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１	 はじめに

本マニュアルは、建もの燃費計算に必要な CAD 入力から、計算結果出力までの基本的な流れについてまとめた内容となっ
ております。したがって、設計とは異なる入力がされている場合もあります。予めご了承ください。

建もの燃費ナビの概要

建物の「燃費」とは
本システムにおける「燃費」は、世界基準の「一次エネルギー消費量」です。

＊暖房・冷房・給湯・調理・照明・換気設備のエネルギー消費が含まれます。
＊家電のエネルギー消費は、燃費の対象外です。但し、パッシブハウス認定を受ける際には含めます。
＊太陽光発電は、アクティブにエネルギーを創るシステムであるため、建物自体の燃費とは分離して算出します。
　また、発電エネルギーを建物内で全て利用した想定での燃費も算出します。

計算エンジン
本システムは、ドイツのパッシブハウス研究所（PHI: https://passiv.de/）の「PHPP9.6a 日本語版」を燃費計算エン
ジンとして使用しています。
ISO13790 に準拠した考え方に加え、PHI 研究所の 20 年に渡る膨大な実験結果に基づく精密な燃費計算ロジックが実装
されています。

計算条件

１）全館２４時間空調の想定
PHPP9.6a エンジンは、全館 24 時間空調を想定した燃費計算ツールなので、部分間欠の暖冷房で住まわれる方のランニ
ングコストの根拠を計算するためのものではありません。

２）燃費計算に考慮される部材
「建もの燃費ナビの操作の流れ」で入力対象となっている部材だけが、燃費計算において考慮されます。

Excel のバージョン
本システムの実行には、Microsoft Excel 2013 以降が必要です。（ストアアプリ版 Office は未対応）
最新のアップデートを反映した状態でご利用ください。
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建もの燃費ナビの起動

単独版

①デスクトップの (建もの燃費ナビ )をダブルクリック

＊「建もの燃費ナビ」グループの画面が表示されます。

②グループ内の (建もの燃費ナビ )をダブルクリック

＊物件管理の画面が表示されます。

ダブルクリック1

ダブルクリック

２

デスクトップやプログラムグループの画面表示は、
ご使用のパソコンにより異なる場合があります。

以降の操作は、「A's（エース）」と同じですが、クイックメニューとメインメニューが異なります。

建もの燃費ナビ

単独版のメインメニュー

単独版のクイックメニュー

建もの燃費ナビ

( 建もの燃費ナビ 2019) は

旧バージョンです。

( 建もの燃費ナビ ) が 2020

年にリニューアルしたバージョン
で、本マニュアルは、新バージョン
について説明しています。

建もの燃費ナビ2019

建もの燃費ナビ2019
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A's（エース）版

「A's（エース）」の場合、クイックメニューで
は「プレゼン省エネ」の行に、メインメニュー
では「省エネ設計」タブに「建もの燃費ナビ」
があります。

建もの燃費ナビ

クイックメニュー

建もの燃費ナビ

省エネ設計

データの互換性について

旧バージョンの (建もの燃費ナビ2019) と、2020年にリニューアルした (建もの燃費ナビ )との間にはデー

タの互換性がありません。

旧バージョンの (建もの燃費ナビ2019)で作成したテンプレートや設定した情報は引き継がれませんので、 (建

もの燃費ナビ )で再入力する必要があります。

建もの燃費ナビ2019

建もの燃費ナビ2019
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本マニュアル以外の参考マニュアル

単独版では「建もの燃費ナビ」グループ、A's（エース）版では「A's（エース）」グループの (サポート )から、各種

マニュアルを取得できます。起動後のクイックメニュー、メインメニューからでも可能です。（インターネット環境が必要）
以下は、単独版の例です。

建もの燃費ナビの入力に必要な項目は、A's トレーニ
ングマニュアル基本編、第1章「A's( エース ) の起動」
～第4章「高さ設定」です。
プラン図入力についても、建もの燃費計算が目的の場合、
入力を省くこともできますので、詳しくは本マニュアル
をご参照ください。

グループ

サポート

マニュアル

「建もの燃費ナビ」関してよくある質問や回答、動画チュートリアル、各マニュアルは
下記のサイトもご覧ください。

https://www.cpu-net.co.jp/product/t-nenpi/

建もの燃費ナビ公式サイト

https://www.cpu-net.co.jp/product/t-nenpi/
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・屋根、庇を入力（屋根自動及び面作成、面設定）
・トップライト、太陽光パネル（屋根部品）

・外壁、間仕切の入力（壁）
・部屋の入力（部屋）
・建具の入力（建具）
・バルコニー、窓庇、シャッターボックスなどの入力（付属品）

・躯体と部材の高さ調整

・入力のミスの確認　⇒ NG 箇所はプラン図、屋根伏図にて編集

 外部環境

 境界入力

 部材一覧

 日射影響

 仕様入力

 PHPP

プラン図

Microsoft Excel

建もの燃費ナビの操作の流れ

Ｃ
Ａ
Ｄ
入
力

燃
費
情
報
入
力
・
計
算

屋根伏図

高さ設定

プランチェック

建もの燃費ナビ

エキスパートモードでは、必要に応じて PHPP シートを自由に
編集でき、計算結果に反映されます。
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燃費情報入力
「建もの燃費ナビ」にて、気象、断熱にかかわる寸法、外皮断面構成、換気、土壌、設備等を入力します。

建物容積＝断熱材の屋外側までの容積

CAD入力
「プラン図」、「屋根伏図」、「高さ設定」にて、建物の
輪郭を入力します。
右図の黒色の芯（厚み抜きの建物輪郭：屋根、壁、開口）
を入力します。

＊黒線が「CAD入力」で、赤青線は「建もの
燃費ナビ」で入力する情報です。

建物容積、有効床面積、気積、各外皮面積、基礎周囲長等を計算するための厚み等の情報を入力します。
独自の断面構成（部位ごとの断熱仕様）の入力、換気、土壌、設備などを入力します。

燃費計算
CAD入力、燃費情報入力をもとに、燃費計算を実行します。

CADの認識 (基準線 )

内装下地内面
(石膏ボード内面位置 )

断熱材の外面

内法気積＝有効床面積×天井高さ
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階段下収納
天井高さが2ｍ以上の場合
面積の100％を加算

階段下収納
天井高さが2ｍ以下の場合
面積の50％を加算

階段
2段分の面積を加算

腰壁は間仕切りとみなさな
いため床面積に含む

２	 PHPPの計算ルール

暖房床面積（有効床面積 )の計算ルール
暖房床面積（有効床面積）＝「人が歩く可能性のある床面積」として下記の条件があります。

１）天井高２ｍ以上の内法の床面積

２）天井高１～２ｍの床面積は５０％で算入し、天井高１ｍ以下の床面積は含まない

３）外壁と間仕切壁の厚み分及び内部建具の床面積は含まない 
腰壁や垂れ壁は間仕切壁とみなさないため、床面積に含める

４）吹抜けや階段部屋、PS( パイプスペース）、DS（デッドスペース）等の床面積は含まない 
階段室については、２段までは算入、３段以上で不算入とする

５）床下・小屋裏収納やロフトといった空間は６０％で算入する 
例えば、高さが１～２ｍの場合は、５０％ｘ６０％＝３０％で算入 
一方、居室と階段下のスペース等は、高さが１～２ｍの場合は５０％で算入 
２ｍ以上であれば、１００％で算入

暖房床面積のイメージ

面積は壁芯で計算するのではなく、外壁内壁厚み、
真壁厚み、大壁厚みを考慮した内法です。

＊階段 2 段分や階段下収納の面積は自動では含まれないため、「仕様入力」⇒「Step1」
の有効床面積の加算値に入力してください。
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床下収納等の暖房床面積算入のイメージ

暖房床面積と天井高さとの関係
天井高さ 一般の部屋、ロフト 床下収納、小屋裏収納
２ｍ以上 １００％ ６０％
１～２ｍ ５０％ ３０％
１ｍ以下 ０％ ０％

▽1F

▽2F

床下

ロフト

床下収納・小屋裏収納は
床面積の６０％で計算します。
＊天井高を考慮すると、
0%,30%,60%

100％で算入

100％で算入

100％で算入

60％で算入

60％で算入

100％で算入

100％で算入
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内法気積の考え方

内法気積のイメージ

「内法気積」＝
換気計画対象の部屋の内法面積×天井高さ
（床面積は高さの補正をしない面積とする）
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建物の断熱容積、外皮面積の考え方

建物の容積と外皮面積
建物の断熱容積と外皮面積の計算は、大きく３つのパートに分けて計算します。

「建もの燃費ナビ」の画面の (3D確認 ) にて、面積等を確認できます。

①床・基礎部・・・・基礎高より下部
②１階・・・・・・・基礎高から２階の階基準または屋根相当物まで
③２階以上・・・・・当階の階基準から上階の階基準または屋根相当物まで

断熱層の外側の断熱容積（下図の赤点線の範囲）を計算し、その表面積を「外皮面積」として、床部、外壁部、屋根 /天井
部に分けて計算します。

軒高さ、階基準、基礎高さが、外壁・基礎の外皮の基準位置になります。

「物件概要」の「建物高さ」パネル、「高さ設定」及び「建もの燃費ナビ」の画面の (階基準高さ )にて、

各階層の基準高さ、軒高、床高・天井高を確認、変更することができます。

「建物の容積」＝
断熱材の屋外側までの容積
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３	 CAD入力

プラン図

燃費計算に必要な入力

プラン図には多くの入力機能がありますが、燃費計算に必要な入力は、 (壁 )、 ( 部屋 )、 ( 建具 )、

( 付属品 ) です。

まずはグリッド設定
プランを入力する前に、まずはグリッド設定を行います。
プラン図画面右下のXYボックスをクリックして、グリッド設定画面で
設定します。（または、「設定」⇒「グリッド」）

壁
部屋
建具

付属品

( 通り芯 )、 ( 補助線 )、 ( リアルタイム3Dビューア )は、

CAD入力補助として利用する場合があります。
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壁入力のポイント

＊黒線は、CAD入力します。
　（「プラン図」、「屋根伏図」、「高さ設定」）
＊赤青線は、「建もの燃費ナビ」で入力します。
＊CAD入力データから建物の面積や容積を自動
算出します。

建もの燃費ナビの CAD 入力イメージ

壁入力の詳細につきましては、「A'sVer3 マニュアル (基本編 )」をご参照ください。

間仕切り壁でない場合は、 (全開口 ) などで

入力します。

＊ (半壁 )、 ( 腰壁 )、 ( 下り壁 )

も有効です。
＊厚みは「建もの燃費ナビ」で詳細に変更します。
＊R壁は未対応です。
＊内部の「全壁」は間仕切りとして「有効床面積」
から除外されます。

＊建物外部の袖壁は、 (ポーチ壁 )で入力し

ます。

外壁、間仕切り壁は、全壁で入力します。

(壁入力アシスト )は、初期は全壁入力になっ

ています。

(全壁 ) を使用してもかまいません。

“壁芯”で入力するイメージです。

内装下地内面
( 石膏ボード内面位置 )

断熱材の外面

CAD の認識
( 基準線＝壁芯 )

ポーチ壁

全開口

入力するライン＝壁芯

壁

壁入力アシスト
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部屋入力のポイント

( 部屋 ) ⇒ ( 部屋 ) にて部屋区画を選択し、一覧から指定の部屋を選択します。

＊土間床と一般床は部屋属性により判断されますので、正確に入力します。
＊「洗面脱衣室」、「洗面脱衣室 (土間 )」などの使い分けが重要です。
＊照明の年間点灯時間なども部屋属性で自動判別します（「建もの燃費ナビ」で変更可能）。

部屋

部屋

洗面脱衣室 洗面脱衣室 ( 土間 )

属性：洗面室 属性：風除室 ( 土間 )



建もの燃費ナビ　基本操作マニュアル

17

建具入力のポイント

ツールバーの (建具 ) をクリックすると、建具入力関連のアイコンが表示されます。

ラフ開口幅
燃費計算には、建具の「ラフ開口幅」、「ラフ開口高さ」が必要です。

(建具呼称配置 )を使用した場合は、幅・高さを指定できますが、その他の配置方法では、入力幅の指定となります。

建具

建具入力関連
( 建具自動配置 ).������間取り、壁の長さから

建具の取り付く位置、
種類、寸法を判断して
建具を自動配置

(建具入力アシスト ).����配置位置を指示後、建
具種類を入力候補から
選択して配置

(建具呼称配置 ).������建具の幅・高さを呼称
から選択して配置

(建具種類 ).����������建具の種類を選択して
手動配置

建具ラフ開口幅

柱芯々距離 (入力幅 )

ラフ開口オフセット (左・右 )

起点 終点

外側

建具の配置モード

固定幅配置

例えば、 ( 引き違い ) を手動配置する際は、起点－終点

－外側の３点を指示しますが、起点－終点のクリック位置（幅）
が「入力幅＝柱芯々距離」です。

「建もの燃費ナビ」の (境界入力 )⇒「窓境界」にて、「ラ

フ開口オフセット (左・右 )」を入力し、ラフ開口幅を求めます。

あるいは、ラフ開口幅に固定のラフ開口オフセット値（左・右）

を加えた入力幅を計算し、建具の (固定幅配置 )で入力し

ます。
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ラフ開口高さ
建具高さは、「高さ設定」タブの「上端高」、「開口高ｈ」で確認、変更することができます。

「建もの燃費ナビ」の (境界入力 )⇒「窓境界」にて、「ラフ開口オフセット (上 )」、「ラフ開口オフセット (下 )」を入力し、

ラフ開口高さを求めます。

入力済みの建具をダブルクリック、または、クリック後右クリックメニューの「高さ設定」を選択すると、「高さ・詳細情報設定」
が表示されます。
「高さ設定」タブには、建具幅の情報（内法幅w・建具幅W）があります。
この「建具幅W」が、「ラフ開口幅」に該当します。
また、「詳細情報」タブを表示すると、見付寸法や、入力幅、建具幅W、内法幅w、左右の逃げ幅を確認、修正できます。

