積×100

敷地面積の10％以上であること。

（（（（2222））））日射反射率日射反射率日射反射率日射反射率のののの高高高高いいいい舗装舗装舗装舗装のののの面積面積面積面積がががが敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積のののの10101010％％％％以上以上以上以上

「日射反射面積率」＝高反射性（低日射吸収率）舗装面積／敷地面積×100

敷地面積の10％以上であること。

（（（（3333））））緑化等緑化等緑化等緑化等のののの対策対策対策対策をしたをしたをしたをした面積面積面積面積がががが屋根面積屋根面積屋根面積屋根面積のののの20202020％％％％以上以上以上以上

「屋根緑化等面積率」＝屋根緑化面積／屋根地面積×100

屋根面積の20％以上であること。屋根面積の20％以上であること。

（（（（4444））））壁面緑化壁面緑化壁面緑化壁面緑化をををを行行行行うううう面積面積面積面積がががが外壁面積外壁面積外壁面積外壁面積のののの10101010％％％％以上以上以上以上

「壁面緑化面積率」＝壁面緑化の採用面積の合計／外壁面積×100

外壁面積の10％以上であること。

（（（（5555）））） （（（（1111））））のののの割合割合割合割合、、、、（（（（2222））））のののの割合割合割合割合、（、（、（、（3333））））のののの割合割合割合割合のののの1/21/21/21/2 及及及及びびびび（（（（4444））））のののの割合割合割合割合のののの合計合計合計合計がががが10101010％％％％以上以上以上以上

「緑化等面積率」＋「日射反射面積率」＋「屋根緑化等面積率」×0.5＋「壁面緑化面積率」≧10％

6.日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）に定める劣化対策等級３に該当する措置

を講じていること

7.木造住宅又は木造建築物であること

半数以上の階の主要構造部（建築基準法第2 条第5 号の定義による。）が木造であること。

8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用していること

構造耐力上主要な部分のいずれかに用いられていること。

低炭素建築物新築等計画に記載された事項が、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号に定

める都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に適合していることが求められる

建築物の新築等に関する資金計画が、低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切であ

ることが求められる

第54条第1項第2号○基本方針の基準

第54条第1項第3号○資金計画の基準
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内訳計算シートＡ ＜＜＜＜東面東面東面東面＞＞＞＞ の外皮熱損失量と日射熱取得量

1）窓の入力 方位係数 0.512 0.579 

窓番号

寸法（ｍ）

熱貫流

率

日射熱

取得率

付属部

材

の有無

取得日射量補正係数の算出

冷房期

日射熱

取得量

暖房期

日射熱

取得量

熱損失

幅 高さ

ﾃﾞﾌｫﾙﾄ

値使用

庇による補正計算

Z ｙ1 ｙ2

AW-10 0.90 0.40 4.65 0.79 0.67 0.65 0.90 0.14 0.10 1.67 

AW-7 1.20 0.70 4.07 0.4 0.67 0.35 1.20 0.14 0.10 3.42 

AW-4 1.20 1.70 4.07 0.4 0.67 3.10 1.20 0.39 0.34 8.30 AW-4 1.20 1.70 4.07 0.4 0.67 3.10 1.20 0.39 0.34 8.30 

AW-5 1.20 0.70 4.07 0.4 5.46 0.35 1.20 0.04 0.03 3.42 

AW-10 0.90 1.70 4.07 0.4 0.67 0.20 0.90 0.20 0.14 6.23 

AW-11 1.20 1.70 4.07 0.4 0.67 0.20 1.20 0.31 0.22 8.30 

AW-8 1.20 0.50 4.07 0.4 5.46 0.20 1.20 0.03 0.02 2.44 

窓 ＜＜＜＜東面東面東面東面＞＞＞＞ 各値合計 1.24 0.94 33.79 

2）ドアの入力

ドア番号

寸法（ｍ）

熱貫流率

付属部材

の有無

冷房期

日射熱

取得量

暖房期

日射熱

取得量

熱損失

幅 高さ

ドア ＜＜＜＜東面東面東面東面＞＞＞＞ 各値合計 0.00 0.00 0.00 

3）外壁の入力

仕様番号

外壁

面積

除外窓

面積

計算対象

外壁面積

熱貫流率

冷房期

日射熱

取得量

暖房期

日射熱

取得量

熱損失

Ｚ

ｙ
１

ｙ
２

室内

窓

取得量 取得量

東-1 43.05 0 43.05 0.519 0.39 0.44 22.34 

日除け寸法の取り方

外壁 ＜＜＜＜東面東面東面東面＞＞＞＞ 各値合計 0.39 0.44 22.34 

4）住宅 ＜東面＞ 計算結果

東

面

外皮等面積（内訳） 51.30 ㎡ （窓 8.25 ㎡、 ドア 0.00 ㎡、 外壁 43.047 ㎡）

冷房期総日射熱取得量 1.63 

暖房期総日射熱取得量 1.38 

総熱損失 56.13 W/K

ｙ

窓
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住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報

http://www.kenken.go.jp/becc/index.html

機能機能機能機能・・・・操作方法操作方法操作方法操作方法はははは、、、、

http://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/TechnicalRep/h2_c1.pdfhttp://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/TechnicalRep/h2_c1.pdfhttp://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/TechnicalRep/h2_c1.pdfhttp://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/TechnicalRep/h2_c1.pdf をををを参照参照参照参照
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