高さ設定 詳細情報

建具幅
変更可能

高さ設定

建具高さ

ラ
フ
開
口
高
さ

開
口
寸
法
高
さ

（
建
具
高
さ
）

ラフ開口オフセット (上 )

ラフ開口オフセット (下 )
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付属品入力のポイント

ツールバーの (付属品 ) をクリックすると、付属品のアイコンが表示されます。（以下の例では、表示調整しています。）

付属品では、庇相当物が燃費計算に影響します。

付属品

付属品のアイコン

庇相当物は、以下の２種類に分かれます。

［Aグループ］���� .形状から出幅を自動計算
［Bグループ］���� .「プラン図」で配置する際に出幅を設定

付属品のアイコン

Ａ

B

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

ＡB B B B
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屋根伏図

燃費計算に必要な入力

屋根入力では (屋根自動 )、または ( 屋根自動配置 ) での入力がメインになりますが、自動で入力できない屋根

は手動で入力します。

屋根面入力後、 (面作成 ) 内の庇や、 (屋根部品 )内のトップライト、太陽光パネルなどを入力すると燃費計算

に反映されます。

屋根自動配置

屋根自動

面作成

屋根部品
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屋根自動配置
例えば、以下のように屋根を自動入力します。

① (屋根自動配置 )をクリック

＊屋根自動配置ウィンドウが表示されます。

②屋根自動配置ウィンドウの にマウスを合わせ、 をクリック

＊予想形状が切妻に変わります。
③「設定」をクリックし、勾配や軒の出などを確認、修正
④「自動作成」をクリック
＊屋根面が作成され、勾配と流れ方向が表示されます。

２

４

１

３
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高さ設定

燃費計算に必要な入力

( 階基準高さ )や ( 一覧 ) の設定により、外皮の表面積や、気積などの値が自動算出されます。

(階基準高さ ).����建物の軒高さ、階高さ、基礎高さ等を確認・変更
＊「物件概要」、「建もの燃費ナビ」でも、確認・変更が可能

(一覧 ).����������内部の「床高」や「天井高さ」を確認・変更

一覧 階基準高さ

階基準高さ

( 階基準高さ )をクリックすると、各階層の基準高さ、軒高、床高・天井高を確認・変更することができます。

左側の図と、右側の表は連動していますので、どちら側を変更してもかまいません。

階基準高さの設定は、「物件概要」の「建物高さ」、及び「建もの燃費ナビ」の「階基準高さ」と同じ設定で連動
しています。

物件概要・建もの燃費ナビと連動

連動
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床高・天井高
基準床高･･･････････････････････ホールの床高さを入力
基準天井高･････････････････････ホールの天井高さを入力
FL( 床仕上天端 )････････････････ホール床高さを基準として自動計算されるため変更不可

軒高
階基準高さ (横架材天端距離 )････1 階階基準高さは土台天端から桁天端、2階階基準高さは天端から桁天端の距離を入力
階基準 (横架材天端 )････････････「土台」「胴差」「梁・桁」などの横架材の天端位置が基準
軒高さ･････････････････････････階基準高さ+階基準より自動計算されるので基本入力不要
基礎高さ･･･････････････････････GL から基礎天端までの距離を入力

１階から積み上げるように入力すると、軒高さがスムーズに設定できます。

①1階の階基準欄（横架材天端）に、GLから土台の天端までの高さを入力
＊１階の軒高さが自動計算され、同じ数値が２階の階基準に適用されます。

②１階の階基準高さ欄（横架材天端距離）に、土台天端から胴差天端までの距離を入力
＊１階の軒高さが自動計算され、同じ数値が２階の階基準に適用されます。

③２階の階基準高さ欄（（横架材天端距離）に、胴差天端から桁天端までの距離を入力。
＊２階の軒高さが自動計算されます。

階基準高さは、「物件概要」の基本情報で設定する軒高、床高天井高で初期値が決まります。
高さ情報をどの物件でも使えるように、予め自社仕様をマスター登録されることをお勧めします。

軒高入力のポイント

変更した高さ情報を
登録して、別の物件
でも利用できます。

マスター登録

単独版では「建もの燃費ナビ」グループ、A's（エース）版では「A's（エース）」グループの (各種ツール )

から ( 高さマスター設定ツール )を起動すると、基準高さの初期設定ができます。

基準高さの初期設定
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一覧表示

( 一覧 ) をクリックすると、平面図と一覧が表示されます。

表示部材のコンボボックスには部材種類が表示され、初期は部屋になっています。
各部屋の床高さ、天井高さを一覧より変更できます。

一覧

各セルをクリックすると、
数値変更できます。

「プラン図」でも各部屋の床高さ、天井高さを変更できます。
対象の部屋の上にマウスを合わせて右クリックし、スマートメニューより変更できます。

プラン図でも床高・天井高の変更が可能

部屋の右クリックで表示
されるスマートメニュー
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プランチェック
「プランチェック」にて、データ入力のミスを確認し、NG箇所を原則ゼロにしてください。

＊特に外壁のNG箇所は、なるべくゼロにしてください。

壁のチェック項目
判定でNGがあった場合は、「プラン図」「屋根伏図」の修正が必要になります。
以下のチェック項目を参考に、修正を行ってください。

◆独立壁
壁が独立して配置されていないかをチェックします。
階段区画内の登り壁は、チェックの対象としません。

◆短壁
150mmよりも短い壁がないかをチェックします。

◆近接壁
150mm以内で接近している壁がないかをチェックします。

◆真壁
和室、広縁、板の間で部屋指示した部屋内に、真壁指示が設定されているかをチェックします。
間取り変更等で一部が消えてしまったときのチェックにもなります。

壁以外のチェック項目につきましては、ヘルプをご覧ください。

チェック項目の詳細はヘルプに

判定
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４	 建もの燃費ナビの起動

燃費計算に必要なCAD入力が完了したら、建もの燃費ナビを起動します。

クイックメニュー、またはメインメニューの

(建もの燃費ナビ )をクリックしてください。

重要事項が表示された場合は、内容をご確認の上、
「閉じる」をクリックしてください。
「計算ロジックと計算条件の詳細」をクリックすると、
要素ごと（給湯、暖房、冷房など）の計算ロジックと
計算条件を確認できます。

現物件で建もの燃費ナビを初めて起動した場合
「外部環境」が表示されます。（⇒次ページへ）

現物件で建もの燃費ナビを起動済みの場合
すぐに建もの燃費ナビの画面が表示されます。
（⇒【P44】へ）

さらに「境界入力」後、建もの燃費ナビの画面が表示されます。

建もの燃費ナビ

閉じる
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外部環境

作成中の物件で、初めて ( 建もの燃費ナビ ) を

起動した場合は、まず「外部環境」にて、建物・気象、
土壌、真北方向を設定します。
設定後「OK」をクリックすると、「境界入力」の画
面が表示されます。（⇒次ページへ）

建物・気象設定
気象データの種類、地域、地点を順に選択します。
気象データの種類には、「拡張アメダス」と「PH認定用」の2種類が用意されています。
パッシブハウス認定を受ける際は「PH認定用」を選択してください。
「表示」をクリックすると、選択した地点の気象データの詳細を確認できます。
観測地点、暖房度時、冷房度時、平均外気温は、気象データをもとに自動表示されます。種類でPH認定用を選択した場合は、
平均外気温のみ表示されます。
建築地標高は、自動表示されますが、自由に変更できます。建築地標高は、計算結果に影響します。

土壌
土壌の熱伝導率、熱容量を入力します。

「外部環境」の設定は、建もの燃費ナビの画面の (外部環境 )により、確認、変更することができます。

真北方向
建物における真北方向を指定します。
方位針をマウス操作のドラッグで目的の位置に移動させます。赤色の針が真北を指します。
方位磁針の下の枠に、数値（0～359）を入力して方向を指定してもかまいません。

各土壌タイプの熱伝導率と定積比熱容量

土壌タイプ 熱伝導率λ [W/(mK)] 定積比熱容量ρ c[MJ/m3K]
シルト／粘土 1.5 3
泥炭 0.4 3
乾いた砂／砂利 1.5 1.5
湿った砂／砂利、湿った粘土 2 2
飽和粘土 3 3
岩石 3.5 2
＊デフォルト値 2.1 2

各項目の枠をクリックすると、画面下に解説が表示
されますので、入力時の参考にしてください。

OK
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境界入力
「境界入力」では、建物の内外の境界となる次の部材について一括設定できます。
イラストや説明文を参考に設定してください。

・屋根
・壁・オーバーハング
・基礎・床
・窓

初期画面

「境界入力」の初期画面には、建物の入力完了に関して、
改めて注意書きされています。
建物の入力完了と、階基準高さをご確認の上、「次へ」
をクリックしてください。
「屋根境界」に進みます。

全ての部材を設定
設定済みの境界も含め、全ての境界を一括変更します。
部材一覧にて個別に設定を変えている場合は初期化されます。「境界入力」を初めて行うときはこちらになっています。

未設定部材のみ設定
未設定の境界のみを一括変更します。設定済みの境界は変更しません。
部材一覧で個別に設定変更した内容をそのまま保持し、未設定部材のみに反映させる場合は、こちらを選択します。
プラン図や屋根伏図で追加した情報のみに反映させる場合なども、こちらを選択します。

次へ

設定後、ツールバーの (境界入力 )をクリックすると、全部材の一括変更をやり直すことができます。

「ツール」⇒「境界入力」からも選択できます。

境界一括変更の再実行

設定後、ツールバーの各境界設定アイコンをクリックすることにより、境界の種類ごとの一括変更が可能です。
「ツール」メニューからも選択できます。

境界の種類ごとの一括変更

階基準高さの確認・変更ができます。
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屋根境界

「屋根境界」にて、屋根の断熱仕様を一括設定します。

勾配屋根
勾配屋根を作成している場合、屋根断熱（勾配天井）、屋根断熱（水平天井）、天井断熱（水平天井）の中からメインになる
断熱方法を選択して、必要な寸法を入力してください。

❶勾配屋根断熱オフセット 屋根断熱（勾配天井）、屋根断熱（水平天井）の場合に入力します。
屋根基準面から断熱材の上端（外面）までの寸法を入力します。
（通気層の手前まで）

＊建物の容積を計算します。

❷勾配天井仕上オフセット 屋根断熱（勾配天井）の場合に入力します。
屋根基準面から天井の下地までの寸法を入力します。
＊気積の計算のために入力します。

❸屋上水平断熱部
　.断熱オフセット

天井断熱（水平天井）の場合に入力します。
軒高より断熱材の上端（外面）までの寸法を入力します。
軒高より上側に断熱材の面がある時はプラスの数値、軒高より下側に
ある場合は、マイナスをつけて入力します。
＊建物の容積を計算するために入力します。

屋上水平断熱部
陸屋根や屋上バルコニーを作成している場合、必要な寸法を入力してください。

❸屋上水平断熱部
　.断熱オフセット

軒高より断熱材の上端（外面）までの寸法を入力します。
軒高より上側に断熱材の面がある時はプラスの数値、軒高より下側に
ある場合は、マイナスをつけて入力します。
＊建物の容積を計算するために入力します。

＊各図の矢印の方向への数値がプラスです。逆方向であればマイナスで入力します。

２
３

１
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屋根基準面とは
柱芯と軒高の交点から屋根勾配なりに引いた線が、CAD入力に必要な基準線となります。
実際の図面には表記されない基準線ですが、建もの燃費ナビでは、この線を基準とします。

＊計算させたい建物の矩計図等に屋根基準線を引き、各寸法をご確認ください。

断熱仕様の選択と高さ設定の天井高

屋根断熱（勾配天井） 「❷勾配天井仕上げオフセット」に設定した数値で計算します。
「高さ設定」の天井高は採用されません。

屋根断熱（水平天井） 「高さ設定」の天井高を採用します。
天井断熱（水平天井） 「高さ設定」の天井高を採用します。

＊「A's( エース )」をお使いの方は、「天井伏図」の天井高は考慮されませんのでご注意ください。

矢印の先

矢印の先＝ GL 基準

軒高

柱芯
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壁・オーバーハング境界

「壁・オーバーハング境界」にて、壁・オーバーハング
の断熱仕様を一括設定します。

外壁
❶断熱オフセット 壁芯（柱芯）から断熱材の外面までの寸法を入力します。

＊建物の容積の計算のために入力します。

❷内側厚み 壁芯（柱芯）から内装下地までの寸法を入力します。(クロスなどは含まず )
＊気積の計算や暖房床面積（有効床面積）の計算のために入力します。

内壁
❸大壁厚み 壁芯（柱芯）から内装下地までの寸法を入力します。（クロスなどは含まず）

＊気積の計算や暖房床面積（有効床面積）の計算のために入力します。

❹真壁厚み 壁芯（柱芯）から内装下地までの寸法を入力します。（クロスなどは含まず）

オーバーハング領域
❺オーバーハング
　.床断熱オフセット

対象階の軒桁（胴差）の上端から断熱材の下端までの寸法を入力します。
＊建物の容積計算とオーバーハング部分の面積を求めるために入力します。

暖房床面積（有効床面積）や気積は芯で計算するのではなく、内法で計算します。
〈外壁〉の内側厚み・〈内壁〉真壁厚み・大壁厚みは、暖房床面積（有効床面積）や気積の計算のために
必要な情報を入力します。（⇒詳細は【P33,34】へ）

暖房床面積（有効床面積）と気積

２ ３ ４１

５
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外壁・内壁の入力例
（建物の断熱層の位置等は、建もの燃費ナビの画面で設定します。）

外壁
❶断熱オフセット 壁芯（木造の場合は柱芯）から断熱材の外面まで入力＊通気層の手前まで

断熱材 50 ㎜＋構造用合板 9 ㎜＋断熱材 50 ㎜＝ 109 ㎜
＊断熱材の厚みを入力する画面ではありません。

❷内側厚み 壁芯（柱芯）から内装下地まで入力 ( クロスなどは含まず )
断熱材 50 ㎜＋静止空気層 5 ㎜＋プラスターボード 12.5 ㎜＝ 67.5 ㎜

内壁
❸大壁厚み 壁芯（柱芯）から内装下地まで入力（クロスなどは含まず）

躯体厚み 52.5 ㎜ + プラスターボード 12.5 ㎜＝ 65 ㎜
＊真壁がない場合、真壁厚みに数値があってもかまいません。

２ ３１

外観図 内観図（大壁）

断熱オフセット
壁芯 (柱芯 ) 壁芯 ( 柱芯 )

外側厚み 内側厚み 大壁厚み 大壁厚み

プラスターボード 12.5 ㎜

躯体厚み 105 ㎜

プラスターボード 12.5 ㎜

サイディング 16 ㎜

通気層 18 ㎜

断熱材 50 ㎜

構造用合板 9 ㎜

断熱材 100 ㎜

プラスターボード 12.5 ㎜

＊管柱 105 ㎜
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暖房床面積（有効床面積）
外壁の「内側厚み」・内壁の「真壁厚み」「大壁厚み」の設定値を考慮し、内装下地の内面で計算します。

外壁と内壁の違い

 外壁：外周の壁
 内壁：室内の間仕切り壁

＊独自の断面構成（部位ごとの断熱仕様）の入力は、
仕様入力で行います。

壁芯から石膏ボードまで
（前ページ外観図参照）

壁芯から石膏ボードまで
（前ページ内観図参照）

子供部屋とクローゼットの暖房床面積（有効床面積）

【子供部屋】
X方向｛3.640-0.1325(0.0675+0.065)｝× Y方向｛2.730-0.1325(0.0675+0.065)｝＝ 9.110731㎡

【クローゼット】
X方向｛0.910-0.13(0.065× 2)｝× Y方向｛1.820-0.1325(0.0675+0.065)｝＝ 1.31625㎡

910 3,640

2,730

9.110㎡

1.316㎡

67.5㎜

65㎜

CH：2400

CH：2400
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気積
気積は換気計画対象の部屋の内法面積に天井高さをかけて求めます。
換気計画対象の部屋の内法面積も有効床面積同様に内装下地の内面で計算します。

【子供部屋】
9.1107㎡×天井高さ2.4 ｍ＝21.865㎥

【クローゼット】
1.3165㎡×天井高さ2.4 ｍ＝3.169㎥

【補足】
子供部屋と、もう一つの子供部屋の間にある内壁を
確認してみます。

. 左側壁厚65㎜・右側壁厚65㎜

内法気積＝換気計画対象の部屋の内法面積×天井高さ

子供部屋とクローゼットの内法気積

子供部屋の平均天井高 ( 内法気積 )

クローゼットの平均天井高 ( 内法気積 )

壁の内装下地の内面

部屋

壁
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大壁・真壁の設定

オーバーハング床断熱オフセット
オーバーハングは、下図のように２階床下が外部になっている場合です。
プラン図の間取りより、オーバーハング領域があれば自動判断します

３ ４

❸大壁厚み
プラン図で部屋入力した場合、(真壁 ) が付く部屋名以外は、初期値は大壁設定です。

❹真壁厚み
真壁の厚みは、プラン図で真壁に設定した部屋が対象になります。

プラン図で (壁 ) ⇒ ( 真壁 ) を選択し、部屋の中をクリックすると、真壁になります。

真壁設定すると、部屋の内壁部分に点線が表示されます。

真壁 大壁

真壁解除
真壁

プラン図の間取りにオーバーハング領域が
ない場合は、グレー化されます。

階基準＝桁高

オーバーハング床
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基礎・床境界

「基礎・床境界」にて、基礎・床部の断熱仕様を一括設
定します。
基礎断熱（床下換気なし）、床断熱（床下換気あり）の
いずれかを選択し、建物容積を計算するために、以下
の寸法を入力します。

❶一般床領域断熱オフセット
❷土間床領域断熱オフセット
❸基礎立上り断熱オフセット
❹基礎スカート断熱オフセット

断熱タイプの選択により異なる部分がありますので、
次ページ以降をご覧ください。

基礎立ち上がり・基礎断熱オフセットのイメージ図

外断熱 内断熱 断熱材無し

外部 外部 外部

基礎断熱オフセット

２
３

１

基礎天端を基準にします。基礎パッキンは材質的にコンクリートとは異なるものと考えて、
基礎高さには含めないでください。土台と同じく外壁の構成物と考えてください。

基礎高さとは

４
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基礎断熱

基礎断熱（床下換気なし）を選択した場合は、以下の
寸法を入力します。

❶一般床領域断熱オフセット
❸基礎立上り断熱オフセット
❹基礎スカート断熱オフセット

３

１

❶一般床領域断熱オフセット 基礎底盤の鉄筋コンクリートの下に断熱材を敷く場合は、基礎天端からその断熱材
の底面（下端）までの寸法を入力します。鉄筋コンクリートの下に断熱材を敷かな
い場合は、基礎底盤の鉄筋コンクリートの下端までの寸法を入力します。

❸基礎立上り断熱オフセット 基礎の立上り部分の壁芯（柱芯）から基礎の（室内でなく外部側）外面までの寸法
を入力します。仕上にモルタルなどを塗っている場合は、安全側を考慮して仕上ま
での寸法を入力します。

❹基礎スカート断熱オフセット 「基礎スカート断熱を採用する」にチェックを付け、基礎の立上り部分の壁芯（柱芯）
からの水平距離を入力します。
水平距離に応じて、仕様入力のStep3 外皮面積で一般床が２つに分割されます。
Step2外皮断面構成にて各部位の外皮断面構成を入力してください。

基礎断熱（床下換気なし）

４

基礎断熱の入力例：全周基礎断熱（外張り+土間全面）

[ 断熱仕様 ]
基礎立上部（内側）：防蟻ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ - ﾑ 50㎜
基礎立上部（外側）：防蟻ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ - ﾑ 50㎜
土間下全面：防蟻ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ - ﾑ 100㎜

❶一般床領域断熱オフセット：730㎜
基礎天端から基礎断熱材下端まで入力

❸基礎立上り断熱オフセット：125㎜
柱芯から基礎の立上り部分の仕上まで入力
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基礎断熱の入力例：基礎内断熱（スカート断熱）

[ 断熱仕様 ]
基礎立上部（内側）：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ - ﾑ 50㎜
土間上W1000：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ - ﾑ 50㎜

❶一般床領域断熱オフセット：530㎜
基礎天端からコンクリート下端まで入力

❸基礎立上り断熱オフセット：75㎜
柱芯から基礎の立上り部分の仕上まで入力

❹基礎スカート断熱オフセット：1060㎜
基礎立上り部分の壁芯（柱芯）からの水平距離を入力

仕様入力⇒Step2外皮断面構成

仕様入力のStep2外皮断面構成にて、「15- 一般床スカート断熱あり」、「16- 一般床スカート断熱なし」の外皮断面構成
を入力してください。

仕様入力⇒Step3外皮面積

仕様入力のStep3外皮面積では、一般床が２つに分割されます。
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床断熱の入力例

床断熱

床断熱（床下換気あり）を選択した場合は、以下の寸
法を入力します。

❶一般床領域断熱オフセット

❷土間床領域断熱オフセット

❸基礎立上り断熱オフセット

床断熱（床下換気あり）

２
３

１

❶一般床領域断熱オフセット 基礎天端から床断熱材の下端までの寸法を入力します。
基礎天端を基準に下向きがプラス方向です。基礎天端より床断熱材の下端が上にな
る場合は、マイナスを入れて入力します。

❷土間床領域断熱オフセット 基礎天端から基礎底盤のコンクリート下に断熱材が敷いている場合は、その断熱材
の底面 ( 下端 ) までの寸法を入力します。
無断熱の場合は、基礎底盤のコンクリートの下端までの寸法を入力します。

❸基礎立上り断熱オフセット 基礎の立ち上がり部分の、壁芯から基礎の（室内でなく外部側）外面までの寸法入
力します。仕上にモルタルなどを塗っている場合は、安全側を考慮して仕上までの
寸法を入力します。

[ 断熱仕様 ]
基礎立上部（内側）：EPS50mm
玄関土間床全面：EPS50mm

❶一般床領域断熱オフセット：-115 ㎜
基礎天端から床断熱材下端まで入力

❷土間床領域断熱オフセット：271 ㎜
基礎天端から土間床断熱材下端まで入力

❸基礎立上り断熱オフセット：75 ㎜
柱芯から基礎の立ち上がり部分の仕上げまで入力

（左図のように断熱材が室内側にあるケース）
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窓境界
「窓境界」にて、窓・外部ドア、および屋根・庇の断熱仕様を一括設定します。

窓・外部ドアのラフ開口オフセット

窓・外部ドアについては、左図の❶～❺の寸法を入
力します。
詳細な検討が必要でない場合は、初期値のままでかま
いません。

２
１

４
５

３

玄関ドア・勝手口の種類が異なる場合は、メインとなる建具情報入力し、後ほど部材一覧より個別に変更します。
日射取得ができないドアとして、仕様入力⇒ Step3 外皮面積で計算します。

外部ドア

仕様入力⇒ Step4 窓で計算します。
燃費計算には建具のラフ開口幅が必要です。どこまでが壁で、どこからが開口部であるかを明確にするために
ラフ開口オフセットを入力します。

窓

❶ラフ開口オフセット右・左 柱芯からラフ開口幅（ROW）までの寸法を入力します。
（⇒次ページの正面図、平面図参照）

❷ラフ開口オフセット上
　 ラフ開口オフセット下

開口内法高さからラフ開口高さ（ROH）までの寸法を入力します。

❸外壁仕上オフセット 壁芯（柱芯）からサイディングなどの壁の外部仕上までの寸法を入力します。
屋根伏図で入力する庇やシャッターボックスなどの軒先までの計算に利用します。

❹外壁からガラス面平均奥行 外壁の外面からガラス面までの奥行を入力します。
PHPP の Shading シートの外壁仕上と関連し、奥行「oReveal」の計算に利用
します。

❺ラフ開口クリアランス 木製窓の場合、必要に応じて入力します。
PHPP の Shading シートの外壁仕上と関連し、水平距離「dReveal」の計算に
利用します。
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開口部の寸法等

サッシの正面図、平面図

外壁からガラス面平均奥行：外壁の外面からガラス面までの奥行きを入力してください。
外壁の外面から、建具のガラス面が少し奥にあると、庇効果（設置している壁自体が、ガラスへの日射量を遮る）が出ます。
特に、厚い壁の場合、実際、若干の効果が出てきます。

■引き違いサッシの場合：2枚のサッシの平均値を入力します。

太陽

木製サッシの場合は、必要に応じてラフ開口クリアランスを入力してください。
ラフ開口クリアランスの目的も、外壁からガラス面平均奥行きと関連しています。
斜め横から太陽光が差し込む時に、ガラスへの日射量を遮る効果が出ます。細かい話ですが、ラフ開口幅は、断熱
性能を計算するための位置・寸法・そこからどれくらい内側に、壁の角があるかを示す値として使います。少し奥
になるガラスへの斜め横からの日射量を遮る位置をラフ開口の位置からの水平距離で指定するためのものです。
＊木製サッシの場合、サッシ自体の厚みが大きいので影響があります。樹脂サッシや樹脂アルミ複合サッシの場合、
その値が小さいので、ほとんど影響ないためゼロでよいです。
＊ラフ開口クリアランス本来の用語の意味とは異なります。

ラフ開口クリアランス

■外付サッシ・半外付けサッシ場合：外壁よりも外側に出ているので、ほとんどのケースが0㎜になります。

＊外壁よりもガラス面が出ている場合は0㎜にしてください。

引き違いサッシ

半外付けサッシ 外付けサッシ

外壁の角により発生する
影の位置を知るために、
「外壁からのガラス面平均
奥行き」を入力します。

ラフ開口幅

ラ
フ
開
口
高
さ

扉 1：全体ラフ開口幅 /2扉 2：全体ラフ開口幅 /2

柱芯々距離（入力幅） ラフ開口オフセットラフ開口オフセット

窓枠見付面積

ガラス面積

ガラス周囲長

開口部周囲長
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ラフ開口オフセットの入力例

「12511」の引き違いを例に解説します。
ラフ開口オフセットを求める場合、ＲＯＷ /ＲＯＨの寸法、建具の内法寸法を技術資料より調べ、
以下のように計算して求めます。

・ラフ開口オフセット左・右
柱芯々距離：1250㎜ +逃げ幅170㎜（85+85）＝1420㎜
柱芯々距離からラフ開口幅左・右は
1420㎜－ＲＯＷ1335㎜＝85㎜
85㎜÷2箇所＝42.5 ㎜
よって「ラフ開口オフセット左・右」は42.5 ㎜

・ラフ開口オフセット上・ラフ開口オフセット下
ＲＯＨ1175㎜ - 内法寸法1100㎜＝75㎜
75㎜をラフ開口オフセット上・下にわけます。
よって「ラフ開口オフセット上」30㎜・「ラフ開口オフセット下」45㎜

柱芯々距離について
プラン図で建具を入力する際に、建具の内法幅に+170㎜足した数値を入力幅になるよう配置してください。

柱芯々距離＝入力幅＝内法開口幅＋170㎜（85㎜×2）. ＊物件概要より工法を木造にした場合

「建もの燃費ナビ」独自のルールがあり、入力幅より
-170㎜した数値が内法寸法になります。
そのため、プラン図で建具を配置する際は、内法寸法
に+170㎜足した入力幅で配置します。

■ポイント
ラフ開口オフセットを求めるには、プラン図で対象のサッシを
正確なサイズで配置することもポイントになります。

■12511の引き違い
内法寸法幅1250㎜×1100㎜
ＲＯＷ1335㎜
ＲＯＨ1175㎜

ダブルクリック

詳細情報

入力幅＝柱芯々距離

建具内法幅
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屋根・庇の軒先下がり

屋根・庇については、左図の❶、❷の寸法を入力し
ます。
詳細な検討が必要でない場合は、初期値のままでかま
いません。

２

１

❶屋根・庇の軒先下り 屋根の総仕上から破風板下端までの寸法を入力します。垂直方向に計測して入力し
てください。屋根面の日射遮蔽効果を考慮するために入力します。
勾配屋根.����� 屋根面で屋根入力した場合が対象になります。
陸屋根.������� 屋根属性を陸屋根にした場合、対象になります。
庇、土庇.����� 庇・土庇を使って屋根作成した場合、対象になります。
フラット庇.��� フラット庇を配置した場合、対象になります。

❷ケラバ軒裏面オフセット 屋根基準面から破風板下端までの寸法を入力します。開口部にかかる影を考慮する
ために入力します。
勾配屋根.����� 屋根面で屋根入力した場合が対象になります。
庇、土庇.����� 庇・土庇を使って屋根作成した場合、対象になります。

軒先の下がりは垂直方向にしか判断できないため、
軒先形状が直角の場合も垂直方向に測ってください。

お願い 日射遮蔽できているか？日射取得できているか？
を判断するために軒先の下がりを入力します。

屋根厚は、屋根伏図の面設定機能で変更・確認できます。
屋根厚は、屋根基準面から仕上面までの距離です。仕上厚+野地板厚+他下地厚+垂木高さの合計値になります。

屋根厚について
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５	 建もの燃費ナビの画面操作

部材一覧

「建もの燃費ナビ」の画面では、初期は (部材一覧 )が ONになっており、画面下側に部材一覧が表示されます。

一括設定したものと異なる部材がある場合は、部材一覧で個別に変更します。

(要素選択)にて、平面図上の部材をクリックすると、部材一覧の対象行が選択状態になります。数値をクリックすると、

変更可能です。

参照物件：次世代省エネモデル

部材一覧

要素選択

クリック

部材一覧は、初期は画面下側に表示されていますが、ツールバーの ( 部材一覧 ) により表示・非表示を

切り替えることができます。「ツール」⇒「部材一覧」でも切り替え可能です。

部材一覧の表示切替

部材一覧：個別に厚みなどの確認・変更ができます。

左
側
壁
厚

右
側
壁
厚

＊画面に表示しているプラン図から要素選択すると、連動して
部材一覧の対象要素行も選ばれ色が変わります。

＊壁を要素選択で選択した場合、矢印が表示します。（右図）
　矢印の先端方向を基準に左側壁厚・右側壁厚になります。

タブで部材
種類を切り
替えます。
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仕様パターン
部材一覧の「部屋」、「壁」、「屋根」タブに、「仕様パターン」の設定があります。
断熱仕様を一部変えたい面がある場合に設定してください。

外壁の設定例
通常、外壁は東・西・南・北の方位に分けて集計し、初期は全て「壁パターン1」に設定されています。
平面図上の別の断熱仕様にしたい外壁をクリックすると、「壁」タブの該当行が選択状態になりますので、仕様パターンを
「壁パターン2」に設定してください。

(仕様入力 )⇒ Step3では、パターンごとに面積が集計され、別の断熱仕様を割り当てることができます。

仕様パターン

パターンの追加、削除
いずれのタブの仕様パターンも、初期は３パターンから選択できるようになっています。
プルダウンメニューの「パターン追加、削除」をクリックすると、「仕様パターン追加、削除」画面が表示され、パターン
の追加や削除ができます。
「設定」⇒「仕様パターン追加、削除」でも、追加、削除が可能です。

仕様入力⇒Step3

壁パターン2
パターンごとに集計

クリック

＊「壁」タブにて、「壁パータン2」に設定します。

＊各No. の名称のセルをダブル
クリックすると、パターン名称
を変更することができます。
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外壁の厚みが異なる場合
平面図上の厚みを変更したい壁をクリックします。または、部材一覧の「壁」タブを表示し、該当の壁を選択します。
部材一覧の厚みを変更したいセル（「外壁断熱オフセット」、「左側壁厚」など）をクリックすると、数値変更できますので、
任意の数値を入力してください。

クリック

手入力で厚みを変更

庇の出幅が異なる場合
庇の出幅を変更する場合は、「窓庇等」タブに切り替え、変更したい「外壁面からの出幅」をクリックすると、数値変更できます。
任意の数値を入力してください。

庇の出幅が異なる
窓庇等

手入力で出幅を変更
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２階が屋根断熱 ( 勾配天井 )・１階が天井断熱（水平天井）の場合
屋根境界で屋根断熱（勾配天井）に設定します。（一番多く使う仕様を屋根境界では設定します。）
平面図上の変更したい屋根をクリックします。または、部材一覧の「屋根」タブを表示し、該当の屋根を選択します。
「勾配屋根断熱方法」を「天井断熱（水平天井）」に変更します。

屋根境界により一括設定の状態

全て「屋根断熱（勾配天井）」

クリック

「天井断熱（水平天井）」に変更
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屋根断熱（水平天井）と屋根断熱（勾配天井）が混在する場合
以下の手順で設定します。

勾配天井

水平天井

１）屋根伏図：屋根面の分割
面変形の屋根面分割を使い、２階の屋根を水平天井と勾配天井の
境目の位置で分割します。

２）プラン図：水平部の天井高設定
Bedroomを選択した状態で右クリックします。
スマートメニューより天井高さを変更します。

３）建もの燃費ナビ：屋根断熱 (水平天井 )の設定
Bed.roomの屋根の勾配屋根断熱方法を「屋根断熱 (水平天井 )」
に変更します。

上記以外に、全て屋根断熱（水平天井）にして、計算モード側で数量
補正する方法もあります。

１）屋根伏図：屋根面の分割

① (面変形 ) をクリック

② (屋根面分割 )をクリック

③ (矩形配置 )をクリック

④起点－終点の２点を指示して分割
⑤分割する屋根面をクリック
＊この例では、南側の屋根面を
クリックします。1

2

3

起点

終点

4

5
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２）プラン図：水平部の天井高設定

３）建もの燃費ナビ：屋根断熱 ( 水平天井 ) の設定

①Bedroomを選択した状態で右ク
リック

②スマートメニューの天井高に
「2400」㎜と入力
＊スマートメニューの天井高と高
さ設定の一覧の天井高さは連動
します。

①「境界入力」⇒「屋根境界」を設定
＊「屋根断熱（水平天井）」を選択
します。

＊既に、「屋根境界」の一括変更を
行い、個別に部材一覧より変更
した場合は、一括変更を行う時
に、「未設定のみ設定」を選択し
てください。

②部材一覧の「屋根」タブをクリック
③勾配屋根断熱方法を「屋根断熱（勾
配天井）」に変更

1 右クリック

2

2

３

１
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FIX+ 片開きを入力した場合
FIX+片開きの扉枚数は、自動で枚数を処理しないため、お手数ですが手動で変更してください。
FIX+片開きを1枚で入力すると、扉枚数は、初期値1枚になりますので、手動で2枚に変更してください。
FIX+片開きを2枚で入力すると、扉枚数は、初期値2枚になりますので、手動で3枚に変更してください。

プラン図

FIX+ 片開き：1 枚

FIX+ 片開き：2 枚

建もの燃費ナビ
以下のいずれかの方法で、扉枚数を変更します。

・平面図上の変更したい窓をクリック、または、部材一覧の「窓」タブから該当の窓を選択し、扉枚数を変更します。
・平面図上の変更したい窓をダブルクリックし、窓設定の扉枚数を変更します。

扉枚数

窓

ダブルクリック
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3D 確認

(3D確認 ) をクリックすると、別ウィンドウで建物が3D表示されます。

3D 確認のマウス操作
「設定」⇒「回転中心」の設定により、以下のようになります。

　■ 物体中心    　  ■ 視点中心
マウス操作 動作 ポインタ マウス操作 動作 ポインタ マウス操作 動作 ポインタ マウス操作 動作 ポインタ

左ドラッグ 建物中心回転
Shift＋
左ドラッグ

視点中心回転 左ドラッグ 視点中心回転
Shift＋
左ドラッグ

建物中心回転

右ドラッグ
建物回転
視点位置移動

Shift＋
右ドラッグ

視点位置移動 右ドラッグ 視点位置移動
Shift＋
右ドラッグ

建物回転
視点位置移動

中ドラッグ 上下左右移動
Shift＋
中ドラッグ

上下左右
視点位置移動

中ドラッグ
上下左右
視点位置移動

Shift＋
中ドラッグ

上下左右移動

表示部材
表示部材により、３D表示する部材を特定できます。
チェックボックスのON/OFF で切り替えたり、上部の欄をクリックして表示されるリストから選択して切り替えることが
できます。

3D 確認

外皮のみ表示 内法気積のみ表示
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日射影響
隣家を入力することにより、建物にかかる影を考慮、周辺の立地条件による日射遮蔽効果を計算することができます。

隣家がある場合は、 (日射影響 )にて、隣家の棟の位置を入力し、部材一覧の上端高さを直接入力します。

7980 隣家

① (日射影響 )をクリック

②隣家の棟の位置を、起点－終点で指示
③部材一覧の「日射影響」タブを選択
④上端高さを入力

正確な位置に隣家を配置する場合は「補助線」を引きます。

３

起点 終点
２

４

１
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６	 仕様入力

外皮仕様と設備仕様を入力します。
入力した仕様はテンプレートとして保存し、別の物件で読み込んで利用することができます。

(仕様入力 )をクリックすると、仕様入力の処理選択画面が表示されます。

仕様入力

( 新規作成 )	������������������仕様を一から作成します。Step ごとにプルダウンメニューから選択したり、
数値を入力したりして仕様を設定します。

(テンプレートから作成 )	������登録済みのテンプレートを利用して、仕様を作成します。

(開く )	����������������������保存されている仕様を開きます。以前保存した仕様を活用できます。
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新規作成
Step ごとにプルダウンメニューから選択したり、数値を入力したりして仕様を設定します。

① (新規作成 )をクリック

＊「仕様入力」の「Step1	基本設定」画面が表示されます。
②各項目ごとに必要な情報を入力し、「次へ＞」をクリック
＊「Step2	外皮断面構成」画面に移動します。画面左の「Step2	外皮断面構成」をクリックしてもかまいません。
　「＜戻る」をクリックすると、一つ前のStep の入力画面に戻ります。
＊画面左側の各Step をクリックしても画面を切り替えることができます。

③「Step9	一次エネルギー消費」まで必要な情報を入力し、「入力チェック」をクリック
＊未入力項目がないかチェックが実行され、未入力がある場合は、「入力チェック」画面が表示されます。
　（⇒次ページへ）

１

２

Step の切替

３

プラン図などを変更した際は、「プラン
情報一括取込」をクリックすることで、
プラン情報をもとに自動入力している
箇所の情報を一括で更新できます。
各項目にある「プラン情報取込」は、
一括ではなく、該当項目のみが対象と
なります。

プラン情報一括取込
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入力チェック
「入力チェック」をクリックすると、未入力項目がないかチェックが実行されます。
未入力がある場合は、一覧に該当箇所が表示されます。
行をダブルクリックすると該当する入力欄が表示されますので、項目を入力してください。

ダブルクリック

入力チェック
該当の未入力項目

未入力項目を全て入力した状態で「入力チェック」をクリックすると、「未入力項目はありませんでした。」と表示されます。
この状態で「名前を付けて保存」、または「保存」をクリックします。
「保存する仕様名の設定」に進みます。（⇒次ページへ）

入力チェック (OK)

保存



建もの燃費ナビ　基本操作マニュアル

56

名前を付けて保存
入力チェックで未入力項目がないことを確認後、仕様を保存します。
「名前を付けて保存」、または「保存」をクリックすると、「保存する仕様名の設定」が表示されますので、仕様名を入力して「OK」
をクリックしてください。

上書き保存

保存済みの仕様を (開く ) から仕様を読み込んだ場合は、上書き保存が行えます。

必要に応じて「上書き保存」または「名前を付けて保存」を行ってください。

名前を付けて保存

上書き保存

一覧に表示
仕様名を入力

保存した仕様は一覧に表示され、 (開く ) で読み込むことができます。

また、保存した仕様を (テンプレートから作成 )でテンプレートとして利用することができます。

保存
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テンプレートから作成
使用頻度の高い仕様は、テンプレートとして保存しておくことで、入力の手間を省くことができます。

( 新規作成 ) で保存した仕様をテンプレートとして登録します。

テンプレートは、「外皮仕様」と「設備仕様」を別々に登録できます。

外皮仕様と設備仕様のテンプレートには、右表の Step で入力
した情報が含まれます。
Step1 基本設定、Step5 ヒートブリッジは、テンプレートと
して保存できません。

「外皮仕様」と「設備仕様」

外皮仕様 Step2 外皮断面構成
Step3 外皮面積
Step4 窓
Step6 床形状

設備仕様 Step7 換気
Step8 照明
Step9 一次エネルギー消費

テンプレートとして登録

( 新規作成 ) で仕様を設定後、「名前を付けて保存」を実行済みであることを前提に説明します。

①仕様入力の処理選択画面の「テンプレート編集」をクリック
＊「テンプレート編集」画面が表示されます。

②「仕様から取込」をクリック
＊「テンプレートとして取込」画面が表示されます。

③一覧から該当する仕様を選択し、「外皮仕様取込」をクリック
＊「テンプレート編集」画面に戻り、一覧に外皮仕様がテンプレートとして登録されます。
＊設備仕様のみをテンプレートとして登録する場合は、「外皮仕様取込」を省略してもかまいません。

④続けて設備仕様もテンプレートして登録する場合は、「仕様から取込」をクリック
＊「テンプレートとして取込」画面が表示されます。

⑤一覧から該当する仕様を選択し、「設備仕様取込」をクリック
＊「テンプレート編集」画面に戻り、一覧に設備仕様がテンプレートとして登録されます。
＊外皮仕様のみをテンプレートとして登録する場合は、「設備仕様取込」を省略してもかまいません。

１

保存済みの仕様
３ ５

２ ４
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テンプレートを利用
登録済みのテンプレートを利用して、仕様を作成します。

① (テンプレートから作成 )をクリック

＊「テンプレート選択」画面が表示されます。
②一覧から外皮仕様と設備仕様のテンプレートをそれぞれ選択し、「新規作成」をクリック
＊選択したテンプレートが取り込まれた状態で「仕様入力」画面が表示されます。
＊以降の操作は、新規作成と同じです。

１

空のテンプレート
テンプレートを利用する仕様は、外皮仕様、設備仕様のいずれか一方でもかまいません。
テンプレートを利用しない仕様は、「空のテンプレート」を選択します。

外皮仕様、設備仕様の両方を「空のテンプレート」にした場合は、 (新規作成 )と同じになります。

２
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テンプレートの編集、削除
「テンプレート編集」画面にて、保存済みのテンプレートの編集、削除が可能です。

保存済みの仕様を開く
保存されている仕様を開きます。以前保存した仕様を活用できます。

一覧から対象の仕様をダブルクリックまたは、対象の仕様を選択し (開く ) をクリックします。

予め保存された仕様が入力された状態で「仕様入力」画面が表示されます。
以降の操作は、新規作成と同じです。

編集
保存されているテンプレートを選択し、「編集」ボタンをクリッ
クすると、対象のテンプレート内の情報が編集できます。

削除
削除したいテンプレートを選択し、「削除」ボタンをクリック
すると、対象のテンプレートを削除できます。

ダブルクリック
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Step1 基本設定

Step1では、建物の基本情報と数量補正を入力します。

建物基本情報

物件名 物件名を設定します。
物件管理のプラン名が初期値として入力されています。
PHPPの計算結果シートに出力されます。

郵便番号 建築地の郵便番号を上3桁と下4桁に分けて入力します。
郵便番号を入力すると、都道府県、都市名、地名が自動入力されます。
PHPPの計算結果シートに出力されます。

都道府県、都市名 建築地の都道府県、都市名を入力します。郵便番号を入力すると自動入力されます。
PHPPの計算結果シートに出力されます。

地名地番 建築地の地名地番を入力します。郵便番号を入力すると地名まで自動入力されますので、地番
を入力します。
PHPPの計算結果シートに出力されます。

竣工年 [年 ] 竣工年を設定します。現在の西暦が自動入力されますので、必要に応じて編集してください。
PHPPの計算結果シートに出力されます。

建設地.標高 [m] 建築地の標高を入力します。
選択した気象データの地点の標高と異なる場合は、PHPPの外気温度で調整されます（標高
が100m上がるごとに外気温度は0.6K低下）。

(外部環境 )の建築地.標高を初期値として入力します。

エネルギー
コンサルタント

エネルギーコンサルタントの氏名を設定します。
PHPPの計算結果シートに出力されます。
メニューバー「設定」⇒「デフォルト設定」で初期値を設定できます。

省エネ建築診断士 ID 省エネ建築診断士 IDを設定します。
PHPPの計算結果シートに出力されます。
メニューバー「設定」⇒「デフォルト設定」で初期値を設定できます。

土壌
熱伝導率λ [W/(mK)] 土壌熱伝導率を設定します。 (外部環境 )の土壌の熱伝導率λが自動入力されます。

土壌
熱容量ρ c[MJ/(m3K)] 土壌熱容量を設定します。 (外部環境 )の土壌の熱容量ρ cが自動入力されます。

地域区分
地域区分を設定します。 (外部環境 )の地域区分が自動入力されます。

（次ページに続く）
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数量補正
「CAD 数量」は、入力済みの CAD データ（プラン図、屋根伏図、高さ設定）から自動計算した値です。
必要に応じて「加算」、「減算」に数値を入力し、補正します。

内法気積 [m3] 「部屋の内壁に囲まれた面積（有効床面積）」×「天井高さ」で算出した値です。
PHPP の Ventilation シートの気密測定時の気積に出力されます。

暖房床面積
（有効床面積）[m2]

部屋の内壁に囲まれた面積を指します。有効床面積とも呼ばれます。
PHPP の Areas シートなど複数個所に出力されます。

近似 Q 値・C 値用床面積
（仮想床面積）[m2]

天井高 2.1 ｍを超える範囲の床面積（壁芯基準）の値です。
吹き抜けや階段なども仮想床面積に含めます。
PHPP の計算結果シートの近似 Q 値・C 値の計算に利用します。

近似 Q 値用気積 [m3] 近似 Q 値の計算時に利用される気積です。
PHPP の計算結果シートの近似 Q 値の計算に利用します。

水平投影面積
（フットプリント）[m2]

建物を上空から水平に見下ろした面積です。
PHPP の Areas シートに出力されます。

基礎外周長 [m] 基礎の外周長さです。
PHPP の Ground シートに出力されます。

建物蓄熱性能
（有効床面積 1 ㎡当たり）
［Wh/K］

冷暖房需要に影響する蓄熱性を以下を目安に有効床面積 1 ㎡当たりの数値で設定します。

（境界入力）の基礎・床境界で設定した断熱パターンに応じた数値が自動入力されます。

PHPP の Ventilation シートに出力されます。

・木造（床断熱）     60
・木造（基礎断熱）  84
・参考：混構造　 132
・参考：RC 造　  204

気象データ
種類、地域、地点を設定します。 ( 外部環境 ) の気象データが自動設定されます。

計算条件 燃費計算結果を判定する基準を「建もの燃費ナビ基準」、「パッシブハウス基準」、「任意指定」
のいずれかに設定します。

「任意設定」に設定した場合は、冷房設定温度、暖房設定温度、許容絶対湿度を設定します。
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Step2 外皮断面構成

Step2 では、各部位の外皮断面構成（断熱材と厚み）
を入力します。
まず、部位をプルダウンメニューから選択します。
選択した部位に応じて、表面熱抵抗が設定されます。

＊部位は、「編集」をクリックすると名称変更や
追加が行えます。

部位
プルダウンメニューから設定する部位を選択します。
CAD 入力にないものは、設定しても数量を拾わないので対象になりません。必要な部位だけ設定してください。

01- 屋根（勾配） 屋根断熱（勾配天井）の断面構成を入力します。
02- 外壁 外壁の断面構成を入力します。
03- 一般床 一般床の断面構成を入力します。土間床、外部領域以外の全ての部屋属性が対象

となります。
基礎断熱の場合：床仕上から基礎断熱材下端もしくは、コンクリートの底面まで
入力します。
床断熱の場合：床仕上げから床断熱下端まで入力します。

04- 基礎外周（地上） GL より上、基礎立ち上がり部の断面構成を入力します。
05- 基礎外周（地中） GL より下、基礎立ち上がり部の断面構成を入力します。
06- 土間床（玄関） 玄関属性を入力した場合、断面構成を入力します。
07- オーバーハング 床部 オーバーハング床がある場合に断面構成を入力します。

下階よりも上階が張り出しされた場合に床面の断面構成を入力します。
08- 天井断熱（水平天井）部 天井断熱を使用している場合に断面構成を入力します。
09- 陸屋根下 陸屋根がある場合に入力します。
10- バルコニー下 バルコ二ーの下が断熱領域の場合に入力します。
11- 外部廊下下 外部廊下の下が断熱領域の場合に入力します。
12- 土間床（勝手口） 勝手口属性の部屋入力した場合、断面構成を入力します。
13- 土間床（浴室） 浴室属性の部屋入力した場合、断面構成を入力します。
14- 土間床（その他） 「玄関」「浴室」「勝手口」属性以外の土間属性を使っている場合に入力します。
15- 一般床スカート断熱あり スカート断熱がある一般床の断面構成を入力します。
16- 一般床スカート断熱なし スカート断熱がない一般床の断面構成を入力します。
17- ～ 20- ※未定義 構成が２種類以上ある場合や複雑な形状でプラン図等で入力できない場合に活用

します。「編集」をクリックして部位名を入力してから、断面構成を入力します。

表面熱抵抗
部位の選択に応じて、初期設定されますが、変更も可能です。

「外皮の方位」と「外部条件」を選択することで、「室内側」と「外気側」の値が自動入力されます。

外皮の方位 ････上方向「1- 屋根」、水平方向「2- 外壁」、下方向「3- 床」のいずれかを選択します。
外部条件 ･･････外皮が接する外部条件を、「1- 外気」「2- 地盤」「3- 通気層」のいずれかから選択します。

部位 表面熱抵抗
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断面構成
部位の選択⇒表面熱抵抗の設定後、断面構成を設定します。
各部位ごとに最大8つまでの断面構成を設定できます。1つの断面構成には、材料A、B、Cの最大3つまで設定できます。
断面構成は、断熱層の外面までを上から順に、室内側から外気側の材料を入力します。

「01- 屋根（勾配）」に「吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 3」を 160 ㎜入力する例
①部位（ここでは、「01- 屋根（勾配）」）をプルダウンメニューから選択
②表面熱抵抗を確認
＊部位の選択に応じて初期設定されますが、変更も可能です。
＊変更する場合は、「外皮の方位」と「外部条件」をプルダウンメニューから選択します。

③断面構成の黄色セル（１行目の材料Aのセル）をダブルクリック
＊「材料一覧」画面が表示されます。
＊黄色セルをクリックし、「一覧から選択して材料入力」をクリックしてもかまいません。

④目的の材料（ここでは「吹付け硬質ウレタンフォームA種3」）をダブルクリック
＊目的の材料を選択し、「OK」をクリックしてもかまいません。
＊「材料一覧」画面が閉じられ、１行目の材料Aのセルに選択した材料名と熱伝導率λが入力されます。
＊一つの層に複数の材料が存在する場合は、材料B、Cを同様の操作で入力します。

⑤厚みの黄色セルをクリックし、厚み（ここでは「160」）を直接入力
＊材料A、B、Cの合計の厚みを入力します。
＊半角数字で入力します。少数第一位まで設定できます。
＊これで、１行目の入力は完了です。

必要に応じて、断面構成の2行目以降の材料と厚みを入力します。合計厚み、U値は自動入力されます。
材料B、Cを入力している場合は、それぞれの幅比率を部位ごとに計算して数値を入力します。
同様に、他の部位も断面構成の設定を行います。

１
２

３

４

ダブルクリック

ダブルクリック

５

幅比率は各断面構成ごとに計算して求め
直接入力してください。
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入力済みの材料を削除したい
入力済みの材料や数値を削除する場合は、目的のセルを選択し、キーボードの［delete］キーを押します。

手動入力も可能
目的のセルを選択し、キーボードの [F2] キーを押す、または右クリックメニューの「編集」を選択すると、直接入力モー
ドに切り替わります。 入力済みのセルの場合は、自由に編集できます。
数値が入力されているセルは、ダブルクリックで直接入力モードに切り替わります。

同じ部材だけれども異なる断面仕様にしたい
同じ部位で異なる断熱仕様を使いたい場合は、編集をクリックし、部位の名称を追加（例：一般床２）し、異なる断熱構成
を設定してください。

材料B、材料Cを使用する場合とは？
１つの層に複数の材料が存在する場合に、材料Ｂや材料 C を使用します。
例えば、１つの層内に一部、木材を含む場合、材料Ａに断熱材を設定し、材料Ｂに木材を設定します。
材料Ｂの幅比率には、％値を計算して入力します。
材料Ｂと異なる比率で別の材料が含まれる場合には、材料Ｃに材料を入力し、材料Ｃの幅比率を入力します。

熱橋部：垂木 ( 登り梁 )・野縁の幅 105 ㎜ @910 の場合
　（105 ÷ 910）× 100% ＝ 11.538
　　⇒材料Ｂの幅比率 11.5%

熱橋部：垂木・野縁の幅 45 ㎜＠ 455 の場合
　（45 × 2 ÷ 910）× 100% ＝ 9.890
　　⇒材料Ｃの幅比率 9.9%

910 ㎜

910 ㎜

105 ㎜ 105 ㎜

45 ㎜ 45 ㎜ 45 ㎜

熱橋部（木材）熱橋部（木材）

天井
GBR-9.5 下地クロス

屋根断熱
グラスウールボード
32K 300t（100 × 3）

11.5 9.9

屋根断熱の熱橋部　幅比率の設定例
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材料一覧

「材料一覧」画面では、「断熱材」と「一般部材」をタブで切り替えて表
示でき、いずれもダブルクリックで選択できます。
「システム」には、あらかじめ主要な材料を登録していますが、「材料編
集」から新しい材料を追加したり、使用頻度の高い材料をお気に入りと
して登録したりできます。
新しく追加した材料は、「ユーザー」に切り替えると表示されます。
お気に入りに追加した材料は、「お気に入り」に切り替えると表示され
ます。

材料を追加
①「材料編集」をクリック
＊「材料編集」画面が表示されます。

②カテゴリーをプルダウンメニューから選択
③材料名、熱伝導率を直接入力
④「追加」をクリック
＊材料一覧の「ユーザー」を選択すると、追加された材料が断熱
材または一般部材のタブに追加されます。

追加した材料を変更
変更できる材料は、「ユーザー」に登録されている材料が対象となります。

①「ユーザー」をクリックし、目的の材料をクリック
＊選択した材料は水色で表示されます。

②「材料編集」をクリック
＊「材料編集」画面に選択した材料が表示されています。

③カテゴリー、材料名、熱伝導率を編集し、「変更」をクリック
＊材料一覧の「ユーザー」に登録されていた材料が変更されます。
＊内容を編集後、「追加」をクリックすると、変更前の材料を残し、別の材料として追加されます。
　内容を編集後、「お気に入り」をクリックすると、登録済みの材料を変更すると同時に、変更した材料をお気に入
りとして登録します。
＊追加した材料を削除する場合は、「ユーザー」をクリックし、目的の材料を選択後、「材料編集」から「削除」をクリッ
クします。同じ材料がお気に入りに登録されてる場合は、お気に入りからも削除されます。

材料をお気に入りに登録
「システム」、及び「ユーザー」に登録されている材料を、お気に入りに登録することができます。

①目的の材料をクリック
＊選択した材料は水色で表示されます。

②「材料編集」をクリック
＊「材料編集」画面に選択した材料が表示されています。

③カテゴリー、材料名、熱伝導率を編集し、「お気に入り登録」をクリック
＊材料一覧の「お気に入り」に登録されます。
＊お気に入りから削除する場合は、「お気に入り」をクリックし、目的の材料を選択後、「材料編集」から「お気に入
り解除」をクリックします。お気に入りから削除しても、「システム」、及び「ユーザー」には残ります。
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静止空気層の熱伝導率計算
　①いずれかのセルをクリック
②「伝導率補助入力…（静止空気層）」をクリック
＊「【補助計算ツール】静止空気層の熱伝導率計算」画面が表示されます。

③静止空気層の厚みを入力
＊半角数字で入力します。少数第一位まで設定できます。

④熱の伝導方向を選択
＊対流による熱交換 ha、放射による熱伝達 hr、静止空気層の熱伝導率λは、自動計算されます。
　厚みと方向により、値は異なります。

⑤「OK」をクリック

断熱効果を発揮する静止空気層とみなすには、室内や屋外との空気の出入りが一切なく、完全に密閉
されていることが条件です。

静止空気層には他の材料と異なり、１つの静止空気層では50㎜程度以上になると、厚みが増しても
熱貫流率は、ほとんど上がらないという特性があります（２つの静止空気層の間に仕切りがある場合
には熱貫流率は上がります）。そのため、静止空気層の連続入力は計算対象外としています。

連続した静止空気層は計算対象外

一般的に静止空気層は50㎜以上になると、厚みが増しても、熱抵抗値がほとんど上がらないという
特性があります。PHPPでは20㎜程度を上限とする厳しい計算をしています。

PHPP 水平方向の静止空気層の厚みと熱抵抗値

１

２

３

４

５

静止空気層の行



建もの燃費ナビ　基本操作マニュアル

67

静止空気層の入力例
部位を「03- 一般床」に設定し、静止空気層を入力した例です。

《一般床材料》
合板15㎜
構造用合板28㎜
大引き105㎜
床下空間400㎜
鉄筋コンクリート150㎜

《断熱仕様》
基礎立上部（外側）50mm

03- 一般床

OK

NG

静止空気層には他の材料と異なり、１つの静止空気層では50㎜程度以上になると、厚みが増しても
熱貫流率は、ほとんど上がらないという特性があります。（⇒前ページ参照）
そのため、静止空気層の２連続入力は計算対象外としています。
（２つの静止空気層の間に仕切りがある場合には、熱貫流率は上がります。）

静止空気層の２連続入力は建もの燃費ナビでは計算対象外
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Step3 外皮面積
Step3 では、建物の入力（プラン図、屋根伏図、高さ設定）の情報をもとに、各部位ごとに外皮面積を算出します。

面積設定
外皮名 外皮名を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。
分類 No 外皮分類番号を入力します。

1)　有効床面積
2)　北側開口部
3)　東側開口部
4)　南側開口部
5)　西側開口部
6)　水平開口部
7)　玄関ドア
8)　外壁 - 外気と接する
9)　外壁 - 土中に接する
10) 屋根・軒天 - 外気に接する
11) 地盤に面する床、地下室の天井
12 ～ 14）ユーザーが定義できるグループ

分類項目 外皮名と分類 No から自動入力されます。
数量 外皮面の数量を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。
ａ、ｂ（計算式） 外皮面が長方形の場合、縦横の値を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。
加算値（計算式） 外皮面積に加算する値を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。

外皮面が長方形・正方形以外の場合、ａ、ｂを「0」として外皮面積を直接入力します。
減算値（計算式） 外皮面積を減算する場合に値を入力します。
面積（計算式） 外皮面積を表示します。計算式（ａ×ｂ + 加算値 - 減算値）を自動計算しています。
外皮断面構成 外皮断面構成を選択します。Step2 外皮断面構成で入力した外皮断面構成がプルダウンメニュー

で表示されます。入力済みのプラン情報から自動入力されます。
U 値 断熱種類をもとに、熱貫流率を表示します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。

但し、最上行の「玄関ドア」は、黄色セルをダブルクリックし、直接入力してください。
北からの方位角 北からの方位角を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。

北＝ 0°
北東＝ 45°
東＝ 90°
南東＝ 135°
南＝ 180°
南西＝ 225°
西＝ 270°
北西＝ 315°

（次ページに続く）

＊上の画面は、項目全体が表示されるように、 でドラッグして幅調整しています。

ドラッグ
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水平面からの傾斜角 外皮面に対して垂直な線と天頂との角度を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力され
ます。

GL に対して水平な屋根＝ 0°
GL に対して垂直な壁＝ 90°

日射遮蔽係数 外皮面の影の影響を係数で示し、日射が全く遮蔽されていない場合を１として入力します。
初期値は 0.4（影多い）が入力されます。
屋根の表面は 1 になります。

「外皮（熱吸収・熱放射・影の影響）変更」をクリックし、一括変更が可能です。（⇒ P70 参照）

田舎、郊外にある建物（隣接する建物に囲まれない）　1.0
市街地にある建物　0.4
大きな屋根が張り出しがある建物　0.4
日射が全く当たらない建物　0

 
断熱性の高い建物の場合、外皮面に対する日射の影響はそれほど大きくないため、この低減係数
を詳細に計算する必要はありません。
正確な計算が必要な場合は、エキスパートモードにて出力後、Windows シートおよび Shading
シートで行ってください。

外皮吸収係数 外皮面の熱吸収の影響を反映した値を入力します。初期値は 0.7 が入力されます。
「外皮（熱吸収・熱放射・影の影響）変更」をクリックし、一括変更が可能です。（⇒ P70 参照）
0（反射コーティング / 鏡）～ 1（真っ黒な外皮面）の範囲で指定します。

■通常値：屋根瓦　0.8
　　　　白いしっくい壁　0.4

 
■太陽光に含まれる不可視光線を反射できる特別な塗料の場合は、外皮面の外観を変えずに熱

吸収係数を下げることができます。
白い塗料の場合は、熱吸収係数を 0.1 まで下げることができます。

■熱吸収係数の代わりに反射係数を適用
熱吸収係数の代わりに、製品ごとに測定された特性値として反射係数の情報が提供されてい
る場合があります。PHPP では、反射係数をもとに熱吸収係数を算出し使用できます。

　　　　計算式　（熱吸収係数）＝１－（反射係数）
外皮放射係数 夜間放射または寒い日の上空に対する外皮面からの熱放射の影響を反射した値を入力します。

初期値は 0.9（マット）が入力されます。
最も一般的に使用されている建材の熱放射係数は 0.9 です。コーティングされていない金属の値
は、風雨にさらされている場合には 0.15 です。

「外皮（熱吸収・熱放射・影の影響）変更」をクリックし、一括変更が可能です。（⇒ P70 参照）

■赤外線の放射周波数帯域の輝度とは異なります。
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外皮 ( 熱吸収・熱放射・影の影響 )変更
「外皮（熱吸収・熱放射・影の影響）変更」をクリックすると「外皮の熱吸収・熱放射」画面が表示されます。
外皮吸収係数・外皮放射係数・日射遮蔽係数を、外壁、勾配屋根、陸屋根、屋上バルコニー、オーバーハング床のそれぞれ
について値を設定し、一括で変更することができます。
それぞれの項目について、 を付け、「OK」をクリックします。

外皮吸収係数
次のいずれかを選択します。

遮熱塗料 �����遮熱塗料付き。熱吸収率は 0.1 に設定されます。
値 �����������遮熱塗料なし。熱吸収率の値を直接入力します。半角数字で入力し、少数第二位まで設定できます。
色 �����������遮熱塗料なし。指定した色から熱吸収率を自動で入力します。

外皮放射係数
次のいずれかを選択します。

光沢 ���������光沢がある素材。熱放射率は 0.15 に設定されます。
マット �������マットな素材。熱放射率は 0.9 に設定されます。
値 �����������その他素材。熱放射率の値を直接入力します。半角数字で入力し、少数第二位まで設定できます。

日射遮蔽係数
次のいずれかを選択します。屋根系は「影なし」とみなします。

影なし �������影なし。影の影響の係数は 1.0 に設定されます。
影少ない �����田舎や校外。影の影響の係数は 0.7 に設定されます。
影多い �������市街地や大きな屋根がはり出す。影の影響の係数は 0.4 に設定されます。
値 �����������その他。影の影響の係数を直接入力します。半角数字で入力し、少数第二位まで設定できます。

外皮（熱吸収・熱放射・影の影響）変更
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Step4 窓

Step4 では、建物の入力（プラン図、屋根伏図、高
さ設定）の情報をもとに、窓の性能を入力します。
表示フィルタにて、以下の表示を切り替えます。

(1) 窓基本情報
(2) 庇、影の影響入力 ( 通年 )
(3) 日射遮蔽入力 ( 夏限定 )

共通項目
いずれも入力済みのプラン情報から自動入力されます。

階層 窓が設置されている階層を入力します。
部屋名 窓が設置されている部屋名を入力します。
窓名 窓名を入力します。
窓種類 窓の種類を自動表示します。
数量 窓の数量を入力します。
方向 窓の方向を自動表示します。

北　＝ 0°
北東＝ 45°
東　＝ 90°
南東＝ 135°
南　＝ 180°
南西＝ 225°
西　＝ 270°
北西＝ 315°

水平角度 水平面に対する窓の傾斜角が自動表示されます。
「(2) 庇、影の影響入力 ( 通年 )」では項目は表示されません。

水平な屋根にある窓＝ 0°
垂直な壁にある窓＝ 90°

表示フィルタ



建もの燃費ナビ　基本操作マニュアル

72

(2) 庇、影の影響入力 ( 通年 )

日射影響
窓にかかる日射影響についてプルダウンメニューから「自動計算」または「数値指定」を選択します。
「自動計算」は、入力済みのプラン情報から自動入力されます。
「数値指定」は、高低差と水平距離の値をそれぞれ直接入力します。

高低差 影となる窓のガラス面の最下端から遮蔽物の最高点までの鉛直距離 (高さ ) を入力します。
水平距離 影となる窓のガラス面から遮蔽物の最高点までの水平距離を入力します。

外壁仕上げとガラス面の関係
外壁の仕上げ面とガラス面の位置関係について設定します。

奥行き 外壁の仕上げ面からガラス面までの平均距離を入力します。

(境界入力 )⇒窓境界で入力した値が自動表示されます。

ラフ開口クリアランス 木製窓の場合、必要に応じてラフ開口のクリアランスを入力します。

(境界入力 )⇒窓境界で入力した値が自動表示されます。水平距離の計算に利用します。

水平距離 窓側面の平均フレーム幅（外壁の仕上げ面からガラスの縁までの距離）からラフ開口クリアラン
スを引いた値が表示されます。
プルダウンメニューから「自動計算」または「数値指定」を選択できます。
「自動計算」は、ラフ開口クリアランスと入力済みのプラン情報から自動計算します。
「数値指定」は、値を直接入力します。

庇相当物
窓の庇相当物についてプルダウンメニューから「自動計算」または「数値指定」を選択します。
「自動計算」は、入力済みのプラン情報から自動入力されます。
「数値指定」は、高低差と水平距離の値をそれぞれ直接入力します。

水平距離 庇相当物の出幅にガラス外表面から外壁の仕上げ面までの距離を足した値（オーバーハング長さ）
を入力します。

高低差 庇相当物とガラス面上端との距離（オーバーハング間隔）入力します。

(1) 窓基本情報

ラフ開口寸法　幅・高さ 窓のラフ開口の幅と高さの寸法を入力します。入力済みのプラン情報から自動入力されます。
取り付け対象 窓が設置されている外皮面を選択します。Step3外皮面積で入力した外皮面が候補としてプ

ルダウンメニューで表示されます。入力済みのプラン情報とStep3外皮面積の情報から自動
入力されます。

ガラス種類 窓に取り付けるガラスの種類をプルダウンメニューから選択します。
「窓性能（ガラス・枠・遮蔽物）変更」をクリックし、一括変更が可能です。（⇒P74参照）

枠種類 窓に取り付ける枠の種類をプルダウンメニューから選択します。
「窓性能（ガラス・枠・遮蔽物）変更」をクリックし、一括変更が可能です。（⇒P74参照）

U値 ガラス種類と枠種類、「(2) 庇、影の影響入力 ( 通年 )」の断熱補強の情報をもとに、窓の熱貫
流率を自動表示します。

U値.ガラス・枠 ガラス種類と枠種類、「(2) 庇、影の影響入力 ( 通年 )」の断熱補強の情報をもとに、ガラスと
枠の熱貫流率を自動表示します。

隣接窓の設置状態 窓枠の上下左右について接している部材から設置状況を設定します。
次のいずれかを入力します。

建物外皮と直に接している場合＝1
他の窓と隣接している場合＝0
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断熱補強
必要であれば窓の補強物を設定します。
補強物の設定（U値、発揮性能、日射透過率）は窓個別に変更できます。

補強物 「なし」のほか、次のいずれかから選択します。
選択値に応じて、U値、発揮性能、日射透過率が自動入力されます。
必要に応じて直接入力で変更できます。

・断熱プリーツスクリーン
・内窓シングル
・内窓ペア
・内窓ペア Low-E 断熱
・内窓ペア Low-E 遮熱
・その他（任意設定）

U値 熱貫流率を入力します。
発揮性能 U値の低減効果を示します。実際の使用条件による各種ロス（気密性、人間が開けることもある）

を考慮して、発揮される性能を％として入力してください。本システム特有の性能値です。
日射透過率 室内に入り込む日射をどれだけ通過させるかの度合いを0～1（0％～100％）の値で入力します。

例）1.0 → 100％、0.6 → 60％

■遮蔽する値ではありません。

(3) 日射遮蔽入力 ( 夏限定 )

夏季日射透過率
窓の外側と内側のそれぞれについて、遮蔽物をプルダウンメニューから選択します。選択した遮蔽物に応じて、夏季の日射
透過率が0～1.00（0％～100％）の値で自動入力されます。
「他（数値指定）」を選択すると、値を直接入力できます。
「なし」は、1.00（100％）が入力されます。

外側 ・外付ブラインド　0.25
内側 ・障子　0.65

・内付けブラインド　0.70
・レースカーテン　0.80

代表的な遮蔽システムの低減係数 (DIN V 18599-2 準拠 )

断熱トリプルガラス 断熱ペアガラス
遮蔽システム種類 外側 内側 外側 内側
ブラインド、鉛直羽根 0.06 0.7 0.07 0.6
ブラインド、45°羽根 0.1 0.75 0.12 0.65
ローラーブラインド／タープ、白色 0.24 0.6 0.25 0.5
ローラーブラインド／タープ、灰色 0.12 0.8 0.14 0.75
ホイル – 0.6 – 0.5
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窓性能（ガラス・枠・遮蔽物）変更
Step4.窓の「窓性能（ガラス・枠・遮蔽物）変更」では、日射取得優先面の指定と、窓・天窓の仕様設定ができます。

日射取得優先面の指定
窓グループ分けの画面にて、以下のいずれかを選択
します。

①日射取得優先の面とそれ以外の面について、
　異なる窓仕様を設定する。
　日射取得優先の壁面（複数可）を選択します。

②建物の窓全て同じ窓仕様で設定する。

窓・天窓の仕様設定
①を選択した場合は、「日射取得優先面」、「日射取得
優先の壁面以外」の窓仕様を順番に設定します。

②を選択した場合は、全ての窓仕様を設定します。

＊天窓仕様は、①②いずれの場合も同じです。

1 ２

次へ

窓性能（ガラス・枠・遮蔽物）変更

ガラス ガラスの種類をプルダウンから選択してください。
窓枠 材質・メーカーを選択することで、全ての窓枠を選択した材質に変更します。
夏季日射遮蔽物 〈外側〉建物の外側に配置する場合：なし、外付けブラインド、他（数値指定）のいずれかを設定します。

〈内側〉建物の内側に配置する場合：なし、障子、内付けブラインド、レースカーテン、他（数値指定）
のいずれかを設定します。

窓断熱補強 なし、断熱プリーツスクリーン、内窓シングル、内窓ペア、内窓 LOW-E 断熱、内窓 LOW-E 遮熱、
その他の中から設定します。U値、発揮性能（％）日射透過率を入力してください。

＊天窓仕様も、窓仕様と同様に設定します。

プラン図の上・下・左・右で判断します。

天窓を計算対象にするには、屋根伏図で屋根部品の「トップライト」を配置してください。
「トップライト」を配置していない場合は、対象になりませんのでご注意ください。

トップライトの配置について
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Step5 ヒートブリッジ

Step5 では、ヒートブリッジ ( 熱橋 ) の情報を入力し
ます。
プラン情報を取り込むことで自動入力される項目もあ
ります。

プサイ値設定

ヒートブリッジ名
ヒートブリッジ (熱橋 ) の名称を入力します。プラン情報を取り込むことで自動入力されます。

分類・分類 No.
ヒートブリッジ分類番号を入力します。入力する値は下表を参照してください。また、プラン情報を取り込むことで自動入
力されます。

ヒートブリッジグループとヒートブリッジ番号の対応表

外気に接するヒートブリッジ 15
ペリメーター（地盤に接する建物外周）のヒートブリッジ 16
土中に接するヒートブリッジ 17

数量
ヒートブリッジの数量を入力します。

加算値・減算値
ヒートブリッジの長さを加算値に入力してください。必要があれば減算値を入力してください。

ψ ( プサイ ) 値
ヒートブリッジの熱損失係数を入力します。
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Step6 床形状

Step6では、該当する床形状を選択します。

(新規作成 )の場合は、「境界入力」⇒「「基礎・

床境界」で選択した断熱パターンが選択されています。

基礎断熱（床下換気口なし）※地下室なし
基礎立上り部分の周辺に断熱補強がある場合は、断熱材位置を「水平」または「垂直」に設定し、基礎断熱の深さ /幅、断
熱材の厚み、熱伝導率を入力してください。
基礎周辺の断熱補強は、北海道や東北の一部で実施されるケースです。
初期は「なし」に設定しています。

水平断熱 垂直断熱

基礎部.断熱層の
外側境界

断熱材の深さ 厚み

厚み

断熱材の幅
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床断熱（床下換気口あり）※地下室なし
基礎周りの情報を入力してください。

床下空間の高さ

床下空間 425㎜ 左図のように、床材と鉄筋コンクリートの間
にある空間の高さを入力してください。

床下空間の壁の U 値

Step6:
断熱境界でない基礎の立上り
部分の熱貫流率

Step2:
断熱境界の基礎の立上り
部分の熱貫流率

Step6 床形状の情報では、断熱領域外の基礎立
上りの熱貫流率を入力します。

Step2 外皮断面構成の「04- 基礎外周 ( 地上 )」
「05- 基礎外周 ( 地中 )」では、床断熱の場合は、
建物全体の基礎外周ではなく、土間床部の外周基
礎立上り部を考慮しますので、その断面構成の入
力が必要です。

Step2 外皮断面構成の「17-　　」など、
使用していない外皮断面構成に、鉄筋コンク
リートを入力し、基礎立上り部の基礎幅を厚
みに入力してください。
熱貫流率が表示されます。
＊熱貫流率を調べるために入力しています。
わかる方は入力の必要はありません。

熱貫流率の求め方

熱貫流率
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地下室あり（暖房領域に含まれる）
地下室の情報を入力してください。

地下の深さ 地表面から地下室の床の下端までの距離を入力します。
＊地下部分の壁面積は、その周辺と深さから自動計算します。

地下壁のU値 地下室外壁の熱貫流率を0～1.00（0％～100％）の値で入力します。

地下室あり（暖房領域に含まれない）
地下室の情報を入力してください。

地下室の換気回数 断熱領域に含まれない地下室の1時間あたりの換気回数を入力します。標準値は0.2[回/h]です。
地下室の容積 暖房のない地下室の空気容積 (地下室の換気風量 )を入力します。地下室の換気による熱損失は、

この容積と換気回数から計算されます。
地下室壁の地上立上り
部の高さ

GLより上の地下室外壁高さを指します。地表面より上にある地下室外壁の面積は、その周長と
高さから自動計算されます。

地下の深さ 地表面から地下室の床の下端までの距離を入力します。
＊地表面より下にある外壁の面積は、この地下の深さと周長から自動計算します。
＊地面が傾斜している場合は、外壁の面積を周長で除算することでこの高さを算出できます。

地下室壁の地上立上り
部のU値

GLより上の外壁の熱貫流率を0～1.00（0％～100％）の値で入力します。

地下壁のU値 GLより下の外壁の熱貫流率を0～1.00（0％～100％）の値で入力します。
地下室床部のU値 GLより下の床の熱貫流率を0～1.00（0％～100％）の値で入力します。

換気口の開口面積合計
基礎パッキンなど床下の有効換気口の総面積を入力してください。
使用する商品のカタログの仕様書より有効換気口の面積を調べ、総面積を求め入力してください。

周辺建物の密集度
風遮蔽係数を入力します。風遮蔽係数の値は次のとおりです。

・密集地域 (都心など )　0.2
・平均的地域 (都市郊外など )　0.05
・閑散地域 (農村など )　0.10
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Step7 換気

Step7 では、換気の情報を入力します。

換気に関する情報
気密性 ( 漏気による換気回数 ) を以下のいずれかの方式で算出します。

・50Pa 加圧時の送風量を直接数値入力し計算
・C 値と仮想床面積から気密性を計算

50Pa加圧時の送風量を直接数値入力し計算
内法気積 Step1 基本設定で入力した「内法気積」が自動表示されます。ここでは修正できません。
Q50 50Pa 加圧時の送風量を入力します。入力値に応じて、「気密性」が自動計算されます。
気密性 「Q50」の入力値に応じて、自動計算されます。

PHPP の Ventilation シートの気密測定時の漏気回数に反映されます。
■パッシブハウス認定には 0.6 回 /h 以下である必要があります。

C値と仮想床面積から気密性を計算
仮想床面積 Step1 基本設定で入力した「近似 Q 値 ･C 値用床面積（仮想床面積）」が自動表示されます。

ここでは修正できません。
C 値 C 値を入力します。入力値に応じて、「気密性」が自動計算されます。
気密性 「C 値」の入力値に応じて、自動計算されます。

PHPP の Ventilation シートの気密測定時の漏気回数に反映されます。
■パッシブハウス認定には 0.6 回 /h 以下である必要があります。

共通項目
建物周囲からの影響 建物周囲からの影響について設定します。プルダウンメニューから次のいずれかを選択します。

PHPP の Ventilation シートの防風係数に影響します。

・壁一面開放 ･･･3 方に隣家があり、１方が道路の場合
・複数面開放 ･･･ 上記以外

周辺の密集度（換気へ
の外部風の影響）

周辺の密集度（換気への外部風の影響）を設定します。プルダウンメニューから次のいずれかを
選択します。
PHPP の Ventilation シートの防風係数に影響します。

・低：No screening
・中：Moderate screening
・高：High screening
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換気計画：第一種 (機械給気／機械排気 )

換気タイプを「第一種 ( 機械給気／機械排気 )」に設
定した場合は、以下の項目を設定します。

第一種 (機械給気／機械排気 )

局所換気を設定
「局所換気を行う部屋を選択して面積、有効高を入力…」をクリックすると、「部屋一覧 - 局所換気部屋の選択 -」画面が表
示されます。局所換気を行う部屋にチェックを付け、「OK」をクリックします。

「床面積」、「有効高」、「気積」、「換気風量」、「換気装置」が自動入力されます。【局所換気】の一覧に表示されます。
「局所換気を行う部屋を選択して面積、有効高を入力…」で自動入力せずに、【局所換気】の一覧に直接入力してもかまいま
せん。

床面積 全ての区画（部屋一覧のチェック ON/OFF に関わらず）の床面積の合計が自動入力されます。
直接入力も可能です。

有効高 上の床面積に算入される区画の平均有効高さが自動入力されます。
直接入力も可能です。

気積 上の（床面積）×（有効高）が自動入力されます。値の編集はできません。
換気風量 気積に 0.5［回 /h］を乗じた値が自動入力されます。給排気ともにこの風量が連携されています。

直接入力も可能です。
換気装置 上の床面積に算入される区画のおける換気装置をプルダウンメニューから選択します。

選択値は、「換気装置編集…」から編集することができます。
「換気装置編集」画面の「システム定義」タブからいずれかを選択し、「追加」をクリックすると
「ユーザー定義」タブに選択した換気装置がコピーされます。コピーされた換気装置のセルをダブ
ルクリックし編集してください。何も選択せずに「追加」をクリックすると、「ユーザー定義」タ
ブに空の行が追加されますので、一から入力することもできます。

ダクト設定
給気と排気用のそれぞれについてダクトの設定をします。

（熱交換設備と屋外とをつなぐダクト部のみ）

ダクト直径 ダクトの直径を入力します。
断熱材厚み ダクトの断熱材の厚みを入力します。
アルミコーティング ダクトのアルミコーティングの有無を設定します。
熱伝導率 ダクトの熱伝導率を入力します。
ダクト長 ダクト長を入力します。

＊右イメージ図の還気（RA）と給気（SA）のダクトは対象ではありません。

第一種換気設備における外気（OA）・給気（SA）・
還気（RA）・排気（EA）のイメージ図

給気経路：外気（OA）⇒熱交換設備⇒ 給気（SA）
排気経路：還気（RA）⇒熱交換設備⇒ 排気（EA)
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換気計画：第三種 (自然給気／機械排気 )

換気タイプを「第三種 ( 自然給気／機械排気 )」に設
定した場合は、以下の項目を設定します。

第三種 (自然給気／機械排気 )

「換気経路を選択して床面積、有効高を入力…」をクリックすると、「部屋一覧 - 換気経路部屋の選択 -」画面が表示されます。
換気経路から除外する部屋をチェックOFFにし、「OK」をクリックします。換気経路対象の部屋がチェックONとなります。
以下の項目が自動入力されます。

床面積 換気経路対象の区画（部屋一覧でチェックONの部屋）の床面積の合計が自動入力されます。
直接入力も可能です。

有効高 上の床面積に算入される区画の平均有効高さが自動入力されます。
直接入力も可能です。

気積 上の（床面積）×（有効高）が自動入力されます。値の編集はできません。
換気風量 気積に0.5［回 /h］を乗じた値が自動入力されます。給排気ともにこの風量が連携されています。

直接入力も可能です。
電力消費量 夏期の昼間における換気に使用する装置の単位当たりの消費電力量を入力します。

風量１㎥で１時間換気するために必要な消費電力量になります。
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Step8 照明

Step8では、照明設備の情報を入力します。
いずれもプラン情報から自動入力されます。

階層 照明が設置されている階層が自動入力されます。
部屋名 照明が設置されている部屋名が自動入力されます。
床面積 部屋の床面積が自動入力されます。
必要照度 部屋の照度が自動入力します。必要照度は、1㎡当たりの照度の尺度です。

「JIS.Z9110:2011照明基準総則」より引用しています。
必要な全光束 部屋に必要な光の強さを（床面積）×（必要照度）で計算し、自動入力されます。
器具タイプ
器具の効果

部屋の照明の器具タイプをプルダウンメニューから選択します。
選択値に応じて、「器具の効果」が自動入力されます。
「なし」を選択すると、「器具の効率」に0が入力されます。
「数値入力」を選択した場合は、「器具の効果」を直接入力できます。

・白熱電　20W、50W、100W
・ハロゲン球　50W、100W
・電球型蛍光灯　11W、20W
・蛍光灯（安定器付き）
・LED　電球色、温白色、チューブ

W合計 必要照度を選択した器具タイプで満たすためのワット数が自動表示されます。



建もの燃費ナビ　基本操作マニュアル

83

Step9 一次エネルギー消費

Step9では、冷暖房・給湯などの設備の情報を入力し
ます。

暖房設備
以下の手順で設定します。

①暖房の熱源を、「ヒートポンプ」、「ボイラー」、「電気」のいずれかに設定
②放熱方式を、「エアコン式」、「温水によるパネルヒーティング」、「温水による床暖房」のいずれかに設定
③「温水によるパネルヒーティング」を選んだ場合、温水が通る配管情報を入力
④熱源の設定により、以下のように入力

ヒートポンプ.����� ヒートポンプの性能値（COP）を入力
ボイラー.��������� ボイラータイプとボイラー燃料を選択
電気.������������� 追加入力項目は無し

COPを入力するには、直接入力する方法と暖房能力と消費電力を入力して算出する方法の2パターンがあります。
どちらも計算結果付PHPPシート上にてPHJオリジナルの方式で実効COPを算出して1次エネルギー消費量
の計算に利用します。
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冷房設備
以下の4つの種類の冷房のうち、物件に存在するもの全てにチェックを入れ、情報を入力してください。

・ルームエアコン (室内循環式 )
・給気経路による冷房
・除湿機能
・輻射冷房

ルームエアコン ( 室内循環式 )
入力項目 説明

オン /オフモード ある限界温度に達するまで、コンプレッサーは全負荷運転を行い、達した後に停止します。
このサイクルは、次の限界温度に達すると再びスタートします
。給気用冷却コイルに対して連続制御が可能であれば、このモードには該当しません。

最大冷房能力 全実効冷房能力、すなわち除去される顕熱と潜熱の合計です。
この冷房能力は、冷却コイルの平均表面温度が0℃を下回らない場合にのみ利用されます。

可変風量 冷房が可変風量 (VAV) 方式の場合、「あり」を選択します。
ルームエアコン性能値 COPを直接入力、または冷房能力と消費電力を入力して算出します。

給気経路による冷房
入力項目 説明

オン /オフモード 上記と同様
最大冷房能力 上記と同様
給気経路による冷房性能値 COPを直接入力、または冷房能力と消費電力を入力して算出します。

除湿機能
入力項目 説明

室内に排熱を放出 除湿器の消費電力によって室内に廃熱が生じる場合、「する」を選択します。
除湿機能性能値 COPを直接入力、または冷房能力と消費電力を入力して算出します。

・専用除湿器のCOP：0.8
・エアコンの除湿のCOP：2.0

輻射冷房
空調装置が存在しないか、または上記の装置の冷房能力が不十分な場合は、輻射式冷房 (例えば熱的な活性化されたコンク
リート天井 )を使用します。空冷機器で処理されない熱負荷が、余分な結露を生じることなく、輻射式冷房で処理されます。
輻射式冷房では追加の除湿が行われないと仮定されます。
輻射冷房性能値は、COPを直接入力、または冷房能力と消費電力を入力して算出します。
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給湯設備
以下の手順で設定します。

①給湯の熱源を、「ヒートポンプ」、「ボイラー」、「電気」のいずれかに設定
②給湯配管等の情報を入力
④熱源の設定により、以下のように入力

ヒートポンプ.����� バックアップヒーターの種類とタンク種類を選択
電気式瞬間湯沸かしタイプを選んだ場合、電気ヒーターによる温度上昇も入力

ボイラー.��������� ボイラータイプ、ボイラー燃料、コージェネレーションによる自家発電の有無を選択
電気.������������� 追加入力項目は無し

太陽熱温水を使用する
太陽熱を集熱して温水を作る場合、チェックを入れて入力します。

集熱板の種類 集熱板の種類を選択します。また集熱板の種類追加でユーザー定義の集熱板データを作成
できます。

設置方角及び勾配 集熱板の設置方角と勾配を設置場所を選択して決定するか、方角と傾きを入力するかを選
択します。

設置場所 記で「設置場所を選択」を選んだ場合に表示されます。
Step3で設定した外皮が選択候補となります。

方角.( 北から何度
　　　南＝180度が理想 )

集熱パネル設置されている方角を入力、表示します。（単位：度）
上記で「方角と傾きを入力する」を選んでいる場合、入力が必要です。

水平面からの傾き (勾配 ) 集熱板の傾き角を入力、表示します。
上記で「方角と傾きを入力する」を選んでいる場合、入力が必要です。
通常は単位：度で入力しますが、「寸勾配入力」を選択することで、勾配 (K) の欄に単位：
寸で勾配を入力できます。

温水パネル面積 集熱板の面積を入力します。
パネル上下の縁部距離 設置されている集熱パネルの下端から上端までの鉛直方向の距離を入力します。

「勾配と長さを参照」を選択し、勾配と長さを入力することで、算出することもできます。
隣家、障害物等との高低差 集熱板の最下端と日射を遮る遮蔽物の最高点までの鉛直距離 (高さ ) を入力します。
隣家、障害物等との水平距離 集熱板の最下端と日射を遮る遮蔽物の最高点までの水平距離を入力します。
日射取得率指定 その他日射遮蔽要因がある場合、それを考慮した日射取得の割合を入力してください。
タンク種類 温水を貯湯しておくタンクを選択します。タンク種類追加でタンク種類を追加できます。
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厨房設備

コンロ種類
IH またはガスから選択できます。

太陽光発電の利用
月別発電量または年間見込み発電量のどちらかの入力方法を選択します。

月別発電量
各月の発電量を直接入力するか、プラン情報を取り込むことで自動入力されます。

年間見込み発電量
年間の見込み発電量を直接入力します。
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７	 PHPP作成

仕様入力で保存した仕様内容で、燃費計算を行います。
計算結果は、パッシブハウスが提供するPHPP9.6 シートを基にして作られたPHPPシートで出力され、Excel ファイル
形式となっています。出力モードには、通常モードとエキスパートモードの2種類が用意されています。

(PHPP) をクリックすると、PHPPの処理選択画面が表示されます。

通常モード
通常モードは、PHPPと連携して燃費計算した後、計算結果シートのみが表示され出力後の編集はできません。
簡易的なモードの位置づけです。

①仕様を選択
②「通常モード」を選択
③「作成」をクリック
＊Excel が起動します。

PHPP

１ ２

３
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コンテンツの有効化
PHPPシートには、VBA.マクロを使用しています。
Excel.では、セキュリティの都合上、マクロが無効にされた状態で起動します。
自動処理を行うためには、Excel.画面にて、セキュリティの警告の「コンテンツの有効化」をクリックしてください。
自動処理が実行され、計算結果が表示されます。

本マニュアルでは、Office365.を使用しております。
お使いのOffice.のバージョンによって、画面イメージが異なることがありますので、ご了承ください。

コンテンツの有効化
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計算結果
計算結果に表示されている内容について説明します。

建物概要・計算条件 仕様入力⇒Step1基本設定の情報より連動
暖房度時 (D20)・冷房度時 (D25) は、内外温度差を、24時間の気温変化を考慮
して1年間あたり積算した値
（暖房度時の数値が高いほど寒冷地で、冷房度時の数値が高いほど温暖地）

Ｑ値、ＵＡ値 日本の省エネ基準（Ｈ２８年基準・Ｈ２５年基準）UA値の参考値（近似計算の値）
※参考値は目安でありそのまま申請に使える数値ではありません。

Ｃ値 仕様入力⇒Step7建物の気密性能のＣ値より連動
日射取得量（Gain） 年間の日射取得量の合計
熱損出（Loss） 年間の熱損失量の合計値
年間暖房需要 年間暖房の需要を1㎡当たりで算出
年間冷房需要 年間冷房の需要を1㎡当たりで算出
建物全体 [GJ/ 棟・年 ] 年間冷房負荷、年間暖房負荷をGJに変換した値

〇 [Kwh/ ㎡・年 ] ×有効床面積×0.0036
※ 1KWh＝ 0.0036GJ＝ 3.6MJ

気密性能 住宅内を50Pa（パスカル）の加圧状態にして１時間に室内の空気の量が何回分、
外に出ていくかを示す数値、Step7建物の気密性能より連動
※日本ではC値を使いますが、こちらはドイツのパッシブハウス研究所による
住宅の気密性能の算定値です。

窓平均Ｕ値 入力した全ての窓Uｗ値の平均値
再生可能エネルギー等の自家発電
[KWh]

太陽光パネルなど自家発電したエネルギー量の合計

太陽熱温水器の給湯負荷削減 [KWh] 太陽熱温水器を活用した時の給湯エネルギーの削減量
貢献度 太陽熱温水による貢献度＝太陽熱温水によるカバー／（地域区分の標準給湯負荷×

標準世帯を基準とする比率）
換気設備の実交換率 配管の熱損失も考慮した実効の熱交換率
建もの燃費 [KWh/ ㎡ ･ 年 ] 建物の全館を24時間空調、365日設定室温と設定湿度を維持するための一次エ

ネルギー消費量
※住宅が冷暖房・除湿・換気・給湯・照明に要する一次エネルギー消費量を「床
1㎡あたり年間○○ kWh」と明確に数値化することで、すべての建物を同じ
尺度で比較できます。

建物全体 [GJ/ 棟・年 ] 年間の一次エネルギー消費量をGJに変換した値
〇 [Kwh/ ㎡・年 ] ×有効床面積×0.0036
※ 1KWh＝ 0.0036GJ＝ 3.6MJ
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処理メニュー

計算結果の右側に処理メニューがあります。

処理メニュー

判定結果の印刷
【計算結果】シートの内容を印刷します。
印刷プレビューが表示され、印刷状態を確認してから印刷できます。

計算条件設定
計算条件を、「建もの燃費ナビ基準」、「パッシブハウス基準」、「任意指定」のいずれかに変更できます。

PPPエクスポート
別ウィンドウが開き、PPPデータのエクスポートができます。

上書き保存
判定結果を上書き保存できます。

名前を付けて保存
判定結果に名前を付けて保存できます。

終了（上書き保存）
上書き保存後、Excel を終了します。

終了（保存なし）
Excel を終了します。
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建もの燃費の棒グラフ
棒グラフのMAXは、初期値は200kWh/ ㎡となっています。
計算結果の右上に隠れているセルがありますので、数値を入力して再計算してください。
最大値500kWh/ ㎡まで入力可能です。

ＭＡＸを500kWh/ ㎡にすることで
グラフの印象が変わります。
用途によって使い分けてください。

右にスクロールすると
各計算式あり

200 500

Ua 値は近似値

日本の省エネ基準である平成28年基準、外皮性
能値（Ua値）をクリアするために参考になるも
のです。
施主様の省エネ意識のレベルや経済状況など、
パッシブハウス推奨の基準を目指す施主様ばかり
とも限りません。
日本の基準をクリアすることを目標としながらも
比較検討のために利用できます。

近似Ua値.＝（外皮面＆熱橋の熱損失計）／総外皮面積
. . ※総外皮面積はStep3の各部位の総面積

近似Q値. ＝（外皮面＆熱橋の熱損失＋換気による熱損失）／仮想床面積
. . ※仮想床面積はStep1「近似Q値・C値用床面積」

各計算式は、計算結果シートの右側余白（AG53、AE64）で確認できます。
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光熱費シミュレーション
【計算結果】シートを下にスクロールすると、光熱費シミュレーションが表示されます。

新規計算
初めての場合は、以下のように光熱費を計算してください。

①「光熱費.新規計算」をクリック
＊光熱費計算テンプレート選択が表示されます。

②「従量電灯」、「時間帯・季節別」のいずれかを選択し、「実行」をクリック
＊以下の例では、「従量電灯」を選択しています。
＊料金設定の画面が表示されます。

③料金設定の画面にて、各種料金を設定
＊画面上に説明が記述されていますので、
参考にしてください。

＊シートを切り替えて設定します。
④「≪計算結果に戻る」をクリック

＊【計算結果】シートに戻ります。
＊光熱費シミュレーション結果が表示され
ます。

1

２

４

３

シートの切替
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住まい手の実際の冷暖房設備の室温設定や住まい方により、実際の値は大きく変動します。
実際に使用する光熱費を保証するものではありませんので、ご注意ください。

光熱費計算の概要
24時間365日設定温度に保つための建築ランニングコストの相対的な違いを比較する目的で使用します。
燃費計算で求めた年間の１次エネルギー消費量を、２次エネルギー（実消費量）に変換後、月別、用途別に計算し料金設定
に従って計算します。料金設定の初期値は関西電力と大阪ガスです。他の地域の電力会社やガス会社の料金設定をして計算
することもできます。灯油、薪などは仮の値ですので、ご利用の際は設定をお願いします。太陽光発電の売電料金も年度によっ
て変わりますので設定してください。

光熱費の内訳
光熱費の内訳は給湯／暖房／冷房 ( 顕熱）／冷房 ( 潜熱）／照明／調理／設備に、さらに家電のエネルギーを一定値で追加
して計算しています。
光熱費計算をシミュレーションを活用することで、ビジュアル的なプレゼンシートを用いて『光熱費は約〇％程度節約でき
ます。』と、施主様にご提案できます。

光熱費 再計算
過去に「光熱費.新規計算」を行い、料金設定をした場合、その情報をテンプレートとして保持しています。
テンプレート一覧から選択し、再計算が可能です。

料金設定
一度「光熱費.新規計算」を実行すると、「料金設定」ボタンが表示されます。
「料金設定」をクリックすると、料金設定の画面が表示され、自由に変更することができます。

光熱費 再計算

料金設定
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エキスパートモード
エキスパートモードは、燃費計算後、計算結果シートとその他PHPP入力シートが表示され、出力後もPHPPのシートを
編集することでより細かい設定が可能です。
中・上級者向けのモードとして位置づけられています。

①仕様を選択
②「エキスパートモード」を選択
③仕様のうちPHPPと連携したいStep のみ
　チェックを入れる
④出力するPHPPファイル名を設定
⑤「作成」をクリック
＊Excel が起動します。

エキスパートモードの活用例
例えば、Step9のみOFFにしてエキスパートモードで出力すると、暖房・冷房・給湯などの設備が未入力の状態でPHPP
が出力されます。
暖房・冷房・給湯などの設備については、ユーザー様ご自身で入力する必要がありますが、PHPPを直接編集するため、「建
もの燃費ナビ」よりもより細かい設定が可能となります。

１

５

２

４

３

＊計算結果付きPHPPシートが、出力され
ます。
＊出力された計算付きPHPPシートは保存
済みPHPPとして蓄えられ、別途参照で
きます。

セキュリティの警告が表示された場合は、
コンテンツを有効にしてください。

シートの切替
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